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代官山にあるデンマーク大使館に行ってきまし

先日参加した「企業を成長に導く女性活躍推進

た。
当社刊
『世界で最もクリエイティブな国デンマ

セミナー」で登壇した埼玉縣信用金庫初の女性

ークに学ぶ 発想力の鍛え方』
の著者、
クリスチャ

支店長、山口さん。銀行といえば普通の会社とは

ン・ステーディルの来日パーティーのためです。
東

比べものにならない男性社会。山口さんも誰より

京にあるとはいえ大使館内はアウェー感が満載で

も成績を上げても出世していくのは同期の男性

したが、
なんとかサッカーとロックと本と旅行の

ばかり。結局山口さんは10年も同じポジションの

話で、
その場を乗り切ることができました。
学生の

ままだったそうです。そんな環境でも支店長にな

頃、
勉学をそっちのけで得ていた知識が、
最近では

った彼女がしたことは、
「コツコツとやること」。そ

仕事の所々で役に立っているような気がします。

のコツコツは必ず誰かが見ているんだそうです。

1面にも掲載していますが、
twitterというやつを始め

普段から毎朝何を着ればいいのか悩みます。
タン

ました。
そんな暇があるなら・
・
・とずっと思っていたの

スに収まらないくらい服はあるはずなのに、何故

ですが、
やってみると気になるんですねー。
麻薬的な

毎朝着る服がないと思うのか大きな謎です…そ

危険を感じています。
最近、
自分がマイルドヤンキー

の上、
最近は寒暖差が激しくて、
さらに何を着てい

（SNSをやっていなくて、
ミニバンに乗ってて、
家族大

けばいいのか分からなくなります。面倒臭いから

好き、
などなど当てはまる節がかなりありました）
とい

毎日同じ服でいいとまでは思いませんが、
このま

う人種だと気づき、
これを機に脱マイルドヤンキーを

まいくと、毎日
「みんな大好きユニクロコーディネ

目指そうかと思っています。
でも、
つぶやきネタを探す

ート」
になってしまいそうです。何かいいアドバイ

のが億劫になっているので、
いつまで続くものやら。

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

週末、中学からの幼なじみと熱海に１泊旅行に行

油」を実践しています。エゴマ油に含まれる「オ

きました。夕方向こうに着き、ひとっ風呂浴びて、

メガ3脂肪酸」という成分が、記憶学習能力向上

新鮮な魚料理とお酒をたらふく飲み食い、
ダラダ

やメタボ予防、他様々な病気の予防にも効果が

ラとしゃべりながら眠りにつき、朝にもうひとっ風

あるとかで、放送後すぐ近所のスーパーから消え

呂、昼はインベーダーゲームが置いてあるような

ていました。実際ちょっと最近調子が良いよう

喫茶店でまったりして、午後2時には東京着。すご

な気が…気がするだけかもしれないけど…もう

く弾丸のように見えて、めちゃめちゃ癒された、理

しばらく流行りに乗ってみます。頭良くなります

想的な休日でした。幼なじみの大切さって、大人

ように〜

になってからわかるなぁとしみじみしました。

スマホとパケットし放題の登場で、圧倒的に電

東村アキコさんの
「かくかくしかじか」
が2015年度

話をする時間が減りましたね。最近、海外に住

マンガ大賞を受賞しましたね。
私も会社の人に勧め

んでいる友 人から L I N E 電 話 が掛かってき

られて以来愛読していたのですが、受賞のニュー

て、だらだらと話すのがやたらに 懐かし く感じ

スを見て先ほどの人が一言、
「最近竹内君は東村さ

られました。中学生の時に イエデン に掛けた

んと一緒でプライベートを切り売りしてるね。」
と。

とか、ケータイが出てスグの時代は４〜５コール

たしかに最近かわら版やパネルで登場する機会が

で出ないと なんか不安になる とかいろいろ思

多いような…(東村先生およびファンの皆さま、
あん

い出しましたが、結論から言えば 電話 は完全

なに笑いと泣きがたくさんつまった素敵な作品を、

に思い出の道具になっているなと思いました。

プライベートを切り売りなんて言ってすみません。
)

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」
！

将棋の棋士と、コンピュータプログラムが戦う

根本輝久

Mihoko Toi

侵略が進む中、
「計算能力」という最も機械が得

前にとあるお店で「そんなに痩せて、何を目指し

意とする分野で真っ向から勝負を挑む将棋棋士

ているの？」
と聞かれましたが、
もう股ずれでズボ

達。はたして今年こそ人間は勝ち越せるのか、ド

ンを潰したくないだけです・・・・・。

キドキしながら見守っています。

4 スタッフのつぶやき…
Fax : 03-5413-3141

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

ダイエットの夏、
コンディションの夏。

昨年の11月に発売されて6万部突破した「一流の人はなぜそこまでコンディションにこだわるのか？」
。冬の体調を崩しや
すい時期ということもあって、
初速から好調で6万部突破しました。
しかし、
この本が一番売れるのはこれからの夏前のシ
ーズンであると僕たちは考えています。
ぜひ、
大規模な仕掛けをご検討ください！
２種類の帯が
あります！

Nanako Uebo

ランキング

女性帯
右のランキングを見ても、
「アトレ」
「ルミネ」
「イオン」
で
売れてます！ファミリー層が多い
書店でも、
動きが出ています！
この帯の女性が、
かなり目立ちます。

上坊菜々子

くまざわ書店 池袋店
啓文堂書店 府中店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜
有隣堂 目黒店
未来屋書店 伊丹テラス店

1位
3位
4位
4位
5位

TSUTAYAアトレヴィ田端店
ブックエキスプレス ディラ西船橋店
文教堂 人形町店
紀伊國屋書店 福岡本店
有隣堂 錦糸町テルミナ店
未来屋書店 ペリエ海浜幕張店

1位
1位
1位
1位
1位
1位

おすすめ！

男性帯
40代男性を中心に大ヒット！！
薄着になる夏前は、
どの男性も
自分の身体のことを気にします。
今の時期こそ、
この本は男性にも売れます！

竹内悠一郎
Yuichiro Takeuchi

間が大きく負け越していましたが、今年は2戦2

米の牛丼が食べたくなりますが。

クロスメディア・パブリッシング 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-20-3 東栄神宮外苑ビル Tel : 03-5413-3140

都井美穂子

長谷川諒

できないと言われていた分野でもプログラムの

3 CMPビジネスラボ

2 アメリカのビジネス書トレンド

！
おすすめ

Ryo Hasegawa

なんと、
ご飯の代わりが豆腐なのです。たまにお

1 営業部からのお知らせ
Teruhisa Nemoto

「電王戦」に夢中です。これまで2勝8敗1分と人
勝のスタート！ 映画や音楽など、人間しか理解
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An ord i n ar y offi c e wor k e r
to a gr e a t bu si n e ss m a n.

Hilight!

1ヶ月で−8.7kg減！！

の
クロスメディア
も
ン
マ
営業
体験済み！

他にもこんな効果が！
！

Before

83.5kg

After

朝、
目覚めがスッキリ!!
昼食後に眠くならない。

74.8kg 疲れを翌日に持ち越さない。
この本の成果が求められるのは、
これからです！!
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アメリカのビジネス書トレンド
4 月の TOP10
順位

タイトル

CROSSMEDIA BUSINESS LAB.Vol.1
自己啓発書編

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

The Sell: The Secrets of Selling Anything to Anyone

（仮題）人気商品：誰にでも何でも売れてしまう秘訣
著：フレドリック・エクルンド

A Work in Progress

（仮題）制作過程の作品
著：コナー・フランタ

自己啓発書は、
テーマが幅広く、
たくさん出版されるジャ お客様に安心感を与え、リピーターのお客様も増えていく
ンルで、気が付くと新刊だらけになりがちな棚ですが、 のだと思います。担当書店を回った結果、その押さえてお
必ず展開しておくべき名著（定番書）を積んでおけば、 くべき定番書は、翻訳本が多く、こんな感じのようです。
0

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

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

（邦題）あなたのチームは、機能してますか？
著：パトリックM.レンシオーニ

StrengthsFinder 2.0

（仮題）さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

Dealing with China: An Insider Unmasks
the New Economic Superpower

（仮題）中国との取引：新しい経済超大国の真実
著：ヘンリー・ポールソン・ジュニア

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

A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life

（仮題）好奇心旺盛な心：より良い生活への秘訣
著：ブライアン・グレイザー

Kaplan GMAT Premier 2015 with 6 Practice Tests

（仮題）カプラン 2015
著：カプラン社

How to Win Friends and Influence People

（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー

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
していきます。

Team: A Leadership Fable」
がランクインしました。競争にお

5月です。今月はセントラルパークで「Japan Day」
と呼ばれる

ける最大の武器はチームワークであると掲げるこの作品では組

イベントが実施されました。
日米市民交流を深めるイベントで日

織に変革をもたらすアドバイスがふんだんに盛り込まれていま

本でおなじみのAKB48のメンバーも登場しましたよ。
フードコー

す。会社変革までのプロセスがストーリーラインに沿って解説さ

ナーで無料配布されるおにぎりを食べ、懐かしの味をかみしめま

れるので非常に分かりやすく、ぜひ手にとって一読することをお

した。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

勧めします。6位には
「Dealing with China: An Insider Un-

月のランキングは新しい顔ぶれが多くみられますね。教材関係の

masks the New Economic Superpower」
がランクイン。著

本もランクインする中、新しくランクインした作品を中心にみて

者はアメリカ合衆国財務長官に就任経験があるヘンリー・ポール

いきたいと思います。

ソンです。急速に経済成長した中国とのビジネスや政治における

1位に新しく登場したのは「The Sell: The Secrets of Sell-

関わり方を述べている作品です。内容は主に米国における中国

ing Anything to Anyone」
です。
この作品の著者であるフレド

との関係性ですが、
マクロの視点で世界的基準からも着眼するこ

リック・エクランドはアメリカ本国で不動産王になりつつある人物

とができる一冊となっております。
日本も隣国との関係性を築き

です。超有名セレブである、
キャメロン・ディアスやジャスティン・

あげる過程において必読の一冊ではないでしょうか。

ティンバーレイクをも顧客に迎える彼が交渉の術やキャリア成功

今回は新し顔ぶれが目立ったランキングでした。次回はどんな本

への道のりを語っています。営業職の方で何か決め手に欠けると
感じているのであれば、
この本は素晴らしいヒントとなるのではな
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思考は現実化する

仕事は楽しいかね ?

デイルドーテン／きこ書房／ (2001/12)

モチベーション 3.0

ダニエル・ピンク／講談社／ (2010/7)
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さあ、才能 ( じぶん ) に目覚めよう

自分の小さな「箱」から
脱出する方法

ハイ・コンセプト

マーカスバッキンガム ,ドナルド・O.
クリフトン／日本経済新聞出社／ (2001/12)

ダニエル・ピンク／三笠書房／ (2006/5)

アービンジャーインスティチュート／
大和書房(2006/10)

3 週間続ければ一生が変わる 完訳 7 つの習慣

スティーブン・R・コヴィー／
キングベアー出版／ (2013/8)

ロビンシャーマ／海竜社／ (2009/11)
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人を動かす

D・カーネギー／創元社／ (1999/10)

「原因」と「結果」の法則

160

日本の書籍で定番に
なっているのは︑
ほとんどなく ︑こちら
の1冊でしょうか︒

題で書籍化されている「The Five Dysfunctions of a

20

ナポレオンヒル／きこ書房／ (1999/04)

4位は日本では「あなたのチームは、機能してますか？」
という邦

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

name

中山直基

鏡の法則

野口嘉則／総合法令出版／ (2006/5)

新刊はたくさん出ますが、基本的にはこれらの名著の派生商品

それらの書籍を外すことなく、積んでおくことがリピーターを増

で、その時々の流行や、タイトル、装丁の真新しさでヒットが

やし、長い目でみると売上げに貢献することになるのでしょう。

生まれるという構造でしょうか。また、自己啓発書は著者の固

また、立地条件によって、客層が異なるということも加味すると、

定ファンが多いジャンルで、棚構成は著者別が一般的のようで

お店独自の定番書を育てるということも重要になると思います。

す。多くの書店で分類されているのは、斎藤一人、千田琢哉、

定番書と決めたら、動かない日が続いても我慢して展開し続ける

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

中谷彰宏、苫米地英人、本田健などでした。やはり、定番書は、

ことが、お客様の定着につながると思いますので、改めて、お店

お楽しみに！

会社の上司から読みなさいと言われたり、読んだ人から紹介さ

の定番書を探してみてはいかがでしょうか。ちなみに弊社のオス

れるなどして、ロングセラーになっています。

スメの定番書は、
『誰からも
「気がきく」
と言われる45 の習慣』
です。

いでしょうか。
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