
PC業務が増えたことでExcel技術を向上させな
ければと思い、インプレスさんの「できるYouTu-
ber式Excel現場の教科書」を購入しました。フル
カラー、イラストがあってとっつきやすい、解説が
分かりやすい、しかもYouTubeで動画が見られ
る！ Excel本は沢山あるのでどれを選べばいいか
棚の前でウンウン悩みましたが、動画でも解説が
見られるのが決め手に。スマホで動画を見ながら
パソコンで見様見真似で入力してみる…便利すぎ
ます。本を片手に効率化できないかと模索中です。

テレビドラマ『グランメゾン東京』にはまって
います。出てくる料理がどれもおいしそうで、
見た目も美しく本当に素晴らしいです。そして
何より、３つ星をとるというただ１つの目標に
向かって料理にすべてを注ぐ人たちの“本気”に
圧倒されます。何かに没頭してすべてをかけて
取り組むっていうのはこういうことなんだぁと
感じさせられます。主演の木村拓哉さんは今作
のシェフ役をもってドラマで演じる職種が２２職
種目だとか。凄すぎますね。。

話題の『JOKER』を観た。まぎれもない傑作だ
ったので、関連する映画『ダークナイト』を観
た。さらにハマってしまって、今ではバットマン
の世界から逃れられなくなった。ついにはアメコ
ミまで手を出してしまう始末で、フランクミラー
作『DARK KNIGHT』を購入してしまった。大
型本で4180円！　いまさらバットマンを好きに
なるなんて思わなかった。ちなみにバットマンは
もともと喜劇だったそうで、今のバットマンとは
似ても似つかなかったらしいです。

最近、気づいたら結構お金が減っていた、という
ことがよくあります。原因はおそらく、キャッシュレ
ス決済が増えたから。スマホでピッ、ピッと簡単決
済で、ポイントもついてお得だから、ついつい使
いすぎてしまいます。皆さんはどうでしょうか？
使いすぎた結果、毎月の家計が赤字になってし
まったというケースも多いそうです（専門家・談）。
名付けて曰く、「キャッシュレス貧乏」─。これから
どんどん増えると予想されています。防ぐ手立て
を一冊にまとめましたので、ぜひご高覧ください。

最近一気に寒くなってきたんで、先日、コタツ
を出しました。ちなみに、コタツ布団ですが、ク
リーニングに出すと2000円～3000円くらい
かかるのですが、コインランドリーだと1500
円くらいでできるらしく、休みの日に人生初の
コインランドリーに行ってきました。実際に
1500円で洗濯から乾燥までできたのですご
いお得でした！先月、ぶつぶつのネタのために
休日に出かけると言っていたのにほとんど出
かけてなくて、こんなネタですみませんでした。

先日、胡桃拾いに行ってきました。友人と行
った温泉街の近くの海岸に大量に流れ着い
ており、友人と合わせて300個ほど拾いま
した。温泉よりも胡桃拾いのほうに夢中にな
ってしまい、逆に体を冷やす結果になってし
まいました。しかし、その胡桃を使ってクッキ
ーやパンを焼くと、歯ごたえや香ばしさがあ
り、とても美味しかったです。会社の近くに
は胡桃はなさそうですが、銀杏はたくさんあ
るので、来年は銀杏も拾ってみたいです。

人生ってのはよくできたもので、起こってほし
くないなぁって思っていることほど起こります
ね。あの出っ張りに足の小指をぶつけたくない
なぁって思うとぶつけちゃう。困ったものです。
なんでこんなことを言っているのかというとで
すね。今まさに、乗りたくないなぁって思って
いる、自宅の最寄り駅の一つ手前が終点の電
車に乗って帰宅中なんです。そんな中ではご
ざいますが、今年1年大変お世話になりまし
た。皆様どうぞ良い年をお迎えください。

メイクブランド「NARS」のリップは60色、質
感がマットからツヤまで豊富で爆買い中。
1994年12本のリップから始まったブランド
で、今年復刻したこの12色は今見てもオシャ
レ。創設者フランソワ・ナーズさんが色を作る時
の信念は「今のトレンドではなく将来的にクラ
シックになるものを作りたい」。色んな形の筆を
買い過ぎてメイクアップアーティスト状態なぅ
です（笑）モードなメイク試したい方、お声がけ
頂いたらドン引きの数の筆持って伺いますw

消費税増税が施行され、世の中ではキャッシ
ュレスの話題が目立つようになっています。こ
れまでクレジットカードとPASUMOくらいしか
使っていなかったので、時代の波に乗らないと
と思い、まず「LINE Pay」に手を出しました。
電子マネーをチャージする方法ではなく、クレ
ジットカードを登録する方法にしようとしたの
ですが、うまくいかなくて３週間放置・・・。次は
年末年始にでもゆっくりと「Pay Pay」を試し
てみようと思います。

忘年会シーズンに突入しました。昔は誘われたら
断らないことをポリシーとしていたので、そのとき
は毎日が忘年会で、さすがにしんどかったです。
さて、忘年会とは「その年の苦労を忘れるための
宴会」と辞書に書いてます。「俺、苦労してるのか
なぁ」と思い、次に「苦労」を辞書で引くと「物事
がうまくいくように、精神的・肉体的に励むこと」と
ありました。言葉の意味を知り、「俺は確実に苦労
をしている。忘年会では忘れられないほどの苦労
はしている」と思い直しました。ぶつぶつ……
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今月のお休み

売り逃しがないようご注意ください
！

就職・転職を考えている。今の仕事を続けていいのか迷っている。もっと自分に
合う仕事があるのではないかと思っている。将来・キャリアへの不安を感じて
いる方へ。本書では、「科学的根拠に基づき、自分だけの “適職”を見つける
方法」を具体的にお伝えします。

書店員の方からも好評です!

売れると思う！
自分も読みたい！

ビジネス書を読まない人でも
手に取りやすい。
幅広いお客さんにささりそう！

発売！

A書店梅田1店／B書店梅田2店／C書店池袋店

D書店渋谷1店／F書店丸の内店／E書店名古屋店／G書店渋谷2店

H書店有楽町店／I書店上野店／J書店横浜店

L書店二子玉川店／K書店武蔵浦和店／M書店浦和店

N書店池袋店／O書店三軒茶屋店

P書店多摩センター店／Q書店府中店

R書店新大阪店／S書店秋葉原店／T書店恵比寿店

U書店目黒店／V書店札幌店／W書店松山店 etc…

冊

冊

冊

冊 冊

科学的根拠に基づく、人生設計の絶対指針！

帯にはメンタリストDaiGoさんの推薦文
！

10万部突破『最高の体調』著者最新作！

そんな皆様の期待から多くの書店様で初回からしかけ販売をしてくださいます！（11/25現在)
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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 ひとりの時間・科学的にラクする技術新刊!科学的な適職 4

Highlight!
『

』

『
』



続いて2位は、こちらも初登場の『How People Learn』で

す。組織コンサルタントである著者ニック・シャックルトン・

ジョーンズによる一冊です。組織のパフォーマンスと、エンゲー

ジメントを向上させる学習の方法について、新しいアプローチを

与えてくれる本です。「学習」「教育」「組織」のデザインに関心

のある方は、一読の価値ありです。

最後に紹介するのは、8位の『Getting Things Done for 

Teens』。生産性向上コンサルタントであるデビッド・アレンを中心

にした共著書です。デビッド・アレンが提唱したタイムマネジメント

技術「GTD（Getting Things Done）」を10代向けに解説した

もので、SNSをはじめ複雑かつ誘惑の多い現代において、物事を

成し遂げるための方法論としてGTDが詳細に解説されています。

次世代のハウツーマニュアルとも言える本書は、若者必読です。

今月は、先月に引き続きトップ10をキープした書籍が多くありま

した。『The Ride of a Lifetime』など過去にランクインした

書籍もランキングに返り咲いたりしているので、ロングセラーを

お探しの方は、このランキングを参考に探してみるのもいいか

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オフィス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。

季節も冬へと移り変わったこの時期、防寒対策が欠かせなくな

りましたね。NYの12月は気温差が激しく、前触れもなく氷点下

を下回る、なんてこともよくあります。クリスマスに向けてムード

も高まってきていますので、体調管理にはより一層気をつけて

いきたいところですね。それでは、今月のランキングを見ていき

ましょう。

まずは、初登場で見事1位にランクインした『The Infini te  

Game』です。著者はTEDトークで3500万回以上の再生数を

誇る人気コンサルタントのサイモン・シネックで、ビジネス戦略

の新しいアプローチが詰まった書籍です。ゲーム理論を適用し

て、どうすれば企業が長期的に成長を持続できるのかを学ぶこ

とができます。ちなみに、9位にランクインしている『Leaders 

Eat Last』も同じ著者によるもので、邦訳版『リーダーは最後

に食べなさい!』も出版されているのでそちらもチェックしてみ

てください。

11月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

Getting Things Done for Teens: 
Take Control of Your Life in a Distracting World

Leaders Eat Last: 
Why Some Teams Pull Together and Others Don't

（仮題）破裂：腐敗した民主主義、ならず者国家ロシア、
        地球上で最もリッチで破壊的な産業
著：レイチェル・マドー

（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・ラス

（仮題）10代のためのGTD：誘惑の多い世界であなたの人生をコントロールする
著：デビッド・アレン、 マイク・ウィリアムズ、 マーク・ウォーレス

Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, 
and the Richest, Most Destructive Industry on Earth

StrengthsFinder 2.0

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

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

（仮題）人はどう学ぶか：パフォーマンスが上がる教育とトレーニングを設計する
著：ニック・シャックルトン・ジョーンズ

How People Learn: Designing Education and Training 
that Works to Improve Performance

（邦題）リーダーは最後に食べなさい！ 
　　　チームワークが上手な会社はここが違う（日経ビジネス人文庫）
著：サイモン・シネック

（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)

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：ブレネー・ブラウン

Catch and Kill: 
Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators

（仮題）キャッチ・アンド・キル：嘘、スパイ、そして略奪者を守る陰謀
著：ローナン・ファロー

The Infinite Game （仮題）無限のゲーム
著：サイモン・シネック

目標達成ができない人に足りないのは達成するための「技術」です!

point1 3年にわたり、1万5000人以上の目標設定や
行動実践のデータを科学的に検証。

point2 目標達成を支援する仕組みは、日本とアメリカで
特許を取得。多くの企業で採用されています。

自己啓発書の棚で
ご展開ください！

「日付」の書かれていない目標は、単なる「願い」であるetc.

ラクして達成する人は「行動習慣」に目をつけるetc.

振り返りには必ず「４つの要素」を入れるetc.

孤独は、目標達成の最大の敵etc.

3週間続かなかったら「もっと簡単な行動」に変えるetc.

誰でもラクして
達成できる

目標を
立てる

目標を立てる

P

D
行動を
続ける

行動を続けるC
経験を
振り返る

経験を振り返る
F
人と
学び合う 人と学び合う

A

技術

技術 技術

技術

技術

自分の軸を
見出す

自分の軸を見出す

5つの技術
とは？

『

』

新しくめくりパネルを作成しました!

2万部突破！

パネル付きの展開で、売り場が華やぐこと間違いなしです！
本書では、「ひとり時間」を中心に、限りある時間の質を上げ、毎日をもっと素敵にするためのヒントを提案
しています。キーワードは「ミニマムリッチ」＝「上質なものを少しだけ」。あれもこれも求めず、本当に大切な
ところにだけこだわるということです。

ブックスタジオ
大阪店様

紀伊國屋書店
グランフロント大阪店

続々
書店さんで
ランキング
入り！

めくりパネルを
付けたところ 花柄の敷物で

棚も華やかに!その当日に3売に！
80入
42売※

92入
42売※ ※11/27現在※11/27現在
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