
先日、３か月ぶりに対面で取材をしました。間
にシールドを挟んでいましたが、やはり直接会
って話すのはいいですね。ついムダ話が多く
なりますが話が広がります。オンラインは連絡
したり、周知したり、決まった内容を話すのに
は向いていますが、ああでもない、こうでもな
い、いや待てよ、こっちかも、と話しながら答
えを探っていくような場合は向いていない気
がします。便利はしょせん便利止まりなのかも
しれません。

この前、久しぶりに友達とダーツをしに行きまし
た。しかも3時間投げ放題！ほぼ休みなしで投げ
続け、後半投げる度になぜか親指の付け根に痛
みが走りました。投げ方が下手な証拠ですね・・・
ただ、オンラインで対戦中、20のTRIPLEが3
連続入りました！これだけでスコア180！STATS
が94.67というよくわからない数字になっていま
した（笑）これからは定期的にダーツをしようか
なと思いました。とりあえず、家のどこかに眠っ
ているマイダーツを探そうと思います（笑）

このかわら版にも新入社員の紹介が出ていま
すが、彼の入社により社内の男性陣で一番若
いのが私ではなくなりました。先日体組成計で
カラダ年齢を測定したところ、奥さんは１８歳と
出て大喜び！一方の私はなんと５７歳…。実年齢
＋約３０歳。この測定値がどこまで参考になるの
かは置いておいて、これを機にちょっとカラダ
改革が必要ですね。水泳が自分にとっては一番
いい運動だとは思うのですが、今はそもそも水
着になるのに抵抗があるというジレンマが…

6月の新刊『国旗のまちがいさがし』を担当し
ました。自宅のリビングに貼っている世界地図
に国旗が30カ国分くらい載っていまして、中
学生の長男が「このイギリスの国旗、なんか印
刷ずれてない？」と話していたのが企画の発
端です（実際はずれていないのですが）。うち
の主力であるビジネス書とは少し毛色の違う
本ですが、子どもへの教育投資を惜しまない
親御さん層は、ビジネス書の読者層ともかな
り重なるかなと思っています。 

先週、犬を飼い始めました。犬種はイタリアン
グレーハウンドで、名前はエマちゃんです。家
族が増えたことにまだ実感がわきませんが、エ
マちゃんが来たことで家族間での会話が増え
ました。以前も犬を飼っていたのですが、その
子がいたときは皆で写真をたくさん撮って共有
していました。それが、今では動画を撮って→
編集して→共有するという流れに変化してい
ます(笑)時代の変化を犬を通して実感しており
ます。そのうちYoutubeにも載せるかも・・・？！

コロナ禍によって、わたしがふだん食べていた
食材が手に入らなくなった。メステマッハー 
フォルコンブロート。発音したら、口がこんがり
そうなネーミングであるが、いわゆる、ライ麦
パン。それも、ふつうのとは違い、しっとりした
「すっぱい」黒ライ麦パンなのである。このパン
を食べると、胃もたれせず、調子がいい。しか
し、最近店頭でみかけなくなり、アマゾンでは
高値高騰が続いている。2020年、黒ライ麦
パンのバブルが到来しているようだ。

地震が起こると、揺れる数分前に夜中でも目
が覚めてしまいます。子どもの頃からずっとこ
うなので、人に話すと驚かれます。最近はさら
に感覚が鋭くなっているのか、地震の前は寝つ
きが悪くなりました。普段ならスッと寝られると
ころ、1時間たっても2時間たっても眠れず。こ
ういう動物の異常行動を「宏観（こうかん）異
常現象」と呼ぶそうです。近頃地震が多い気
がして、地震の前に大騒ぎする犬みたいに落
ち着かない日々を送っています。

2人組ユニットYOASOBIデビュー曲「夜に駆け
る」中毒。1月Spotifyバイラルトップ50（日本）
1位、6月MV再生回数2500万回！コンセプトは
「小説を音楽・映像で具現化する」。クールなメロ
に乗せて刺さる歌詞（T^T）ikuraさんの歌唱
力、ギター・ピアノ・ドラムの音やリズムのバラエ
ティ豊富さ。Billboard JapanのWeb記事イン
タビューをぜひ♪この曲をBGMに歩くマイブー
ムがきていて（笑）、お腹とお尻に力を入れ、大股
且つ頭を上下させないのがミソです！（笑）

コロナウイルスの影響で中断されていた海外のサ
ッカーがようやく再開され始めました。残念ながらフ
ランスのリーグアンは強制終了になってしまいまし
たが、待ちに待ったイタリアをはじめ、イングランド、
スペイン、ドイツと、４大リーグは無観客で試合して
いて、DAZNでも放送が始まりました。通常であれ
ば６月にリーグ終了のはずが、２ヶ月近く中断してい
たので、各国とも週２試合というすごいペースで消
化しています。選手も大変でしょうが、見る側のこち
らもまったくそのペースについていけません。

緊急事態宣言の解除から１カ月が経ち、ほぼす
べての書店が通常営業に戻っています。この２
か月間、私は毎日出社をしていましたが、店頭
に立たれていた書店員のみなさまには頭が下
がります。ありがとうございます。ソーシャルデ
ィスタンスの継続など、売上回復を図る上での
足枷は続きます。出版社としては、価値ある本、
売れる本をつくるとともに、広告・宣伝、各種メ
ディアを通じて本の魅力を伝えることで、多く
の人が書店に足を運ぶよう努めます。
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全国的に自粛解禁となりましたね。それに伴い、
出社を再開する会社・まだまだテレワークを
続ける会社もあると思います。今回は、様々な
状況の中で書店様から「おすすめできる」と
言っていただいた書籍を6点集めてみました。

10  
突破！

祝
万
部

の適職診断法、
1～10まで教えます

新時代

こ
れ
か
ら
売
れ
る
本

集
め
ま
し
た

特集
今
読
み
た
い
本

クロスメディアかわら版　Vol.142 2020.7

1

  

クロスメディア・パブリッシング　〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル　Tel : 03-5413-3140　Fax : 03-5413-3141　http://www.cm-publishing.co.jp

クロスメディアかわら版
Vol.142 2020.7

2 3 スタッフのつぶやき…アメリカのビジネス書トレンド 国旗のまちがいさがし・新入社員紹介これから売れる本 4

Highlight!

Q.1 Q.2

介新 社員紹入



米注目の暴露本、刊行されたら読んでみたいものです。

そして、2位に入ったのは、初登場の『Primitive』。今年4月に刊

行された本書は、政府の要職経験者やFor tune500企業の

CEO、起業家などとともに仕事をした著者が発見した「成功者

の共通点」を事例と共に紹介。彼らの共通点である「原始的な

（primitiveな）考え方」が、あらゆるビジネスパーソンが抱える

課題を解決してくれるといいます。往年のベストセラーとはまた

違った、現代的な成功法則に興味のある方におすすめです。

最後に紹介するのは、10位の『From Here to Equality』です。

こちらは、大学で公共政策やアフリカ系アメリカ人の研究をして

いる教授が、人種差別と経済の問題に迫った一冊。500ページ

を超える本書は、冒頭でも触れた黒人男性殺害事件とその抗

議デモで再び大きな関心が寄せられている人種差別問題を、専

門家の目線で的確に分析しています。アメリカ人だけでなく、わ

れわれ日本人も読んで考えさせられる一冊です。

今月は、いまのアメリカ情勢に関連する本が多くランクイン。コ

ロナ、抗議デモ、大統領選と、今年は世界史に刻まれる年になり

そうですね。それでは、次回のランキングもお楽しみに！

このコーナー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。

いま、アメリカでは、新型コロナウイルスの猛威もさることなが

ら、白人警官による黒人男性暴行死事件への抗議デモが広がっ

ています。ニューヨークは、事件が起きたミネアポリスから

2000kmも離れていますが、集会は頻繁に行われています。抗

議デモに便乗して、お店の破壊や略奪をする行為は許せません

が、改めて人種差別について考える契機でもあると思います。

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『Too Much and Never Enough』。こちらは、

トランプ大統領の姪にあたるメアリー・トランプが書いた暴露

本です。7月下旬に出版予定ですが、現時点ですでに予約が殺

到しトップにランクイン。6月には、トランプ大統領の末弟ロ

バート・トランプが行った出版差し止め請求が棄却されたこと

でも話題になりました。トランプ大統領および4人のきょうだい

も育った祖父母の実家で、メアリーが幼少期を過ごす中で見た

ことを、彼女の専門である臨床心理学の視点も織り交ぜながら

分析しています。11月の大統領選にも影響するかもしれない全

6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）プリミティブ：世界の成功者たちに力を与える原動力を活用する
著：マルコ・グリーンバーグ

Primitive: Tapping the Primal Drive That Powers the World's 
Most Successful People    

（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

（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

（仮題）ここから平等へ：21世紀のアメリカ黒人への補償
著：ウィリアム・A・ダリティ、A・カースティ・マレン

（仮題）過剰なのに満たされない：
　　　わが一族はいかにして世界で最も危険な男を生み出したのか
著：メアリー・L・トランプ

How to Win Friends and Influence People

The 48 Laws of Power

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒルThink and Grow Rich

Mortuary Confidential: Undertakers Spill the Dirt

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

Too Much and Never Enough: 
How My Family Created the World's Most Dangerous Man

（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 

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

（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

From Here to Equality: 
Reparations for Black Americans in the Twenty-First Century

（仮題）霊安室の秘密：葬儀屋がばらす業界の汚点
著：ケネス・マッキンゼー、トッド・ハラ

めい

介
はじめまして！4月より編集部に入社しました

阿波 岳(あわ がく)と申します。世の中に本を

通じて、新たな思考の枠組みや有益な情報を

提供できるような編集者を目指して参ります。

1軍戦・2軍戦を問わず、いろいろな球場で観るプロ
野球が好きです。旅行を兼ねて12球団本拠地制覇
を目指しています（残り3球場）。野球を観ながらの
ビールが最高なのですが、今年は開幕も遅れて…1日
でも早くプロ野球を球場で観れる日を楽しみにして
います。プロ野球談義であれば、いつでも気軽にお
声掛けください！

人物や動くものを撮るのが好きです。一眼レフを2台
持っていますが、欲しいレンズを挙げるとキリがなく
沼にハマりそうです(笑)。今後は、レタッチなども自
分でできるようになりたいと思っています。カメラは
歳を取っても長く続けられるなので「好きこそ物の上
手なれ」で極めていければ良いかなと思っています。

旅行の目的の一つとしてその土地の美味しいものを
食べるのも楽しみにしています。オーストリアで食べ
たクロワッサンの味がいまだに忘れられず、それを超
える味に巡り合えていません！今はエスニック料理に
はまっており、美味しいお店を探しています。どこか
おすすめの美味しいご飯屋さんを教えてください！

国内外問わず、様々な所に旅行に行きました！卒業旅
行ではイギリスとフランスに行き、ハリーポッターミュ
ージアムに行きました。衣装やセットなどを見ること
ができ、とても感動しました！日本では伊豆諸島の式
根島に行き、自転車で島一周巡ったのがとても思い出
に残っています。どこかオススメの場所があれば教え
ていただけると嬉しいです！

初めまして！今年度4月から編集部新入社員
として入社いたしました植田七海と申します。
拙いところもあるとは思いますが頑張りたいと
思います！よろしくお願いいたします。

新入社員の2人に好きなものを聞いてみました！

食べることです！

旅行に行くこと！

カメラです!

プロ野球観戦！ 1つ目は？1つ目は？

2つ目は？ 2つ目は？

新 社員紹入 質問

クイズ！

日本旗章学協会会長 監修

下の国旗のまちがいはどこでしょう？

アジア・オセアニアのよく見る国旗！イタリア料理店でよく見ているはずだけど… 左下に大きな星
が入っている

緑と赤の
位置が逆

Q.1

A.1 A.2

Q.2

親子で
一緒に
楽しめる！

まちがいさがし
だけじゃない！

01 03
楽しみながら
学べる、
役に立つ！

02
国旗の成り立ちやその国の
歴史などについても
詳しく解説！
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