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1 体調・適職新帯リニューアル!

子供の頃はゲームやマンガに興味のない父親を

「好きなものがよくわからない」というのがちょ

つまならいオトナと思っていましたが、大人になっ

っとした悩みです。先日、1月新刊の「ビジネス

原大士

た自分はそんなつまらないオトナになっていまし

パーソンのためのクリエイティブ入門」の原野

Daiji Hara

た。そんな私も最近はゲームとマンガを楽しんで

守弘さんの書店イベントに伺い、その中で「人

います。今、ゲームはPS4の『龍が如く7』で、マ

は 社 会 性を求 められると好きがなくなって い

ンガは『呪術廻戦』に夢中です。大人になっても

く」というお話にハッとしました。会社とか家と

子供と同じことで楽しめるのが不思議ですが、き

か、組 織があれば 役 割を求められ 好き嫌 いを

っと感じ方や捉え方は違うんだろうと思います。

言いにくくなりますが、たまにはそういう社 会

仕事が忙しいほど、マンガやゲームの時間が増

性を捨てて、自分の好き嫌いに正直になること

えるということは、癒しなんでしょうね。きっと。

も必要かもしれないなと最近思います。

中平麻衣子

今月はついに！
「シン・エヴァンゲリオン」を観

（ 2 0 1 8 年 、アマプラも見れます！）。キム秘 書

に行きました！このときを今か、今かと待ち続け

板敷拓

Maiko Nakahira

（パク・ミニョン）のBodyが眩しく。
「梨泰院クラ

ていましたが、本当に待ち続けてよかったと思

Taku Itashiki

ス」パク・ソジュン演じる副会長の可愛さ、似合

える映 画でした。めちゃくちゃ良かったのにも

い過ぎる3ピーススーツ。秘書室メンバーのポ

関わらず、オフィシャルでのネタバレのＯＫが

ン課長♀に毎回爆笑。笑いと涙とシリアスとキ

出るまでは、周りの人にもオススメできず…何
を言ってもネタバレになるなんて、さすがエヴ

なのに恋愛がドピュアな2人が癒し。9話までは

ァンゲリオン！公開中に、もう１〜２回は観に行

月9、10話以降は兄弟や親子のテーマも加わり

きたいと思っています！

アメリカのビジネス書トレンド

北本駿介
Shunsuke Kitamoto

4月になりましたね。飼い犬が寒さに弱い犬種

15万部「最高の体調」、10万部「科学的な適職」の実力派書籍が

新帯

なので、気温が上がるとテンションも高くなり、

岩瀬恵理子

お散歩にも積極的になってくれて私も楽しく過

Eriko Iwase

で今回はやめて違うことを書きます。とりあえず

ごしております。一緒に桜を見に行けますし、
ド

今は、4月の名探偵コナンの新作映画が楽しみ

ッグランでも爆走してくれます（笑）
しかし桜の

で す！コナンもコロナ の せ い で 1 年 公 開 延 期

良さはまだ分からないのか、一生懸命に花びら

に・
・
・それがやっと公開！そういえば去年、コナン

を食べているので、そこだけ楽しみ方のギャッ

のスタンプラリーを仕事の合間に集めていたの

プを感じる今日この頃です。皆さんは今年お花

を思い出しましたｗ担当のお店がある駅だけ集

見にはいきましたか？営業に伺った際、是非お

めていたので、決してサボってないですｗ

勧めのスポットなどあれば教えてください！

鈴木翔太

最近車に乗れていません。２台のうち１台は普

ときどき、自 転 車 で 通 勤して います 。片 道 約

段使いとして乗っているのですが、もう１台は

10キロを45分くらいかけて走っています。当

坂口雄一朗

Shota Suzuki

駐車場があふれているのもあって実家の方に

初は会社に着くと息が切れていましたが、今で

Yuichiro Sakaguchi

預けています。もうこのコロナ過で遠出しなく

はあと５キロは行けそうなぐらい体力向上。多

なってから父に預けっぱなしになっています。ロ

少 体も引き締まり、いいことづくしです。また

ーンなので毎月の支払いだけは変わらず来る

電車移動の動線では気づかなかったお店や街
の変化を目にするのも楽しい。編集は変化を掴

らく乗れなかった分まで乗り回したいと思いま

旧

BIG

ばなおいいでしょう。しかし最近Uberが本当

ットや景観などの情報募集中です！

川辺秀美

今さらCONVERSEにはまってしまいました。

春ですね。プロ野 球 観 戦が趣 味の私としては

実はCONVERSEといっても、一言では片づけ

「球春到来」ということで心躍る時期です。昨

阿波岳

Hidemi Kawabe

られないほど奥が深く、US CONVERSEから

年は、どこの球 場も観 客の上 限 数が定められ

Gaku Awa

はじまって、MADE IN JAPAN、 US ORIGI

たり、緩 和されたりと不 確 定 要 素の大きい 観

NATORなど数々のシリーズがあります。その

戦でした。もちろん球場での声援などもできま

中でも、私がはまってしまったのはCT70という

せんでした。そんななかでも席 間 隔が空 いて

モデルです。このCT70は、日本では発売され

いたり、収容人数制限で人が少なかったりと、

SEです。

意 外に快 適に観 戦ができるのではと。今 年も
きたい限りですね。お後がよろしいようで……

新

「中田敦彦のYouTube大学」
260万回再生突破!（20/4/20, 21 配信）
「メンタリストDaiGo」
で紹介!

に多いですね。今なら私でもやれそうです。

「観戦」して「感染」しないように気を付けてい

新

「中田敦彦のYouTube大学」
280万回再生突破!（20/12/26, 27 配信）

YouTube

す。おすすめのドライブコースや道の駅、スポ

ていません。見た目は普通の特別なCONVER

旧

『自己啓発部門賞』受賞!

開してすぐ観に行きました。その話を書こうか

むのが仕 事でもあるので、今 後 仕 事に活きれ

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

読者が選ぶビジネス書グランプリ2021

な、と思ったんですけど、他の人が書くと思うの

のですが…。この事態が落ち着いた時にはしば

高木
真奈

4 スタッフのつぶやき…

おじさん・新入社員紹介

クロスメディア・パブリッシング 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-20-3 東栄神宮外苑ビル Tel : 03-5413-3140

日曜夜9時のスケール感。飽きません★
やっとエヴァンゲリオンが公開されましたね。公

3

にて生まれ
変わります!!

「キム秘書はいったい、なぜ？」Netﬂix全16話

ュンとミステリーのバランス抜群、仕事は完璧

2

新入社員
紹介

promotion

（20/11/30）
『今すぐ転職すべき！成長できないやばい職場』
（21/1/29）
『その仕事、続ける価値がありますか？【転職の条件 TOP５】』

bizSPAにて、鈴木祐氏と
ニッポン放送アナウンサー
吉田尚記氏の対談記事が
（21/3/14）
掲載されました。
→その後Yahooニュース
にも転載 !

新R25で
『最高の体調』の
書き下ろし記事を
掲載いたしました。
（21/3/18）

日経新聞
全五段広告
掲載予定
（4月中旬）

鈴木祐氏と
著名人との
対談予定!!

お楽しみに !

㊙

（Webでの記事 or 動画）

各種拡材もご用意しております!
Newバージョンでのご展開、
よろしくお願いいたします!!
（左から体調、適職、併売パネル）
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3 月の TOP10
順位

タイトル
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邦題（ 翻訳書がないものは編集部訳 ）
（仮題）邪悪な天才たち：アメリカが歪められてきた最近の歴史
著：カート・アンダーソン

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

Post Corona: From Crisis to Opportunity

（仮題）ポストコロナ：危機を好機へ
著：スコット・ギャロウェイ

Fulfillment: Winning and Losing in One-Click America

（仮題）フルフィルメント：ワンクリック・アメリカでの勝敗
著：アレック・マギリス

Think Again:
The Power of Knowing What You Don't Know（Signed Book）

（仮題）もう一度考えよう：知らないことを知る力
著：アダム・グラント

Only Yesterday: An Informal History of the 1920s

（仮題）つい昨日：1920年代の非公式の歴史
著：フレデリック・アレン

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

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

The Laws of Human Nature

（仮題）人間性の法則
著：ロバート・グリーン

Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century

（邦題）ノマド：漂流する高齢労働者たち（春秋社）
著：ジェシカ・ブルーダー

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

次に 4 位の『Fulﬁllment』。フルフィルメントとは、通信販売等に

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

おいて受注から発送までの一連のプロセス全体を指す言葉です。

とをお話ししていきます。

本書は数々の賞に輝いたジャーナリストであるアレック・マギリス
氏が、Amazon のフルフィルメントによってもたらされた問題に切

4 月になって、暖かくなってきましたね。この時期は、さすがに雪

り込んで行く、というものです。著者は、コロナ禍の影響もあり、

も滅多に降らなくなるため、さまざまな花が咲き始めて春らしい街

オンラインショッピングが加速するたびに貧富の差が開き、都市

並みになっていきます。ちなみに、桜の見頃は 4月中旬から末ごろ

の抱える問題が大きくなっていくと言います。現代の資本主義に

まで。コロナ禍のもとではありますが、もしもこの時期に NY を訪

迫っていく一冊です。

れる機会があるのなら、セントラルパークの桜でのお花見もオスス
メですよ。

最後に紹介するのは 6 位の『Only Yesterday』です。アメリカの

それでは、今月のランキンングを見ていきましょう。

1920 年代は、
「狂 騒の 20 年代」と呼ばれる、いわばバブル期。
本書はもともと 1931 年に出版されたもので、そのバブルが弾け、

まずは、3 位の『Post Corona』
。ベストセラー『the four GAFA』

不景気となった時代から当時の狂騒を振り返る、という内容です。

も手がけた本書の著者スコット・ギャロウェイ氏は、「世界最高の

その時期ならではの雰囲気や空気感を持った文章によって、現在

ビジネススクール教授」にも選出されたことのある著名な大学教

のアメリカをつくり上げた歴 史を、当時の視点で見つめ直すこと

授兼起業家です。優れたビジネス感覚を持つ彼の目に、現在はど

ができます。アメリカの歴 史やそのルーツに関心があるという人

のように映っているのでしょうか。

は必読です！

本書は、ポストコロナの世界やこの危機を好機に変えた企業を深
く見つめ、分析しています。まさにコロナ後を見据えたこれからの

今月は、アメリカの歴史やその実態に迫る本が多くランクインして

市場やトレンドが一体どこに向かっていくのか、興味のある人にオ

いたように思います。来月はどんな本がランクインするでしょうか。

ススメです。

それでは次回のランキングもお楽しみに！

どんな人
?

今後のキャリアが
不安な人

脱サラを
考えている人

タイトル通り、
中年ビジネスパーソン

売れてる
ワケ

資格書が売れる
4月に突入！

知名度は低いけど
法人に必要とされる資格
（＝地味な資格）
だから稼げる！

LIMOの記事が転載され
Yahoo！ニュースで 1位！

決定 !

4 12
出来 !

（経済ジャンル 2/2）

転職もだめ…出世もだめ…な悩める
「おじさん」の人生挽回戦略 !!
コロナによる不景気もあり、現代の中年ビジネスパーソ
ンは苦境に立たされています。そんな悩めるおじさん
社員の生存戦略として本書が提案するのが、
「地味な
資格」
をとることです。転職を経て、安定した年収と充
実した生活を手に入れた著者が、資格を取るための勉
強法から、それを活かして稼ぐ方法まで紹介します。

読者にささるＰＯＰ
ご用意しています！
ご活用下さい♪

Evil Geniuses: The Unmaking of America: A Recent History

刷
3
重版

いま、
注目の

海外旅行が大好き

新入社員
紹介
高木真奈
3月に入社いたしました、高木真奈（たかきまな）
と申します。宮城県仙台市出身です。書店員 ▶
出版社で書店・取次営業 ▶ 外資系出版社で洋書
の輸入販売、と仕事をしてきて気づけば出版業
界歴が四半世紀以上になっていました。以前お
会いしたことのある方もいらっしゃるかと思いま
すが、あらためましてよろしくお願いいたします。

以前は金曜日の仕事の後にそのままシンガポール
に行ったり、好きなバンドのライブを観にアメリ
カに行ったり、安い航空券を見つけたらフラッと
海外に行くこともありました。一昨年に念願の？
「財布とスマホとパスポートだけ持って海外」を台
湾日帰り旅行で実現できました（笑）早くまた気
軽に海外に行ける世の中に戻って欲しいです。

高木はこんな人その１

パン屋を経営
昨年秋まで都内の住宅地で小さなパン屋を経営し
ていました。国産小麦を使った無添加生地の焼き
立てパンの店で、毎日店で生地から全て手作り。朝
４時起きは辛かったのですが、
お客様の
「おいしかっ
た」という言葉と笑顔が毎日の元気の素でした！経
営は別のオーナーに変わりましたが店はまだありま
すので、お近くにお越しの際はぜひ！
（吉祥寺寄り
の練馬区にある「すずめベーカリー」という店です）

高木はこんな人その２

