小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

社外でも編集作業できるように、10 年程使
っていた DELL の PC から Macbook Air
に買い換えました。正 直、かなりいいです！

中山直基
Naoki Nakayama

薄いので持ち運びに便利。立ち上がりも速く
作業も快適。遅い PC でストレスを抱えるぐ
9 月は当社の年度末ということで、来期に

と考えて PC
らいなら、「貴重な時間を買う」

先月は、九州に出張して九州選書市という

向けた個 別 面 談をスタッフと行 いました。

は定期的に買い換えたほうがいいのかも。

商談会に参加してきました。

仕事観や人生観は人それぞれですね。新

その時の話ですが、商談スペースを飾るた

渡 戸 稲 造 が『武 士 道』の 中 で「人 間 は、

めにしゃがんだら、ビリッとズボンのオマタが

それぞれ考え方やものの見方が違うのが当
然である。その 違 いを認 めあい、受け 入

根本輝久
Teruhisa Nemoto

れられる広い心を持 つことが大 切。」と言

裂けてしまいました。オマタなので、目立たな
いのですが、恥ずかしい思いをしました。
太ってきてオシリが大きくなったのが原因で

っています。わかってはいるけどなかなか

しょうか。本格的にダイエットに取り組まない

できないこと、たくさんあります。

といけないと感じたのでした……。

都井美穂子
Mihoko Toi

リベンジを果たして来ました。木村カエラ、
アジカン、山口洋、細野晴臣といった豪華メ

橋場優
Yu Hashiba

ンバー夢の競演に痺れました。1 泊だけの

たまたま見た雑誌で、フェイスブックでの詐

自分では覚えがないのですが、昔、引っ越し
のため転入したばかりの保育園で、先生や

欺被害や個人情報の流出についての記事

他の子が私に気を遣って｢一緒に遊ぼう｣と

を読みました。特に日本にはきちんとした日
本法人が無いために、対応が遅れているら

下松幸樹

しいです。個人的にも仕事にも欠かせない

Koki Shitamatsu

ツールですが、自分の不注意で友達の個人

上坊菜々子
Nanako Uebo
『めんどくさがりでもうまくいく
今月の新刊、
時間術』のカバーと本文のデザインを担当

Chiharu Yahagi

身体に悪そうな奇抜な色の甘いお菓子…あ

から多くの感想をいただいております。
書店の現場も他業種のお店と同様、アルバイトスタッフなし
ズニーランドのように、アルバイトスタッフがワクワクするよう
な環境や、素晴らしい教育ノウハウはありません。彼らにまで
教育をしていく時間や予算も当然ありません。そこで、時間も

定年退職後に暇を持て余しているのであ
ろう我が父、駅前留学中。銭湯に来てい

駄な労力とお金をかけないようにすることです。人手が足りな

ントだけではなく、小売店舗やサービス業へのアルバイト派遣も多数行なってい

てください。

る。自身が 30 歳まで、フリーターであった経験を活かして、非正規雇用者であ

実

は私は 30 歳までフリーターだったので、色々な会社
でアルバイトをしてきました。アルバイトスタッフの働く

解できます。
アルバイトスタッフが「この会社は自分たちを大切に扱ってくれ

ルバイトスタッフの質も上がるはずです。

重ねでできているんだということが実感と
して押し寄せてきて、気がふぁーっと遠くな
りました。美大生時代に戻ったような 9 月
の怒濤の日々、忘れません。

は久々の学生生活に浮き足立っており、
なんだか楽しそうです（笑）

リンビール、バンダイナムコ、ベネッセ、ゼスプリ、伊藤園など多数。

して働いているので、会社やお店の経営の厳しい実情が深く理

平成生まれの大学生と机を並べて、一番
の姿を想像すると笑えますが、当の本人

る 20 代の若者たちを立派な社会人に育て、非正規雇用者の雇用促進活動を行
う。クライアントは電通、博報堂などの広告代理店をはじめ、コカ・コーラ、キ

環境は厳しいのが実情です。しかし、私も現在は会社の役員と

を一冊作るという事は、予想をはるかに上

Chinatsu Koizumi

バイトスタッフ。著者は日本と中国を合わせて年間 90,000 人以上のアルバイト
を管理し、指導や管理までをこなすスーパーアルバイトも多数育てている。イベ

ることができます。その細やかな気遣いで離職率が下がり、ア

んでいる本１つ１つが、細かい作業の積み

大手企業のプロモーションを手掛けるイベント会社、
（株）グッドウェーブプロモー
ション取締役。企業プロモーションの最前線に立つスタッフの 9 割は、実はアル

することをやめて、面接の段階から素質を見極めることを始め

ショックだったようです。
とれず、
下のクラスで英会話をしているらしい父

鈴木亮（すずき・りょう）

いから、と条件が合っているという理由だけでとりあえず採用

しかし、本
作、かわいくてしょうがないです。

小泉千夏

http://www.cm-publishing.co.jp

ます。おかげさまで日本全国の店長さん、店舗スタッフの方々

る」と思えるような環境をつくることで、他の会社との差をつけ

回る大変な作業でした。。書店にたくさん並

3

木亮と申します。8 月発売の拙著『アルバイトだけで

面接の段階から優秀な人材を見極める力をつけて、少しでも無

調としたちょっと毒々しい色づかい。そして、

れませんが…よろしくお願いいたします。

書

た外人さんと上手くコミュニケーションが

させていただきました。書籍デザイン処女

Fax : 03-5413-3141

page

店員の皆様、（株）グッドウェーブプロモーションの鈴

なります。そこで、まず必要なのが見極める力です。つまり、

矢作千春

定もあるので今月はテンションが高いかもし

4 スタッフのつぶやき…

アルバイトだけでもまわるチームをつくろう

黙々と絵を描いていたそうです。そんな超

番好きなイベントです。オレンジ、紫、黒を基

やしい雰囲気に心踊らされます。仮装する予
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マイペースな子でも、なぜか周りの大人や

10 月といえばハロウィンですね。日本では
あまり盛んではないですが、1 年の中で 1

3 プロモーション日誌／斎藤塾

予算もない企業や店舗では、効率的な教育というものが重要に

もこれからも、感謝です。

ので、十分に注意したいです。

2 アメリカのビジネス書トレンド

誘ってくれたとき、｢私、忙しいの｣と断って

これまで
友人にとても恵まれて育ちました。

情報まで流出させてしまうこともあるらしい

1 書店の皆様へのお知らせ

にはまわっていかない状況だと思います。多くのお店には、ディ

弾丸ツアーでしたが、土日だけで行けること
がわかったので来年もがんばって行きます。
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An ord i n ar y offi c e wor k e r
to a gr e at busi n e ss m a n.

もまわるチームをつくろう』の販売では大変お世話になっており

毎年くるりが主催しているフェス「京都音楽
博覧会」。昨年は仕事で行けなかったので、

クロスメディアかわら版

Hilight!

環

境づくりはアルバイトスタッフのためと同時に、会社に
とって大きな戦力となりうる、優秀なアルバイトスタッ

フを育成するための環境づくりであることを忘れてはいけませ
ん。つまりそれは会社のためでもあります。

ご希望の書店様に、『アルバイトだ
けでもまわるチームをつくろう』を
献本いたします。ぜひ当社営業部の
橋 場（03-5413-3140）までご連
絡ください。次号のかわら版と共に
郵送いたします。
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クロスメディア営業日誌

アメリカのビジネス書トレンド
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
順位

9月のTOP10

タイトル

10 月になりました。気温はどんどん冷え込んでいきますが、心は逆にどんどん温めたいところ
です。さて、心を温めると言えば、『特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あなたの
心が冷めているからだ』、通称ここさめ。発売から3ヶ月で10万部突破。ビジネス書ランキング

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

1

How: Why How We Do Anything Means Everything

（仮題）ハウ：なぜひとつひとつの行動がすべてを表すのか
著：ダブ・セイドマン

2

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

3

Admired: 21 Ways to Double Your Value

（仮題）驚嘆する：あなたの価値を2倍にする２１の方法
著：マーク・C・
トンプソン

4

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK Guide): 4th Edition

（邦題）プロジェクト・マネジメントの基礎知識体系ガイド
（プロジェクトマネジメント協会）
著：プロジェクト・マネジメント協会

5

Bull by the Horns: Fighting to Save Main Street from Wall Street
and Wall Street from Itself

（仮題）恐れず困難に立ち向かう：ウォール・ストリートからメインストリートを、
ウォール・ストリート自身を守るための戦い
著：シーラ・ベアー

6

Billionaires and Ballot Bandits:
How to Steal an Election in 9 Easy Steps

（仮題）億万長者と投票数泥棒：選挙を盗むための９つの簡単なステップ
著：グレッグ・パラスト

7

Fish! A Remarkable Way to Boost Morale and Improve Results

（仮題）魚だ！士気を高め結果を改善するための注目すべき方法
著：スティーブン・C・ランディン

8

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

（仮題）あるチームの５つの機能不全：リーダーシップの寓話
著：パトリック・レンシオーニ

9

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

（邦題）7つの習慣―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

The Energy Bus:
10 Rules to Fuel Your Life, Work, and Team with Positive Energy

（仮題）エネルギーバス：
ポジティブエネルギーで人生と仕事とチームを刺激する１０のルール
著：ジョン・ゴードン

でもベスト 5 をキープし、その勢いは衰えることを知りません。
先月から新しい拡材も作成しました。店頭でもものすごく目立つので、ぜひお試しください。

新聞の広告に掲載して売上が大きく伸びた読者の感想をあしらった
棚飾りです。感想を見たら、思わず買いたくなります！

拡材効果でいったん目にとめてもらえたら、あとは「心にグサリと刺さる」と評判のこの本のタイ
プロモーションのお手伝いをしてくれている大学生が描いてくれたダビ

10

デ像を型どった特大パネル(A3を2枚使ってます)。とにかく目を引くん
です！これが！

トルを読んでもらうだけ。この本は、人付き合いが苦手な人はもちろん、そこそこできている人も
購入してくれています。上手に人付き合いできるようになりたいと潜在的に思っている人はとて
も多いので、ビジネス書という枠を取っ払って展開して頂けたら売上もグンと伸びると思います。

斎藤塾

第９回

このコーナーでは某商社 NY 本店に勤務するビジネス書大好き人

した。

仕掛け売り講座 4

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

3 位にランク・インした『Admired』9 月発売の注目の新刊。競

ゲラを読んで、気に入った本を仕掛け売りするパターンがあります。カ

とても読みやすくノンストップで読み切ってしまいました。私にとって

ていきます。

争社会の中で「あいつはできる」「あいつはスゴイ」…と思われる

リスマ書店員と言われている方々が何時も行っているように聞いてい

売れる時代小説の第一要素はノンストップで読み切れる作品です。

人になるための、カンタンで強力な 21 の戦略を紹介する本です。

ます。
「本は読むものではない、売るものだ」とうそぶいている私もたま

売れる時代小説の第二要素は主人公とライバルのキャラクターがし

正解は、ハロウィーンが近くなるとそこら中にいる、アイツのこと。

個人のポテンシャルを見いだすプロである 2 人の著者が導きだし

にはそういうことをします。そうは言っても、最近の私が読めるのは時

っかり立っていること。また、第三の要素として泣かせどころが用意

9 月の頭には店頭を賑わすハロウィーンコーナー。棚を独占する

た、 Admired（感心される） 人間になり、人生と仕事において

代小説です。

されているところです。この作品はすべてクリアしていましたので、

オバケのおもちゃたちを見ると、私までわくわくしてきます。

MVP になる方法は必見です。

中学生の頃、家にあった山手樹一郎の作品を読んでハマってから、有

それではさっそく今月のランキングを見ていきましょう。

5 位タイトルの『Bull by the Horns』は、「恐れず困難に立ち

名な時代小説作家の作品はほとんど読破しました。だから時代小説な

2010年2月に発売されると実際に良く売れていきましたし、何回も

1 位はダブ・セイドマンの『How』。この本は、昨今の情報社会

向かうこと」を意味します。

らゲラを読めば売れるかどうか分かります。作品が良いか悪いかではな

重版されていきました。その年の秋に実施された啓文堂書店文芸書

でいかにして振る舞い、どのようにして信頼関係を築くかを説明し

連邦預金保険会社のトップを勤めた著者の、大恐慌以来アメリカ

く、売れるかどうかが分かるのです。その辺のところが昔ながらの書店

大賞にノミネートされ、最終候補作品に残ることができました。一ヶ月

ています。ビル・クリントンやノーベル平和賞作家のエリ・ヴィー

が直面してきた大きな危機に関する独自の観点。ウォール・ストリ

員体質なのかもしれません。

の全店フェアではダントツの売上で第一位となり、第二回啓文堂書

ゼルから絶賛された一冊です。世界中の人が同時に落ちも上がり

ート
（金融畑の人を意味する隠喩）はもちろん、
メイン・ストリート
（非

本部で商品担当をしていた時期に二つの作品に出会いました。ひとつ

店文芸書大賞に輝きました。

もする 21 世紀を生きていくためには、いかなる組織においても責

金融畑の人）にも読んで欲しい参考図書です。

は「早雲の軍配者」でした。この作品は月例の新刊会議で出版社の担

好調な売上の勢いに乗って、早雲の軍配者からスピンオフ作品が順

任と利益と価値を共有し、協力していく必要があると説いていて

読書の秋。ご紹介した書籍も手引書からエッセーまで多彩な顔ぶ

当者の説明を聞いて興味を持った作品で、すぐにゲラを送ってもらって

次刊行されるようになりました。2010年12月には「信玄の軍配者」

います。ちなみに、著者によるとこの本は「ハウツー本（手引き）」

れが並びました。一見、自分と関係のないと思われる本でも、手

読ませていただいたものです。

が、2011年7月には「謙信の軍配者」が刊行されました。こうして一

ではなく、
「ハウ本（どんな状態であるのか、していくのかを知る）」

にとってみたいと思います。

作品の第一印象は「戦国青春小説」というイメージでした。新しい時代

年半の間に軍配者シリーズ三部作が勢ぞろいしました。

であるのだとか。

それでは来月のランキングをお楽しみに！

小説のひとつのムーブメントを作る作品になるように感じました。また、

「ジャック・オー・ランタン」。皆さま何のことかお分かりでしょうか？

2 位は 4 ヶ月連続トップテン入りの『StrengthsFinder 2.0』で

〜ゲラを読んで仕掛ける

Vol.1 〜

「これは売れますよ」と担当者にお伝えました。

啓文堂書店神田駅前店

齋藤敬司

