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11月から放送予定のドラマ『南くんの恋人』、
過去3回もリバイバルされ、今度で4回目だそ
うです。ちなみに私は武田真治＆高橋由美子主
演の第2作を視聴していた世代で、正直もう主
演の二人が可愛かったことしか覚えていません
が、単純にタイトルの懐かしさだけでちょっと
惹かれるものがあります。リバイバル作品は過
去作品とつい比較してしまうので、過去作品を
観ていた友人や家族なんかとああだこうだ言い
つつ楽しみたいです。

近頃、雨が多いですね。さて、最近初めて「ひつ
まぶし」を食べました。お値段が安くないので、
ずっと堪えてきましたが、我慢の限界でした。い
やあ、お茶漬けverとノーマルverどっちもうま
いですね。最後の一口をどっちで食べるか迷い続
けてしまいました。迷いながら、美味しいものを
食べるというのは、本当に最高ですね！いつかま
た食べたいものです.....

先日、久しぶりに酔いつぶれてしまいました。
金宮焼酎を梅リキュールで割ったお酒をつい飲
み過ぎたのが原因です。このお酒、すごく飲み
やすいのですが、すごく回ります。このお店の
うまいところは、店内にある「金宮梅割りは3
杯まで！」という貼り紙で煽ってくるところで
す。(ダメと言われる飲みたくなるのが人の常
ですよね。) 薄れゆく記憶の中で、「こういう文
言を見習わねば」と考えていたのが、SWの一
番の思い出です。

電子書籍とPOD限 定で発売していた『未来をつ
くる起業家』が販売好調で、ついに11月頃の店
頭発売が決定しました！電子書籍とPODで テス
ト販売をして結果もでているので、自信をもっ
ておすすめさせていただきたいと思います。ま
た著者のケイシーは日本に住むアメリカ人の ヘ
ッドハンターで、現在注目されているインフル
エンサーの一人です。これまでにもGQ、ハフィ
ントンポスト、The BRIDGEな どのメディアで
取り上げられています。

明日からベネルクス３カ国に行ってきます。と
くにオランダは、音楽やデザイン面然り、自由
な風土が日本人の自分にとってどう映るのか、
非常に楽しみです。ヨーロッパの国々は街並は
似ていても、微妙にデザインの色合いやフォン
ト使いから受ける印象が国ごとに異なって面白
いです。海外旅行のために仕事をがんばり、そ
こで得たものが自分のデザインにも影響を与え
るというすばらしい循環になっているのです。
(と、休みを正当化しておきます）

夏休みの沖縄旅行で民宿に泊まったのですが、
そこのご主人に沖縄について色々と教えてもら
えました。「基地問題 7割方内地の人」「沖縄
民謡は6000曲で、これは沖縄以外の県の民謡
の数より多い。墓参りでは音楽を演奏する」
「時間感覚が内地と違う。飲み会の幹事が集合
時間にいることはまず少ない」…etc。思った
より僕が住む関東との文化の差がありました
が、しかし知れば知るほど魅力的な沖縄。また
行きたいなあ。

私の中の「死ぬまでに行きたい場所リスト」に
最近新しい候補が加わりました。先日テレビで
見たオーストリアのヴレゲンツ音楽祭です。こ
の音楽祭の目玉は、湖の上に設営された大掛か
りな舞台で上演されるオペラやミュージカルで
す。斬新な舞台装置が以前から話題ではあった
のですが、屋外のそれも湖の上という環境を最
大限に生かして観客を引き込む演出が本当に素
敵でした。正直オペラとかそんなに親しみない
ですが…いつか行きたい！

シルバーウィークには遠出はしなかったのですが、
東京23区在住ながら、都心のホテルに2泊して、上
野や葛西臨海公園、お台場などで子連れプチ旅行を
楽しんできました。都内で自宅以外に泊まるのは、
仕事で帰れない時か飲んで終電落とした時ぐらい
で、カプセル以外の都心ホテルはもちろん初。普通
に日帰りできる距離なのにわざわざ泊まるのは無駄
かもしれないですけど、帰り道の心配をせずに飲め
るのがこんなに気楽だったとは。

9月の頭に、インプレスの西日本支社の方の結婚式
に参加するということで、土曜日に大阪に行ってき
ました。大阪担当として、何年も毎月出張に行って
いましたが、今回、初めて大阪レジャーを楽しんで
きました。道頓堀、なんば花月、通天閣などなど、
満喫してきました。(なんばには、いつも行ってい
たのですが、初めて地元のたこ焼きを食べまし
た。)いまさらですが・・・改めて、大阪いいです
ね。出張担当から外れて3ヶ月しか経っていません
が、また、大阪担当に戻りたいです・・・。

ある人に薦められて今更ながら『蒼穹の昴』
（浅田次郎 著）を読破しました。清の時代の中
国が舞台で、架空の人物と実在した人物を織り
交ぜて書かれた長編の歴史小説です。「科挙制
度」とか、「宦官」とか、歴史の教科書に掲載
されていた活字が生々しい描写で描かれてい
て、こういうのを知った上で歴史の授業をもう
一回受けたら、もっと面白かったんだろうなぁ
と損した気分になりました。

今月のお休み

橋場優

「ビジネス・ライフ」という
新ジャンル創設へご協力ください！

お
願
い
し
ま
す
!

いつもお世話になっております。クロスメディア・パブリッシング代表の小早川幸一郎です。
今回は書店の皆様に、ビジネス書の新ジャンルのご提案のため、筆を執らせていただきました。

新コーナーの展開イメージ

Hilight!

への具体的なお願いとしては、ビジネス書コーナーにビ

ジネスマンに必要な「体調管理」「メンタルヘルス」「生

活習慣改善」をテーマにした本を陳列していただきたい

ということ。さらにお願いすると、これらの本からなる

『ビジネス・ライフ』という新コーナーを設けていただ

きたいと思っております。紙面の都合上、言葉足らずの

お願いになってしまいましたが、当社では来月11月か

ら、ビジネスマンのニーズを先読みし、仕事と日常生

活の垣根を超えた『ビジネス・ライフ』という新ジャ

ンルのビジネス書を出版していきます。価値ある本・

売れる本をつくり書店の皆

様の利益に寄与するよう

努めていきます。新聞広

告やプロモーションも積

極的に行っていくので、

どうか店頭での展開に

ご協力のほどよろしく

お願いいたします。

通勤や日中の電車で、疲れてうたた寝しているビジネ

スマンをよく目にします。私も以前はそうでした。し

かし、昨年末出版の『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？』の出版を機に、「食事」を見

直し、さらにその勢いに乗じて「運動」「睡眠」等々、

生活習慣を改善。それ以来すこぶる体調が良く、仕事

へのやる気が溢れ出てか、毎朝５時に目が覚め、７時

には出社して仕事をしています。私はこれまで300冊

近くのビジネス書をつくってきましたが、今のビジネ

スマンに最も必要な知識は、「心と体のコンディショニ

ング」についてだと思っています。仕事のパフォーマ

ンスは、能力（スキル・ノウハウ）× コンディション 

で決まります。スポーツ同様、いくら能力があっても、

心や体の調子が悪ければ良い仕事はできませんよね。

私たちは、競争社会、ストレスフルな環境の中、楽し

く健康的に仕事で成果を出していくための知識として、

『ビジネス・ライフ』というビジネス書のジャンルを新

たに創ることができないかと考えています。 書店の皆様



順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは訳）

9月のTOP10

次に、3位には「The Five Dysfunctions of a Team: A 

Leadership Fable」がランクインしました。著者は経営コンサ

ルティング会社社長のレンシオー二氏。日本では「あなたのチー

ムは、機能してますか？」というタイトルで発売されています。競争

における究極の武器はチームワークであると伝え、組織をまとめ

るためのプロセスとノウハウを物語形式でわかりやすく解説して

いってくれます。そして、8位には「Business Model Genera-

tion: A Handbook for Visionaries, Game Changers, 

and Challengers / Edition 1」がランクインしました。こちら

も初ランクインのものです。著者は、スイスのビジネス理論家で

あり、ビジネスモデルキャンバスを最初に提案したオスターワル

ダー氏。新しいビジネスモデルづくりと、その実践に焦点を当て

て書かれていることや、多数のイラストを使用してわかりやすく

書かれていることが特徴の経営書です。新しい事業の在り方を

追求しているビジネスリーダーや起業家、コンサルタントといった

人々におすすめの一冊です。今回は初ランクインのものを中心

に紹介していきました。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)思考は現実化する―アクション・マニュアル、索引つき(きこ書房)
著：ナポレオン・ヒル

How Successful People Grow:15 Ways to Get Ahead in Life (仮題)成功する人々はどのように成長するか：人生で出世する15の方法
著：ジョン・C・マクスウェル

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids about 
Money That the Poor and Middle Class Do Not!

(邦題)改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学(筑摩書房)
著：ロバート・キヨサキ

The 48 Laws of Power （邦題）権力(パワー)に翻弄されないための48の法則（角川書店）
著：ブラッド・ウィルソン

 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？(翔泳社)
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

(仮題)船の向きを変える！フォロワーをリーダーに変える実話
著：ステファン・R・コヴィー

Turn the Ship Around!:
A True Story of Turning Followers into Leaders 

（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギーHow to Win Friends and Influence People

(邦題)ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書(翔泳社)
著：アレックス・オスターワルダ―

Business Model Generation: A Handbook for Visionaries,
Game Changers, and Challengers / Edition 1

(仮題)アッティラ王が教える究極のリーダーシップ第一版
著：ウェス・ロバーツLeadership Secrets of Attila the Hun / Edition 1

The Think and Grow Rich Action Pack

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。10月のニューヨークは、なんといってもハロウィ

ン。ここ数年、日本でもハロウィンが賑わっていると聞いていま

す。ニューヨークのハロウィンは子供だけでなく、大人も本気で準

備をします。国内最大規模のイベント、ビレッジハロウィーンパレ

ードではほとんどの人が仮装をして歌ったり踊ったりと楽しんで

いますよ。

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。今月は、

新旧入り混じる顔ぶれとなりました。

まず、1位に輝いたのは「How Successful People Grow:15 

Ways to Get Ahead in Life」です。

こちらは初ランクインのもので、著者は世界のメンターとも称さ

れるマクスウェル氏。ビジネスマンの能力開発や企業・組織のリ

ーダー育成などを手掛ける人物であり、著書の累計販売数は

1600万部を超えると言われています。個人が成長するのに重要

なことを15の法則にわけ、コンパクトに説明しています。リーダー

シップを求められる人にはぜひ読んでほしい一冊です。

今度はクロスメディアver.で
帰ってきました！！

一世を風靡してからはや十年。

※パロディです。

「3年後、転職する人、
起業する人、会社に残る人」の
売上が全国各地で好調です!!

この度、ユニークな拡材を
ご用意しました。

あの
CMが、

3年後、転職する人、起業する人、会社に残る人　佐藤文男

本書は、キャリアの進め方について、転職、起業、会社に残るという3
つの道という切り口で解説しています。そこで、拡材のイメージとして
ぴったりなのがラ○フカードのあのCM。本書のターゲットである20
代後半～30代の方ならほとんどの方が知っている、懐かしのCMの
パロディで読者を引きつけ、店頭を賑やかに盛り上げます。

最近の関心事はありますか。

最近の家族構成を教えてください。

しかけ販売がオススメ
!!

先日、知り合いと飲んでたときに「古川さんって、何か趣味あります？」と尋ねられて「んんっ……趣味ですか？ うーん、ないですね……」って
答えたときに、自分はダメ人間なんじゃないかと思いまして、昔やってた釣りを10年ぶりぐらいに再開しようと計画中です。

ヨメ、オカン、小学生アホ男子、保育園アホ男子の計4人に加えて、ネコ2匹と暮らしています。アホ男子ズの活躍で、家の中は片づけて
も片づけてもカオス状態です。

文系ですが、「人工知能」は興味ある分野の一つで、前職では今春に一般向けの解説本もつくりました。単に技術だけの話ではなく、ビジ
ネスや倫理、政治、社会など幅広い分野を貫くテーマだと思っています。

旅行ガイド関係の編集プロダクションを経て、中堅ビジネス書出版社
（および、そこが合併した総合出版社）にて主にビジネス書や実用
書、サイエンス・テクノロジー関連の読みものなどを手がけてきまし
た。どうぞよろしくお願いします！

古川浩司 です

はじめまして。書籍編集者として入社しました
ふるかわこうじ

Greeting:

Name:

Career:

最近の趣味はなんですか。

Question:

Question:

Question:


