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今月のお休み

クロスメディアかわら版

Highlight!
再販促
大成功！
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小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

今月の新刊『40代の自己啓発』は、自分にとって

先日、販売会社のインプレスグループの版元の

は身に染みることばかりです。40代は、子育てや

一つ、リットーミュージックの方と話をする機会が

根本輝久
Teruhisa Nemoto

親の介護、仕事での立場など、直面する課題がた

ありました。そこで話題に出たのがリットーさん

くさんあって大変です。今になって両親に頭が下

が2月に出版した『エレクトリック・ギター革命史』

がります。話は変わり、小さい頃、父親に遊びに

という本です。なんでも130年にわたるエレキギ

連れて行かれた様々な場所について、当時はつ

ターの歴史を紐解いた本なのだとか。驚いたの

まらなかったのですが、今では自分でも足を運ぶ

はその厚さ。なんと544ページもあります。ジミ

場所になっています。きっと父は、面倒見のよい

ヘンことジミ・ヘンドリックスに関する部分だけで

親ぶって、自分の趣味に子どもたちを付き合わせ

90ページ。僕にはとても全部は読めそうにない

ていたのでしょう。その気持ち、今はわかります。

ですが、ギターマニアにはおすすめの1冊です。

大森三規雄

数ヶ月前に根本↗が書いていましたが、私も先

先日、健康診断を受けてきました。体重は去年

日、学生時代から20年間継続していた携帯キ

より4キロ落ちていたのですが、体重が表示さ

竹内悠一郎

Mikio Omori

ャリアを変更しました（具体的には広末涼子→

れる画面を凝視するあまり、上から降りてくる

Yuichiro Takeuchi

桐谷美玲に変更）。キャリア変更をして1ヶ月、

身長計測のバーが背中に当たってしまい計測

私のスマホの使用用途の範囲では今のところ

不能に。係りのおばちゃんも苦笑いでした。そ

何の不自由も感じません。
「変わらないこと」が

の後の採 血でも、昔から注 射が嫌いなため抵

得だ、楽だ、と無意識に思っていても、いざ変

抗 すると、ここでもおばちゃんが苦 笑 い 。3 0

わってしまえば変わる瞬間だけ大変で、その後

歳目前ですが、中身はいつまで経っても子 供

はびっくりする程、楽になることってよくありま

ですね。

世界の本屋さん
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アメリカのビジネス書トレンド

3

再販促大成功!・新入社員紹介

『エンピック書店』

どんな感じなんだろう？そんな
興味から、世界の本屋さんに詳
しい能勢仁さんにインタビュー
し、まとめてみました！

ココ！

4月末に東京藝術大学奏楽堂で開催されたパイプオ
ルガンのリサイタルに行ってきました。ポスターをた

川﨑彩乃

Maiko Nakahira

で爽やか。よくこんな感性溢れる子たちをキャラ

またま見かけ「そういえばパイプオルガンの演奏っ

Ayano Kawasaki

も被らずキャスティングできたなと（制作目線。

て聞いたことないなあ」と。奏者は英国王立音楽院

笑）スタジオのチュートリアル徳井さん、YOUさん

オルガン科のティッターリントン教授で、英国を代表

たちのコメントが、視聴者の感想をうまく代弁して

するオルガニスト。英国のレパートリーを主軸にした

くれていて「そー！そー！」と勝手に一体感を感じ。

プログラムで私は曲に関する知識が全くなく…感想

（笑）ココロのすれ違いや、フォローしてくれる仲

はすごい迫力!音が綺麗！海外にいるみたい！楽しかっ

間、ヒトの嫌なところ、何歳になっても起こりうる

た！です。楽器の王様とも呼ばれるパイプオルガン、

人間模様が細やかに演出されていて飽きません！

知識がなくても楽しめるので興味のある方はぜひ。

先日、人生で初めて1日に映画を2本見てきま

先日、さる日本 語の専 門 家のお話をお聞きし

した。午前と夕方に映画館で観ました。その時

たのですが、最 近 、
「 子ども達 」にさらに複 数

は、
「リメンバーミー」と「ちはやふる」を見まし

形をつけたような「子ども達たち」という言い

たが、正直疲れました。でも、めちゃくちゃ面白

方が出てきているとのこと。さらに聞くと、ほ

かったです！1日に2本・
・
・別の日に見たほうが楽

かにも「友達たち」とか「選手達たち」とか、わ

しみが増えていいんじゃないか、と思う方もい

りと例があるらしいんです。
「友達」は1人でも

ると思いますが、そんなことありません！1日に2

「友達」と言うのでわかる気もしますが、子ど

本見るという贅沢なことができて幸せです。今

もの「ども」は、もともと「多くの子」の意味で

度は午前、午後、夜と1日3本見る！を目標にし

すんで、
「 子ども達たち」はちょっと子どもが

たいと思います。

多すぎではないかと。

小学生のころ、文通友だちが30人以上いまし

先日、
「ドーナツの 穴 」と「 ハンバ ーグのくぼ

古川浩司
Koji Furukawa

ドイツ

み」について考えていました。どちらも生地に

矢作奎太

報をたれ流して、手紙を送ってくれた子と片っ

よりよく熱を通 すことを目的としていますが、

Keita Yahagi

端から文通開始。文通は高校くらいですべて途

かたや穴が開くまでそれを徹底し、かたや申し

絶えてしまったのですが、最近になって「また手

訳 程 度のくぼみに留めています。この違 いは

紙送るね」と島根の子との関係が復活。向こう

何なのか、生地の粘着性の差？ それとも発明

はもうお母さん。お互いに手紙を残していたの

者の気まぐれ？ などと考えていたら、ハンバー

で、昔送り合った手紙を交換したら面白いなと

グに穴を開けた「ドーナツバーグ」なるものの

目論んでいます。でも、20年前に自分が送った

存 在をネット上で知り、なぜか急にどうでもよ

手紙が返ってくるって……ただの恐怖かも。

くなってしまいました。

ウクライナ

フランス

イタリア

3F

書籍

新刊、ベストセラー、文芸書、デザイン・芸術
書、音楽書、楽譜、実用書、参考書、辞書など
実用書は料理書が一番多く150坪ほどある児
童書スペースは絵本が豊富。喫茶スペースは
80席あり夕方6時からはワインの提供も！利用
者は幼児連お母さん達、研 究者、サラリーマ
ン。選書を終わった人、購入本を読んでいる
人、談笑しているグループなど。

2F

インテリア用品・
玩具

DVD、カレンダー、インテリア用品、タペストリ
ー、花瓶、アルバム、玩 具、画板、ラッピング
用紙。

雑誌・雑貨・
お菓子・旅行用品

雑 誌、化 粧品、生活実用雑貨、スナック菓子
など。雑 誌の分類が細かい。女性 誌の種類
の豊富なことに驚く（1,228 誌で女性 誌 が凄
い）。男性 誌 はスポーツ、音楽、映 画、自然
史、大衆誌など（84誌と多い）。

1F
結論

書店+生活実用館+憩いの広場!
この書店のコンセプトは(日本流にいえば)紀伊國屋書店+ヴィレッジヴァンガード+スタ
バ+ダイソー!書店ですが、市民の方からは生活実用館の一部で本も売っているというよ
うな認識だそうですよ。

それ では 、
第２回 も
お 楽しみに

た。朝日小学生新聞の募集コーナーに個人情

ロシア

ベラルーシ

チェコ

テラスハウス、通称〝テラハ〟をNetﬂixでみてい

Yukari Tsuchiya

いますが、他の国の本屋さんは

ワルシャワ市内一番の書店は1948年創業のEmpik書店1,950坪もある大型店

ます。今回はハワイバージョン、メンバーも草食系

土屋友香里

日本の書店様には日々伺って

第1回はポーランドのワルシャワ

中平麻衣子

Shunsuke Kitamoto

Fax : 03-5413-3141 http://www.cm-publishing.co.jp

世界の本屋さん

すよね。惰性とは恐ろしいものです。。。

北本駿介

スタッフのつぶやき…

飛び出せ !

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
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Dear Madam President:
An Open Letter to the Women Who Will Run the World

（仮題）親愛なる大統領夫人：世界を動かす女性への公開書簡
著：ジェニファー・パルミアーリ

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

Mind over Money:
The Psychology of Money and How to Use It Better

（邦題）MIND OVER MONEY：
193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実（あさ出版）
著：クラウディア・ハモンド

You Are a Badass at Making Money:
Master the Mindset of Wealth

（仮題）YOU ARE A BADASS
お金儲け編：富豪の考え方を身に付ける
著：ジェン・シンセロ

StrengthsFinder 2.0

（邦題）さあ、才能（じぶん）に目覚めよう
新版 ストレングス・ファインダー2.0（日本経済新聞出版社）
著：トム・レイス

5 Day Weekend:
Freedom to Make Your Life and Work Rich with Purpose

（仮題）5日間の週末：人生と仕事を豊かで意味のあるものにする自由
著：ニック・ハリク、ギャレット・B・ガンダーソン

What Got You Here Won't Get You There

（邦題）コーチングの神様が教える「できる人」の法則（日本経済新聞出版社）
著：マーシャル・ゴールドスミス

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

（邦題）7つの習慣ー成功には原則があった!（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

On Grand Strategy

（仮題）壮大な戦略
著：ジョン・ルイス・ギャディス

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

し、女性に向けて実践的なアドバイスを記した指南書です。女性

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

の社会進出が当たり前になった今、
さらに注目される本といえます。

していきます。

続いて、7位の『5 Day Weekend』です。
「もし週末に、
さらにあ

こんにちは！ 5月のNYはもう十分暖かく、暑すぎることもないの

と3日間を追加できたら」
という仮説から、お金、個人の自由、人生

で快適に過ごすことができます。素晴らしい気候の日はどこか遠

の目的などを見つめ直し、豊かな生活を送るためのマスタープラ

くへ出かけたくなります。最近のNYではレンタサイクルを安く借

ンを提示し、複数の収入源を持つことで、生活水準を満たすレベ

りることができ、マンハッタンの大部分を見るのにはサイクリング

ルのキャッシュフローを構築する方法が書かれています。
フリーラ

がもってこいです。セントラルパーク、マンハッタンのダウンタウ

ンスとしての働き方に興味がある方におすすめの本です。

ン、
ブルックリンブリッジを探訪したり、ハドソン川沿いを走るのも

2

POINT
読者の共感を呼ぶ
拡材がハマったから！

3

POINT
カバーがおしゃれで
店頭で目立つから！

POINT

3

POINT

はじめまして!
4月に入社しま
した。

30

2

原大士（はらだいじ）と申します。

新卒で某出版社に入社し書店営業を約7年、
その後某広告代理店にて人事を約1年経験しまして、
再び出版業界に
戻ってまいりました。
この顔に見覚えのある方もいらっしゃるかと思います。
あらためて、
よろしくお願いいたします。

01

03

そして、9位にランクインした『What Got You Here Won't

出身

02

いいですね。自転車道が至る所にあるので、皆さんもNYに観光

Get You There』。邦訳では「コーチングの神様が教える
「でき

神奈川県です。

に来た際はレンタサイクルをぜひ活用してみてください！

る人」の法則」というタイトルで出版され、誰しもつい日常的に
やってしまう
「悪い癖」
を直すことこそがビジネスにおいても人生
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最近疲れが取れないので、
ストレッチを始めました。

それでは、4月のランキングを見ていきましょう。

趣味という趣味はありませんが、
なんだかんだ休みの日はお酒を
飲んでいることが多いです。

においても成功する者の条件だと説いています。ウォールスト
まずは、2位にランクインした『Dear Madam President』で

リート・ジャーナルやNYタイムズなど全米のメディアでベストセ

す。
これは、バラク・オバマ米大統領時代のホワイトハウス通信局

ラー第1位を記録したコーチング本の決定版です。

長を務めたジェニファー・パルミアーリ氏が、元ファーストレディと
しての知名度や経歴・実績から
「女性初の大統領」
と有力視され

5月は、自分を見つめ直す実践的な本が多く見られました。次回

ながらも当選に至らなかったヒラリー・クリントン氏の逸話を踏ま

は、
どんな本がランクインするのでしょうか。

えながら、リーダーシップという役割における女性の立場を再考

それでは、次回のランキングをお楽しみに！

しかけ販売が
オススメです！

Your Money or Your Life: 9 Steps to Transforming Your Relationship with Money and
Achieving Financial Independence: Revised and Updated for the 21st Century

（仮題）お金か、それとも人生か：お金との関係性を見直し、
経済的に自立するための９ステップ（21世紀増補改訂版）
著：ヴィッキ・ロビン、ジョゼフ・R・ドミンゲス

30

１ヶ月で 冊売れたんです！

邦題（ 翻訳書がないものは編集部訳 ）

２０１７年４月の発売当初︑春ということもあり類書がとても多く︑元棚
での展開でなかなか日の目を見なかった書籍でした︒
しかし︑
埼玉県のとあ
る駅ナカ店で元棚から前へ出し展開していただいたところ︑
なんと１ヶ月で
冊も売れました！

タイトル

1

POINT
類書にはないコツが
満載だから！

どうして売れたの？

順位

﹁ 論 理 的に 話 す ﹂仕 事 を する う えで 必 ず 必 要
とされるスキルです よね ︒しかし 理 路 整 然と 話
してし ま うと ︑
﹁ なんだか冷 たい …
﹂
﹁ぶっき ら
ぼ う だな ﹂と 思われてし ま うことも ︒正しい
…
︒そ う な
こと 言っているのに 相 手に 響かない …
ら ないよ う 論 理 的に 話 しつつも 相 手に 受 け 入
れても ら える よ う な 話 し 方のコツが 本 書には
沢 山 入っているんです！

4 月の TOP10

「
類書がないから話し方の定番になりそうな本だね！」
とのお声も

書店員さん
から

﹃やわらかロジカルな話し方﹄

クロスメディアかわら版 Vol.116 2018.5

掘り起し再販促
大成功！
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趣味

旅先

あと、年に1度？ぐらい海外旅行に行ってます。
今までにアメリカ、トルコ、ギリシャ、イタリア、
スペイン、シンガポール、バングラディシュ、
台湾など……。どこかおすすめの旅行先が
あれば教えてください。

始めたこと

05

好きなこと

旅行中もそうですが、
街をぐるぐると歩き回ることが
好きなので、たくさんのお店に
お伺いできればと思っております。
これからぜひよろしくお願いいたします。

