
ドラマ「わたし定時で帰ります」で号泣しました
（笑）。私が昔テレビ業界にいた頃、東日本大
震災で大阪の会社も揺れ、テレビに津波映像。
実家暮らしでしたが両親とはロクに会話もせず
会社に寝泊まりの日々。もしひどい揺れで親が
亡くなっていたら？家では疲れで常にイライ
ラ、感謝も伝えぬまま一生会えなくなったら？本
能的に全てが虚しくなり、仕事と人生を見つめ
直した瞬間でした。ドラマが今後何を語りかけ
てくれるのか、楽しみです！

先日、「名探偵コナン 紺青の拳」を公開した次
の日に見てきました。本当は公開初日に行きた
かったのですが、仕事だったので諦めました。
今回は、怪盗キッドと京極真がメインの映画だ
ったのですが、今までのコナンの映画とは一味
違う内容でした。内容はここでは、書き切れな
いので、とりあえず面白いのでまだ見てない人
は見てほしいです！ちなみに来年の映画の予告
もちょっと入っているので、ぜひ劇場まで足を
運んでほしいです。

最近ある記事を読んでとても勉強になったので内容
の紹介です。マーケティングには大きく分けて「戦
略」「戦術」「施策」の3フェーズがあります。戦略と
はターゲット業界や市場の選定などを行うフェーズ
で、戦術とはそこに対するアプローチの仕方や手段
です。施策はそれらを実行する具体的な方法です。こ
のうち最も重要なのは「戦略」で、次に「戦術」、最後
が「施策」です。つまり、いかに優れた施策を打てる
人材がいても、戦略の見極めが甘いと現場が苦労す
るだけ。逆に、優れた戦略の上に成り立つ施策なら、
どんな施策も少なからず成果が出るということです。

最近、初心者向けの投資の本をつくっていま
す。学生時代が長かったこともあり、この歳に
してしっかりしたお金の対策がほぼ無い私。そ
して理系なので（？）投資などの「オイシイ」話
に対しては超疑り深いです。でもこの著者の
話を聞いて、やろう！と決めました！まずはGW
中にiDeCoと○○○○保険を始めようと思い
ます。「○○○○」の答えはぜひ本でご確認く
ださい。8月発売予定です！

ロシア料理にハマっています。最初は友達に
連れられて食べに行ったのですが、ボルシチ
とピロシキとつぼ焼きの美味しさに感動し、す
っかりハマってしまいました。お店によって味
が違うので、自分好みの味を探すのも楽しい
かも…。まだ都内4店舗にしか行けていない
のですが、インスタと食べログを駆使して開
拓していこうと思います！あと、タイ料理も大
好きなのでオススメのお店があったら教えて
ください！

娘とよく行く釣り堀の景品で、カマキリの卵を
もらいました。蜂の巣を小さくしたような形で、
１つにつき200匹ぐらい生まれてくるようで
す。誕生が楽しみですが、200匹をどうするか
…問題です。家にはほかに、金魚、タナゴ、シ
マドジョウ、ヌマエビなどがいて、春になり暖
かくなったせいで、活発に動きまわっていま
す。季節の変化を感じるひと時です。熱帯魚も
飼いたいのですが、これ以上やめてくれと家
人に言われています。

タイガー・ウッズのマスターズ制覇は、驚きまし
た。度重なる挫折を乗り越えての復活はただた
だ感服です。一方でイチローは引退しました
が、活躍していた選手寿命はかなり長かったで
すね。スポーツで長く活躍できる選手の共通点
は、努力に裏打ちされたメンタルの強さではな
いかと感じます。大舞台のプレッシャーから精
神力がつくのか、精神力があるから活躍できる
のか、鶏と卵のような関係かもしれませんが。
仕事で少しでもあやかりたいですね。。

iPhoneの地図アプリで位置情報をオンにして
いると、自宅と勤務地が自動で記憶されるのを知
っていますか？結構正確に表示されるという方も
いるはず。私の場合はというと、まずは「自宅」。
アパートに住んでいるのですが、地図が示すの
は3軒手前の一軒家。おい！違うぞiPhone！次に
「職場」。8階建てのビル、ではなく近くの蕎麦
屋。そこも違うぞiPhone！ちなみにその蕎麦屋
は棋士の藤井七段が対局中に食事を注文してい
たあの店。最近閉店してしまったんですけどね。

隔週でフットサルをしていた神宮外苑のフット
サルコートが3月末で営業終了となりました。
東京オリンピックのための周囲の開発により閉
店となりました。20年以上にわたってホームグ
ラウンドととしていた場所がなくなるのはさみ
しい限りです。シャワーが水しか出なくて冬は
地獄だったり、夏はフットサルをしながら神宮球
場のヤクルト戦であがる花火を鑑賞するという
のもいい思い出です。4月からは錦糸町や原宿
と、新たなホームを模索中です。

新宿は当社から自転車で10分の場所にありま
す。新宿には大きなデパートが４つあり、毎週その
どこかの催事場で地方の物産展が開催されてい
ます。朝刊のチラシでその情報を知り、今週は北
海道展、来週は九州展と、時間の余裕があるお昼
時に足を運び、お弁当を買ったり、イートインで食
事をしたりするのが密かな楽しみです。日本には
都道府県ごとの47の文化があり、さらに遡れば
260藩ごとの文化があります。年を重ねるごとに
日本の楽しさを味わっているような気がします。
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今月のお休み

戦国時代の気くばりの達人と言ったら、豊臣秀吉です。彼は生涯、人の悪口を言
いませんでした。家柄もよくなく、何の後ろ盾もない中で出世していくには、そうする
しかなかったことを彼はよく理解していました。秀吉はいわば戦災孤児で、実社会
に十代で放りだされた少年は、どう生きていけばよかったでしょう。自分の身一つ
で生きていくしかない以上、誰からも嫌われない道を選ぶしかありませんでした。
「おまえは猿に似ているな」と言われたら、怒るどころか「ウキキッ」と猿の真似を
して答える。「こいつは愛嬌がある。可愛ヤツだ」と思ってもらうことで、人間関係
を築いていったのです。

日本の歴史は「人間関係」で9割決まった！

気くばりは生き残るための
最強の武器だ！！

豊臣秀吉は生涯、
人の悪口を言わなかった。

日本史にみる人間関係は昨今より過酷だったと思われます。例えば、イヤな上司（君主）であっても、逆ら
えば評価や出世、ときには生命にかかわりますし、気に入らないヤツだと思われれば、裏切られたり、だま
し討ちに遭うことも珍しくありませんでした。周りとの関係を常に良好に保たないといけなかったのです。

本書は、歴史に学ぶ人間関係の本。勝海舟や西郷隆盛、藤堂高虎など
歴史上の偉人たちから現代でも生かすことができるビジネススキルを学びます。

例えば…
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続いて紹介するのは4位にランクインした『Free to Focus』。

ニューヨークタイムズの人気著者が、9つの仕事時短術を伝授

してくれる本で、働く時間を減らすことで、健康や人間関係、趣

味などさまざまな充実度を高めようと訴えています。「STOP」

や「CUT」といった項目と共に、具体的な実践術が書かれている

本なので、年度替わりなどで心機一転、新しい生活を始めたい

人にもぴったりの内容になっています。

最後に紹介するのは、9位にランクインした『You Can Do 

Anything』。基礎的な教養を幅広く学ぼうとする方法であるリ

ベラルアーツ教育が、専門的な学問より弱く否定的に捉えられ

る中、リベラルアーツを学んでいれば「何でもできるようにな

る」と訴えている本です。今の時代にまだない仕事を作り出せる

のはリベラルアーツであると語られており、物事を広く学ぶこと

の大切さを教えてくれる一冊です。

今月のランキングでは、自分を見つめ直すことができる本が多

くランクインしました。春になって、気分も新たに成長を考える

ような方が多いのかもしれませんね。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。

みなさん、アメリカの「メモリアルデー」という日はご存じでしょ

うか。この日は、5月の最終月曜日にある国民の休日で、日本語

で表すと戦没将兵追悼記念日といいます。最近ではこの日をサ

マーシーズンの開幕と位置付けるようになっており、ビーチな

ど、夏らしい施設がオープンする日になっています。ニューヨー

カーたちも一足早く夏を楽しみに海に出かけます。

それでは4月のランキングを見ていきましょう。

まずは、1位にランクインした『StrengthsFinder 2.0』。自分

の才能や強みを見つけ、どのようにそれを活かせば自分の武器

にできるかを教えてくれる本です。この本が米国での発売

（2007年）から10年以上経つ今も信頼を勝ち得ているのは、

購入特典として「StrengthsFinderVersion2」というオンラ

インのテストを受けることができ、自分の才能を見つけることを

簡単に手助けしてくれるところにもあります。新年度になり、自

分の強みをもっと発揮したい人は必見です。

4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）まず想像してみる：勇気や創造性、そして変える力
著：ベス・コムストック、タール・ラズ

Imagine It Forward: 
Courage, Creativity, and the Power of Change

You Can Do Anything: 
The Surprising Power of a "Useless" Liberal Arts Education

（仮題）不正の指揮官：ゴルフはトランプの本質を映し出す
著：リック・レイリー

（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

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

Free to Focus: 
A Total Productivity System to Achieve More by Doing Less

Commander in Cheat: How Golf Explains Trump

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

（仮題）あなたは何だってできる：「無駄な」リベラルアーツ教育の驚くべき力
著：ジョージ・アンダース

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup （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

（仮題）狼の群れ：どのように一体になり、力を解き放ち、試合を変えたのか
著：アビー・ワンバック

WOLFPACK: How to Come Together, 
Unleash Our Power, and Change the Game

（仮題）集中のための自由：
　　　やることを減らしてより多くを達成するためのトータル生産性システム
著：マイケル・ハイアット

Contagious: Why Things Catch On （仮題）伝染性：なぜそれが流行るのか
著：ジョナ・バーガー

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

2つ目は新潟に遊びに行くことです。

三重県出身の私が、ひょんなことから

新潟の虜になってしまいました…。最

近は、新潟に住んでいる友人に会うこ

とと、地元の野菜や海産物を食べるこ

とが日々の活力になっています！だいた

い月1回は行っているので、新潟産で

欲しいものなどありましたら、是非、岩

瀬にご連絡ください。買っていきますの

で、新潟話を聞いてください ！！

1つ目は、口笛を吹くことで、学生時

代は口笛サークルに所属していまし

た。そのため、口笛を吹くことが毎日

の習慣となり、今でも毎日吹いてい

ます。しかしながら、社会人になり、

口笛を吹く仲間を確保するのが難

しくなりました。書店員さまのなかで、

一緒に吹いてくださる方がおられま

したら、どうかお声がけください！一

緒に吹けると嬉しいです！

書店営業　岩 瀬 恵 理 子
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趣味

1

はじめまして。2019年、新卒入社の岩瀬恵理子と申します！書店営業をさせていただきます。
しばらくは、慣れないご案内となってしまいますが、誠心誠意提案させていただきますので、
よろしくお願いいたします！自己紹介として私の趣味の話を書かせていただきました！

2019 年 新 入 社 員 紹 介

2刷
重版！

元本と併売している
お店で売れています！

A書店品川店

30入17売
B書店大宮店

20入13売
C書店東京店

15入11売
D書店東京店

10入10売
E書店北千住店

5入3売

『仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方』からそのエッセンスを抽出し、
わかりやすく図解しました。 この本では、仕事のミスを以下の4つに分け、 
それぞれミスが起こるメカニズムとミスを防ぐ基本対策を解説しています。

1.メモリーミス
（忘れた!） 

2.アテンションミス
（見落とした!）

3.コミュニケーションミス
（伝わってない! 聞いてない!）

4.ジャッジメントミス
（判断を間違えた!）

併売店での実売(4/15現在)

元
本
は
コ
チ
ラ
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