
学生スタッフに影響され、移動や待ち時

間に話題のゲームアプリ、『パズドラ』を

やっています。この齢でゲームにハマる

なんて…これまで隙間時間を埋めてくれ

るものは雑誌や本だったことを考えると、

携帯ゲームは出版業界に大きく影響を与

えていると実感。価値のある本をつくらな

いと、他コンテンツにお金と時間の奪わ

れてしまう危機感をいだきます。 

先月、手帳をなくしてしまいました。

大阪出張中に電車の中で忘れてきたので

すが、結局、見つかりませんでした。

しつこく、確認し続けたのですが、JR西日

本さん、親身？に探してくれませんでした。

手帳なんか誰も持っていくわけないので、

車両清掃の人が捨ててしまったのでしょう

か。

あー、1～2月までの思い出がぁ・・・。

最近、枯渇気味です。原因はインプット不

足。本を読んだり、映画館に行ったり、録り

貯めたテレビを見たりする時間が足りな

い…。少しでも時間を短縮するため倍速

再生できる録画機器を買おうと決意しま

した。調べてみると、倍速再生に優れてい

るのは PS3 の torne みたいです。買っ

てから１年半。箱に入ったまま日の目を見

ることのなかった PS3 がついに！乞うご

期待！

私未だに親知らずを一本も抜いていませ

ん。無理に抜くことはないと歯医者さんに

も言われたので、このままでいいと思って

いました。

でも、友人に聞いてみたら、抜いた後すご

い顔（顎？）が小さくなったとおすすめされ

ました。私の親知らずはとんでもない生え

方をしているので、抜くことを考えると恐

ろしいですが、小顔にも惹かれます。

僕の唯一の趣味は晩酌なのですが、酔っ

ぱらうと悪いクセがあります。それは、コ

ンビニに寄って何かを買ってしまうことで

す。たとえば、昨年の冬あたりは酔うたび

にアイスを 2～ 3 個買って帰り、年が明

けた頃からはカップラーメン、そして最近

は生ハムを買っています。問題は、そうし

て買ったものを一切食べないことです。

このバカヤロー・・・。

もう十数年位 TV ゲームに触っていませ

んでしたが、最近になって友達と一緒に

ホラーゲームで遊ぶ楽しさに気付いてし

まいました。皆、怖さのため変なテンショ

ンで盛り上がります。（いい大人がすみま

せん …）ちなみに私 の 初 ホラゲは

『SIREN: New Translation』。夢に出

そうな迫力です。ただしプレイ中は無意

識に独り言 ( 主に暴言 ) が出ちゃう人が

多いのでご注意を…！

先日 andymori というバンドのライブに

行ってきました。日本の若手ロックバンド

の中で稀な（？）私のツボなのです。弱っち

くて吠えてて、口下手でノーサービスなと

ころがロックバンド然！としてて。おそらく

学生大多数であろうお客さんたちに混じ

って、「生にかぎるなぁ」と満喫してきまし

た。

あったかくなると、ライブ欲も増しますね！

今年もいっぱい盛り上がらなくては～。

金髪にして毛先だけピンクにしてみたり、

金色のメッシュを入れてみたり…とやんち

ゃな頃もあり、父親がしばらく口を利いて

くれなかったのも、今となっては良い思い

出です。社会人になってからは髪の毛で

遊ぶことができず、意外とストレスだった

りします…ということで、各方面からの反

対もありましたが気分転換にばっさり切っ

ちゃいました…！

すっかり春めいてきましたね。春先の昂

揚感に酔いしれながら、ふわふわと過ご

すこの季節が１番好きです。

花粉症とは無縁なのですが、土手に生

息する何かがダメらしく。うっかり土筆な

んぞを土手にとりに行った翌日には「り

んごほっぺ病」のようにほっぺだけ真っ

赤にかぶれるのです（泣）いつか正体を

突き止めてやりたい (ﾟДﾟ)

最近はやりの「マカロン」にはまってま

す。はやりになんて乗るもんかと思って

いましたが、一度食べたら、ふっくら盛り

上がった姿、外側のさくさくした歯ざわ

り、それに甘くやさしいクリーム。くせに

なっちゃいました。でも、とっても高～い

のには泣かされますが、独身だから買っ

ちゃうんですよね。こねこだけじゃなくて

甘いものにも弱いです。はい。
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書店の皆様へのお知らせ
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クロスメディアフェア今年もやります！
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Books make you change “Good to Great!”

point 1

point 2フェア用拡材

フェアの開始は6月1日を予定しておりますが、お急ぎの方はご相談ください。
今後のご案内をお楽しみに…！

中でも人気だったセレクト注文がより充実！
客層に合った本を店頭に置けるようカテゴリー毎に注文できるのが特徴
ですが、そのカテゴリーが5つから8つに増えます！

1　ベストセラー

2　自己啓発

3　仕事術

4　人間関係

5　女性向け

6　上司

7　経営

8　マネー

パネルはもちろん POP、棚飾りなどフェア用の拡材
が充実！　棚全体を装飾することによって棚自体の存
在感がＵＰし、店内も賑やかになります。
パネルは立体になる予定なので、目立つこと間違い
なし！　拡材の充実感はクロスメディアフェアならで
はの醍醐味です。

昨年、ご案内した際には多くの店舗さんからご注文いただき大好評だったクロスメディアのフェアが、バージョンアップして帰っ
てきます…！

カテゴリー一覧
カテゴリーは2つから選択可能です。
展開場所が限られている書店さんでもフェアが可能になります！



ねこガール動画を店頭で流していただける
書店さん募集！
興味のある書店さんは下記までご連絡くださ
い。
（DVDもしくはデータでお渡しいたします）

実際の動画はこちらからご覧ください →　
http://neco-girl.com/book.php
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売 ねこガール動画で本を紹介！

本を広めるための活動をするときのユニフォームとして、またまたTシャツを作りました！

新聞、雑誌、ラジオ、テレビなど、あらゆる媒体での露出を目指して、積極的に広告、PR活動をしています。

何かとストレスが多い現代社会。ストレスに負けない強い人になるためには、まず「自分の弱さを認める」
ことが大切です。この本では、人が弱いとされるいろいろな事柄を紹介することで、弱点を知り、それを克服
する術を伝授し、ストレスフルな現代社会をものともせずに生き抜く心の強さを得る方法を述べています。

前作から９ヶ月。あの名コンビが再び世に放つ先駆的な作品が完成！

タイトルの「子猫」にちなんで、ねこガール（http://neco-girl.com/）さんに協力していただきました。

  雑誌掲載
・anan 3/6 号
・TokyoWalker 3/26 号
・OZplus3/28 号
・メトロポリターナ4/10号

  Web媒体掲載
・アメーバニュース
・教えて！ウォッチャー
・シティリビングWeb

  新聞広告
・日経新聞 全５段広告（４月上旬）

順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）
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BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 3月のTOP10

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

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。

4月は出会いの季節ですね。日本では桜の咲く中、新しいコミュニテ

ィーに入るものですが、アメリカは基本的に9月がはじまりの季節

です。イースター休暇が一週間ほどあるのがうれしいところです。

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。

1位は初ランクインの『Lean In: Women, Work, and the Will 

to Lead（前に乗り出そう：女性、仕事、導く意思）』。フェイスブック

の女性CEO、シェリル・サンドバーグのはじめての著書です。子育

てのかたわら、様々な苦難を乗り越え組織の頂点までのぼりつめた

シェリル。社会で活躍したい女性が、女性であるがゆえにぶつかる

壁の克服の仕方を指南した良書です。

シェリルがこの本で触れたフェミニズムは、ある程度の学歴・職・

家庭を持ち、さらなる飛躍をめざす女性へのアドバイスに限られて

います。それゆえ非難もあるようですが、議論が活発になるのは刺

激的な本の証拠。働く女性はぜひとも読んでほしいと思います。

彼女によれば、女性リーダーが少ないのは、男性に比べて女性が及

び腰になりやすいから。能力に恵まれていても、自分を過小評価し

てしまい、先頭に立とうとする女性が少ないのです。シェリルは

『Lean In（前に乗り出そう）』というタイトルが示す通り、女性たち

に一歩踏み出す自信をもつように勇気づけています。

その一方で、『StrengthsFinder 2.0』の共同著者トム・ラス氏の

書籍が8位にもランクインしました。『How Full Is Your 

Bucket?』は2004年の著書で、邦訳『心のなかの幸福のバケツ

（日本経済新聞社）』も出版されています。長く売れ続けている

『StrengthsFinder』の余波でしょうか。1日に2万回の「瞬間」を、

ひとつひとつポジティブに置き換えていくことで幸福を増幅させる

と説く、明るいパワーに溢れた本です。

WEBテスト『StrengthsFinder』も付いているので、強み発見の

入り口として最適です。

パワフルなニューフェイスがランクインする一方で、息の長いベス

トセラーも人気を失っていません。シェール革命によって、アメリカ

経済には明るいきざしが見えて来ました。ビジネス書もますますパ

ワーを増していくといいですね。

来月のランキングをお楽しみに！

（仮題）前に乗り出そう：女性、仕事、導く意思
著：シェリル・サンドバーグ

（仮題）行動のギャップ：お金で失敗しないシンプルな方法
著：カール・リチャード

The Behavior Gap: 
Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money

（仮題）塩糖分太り：過剰な食物の罠
著：マイケル・モスSalt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us

（邦題）あなたのチームは、機能してますか？（翔泳社）
著：パトリック・レンシオーニThe Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable 

（邦題）心のなかの幸福のバケツ（日本経済新聞社）
著：トム・ラスHow Full Is Your Bucket? (Expanded Anniversary Edition)

（仮題）なぜ国家は失敗するのか：権力、繁栄、そして貧困の起源
著：ダロン・アシモグルWhy Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty 

The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business （仮題）習慣のチカラ：なぜ我々はこんなことをするのか
著：チャールズ・ドゥイック

（仮題）リーダーシフト：アメリカ人が立ち上がらなければならない理由
著：オーリン・ウッドワードLeaderShift: A Call for Americans to Finally Stand Up and Lead 

Lean In: Women, Work, and the Will to Lead 

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：トム・ラスStrengthsFinder 2.0

（仮題）ネガティブ・シンキングの力：いい結果を達成する自由なアプローチ
著：ボブ・ナイト

The Power of Negative Thinking: 
An Unconventional Approach to Achieving Positive Results 

アメリカのビジネス書トレンド
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