小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

中山直基
Naoki Nakayama

ある事象を一言で表す言葉が生まれるこ

いま編集している本の著者さんが、コンビ

とでいろいろ便利になりますが、そのこと

根本輝久

ニ店長から上場企業の社長になった方で

Teruhisa Nemoto

で多くの誤解も生じます。例えば、1987

「自分は35 歳までは普通
す。その方いわく

年以降の生まれだから「ゆとり世代」、熱

でも、35歳で起
と。
のサラリーマンだった」

心に求愛するだけで「ストーカー」と言わ

業してから多くの失 敗を重ねる度に勉 強

れるなど。当社は離職者 0% の「ホワイト

し、ものすごく成長したと仰っていました。

と呼ばれて
「ブラック企業」
企業」ですが、

僕も今年38歳です。その著者のように、ど

もお構いなしに、ハードワークを文化とし

んどんチャレンジして、まだまだ成長でき

ていきたいと思います。

ると信じ、努力を続けようと思うのでした。

営業のときにオススメされた『重版出来』
というコミックを読みました。
出版業界の話なので、ぐっとくるものがあ
りました。特に、最後の「俺たちが売ったん
だ」っていうのがいいですよね。自分もやっ
てみたい・・・。
あっ！それと重版出来ってシュッタイって読
むのですね。恥ずかしながら、この業界6 年
目にして初めて知りました・・・。

小野田幸子
Sachiko Onoda

先日、映画『アンナ・カレーニナ』を観て
トルストイ原作の名著で、これ
きました。
まで 何 度も映 画 化され てきた そうで す
が、観るのは初めてでした。
絶世の美女アンナ・カレーニナが、美し
い将校と恋に落ちるが、夫も子もいる身
のアンナは破滅の道をたどる…。主な登
場人物３人を演じていたのが見目麗しい
俳優さんたちで、うっとりでした。目の保
養になりました！

Pinterest という SNS をご存知でしょう
か？
画像の投稿・共有サイトなのですが、使い
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都井美穂子
Mihoko Toi

やすさとシンプルなデザインが女性に人

もきれいなのですが、投稿されている画像
のクオリティーの高さに驚きます。こんな
おしゃれ画像をみんなどこから持ってくる
のか謎です。。。

子どもの頃は、イラストレーター、アクセ

橋場優

サリー職人、料理人、研究職…など、何か

Yu Hashiba

自分の作るモノで周りの人を喜ばせるよ
うな職 業に憧れました。好きな事は何 時
間でもやっていられて、集中力が切れる
より先に体 調に支 障が出るようなところ
は今も変わりません…。それにしてもここ
数年、仕事も趣味もインドア過ぎて運動
不足です。もっと外に出よう…！

今公開中の映画「リンカーン」。主演のダ

行間が好きです。想像の余地といいます

小泉千夏

ニエル・デイ・ルイスってすごい人なん

か…絵も歌も、ストレートな表現よりは比

Chinatsu Koizumi

ですってね。映画に出てる回数は少ない

喩なんかが使われたりして、考える隙間を

のに、アカデミー賞は史上初の 3 度受賞。

覗 か せ てくれ る… そ んな表 現 が 好きで

ふだんの出演オファーはほとんど断り、い

す。人とお付き合いするときは、言葉を頼
りに自分の想いを伝えることが大切だと

こういう奇人、気に
た時期もあったそう。

思います…コミュニケーションって難しい

この人見たさにリンカーン見に行
なる〜。

ので。でも、創作活動くらいは遊び心があ

きます。わくわく。

っても良いと思うのです。

先日、こっそり入籍しました。大食いなく

『考え方の整頓』著者の佐藤雅彦さんに

せに運動嫌いな私を減量させるべく、旦

『ピタ
は、学生時代に教わっていました。

那がビックリするような目標が掲げたの

ゴラスイッチ』など人気番組を連発する

「減量目標を１年で達成しないと、
です。

佐藤先生の成功の秘訣は、「イイ！」を要

婚約指輪はなし」ご近所仲間の前で公

素に分解して、それを他のシーンに応用

言されたことで、逃げたくても逃げられ

するという極めてシンプルな方 法 論な

ない状況の中、週５でホットヨガに通い、

んだそうです。著書を読んでいると、自

くそぅ、今に見
脂肪燃焼に勤しむ毎日。

分も日常でセレンディピティを発見でき

ておれ…。

！という気分になります。
るのでは？

4 スタッフのつぶやき…
Fax : 03-5413-3141

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

『運命の仕事に出会うための本』

す。実際に見てみると、確かにサイト自体

きなり「靴職人になる！」と映画界から退い

3 営業日誌

働く女子のための本、
作りました！
！
！
４月
新刊

気で、利用者の半数以上が女性だそうで

Nanako Uebo

Chiharu Yahagi

2 アメリカのビジネス書トレンド

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.
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上坊菜々子

矢作千春

クロスメディアかわら版

「永久就職」
という言葉は今や死語になりつつある時代。パー
ト、派遣社員、正社員と雇用形態はさまざまですが、成熟市場
になった今、結婚してから一生専業主婦で過ごす女性は、今
や1〜2割ぐらいと言われています。キャリアーウーマン街道ま
っしぐらで生きてきた女性でも、結婚や出産を機に、
自分の働
き方を見直さなければいけないタイミングが訪れる。

そんな今だからこそ、
働く女性を応援する本を作りたい！

吉田倫哉
Tomoya Yoshida

Hilight!

と思いたち、社内唯一の女性編集者のヤハギ、立ち上がりま
した！
！
！
うりゃ〜やったるで〜。
そんなアラサー女子なヤハギはタ
ーゲット読者ど真ん中だったのをいいことに、知りたいことをモ
リモリ入れ込み、
この本は無事に日の目をみることになったの
でした。
まだ具体的にやりたいことがわからない女性はもちろ
ん、
やりたいことがあってもどうやって始めたらいいのか悩んで
いる人にもオススメの１冊です。
今後も働く女子のための本をたくさん作っていきますので、
どう
ぞよろしくお願いします。

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

4月のTOP10

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

1

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

（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

2

LeaderShift: A Call for Americans to Finally Stand Up and Lead

（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

3

Give and Take: A Revolutionary Approach to Success

（仮題）ギブ・アンド・テイク：成功への画期的なアプローチ
著：アダム・M・グラント

4

The Great Deformation: The Corruption of Capitalism in America

（仮題）途方もない腐敗：アメリカ資本主義の崩壊
著：デイビッド・ストックマン

5

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

6

Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us

（仮題）塩糖分太り：過剰な食物の罠
著：マイケル・モス

7

Roger Ailes: Off Camera (3/19/2013)

（仮題）ロジャー・エール：カメラの裏で
著：ゼブ・チャフェッツ

8

Why
Why "A"
"A" Students
Students Work
Work for
for "C"
"C" Students
Students and
and Why "B" Students Work for
Why "B" Students Work for the Government:
the
Government:
Rich
Dad's
Guide
to Financial
Education for Parents
Rich Dad's Guide to Financial Education
for Parents

（仮題）なぜ A の生徒は C の生徒のために働き、 B の生徒は政府のために働くのか：
金持ち父さんによる、ご両親のための財政教育
ロバー
ト・T・キヨサキ
著：
トム
・ラス

9

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

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

（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

10

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

じみ「StrengthsFinder 2.0」は先月から徐々に順位を落としてい

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

ますが、新しい風の到来、嬉しい限りです。

いきます。

8 位には、
「金持ち父さん貧乏父さん」
で有名なロバート・T・キヨ

日本はそろそろ 5 月病の季節じゃないでしょうか？ ニューヨークで

サキの新しい本、
「Why "A" Students Work for "C" Students

は、セントラル・パークの新緑が美しくなってきました。
こちらでも母

and Why "B" Students Work for the Government: Rich

の日は日本と同様で、
お母さんに感謝して一緒にディナーをしたりし

Dad's Guide to Financial Education for Parents（なぜ A

ます。僕も日本の母にプレゼントを贈りましたよ！

の生徒は C の生徒のために働き、 B の生徒は政府のために働く

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。

のか：金持ち父さんによる、ご両親のための財政教育）」がランク

１位は２ヶ月連続で、シェリル・サンドバーグの
「Lean In: Women,

イン。彼は日系４世の投資家で、清崎 徹という日本名も持っている

Work, and the Will to Lead（前に乗り出そう：女性、仕事、導く

んだそう。
「金持ち父さん貧乏父さん」
では、
「それを買う金はない」

意思）
」。女性による女性向けの力のあるビジネス書は、珍しかったの

は禁句で、
「どうすれば買えるのだろうか」
と考えなければならない、

でしょう。
よく売れています。
もしかすると、これからもしばらく１位を

と問いて世の
「貧乏父さん」
の背中を押しました。
「金持ち父さん」
シ

独占し続けるかもしれませんね。今後に期待です。

リーズはかなり数が出ているにも関わらず、新刊が出るとランキン

先月から今月にかけて、ランキング上位層が入れ替わってきました。

グ入りします。
アメリカ人にとって、
「お金」
は一番わかりやすい成功

「Lean In」
をはじめとして、先月はじめてランクインした「LeaderShift: A Call for Americans to Finally Stand Up and Lead
（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）」
が２位、さらに３位と４位の２冊は今月からランクインしました。
おな

の証明なのかもしれませんね。
ムスダンの射程距離に入っていないアメリカ本土は、強気の姿勢を
まったく失っていないようです。
それでは、来月のランキングをお楽しみに！

クロスメディア営業日誌

個性派★

クロスメディアのパネル一覧
書店員さんにも好評なクロスメディアのパネルを、3 年前のモノから最新のモノまで一挙公開…！
気になるパネルで再展開などいかがですか？

