
今回からぶつぶつに登場させていただくこと
になりました。編集部に入ってはや4ヶ月ほど
経過しました。間にリモートワークを挟むなど、
なかなか慣れないことも多かったです。この仕
事に携わってから、今までとは本や書店の見
方が変わってきたのが一番の刺激です。自ら
が携わった本が書店に並ぶ日が来るように
日々精進して参ります！最近、六本木にある入
場料のある本屋の「文喫」が気になっていま
す。近々、訪れてみようかと……

毎年、夏に大学の友達と集まっていましたが、
今年は集まれそうにないです。大学卒業後、
毎年、旅館やコテージ、友達の家などに泊まっ
てBBQしたり、飲んだり、騒いだりしていまし
たが、今年はみんなでやめておこうとなりまし
た。毎年夏の楽しみでしたが、今年は大人しく
オンラインで飲みまくろうと思います。ちなみ
に最近、コーン茶ハイにハマっています。たま
たま、韓国料理店で飲んだコーン茶が美味し
くてそこからハマりましたｗ

６月のかわら版にも書かせていただいた、きゅ
うりとトマトの育成が順調です。背丈もトマトが
僕の身長より高くなり、きゅうりに至っては家
の２階まで伸びて見事に緑のカーテン状態に
なっています。実の方もトマトがものすごく甘く
て、きゅうりは毎日１本ペースで取れます。ここ
まで育って収穫も順調になるとは想像してい
なかったので、育てる楽しさと食べられる喜び
で満たされています。皆様も何かを育てたくな
ったらトマトときゅうりがおススメです。

先月髪の毛を切った際にヘアドネーションとい
うものをしました。これは病気と戦う子供にオ
ーダーメイドでウィッグを送る活動で約20人
ほどの髪の毛を使用する必要があるそうで
す。30センチほど必要なので私は腰ほどあっ
た髪の毛を肩ほどまで切り提供しました。久し
ぶりにバッサリ切るのでさっぱりできたことと
誰かのために自分の髪の毛が役立てることが
少し嬉しかったです。でも短い髪が3年ぶりな
ので少し長い髪が恋しくなっています。

先月から子犬を迎えた岩瀬です。先日、その子を連
れてパピーパーティーという会に参加してきまし
た！パピーパーティーとは、近所の子犬を集めて社
会化を促す、いわゆる子犬の社交界デビューのよ
うなものです（笑）これに参加することでみんな友
達を作ったり、情報交換などをするそうです。その
場では子犬だけでなく飼い主同士も情報交換して
おり、見事飼い犬のエマちゃんも私もデビューを果
たすことが出来ました。まだまだ輪の中に入るのは
難しいですが、少しずつ慣れるように頑張ります！

引き続き、減量に励んでおります。今のところ
-5kgまで落とすことができました。前回のピ
ーナッツ作戦は飽きてしまったので、今は「ケ
ンちゃんダイエット」に取り組んでいます。やり
方は簡単で、白米の代わりに、男前豆腐店が
出している特濃ケンちゃんを食べるだけ。他
の豆腐よりも何だか味がしっかりしているの
で、苦もなく２週間ほど続いています。最終的
にいつも白米の誘惑に勝てないので、色々と
食べ方を工夫して、あと3kgほど頑張ります。

バスタオルを買い替えたのですが、タオルの
毛が抜けて大変です。使うたび脱衣所が毛だ
らけ状態。顔とか体にも点々と毛が張り付い
ていくので、手で払ったり、最悪は水で洗い流
して別のタオルで拭かなくてはなりません。も
はやタオルと呼んでいいものかも疑問です。
やっぱりめんどくさがってネットで安いものを
買うのはよくないですね。誰か毛の抜けない
上質なバスタオルをご存知でしたら教えてく
ださい。

デパートのコスメ全部試すのって大変ですが、
門りょう（元北新地キャバ嬢）様がYouTube
でデパコスをブランド縛りで紹介◎。美容系
YouTuberと違い理屈も忖度もなく率直な
使用感をイカツイ関西弁でレビュー。「特に
感想無い」「まぁ普通」「色うっす！」を連発w。
巷で良いとされるモノもブった切り、自分が
良いと思う点を伝えてくれる男前さ♡りょう様
のおかげで、無縁と思ってたTom Ford気に
なってます( ੭ ˙ω˙ )੭♪

先日、Yahoo!が「ギグパートナー」という名称で
業務委託の副業人材の募集を開始しました。主
に企画職、専門職の２パターンがあるようで、月
５時間からの労働、完全リモートワークなど、柔
軟性に働けるようです。withコロナで超売り手
市場の状況は変わってきたものの、今後日本は
人口減少が続き、働き手不足は間違いないでし
ょうから、企業は人材を抱えるのではなく、副業
人材などを活用しながら、ビジネス拡大を図って
いかないといけない時代なのかもしれません。

国内のアパレル市場は、バブル全盛期の1990年
には15.3兆円ありましたが、約30年後の2019
年度は10.4兆円となっています。そんな中で飛躍
してきたのが、みなさんご存じのユニクロです。ユ
ニクロは、縮小市場の中で「ファッション性のある
高品質なベーシックカジュアル」という成長市場
を創出し、日本だけではなく世界に拡大していま
す。当社も出版業界のユニクロになり、新たな市
場を創り、業界を活性化する存在になりたいと考
える日々です。今の100倍がんばらないと……。
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今月のお休み

7月下旬
日経新聞広告
掲載！！

緊急出版書籍
です。

お早めのご展開を
お願いいたします。

まさかの危機に対する

ディフェンス力を高める方法
目を引く拡材も

ご用意しております!

『 』

こんな展開がオススメです！

「経理など要らない」「事務社員はコスト増になるだけ」と考え、経理社員そのものを置かない会社は数多く存在しますが、
今回の新型コロナウイルスのように、有事のときこそ経理は存在価値を発揮します。ただし、バックヤード部門に必要最低限の
人員を揃えるにも、余裕がない会社も多いことでしょう。本書ではどうやったら会社を潰すことなく強い会社をつくれるか、
経理的視点から解説します。

経営者・経理部門に携わる方々に、必ず読んでほしい一冊

経理の
プロが
教える
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Highlight!

新 入 社 員
紹 介



持ち父さん貧乏父さん』の邦題で知られる「お金持ちになるに

はどうするか？」を指南するベストセラー。初版が刊行された

のは20年ほど前ですが、「お金」そのものの捉え方から金融リ

テラシーの教育に至るまで、今の社会でも十二分に活用でき

る考え方が記されています。お金に関する入門書の定番といっ

ても差し支えないでしょう。

最後に紹介するのは、9位の『Women, Race, and Class』

です。こちらは黒人女性活動家であり哲学者のアンジェラ・Y・

デイビスによる一冊。1960年代から本が出版された1983年

までのアメリカの女性解放運動に関する13のエッセイに加え

て、米国における奴隷制に関するエッセイが収録されていま

す。黒人や階級といった問題は、いまのアメリカが抱える大き

な問題の一つです。この本を読めば、人権から資本主義につい

てまで、彼女の深い洞察に触れることができるはずです。

今月は、いまのアメリカが抱える問題に深く切り込む本が多くラ

ンクインしました。過去に学び、現代に立ち向かっていくアメリ

カの人々の様子が見て取れます。

来月はどんな本がランクインするのでしょうか。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ていきます。

一時、ニューヨークでは、新型コロナウイルスの猛威を受けて

街は鳴りを潜めていましたが、ついに死者ゼロ人の日も増えて

きました。1日あたり7万件を超える大規模な検査に加えて、濃

厚接触者を追跡する「トレーシング」の効果が表れているので

しょうか。まだまだ油断はできないですが、いつかニューヨー

クがかつての賑わいを取り戻すことを願っています。それで

は、今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、2位にランクインした『Begin  Aga in』です。この本

は、再び盛り上がりを見せている黒人差別問題を、20世紀な

かばの公民権活動家であるジェイムズ・ボールドウィンの言動

を通じて考えさせるのが主眼です。彼の深い言葉や活動は、彼

が生きたアメリカの「過去」だけでなく、「現在」のアメリカをも

雄弁に語っていることがわかる一冊だと言えます。

そして、6位にランクインしたのは、『Rich Dad Poor Dad』。

先月の8位から2ランク上昇しています。こちらは、日本でも『金

7月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

Women, Race,and Class

（仮題）もう一度始めよう：
　　　ジェイムズ・ボールドウィンによるアメリカと私たちのための緊急レッスン
著：エディ・S・グロードJr.     

Begin Again: 
James Baldwin's America and Its Urgent Lessons for Our Own

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

（仮題）女性、人種、階級
著：アンジェラ・Y・デイビス

The Intelligent Investor Rev.Ed.
（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

（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

（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

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 

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The 48 Laws of Power

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：
　　　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

新 入 社 員 紹 介
６月から編集部に石井一穂（いしい・かずほ）さんが、７月から広報担当として板敷拓（いたしき・たく）さんが入社されました。

なんと2人の前職は同じ会社。そこで、お互いを紹介してもらいました！

今から彼の作る新刊が
とても待ち遠しいです。

これから２人共 ど々うぞよろしくお願いいたします！

香取慎吾と共演した子役時代

金髪ロン毛のベーシスト

人気俳優の中村倫也にソックリ

板敷さんは前職でも
お世話になった頼れる先輩です。
いつもクールで冷静で謎につつまれた
板敷さんの意外な一面をご紹介します。

幅広い知識から繰り出される
斬新なPR提案が楽しみです！ 

元・地元のヒーロー

アーティスティックで多趣味

石井一穂ってこんな人 板敷拓ってこんな人
石井くんはいつも笑顔で、ソフトな人当たりが
とても魅力的なナイスガイです。
しかし彼には隠された過去が。
前職からの同僚として少しだけご紹介します。

小学校に上がる前は、子役タレントとして活動をしていました。
映画で元SMAPの香取慎吾さんとも共演したそうです。

学生時代は地元の鹿児島でヒーロー戦隊のアルバイトをしていた
そうです。なんでも、赤いマスクを被って悪と戦っていたとか。

大学では軽音部でバンドのベーシストとして活躍していました。今
の彼からは想像できませんが、当時は金髪ロン毛のパンクロッカー
でした。

元・ロックギタリスト

大学ではバンドのギタリストとして活躍していました。ビートル
ズ、イエモン、X JAPAN …と、好みを語らせたらめんどくさい
です（笑）。

前職では人気俳優の中村倫也さんにソックリと話題になっていま
した。たしかに、笑った顔が似ています。

休日は本に映画にNetflix、とあらゆるエンタメを貪り尽くしています。
とくにヒッチコックは語らせたら、これまためんどくさい（笑）。

『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  』

メディア露出多数で堅調に
売れています！

TV・
Web記事

本音を言いたいけれどうまく言えない人や、断ることやお願いが苦手な人も、
このパターンにはめ込んでいくうちに、意外と簡単にハッキリものが言えるようになります。

「言わなければよかった…」をなくす「伝え方」のパターンを紹介！

7/3（金）東京MX
「5時に夢中！」

関東
エリア

関西
エリア

全国
エリア

7/19（日）関西テレビ
「マルコポロリ」

7/24（金）TBS
「中居正広の金曜日のスマイルたちへSP」

開
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著

拡材も作成
いたしました！
是非、ご活用
ください♪

メディア出演
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