
ずっと楽しみにしていたノーラン監督の
 『TENET』を観ました。正直、途中から話の筋
がわからなくなり、理解を諦めてボーッと観て
いました。派手な演出が続く画面を眺めなが
ら、頭の中は「なんかよくわかんないけど、すご
い！」「突っ込んだ！」「燃えた！」「爆発した！」
 「やられた！」という感じでした。それでも面白か
ったのがすごいです。真のエンターテインメント
は、原始的な感情を突き動かしてくれるんだな
と思いました（ということにしておきます）。

最近、天気が悪い日が多いせいかほぼ毎日、
偏頭痛に襲われています。普段なら1週間ほど
で終わりますが今回は3週間くらい続いていま
す。大学のころに初めて偏頭痛になり、医師か
らは群発性偏頭痛といわれました。目の奥がえ
ぐられる様な痛みがあり、片目だけ涙が出て、
片目だけ充血して、もう仕事どころじゃありま
せん。患部を冷やしたり、血管を圧迫したりし
て痛みを和らげていますが、ひどい時は叫び
たいほどの痛みがあります。もう嫌です。

サッカーのイングランド（プレミアリーグ）はい
まだ無観客ですが、無事新シーズンの幕を開
けました。私が６年程前から応援しているチー
ムは、スーパースターの獲得はできなくても、
ブレイクする選手が続々と登場し、限られた選
手層の中でメガクラブと対等にやりあうチーム
になりました。これは何においてもそうです
が、こういったお金や力がなくても戦略や工
夫、努力で自分より強いものに向かっていく姿
というのは本当に心動かされますね。

ここ数年、持続的成長とか、持続可能性という言
葉をよく耳にします。英語だとサステナビリティと
いうのでしょうか。「持続」が社会や企業のテーマ
になっています。これまでのやり方では持続が難し
く、生き残れない。ここで一度立ち止まって考えて
みようということのようです。これは個人一人ひと
りの働き方にも言えることだと思います。人生100
年時代を迎える中で、自分らしく、そして長く働き
続けるにはどうすればいいのか。今回、田原総一
朗さんの『90歳まで働く』を作りながら考えました。

最近、錦糸町でおいしいベトナム料理屋を見
つけました。会社近くでタイ料理・ベトナム料
理を食べに行くことはありますが、家の近くで
開拓できたのは初めてです。特に蒸し春巻き
がお気に入りで、甘辛い酢みたいなソースを
かけて食べるのにはまっています。他にもフォ
ーが絶品で、麺がモチモチしていて食べ応え
バッチリなのが癖になります。海外旅行に行き
づらい世の中ではありますが、料理で多国籍
を楽しんでいる今日この頃です。

今月観た映画はクリストファー・ノーラン監督の
「TENET」です。さっそく社内で「TENET」
を観たという話をしたら、SPメンバー５人中
３人が観たという反応が…！みんな映画に飢
えています。映画の始まりやオチ、あそこがよ
くわからない！という話をしたいものの、まだ
観ていない人がいると、どこを話してもネタ
ばれになってしまうので、うかつに話せない
歯がゆさが…。まだ観てない二人も早く観に
行ってください！

衣替えの時期ですね。大まかに年2回あるこの
イベントのたびに、自分の体形が変わっている
現実と向き合う羽目になります。夏から冬はま
だまし。冬から夏は毎回スーツのズボンがきつ
く感じます。今回は夏から冬。大丈夫だろうと
秋冬物のスーツをクローゼットから引っ張り出
して履いてみる。ん？これはちょっときつ・・・・く
はないから気のせいだと自分に言い聞かせ
て、最近すっかり習慣になってしまった晩酌を
控えようと思うのでした。

クリスティーナ・アギレラ「R e fl e c t i o n 
2020（実写版映画ムーラン）」のMus i c 
Video。22年前17歳でアニメ版を歌ってい
た時と比べ、今回のスケール、ドラマティック
感、半端ない。夜空を見上げながらラストの
「Who I am ～insa～～～id！」聴くと迫力あ
り過ぎて100%泣きます（笑）。映画配信は今
2,980円もするので12月頃まで我慢。映画
の名シーンと歌がピッタリマッチしたこの動画
だけでも。秋にオススメです(*´∇｀*)

10月からクロスメディア・パブリッシングを離れ、
新設されるクロスメディア・デジタルに移ることにな
りました。かわら版発行開始以来、「スタッフのつぶ
やき」を書くこと145回。どうでもいい話も多かっ
たと思いますが、お付き合いいただき、ありがとう
ございました。また、私が営業として訪問させてい
ただいた頃にお世話になりました書店員の皆様に、
この場を借りて重ねてお礼申し上げます。移るとは
いえ、違う角度から書籍の販売促進にも取り組んで
いきますので、今後も宜しくお願いいたします。

今月から当社の16期がスタートします。創業から
の15年の間には、2008年のリーマンショック、
2011年の東日本大震災、そして現在のコロナ
パンデミックと、社会、経済の大きな危機があり
ました。そんな中では、どこの会社やお店も自分
たちの生き残りで必死だと思います。旅で出会
った瀬戸内の島の書店の看板に「小さな本で大
きな知恵」とありました。こういう大変な時だから
こそ、変化の激しい今だからこそ、本の知恵が世
の中に役に立つと思いながら仕事に努めます。

原大士
Daiji Hara

根本輝久
Teruhisa Nemoto

小早川幸一郎
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今月のお休み

86歳のいまも現役のジャーナリストとして、テレビ、新聞、雑誌、SNS等で活躍を続ける田原総一朗氏。その活力は衰えを知らず、
ますます盛んです。「定年」をとっくに過ぎてもなお、仕事を続ける体力、気力、知力の秘密はいったいどこにあるのでしょうか？
田原氏の仕事人生を通じて、人生100年という「超長生き時代」の働き方の手掛かりを探ります。

60歳以降の人生にとって本

当に必要なのは、預貯金よ

りも、収入を得られる元気な

働き方ではないでしょうか。

その作業が「面倒くさい」と
感じられたら、自分が本気
じゃない証拠です。本当にや
りたいことなら、中途半端な
勉強で取り組めば、逆に不満
やストレスがたまるはずです。

学びのタイミングに「いまさら」
はありません。現役のサラリー
マンであれば、学ぶことの
ハードルは低いはずです。

左遷ははじめてのことでは

ないし、とくに慌てることも

ありませんでした。こういう

状況はむしろ「個」としての

キャリアを磨くチャンスにな

ります。

クロスメディアのnoteにて、本書の「はじめに」の試し読み記事を公開しております。
興味のある方は是非、読んでみてください!
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掲載!
（9/25）
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Highlight!

奮闘日誌！

シッキーの



と評されたことのある人気ジャーナリストです。本書では200人

を超える大成功を収めた企業家への取材をもとに、成功する起

業とその構築方法を語ります。企業家たちが成功するまでの道

筋をともに辿ることで、ビジネスをどう作り上げるかを学ぶこと

ができます。新たなビジネスを始めたいという人はぜひ読んでみ

てください。

最後に紹介するのは、9位に入った『The Laws of  Human 

Nature』です。ベストセラー作家であるロバート・グリーンは、

この本で「人間性」について語ります。ペリクレスやエリザベス女

王など歴史上の人物を例に挙げながら人間の本質に近づいてい

きます。そうして、自分自身がどのような性質を兼ね備えていて、

どのような人間であるかを問います。これを応用すると、周りの

人間がどのような人なのかについても理解できるようになれる

かもしれません。自分自身を正しく認識して制御し、他人と上手

に関わる方法を説く一冊です。

今月も先月に引き続き、ランキング上位はトランプ大統領に関連

する本が独占しましたが、一方でビジネスでの成功に関する本

が多くベスト10入りしました。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。

10月といえばハロウィンですが、今年はやはり大規模イベント

の開催は難しい模様です。全米でも最大規模と言われるNYの

ハロウィンイベント、「ヴィレッジ・ハロウィン・パレード」も今年は

中止となってしまいました。寂しいですが、今年はそれぞれの家

でハロウィンを楽しみたいですね。それでは今月のランキングを

見ていきましょう。

まずは、6位にランクインした『How to Lead』。ビル・ゲイツを

はじめとした大企業のCEOや創業者、スポーツ選手など、さまざ

まな人物の人生とそのキャリアを紹介します。本書で紹介する

人々に共通するのは、優れたリーダーシップがあること。過去の

成功者たちの人生を追うことで、読者のリーダーシップの哲学を

育みます。将来リーダーになりたい人やリーダーシップに悩む人

にオススメの一冊です。

そして、8位の『How I Built This』。筆者のガイ・ラズ氏はNY

タイムズ紙で「歴史上最も人気のあるポッドキャスターの一人」

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）

The 48 Laws of Power

（仮題）最も重要なこと：
　　　意思、お金、保険と人生の「もしも」などくだらないことをまとめたガイド
著：シャネル・レイノルズ

（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

The Laws of Human Nature （仮題）人間性の法則
著：ロバート・グリーン

How I Built This: The Unexpected Paths to Success from
the World's Most Inspiring Entrepreneurs

（仮題）私がどうやってこれをつくったのか：
　　　世界で最も刺激的な起業家が語る意外な成功への道
著：ガイ・ラズ

（仮題）健全な社会
著：エーリッヒ・フロム

（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

What Matters Most: The Get Your Shit Together 
Guide to Wills, Money, Insurance, and Life's "What-ifs"

（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

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

The Sane Society

（仮題）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

How to Lead: Wisdom from the World's Greatest 
CEOs, Founders, and Game Changers    

（仮題）どう率いるか：世界最高のCEO、創業者、ゲームチェンジャーの知恵
著：デービット・ルーベンシュタイン

（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

クロスメディアがnoteをはじめました。

どうもクロスメディアでPRを担当しているシッキーです！
じつは、弊社でも先月から note をはじめました。「note ってなに ?!
うーん…とりあえずやれば、 わかるか！」と、まったく何もわからない
ところからスタートして早２か月。 最初は投稿した記事に「いいね！」
が付いても１～３個だったのが、 少しずつ増えてきて、 最近は10 個以
上の「いいね！」が付くことも増えてきました。 けっこう地味な活動で
すが、 読んでもらえた快感はとっても大きいです。
実は、わたくしは前職でも本の Twitter アカウントを開設し、本のキャ
ラクターに扮して、「中の人」を担当していました。今回はnote の更新
担当で「中の人」経験は２回目！Twitter に比べると note は文字数
が多いので、更新を続けるが大変です。しかし、note では長めの内容
で本をしっかり紹介できるので、 とても記事の作り甲斐があります。
今は著者さん、編集者と協力しながら、記事を作成しています。
 「こんな記事が読みたい！」「ウチの○○を取材して欲しい」など、 ぜひ
リクエストあれば営業部にお伝えてください！みんなでつくるクロスメ
ディアのnoteにしていきたいです！（けっして記事のネタに困っているワ
ケではありません…笑）
ぜひこちらから覗いてみてください !
https://note.com/crossmedia

今月最も読まれたnote記事は？

今回は、これまで投稿した21本の記事の中で今月最も読まれたものをベス
ト５でご紹介 !（21本のベスト５なので、ベスト感が薄いのはご愛敬で…）

最も読まれた記事の第１位は 9 月 18 日に発売したジャーナリスト田原
総一朗さんの最新刊『90歳まで働く』の記事でした。 著者の田原さん
は現在 86 歳ですが、今もなお、テレビ・雑誌・新聞・ＳＮＳなどで活躍
を続けています。『90歳まで働く』は、そんな田原さんの活力・気力・
知力の秘訣に迫った一冊です。note では本書の「はじめに」 を公開し
ております。 興味を持ったら、 ぜひご一読ください！

クロスメディアがnoteをはじめました。

ランキング　（2020年９月）

あなたは何歳まで働きますか？ 
人生100年時代の理想の働き方とは
個人とチームの思考を深める、本の読み方とは？
編集工学研究所インタビュー
ダイエットはなぜ失敗するのか？ 
その理由は腸内環境とホルモンにあった！

近ごろ、無性に農業が気になる。そんなあなたへ。

奮闘日誌！シッキーの
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予約注文が
続 来々ています!

その結果…

発売前から

Amazon
ベストセラー

新型コロナウイルスの影響で健康に対する関心がこれまで以上に高まってい

ます。これを期にダイエットしようかなと考える人も多いでしょう。しかし闇雲に

糖質制限をして一時的に痩せても、それは決して健康的な痩せ方ではありま

せん。本書では、シンプルに「食事法」に着目し、それを改善することで、健康を
手にし、ダイエットもできるということをエビデンスベースで解説しています。
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outuber!!在庫の確保、お早めにお願いいたします!m(_ _)m

第1位※

』『

※肥満・メタボリックシンドローム／自然治癒力・免疫力／保険食・食事療法／食品・栄養学／食品科学（9/18付）
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