
秋のセンチメンタル２つ。①TERRACE HOUSEに
て歌手ケニーさん♂とフィットネストレーナーりさこ
♀が同時に卒業で寂し過ぎて超ブルーな件。ケニー
さん（SPiCYSOL）の癒しボイスとオシャレメロディ
を、BOSEのワイヤレスイヤホンで重低音効かせて
ヘビロテ中。重低音フェチの人にはAirPodsより
BOSEがおすすめです。笑②あゆの「M」読破。小
松さんの文章がとにかく素敵…恋する女子の複雑
な心理を場面ごとに見事に描写。わたしも「マサ」み
たいな人に「俺を信じろ」とか言われてみたい。笑

「レンタルヤギ」という言葉をご存じですか？私
は最近知ったのですが、これはレンタルしたヤ
ギ達に雑草を食べてもらう除草サービスです。
機械を使わずに除草するこのサービスは、騒音
に悩まされることもなく、刈り取った草を捨てる
手間もなく、CO2も排出しないため、とてもエコ
なのです。そして、なにより草を好きなだけ食べ
られるヤギ達も楽しそうです。もちろん生き物を
飼うのには責任が伴いますが、楽しく暮らすヤ
ギ達がいれば、癒されること間違いなしです。

仕事で渋谷や丸の内など東京の街の成り立ち
を調べる用件があったんですが、大学までず
っと大阪だったもので、意外と知らないこと
も。東京育ちの方ならご存じだと思いますが、
いわゆる新宿新都心の高層ビル群は、かつて
そこにあった淀橋浄水場という広大な浄水場
の跡地再開発で昭和40年代にできたとのこ
と。以前の地名「淀橋」は今はないのですが、
新宿西口にあるヨドバシカメラの名前はその
地名からとられたとのこと。へぇー。 

実写映画『アラジン』が最高でした。豪華絢爛な
美術に衣装に音楽…とにかくお金がかかってい
ました。特に、アラジンが「アリ王子」に変装し、
ゾウが引く山車に乗って群衆をかき分けていく
パレードのシーン。200人以上のエキストラ、
250人のダンサー、4万の花びら、7台のカメラ
を使い、5日以上かけて撮影したそうです。以
来、このシーンで使われている劇中歌「アリ王
子のお通り」を聴きながら出勤するのにハマって
います。ヘイ！そこのけ！そこのけ！

9月の3連休で実家に帰り、大学時代の友達と
BBQをしてきました。夜は花火をして、地元の
無料の温泉に入り、充実した休みでした。関西
から来ている友達が車で来ていたので、最終日
に千里浜に行ってきましたが、ここは石川県に
遊びに来たときには、一番行ってほしいところ
です。日本で唯一砂浜を車で走れる砂浜です。
波打ち際を車で走るという普通ではなかなかで
きない体験ができます。タイヤは砂まみれにな
りますけど行って後悔はしないところです。

先日の台風１５号で千葉県館山市の祖父母の
家に被害が出ました。家や車の窓ガラスが割
れ、屋根が破損し停電・断水・通信障害…。倒木
で小屋がバラバラになり花のハウスも倒壊し
ました。地震と台風で違うのが、台風は来るの
がわかっていたのにこれだけの被害が出たと
いう部分だと思います。もちろんその想定をは
るかに上回る威力だったのは言うまでもありま
せんが、“備えあれば患いなし”を改めて考えさ
せられました。被災地の早期復興を祈ります。

先日ツイッターで目にした「化粧品業界にとっ
ての脅威はリモートワークの普及」という話
が面白いと思いました。リモートワーク→出社
しない→化粧をしなくなる、とつながってくる
そうです。私たちも「本を売っている」と近視
眼的に捉えると気づけないことも、「本のそも
そもの価値は何か？」「読者のメリットは何
か？」「本の代替手段はないか？」と複眼的に
考えると、脅威だけでなく思わぬ機会が見え
てくるかもしれませんね。

嗜好品以外の腕時計の需要がスマホにとられ
ているとはよく聞いていたものの、壁時計や置
時計も売れなくなってきているそうです。確か
に私の部屋には時計がありません。あるにはあ
りますが、いつぞや電池が切れたままの置時
計と、壁掛け時計が1つずつ・・・。電池が切れて
すぐは不便だなぁと感じていたはずなのです
が。結局、時計に限らず、あれば便利なものも
なければないでどうにかなってしまいますね。
とか何とか言ってもただズボラなだけか。

弊社は10月から15期目となります。ヒットにも
恵まれながらここまでこれたのも書店の皆様の
お力添えあってこそだと思っております。業界
全体は明るい未来とは言えない状況ですが、
私たちのミッションは変わらず、いい本をつくる
こと。と同時に、読書以外のことに多くの時間
を費やすようになった人たちにいかにして情報
を届け、興味を持たせるかというプロモーショ
ンにもこれまで以上に力を入れ、本というメデ
ィアの価値を高めていきたいと考えています。

今月から当社の15期がスタートしました。創業時
は29歳で、スポーツ選手でいうと脂がのってい
る時期でしたが、今ではとっくに引退の齢です。
それに対し、経営者としてはこれから脂がのって
くるのだと信じています。では、編集者としては
どうなのか、自分でもわかりませんが、自分の世
代に必要とされる価値ある本をつくり、常にベス
トセラーを狙い続けていきます。それにしても、
20歳から毎月本をつくってきた自分を、よく続い
ていると褒めてあげたいです。ぶつぶつ……

根本輝久
Teruhisa Nemoto

小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

大森三規雄
Mikio Omori

原大士
Daiji Hara

Natsumi Todoko
戸床奈津美

Eriko Iwase
岩瀬恵理子

Shota Suzuki
鈴木翔太

Koji Furukawa
古川浩司

Shunsuke Kitamoto
北本駿介

Maiko Nakahira
中平麻衣子

今月のお休み

シリーズ累計20万部
突破！

待望の「習慣力」シリー
ズ第3弾！

メンタルコーチとして、人材育成のプロフェッショナルとして、そして習慣力のエキスパー
トとして、コーチングや企業研修の現場でマネジメント力を培ってきた著者が、効果性を
上げ、モチベーションが高く活気のあるチームづくりの秘訣をお伝えします。マネージャー
としての仕事が楽しくなり、休み明けに元気に仕事に向かえるようになるでしょう。「マネ
ジメントが上手くいかない」と悩むマネージャーやチームリーダーにおすすめの一冊です。

こんな症状、当てはまってはいませんか？

現場の仕事は楽しくできるのに、
マネジメントとなると頭を抱えてしまう

思うようにチームメンバーが
動いてくれずイライラする

マネージャーとしての
孤独を感じる

読者にささる、インパクトある拡材もご用意しています!

「習慣力」シリーズでの併売も
ぜひお願いいたします！

に変わり、毎日の仕事が楽しくなる！
「部下が勝手に成果を上げてきてくれる頼もしいチーム」これを

読めば

不安と恐怖のマネジメントから
心理的安全性のあるマネジメントへ

部下との関係性の鍵は
タテからヨコへ

リーダーシップは
ほどほどでよい

自
分
を
変
え
る
習
慣
力

相
手
を
変
え
る
習
慣
力

展
開
写
真
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2 3 スタッフのつぶやき…アメリカのビジネス書トレンド 開成流ロジカル・Crossmedia Walkerチームを変える習慣力 4

Highlight!

Crossmedia Walker



そして、3位は初登場の『Call Sign Chaos』です。アメリカ史

上初めて海兵隊出身者として国防長官にまで上り詰めた著者

ジム・マティスの伝記。人生のすべてを戦史・戦略に費やしてき

た男のリーダーシップ哲学をその生涯から学ぶことができます。

また、元国防長官という視点から、政治や戦争といったテーマに

も言及がされており、これらに関心のある方にとっても読みごた

えのある一冊です。

最後に紹介するのは、６位でこちらも初登場の『Shut Up and 

Listen!』です。中小企業の経営者から億万長者へと変貌を遂

げた著者によるビジネスの成功法則がまとめられた一冊。数多

くの事業を成功に導いてきた体験をもとに、起業家がさらなる

飛躍をするために欠かせない「6つのアクション」が著者流の言

葉でまとめられています。

今月は、9月発売の新刊がランキング上位を占める結果となりま

したね。過去にTOP10入りしていなかった書籍も多く、新しい

本を探し求めている方には参考になるのではないでしょうか。

それでは、次回のランキングをお楽しみに！

このコーナーでは、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。

9月の残暑も終わり、過ごしやすい季節になりました。快適とい

うこともあって10月は一番の観光シーズンでもあります。ただ、

この１カ月で気温がぐっと下がるので、体調管理には気をつけ

たいところです。また、今月下旬から11月にかけては紅葉が見

頃を迎えます。NYにお越しになる方は、ぜひセントラルパーク

にも足を運んでみてほしいですね。

それでは、今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『The Un i ted  S ta tes  o f  

Trump』です。先月は6位でしたが、大きく順位を上げて今月は

見事1位に輝きました。ニューヨーク・タイムズベストセラー作

家ビル・オライリーによる、ドナルド・トランプについてのノンフィ

クション作品。独占インタビューやこれまで公開されてこなかっ

た資料をもとに、どのようにしてドナルド・トランプという大統領

が出来上がっていったのかが鋭く考察してあります。現職の大

統領の人生を切り取るという点でも興味深い一冊です。

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）

StrengthsFinder 2.0

Extreme Ownership: 
How U.S. Navy SEALs Lead and Win (New Edition)

（仮題）コールサイン・カオス：指導者術を学ぶ
著：ジェームズ・マティス、ビング・ウェスト

（邦題）あなたのチームは、機能してますか？ （翔泳社）
著：パトリック・レンシオーニ

（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（日本経済新聞出版社）
著：トム・レイス

Call Sign Chaos: Learning to Lead

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

（仮題）必要なこと：優秀さを極めるためのレッスン
著：スティーブン・シュワルツマンWhat It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence

（仮題）一生に一度の旅：
　　　ウォルト・ディズニー・カンパニーのCEOとしての15年間から学んだ教訓
著：ボブ・アイガー

The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as 
CEO of the Walt Disney Company (B&N Exclusive Edition)

（仮題）極限の責任：新版 アメリカ海軍・SEALsを勝利に導く方法
著：ジョコー・ウィリンク、 リーフ・バビン

（仮題）ビットコイン億万長者：才能、裏切り、贖いの実話
著：ベン・メズリック

Bitcoin Billionaires: 
A True Story of Genius, Betrayal, and Redemption

She Said: Breaking the Sexual Harassment Story 
That Helped Ignite a Movement

（仮題）彼女は語った：社会運動に火をつけたセクシャル・ハラスメントの告発
著：ジョディー・カンター、 ミーガン・トイー

Shut Up and Listen!: 
Hard Business Truths that Will Help You Succeed

（仮題）黙って聞け！：あなたの成功を助けるビジネスの真実
著：ティルマン・フェティータ

The United States of Trump: 
How the President Really Sees America

（仮題）トランプ合衆国：大統領はアメリカをどう見ているか
著：ビル・オライリー

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

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４回目は、営業の北本と岩瀬が出張先で食べた「北信越グルメ」のご紹介。

第4回!

北信越
グルメ

Kitamoto’s
Recommend!

あまつぼ柿木畠本店の
「海鮮丼」

Iwase’s
Recommend!

ミートソースさとうの
「ミートソース」

金沢駅から車で10 分の所にある
新鮮な海鮮料理が美味しいお店！
夜は金沢おでんや日本酒を楽しめる居酒屋ですが、お昼時は
近江町市場で仕入れた新鮮な食材を使用した海鮮丼がおススメ！
のどぐろやエビ、カニなど美味しい食材をたっぷり使用した一品
です。近江町市場の近くの｢市場めし あまつぼ」でも食べられます。
ぜひ金沢に来た際は食べてみてください。

新潟駅から徒歩5分の場所にある
パスタ屋さんです。メニューは
ミートソースとカルボナーラの2種類で、麺の量も自由に選べます。
今回食べてきたミートソースは牛100％の挽肉と野菜をたっぷり使い、
約15時間煮込んでつくられています。そのため、濃厚でコクがある
なかに野菜の甘味が広がります。ソースがなくなり次第終了の人気
店のため、ご来店はお早めに!!

石川県 新潟県

「読む」「聞く」「書く」「話す」

Point.2

Point.1

ロジックの種類は２つだけ
４技能に加えて、２つのロジックを活用することで、多くの人に理解してもらえる表現を身に付けることができます。２つの
ロジックとは、「ストーリーロジック」（順序に基づくロジック）と「ストラクチャーロジック」（分解に基づくロジック）です。

開成流ロジカル勉強法って？

社会に出れば参考書やペーパーテストは存在せず、職場や取引先、友人関係の中で
インプット・アウトプットをしていかなければなりません。そこで、「読む」「聞く」の
インプットの技能と「書く」「話す」のアウトプットの技能を身に付けることが重要に
なります。学生のみならず社会人に有効な、この４技能を鍛える勉強法を伝授します。

著者は東大合格率1
位の

開成高校出身かつ

東大出身のYouTube
r!!
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