
今回で僕のぶつぶつは最後となります。クロスメ
ディアメンバーも増え、もっと皆様に近い部署メ
ンバーのコメントが多くなって欲しいなと思った
からです。かわら版には顔を出さなくなりますが、
裏で色々やっているんだなと、記憶の片隅におい
てもらえたらと思います！もしいま、自分が書店
の方々と直接お仕事する立場だったら何するかな
ー？と考えてみたのですが、書店さん向けのLINE
＠を作ったり、書店員さん同士のSNSとか面白
そうだなあ、とか思いました。需要ありますか？

この前、数カ月ぶりに映画を観てきました。ソ
ーシャルディスタンスで一席空けてたので、
すごく広々とした感じでゆったり観ることがで
きました。観た映画は最近の作品ではなく、
「風の谷のナウシカ」を観ましたが、映画館で
観ると迫力が違いました。王蟲がすごいｗ し
かも、公開当時のポスターも展示してあり、テ
ンションが上がりました！今度は「もののけ姫」
を観ようかなと思います。あっマイダーツ見つ
かりました。

数か月前に一眼レフカメラを買いました。今は
本や動画を見てカメラについてもいろいろと勉
強をしています。最初は難しいのかな？と思っ
ていましたが、そんなに複雑じゃないけど奥が
深いと言いますか、改めてカメラ・写真の魅力
に浸っております。今はまだエントリー機です
が、後々はもう少しグレードが上のカメラや他
のレンズにも挑戦してみたいです。もしこのあ
たりの話に明るい方がいらっしゃいましたら、是
非カメラトークしてください！

はじめまして。６月から編集部に入社した石井
です。前職では生き物の図鑑や英検・漢検など
の検定書を編集していましたが、年100冊くら
いビジネス書を読むうちに自分でもつくりたく
なり、クロスメディアに入社しました。とはいえ、
元々あまり本を読む人間ではなかったため、い
まだに難しい文章を読むと寝てしまいます。本
を読み慣れていない人でもしっかり読み通せて
理解できる、そんな本をつくり、ビジネス書読
者人口を増やしていけるよう頑張ります！

ひとり暮らしを初めて1か月が経ちました。学
生時代にも経験はありますが、今回は家族の
近くを選んだのであまり以前と変わらない生活
をしております。ただ、固定費に家賃が上乗せ
されたので、貯金が出来そうにありません（笑）
最近は、なんとなくいじっていた株を自社の本
を読んで勉強しております。初めに読むのな
ら、やっぱり『日本一カンタンな「投資」と「お
金」の本』が良かったです。あと『勝つ投資、負
けない投資』もいいなぁ…と改めて思います。

はじめまして。今回が初「ぶつぶつ…」です。
今回のぶつぶつネタは最近観た映画「２分の１
の魔法」についてお話します。今年３月の公開
予定がコロナで延期になり、やっと公開されま
した。しかし、なんと気づいたら今年の「２分の
１」が終わっていました。まるで「魔法」みたい
です。映画は、これでもか！と、張りめぐらされ
た伏線を回収するストーリーに感動です。ED
の「全力少年」は良い曲ですが、映画に合って
るか、ないかは少し意見が分かれそう。

この「かわら版」のデザインをしてくれている
デザイナーの長田君と残業をしていると、1匹
のセミがオフィスに入ってきました。定期的に
鳴きだすセミが、私は気になってしかたがなか
ったのですが、そんな状況には目もくれずに
黙々と仕事をする長田君。さすがです！とはい
え、帰り際、まだオフィスの中にいるセミの捕
獲に悪戦苦闘するはめに。「うわっ」とか「うお
っ」とか言いながら、夜遅くにセミと戯れる大
人2人。今日もわが社は平和です。

Huluオリジナル、水原希子の『ブラを捨て旅
に出よう』全6話イッキ見。このために登録＆
解約（笑）半分フィクション故、毎回現地で出
会う人たちは仕込み…とはいえ旅を盛り上げ
てくれ、希子ちゃんのリアクションもそこは
素。日本語が話せるインドの少女姉妹の棒読
みが可愛いw ガンジス川で沐浴、トルクメニ
スタンの砂漠で野宿、カッパドキアの熱気球
から見る日の出…希子ちゃんと旅気分で視野
も広がります♪

ここ数年、肩とか背中とかが凝り固まって痛い
のをガマンしながら仕事をしていましたが、筋膜
リリースをやってくれるサロンにいったら、首や
ら脇の下やらの筋肉がすごく硬いと言われまし
た。以来、自分でもお風呂で首の前側と脇の下
をマッサージをしています。サロンでやってもら
った時のように痛いくらい強めに押したり、揉ん
だり。２カ月くらい続けたら、自分でわかるくらい
筋肉が柔らかくなって、体も驚くほど楽になりま
した。次は腰もなんとかしたいと考えています。

ありがたいことに、毎週、著者候補となるような方
を友人・知人から紹介していただいてます。編集者
としての実績や、社長だから話が早いという理由も
あるでしょうが、それと同じぐらい、25年の編集キ
ャリアと15年の出版社経営による信用というの
も、人を紹介していただける理由だと思っていま
す。飽きずに、目移りせずに、ひとつのことを続け
ることが信用を生みます。この信用を大事にしなが
ら、それにあぐらをかくことなく、最新の知識や技術
を学び活用しながら進化していきたいと思います。
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探究型読書とは…

売れのポイント

著者紹介 こんな
展開が
オススメ！

仕掛け用販促物も
ご用意しております。
是非、ご活用下さい♪

発売後、即重版
かかりました！
（9月３日出来）

日経新聞半5段広告
が掲載されます。
（8/24　　4面）

「本を読む」ことそのものより、「本を手掛かりにして、考えること」を
推奨するメソッドです。記述された内容をそのまま受け取るだけでな
く、自分が持っている問題意識をフィルターにして本の内容をスキャ
ンし、自分に必要な情報をピックアップしていきます。ビジネスパー
ソンの能力開発や教育現場でも注目され、これからの時代に求めら
れる「問う力」を養うことができます。

所長・松岡正剛が情報編集の技法として提唱した「編
集工学」を元に、企業の人材組織開発、理念ビジョン策定、

書棚空間のプロデュースなど、個と組織の課題解決や新たな

価値創出を「編集工学」を用いて支援している。本を活用す
る共創型組織開発メソッド「Quest Link」、近畿大学「ビ
ブリオシアター」、理化学研究所「科学道100冊プロジェク
ト」、良品計画「MUJI BOOKS」などを展開。 「編集工学」
については、オンライン・スクール「イシス編集学校」でその

メソッドを学ぶことができる。「生命に学ぶ・歴史を展く・文

化と遊ぶ」が、1987年創設以来の仕事の作法としている。
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編集工学研究所
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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 バックオフィス・noteはじめました!探究型読書 4

Highlight!

始めました。



そして4位にランクインしたのが『Doesn' t  Hur t to Ask』。

筆者は元下院議員で検事だったトレイ・ガウディ氏。効果的な

コミュニケーションの取り方、議論や説得について、法廷や議

会での経験を活かして語ります。メッセージを効果的に伝える

ために必要な考え方は、仕事だけでなく日常生活でも十分に活

用できるものです。コミュニケーションについて深く学べる一

冊です。

最後に紹介するのは5位の『Evil  Geniuses』。資本主義や不

平等、超富裕層がどのようにして生まれたのかを詳しく解説し、

現在の2020年に至るまでのアメリカの歴史を作り出した「邪

悪な天才たち」について、筆者は語ります。歴史や経済に疎い人

でもわかりやすく、いままでのアメリカとこれからのアメリカに

ついて学べる話題作です。

今月は、大統領選挙が近づいていることも関係しているのか、

アメリカという国の現状やトランプ大統領についての本が多く

ランクインしました。来月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もお楽しみに！

このコーナーでは、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。

９月に入り厳しい残暑も次第に落ち着き、街は少しずつ秋らし

くなっています。セントラルパークの紅葉は、例年であれば今月

下旬から11月にかけて見頃を迎えるようです。コロナウイルス

の影響を受け閉館していたMoMAやメトロポリタン美術館も

次第に営業を再開しています。まだまだかつてのNYの賑わい

を取り戻したとは言えませんが、芸術の秋ですから、紅葉や美

術や読書で少しでもこの秋を楽しんで過ごしていきたいです

ね。それでは、８月のランキングを見ていきましょう。

まず1位となったのが『Disloyal』です。この本はトランプ大統

領の顧問弁護士を務めた元腹心であるマイケル・コーエン氏に

よる暴露本です。トランプ大統領の腹心でなければ知り得ない

「本物の」トランプがこの本には記されているのだとか。この本

の出版を巡って、コーエン氏は刑務所に収監され、現在も自宅

拘禁で過ごしているなど、かなりの話題を呼んでいる一冊で

す。発売は９月上旬ですが、その前から本書は予約が殺到し、ラ

ンキングは1位になっています。

8月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

The 48 Laws of Power

（仮題）デマ：ドナルド・トランプ、FOXニュース、そして危険な真実の歪曲
著：ブライアン・ステルター

Hoax: Donald Trump, Fox News, 
and the Dangerous Distortion of Truth

（仮題）邪悪な天才たち：アメリカが歪められてきた近年の歴史
著：カート・アンダーソン

（邦題）権力に翻弄されないための48の法則 上・下（パンローリング）
著：ロバート・グリーン

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

（邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

（仮題）不誠実：
　　　回想録：ドナルド・J・トランプ大統領の元個人弁護士による真実のストーリー
著：マイケル・コーエン

Evil Geniuses: The Unmaking of America: A Recent History

（仮題）質問しても害はない：
　　　質問力を使ったコミュニケーション、つながり、そして説得
著：トレイ・ガウディ

Doesn't Hurt to Ask:Using the Power of Questions to 
Communicate, Connect, and Persuade

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids
About Money That the Poor and Middle Class Do Not!

Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former
Personal Attorney to President Donald J. Trump

（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

How to Win Friends and Influence People

（邦題）過剰なのに満たされない：
　　　わが一族はいかにして世界で最も危険な男を生み出したのか
著：メアリー・L・トランプ

Too Much and Never Enough: 
How My Family Created the World's Most Dangerous Man

Begin Again: 
James Baldwin's America and Its Urgent Lessons for Our Own

（仮題）もう一度始めよう：
　　　ジェイムズ・ボールドウィンによるアメリカと私たちのための緊急レッスン
著：エディ・S・グロードJr.

クロスメディア・パブリッシング、 始めました。
文章や写真、イラスト、音楽、映像など、様々な情

報を投稿できる媒体です。クロスメディアでは主に

「本」にまつわる投稿を編集・営業問わず全社員で

取り組んでいきます！営業や注文書では伝えきれな

かった本の魅力をお伝えします。

など…少しでも、読んで「役に立った！」
「おもしろかった！」と思っていただける
ような情報を発信していきたいと思います。

クロスメディアでは…

気になった記事は
是非読んでみてください♪
https://note.com/crossmedia

本の制作
の裏側

著者
インタビュー

イベント
レポート

note
とは…

「ムダ!!」をなくして売上UP
発売後
即重版

売れて
おります!

本書は、会社全体の業務（バックオフィス）の最適化の方法を「経
営戦略」としてお伝えするのが目的です。特に、ペーパーレス化、
テレワーク体制など、デジタルトランスフォーメーション（DX）
に取り組みたい方々に適しています。しかも現在、新型コロナウ
イルス感染症の世界的な流行などを受けて、多くの会社では仕
組みやツールが整っていない状態であってもテレワークなどを余
儀なくされ、こうした問題は経営戦略上でも「喫緊の課題」となっ
てきました。本書では、そうした現状に対して、経営の視点でど
う対応していくべきかを、わかりやすく解説します！

『
』
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販促物もございます！“売れている今”
ぜひ、仕掛けてみてください！

展開写真
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