
テレビ大阪「やすとものどこいこ！？」が日常生活
を彩る件。関西のモールやホームセンターでやす
ともさんが、ゲストと買い物する近畿圏の番組。
商品知識が2人とも凄すぎてゲストは毎回大喜
び。Amazonポチ１つでレジに並ばず何でも買え
て自動補充もでき、日用品は低関与商材とまで言
われる中、日用品の買い物を面倒で負担に感じ
ていても、2人のトークを聞くと買うのが楽しくな
る！☆Netflixかprime videoで…こんまりさんの
次はぜひシーズン1から登場してほしいです！笑

先日、大学の友達と滋賀のコテージを借りて一
泊二日の旅行に行ってきました。年1回集まる
ほど仲のいいメンバーです。今回はラ コリーナ
近江八幡へ行ってきました。一応インスタ映え
する場所みたいです。インスタやってないんで
分からないんですけど（笑）でもとりあえずバー
ムクーヘンは美味しかったです。毎回集まって
思うことが、このメンバーが一番一緒にいて楽
しいですね！この関係が歳とってもいつまでも続
くといいなぁっていつも思っています。

先日初めて、浅草にある「捕鯨船」という居酒
屋に行きました。ビートたけしさんの「浅草キッ
ド」という曲の歌詞に登場する「煮込みしかな
いくじら屋」のモデルになったお店です。お店で
例の煮込みを食べたところ非常に美味しかった
です。煮込まれている肉が牛肉のように美味し
いなと思っていたのですが、後から聞くと実際
に「牛の煮込み」でした。「煮込みしかないくじ
ら屋」だけど「くじらの煮込みしかない」わけで
はないんだなと思いました。

最近、謎解きゲーム（脱出ゲームの一種）のア
プリにハマっています。無実の罪で投獄された
仲間を救うため監獄に潜入したり、探偵になっ
て被疑者の部屋を探索したり…設定やストーリ
ー、キャラクターとの会話も含めて謎解きを楽
しんでいます。が、世界観に入り込みすぎてい
るのか、「なんでこんな回りくどいメッセージを
残したんだ？」「こんな複雑な罠を設置してい
る間に、少しでも逃げたほうが…」と、突っ込み
を入れたくなることもしばしば…。

花粉が日に日に猛威を増し、何をしていても鼻
づまりで集中できません。海外へ逃亡したら治
るのでは？！とひそかに希望を抱いていたので
すが、先日Twitterで「海外に行ったとしても
今度はヘーゼルナッツ花粉、メープル花粉な
どの“おしゃれ花粉”に捕まってしまう」と移住
者が嘆いているのを知りました。ちなみにイギ
リスでは多くの人が芝花粉に苦しんでいるそ
うです。国が変われども花粉症で悩むのは世
界共通なんですねえ。

iPad miniかAIRか。購入するのに迷っていま
す。小か大かということですが、それだけのこ
とで迷っています。せっかく買うので失敗したく
ありませんし、お金を無駄にしたくありません。
YouTubeで情報を探しながら、あれこれ考え
ます。ただ、考えても考えても結論はひとつで
す。「そうだ！mini買おう！」。にもかかわらず、再
び根本的な議題に立ち返ります。「iPad mini
かAIRか」。いやいや、購入するのはminiでし
ょ、と。人間とはなぜこうも迷うのでしょうか。

回転寿司が乱立していますが、我が家は「はま
寿司」派です。先日近所のお店がリニューアル
したので行ってみたところ、寿司が一切回って
おらず全てオーダー形式になっていました。注
文するとすぐにテーブルに到着（しかもレーン
が2段あり）、握り立てなので美味しい、衛生
的、会計も皿を数えず自動カウント…と、今の
ところデメリットが見当たりません。ハンバーガ
ーを販売するチェーンもあり、もはや廻るお寿
司屋さんはなくなってしまうのでしょうか。

Twitterの「#どれだけのミスをしたかを競うミ
ス日本コンテスト」が面白いです。失敗をつぶ
やいていくものなのですが、とにかく笑えます。
面白おかしいミスならまだいいですが、ミスして
怒られてしまうことの方が多い世の中。時にミ
スが続くと落ち込みます。そんなときは弊社か
ら3/20に発売した「図解　仕事のミスが絶対
なくなる頭の使い方」をご一読を。科学的にミス
を減らす方法を図解でわかりやすく解説。四六
判もあるのでぜひご併売してください。

2ヶ月前からはじめたゼロジムの短期集中プロ
グラムのモニターが終了しました。結果はとい
うと、2ヶ月でマイナス6kg。目標の9kgには届
きませんでしたが、お腹も凹んで、特に内臓脂
肪の数値が大きく改善しました。やってみてあ
らためて気づいたことですが、6kgの脂肪って
結構なものなんですね…。胃袋が小さくなった
からか、ドカ食いもしなくなったので、がんばっ
てキープしていきます。

AppleミュージックのFavorites Mixという機
能が優れものです。自分の好きな曲を選曲してく
れます。選ぶ楽しみがある一方、選ぶ面倒もある
ので、忙しい時や疲れているときにはとても便利
です。選曲と同様、選書も同じだと思います。い
ろいろと制約条件があることと思いますが、書店
店頭でも来店者が本を楽しく選びたくなる雰囲
気と自分に合った本を選んでくれる便利さをつく
ることができれば、売上も必ず上がると思いま
す。私達も選ばれる本をつくるよう努めます。
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今月のお休み

20万部
突破の

ベストセラーが
アップデート
して再登場!！

社会人として生活するうえで一層求められる「気づかい」という技術。

「マナーを教えてくれる人はいるけど、
 気づかいを教えてくれる人はいない」

この春に
オススメの新刊！

相手に読んで
もらえるメール

気をつかわせない
気配り

失礼にならない
お断り

気難しい人との
付き合い

初対面でも
緊張しない方法

はずかしくない
大人の作法

嫌な顔を
されないお願い

サプライズを
起こすには

場の盛り上げ方 タイミングの読み方

この春、新社会人として入社した人、気づかいができて
いるかな？と不安がある人にも読んで欲しい一冊です。

ハッとさせられるコピーの
拡材をご用意しています！ pop

Crossmedia Walker
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2 3 スタッフのつぶやき…シェアライフ・名古屋飯紹介!アメリカのビジネス書トレンドこの春にオススメ! 4

Highlight!



　次に紹介するのは、3位にランクインした『Bad Blood』です。

医療業界で革新的な技術を謳い急成長したベンチャー企業に対

して、不正を追及したジャーナリストの著者が「ウォールストリート

ジャーナル」で報道した記事をまとめたものです。この本はシリコ

ンバレーの起業スタイルに対しての問題点を指摘している本で

もあります。IT産業が盛り上がる一方で、不正も増加してしまって

いるこの時代に、冷静な見方を与えてくれる一冊です。

最後に紹介するのは、4位にランクインした『Red Notice』で

す。ロシアの検察や警察、裁判所などが組織ぐるみで脱税など

の犯罪を行っていた。その犯行を暴いたロシア人弁護士が逮捕

され殺されてしまう。この一連の事件で濡れ衣を着せられ、事件

の当事者になってしまったアメリカ人の著者が、事件の全容を

告発しているのが本書です。言論の自由を盾にロシアに立ち向

かう著者の行動は、日本では考えられないものばかりで度肝を

抜かれるでしょう。

今回は紹介した3冊のように、事件を告発した本が多くランクイ

ンしました。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、次回のランキングをお楽しみに！

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

話ししていきます。

NYの公園にも桜が咲くことをご存じですか？ 4月、日本では新

学期が始まり、桜も散り始めて慌ただしい毎日を過ごされてい

ることかと思います。ニューヨークの桜の見ごろは4月下旬から

5月上旬ごろまで。1カ月程度日本より遅い上に、年度の節目で

もないのですが、桜が咲いているという景色は日本人の心にし

みることに変わりはありません。

それでは3月のランキングを見ていきましょう。

まず紹介するのは、2位にランクインした『Dopesick』です。

アメリカの都市郊外で麻薬が流行してしまった事件について調

査したドキュメンタリーで、優れたオーディオブックに対して贈

られる「アウディ賞」のノンフィクション部門にも選ばれていま

す。危険な麻薬とは知らずに鎮痛剤として摂取した家族が亡く

なったという経験を持つ著者が、日常に潜む麻薬の危険性を訴

えています。

3月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

How to Win Friends and Influence People
 (Special Anniversary Edition)

（仮題）禁断症状：アメリカを中毒にさせた売買人、医者、そして麻薬業者
著：ベス・メイシー

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

Heartland: A Memoir of Working Hard and Being Broke 
in the Richest Country on Earth

（仮題）お金の30日間掃除：資金管理・浪費管理とお金のストレス低減
著：アシュリー・ファインスタイン・ギャストレイ

（邦題）統率者の哲学ーリーダーシップ21の法則（アイシーメディックス）
著：ジョン・C・マクスウェル

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and 
One Man's Fight for Justice

The 30-Day Money Cleanse: Take control of your finances, 
manage your spending, and de-stress your money for good

The 21 Irrefutable Laws of Leadership: 
Follow Them and People Will Follow You

（仮題）ハートランド：地球上で一番豊かな国で必死に働き、
　　　そして破産にいたる回想録
著：サラ・スマーシュ

Dare to Lead: 
Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts.

（仮題）思い切って率いなさい：勇敢な仕事。力強い対話。真心。
著：ブレン・ブラウン

（仮題）汚れた血：シリコンバレーのスタートアップの秘密と嘘
著：ジョン・カレイロウBad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

（仮題）国際指名手配：巨額融資、殺人、
　　　そしてある男の正義の闘いにおける真実の物語
著：ビル・ブラーダー

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

Girl, Stop Apologizing: A Shame-Free Plan for 
Embracing and Achieving Your Goals (B&N Exclusive Edition)

（仮題）女子よ、謝ることをやめなさい：目標を達成するための不真面目な方法
著：レイチェル・ホリス

北本のおすすめ!

Crossmedia Walker
ー最高の飯は営業マンが知っているー

クロスメディアウォーカー

What is Crossmedia Walker?

弊社の営業マンのおすすめのご飯（営業飯）や出張先での美味しいご飯を皆さんにおススメしてみようということで始まったのが、
本特集です。「知らなかった！行ってみたい！」というお店を紹介できるよう頑張りますので、ご愛読よろしくお願いします。
第 2 回目は名古屋飯！ちなみに第1回目は 2015 年…。先日の名古屋出張で食したご飯を紹介します！

名古屋名物の味噌カツといえば、
このお店！一度食べたら忘れられ
なくなります。カツとみそだれソー
スが本当によく合います。写真は
ロースとんかつですが、名物のわ
らじとんかつはボリュームがすご
いです。気になる方は、お店に行っ
てみてください。

名古屋発祥の台湾ラーメン。特
徴としては、炒めたひき肉とニラ
がのっており、たっぷりの唐辛
子が入っています。初めて食べた
ときは、辛くてむせてしまいまし
た。辛いのはそこまで得意じゃな
いんですけど、また食べたくなる
辛さです。

第2回!

名古屋出張編

 Place  Place 

01 02『矢場とん』

愛知（矢場町、名古屋駅周辺）、
東京（銀座、東京駅など）

『中国台湾料理 味仙』

愛知（今池、名古屋駅など）
東京（神田）

都内を中心に売れています
!!

「新しい社会の新しい生き方」がこの一冊でわかる! 

そのシェアがもたらす社会と生き方の変化を余すことなく解説した1冊。 

本
書
の
内
容

シェアリングエコノミー(共感経済・共有経済)とは?働き方・子育て・教育・住まいetc…人生100年
時代の「幸せ」な生き方とは?地方創生・オリンピック・防災etc…新しい社会を支えるしくみとは?近
年、見聞きすることが多くなってきた「シェア」というキーワード。

著名人から
推薦の声!!

C書店銀座
80入24売

A書店青山
77入70売

B書店恵比寿
32入25売

 『個人の時代が到来する。』 －小泉文明（メルカリ社長兼COO） ／『「コミュニティー」こそが現代の資産だ。』 －西野亮廣 

著：

著者は、WEEKLY OCHIAI（NewsPicks）に
レギュラー出演しており、メディアに多数露出しています。
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