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先日参加した「企業を成長に導く女性活躍推進
セミナー」で登壇した埼玉縣信用金庫初の女性
支店長、山口さん。銀行といえば普通の会社とは
比べものにならない男性社会。山口さんも誰より
も成績を上げても出世していくのは同期の男性
ばかり。結局山口さんは10年も同じポジションの
ままだったそうです。そんな環境でも支店長にな
った彼女がしたことは、「コツコツとやること」。そ
のコツコツは必ず誰かが見ているんだそうです。
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普段から毎朝何を着ればいいのか悩みます。タン
スに収まらないくらい服はあるはずなのに、何故
毎朝着る服がないと思うのか大きな謎です…そ
の上、最近は寒暖差が激しくて、さらに何を着てい
けばいいのか分からなくなります。面倒臭いから
毎日同じ服でいいとまでは思いませんが、このま
まいくと、毎日「みんな大好きユニクロコーディネ
ート」になってしまいそうです。何かいいアドバイ
ス、参考になる本などあったら教えてください…

少し前にテレビで取り上げられていた「エゴマ
油」を実践しています。エゴマ油に含まれる「オ
メガ3脂肪酸」という成分が、記憶学習能力向上
やメタボ予防、他様々な病気の予防にも効果が
あるとかで、放送後すぐ近所のスーパーから消え
ていました。実際ちょっと最近調子が良いよう
な気が…気がするだけかもしれないけど…もう
しばらく流行りに乗ってみます。頭良くなります
ように～

スマホとパケットし放題の登場で、圧倒的に電
話をする時間が減りましたね。最近、海外に住
んでいる友人から“LINE電話”が掛かってき
て、だらだらと話すのがやたらに“懐かし”く感じ
られました。中学生の時に“イエデン”に掛けた
とか、ケータイが出てスグの時代は４～５コール
で出ないと“なんか不安になる”とかいろいろ思
い出しましたが、結論から言えば “電話”は完全
に思い出の道具になっているなと思いました。

週末、中学からの幼なじみと熱海に１泊旅行に行
きました。夕方向こうに着き、ひとっ風呂浴びて、
新鮮な魚料理とお酒をたらふく飲み食い、ダラダ
ラとしゃべりながら眠りにつき、朝にもうひとっ風
呂、昼はインベーダーゲームが置いてあるような
喫茶店でまったりして、午後2時には東京着。すご
く弾丸のように見えて、めちゃめちゃ癒された、理
想的な休日でした。幼なじみの大切さって、大人
になってからわかるなぁとしみじみしました。

東村アキコさんの「かくかくしかじか」が2015年度
マンガ大賞を受賞しましたね。私も会社の人に勧め
られて以来愛読していたのですが、受賞のニュー
スを見て先ほどの人が一言、「最近竹内君は東村さ
んと一緒でプライベートを切り売りしてるね。」と。
たしかに最近かわら版やパネルで登場する機会が
多いような…(東村先生およびファンの皆さま、あん
なに笑いと泣きがたくさんつまった素敵な作品を、
プライベートを切り売りなんて言ってすみません。)

将棋の棋士と、コンピュータプログラムが戦う
「電王戦」に夢中です。これまで2勝8敗1分と人
間が大きく負け越していましたが、今年は2戦2
勝のスタート！ 映画や音楽など、人間しか理解
できないと言われていた分野でもプログラムの
侵略が進む中、「計算能力」という最も機械が得
意とする分野で真っ向から勝負を挑む将棋棋士
達。はたして今年こそ人間は勝ち越せるのか、ド
キドキしながら見守っています。

1面にも掲載していますが、twitterというやつを始め
ました。そんな暇があるなら・・・とずっと思っていたの
ですが、やってみると気になるんですねー。麻薬的な
危険を感じています。最近、自分がマイルドヤンキー
（SNSをやっていなくて、ミニバンに乗ってて、家族大
好き、などなど当てはまる節がかなりありました）とい
う人種だと気づき、これを機に脱マイルドヤンキーを
目指そうかと思っています。でも、つぶやきネタを探す
のが億劫になっているので、いつまで続くものやら。

代官山にあるデンマーク大使館に行ってきまし
た。当社刊『世界で最もクリエイティブな国デンマ
ークに学ぶ 発想力の鍛え方』の著者、クリスチャ
ン・ステーディルの来日パーティーのためです。東
京にあるとはいえ大使館内はアウェー感が満載で
したが、なんとかサッカーとロックと本と旅行の
話で、その場を乗り切ることができました。学生の
頃、勉学をそっちのけで得ていた知識が、最近では
仕事の所々で役に立っているような気がします。

昨年はソバダイエットブームだった私ですが、今
年は本格的に炭水化物ダイエットに挑戦しようと
思います。そこで目を付けているのが、すき家の
「牛丼ライト」！
なんと、ご飯の代わりが豆腐なのです。たまにお
米の牛丼が食べたくなりますが。
前にとあるお店で「そんなに痩せて、何を目指し
ているの？」と聞かれましたが、もう股ずれでズボ
ンを潰したくないだけです・・・・・。
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アメリカのビジネス書トレンド2 3 CMPビジネスラボ スタッフのつぶやき…4営業部からのお知らせ

クロスメデ
ィア営業部

、
始めました！

！
今頃？

このアカウントでやっています 何で今さら？

＠cm_publishing 書店の皆さんとの情報共有していきたい！
ファンを増やして売上アップを図りたい！
読者さんとのやり取りを本作りに活かしたい！ぜひフォローお願いします！!

とんそく子さん
（浅見綾子さん）
同じインプレス販売で、
韓国語の専門出版社HANAさんの
広報・営業担当の方。
担当になってからフォロワー数を
５倍にした伝説の人

ログイン成功！ さらに勉強中！Facebookと何が違うの！？ 返信来た！

仕事のこと、日常のこと、いろいろつぶやいていくので、温かく見守ってください！！

講師はこの方

勉強会の様子

とは言っても…

実は全員
SNS素人

ということで、
講師を招いてSNS講座を行いました！！

先行き不安…

HANAさんの刊行物
「韓国語ジャーナル」

Hilight!

HANAさんtwitterアカウント
＠hanapress



順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

3月のTOP10

6位は先月もランクインしていた「How to Win Friends and 

Influence People」です。1937年に初版が発行されると瞬く

間にベストセラーとなり、今日でも根強い人気を誇っています。こ

の理由は著者であるデール・カーネギー氏が決して変わりない人

間の本質を理解していたからに他ならないと言われています。人

と接する際の基本的な原則を基に、自分が重要視され、評価され

ていると相手に感じさせるようなスキルを教示してくれていま

す。ビジネスマンにとってはぜひ手にしたい一冊ですね。

7位には「Lean In: Women, Work, and the Will to Lead」

がランクイン。こちらは日本でも「LEANIN(リーン・イン) 女性、仕

事、リーダーへの意欲 」というタイトルで発売されていますね。フ

ェイスブックの最高執行責任者であるシェリル・サンドバーグ氏

が、女性リーダーがなぜ生まれにくいのかという原因を探った話

題作です。

今回は既刊、新刊がバランスよく入ったランキングでした。次回

はどんな本がランキングに入るのでしょうか。それでは、来月のラ

ンキングをお楽しみに!

アメリカのビジネス書トレンド
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（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

A Work in Progress （仮題）進行中の仕事
著：コナー·フランタ

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
 (Pmbok Guide) - 5th Edition / Edition 5

（邦題）プロジェクトマネジメント　知識体系ガイド　PMBOKガイド 第5版
著：プロジェクトマネジメント協会

 Emotional Intelligence 2.0 （仮題）感情理解力2
著：トラヴィス·ブラッドベリー

Get What's Yours: 
The Secrets to Maxing Out Your Social Security

（仮題）自分の取り分を得よ-社会保障を増大させる秘訣
著：ローレンス·J·コットリコフ、フィリップ·メラー、ポール·ソルマン

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

（邦題）7つの習慣（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

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

（邦題）LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲 （日本経済新聞出版社）
著：シェリル・サンドバーグLean In: Women, Work, and the Will to Lead

（仮題）子供たち：危機の中のアメリカン・ドリーム
著：ロバート・D・パットナムOur Kids: The American Dream in Crisis

（仮題）QBQ!問題の影に隠れた問題：職場や生活においての個人的な責任
著：ジョン·G·ミラー

QBQ! The Question behind the Question:
 Practicing Personal Accountability at Work and in Life

How to Win Friends and Influence People

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て

いきます。4月です。NYでは春を代表するイースターのパレードが

あり賑わっています。私も今年はボンネットと呼ばれる帽子をかぶ

って参加してみましょうか。それではさっそく今月のランキングを見

て行きましょう。今回のランキングは過去に何度もランクインした

本と、新しくトップ10入りを果たした本が半々といった感じになりま

した。ランキング結果に習い、作品も新旧どちらも紹介していきた

いと思います。

1位に輝いたのは初登場の「A Work in Progress」です。この本

の著者であるコナー・フランタ氏は22歳の青年でありながら、

YouTubeで「his self」という名前のメインチャンネルを持ち、その

加入者は420万人を超えています。また、慈善活動家や起業家とし

ての顔も持っています。これは、そんな彼の最初の本となります。小

さな町に生まれてからインターネットに辿り着くまでの旅のなかで

学んだ教訓を、若い大人のための知恵として書き綴ってあります。

彼の旅に触れることでそのメッセージが受け取れることでしょう。

クロスメディア・ビジネスLABは
何をするのか？

CROSSMEDIA BUSINESS LAB.
クロスメディア・ビジネスラボ、発足！

これから、本誌かわら版で不定期ではありますが三人の営業マンが
それぞれにジャンルに分け、LABの成果をレポートします。
色々とご意見をお伺いすると思いますので、よろしくお願いします。

経営全般、経理・会計担当
竹内悠一郎

ビジネススキル・
マーケティング・資格書担当
大沢卓士
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自己啓発書・経済書・マネー担当
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経営・スキル・マーケティングetc。
ビジネス書には色々なジャンルがあり、流行がありま
す。その流行は、わかるようで全くわからない。「何
が売れるのかは、わからない」というのもよく言われ
ていることです。しかし、クロスメディア営業部では
「何が売れるかわからない」ビジネス書の売れる本を
（もちろん他社様の書籍も含めて）ご提案していきた
いと思います。そこでビジネス書のトレンド、定番を
考え、研究を行う試みをクロスメディア・ビジネス
LABと名付け、活動をこれからスタートします。その
活動の背景には、単に自社の書籍だけを紹介するだけ
でなくもっと皆さんのお役に立ち、信頼される営業に
なりたいという私たちの思いがあります！

自己啓発・経済・マネーを担当しますが、弊社では、あまり
出版していないジャンルもありますので、イチから勉強と
いう形になりますが、 有益な情報を提供できたらと思ってい
ます。 まずは、売れ筋（時事傾向）と定番書を押さえるために、
東京（丸の内）でリサーチをしてきます。 学問や教養として
の経済学、経済政策、国際情勢など、日本の中心かつビジ
ネス発信地で、どのような傾向があるかご報告できればと
思います。 マネーについては、景気の良し悪しで売れるジャ
ンルの違いがあるのか、株、投資信託、FXなどの売れるキー
ワードを見つけていきたいと思います。 お金にかかわるビジ
ネス書は、客層が広いテーマだと思いますので、傾向と対策
が押さえられれば、ジャンルの売上げをさらに伸ばせると思
いますので、棚での展開方法をいろいろ考えていきます！

このジャンルは目的買いがかなり多く、棚からもしっかり売れ
ていくジャンルだと思います。まずは定番書と棚構成をしっか
り勉強していくことから始めていこうと思います。その中で、
以下の３点を意識していきます。
・学術書に近い堅めの商品から実際の現場目線の本まで様々
なタイプの本が混在しているので、その区分けを意識する。
・作家で選ばれやすい分野でもあると思うので、作家同士（学
者や経営者）の縦・横のつながりを知る。
・一概に定番書が売れるといっても社会情勢によって売れ筋
が左右される部分もあると思うので、定番とトレンドとのバラ
ンスをどうとっているのか探る。

「不況の時はビジネス書が売れる・・・」これはよく言われ
ることです。ビジネス書＝ビジネスに役立つ書籍ですので、
社会状況・ビジネストレンドとベストセラーに関わりがない
わけがありません。でも、実際どうだったのでしょうか？わ
かるようでわかりません。僕は、社会状況とビジネス書の売
れ筋の関係を20年というスパンで解明していこうと思って
います。インターネットの普及や平成不況に合わせてどんな
本が売れたのか？などを調べていきます。そして、最終的に
は今後の社会状況に合わせて「今なら、この本が売れる可能
性が高い！」というところまでご提案できるよう、ビジネス
書と社会との関係の傾向を見つけられたらと考えています。


