
最近のマイブームが２つあります。１つ目は
SF小説。直近だと、『電気じかけのクジラはう
たう』という近未来×人工知能×音楽というテ
ーマに惹かれて読みました。年末年始に『三
体』読破に挑戦します。２つ目は秋葉原散策。
週末にヨドバシアキバや電気街、とら〇あな
等をウロウロします。先日立ち寄ったレトロゲ
ーム屋に、懐かしの『黄金の太陽』（←マイナ
ー？）を発見して興奮しました。

野村萬斎さんがスーパーバイザーを務める「新
宿狂言」を観に行きました。能楽堂ではなくイ
ベントスペースを利用し、舞台美術や照明、音
響、映像効果を取り入れた演出がされた舞台で
した。学生の頃芸術鑑賞会で狂言を観たときは
寝てしまったのですが、今回は演目と連動した
観客参加型のゲームもあり狂言初心者の人で
も楽しめる工夫が沢山あってとても面白かった
です。あと、野村萬斎さんを生で観られてテン
ション上がりました！

本格的に寒くなってきましたね。私はこの時期
になると、新しいコートやマフラーが欲しくな
り、ついつい買ってしまいます。そのため、家
に防寒グッズがあふれています。学生の頃は
外に出ることも少なくマフラーを巻く機会も少
なかったのですが、仕事で外に出るようになっ
て、やっと日の目を浴びることができました。
実は、こっそり小学生のころ使っていたマフラ
ーなんかも巻いているので、見かけたら首元
に注目してみてください（笑）

今年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年
から、本格カレー作りにはまっています。現在
家には20種類以上のスパイスがあり、我が家
はインドの香り。なかなか美味しいカレーが作
れるようになってきたのですが、越えられない
壁を感じるとともに、そんじょそこらのカレー
では満足できない贅沢舌に……。なかなか皆
様のところに直接伺えないのですが、営業チ
ームを通してこれぞ!!というカレーをぜひ教え
てください!!（切実に!!）

皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたしま
す。昨年は仙台から千葉に戻り、多方面で変化
の多い１年でした。今年はしっかり足場を固
め、向上を目指して何事にも取り組める環境に
あると思います。もう言い訳はできませんので
自分に厳しく、感謝を忘れずに精進してまいり
たいと思います。ということで、ここで２０２０
年の目標を公言させていただこうと思いまし
たが年末振り返るのが怖いので心の中にしま
っておきます。（もう甘えとるやないかい！！笑）

うちの編集部はビルの7階にありまして、昼食
を外で食べたあと階段をのぼって多少の運動
不足解消をしていますが、30秒前後で駆け上
がるとさすがに息が上がるので、エレベーター
ホールで息を整えてから室内に入っていくこと
にしてます。ただ、たまにエレベーターホール
にお客さまがおられるときは、「何この人？」と
思われないようトイレに入って一息つくのです
が、トイレでハァハァ言ってたらそれはそれで
怪しい人かもしれません。 

テラスハウスの名物卒業生「聖南（せいな）さ
ん」。テラハで出会ったノアくんと今もラブラブ
のようで、聖南さんのインスタに癒されていま
す。愛情って継続が難しくて（と思っています
w）、相手を知れば知るほど腹が立つことも増え
がちな中、この2人はお互いの感謝の気持ちを
忘れていない。人間関係の基本ですよね…。
(+_+)身近な人、大切な人ほど言いたいことを
言いすぎてケンカしがちあるある。うまくいかな
い時は聖南さんの投稿を見てみてください(笑)

先日、「アナと雪の女王２」を観てきました。映
画の内容をここで書くのは良くないと思うの
で、とりあえず、すごく面白かったとだけお伝え
します。その時にシネママイレージのカードを作
ったんですけど、映画を5回観ると1回無料にな
るというとてもお得なカードです。今まで作って
いなかったことを後悔しています・・・これからは
いろんな映画を観に行こうと思うので、お勧め
の映画があれば教えてください。とりあえず今
は、「屍人荘の殺人」が観たいです！

新年あけましておめでとうございます。昨年1
月に「余裕をもって人と向き合う」とここで宣
言して1年をスタートさせたんですけれど、人
と向き合うどころか、自分とも向き合えていな
いという体たらく・・・。ダメダメです。ただ、目標
というのは誰かに宣言しないと忘れると常々
思っているので、今年もこの場をかりて目標を
一つ！今年の目標「人に頼る」。自分ひとりでで
きることなんてほんの少し。今年は全力で皆さ
んに助けを求めたいと思います。

昨年中は大変お世話になりました。本年もどう
ぞよろしくお願い申し上げます。昨年はビジネ
ス書全体では昨対で出版点数は減少したが、
売上は伸びたと聞きました。業界として良い傾
向だと思っています。先日カフェで隣の席から
「本読もうと思うけど、どれ選んでいいかわか
らないよね」という会話が聞こえてきました。そ
う思っている読者にも「これだ」と選んでもら
えるよう、出版社として「質」を高めることを追
求していきたいと思います。
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代表取締役　小早川幸一郎

旧年中は書店、取次の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございます。

私が出版業界でキャリアをスタートした1996年に出版販売額はピークに達し、以降24 年、

市場は縮小の一途を辿っています。しかし、ネットの普及による情報量の爆発的な増加

や中古書店や図書館の利用者増から考えると、読書（情報収集）人口は拡大している

と思います。また、書籍の販売数は減少していますが、書籍が持つ商品性やメディアと

しての価値は増加していると私は思っています。そのため、まだ出版業界には多少の成

長余地があると考えられます。そして、天才的な人による革新的な発想が、業界にブレー

クスルーを起こすこともあるかもしれません。では、天才の登場を待つ間に、私たちは何

をすればいいのかを考えると、まずは書籍の価格を上げることがすぐにできることです。

販売数の減少は価格を上げることでフォローできるからです。ただ、価格を上げるために

は、当然、価格に見合った価値が商品になければなりません。今、ビジネス書に求めら

れている価値に “目新しさ” があります。そして、その傾向は年々高まっているように思

います。極端ですが、目新しさのない本はもう必要ないと思います。ネットや新聞では

断片的にしか学べないことが、書籍では体系的に学べます。だから、新しいことを体系

的に学べるというのは書籍の強みです。その価値をもって、価格を上げる試みを業界全

体で行うことができたら、どんなにメリットがあるかは誰もがわかる理屈です。そのために、

価値ある本をつくるために、編集者は読者は自分たちよりもよっぽど賢いと思って本をつ

くらないといけません。そして、本を世の中に知らしめる役割の営業マンは、もっともっ

と本を読み、勉強をする自覚が必要です。 

取り留めのなく最近思うことを羅列して書きましたが、本年も書店、取次のご意見を参考

に、価値ある本、売れる本をつくり、皆様の利益に寄与するように努めてまいりますので、

引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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『7つの習慣』ですね。なんと日本国内だけでも220万部も売れ

ています。この本では、会社、家庭、そして個人、人生のあらゆる

場面において重要かつ普遍的な人生哲学が解説されています。

お読みになる際は、さらっと流し読みするのではなく、著者の文章

とじっくり対話しながら読み進めることをオススメします。

最後に紹介するのは、10位の『Outliers』です。この本も邦訳版

が刊行されており、タイトルは『天才！ 成功する人々の法則』で

す。邦訳タイトルからもわかるように、成功している人としていな

い人の違いから法則を見出し解説してくれています。この本では

著者独自のフレームワークがたくさん紹介されており、普遍的な

内容を少し違った視点から学ぶことができる1冊です。

今月は、邦訳版も刊行されているベストセラー3冊をご紹介

しました。

ランキングではほかにも邦訳された名著がTOP10に入っている

ので、新年のスタートの前に一度「原点回帰」しようかなと考えて

いる方はぜひチェックしてみてください。

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。

1年で最も寒い時期になってきました。ニューヨークの1月は雪の

降る日も多く、辺り一面銀世界、なんていう光景もよく目にしま

す。オフシーズンといった感じでイベントも少ないのですが、ブ

ロードウェイミュージカルをお得に楽しめる「ブロードウェイ

ウィーク」もあります。興味のある方はぜひこの機会に！ さあ、そ

れでは今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、3位にランクインした『Rich Dad Poor Dad』です。言

わずと知れたベストセラーで、邦訳版の『金持ち父さん貧乏父さ

ん』をお読みになった方も多いのではないでしょうか。高学歴なの

に収入が不安定な父親と、13歳のときに学校を中退した億万長

者の父親、そんな真逆な二人の父親から「正しいお金との向き合

い方」を学ぶことができます。

続いてご紹介するのは、7位の『The 7 Habits of Highly 

Effective People』です。こちらも名著の一つで、邦訳版は

12月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

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

（仮題）ディズニーの1日：世界中に魔法をかける人たちに会おう
著：ブルース・スティール

One Day at Disney: 
Meet the People Who Make the Magic Across the Globe

Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle 
for Speed and Glory at Le Mans

（邦題）完訳 7つの習慣 25周年記念版（キングベアー出版）
著：スティーブン・R・コヴィー

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

（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

（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

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

（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

Who Moved My Cheese?: An Amazing 
Way to Deal with Change in Your Work and in Your Life

The 7 Habits of Highly Effective People: 25th Anniversary Edition

（仮題）ラディカル・フォーカス：OKRを用いて重要な目標を達成する
著：クリスティーナ・ウォドキー

Radical Focus: Achieving Your Most Important Goals with 
Objectives and Key Results

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

（仮題）地獄のように行け：
　　　フォード、フェラーリ、そして彼らのル・マンでの速さと栄光の戦い
著：A・J・ベイム

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）チーズはどこへ消えた？（扶桑社）
著：スペンサー・ジョンソン

接お会いした方にはお伝えしておりましたが、昨年10月、部長
に就任し、営業部を率いていくことになりました。改めまして、

よろしくお願い致します。クロスメディアのよい所を引継ぎつつ、書店
様、販売会社様と協力しながら売上に貢献できればと思っておりま
す。実は今回の体制変更で部員全員が2、30代となりました。体力があ
り、フットワーク軽く動けることは強みですが、一方、知識面ではまだ
まだこれからです。どうか一つお力添えをいただけましたら幸いでござ
います。まずは、この体制で年間ベストセラーに入るヒットを作ってい
ければと思います！引き続きどうぞよろしくお願い致します。

京駅周辺と山手線（東京駅～五反田間）、中央線、羽田周辺、名古屋、
北陸地方と各取次様を担当させて頂いています。新しい担当エリアにな

り、ちょうど1年が経ちました。お店の特色などいろいろと分かってきたので、こ
れからはお店に合う書籍をどんどん提案していきたいと思います。ここ最近10万
部が出ていないので、今期は10万部と言わず100万部を目指して頑張っていきた
いと思いますので、皆様、宜しくお願い致します。

営業部、
若い営業部ですが、経験豊富な原を筆頭に書店
の皆様の売上に貢献できるよう心新たに業務に
邁進していく所存です。これからもよろしくお
願いいたします！各担当の意気込みをどうぞ！ 

クロスメディア・パブリッシング営業部を率いて
きた大森が管理部門へ異動し、2019年10月よりマ
ネジャーの原が新たに部長に就任いたしました！

の業界に入って半年が経ち、慣れないことも多く勉強に次ぐ勉強の毎日で
す。日頃書店員の皆様にも大変お世話になっておりますが、至らない点も

多く恐縮の限りです。実は見た目によらず年齢的にはまだまだ若いので、アグレッ
シブにアクションをしていければと思っております。引き続き神奈川・埼玉と都内の
一部、九州などを担当させていただきます。書店さんの売上に少しでも貢献できる
よう努めさせていただきますので、ご指導のほど何卒よろしくお願いいたします。

月に入社して9ヶ月が経ちました。現在は、千葉県・
山手線北・神奈川県一部・東北・北陸地方を担当し

ています。先輩達から引き継いだ線なので、私が担当して
売上が下がらないか当初は心配でした。しかし、書店様に
沢山アドバイスや意見をいただき、なんとか回避すること
ができています。ありがとうございました！2020年は、「お
もしろい販促物」を作れる営業になりたいです。書店様に
負けない良いものを作るので楽しみにしててくださいね！

業事務担当です！出荷関係のことはもちろん、毎
月のかわら版や注文書、拡材などの作成をしてい

ます。書店の皆様の売上に貢献できるように、工夫のある
販促物を作っていきたいです！お電話でのご注文は私が
承っておりますのでお見知りおきください！

に変わります！

部の平均年齢はなんと…28歳！

刺し回転のもの、仕掛けで売れるもの、またエリアごと、
時代ごとに違う趣味趣向を捉えつつ、パブリシティにも

ますます力を入れて皆さまと共に売り伸ばしていけたらと思いま
す。読者の、顕在ニーズのみならず「潜在ニーズ」を喚起できる
売り場をイメージしながら、リアル店舗の良さを発揮できるカバ
ーデザイン、拡材づくりに努めます！原部長のストイックさを見
習って精進の日々…！今後ともどうぞ宜しくお願い致します…！

新しい体制

こ

東

直 棚
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