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今月のお休み

クロスメディアかわら版
Vol.148 2021.1
1 新年のご挨拶

原大士

新年明けましておめでとうございます。クロス

モデル・田中美保ちゃんといえばセブンティー

メディアに入社して新年を迎えるのは、今年で

ンで毎号表紙を独占していたカリスマ。当時は

中平麻衣子

Daiji Hara

3 度目となりました。毎 年ここで新 年の目標を

何枚切り抜いたことか…今は夫・稲本潤一さん

Maiko Nakahira

掲げておりますが、年末は「まだまだだったな」

との間にお子さんも産まれ 、未だにキュート。

と反 省ばかりしてしまいます。特に、昨 年はい

そんな美保ちゃんの12月新刊が癒し( ´ ▽ ̀

ろいろなことに動じてしまう自分が浮き彫りに

)美保ちゃんらしいナチュラルな着こなしやメイ

なり、個人的に大きな節目だったような気がし

ク、ママバッグの中 身紹 介などにほっこり♨

ます。今年は「やるべきことを淡々と」を目標に

1 0 代は超ギャル でそれがまた 魅 惑 的 でした

日々を送っていければと思っています。今年も

が、肩の力が抜けた今も素敵。ずっとモデル業

何卒よろしくお願いいたします。

界に居続けてくれて嬉しいです♡

板敷拓

今月観た映画は「新解釈・三國志」です。登場

先日、
「新解・三国志」を観てきました。初めて

する役 者 たちが 驚くほど 豪 華！有 名 女 優 の ○

映画館で声を出して笑ってしまいました。周り

北本駿介

Taku Itashiki

○がまさかあんなシ ーンで 出 てくるとは… 笑

も声を出して笑っていたんで、私一人だけじゃ

Shunsuke Kitamoto

ってスカッとできるストーリーなので 、歴 史に

ないです(笑)ちゃんとマスクもしていたので、

興 味がなくても、三 国 志のことをよく知らなく

飛沫は飛んでいないはずです！とりあえずムロ

て も、充 分 に 楽しめ ると思 います 。ドラ マ の

ツヨシさん、大泉洋さんがめちゃくちゃ面白く

「 今日から俺は! ! 」やムロツヨシ 、大 泉 洋が好

て(笑)ちなみに「キングダム」のセットもそのま

3 対峙力

ま使っているシーンもあるので、よく観察しな
がら見てほしいです！ということで今年も宜しく

100本！

お願い致します。

鈴木翔太

先日映画を観に行きました。久しぶりにひとり

年末近くになると、1年で何が変わったかについて

で過ごす休日だったので、時間を有効活用しよ

考えるようになります。身の周りの変化は色々あり

岩瀬恵理子

Shota Suzuki

うと朝一の上映を予約しました。公開前からす

ましたが、私自身だと、2020年は昨年切った髪を

Eriko Iwase

ごく楽しみにしていた映画だったのですが、ま

1年がかりで伸ばしました。切ってすぐは夏だった

ずそもそもそんな時間なのでまだ建物自体がオ

ので非常に快適だったのですが、昨年の冬は寒か

ープンしておらず、特殊な導線を辿らないと映

ったです。まぁ、今は元通りに肩まで伸びたのでと

画館に到着できずに迷子。上映中は睡魔に勝

ても暖かいです。夏まで伸ばそうと思います。と、

てず爆睡…大泉洋、ムロツヨシ、佐藤二朗など

あまり身の無い話をしてしまいましたが、2020年

大好きな俳優さんがたくさん出ていたのですが

も大変お世話になりました。ありがとうございまし

…もう二度と朝イチにはしないと決めました。

た。2021年もどうぞよろしくお願いいたします。
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去年の今頃、
このような１年を送ることは日本中の誰も予期できなかったと思います。
あらためて、私たちは不確実な世界で生きていると実感しました。
そして、
そんな世界
にとって本は知恵と元気を与える大きな役割を持っていると思いました。
この1年で、社会のあらゆることが変わりました。
そのことにより、私たちのビジネスや
働き方も大きく変わり、
ビジネス書として扱うテーマも変化してきています。
また、
テーマ
だけではなく著者についても、YouTuberやSNSを利用したインフルエンサーの
台頭といった変化がありました。当社としては、
この変化に先んじた出版活動を
行い、読者のみなさんへ新しい価値を提供していきたいと考えています。

米国大統領選挙が大詰めです。ここ日本ではま

仕事の関係もあって家にもわりと本があるんで
すが、本棚に入らず床に直置き状態が続いてい

古川浩司

揄されています。そのマスゴミの端くれとして

たので年末に掃除をしたら、子どもの本も含め

Koji Furukawa

は、情けないかぎりですが、一矢報いるべく企

るとダンボール8箱分に。すべて地域の資源ご

一方で、出版企画会議での審査を厳格化することにより、全体のヒット率が上がり、

画を用意できれば、と。政治的な意味ではなく、

みに出しました。積ん読の本は残すべきか迷っ

やはり社会に対して価値あるボールを投げられ

たのですが、
「必要になったらまた買おう」と。

なんとか増収・増益の業績とすることができました。

なければ、本もまた、ゴミであると思うのです。

雑誌や書籍の紙は、リサイクルで菓子箱（紙器
用の板紙）とか書籍用紙になるらしいので、ま

きるよう、日々読者の真のニーズ・ウォンツとは

た巡り巡って、どこかで「あの時の紙（？）」に再

何か？ を考えています。

会するかもしれません。

インパクトを出していきたいと思います。
そして、書店、取次の皆様の利益に寄与
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

大沢卓士

『 おいでよどうぶ つの 森 ポケットキャンプ 』に
ハマっています。あつ森ではなくポケ森。ニン

戸床奈津美

Takashi Osawa

回かは体 調を崩します 。特に冬が苦 手なんで
す 。ただ 、最 近自分 が 風 邪をひく要 因 がわか

テンドースイッチのほうではなく、スマホアプ

Natsumi Todoko

りました。それは「 冷え」です。
「なんだ」と思

リのほうです。スイッチが品薄で手に入らなか

われ るかもしれませ んが 、意 外とあなど れま

ったので代わりに始めたのですが、想 像 以 上

せ ん 。これまで 家 で は 半 袖・半 ズ ボン でした

にハマり、気づけば課金の沼へ…。どうぶつた

が 、長 袖・長 ズ ボン＋腹 巻 の おかげ で だ い ぶ

ちとキャンプを楽しむほのぼのゲームですが、

いい 感じに過ごせています。非 常に寒 い日が

その裏には、脳を興 奮させる仕 掛けが綿 密に

続 いておりますが、皆 様も体 調にはお 気をつ

施されているようです。ガチャを回すたびにド

けください。

ーパミンが、
ドバドバ…。おそろしの森…。

当社の話でいうと、昨年は10万部を超える大ヒット作が出なかった年でした。

今 年は、たくさんの大ヒット作を生み 出し、
ビジネス書の出 版 社として社 会に

私は非 常に風 邪をひきやすい体 質で、年に何

』

パブ続々
決定!

Fax : 03-5413-3141 http://www.cm-publishing.co.jp

ともな報道が一切されず、
「マスゴミ」などと揶

だからこそ、読 者が求 めている情 報を提 供で

『

4 スタッフのつぶやき…

とても大変なことだったと思います。感謝を申し上げます。
ありがとうございます。

きな人にはとてもオススメです。2021年もた

Hidemi Kawabe

アメリカのビジネス書トレンド

旧年中は書店、取次の皆様には大変お世話になりました。
コロナ禍での店舗営業は

くさん映 画・ドラマを観たいです。目指 せ 年 間

川辺秀美

2

Highlight!

申し上げます。

代表取締役

小早川幸一郎
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12 月の TOP10
順位

タイトル

（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

Range:Why Generalists Triumph in a Specialized World

（邦題）RANGE（レンジ）知識の「幅」が最強の武器になる（日経BP）
著：デイビッド・エプスタイン

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

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

（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

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

Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build
Good Habits & Break Bad Ones

（邦題）ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣（パンローリング）
著：ジェームズ・クリアー

Post Corona: From Crisis to Opportunity

（仮題）ポストコロナ：危機から機会へ
著：スコット・ギャロウェイ

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

（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

Extreme Productivity: Boost Your Results, Reduce Your Hours

（邦題）ハーバード式「超」効率仕事術（早川書房）
著：ロバート・C・ポーゼン

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。

そして、6位にランクインしたのは『Atomic Habits』です。邦訳版
も発売されている本書では、今日から実践できる成長の仕組みを

あけましておめでとうございます。壮絶だった2020 年を越えて

学ぶことができます。ビジネス、人間関係や健康など、目標は何で

あっという間に2021年を迎えましたね。今 年は一 体どんな年に

あれ、成長のためには、毎日行動するという「習慣」にする必要が

なるのでしょうか。

あります。本 書は、一人ではなかなか難しい習慣化のために必要

１年の始まりである１月は、NYの１年の中でも最も寒い季節と言

な考え方や、科学的に裏付けされた方法を知ることができるベス

われています。この時期のNYに訪れる機会があれば、かなりの防

トセラーです。

界 的 資 産 運 用 会 社の 会 長 や 複 数の 役 職を 務めな がらハーバー
まずは、2位にランクインした『Range』です。複雑になっていく世

ド・ビジネススクールで教鞭を執ってきた著者が、自身の経 験を

界の問題に対応するために、現在、それぞれの分野で「超専門化」

踏まえた仕事術を伝授する一冊です。会議の方法やスピーチの準

した人間が求められています。しかし、筆者はそのようなキャリア

備など具体的なアドバイスや、生産性を落とさないための考え方

を勧めません。深いけど狭い「超専門化」ではなく、多くの物事に

が記されています。
「 とにかく効率よく成 果を出したい！」という

触れて知識をつけた「range（幅）」のある人間こそ次の時代に生

ビジネスパーソンは必読です。こちらも邦訳が出ています。

き残れるのだと語ります。
調査や学術研究を踏まえた説得力のある一冊で、個人のキャリア

今月は、キャリア形成やスキルを磨くための本が多かったように

だけでなく、人事や子育てにも使える考え方でしょう。2020 年

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。

3月には邦訳 版『R ANG E（レンジ）知 識の「幅」が最強の武 器に

それでは次回のランキングもお楽しみに！

（ 1月下 旬 出

来予定）

売り逃しがないように

発売前から話題となり、発売前重版かかりました!
本書は、根は人見知りで小心者ながらホリエモンチャンネルで7年間MCを務める
著者が、数々の著名人と「対峙」する中で身につけたコミュニケーション術を具体的

に解説しています。
「 自己紹介では名前だけ言う」
「 会話のチェックリストをつくる」

「スカウターで戦闘力を判定」
「 嫌いな人や嫌な話題ほど深堀る」など、すぐに実践
できて効果のある、独自のテクニックが満載!!

介
著者紹

ベンチャー女優・タレント・司会。1989年生まれ。明治大学文学部文学科演劇学専攻卒業。
2004年芸能界デビュー後、2012年芸能事務所との専属契約を終了して独立。
YouTubeチャンネル「ホリエモンチャンネル」や「B.R.CHANNEL」等でMCを務めるほか、
多岐にわたり活動。
7年以上「ホリエモンチャンネル」のアシスタントMCを務め、堀江貴文氏をはじめ、数々の著名人のトークを回し続けている。

掲載済みのパブ情報

堀江貴文氏

（登録者数117万人）
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『ホリエモンチャンネル』
で、 回紹介されました!

4

パネル

（12/3、12/9 、12/10、12/11）
「ホリエモンチャンネル」より

今後、掲載予定のパブ情報

02

Pub

最後に紹介するのは9位の『E xtreme Productivit y』です。世

3刷決 定 !

パブ
決定! ご注意ください。
続々

寒対策が必要ですよ。
それでは今月のランキングを見て行きましょう。

発売

』

（仮題）富は一日にして成らず：明るい家計の未来への365日
著：ブルック・M・スティーブンス

なる』が発売されています。

（金）
12/11!

Pub

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

『

邦題（ 翻訳書がないものは編集部訳 ）

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

Wealth Happens One Day at a Time:
365 Days to a Brighter Financial Future
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◎You Tubeチャンネル『新R25編集部』
◎新R25（堀江貴文氏との対談）／新R25（注目の書籍）
◎B.R.CHANNEL Fashion College（登録者数18.1万人）
◎biz SPA!フレッシュ（著者インタビュー）
◎堀江貴文氏メルマガ配信
１月予定

◎東洋経済オンライン ◎日経新聞広告

上：ホリエモンpop／下：pop

