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クロスメディアかわら版
今月のお休み

うことが、子として思うことであり、子にでき
るだけ手間をかけないように老後を生きていき
たいと考えるのが、多くの親の思うところで
す。12月新刊『離れて暮らす親のもしもに備え
る本』の監修・協力として、高齢者介護のNPO
法人の代表をしている母親に加わってもらいま
した。年末に実家へ帰省する方には、ぜひ読ん
でいただきたい良書です。

中山直基
Naoki Nakayama

代から日本にずっと根付いてきた五穀豊穣を祝う祭り

根本輝久
Teruhisa Nemoto

なのだそうです。1947年まで11月23日は「新嘗
祭」という名の祝日だったのですが、戦後GHQの占
領政策によって天皇行事・国事行為から切り離される
形で「勤労感謝の日」と改められました。近年はケル
ト人の五穀豊穣を祝うハロウィンが大盛り上がりです
が、日本にも同様のお祭りがあったことを知らなかっ
たことをなんだか恥ずかしく感じた一日でした。

2、3周遅れのような気がしますが、「いきな

季節ハズレの時期なのですが、11月末に友人

り！ステーキ」デビューしました。感想は、何

たちと沖縄に行ってきました。言っても秋だと

都井美穂子

で立って食べるの……？でした。1300円とい

思って…なめていました、沖縄。まさかの日中

Mihoko Toi

う2日分の昼食代を使い、立ち食いはなかろう

30度。青い海、白い浜、大盛りのかき氷!! さす

と。注文してすぐに出てくるのですが、熱い鉄

がに海には入りませんでしたが、沖縄を満喫し

板の上で、お好みの焼き加減で食べてください

ました。沖縄料理も大満喫！ 実はこれまで沖縄

とのこと。焼けるのを待って、300gのボリュ

料理が特別好き、という訳ではなかったのです

ーミーなお肉を食するのはかなり時間がかかり

が、ソーキそば美味しいですね！ 出汁がしっか

ました。確かに柔らかくておいしかったです

り効いているし安いしで、ちょっと病みつきに

が、立ち食いは残念でした……。

なりそうです。

Natsu Tomiura

付いたら12月…!!? 12月ですか…!!? 最近はユ

ん）のようです。毎朝やってくるのか、それ

ンケルがお供で、マッサージにかけるお金に躊

ともそこに棲みついているのか？朝の釣り堀

躇しなくなりました。笑顔の超可愛い美少女マ

は営業時間前。しかし特に堀にカバーがかけ

ッサージアンドロイドとか安価に開発されて、

てあるわけでもなく、時折お魚がポチャン！

国の福祉政策（?）の一環として各会社に１体

と跳ねていたりして、その白い鳥は、朝の釣

整備されないかなって妄想しています。

り堀を独り占め？実際に捕食をするところは

Nanako Uebou

2015年は色々と転機の多い年でした。自分が

先月の関西出張の際、急遽一泊延泊することに

結婚したこともありますが、周りも結婚ラッ

なったのですが、カプセルホテルも含めてどこ

竹内悠一郎

シュで10月はほぼ毎週結婚式だったり、ぞくぞ

も満室。3時間くらい探してようやく見つかっ

Yuichiro Takeuchi

く友達に子供が生まれたり…仕事の面でも、本

たホテルは飲み屋街の中心の雑居ビルにあるホ

以外のデザインの仕事もいただけるようになっ

テル。宿が見つかったのはありがたかったので

たりと、大変ながらも毎日ワクワクしていま

すが、火事が起きたら確実にアウトであろうボ

す。来年もますます、チャレンジの多い年にし

大沢卓士
Takushi Osawa

思い浮かべてしまいました。それにしてもイン

でしょうか。よいお年をお迎えください。

バウンドは本当にすごいですね。

先月、フットサルチームを弊社で立ち上げ、初練習をした

普段あまり遠出しないインドア派ですが、先日

と書きましたが、第二回の練習も行われました。でも、や

友人に誘われて山梨までワインを飲みに行きま

中にサッカー経験者が異様に多く、国立に出た社員もいる
のでハードな練習になるのも頷けます。
（とはいえ、経験
者たちは手加減していると言っているのですが…）2回の

来年から対外試合もついに行ってい
きます。対戦相手をまだまだ募集中
です！ぜひ、お声掛けください。

12/1 日経新聞全5段
2 万部

年末年始
品切れ
注意!!

した。180種類試飲し放題 の貯蔵庫で知った
かぶりもできず「甘い！」「美味しい！」レベ

甲斐路2015」。甘口なのに目が覚めるような
爽やかさで後を引きます。広く知識はなくと
も、こうして出会う好きな味はちゃんと忘れ
ないでおこうと思います。

2.5 万部

また、今後さらに力を入れて拡販に努めていくので、お力添えよろしくお願いいたします。

フ」創刊しました！
新シリーズ「ビジネスライ
！
リーズを展開していきます
この２点を皮切りに新シ

ビジネス
ライフとは？

橋場優
Yu Hashiba

具体的な
テーマ

ルのほとんど何も伝えられない感想を連発して
いた私ですが、一番記憶に残ったの は「新酒

12/9 読売新聞全5段

非常に勢いよく売れているので、年末年始用の在庫の確保はお早めにお願いします。

書店店頭写真

練習を経て、だいぶチームになってきました。

！
！
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広告掲載
決定 !!

○ホテルでの宿泊に、つい布団の中で母の顔を

ていきたいです。みなさまはどんな１年でした

っぱりきつい。きつすぎます。よくよく考えると、社員の

2冊合計

！
！

目撃していないのですが、気になります。
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4 スタッフのつぶやき…

﹃自分を変える習慣力﹄

富浦奈津

と大きめな白い鳥がっ！よく見ると鷺（たぶ

クロスメディアウォーカー①

三浦将

す。ある日、何とはなしに釣り堀をみている

ヘバッているかのほぼ2択でした…あれ、気が

3

定価
円
1,380
ISBN
978-4-8443-7444-2

通勤途中の駅のホームから釣り堀が見えま

なデザイン部です。仕事をしてるか意識失って

アメリカのビジネス書トレンド

岩崎一郎／松村和夏／渡部卓︵監修︶

最近、ありがたいことにお仕事でてんてこ舞い

2

﹃はたらく人の
コンディショング事典﹄

Yuko Yasuga

た。新嘗祭とは、新米を味わう祭りで、古くは飛鳥時

売れています！

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.

定価
円
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ISBN
978-4-8443-7443-5

安賀裕子

んに呼ばれ、浅草神社で「新嘗祭」に参加してきまし

1

発2
売
日で
3 万部重版

Koichiro Kobayakawa

関係です。親に元気で健康な生活を送ってもら

勤労感謝の日に「神社人」を主催している東條英利さ

今︑売れに売れ追加注文殺到中

小早川幸一郎

離れて暮らしているとはいえ、親と子は一生の
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Hilight!

はたらく人々が最高のコンディションで仕事に取り組むための
生活メソッドを提供する新シリーズ
食事／睡眠／トレーニング／メンタルヘルス
／身だしなみ／体調・体型管理

12月 なぜあの人は、夜中にラーメン食べても太らないのか？
刊行予定

1月
2月

一流の人がやっているストレスフリーな食習慣
食べるだけ! 疲れにくい体に生まれ変わる食事の法則
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アメリカのビジネス書トレンド
11 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win
StrengthsFinder 2.0

(仮題)エクストリーム・オーナーシップ どのようにアメリカ海軍特殊部隊が先頭に立ち勝利してきたか
著：ジョッコ・ウィリンク
（仮題）
さあ、才能(じぶん)に目覚めよう２
著：
トム・ラス

The 7 Habits of Highly Effective People:
Powerful Lessons in Personal Change
How to Win Friends and Influence People
Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity
The 48 Laws of Power

（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

（邦題）人を動かす(創元社)
著：デール・カーネギー
(邦題)はじめてのGTD ―ストレスフリーの整理術―(二見書房)
著：デビッド・アレン

（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：ロバート・グリーン

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

エルヴィス・プレスリーの伝記で有名な音楽評論家ピーター・ギ

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

ュラルニックが今回取り上げたのは、サム・フィリップス。音楽プ

していきます。
もう12月です。
寒さも厳しくなってきました。

ロデューサーとしてプレスリーとともに1950年代のロックンロ

さて先月号で宣言した通り、感謝祭ではターキーを食べました。

ール登場の一躍を担いました。多くの歌手や関係者へのインタビ

またブラックフライデーのセールで欲しい家電や雑貨を買ってし

ューと、
ギュラルニックの考察によって、
サム・フィリップスの功績

まい、年末に向けてお財布が心配です。いよいよ2015年も終わ

と情熱を現代に伝えます。

りに近づいています。

そして5位にランクインしたのは
「Above the Line: Lessons

12

in Leadership and Life from a Championship Seaそれではさっそく今月のランキングを見てみましょう。今月は新刊

son」。米国の大学が参加して行われるアメリカン・フットボール

本が3冊ランクインしています。

の大会である、
カレッジ・フットボール。
そんなカレッジ・フットボー

まず、1位に輝いたのは「Extreme Ownership: How U.S.

ルで全米王座に輝くこと3度、名将と呼ばれるヘッドコーチのア

Navy SEALs Lead and Win」
。

ーバン・メイヤーが本書の著者です。彼のヘッドコーチとしての歩

ベトナム戦争時に結成、
2011年にはビン・ラディンの殺害作戦も

みと習慣から得た、
アメフトというフィールドを超えて活用できる

遂行した特殊部隊ネイビー・シールズが本書のテーマです。
戦闘で

知恵と洞察が書かれています。
カレッジ・フットボールでは9〜12

最も困難なミッションを達成する方法や、
組織をまとめるために不

月のシーズン後、毎年1月にプレイオフが行われます。5位で紹介

可欠なリーダーシップの概念を、
ネイビー・シールズの基本原則を

したアーバン・メイヤー率いるオハイオ州立大は、
なんと連覇を

もとに説明しています。
ビジネスや生活に適用できそうです！

狙っています。注目してみましょう！次回はどんな本がランキング

続いて3位には「Sam Phillips: The Man Who Invented

に入るのでしょうか。

Rock 'n' Roll」
が入りました。

それでは、来月のランキングをお楽しみに！

記念すべきクロスメディアウォーカー

(仮題)マネー・マスターゲーム-金融の自由へ簡単な7つのステップ
著：
トニー·ロビンズ

蕎麦特集

第一回目の特集は﹁蕎麦﹂！

MONEY Master the Game:
7 Simple Steps to Financial Freedom

です「
。知らなかった！いってみたい！」
というお店を紹介できるように頑張りますので、
ご愛読よろしくお願いします！
一時期︑僕は一日２回蕎麦を食べる﹁蕎麦ダイエッ

(仮題)ラインの上に -カレッジ・フットボールから学ぶリーダーシップと人生の教訓
著：アーバン・メイヤー

そこで、
弊社の営業マン達のオススメのご飯
（営業飯）
を皆さんにオススメしてみようということで始まったのが、
本特集

ト﹂
を半年ぐらい続けておりまして︑
結構な量のお

Above the Line: Lessons in Leadership and
Life from a Championship Season

先日、
営業部内で雑談をしていたとき、
皆、
担当エリアでお気入りのご飯があることが判明し、
非常に盛り上がりました。

蕎麦をいただきました︒︵ダイエットの方は キロ

(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

クロスメディアウォーカー刊行によせて

痩せて︑
今絶賛リバウンド中です・
・
・︶
その中から︑

The Think and Grow Rich Action Pack

「寒い時こそ、
うまくてあったか〜いお蕎麦が食べたい！」

うますぎて毎日でも食べられるお蕎麦屋さんを２

(仮題)サム・フィリップス -ロックンロールの発明者
著：ピーター・ギュラルニック

Crossmedia Walker
クロスメディアウォーカー

店紹介します︒

Sam Phillips: The Man Who Invented Rock 'n' Roll

ー最高の飯は営業マンが知っているー

01 嵯峨野屋さん

場所: 新宿、
池袋、
渋谷、
神保町などのだいたい駅前

このお店のすごいところは何と言っても、
「麺」
と
「値段」
!!何と、
十割そばを２９０円で食べられる
のです!!個人的にハマっているのは、
チャーシュ
ー玉子蕎麦です。
実は、
弊社の中山もこのお店
の常連だとか……。

02 歌舞伎そばさん

場所: 歌舞伎座の裏。
銀座駅からだいたい５分くらい

歌舞伎座の裏にある細い路地をすすんでみると、
急に行列が！それがこの歌舞伎そばです。
本当に
このお店大人気でいつも満席です。
でも、
お客さ
んの回転が速いので、
全然待たずに食べられま
す。
オススメは何と言っても、
もりかき揚げそば！
かけでも、
もりでもＯＫ！とりあえずかき揚げがう
まい！うますぎます！私は行くと常にかき揚げを
おかわりします。
銀座に行く機会があれば、
ぜひ！

Petit Column
二日酔いには大量の水を飲みましょう！
ズン。
Q 冬は飲み会が多いシー
A
太ってしまうと二日酔いがひどい。
一番良いのはノドが乾く前に飲むこと。
お酒を飲みながらこまめに

どうにかして乗り切りたいけど、
どうしたらいい？

水を飲むのがオススメです！飲み会などが多い時は週単位で考

えるといいですよ。
油っこい物は週に2回までと決めると自分でコン
トロールしやすいですね。

はたらく人のコンディショニング事典より

