
先月から体を動かすことを心がけています。今
まで運動不足は感じていましたが特に意識を
せず過ごしていました。ところが、先日自分の
体に点数をつけてくれるアプリで測定したと
ころ想像以上に自分の体の点数が低く驚くと
ともに危機感を感じ運動することを決意しまし
た。まだ２週間ほどですが、週に１回「ゼロジ
ム」に通いストレッチや1日１万歩を歩くことを
目標にしています。次回の測定では少しでも
点数が上がっていることを願っています。

この前、「風の谷のナウシカ」の漫画を全巻読
みました。有名な話しかもしれませんが、映画
の内容は、原作のほんの一部です。映画では
語られていないところが壮大すぎるというか、
難しすぎて、読むのがすごい疲れました・・・映画
には出てこない国や民族が出てきたり、映画で
描かれていない巨神兵の秘密があったり、理
解するのに一苦労しました。それでも、やっぱり
面白いですし、映画とは全く異なるエンディン
グなので、是非、読んで頂きたいです。

旅行雑誌が好きです。カラフルで様々な情報が
凝縮されているので、旅先に行かなくてもあれ
やこれやと妄想できるのがとても楽しいです。
特に今年は旅行に出かけるのが難しいこともあ
り、より雑誌を買う機会が増えました。一見、そ
こまで情報を入れてしまうと実際に訪れた際の
感動が半減してしまいそうですが、実際旅先に
行ってみると必ず発見があるのでいいですよ
ね。（ちなみにスポーツを見るときはハイライト
ですら結果を知らないで見たいタイプです）

デスクワークで机の前で過ごすことも多くなっ
てきました。そんな中、会社付近のランチ探し
にハマっております。オフィス周辺で日ごとに
変わるキッチンカーは魅力的です！また、水曜
日の午前中にくる移動式のパン屋さんは、お
いしくてついついたくさん買ってしまいます。
そして、最近見つけた中で最も印象的なのは
店員さんのクセの強い蕎麦屋です（笑）。もち

スマートウォッチを購入しました。今までも興味はあっ
たのですが、高額だったり重そうだったり…と先入観を
捨てきれずなかなか買うことができませんでした。しか
し、先日借りる機会があり、試したところ1週間でなくて
はならないものになりました。時間だけではなく、歩数・
心拍数・ストレス値なども知ることができるので、すごく
楽しめます。仕事が溜まっていると心拍数があがりスト
レス値も上がるので、スリルを数値で感じることができ
ます。プライベートだとホラー映画を見ながら数値チェ
ックするのも面白いです。面白いほど上がります（笑）

来週末、ひとり15,000円の焼肉を食べに行きま
す。結婚記念日です。毎年記念日は妻憧れのちょ
っといいお店に背伸びして行きます。去年は
6,000円のトンカツを食べに行きました。ただ、
濃厚すぎる脂身に終盤にはふたりとも苦悶の表
情に。でも6,000円だと思った途端に美味しく感
じました。今回はその倍の金額。たとえ「やっぱり
焼肉は牛角が身の丈にあってるな」と思っても、
美味しく感じられるのは確実です。人の味覚や認
識すら変える、それが15,000円のチカラです。

冬の健康対策を宣言しておきます（笑）。①玄米（レ
ンジでチン）。インスリン分泌で頑張る膵臓を労る
②マカパウダー。ゴボウ味ぽい？「ホルモン分泌の
促進と正常化」に期待！③発酵食品は食物繊維（お
通じのために水溶性で）をエサにするのでセットで
摂取④ukaのスカルプブラシ「ケンザン」。洗髪＆
頭皮マッサージ⑤アムリターラ「ヒマラヤ岩塩バス
ソルト」。ほのかな硫黄の香りとミネラル成分で温浴
⑥Casey Hoさん（YouTube）のpop pilates。
音楽に合わせて行うピラティス。寝る前と休日に。

今月観た映画はデヴィッド・フィンチャー監督
の最新作「マンク」です。名作「市民ケーン」
の脚本家を主人公にして、全編モノクロ映像
で制作の裏側に隠された物語と「市民ケー
ン」へのオマージュがふんだんに込めた映画
です。この映画がネットフリックスの協力で作
られた意味はとても大きい感じました。12/4
からネットフリックスで配信されるので、ぜひ
観てみてください。ただし、映画を観る前に
「市民ケーン」の予習はマストかと…

2020年は社会人になって10年目の年。その
ほとんどが営業職だったため「人に会うこと」
で仕事をしてきました。そんな節目の年に、これ
ほどまで人に会えない状況になるとは思いもし
ませんでした。いろいろと大変なことも、悩むこ
とも多い1年でしたが、いつか振り返った時、自
分にとって良い1年だったと言えたらと思いま
す。今年は生活も社会も大きく変わった1年と
なりました。その中でも皆様には大変お世話に
なりました。どうぞ良い年をお迎えください。

取引先にアポイントを取ってから伺うのが一般的
な営業で、書店員の方でも「ちゃんとアポイントを
取ってから訪問をしてください」と出版社に言う
方もいます。一方で、「アポイントがあると時間を
固定されてしまうので、アポなしで来てもらった
ほうがありがたい」と言う書店員の方もいます。
対面営業についていろいろと議論される今日で
すが、お会いして話をする営業がなくなると、仕
事の活気がなくなると思います。お仕事中に恐縮
ですが、引き続き営業に伺わせていただきます。
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今月のお休み

しかけ店
続 !々!

＊本書では、「色」を通じて自分の色＝自分軸をイメージしながら、
　日々、心を潤していく生き方をご提案します。
＊暮らし、ファッション、インテリア、風景、もの選び、過去や未来との向き合い方…
　「色」を取り入れるだけで、毎日はもっと素敵に変わります。
＊モノトーンのように閉塞した空気の中で、不安を感じている人が明るくなれる書籍です。

みなさまから好評の販促物もご用意しています♪

人気イラストレーター
Cato Friendさんのイラストを
使用した華やかなパネルです！

横田真由子氏の既刊本も好評発売中!!

売り場も毎日の生活も華やかに!

『 』

既刊本との

併売が
おすすめです。

『本当に必要なことは
すべて「ひとりの時間」
が教えてくれる』
978-4-295-40333-3 978-4-8443-7470-1

『本当に必要なものは
すべて「小さなバッグ」
が教えてくれる』

2.3万部3.2万部

売れ行き良好です！
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②
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日々の暮らしが
テーマです。
実用コーナーでの
展開がマッチします!
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Highlight!

『

』



1920年ごろ、軍用の時計などにラジウム塗料を塗る仕事があり、

工員として労働者階級の女性を募ったそうです。当時ラジウムは発

見されたばかりの物質で健康にいいと謳われており、この仕事は高

給だったのもあって憧れの存在でしたが、次第にそこで働く女工た

ちの体に異変が起きます。被爆してしまったのです。しかし、工場や

企業はその事実を認めず、女工たちの戦いが始まります。逆境に立

ち向かい、企業と戦った女性たちから多くのことが学べる一冊です。

最後に紹介するのは7位の『Hillbilly Elegy』です。本書で描かれる

のは、著者であるJ・D・ヴァンスとその家族についてです。貧困にあ

えぐヴァンスの家族たちのエピソードの一つひとつが、いまのアメリ

カの問題を象徴しています。本書は邦訳も刊行されていますが、詳

細な描写に加えてユーモアも交えながら、アメリカの白人労働者階

級の抱える問題を分析しています。ニューヨークタイムズやウォール

ストリートジャーナルでもオススメされており、「アメリカの現在」や

「貧困」に興味のある人は必読です。

今月は、大統領選を終えたことも関係しているのでしょうか、アメリ

カを支える労働者に関する本が多かったように思います。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

をお話していきます。

12月になり、2020年も終わりを告げようとしています。今年は、新型

コロナウイルスの影響を受けて、私たちの生活が大きく変化した一年

だったと思います。そんな年であっても、年末にはクリスマスが待って

います。もともとニューヨーカーはクリスマスを家族と家で楽しむこ

とが一般的ですので、クリスマスだけは例年通りの時間が流れるので

はないでしょうか。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『Hear That lonesome Whistle 

Blow』です。本書はアメリカの鉄道がどのようにして作り上げられた

のかを丁寧に紐解いていきます。広大な北米大陸に鉄道を敷くのは

簡単なことではなく、その建設にはさまざまな工夫やチャレンジが

ありました。しかし、その裏側には、ネイティブアメリカンへの迫害や

労働者からの搾取、生態系を破壊したことなど、暗い一面もありま

す。日本でも30年前に邦訳が出版されている本書は、こうした鉄道

建設の物語を読み解いていくことで、現代においても忘れてはいけ

ない教訓を学べるベストセラーです。

そして、2位にランクインしたのは『The Radium Gir ls』です。

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）

Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis

（邦題）世界で最も危険な男：「トランプ家の暗部」を姪が告発（小学館）
著：メアリー・トランプ

（邦訳）ヒルビリー・エレジー～アメリカの繁栄から取り残された白人たち～（光文社）
著：J.D.ヴァンス

How to Win Friends and Influence People （邦題）人を動かす（創元社）
著：デール・カーネギー

The 48 Laws of Power （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

（仮題）思考は現実化する：21世紀新版
著：ナポレオン・ヒル

（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

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

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオレン・ヒルThink and Grow Rich

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

Think and Grow Rich: The Landmark Bestseller 
Now Revised and Updated for the 21st Century

（邦題）聞け、あの淋しい汽笛の音を：大陸横断鉄道物語（草思社）
著：ディー・ブラウン

（仮題）ラジウムガールズ：アメリカの輝く女性たちの闇のストーリー
著：ケイト・ムーア

Hear That Lonesome Whistle Blow: 
The Epic Story of the Transcontinental Railroads

The Radium Girls: The Dark Story of America's Shining Women

（仮題）嵐の前の静けさ
著：デイブ・ヘイズCalm before the Storm

ミニマリストたちのリアルな声を
集めた

BESTアイテム45
も収録！！

是非、展開にご活用ください♪
目を引く拡材も作成いたしました!!

（左：パネル／右：POP）

観葉植物スタンディングデスク etc...リュックサックサーキュレーター

ミニマリストのようにお部屋作りにこだわり、少ないモノで暮らし、機能的で質の良いアイテムを選び、モノを
配置していけば、部屋を片付ける必要すらもなくなっていきますし、買い物や掃除などの家事も減っていきます。

本書では、モノを減らし、必要最小限のモノだけで暮らすことで、
ストレスを減らし自由と豊かさを得る方法を解説しています。

『
』

『月10万円で
 より豊かに暮らす 
 ミニマリスト生活』

との併売がおすすめです！

シリーズ
前作

『科学的な適職』
転職・複業（副業）・独立…キャリアの多様化が
進む時代に、自分にぴったりの仕事を選ぶには？
この本は、 エビデンス（科学的根拠）に基づき、
“「キャリア選択」という正解のない悩みに答え
を出す方法” を具体的に解説します。

『2025年、
人は「買い物」をしなくなる』
小売・メーカー・ECでまさに起きているイノベーション
を伝えつつ、「およそ5 年後の近未来」を予測するこ
とが本 書のテーマです。「デジタルシェルフ」とい
うキーワードを通して、 これまでの消費の変遷やこ
れからのトレンドを、やさしくお伝えしています。

みなさま、今年もありがとうございました！
来年もよろしくお願いいたします!

『最高の体調』
本書では、私たちが抱える体の不調に対して総合
的なアプローチを行っています。 第3章では、 免
疫システムを正常に動かすための具体的な実践法
について詳しく説明されています。 進化医学の観

2020年
も

残り僅か!! ご紹介します!
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