
自粛期間中に断捨離をしました。手放すこと
になったのは、その場の「ほしい！」に突き動か
されて買ったモノ、実用性のないモノばかり。
ほとんど使っていないのにすっかりくたびれ
てしまったモノをゴミ袋に詰めながら、虚しい
気持ちでいっぱいになりました……。「モノを
買うときは、ニーズとウォンツを明確に」（by
『本当に必要なことはすべて「ひとりの時間」
が教えてくれる』）を胸に刻んでおこうと思い
ます……。

最近、よくYouTube大学を見ています。どの
動画もわかりやすく説明してくれているので、
すごい勉強になります。ビジネス書の紹介も
わかりやすく、どれも読みたくなって、どれから
読もうかいつも悩んでいます。でも、ここ最近で
一番よかったと思う動画は、スラムダンクです
（笑）昔からスラムダンクが大好きで、音を聞い
ているだけで、思い出して感動してしまいまし
た。部活で11年してきた剣道よりもバスケが
大好きです！バスケがしたいです…。

この春からトマト・きゅうり・ハイビスカスを育
て始めました。土を作って植えて、栄養をあげ
て水やりをして…毎日目に見えて大きくなっ
ていくので成長が実感できて楽しいです。ト
マトときゅうりは実ができれば食べられるのが
魅力ですし、ハイビスカスは何といっても南
国気分になれる！？ので楽しみです。知識がな
いのでしょうがないのですが、水をやる量が
いつも一番悩みます。果たしてこの夏どのよ
うな結果になるのでしょうか。

この数週間、基本的に在宅勤務です。社内外の
打ち合わせや自社セミナー等もオンラインにな
りました。コロナ終息後もおそらく基本オンライ
ンというのは変わらず、その分、対面じゃないと
出来ないこと、3次元的な体験の価値は本当に
高まると思います。先日久しぶりに書店に行き
ましたが、必要なことを自分で探しにいく、且つ
レコメンドも最適化されるオンライン書店と違
い、巡り合わせ的に新しい本に出合えることは、
リアル書店の方がまだ強いなあと感じました。

最近、3Dでキャラクターを動かすMMDというもの
にハマっています。もともとは、MikuMikuDance
といって初音ミクに踊ってもらうことを目的に作られ
たソフトなのですが、最近は使えるキャラクターも
増え、楽しみ方は人それぞれです。私はヨーロッパ
ビーバーと、けものフレンズに出てくるサーバルち
ゃんがお気に入りです。これらを現実世界（例えば
自宅や近所）に合成すると、日常にキャラクターが
遊びに来たみたいな妙な感覚を楽しめます。MMD
やっている方がいましたら、是非お話したいです！

ご無沙汰しております。おおよそ5年振りにぶ
つぶつに戻って参りました。最近はすぐに体重
が増えるのが悩みです。考えてみると「お煎餅
→スナック類→冷凍の今川焼き」という具合に
どんどんカロリーの高いおやつに移行してい
ることに気がつきました。食べちゃまずいけど、
食べたい。そんな板挟みを解消するために、今
取り組んでいるのは「少量のチョコ＋大量のピ
ーナッツ」作戦です。少しは効果が出るといい
のですが。これからもよろしくお願いします。

この2か月、オンライン落語戦国時代です。イベ
ント自粛で寄席が閉まっているため、多くの落語
家がYouTubeチャンネルを開設して盛り上がっ
ています。ライブで1度きりのものもあれば、アー
カイブされて何度も聴けるものもあります。営業
にも出られず、休日に外出もできず、毎日毎日PC
とスマホの画面で目を酷使しているので、耳から
入れられる情報がなんとも心地よく感じました。
常に気を張っている状況で、ふっと緩まる落語の
笑いがあってほんとに助かったなと思います。

4月末から「東京ラブストーリー」（pr ime 
video、FOD）が生き甲斐。この原稿は最新話
を観てからどうしても書きたく締切ギリ提出
（笑）。リカ(石橋静河さん)の感情豊かで自然
な演技にハマり他作品も観るほど石橋中毒、
他メンバーの演技もオシャレBGM&映像も脚
本も全て最高、今朝電車で観た9話は10分に
1回涙ぐみ、夜観た10話のリカにまた涙。人間
の感情は脆く残酷で暖かく面白い！とか語って
みる（笑）。テーマ曲「灯火」超オススメです！

緊急事態宣言が解除され、徐々に外出自粛も緩
和されつつありますが、外出自粛期間中、
UberEatsやmenuといったデリバリーサービス
の便利さは良い発見でした。お店のラインナップ
も豊富だし、和食、イタリアン、中華などなど、だ
いたい食べたいものに出会えるし、デリバリーが
混雑していてPIZZA-LAが1時間半くらいかかる
ところ、UberEatsは30～40分くらいで届けて
くれました。この先、自由に外出できるようになっ
ても外に出たくない日の食は充実しそうです。

自粛はまだまだ続きそうですが、全国の緊急事
態宣言が解除されたことにより、ビジネスが再
開できたことはうれしい限りです。この2か月
間、私は変わらず自転車で早朝出社をしていま
した。まっすぐ帰宅をして、晩飯と晩酌をし、読
書して、動画を観て、寝る。週末は午前中に仕
事をして、午後に10km散歩してデパ地下で
テイクアウトする。そんな日常が、私を一回り大
きくしてくれました。人格ではなく体格ですが。
ぶつぶつ……
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今月のお休み

再注目されています！
注目その3

待望のまんが版も
4月に発売しました。

6月には
ダヴィンチニュース・
東洋経済オンライン
に記事が掲載!
元本との併売
お願いします！

お店に置いていただいていますか？

『 』

Amazonランキング1位！
（ビジネス・経済 5/17付）

各フェアにも取り入れて
いただいております！

「withコロナ」「afterコロナ」
「体調管理」「これからを生きる」など、

注目その1

注目その2

また、ランキング入りも
しております！

発酵食品　食物繊維

Youtube『メンタリストDaiGo』
で紹介！5月中に11回以上も!?
Youtubeチャンネル『メンタリストDaiGo』で
体調を良くするためのおすすめの本として、
5月中に11回以上も紹介されました。

が
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こちらは、『DotCom Secrets』『Exper t  Secrets』と

続いてきた人気のシリーズの最新刊で、今年の3月にアメリ

カで発売されて以来、注目を集めている1冊です。著者のラッ

セル・ブランソンは、大学在学中にオンライン企業を立ち上

げ、卒業後1年で100万ドルを超える売上を叩き出した若手

の実業家。彼の経験から導かれた「現代における顧客獲得の

プロセス」について書かれているこの本は、マーケティング

に興味がある方におすすめです。

最後に紹介するのは、6位の『The New Class  War』で

す。こちらは、欧米を中心に台頭するポピュリズムと、それに

伴う階級闘争を生き抜く方法論を説いた今年刊行の書籍。

ノンフィクションのライターを経て、現在は大学教授である

マイケル・リンドが、階級闘争における画期的な見方を提示

しており、ポピュリズムについて論じられている他の本とは

一線を画しています。ヒットしているのも納得の1冊です。

今月は、往年のベストセラーと注目の新作がランクインしまし

た。「おうち時間」を読書で過ごすのもいいかもしれませんね。

それでは、次回のランキングもお楽しみに！

ここでは某商社ニューヨークオフィスに勤務するビジネス書

大好き人間が、日々通う書店のビジネス書コーナーで感じた

ことをお話ししていきます。

日本の方もニュースなどでご存じのことと思いますが、

ニューヨークは新型コロナウイルスの感染者が急増してお

り、深刻な状況が続いています。野球好きな私は、メジャー

リーグの再開が待ち遠しいです。早くコロナの問題が収束し

て、何気ない日々が戻ることを祈るばかりです。

それでは、今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、1位にランクインした『Think and Grow Rich』

です。1937年の刊行以来、人気の衰えない発行部数1億部

を誇る不朽の名作。『思考は現実化する』という邦題で日本

でも多くの人に読まれています。著者は、ナポレオン・ヒル。

アメリカの鋼鉄王アンドリュー・カーネギーに師事した彼が

数十年をかけて研究してきた成功哲学が、科学的な裏付けと

ともに紹介されており、読みごたえがあります。

そして、2位にランクインしたのは、初登場『Traffic Secrets』。

5月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

The Intelligent Investor Rev.Ed.

（仮題）トラフィックの秘密：あなたのウェブサイトと
　　　マーケティング・ファネルを理想の顧客で埋めるウラの筋書き
著：ラッセル・ブランソン 

Traffic Secrets: The Underground Playbook for Filling Your 
Websites and Funnels with Your Dream Customers    

The 7 Habits of Highly Effective People: 
Powerful Lessons in Personal Change

（邦題）ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣（パンローリング）
著：ジェームズ・クリアー 

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

（邦題）新賢明なる投資家　
　　　割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法（パンローリング）
著：ベンジャミン・グレアム

（邦題）SHOE DOG（東洋経済新報社）
著：フィル・ナイト 

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

How to Win Friends and Influence People
 （Special Anniversary Edition）

Atomic Habits: 
An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones

（仮題）新しい階級闘争：経営のエリートから民主主義を救う
著：マイケル・リンド

The New Class War: 
Saving Democracy from the Managerial Elite

The 48 Laws of Power

（邦題）7つの習慣ー成功には原則があった!（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids 
About Money That the Poor and Middle Class Do Not!    

Think and Grow Rich

（邦題）金持ち父さん 貧乏父さん
　 ーアメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学（筑摩書房）
著：ロバート・キヨサキ

Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike

（邦題）権力に翻弄されないための48の法則 上・下（パンローリング）
著：ロバート・グリーン    

今まさにどの組織においても、この書籍がテーマとする“企業と人”の問題を
抱えていると思います。組織・人材に関するアプローチが充実の内容でなお
かつ本当にわかりやすい１冊。

　　　まれつき気品があり、正義感が強いので困っている人を放っておけ
　　　ない。また、几帳面でもあるので決められた規則をきちんと守り礼儀
正しい一面もあります。そのため、完璧主義でうまくいかないと落ち込みやすく
ネガティブ思考に陥ることがあります。

　　　けず嫌いの頑張り屋さんで仲間やいいライバルがいることで成長できる
　　　タイプ。また、学生のノリを忘れられないまま大人になったので、どんな
人とも仲良くなれる。新しい物や人をプロデュースできる陰の仕掛け人気質で、
相手の眠っている才能を呼び覚ますことができます。

6月23日生まれってどんな人？6月17日生まれってどんな人？

誕生日占い企画！
6月は営業部に誕生日の人が2人います。

今回はこの2人の性格やおすすめ書籍など、色々聞いてみました！

6月生まれ 負けず嫌い／人懐っこい／素直

6/17生まれ
ふたご座

鈴木翔太さん

・明るい
・行動力がある
・好奇心旺盛

「辞める人・ぶら下がる人・潰れる人」さて、どうする?

逆ソクラテス

祝!

おとしどころの見つけ方
仕事でもプライベートでも、おとしどころは重要なこと。本書は、交渉術に
悩んでいる方にお勧めの1冊。ストーリー形式で読みやすく、ビジネス、プライ
ベートに分かれているので、知りたいところだけ読んでも良し。

5つあるどのお話も、読み終えてしまうのが寂しくなるような素敵なお話でした。
伊坂先生が『デビュー20年の一つの成果』と位置付けるだけある深い１冊
だと思います。

人気絶頂の時に完結し、今も多くの世代に愛されているバスケット漫画。
たった4カ月間という短期間で主人公が成長していく物語。この本は、
まっすぐで熱い心を学ばされる1冊。

スラムダンク（完全版）

JUNE

負生

6/23生まれ
かに座

北本駿介さん

お
め
で
と
う
〜

ふ
た
ご
座

・家庭的
・聞き上手
・平和主義者

か
に
座

めくると…

そんな鈴木さんがおすすめする本はなんですか？ そんな北本さんがおすすめする本はなんですか？

伊坂幸太郎著／集英社

松浦正浩著／クロスメディア・パブリッシング

井上雄彦著／集英社

上村紀夫著／クロスメディア・パブリッシング

サラリーマンが引きこもりたくなる深層心理とその対処法
「会社に行きたくない」と思うことは誰でもありますが、簡単に休むわけにはいかず、気持ちを切り
替えて出勤している人も多いはずです。問題は、「行きたくない」と感じる頻度が増えたときです。そんな
とき、想像する以上にストレスや不安を溜め込んでいる可能性が高く、適切な対処が必要です。

「会社に行きたくない」
気持ちに寄り添う
めくりパネルを作成しました！
ご活用ください。

著

自粛明け
にオススメ
の新刊！！
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