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今月のお休み
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小早川幸一郎

映画『 君の名は。』を飲み会後のほろ酔い気分で

9月新刊の『疲れやすい人の食事

観に行きました。24時からのレイトショーなの

な人の食事』を編集したことがきっかけで、いろ

根本輝久

Koichiro Kobayakawa

に、満員御礼。私の両隣は私と同じような40代

んなものをバランスよく食べるようになり、早２

Teruhisa Nemoto

のおっさんでした。青春時代を思い出しながら

週間。食べる量は以前と変わっていないのに、

観ていたんでしょうね。なんでも、当社の周辺

ぽっこりしていたお腹がだんだん凹んできまし

（新宿・代々木・千駄ヶ谷・信濃町・四谷）が

た。カロリーオーバーには気をつけるけど好き

映画の舞台となっていることもあり、聖地巡礼

なものしか食べない以前の食生活が間違ってい

で多くのファンが足を運んでいるようです。聖

たことを実感。あとは、もっと運動さえすれば完

地巡礼で近くに来られた方は、ぜひ当社にお立

璧なはずなんですけど、なかなかね……。

いつも元気

Mikio Omori

城匡史
Tadafumi Jo

コミックには疎い私ですが、昔から大好きなお

以前にも書いた「ひと駅ウォーキング」、その

おひなたごうさんの本は欠かさず買っていま

後も続いています。夏の間はさすがにきつかっ

す。特に7巻まで出ている「目玉焼きの黄身い

たですが、「ひと駅」でなく「いつもより遠回

つつぶす？」はオススメです。タイトルの通

り」を織り交ぜ細々と。お気に入りのコース

り、 食べ方 だけを紹介するのですが、これが

は、隣の駅に向かう途中の広めの公園。休日の

非常に奥深いのです。例えば餃子のタレは、何

おでかけ途中によく立ち寄ります。いつもは静

も混ぜずに醤油のみだとごはんが食べたくな

かなこの公園もポケモンGOのリリース後は様

る、ラー油のみだとビールに合う、そしてお酢

子が一変しました。どうやらポケモンの巣があ

のみだと餃子の素材が味わえる…といった具合

るらしいです。夜遅くなってもたくさん人がい

です。皆様もぜひお試しあれ！

て安全です。

歯医者に行き、親知らずを抜こうとしたのです

最近近所の飲み屋さんで同世代の人たちがたく

が、まだ成長段階で「抜けない」と診断されま

さん来るお店を見つけたので、そこによく飲み

した。早く抜きたいので調べてみると、ゴボウ

に行っています。そこは店員さんも同世代の人

などの固い根菜料理をしっかりと噛むことでア

が多いので自分たちの世代の懐メロがよくＢＧ

ゴが発達すると親知らずが出てくるそうです。

Ｍとしてかかります。聞いていた音楽が同じっ

最近ではパンなどの柔らかい洋食が中心で噛む

ていうのは仲良くなるのに手っ取り早くていい

回数が減っており、アゴが成長しないので親知

ですね。当時は少し粋がって「こんなのダサ

らずが生えてこない人が増えてきているとのこ

い」と思っていた曲も今聞いてみると案外良か

とでした。少しでも生えてくるよう日々固い料

ったりするなど意外な発見を楽しんでいます。
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富浦奈津
Natsu Tomiura

播磨谷菜都生
Natsuki Harimaya

スタッフのつぶやき…
Fax : 03-5413-3141 http://www.cm-publishing.co.jp

理由
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竹内悠一郎
Yuichiro Takeuchi

先日、小田急線の車内モニターで流す『自分を

広島カープが25年ぶりにリーグ優勝。同じ中国地

変える習慣力』の広告動画を作成しました。前

方出身
（出身は鳥取ですが…）
としても待ちに待った

職がCM制作会社ということで頼まれました

瞬間でした。今年は野球に沸いた広島ですが、昨年

が、進行役だったので、演出も動画ソフトの知

はJリーグの年間王者にサンフレッチェ広島が輝い

識も、ほぼなし。ネットで検索しながら、休日

たサッカーの年でした。カープとサンフレッチェが

返上で試行錯誤し、完成したものを営業チーム

お金持ちチームを超える結果を出した要因としてよ

に見せたら、大変喜んでくれて、反応が良いと

くニュース記事で取り上げられるのが『育成力』。

いうのは仕事のモチベーションに直結すると再

球団・クラブ作りと会社経営は近しいとよく言われ

認識。これを観た乗客の方からもいい反応が返

ますが、この2チームの躍進から改めて組織が人を

ってくることを期待です。

育てることの重要性を感じさせられました。

今年４月に入社後、５月に『本当に必要なもの

女性の平均よりひとまわり背が高いわりに、恥

はすべて「小さなバッグ」が教えてくれる』を

ずかしいくらい少食でした。仕事を始めてから

金井紅実子

担当しました。私自身はいつも大きなバッグ

半年が経ち、営業で歩き回るようになったから

Kumiko Kanai

だったので、先日ようやく小さなバッグを購

か、先日、生まれて初めてお昼に大盛りを注

入。会社に持って行ったところ「小さいバッグ

文！10代の頃からのコンプレックスを地味に

にしたんだね！」と口々に言っていただき、嬉

克服したのであります。ところで「現代人の平

しい気持ちに。著者の先生は「もう大きなバッ

均身長が高くなったのは食生活が変わったか

グが持てなくなったわね」と笑っていらっしゃ

ら」と言いますが、うちの家系はみな例外なく

いましたが、元々ズボラな自分が、いつまで大

少食の巨人です。そして同じ顔です。遺伝子の

人エレガンスを実行できるか心配です…。

力って恐ろしい…

長谷真治
Shinji Hase

月、
発売 1ヵ
刷
早くも
部
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14,000

売れているのか？
げやすい ?
メディアに取り上
リ」という
「ワーキングメモ
キーワード

☞ 1

Check!

メモリーミス

ちょっとした頼まれごとを
すっかり忘れる

裏紙、段ボール、紙ナプキンなど紙
の種類にこだわらず、
メモを突っ込
む封筒を一つだけ用意し、封筒を
覗けばToDoが一目でわかるように
する
「ざっくりメモ術」がオススメ。
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コミュニケーションミス
説明したつもりが
伝わっていない

自分が伝えたかったことと相手の頭
に浮かんでいるイメージと齟齬がな
いように、
誰と・どこで・いつ等、
ディテ
ールを伝えることで、
勘違いのしよう
のないレベルまで話を具体化する。
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仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方
宇都出雅巳

● 東洋経済オンライン

計 4 回掲載され、当日の
アクセスが全て上位に
!
9/6（火）
アクセス
3位

9/9（金）
アクセス
1位

9/13（火）
アクセス
1位

9/16（金）
アクセス
3位

→東洋経済オンライン
の効果で、
Amazonランキング総
合 32 位、カテゴリ1位
獲得 !

アテンションミス
注意散漫で
仕事が続かない

「ゾーン（一つのことに集中している
状態）」に入ることが肝です。
あえて
仕事の難易度をあげる、
とにかく手
間のかかる面倒な仕事を細かく分
解（チャンクダウン）するなど。
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突破!

発売後、
「ワーキングメモリ」が
メディアにぞくぞく掲
載され
書店での実売アップ !

理由

と「脳のメモ
とは、簡単に言う
リ
モ
メ
グ
ン
キ
ー
ワ
た後は電話番
す。電話帳を眺め
帳」能力のことで
終わると
できるのに電話が
が
と
こ
る
じ
ん
諳
号を
りませんか。
…という経験はあ
すっかり忘れる…
したことで、
る経験を一言で表
た
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で
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本書で触れられている
ミスの種類とその対策

Kirara Yamanaka
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息苦しい人必見!

ばありきたり？
え
言
く
悪
。
派
統
正
よく言えば

理を食べるようにしております。

山中きらら
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アメリカのビジネス書トレンド

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

なぜ

うずくまり
呼吸法

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.

オーソドックスな
の本書が
「仕事術」

ち寄りください。

大森三規雄

ワーキングメモリとは？

Highlight!

ジャッジメントミス
思い込みや
惰性によるミス

何が大切かそうでないか、
自分と相
手の「評価基準のズレ」
をなくしてい
く。
『論語』でも、
ジャッジメントミス
（過ち）が起こったとき、
改めることを
躊躇してはならないと言われている。

しかけ映えする
特殊な表紙が珍しい !
シャリシャリした
質感で
よく目立ちます。
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アメリカのビジネス書トレンド
9 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは訳 ）

Hustle: The Power to Charge Your Life with
Money, Meaning, and Momentum

（仮題）人生にお金と目的と勢いを満たす力
著：ニール・パテル

Yuge!: 30 Years of Doonesbury on Trump

（仮題）Yuge!：
トランプを描いた「ドゥーンズベリー」の30年
著：ギャリー・
トゥルードー

Freakonomics:
A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything
Emotional Agility:
Get Unstuck, Embrace Change, and Thrive in Work and Life
The 7 Habits of Highly Effective People:
Powerful Lessons in Personal Change

（邦題）ヤバい経済学（東洋経済新報社）
著：スティーヴン・Dレヴィット、J・ダブナー
（仮題）仕事も人生も上手くいく
！一瞬で変化を受け入れる力
著：スーザン・デイビッド

（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

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

The Energy Bus: 10 Rules to Fuel Your Life, Work, and Team
with Positive Energy / Edition 1

(仮題)エネルギーバス：ポジティブエネルギーで
人生と仕事とチームを刺激する１０のルール
著：ジョン・ゴードン

Think and Grow Rich

（邦題）思考は現実化する
（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

Emotional Intelligence 2.0

(仮題)エモーショナル・インテリジェンス2.0
著：
トラヴィス・ブラッドベリーー

The Power of Habit:
Why We Do What We Do in Life and Business

(邦題)習慣の力(講談社)
著：チャールズ·デュヒッグ

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

続いて、3位は『Freakonomics: A Rogue Economist

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

Explores the Hidden Side of Everything』
。

ししていきます。

日本でも
『ヤバい経済学』
として話題になった1冊。
「銃とプール、

NYでは、
月末のハロウィーンに向けて、
どこもかしこも賑わって

危ないのはどっち？」
「 学校の先生はインチキなんてしない？」

います。最近では、
日本でも親しまれているようですが、NYのハ

「ウィキペディアは信用できる？」
「勉強ができる子の親ってどんな

ロウィーンとは比べものになりません！ 大きな骸骨やお化け、

人？」
など、本来は経済学の対象として扱われない事象が分析さ

ジャック・オ・ランタンなどさまざまな飾りが街中のいたるところ

れています。

に。仮装パレードには毎年5000人以上が参加するそう。今年は

最後は、2位の『Yuge!: 30 Years of Doonesbury on

私も参加してみようかな。

Trump』
。
『ドゥーンズベリー』
は、全世界の総売上が700万部を超える、
ア

それでは、
今月のランキングを見ていきましょう。

メリカの風刺漫画。30年にわたって、
トランプ氏は作中で頻繁に
登場するキャラクターでした。本作は
『ドゥーンズベリー』
で、おも

まずは、10位の
『The Power of Habit: Why We Do What

しろおかしく描かれたトランプ氏の30年がまとめられています。

We Do in Life and Business』
。

ちなみにタイトルの「Yuge」
は、
トランプ氏が
「huge」
を
「h」
を抜

アメリカの最も権威あるジャーナリズムの賞であるピューリッ

かして
「yuge」
と発音していることに由来しているんですよ。

ふとしたときの
「息苦しさ」
は、

現代人はこんなとき、
呼吸が浅く
「酸欠状態」
になりがち!

体を壊す
黄信号!
なにもしていないのに調子がいい

・歩いているとき

・歯磨きするとき

・パソコンに
向かっているとき

・会議で人と
話しているとき

・食事を
しているとき

・家で休んでいる
ときでも

“酸欠状態＝身体が緊張している状態”
身体の緊張は、
自律神経・メンタル・睡眠・
健康・仕事の不調の原因につながります。

森田敦史

「仕事が終わってもイヤな緊張が続いている」
「体がこわばっている感じがする」

そんな方にオススメの呼吸法を紹介します!
うずくまり呼吸法

前へならえから両手を
合わせて肩甲骨から腕を
前に移動させ、
同時に背中を丸くする。

担当編集者長谷川が
レクチャーします。

1

ゆっくりと息を
吸いながら体を
起こしてくる。

5

は
必要なの !
イスだけ

丸くした背中をキープ
したまま絡ませた指を
ほどき、
両腕の肘を
くっつける。

2

＊この手順を
5〜10回繰り返す

息を吸いきったら、
今度は10〜20秒くらいかけて
体の中にある空気を全部出し
尽くすように息を吐いていく
（お腹を凹ます）
。
これ以上吐けないところで、
すぐに吸うのではなく
3〜5秒吐こうとする。

4

その状態で、
両肘を自分のおへそにつけるように
体を前屈し、
自分の両手の間に顔を入れて
頭・首・背中を脱力して、
5〜8秒くらいかけて
背中全体に、
背中を広げるように息を入れていく。

3

ツァー賞を獲得した著者が、習慣について科学的視点から述べ
た実用書。人間の行動の4割は
「習慣」。つまり、脳で考えることな

今月は日本でもなじみのあるテーマや人物を描いた本が多くラ

く無意識に身体を動かしています。本書は、良い習慣を増やし、人

ンクインしました。次回はどんな本が登場するのでしょうか。

生を好転させる方法がつまった1冊です。

それでは、次回のランキングをお楽しみに！

忙しさで張り詰めた体から息を抜けば、体調やメンタル、姿勢、睡眠、仕事……
すべてが整った自分に変わることができます。ぜひお試しを! そして、展開をご検討ください。
※今月の斉藤塾はお休みとさせていただきます。来月をお楽しみに!

