
テレビで見て驚いたのですが、日本の「ごみ処
理施設」の数は世界1位だそうです。それどこ
ろか世界の７割が日本にあるとか。国土が狭く
ゴミは燃やすしかなく、高温で溶かして無害化
する独自手法「溶融炉」を生み出すなど、技術
を磨いてきました。とはいえ溶融炉も二酸化炭
素は出ます。私は毎朝買っていたペットボトル
のコーヒーをやめて、家で作って持ってくるよう
にしました。恵まれた環境に甘えず、身近なとこ
ろからSDGsを意識していきたいと思います。

3回目の緊急事態宣言・・・以前より、友人と25
日に2回目の「劇場版シン・エヴァンゲリオン」
を観に行く約束をしていました。観に行く当日
から緊急事態宣言・・・こんなことがあるのかと
自分の日ごろの行いを見つめ直しました。とり
あえず、緊急事態宣言があけたら、絶対に観に
行こうと思います。あと、この前、公開になった
「るろうに剣心」も絶対に観に行きます！「るろ
うに剣心」も今までの映画を全部観ており、漫
画も何回も読み返すほど大好きな作品です。

新しいものが欲しくなるばかりですが、最近は
今あるものを最大限活用することも必要だなと
思います。直近でいえばiPad。ただ動画を見
るだけのために所有していますが、できること
がたくさんあると気づきました。特に驚いてい
るのがメモ代わりに使った時です。本当にスト
レスなくペンで紙に書いているのと変わらない
感覚でメモができます。もっと早く活用するべ
きでした。そんなことは他にも身の回りにたく
さんありそうなので、探してみようと思います。

気づけば、もう5月なのですね。今まで何度かダ
イエットについて書きましたが、正直に言って太
りました。リバウンドです。そんなとき「１日１食
ダイエット法」を教えてもらいました。昼ごはん
に何を食べても太らないそうです。ただ食事は
それだけ。しかし、僕は夜ご飯というものがとて
も好きで、食べたいのです。なので、白ご飯の
代わりに「豆腐」に変えることにしました。夏ま
でには、痩せているといいのですが・・・。

おうち時間の過ごし方がうまくなってきました。
以前は、休日に遊びに出かけないことにストレス
を感じていましたが、この1年で広い部屋に引っ
越して、プロジェクターを買って部屋を改造した
り、スパイスカレーに凝ってみたり・・・と家の中で
無限に過ごせる環境です。最近はフェルトでマ
スコットを作って遊んでいます。アイロンビーズ
でも遊びたいのですが、しっかりしたアイロンが
ないのでそれを調達する必要もあってまだチャ
レンジできていません。GW中に整えます。

最近、SNSでいろいろやらかす人が多いです
が、「エコーチェンバー」という言葉をご存じで
すか？ 音楽スタジオの「残響室」のことです
が、SNSでファン・賛同者だけに囲まれている
と、何を言っても「その通り」「さすがです」と
賛成・RTしてくれるんで「俺はすごいんだ」と
勘違いして専門外の話や暴言を書いて炎上、
というパターンです。これは会社や人間関係も
同じで、イエスマンだけと話すのは危険だなー
と自戒も込めて思います。

「サイコだけど大丈夫（Netflix）」人の愛に飢
え心を閉ざす主人公2人、童話作家ムニョンと
精神病院の保護士ガンテ。色彩やかな映像＆オ
シャレサントラ、見事な伏線回収、ダークファン
タジー、サスペンス、恋愛、親子、ハッピーエン
ド、毎回涙。ムニョン著の絵本『悪夢を食べて育
った少年』より「辛い経験をした人しか幸せは掴
めない、だから忘れずに、成長し乗り越えろ、無
理なら魂が成長しないから子供のままだ」ココ好
き(T . T)ちなみに絵本5冊（宝島社）購入（笑）

今月観た映画は「ミナリ」です。80年代にアメ
リカに移住した韓国人の家族の物語です。映
画のエンドロールで「全てのおばあちゃんに捧
ぐ」という言葉が出てくるのですが、おばあちゃ
ん役のユン・ヨジョンさんの演技がすごかった
です。観た人は、みんな自分のおばあちゃんを
思い出し、涙ぐむのではないでしょうか。前評判
通りで、ユン・ヨジョンさんはアカデミー賞で助
演女優賞を受賞。韓国人俳優で初の快挙らし
いです。

今月より「ぶつぶつ…」デビューです。あらた
めまして皆様どうぞよろしくお願いします。レ
シピ本やTVで人気の料理研究家リュウジさん
のレシピが我が家の夕食時に大活躍なのです
が、そんな彼のレシピの中でも本格派揃いの
「至高シリーズ」が特にお気に入りです。どの
メニューも、ありふれた材料を使いながらも自
宅で簡単にお店のような味に仕上がります。個
人的トップ3は「チャーハン」「ハンバーグ」
「ニラ玉」。皆さんもぜひ一度お試しください！

小田原を散歩していたら美術店（骨董品店）があ
ったのでぷらっとお店に入りました。美術品を眺
めていたら、店主が奥から出てきて丁寧に挨拶を
されました。「お茶会で使えるお茶碗はあります
か？」と店主に尋ねたところ、店主の顔色が変わ
り、厳しい物言いでの骨董論が始まりました。そ
して、直立不動で店主の言葉を聞いている間に
予定の電車は行ってしまいました。なんか、こん
な感じでおじさんたちから学んで私は成長してき
た気がします。そして、学びは続く。

中平麻衣子
Maiko Nakahira

高木真奈
Mana Takaki

小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

板敷拓
Taku Itashiki

鈴木翔太
Shota Suzuki

北本駿介
Shunsuke Kitamoto

Kazuho Ishii
石井一穂

Takashi Osawa
大沢卓士

Koji Furukawa
古川浩司

Eriko Iwase
岩瀬恵理子

今月のお休み

我々の仕事は、一言にすれば「クリエイション」と呼ばれるものです。例えば、アイデアやデザイ
ン、コピーライティング、アートディレクション。そういったクリエイションにまつわる「思考と技
術」を通じて、様々なブランドの開発/もしくはブランドの成長に寄与することを目指しています。
困難に思える局面を打破する「アイデア」。組織の向かう先をしめす「ビジョン」。拡散力を格
段に高める言葉や「ネーミング」。美意識を追求した「ロゴデザイン」。オリジナルな世界観を宿
す「アートディレクション」。私たちの仕事は、そういった「無形」だけれど、きっと「意味があ
る」だろう物事を追求し、提供することです。この「広告クリエイティブ」という領域は、「ビジネ
ス」と「クリエイション」の融合を目指す特殊な仕事であり、まだまだ大きな可能性を秘めている
という確信があります。この本は、それらを啓蒙するための本でもあります。

「クリエイション」を通じて、ブランドの開発、成長に貢献する。

BRAND

CREATION

BRAND
IDEA / DESIGN / COPYWRITING

PLANNING / MOVIE / ENGINEERING

35

34

第一章 自己紹介とクリエイションについて

仕掛け②
「本屋さんで買ってください」

もう一つの「仕掛け」は、「本屋」でしか売らない、という選択で
す。それはつまりAmazonのようなネット販売を基本的にはしな
いということです。"基本的に"というエクスキューズをいれたの
は、既存の流通の仕組み上、ネット書店を含むすべての書店が仕
入れをして在庫を持つことができるからです。

しかし、そういった「どうしても流れてしまう」ケース以外は、電子
書籍も含めて発売をしないでほしいということを出版社に伝えま
した。これまた迷惑をかけているし、売上は下がってしまうかも
しれません。

それでも今回、この施策をやろうと思ったのは、僕自身が「本屋と
いう場所が好きだから」という、とても自己中心的な理由からで
す。
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「縦
開き
」に
なり
ます
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というわけで、ここから

15

本屋さんでしか売らない!?
広告クリエイティブの可能性を追求したSNS／SDGs時代のブランド論。

『縦開きの本』

『本屋さんで買ってください』

朝日新聞
「好書好日」掲載決定!

誰もがスマホを持ち、インターネットに常時接続する社会。SNS という新しく広大なフィールドも整備されつつ
あります。2021 年、広告は過渡期にあります。中小企業やベンチャー企業といったあらゆる企業にチャンスが
あり、大企業に匹敵するコミュニケーションを生み出せる世界が到来しました。本書では社会性のある数々の
広告コミュニケーションで注目される気鋭の広告クリエイターが、新時代の広告の在り方について説いています。

本は「横開き」が「当たり前」です。ページ
のめくりやすさの観点だけでも合理的だ
し、長い歴史の中でその形状に落ち着いた
ことへの理解と敬意はあるつもりです。で
もまずは、それがどんなものであれ、「当た
り前」も疑ってみることが必要だと考えて
います。広告クリエイティブの仕事は、そう
いうものに挑戦する仕事でもあります。

本屋という空間には、人間的な「何か」があ
ると確信しています。だから「不便」かもし
れないけれど、「本屋だけで販売する」とい
う選択をさせてもらいました。どうかその「不
便」を楽しんでもらえたら幸いです。

仕
掛け

2

仕
掛け

1

『 』

※以下本文から抜粋

（5月上旬予定）
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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 上半期売上ベスト10・新入社員紹介広告がなくなる日 4

Highlight!
上半期売上
ランキング

BEST10
友澤和子
と申します。



そして、3位にランクインしたのは、『A People's Guide to 

Capitalism』。本書は、日本などでも近年再び注目を集めている

マルクス経済学の入門書と銘打たれています。マルクス主義理論

はかなり難解なものとして知られ、その理解のためにはそれ相応

の努力が必要でした。本書はその難解な部分を、具体的な例を用

いたり、専門用語をやさしく言い換えたりすることによって、入門

者であっても理解しやすいよう導いていきます。われわれがその中

で生活を送っている資本主義とは何か、あるいはマルクス経済学

とはどんなものなのか知りたい、というように経済に興味のある人

は必読です！

最後に紹介するのは、6位の『Finding freedom』です。メイン州

にあるレストラン「The Lost Kitchen」は、タイム紙の「世界

で最も素晴らしい場所」のひとつに選ばれるなど、受賞歴の多い

有名店です。本書はそのオーナー兼シェフであるエリン・フレンチ

氏のこれまでを綴ったもの。多くの喪失や挫折を経験した彼女で

すが、不断の努力と情熱によって、「最高到達地点」を追求し続け

るその姿に、勇気づけられる一冊です。　

今月は、経済や金融に関する本も多くランクインしていました。

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。

 5月になって、どんどんと暖かくなってきましたね。NYはだいたい

青森と同じ緯度にあるのですが、5月も下旬になると、気温が25

度を超える日も増えてきます。5月最終月曜日の祝日で、戦没者を

追悼する日である「メモリアルデイ」を境に夏休みに入る学生も多

く、ビーチをはじめとする夏らしい施設がオープンし始めます。毎

年この時期になると、日本より一足早い夏の訪れを感じます。それ

では、今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、2位にランクインした『Get Good with Money』です。

著者のティファニー・アリッシュは「バジェットニスタ」の愛称で

知られる金融アドバイザーで、のべ 100 万人以上の女性の生活に

影響を与え、金融分野での受賞歴もある人物です。経済的な不安

は、誰しもが抱えるもの。本書はそうした悩みや不安を筆者の体

験を踏まえながら、10のステップを通して解消していきます。自身

の経済状況を見直し、お金とうまくやっていくための手段を紹介す

る本書は、家計に不安のある人だけでなく、幅広い人におすすめ

です。

4月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

（仮題）自由を見つけ出す：ゼロから人生を作り直す料理人の物語
著：エリン・フレンチ

（邦題）ハーバード流マネジメント講座 90日で成果を出すリーダー（翔泳社）
著：マイケル・ワトキンス

（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

Finding Freedom:A Cook's Story; Remaking a Life from Scratch

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

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

The First 90 Days, Updated and Expanded: 
Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter

（邦題）権力（パワー）に翻弄されないための48の法則（角川書店）
著：ロバート・グリーンThe 48 Laws of Power

（邦題）LEAN IN（リーン・イン） 女性、仕事、リーダーへの意欲（日本経済新聞出版）
著：シェリル・サンドバーグLean In: Women, Work, and the Will to Lead

（仮題）人々のための資本主義への手引き：マルクス経済学入門
著：ハダス・ティエール

A People's Guide to Capitalism:
An Introduction to Marxist Economics

（仮題）お金と仲良くなる：経済的に豊かになるための10の簡単なステップ
著：ティファニー・ザ・バジェットニスタ・アリッシュ

Get Good with Money: 
Ten Simple Steps to Becoming Financially Whole

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

Caviar Dreams,Tuna Fish Budget:
How to Survive in Business and Life

（仮題）キャビアの夢、マグロの予算：ビジネスと生活で生き残る方法
著：マーガレット・ジョセフ

歴史をながめていると、時間の流れは必ず
しも一定ではありません。「ある日」を境に、
産業、生活様式、文化、人の価値観が、
根こそぎ変わってしまうことがある。現代は、
そんな時代の変わり目にきているのだと感じ
ます。固定観念や過去の権威といったもの
は、どんどん淘汰されていくでしょう。昨日
まで正しかったことが今日もう通用しないか
もしれない。そんな変化の時代に立ち合え
たのは、ラッキーなこと。社会はどう動く？ 
人の心は何を求めている？ のびやかに、し
なやかに、楽しく。世の中をザワザワさせ
たいな、と楽しみにしています。どうぞよろ
しくお願いいたします。

青森勤務だった新人記者時代、サッカー場
建設中の現場から縄文時代の巨大遺跡（現：
三内丸山遺跡）が発掘され、大騒ぎになりま
した。その時なんと、生前の司馬遼太郎さ
んが現場を見たいと青森にやって来られたの
です。本物の司馬さんとほんの少しお話しさ
せていただいたことが宝物です。お年を召さ
れ大家となっても好奇心を持ち続け、フット
ワーク軽く現場を歩く……その姿勢は見習い
たいものだなあと今もしみじみ思います。

意気込み01.

04.ちょっと自慢

趣味は、西洋占星術（星占い）です。生まれ
た年月日、時間をもとに作ったホロスコープ
を用いて太陽や月、星々の動きを重ね合わせ
ながら、人生の目的や運勢、相性を見ます。
はまりすぎて占いスクールで勉強したほど。
西洋のさまざまな文化や学問が溶け込んでい
て、奥深い世界なんです。新媒体創刊の際、
発売日を星回りの良い日にしたことも。

03. わたしはこんな人

新聞記者、週刊誌、ムック、書籍、新規事業、
Ｗｅｂメディアなど経験してまいりました。

02. 経歴
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友澤和子（ともさわ・かずこ）と申します。新入社員紹介

ググると色々 出てくるかも…

これから頑張ります！

とても良い思い出！

占いますよ~

Introduction
Kazuko’s

上半期売上ランキング BEST10
1

2020年10月～
2021年3月集計

ご展開・販促に力を
注いでくださった皆様、
本当にありがとう
ございました!!

BEST

『科学的な適職』
鈴木祐
978-4-295-40374-6

3BEST
『食べても太らず、
免疫力がつく食事法』
石黒成治
978-4-295-40455-2

4BEST

『対峙力』
寺田有希
978-4-295-40483-5

8BEST

『自己肯定感を上げる
OUTPUT読書術』
アバタロー
978-4-295-40498-9

5BEST

『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』
横田真由子
978-4-295-40333-3

9BEST

『月10万円で
より豊かに暮らす
ミニマリスト整理術』
ミニマリストTakeru
978-4-295-40481-1

7BEST

『月10万円で
より豊かに暮らす
ミニマリスト生活』
ミニマリストTakeru
978-4-295-40410-1

6BEST
『ビジネスパーソンの
ためのクリエイティブ
入門』
原野守弘
978-4-295-40496-5

10BEST

『日本一カンタンな
「投資」と「お金」の本』
中桐啓貴
978-4-295-40280-0

2BEST

『最高の体調』
鈴木祐
978-4-295-40212-1

10　
突破!

万
部

3刷

3刷

10刷

2刷 5刷

4刷 5刷

15　
突破!

万
部

2万

突破!
3,500部
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