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小早川幸一郎

3泊4日で赤石山脈（南アルプス）に登山に行って

先日、１年４ヶ月ぶりにジムに行きました。行っ

きました。仕事を終え新幹線に飛び乗り、21時に

ていなかった間もずっと幽霊会員として払い続

根本輝久

Koichiro Kobayakawa

静岡駅に着。新幹線の中で酒盛りをして、さらに

け て い た お 金 を 改 め て 計 算し たら、な んと

Teruhisa Nemoto

居酒屋で静岡おでんと日本酒をグビグビ。翌日は

iPhoneXが買えちゃうじゃないですか。
「なん

大森三規雄
Mikio Omori

中平麻衣子
Maiko Nakahira

朝4時半にホテルを出発。睡眠不足と二日酔いと

てことだ・
・
・」と後悔しつつ、継続課金モデルの

4時間の凸凹ジグザグの山道の車・バス移動で気

ビジネスのすばらしさを痛感しています。ムダ

分が最悪の中、雨と暴風の登山をスタート。この世

に払ってきた会費を取り戻し、逆に蓄えた脂肪

の地獄を味わいました。嫌々始めた登山ですが、

を減らすためにジムに通い詰めて、さらに走り

今回で日本の標高TOP10を制覇しました。辛く

ながら当 社にもできそうなストックビジネスを

て危ないのに、なんで山に登るんですかね？
（笑）

考えたいと思います。

月曜〜金曜の祝日にテレビを付けると、民放は

最近読んだ「構想力の方法論」という本が本当

早朝から夜7時までニュースと情報番組一色で

に良書でした！著者は知識創造論で有名な野中

竹内悠一郎

すね。どの番組も同じニュースの繰り返しで、い

郁次郎氏と紺野登氏で、
『先の見えない今の時

Yuichiro Takeuchi

つからこのような編成になってしまったのでしょ

代に、いかに「構想力」が大事か』が述べられて

うか・
・
・。一方で最近は久々にテレビドラマを見

います。僭越ながら、これまで野中先生の暗黙

て、良いドラマがあると1週間の楽しみもできる

知と形式知の話にはいまいちピンときていなか

し、気分転換にもなっていいなとテレビならでは

ったのですが、
「今」を生きている人たちに本書

の良さも改めて感じました。従来のコンテンツ

をぜひ読んでほしいと心から思いました。また、
歴史や哲学、アートなど様々な視点から書かれ

例と悪い事例からヒントを模索したいです。

ているので、読んでいて非常にワクワクします。

18歳R&BシンガーRIRIちゃんの招待Live@

映画「プーと大人になった僕」の内容が、プーさんが退

大阪・福島、行ってきました！最近ハマってたので

職届を片手に大人になったクリストファー・ロビンに退

川﨑彩乃

職を勧める映画だとTwitterで流れてきたので、どん

Ayano Kawasaki

可 愛らしさと裏 腹に、ネイティブばりの英 語と
CDレベルの歌唱力。さぁSpotifyで聴きましょ
う！
（youtubeより数聴けます）さらにバックの
DJ♀さんがまたツボで、ショートヘア、サイド刈
り上げ、黄色グラサン、上半身はナイキのビキ
ニみたいなやつ！女でも惚れます。サマンサ麻里
子様でググってみてください！惚れます！

北本駿介
Shunsuke Kitamoto

手帳
STEP :1

て風船より大事なこと？はちみつより？」と純粋に問い

有名な方なので説明は不要ですね。この仕事を

す。見つかりません！」と言ってくれる方もいまし

していて、くすみ書房と久住さんと関わること

た。間違い探しを配布して約1か月経ちました。

ができて幸運だったと思います。お会いするた

諦めた方がほとんどだと思います。中には全部

び「本を読者に届けるとは」を教えていただき

見つからず、むしゃくしゃしている方もいると思

ました。久住さんには到底及びませんが、自分

います。安心してください。今月、解答が載って

にできる「本を読者に届ける」をこれからもやっ

います。あなたはいくつ見つけれましたか？

ていこう。そう思わせてくれる素敵な本でした。

実

Do を ウィークリーのスケジュールに書き込む
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978-4-8443-7749-8

こち ら ！
際 のシ ー トが
STEP

MONTHLY PDCA
STEP

図解版!

3

月 Mon

月

課題の優先順位をつける

STEP2で書き出した課題について「インパクト」
「時間」
「気軽さ」の評価付けをしてください。
それをもとに優先度を振って、最終的に３つに絞り込んで丸をつけましょう。

ゴール（ KGI：Key Goal Indicator ）を設定する
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いと思います。書店員の方の中には、
「無理で

Daiji Hara

元本!

解決案を「 Do 」に変換し、やるべきことを 絞り込む

STEP :7

原大士

ISBN：978-4-295-40217-6

KPI を 達成するための 解決案を考える

STEP : 6

ながらその足で片道1時間と近場の実家に帰りました。

載せました。内容は、個人的には本家より難し

でいつからでも
はじめられる！

課題を 数 値化して KPI (key performance Indicator) を設定する

STEP : 5

かけ、観に来た大人の胸をグサグサ刺しに来る内容(泣
きました)。家族との時間は大事にしないとなあと思い

晴さんの遺稿となった原稿をまとめた本です。

日付
記入式

課題の 優先順位をつける

STEP: 4

はなく、仕事に忙殺されて家族との時間をないがしろ

した。北海道にあったくすみ書房の店主・久住邦

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

課題を考える

STEP :3

にしているクリストファーにプーさんが「それ(仕事)っ

先月のかわら版でサイゼリヤの間違い探しをマ

が
になって
再登場！

スタッフのつぶやき…

ゴール（KGI ： Key Goal Indicator）を 設定する

STEP :2

な話？
！と気になって映画館に行ってきました。観てみる

ネして書 店 営 業チームで間 違い探しを作って

4

あなたは大丈夫？・間違い探し解答

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

と、仕事なんて辞めちまえ！というような過激なもので

「奇跡の本屋をつくりたい」
（ミシマ社）を読みま

3

アメリカのビジネス書トレンド

「鬼 速 P D C A 」が 発 売されてから、読 者から最も多かった 声 … 。
それは
PDCAを回し続けることができない、
ということ。実際に書き込みながら以下
のステップを踏んでPDCAの継続をお手伝いします。

ビジネスをどう転換すべきか、他業界の良い事

嬉しすぎる！前から2列目！手が届く！あどけない

2

鬼速PDCA手帳

ゴールの定量化

KGI
期日（いつまでに）

定量化（どれだけ）

2

具体化（何を）

ギャップ

戸床奈津美
Natsumi Todoko

この夏 いちばん心に残っている思 い出は、熱

先日、実家に帰った時に知ったのですが、今年還

海でシュノーケリング体 験をしたことです。透

暦を迎えた父がいつの間にか歌手のaikoさんの

松川涼

き通った海の中を自在に泳ぐ、うつくしい魚の

ファンになっていました。
しかも、今度一人でライ

Ryo Matsukawa

群れ… … 初めての風 景にわたしも友 人もすっ

ブを観に行くとのことでした。聞くと、当日は昼

かり感 動してしまい 、思 わず お 寿 司 屋さんに

間にソフトバンクホークスの試合を観て、応援ユ

ワイン」とあわせていただく「深海魚の三貫盛

ていました。ホークスのユニホームを着た60歳

り」と「 鯛 のしゃぶしゃぶ 」… …あの 味が忘 れ

のおじさんが、一人でaikoさんのライブにいる

られません。また食べたい！

のを想像したら「ちょっとキツイいなぁ…」と思
い、人生で初めて父に洋服を買ってあげました。

達成ができる!
標
目
で
け
だ
む
って書き込
このシートに沿
課題を絞り込む
ポイント
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2

課題を考える

ゴールと現状のギャップを埋めるための「課題」を考えて書き出してください。
自分に足りないことだけでなく、自分の得意分野を強化することも考えてみましょう。
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・インパクトがAのものから1つは選ぶ
・短時間でできるもの
・インパクト・時間が同列なら、気軽さを優先

課題を数値化してKPI（ Key Goal Indicator ）を設定する

4

3つに絞り込んだ課題を数値化していきます。できるだけ頻繁にチェックすることができ、成果がその数値に正確に反映されるものを考えましょう。
3つのKPIのなかから、STEP3でもっともインパクトが大きかった課題のKPI を「最重要KPI 」に設定し、印をつけましょう。

課題

KPI

●

5

●
Check
●

Adjust

なるほどメモ

6

名言

駆け込みました。心地よい疲労感の中、
「寿司

ニホームを着たままライブに行くつもりだと言っ

現状

01

PDCAこそ最強のビジネススキルである。
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9 月の TOP10
順位

タイトル

邦題（ 翻訳書がないものは編集部訳 ）

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へ：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

The Total Money Makeover:
Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness

（仮題）お金の大改革 決定版：実証済み、経済的健康を手に入れるためのプラン
著：デイブ・ラムジー

Dopesick: Dealers, Doctors, and
the Drug Company that Addicted America

（仮題）麻薬中毒：アメリカを蝕むディーラー、医師、
ドラッグカンパニー
著：べス・マーシー

Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World

（仮題）勝者がすべてを掴む：世界を変えるエリートの茶番
著：アナンド・ジリッダーラダス

Grit: The Power of Passion and Perseverance

（邦題）やり抜く力（ダイヤモンド社）
著：アンジェラ・ダックワース

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

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

（邦題）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

Outliers: The Story of Success

（邦題）天才! 成功する人々の法則（講談社）
著：マルコム・グラッドウェル

Mastering Fear: A Navy SEAL's Guide

（仮題）恐怖の克服：Navy SEAL'sガイド
著：ジョン・デイビッド・マン／ ブランドン・ウェッブ

The 7 Habits of Highly Effective Teens

（邦題）7つの習慣 ティーンズ（キングベアー出版）
著：ショーン・コビー

ここでは某商社ニューヨーク本店に勤務するビジネス書大好き人

続いて紹介するのは第7位にランクインした『Rich Dad Poor

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し

Dad』です。
日本では
『金持ち父さん 貧乏父さん』
というタイトルで知

ていきます。

られ、世界中で売れた名著ですよね。
「 お金」に関する書籍が数多く
出版されている現在も人気の書籍で、お読みになった方も多いと思

び、
自由な暮らしを手に入れる第一歩としてみてはどうでしょうか。

下がり、10月末に4℃を記録しました。
もしこの時期にNYを訪れるな

最後に紹介するのは、9位にランクインした『Mastering Fear』で

ら、
さまざまな気候に対応できるように準備をしておいた方がよいか

す。著者の一人であるブランドン・ウェッブは元アメリカ海軍特殊部

もしれません。

隊Navy SEALsの隊員です。Navy SEALsは手足を縛られたまま

それでは、9月のランキングを見ていきましょう。

水中でトレーニングを行うなど、その厳しさで知られます。そこで培っ

大好きだった料理がおいしく感じない
お腹が空いたと感じない

勤怠
（ 遅刻、早退や欠勤の頻度・期間、
連絡の有無やタイミング ）

空腹感や満腹感と実際の食事量にズレがある

表情

味の好みが大きく変わった

声のトーンの大きさ
服装・身だしなみ

寝る

デスクやロッカーの整頓状態

寝付きが悪くなった
目覚めがスッキリしない
時間的には十分寝ているのに寝た気がしない
予定より早く目が覚めてしまい、
再び寝付くことができない

感情の上下
（ 急に機嫌が悪くなったり、
妙にハイテンションになったりするなど ）
業務外のイベントの参加率
リアクションのスピード、大きさ

遊ぶ
いままで好きだったことをする気になれない
何をしてもつまらないと感じ、苛立ってしまう
時間だけは潰せても満足感や興奮がない

ミーティングでの発言回数

このあとはどうすればいいの？続きは本書で！

当てはまったらメンタル不調の黄色信号！
売れ行き良好書ランキング

売れ行き良好書ランキング

1

解答
1

1
3

6

2

た「恐怖を克服する方法」
をビジネスに応用できる形で記したのが本
書です。著者によると恐怖に打ち勝つのではなくて、恐怖を受け入れ

著者のジェニファー・パルミアーリは、2016年のアメリカ大統領選

ることが大切とのことです。
もっと詳しく知りたい人は、ぜひ本書を読

のヒラリー・クリントン陣営で広報部長を務めた女性です。最終的に

んでみてはいかがでしょうか。

2

2

3

5

3

今月は、
自己啓発本のロングセラーが多くランクインしました。

リーダーとしてやっていくコツ」が記されています。女性の社会進出

次回は、
どんな本がランクインするのでしょうか。それでは、次回のラ

が進む今、ぜひ女性に読んでもらいたい一冊です。

ンキングをお楽しみに！

9

10
8

ぼく、クロスメディアの
クロスくんだよ! よろしくね!

7

ぼく、クロスメディアの
クロスくんだよ! よろしくね!

4

❻矢印の太さが違う

きく貢献しました。本書は、そんな彼女だからこそわかる「女性が

❸メガネの色が違う

選挙で敗北はしたものの、
ヒラリー・クリントンの支持率アップに大

❺泡が減 ってい る

まずは、1位にランクインした『Dear Madam President』です。

10

10

クロスメディアの間違い探し〜答え合わせ編〜

は暑い日が続いていましたが、ハリケーンの襲来以降、気温が一気に

食う

営業部内でブームになったサイゼリヤの間違い探し︑
クロス メデ ィ アＶＥＲ．
を作ってしまった先月号︒
みなさまお楽しみいただけましたでしょうか？
コの間違い ︑答え 合わせしてみ てくださ いね！

の費用が増えてしまっています。今のうちに本書でお金について学

ISBN：978-4-295-40240-4

①「食う寝る遊ぶ」はメンタル不調のパラメーター ②部下の様子は？以下の揺らぎがあるでしょうか？

❶びっくりマークの形が違う ❷指の形が違う

るまで天気がどうなるかわからないことも多くあります。実際に、昨年

あなたは大丈夫？セルフチェックシート

❹クロスくんの目がない

に近年は、年金ももらえず終身雇用の保障もないにも関わらず、老後

まずここを
チェック!

本の影がない︵３冊全て︶

た。実はNYの天気は非常に変わりやすいといわれていて、前日にな

職場の止まらないメンタル不調の連鎖…
いったいどうすれば…!?

❼Ｙシャツの開き具合が違う ❽ネクタイがある ❾髪型が違う

いますが、お金の基本について学びたい人にはマストの一冊です。特

三井 などを見てきた
ホーム 産業医が教える

他の間違 いを見つけら れた場合は︑こちら側 のミスです︒ 申し訳ありま せん︒
※

10月になり、夏の猛暑の時期に比べると少しずつ涼しくなってきまし

佐川
急便

