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山下絢子
Ayako Yamashita
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黒澤俊夫
Toshio Kurosawa

吉田倫哉
Tomoya Yoshida

時間貧乏性のため、旅行では予定を目一杯入
れます。そのため、気疲れしない一人旅が多い
です。旅先で必ず足を運ぶ場所が「書店」と
「市場」と「美術館（博物館）」です。美術館で
は、次から次へと足早に鑑賞していくのです
が、中に足を止めさせる作品と出会います。そ
れら作品には、多くの人の興味を惹く何かがあ
るのでしょうね。それが何かをうまく言語化し、
本作りに活かせないかと思っています。

友人の結婚のお祝いにフィンランドまで行って
きました。向こうにはブライダルビジネスという
ものがなく、今回も手作りの結婚式という感じ
でした。私たちも会場となる新郎の地元の町に
数日前乗りして準備から参加したのですが、皆
で一緒に作り上げた結婚式は今までで一番記
憶に残る幸せな式になりました。友人はフィンラ
ンドまで来てもらうことに恐縮していましたが、
逆に招待してくれたことに感謝したいです。

夏休みに実家のある福井に帰ると、な、なんとド
ンキホーテができていました。でも行ってみると
何かが違う。福井は、基本的に車社会なので、郊
外にお店が多く、広いお店が多いんです。ドンキ
ホーテも一緒で、郊外の広いお店。
そうなんです。広々としていて陳列に余裕があ
るんです。ドンキらしくない…。
売り方はいろいろあると考えさせれました。で
も、綺麗なドンキもありかなって感じです。

先日、高校の同期会がありました。卒業以来会
っていない人がほとんどだったので少し緊張し
て会場へ向かいましたが、皆良い意味であまり
変わっていませんでした。懐かしい友人に会うと
決まって、眩しかったり痛かったりする思い出に
打ちのめされるような疲労を感じるので( 笑 )、
会場に入るまでちょっと怖かったのですが、友
人たちの元気な顔を見たら安心しました。懐か
しむ時代があるって疲れるけど幸せです。

今年はあまり夏らしいことをしていなくて、いま
いち元気が出ません。最近楽しかったのは、美
味しいカキを食べたこと。赤ちゃんの頭くらい
大きいカキを食べました。カキって「海のミル
ク」っていうけれど、本当に中の汁が白いんで
すね、びっくり。カキ欲を満たすためにオイスタ
ーバーに行ったのに、あの味が忘れられず、さ
らに火がついてしまった…食べ過ぎてあたらな
いように気をつけます。あ～食べてばっかり。

夏といえば、花火。花火は三次元の芸術だとい
うことを御存知ですか？遠くから見たら絵のよ
うにしか見えませんが、打ち上げ場所に近い場
所を取って、大玉（尺以上）が上がる大会だと、
３Dに見えます。秋からのおすすめの大会は、
１１月２３日の長野で行われる「えびす講」花火
大会。全国大会でも優勝する凄腕の２社が担
当しますから、ぜひ行って、３D の芸術花火を
目で確かめてください。

今月から本格的に書店さんに伺わせていただき
ます。本を買う人・読む人から、売る人・作る人
への大転換。人生何が起きるか分からないなぁ
と、つくづく思います。日々学んだことを大切にし
て、本づくりに取り組みたいです。至らないことも
多いかと思いますが、書店の皆さまと読者のお役
に立てるよう、これから頑張っていきますので、ど
うぞよろしくお願いします。

先日お盆休みをいただいて、漁師をやっている
祖父の家に行ってきました。そして２回もハエ
とり紙に頭をぶつけてきました。ハエとり紙と
は天井からぶら下がるベトベトした紙で、そのべ
たつきでハエを取るものです。当然表面には何
匹かハエがついていて、頭をぶつけると気持ち
悪いんです。何年たってもヤツに寄り付いて、
頭をぶつけてしまうことを繰り返してしまう私
の前世は、もしかするとハエなのかもしれません。

避暑目的で長野の蓼科高原へ。免許とりたてホ
ヤホヤで、運転したくてたまらないという我が夫
に運転はお任せするも、高速運転は人生初とい
う手に汗握る展開だったので、私は余計な刺激
は与えぬよう、助手席で爆睡しておりました。真
夏の高原地帯は気温20度ぐらいでひんやり気
持ちが良くて、夏バテ解消には効果抜群。たまに
山の方に出かけてみるのもいいですね～。次は
富士の山麓辺りで涼んでみたいです。

最近忙しいこともあり、趣味のサバゲーに行け
ていないのです…。
草野球にも参加できなくなり、サバゲーにすら
行けず、つまらない人生を送っています。
ですが、最近学生スタッフが始めたそうなので、
9月から再開したいと思ってます。約1年のブラ
ンクがありますが、装備を買い揃えて、筋トレを
して準備をし、ランボーになってenjoyしたいと
思います。
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先日フィギュアで有名な海洋堂の30周年記念
展示会に行きました。一時チョコエッグにハマ
り、机が動物フィギュアでいっぱいになるくらい
海洋堂のスゴさに魅せられていたこともありま
したが、展示会で見た一点モノはその遥か上を
いくものばかり。このクオリティがあるからこそ
長く愛されているのかとしみじみ感じ、出版社
としても読者に愛される本をつくらなければと、
身が引きしまる思いで帰宅の途につきました。

クロスメディア・パブリッシング

店員の皆様。いつも大変お世話になっております。最近多くの書店さんから「新刊が多

すぎて、既刊本を並べられない。」という声を良く聞きます。新刊を並べ、次の新刊が発

売されたら、また新しい新刊が並ぶ。結果的に隣の本屋さんと同じになってしまいます。

それでは何か寂しい。お客様にとっては「出逢った時が新刊！」です。ぜひ、過去の良書

を掘り起こしていきませんか? 今回ご紹介するのは、

『「要領がいい」と言われる人の、仕事と勉強を両立させる時間術』です。

著者の佐藤さんは働きながら米国公認会計士、司法試験を1発でパスしています。

2010年6月に発売し、部数は現在5万部まで伸ばしています。先月（8月）は税理

士、会計士と試験が多い月だったので、来年は受けてみようかなという読者の方も

多いはず。10月には宅建試験も控え、まさに旬なテーマです。実際、仕掛けを行っ

た店舗では1ヵ月で100冊以上売れているところもあります。その書店さんからは、

こんなお言葉を頂戴しました。

「既刊本の売り伸ばしということで、仕掛けには何回か挑戦してきましたが、1ヶ月で

100冊以上売れる本は、ビジネス担当になってから初めてでした。展開してから2ヶ月経

った今でも売れ続けているので、本当に驚いています。」

売れるのはもちろん嬉しいですが、書店員さんとこういう形で一緒に考え仕掛ける

のは本当に面白いです。その結果、出版業界が少しでも盛り上がれば、我々営業に

とってこれ以上の幸せはありません。

ぜひ、クロスメディア・パブリッシングの掘り起しキャンペーンをよろしくお願いします。
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書店の皆様へのお知らせ
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Hilight!根本輝久
Teruhisa Nemoto

都井美穂子
Mihoko Toi

橋場優
Yu Hashiba

中山直基
Naoki Nakayama

大沢卓士
Takushi Osawa

先日、青森に帰省しました。親戚に会えて楽しか
ったのですが、一つ大きな問題がありました。食
事の量が半端ないんです。何故か親戚一同、私
の胃袋が高校ラグビー部時代のままと思ってい
る らしく、成人男性の二倍の量を用意している
のです。かといって「いやあ…」とか言って断ろう
とすると、祖父母の悲しそうな表情。結果、全て
食べました。来年には、そろそろ気付いてくれる
といいのですが…

竹内悠一郎 
Yuichiro Takeuchi

“掘り起し”はじめます。
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クロスメディア本販売奮闘記

順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 8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。

早いものでもう9月。ＮＹでは暑さもだいぶやわらぎ、朝晩はカーデ

ィガンがほしいほどです。新学期は、アメリカでは 9 月はじまり。勤

労感謝の日の翌日から子どもたちの学校がはじまります。僕も、いつ

までも夏気分でうきうきしていられませんね。

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。

前回９位だった『Think and Grow Rich（思考は現実化する）』が

今回１位にランクイン。今月は『Lean In: Women, Work, and 

the Will to Lead』や、『StrengthsFinder 2.0』など、先月までの

常連本たちがほとんど姿を消し、既刊のベストセラー回帰のランキ

ングとなりました。その中でも目に付くのは「引き寄せの法則」関係

の書籍。１位『思考は現実化する』は引き寄せの法則を含む成功哲

学の元祖と言われています。４位の『Abundance Book（豊かさの

法則 40日で、富とお金を引き寄せる）』は、前者に比べるとよりスピ

リチュアルな内容の本になっています。著者のジョン・ランドルフ・

プライスは、スピリチュアリティの研究に長い時間を費やし、今では

スピリチュアリティ探究組織の理事長だそうです。それだけ聞くと、

なんだかオカルトのような気がしますが、「引き寄せの法則」の原則

はいたって単純。

マザー・テレサのこの言葉に集約されていると思います。「思考に気

をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさ

い。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはい

つか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格に

なるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから」。

「こうなったらいやだな」「こんな嫌なことが起こるかもしれない」と

いう思考にとらわれていれば、そういう言葉を発するようになるし、

卑屈な行動につながり、それが結果として不幸を生みます。逆に、

「自分はこうなる」という信念を信じ、ポジティブな言葉を発し、行動

していけば、信念は現実化する可能性が高い、というだけのことな

んですね。

次のベストセラーはどんな本になるんでしょうか。パワフルな新刊

が読みたいですね。

それでは、来月のランキングをお楽しみに！
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（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

（仮題）敏腕な人
著：ペーター・Ｂ・ペインThe Go-Getter 

（仮題）ＥＡレビューパート２へのカギ：米国税理士試験ガイド
著：クリスティ・ピニエイロ

PassKey EA Review Part 2: Businesses: 
IRS Enrolled Agent Exam Study Guide 
2013-2014 Edition (3/1/2013)

（邦題）豊かさの法則 40日で、富とお金を引き寄せる （講談社）
著：ジョン・ランドルフ・プライスAbundance Book

（仮題）すべての家主に送る税金控除ガイド
著：ステファン・フィッシュマン・ＪＤ

（仮題）消防士：原則と実践　第二版
著：国際消防長協会Fire Officer: Principles And Practice: 2nd Edition 

Social Security, Medicare and Government Pensions: 
Get the Most Out of Your Retirement and Medical Benefits 

（仮題）社会保障、メディケアと国民年金：退職金や医療給付を最大限に活用する
著：ジョセフ・マチュー弁護士

（邦題）エクセレント・ホスピタル　メディカルコーチングで病院が変わる
（ディスカヴァー・トゥエンティワン）
著：クイント・ステューダー

Hardwiring Excellence: Purpose, 
Worthwhile Work, Making a Difference: 1st Edition

Think and Grow Rich 

（邦題）ガルシアへの手紙（総合法令出版）
著：エルバート・ハバードA Message To Garcia 

（仮題）芸術家とグラフィック・デザイナー市場　2013
著：メアリー・バーズラフ・ボスティック2013 Artist's & Graphic Designer's Market

Every Landlord's Tax Deduction Guide 

はじめまし
て。

８月１日に
書籍編集者

として入社
しました

山下絢子
日々の気づきや学びを仕事に活かしつつ、
編集者として精進して参りたいと思っております。
繰り返し読まれるような、
大事にされる本をつくるのが目標です。
ご迷惑をおかけすることも多々あるかと思いますが、
精一杯務めますので、ご指導のほどよろしくお願いします！

特技は ?

好きな本は ?
本で読んだことを実践してみることです。
最近は、小林弘幸さんの
本を読んで、乳酸菌のサプリを
飲むようになりました。

ビジネス書は
（たくさんあり過ぎて書ききれないですが）
『経済学』（小倉昌男）、
自己啓発書は『ずっとやりたかったことを、
やりなさい』（ジュリア・キャメロン）
小説だと宮本輝の作品全般
（やわらかい関西弁に癒やされます。）

趣味は ?
ホットヨガです。
最近は街中がヨガスタジオ並の
温度・湿度ですが…。

新入社員紹介

です。

みなさん、こんにちは！

新大阪駅の中にある　ブックスキヨスク新大

阪店でビジネス書を担当している伊藤です。

今年の夏は非常に暑さが厳しく、いかがお過

ごしでしょうか？

この度はそんな暑い夏にぴったりの書籍『東
大ドクターが教える、やる気と集中力の高め
方』という本を試してみることにしました。異
常なほどに暑い日が続き、お客様も仕事や勉

強などに苦労されているかと思います。そし

て１０月といえば資格試験が多い時期。お盆

休み等を利用して勉強される方も少なくはな

いはず！！ という推測を元に、うまく販売する

方法を考えてみることにしました。

最初は１０冊注文して、まずは資格・試験勉強

法の本と一緒においてみることにしてみまし

た。販売してみるとこれがなかなか売れる！ ど

うも資格試験勉強法と一緒に買われる方もい
らっしゃるようです。「これは単品で販売して
みたらどういう反応が出るのか？」という好奇

心が芽生えてきました。ついで買いではなく、

単品でしっかり本として売れるのだろうか？

そして８月の初頭に追加が30冊入荷！！さっそ

く通路側一等地で販売してみることにしまし

た。暑い夏の通路側の暑さに負けず、しっか

りといろいろなお客様にアピールすることは
できるのか？夏休みの当店はターミナル駅と

いうこともあり、家族連れのお客様をはじめ

様々なお客様が来店され、本を試すのには絶

好の機会でもあります。そんなチャンスに胸

躍らせながら、反応を待つことに・・・。

しかしやってみると思っていたよりも売れな

い・・・。一日一冊ずつぐらいしか売れてくれ

ない。客層が変わっていつもは苦手なタイプ

の自己啓発系の本でも、売れるはずなのです

が・・・。

どうも当店では、単品での販売は難しかった

ようです。集中力を高める本を集中力を維持

できない場所に置くという矛盾した行為がい

けなかったのでしょうか？

最終的には、元の資格・試験勉強法のコー
ナーにて販売をすることになりました。
今、ビジネス書を販売する手法として、テー
マに沿ったコーナー作りをすることは非常に
大切なこと。皆さんもこの体験を元にぜひ実
践してみてください！

資格・試験コーナーは９月は必須ですよ！！

奮闘はこれからもつづく・・・。
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