
10月に小ちゃい家族が増えることになったの
で、引っ越しをしました。社会人１年目で家を出
て、そのときを含め９年間で５回目の引っ越し
です。本が多いので毎回たいへんですが、新し
い街に住んだり、窓からの景色が変わったりす
るのは自分にも良い変化をもたらしてくれそう
な気がします。ちなみに某大手引っ越し会社に
依頼したら、最初の見積もりは12万円だったの
に、「そこをなんとか！」で７万円になりまし
た。社会は意外と適当に回ってるようです。

先日、日本橋のホテルに無料で宿泊してきました。
なぜかというと大学の友人の家族がオリンピック
の観戦でホテルを予約したもののコロナが未だに
流行っているということで地元から来れなくなり、
誰も泊まらないのは勿体ない、ということで今回
誘ってもらいました。ホテル宿泊という非日常を味
わうことができ、夜は、友人と部屋でお酒を飲みな
がら大学時代の話で盛り上がりました。コロナが
落ち着けば、また関西に戻って大学の友人に会い
たいですね。もちろんホテルの御礼はしました。

オリンピックが始まりましたね！弊社は国立競技場
の近くにオフィスがあるので、最近はその周辺が
国際色豊かになってきました。海外メディアの人が
カメラを担ぎながら歩いていて、プチ海外旅行感
を楽しんでおります。そんな風景を見ながら「この
人たちのお昼ご飯は私の行きつけのあの店なのか
なぁ。それともサブウェイやマクドナルドに行くのか
な？」なんて考えてしまいます。ちなみに弊社周辺
には美味しいカレー屋さんが沢山あるので、個人
的にはその店で食べてみてほしいです（笑）

夏も本番ということで、何を食べるか悩むのが
アイスです。私の基本アイスはジャイアントコー
ンなのですが、この季節にはクリーム系は少し
重い気もする…。かといって、練乳入りの氷系ア
イスでは糖分が多くなる…でも、氷系だけでは
なんだか物足りない…。そこで、最近活路を見
出したのが、ラムネ入りのソーダアイスです。
今、冷凍庫には異常な量をストックしています。
皆さんのお勧めありましたら、教えてください！

車を整備に出しました。前回出してから日が経
ちすぎていたのか会員証は期限が切れて更新
することに。オイル交換だけのつもりが、エン
ジン内部の洗浄もしてみたり、エアコンも気に
なってガス充填やフィルター交換してみたり
…思ったより工賃がかかってしまいました。こ
まめには点検できていないからこそたまに気
になると全部気になってきてしまいます。壊れ
てからじゃもっと高くつくのもわかっているか
らなおさらなんですよね。次はタイヤかなぁ…

うちにはいま小学生と中学生のアホ男子がいま
すが、自分の子ども時代は友達と遊ぶのが最優
先で、家にいても何かと手伝いをやらされるし、
遊ぶ約束をしてない日も自転車でどこかへ行っ
てました。が、うちの男子たちはなぜか家が大
好きみたいで、絶望的に家から出ず、体力だけ
はあるので何かの拍子に家の中のものを一つ、
また一つと壊していく上、土日は親に「今日は
何して遊ぶ？」って聞いてきたり。そこ親に頼る
なよと思いますが、時代ですかね……。 

最近ドラムが叩きたくてウズウズしています。
学生時代はバンドでベースを弾いていたもの
の、ドラムは未経験。なぜ突然ドラム熱が起こっ
たのかは我ながら謎なのですが、両手両足を使
いスタジオで大きな音を出してバシッと一曲演
奏できたら楽しそうです。まずはお試しの意味
も込めて、自宅近くのドラム教室の情報収集
中。12歳の天才ドラマーよよかちゃんのよう
に、Led Zeppelinの曲を叩けるようになる日
は来るのか！？乞うご期待（笑）。

今月観た映画は「龍とそばかすの姫」です。細
田守監督の待望の最新作！公開された週末す
ぐに映画館に行きました。サマーウォーズやバ
ケモノの子のような、今までの細田作品らしさ
がしっかりとありながらも、美女と野獣やアナ雪
のようなディズニーっぽさがあります。映像が
綺麗で、作り込まれた世界観も素晴らしいので
すが、特に中村佳穂さんの歌うテーマ曲が良
いので、ぜひ映画館の大音量で観ていただき
たいです！

夏が来れば思い出す、スマホをすられたベトナム
の青く澄んだ空。コロナが流行る前、最後の海外
旅行の思い出です。最悪なのが、すられたスマホ
の機種代を今も払い続けているということ。機種
代を分割で払っている場合、前に使っていたス
マホを返却することができなければ、分割支払
いはストップできないという決まりなのだそう。
当時もうどうにでもなれと思った絶望感は今も
忘れません。ローンは残り8か月。払い終わる頃
にはまた海外に行けるようになるといいなぁ。

東京オリンピックが閉会しました。オフィスの窓か
ら観た新国立競技場での閉会式は、壮大でした。
今回、日本はたくさんのメダルを獲得しました。ほ
ぼすべての競技が無観客試合だったので、観客の
大声援というホスト国としてのメリットを享受でき
ませんでしたが、観客席からのプレッシャーがなか
ったことが過去最多の金メダル数につながったと
いう意見もあります。世界大会で実績のある選手
がメダルを逃している中で、新人のメダルラッシュ
を考えると、そういう理由もあるかもしれません。
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今月のお休み

悩みやストレスから自らを開放する科学的メソッドが満載の今作。鈴木祐氏ならでは
の腑に落ちる、納得できるエビデンスベースでの解説に加え、怒りや不満、不安をコ
ントロールする集中力が持続し、生産性と創造性が劇的に向上するという内容となっ
ている。悩みや不安を抱える人の割合が非常に高い現代。そんな中でそれらから解放
され、“最高の状態”を手に入れることを目的とする大注目の1冊。

圧倒的注文により、3刷4万部突破!
著者累計50万部の鈴木祐氏の最新作!

check.01 check.02 check.03
Amazonランキング
1位、目白押し!

ポスター、パネル、多面展開…なんでもアリ!!
しかけで大きく売り伸ばしていきましょう!

脳・認知症/ビジネスライフ
臨床心理学・精神分析/生命科学
カテゴリーで1位獲得!（7/27時点）

パブリシティも続々!!

＊日経新聞へ広告掲載（7/26）

＊YouTube『メンタリストDaiGo』で
  紹介されました（7/31）

＊新R25 /東洋経済オンライン/
　GLOBIS知見録/bizSPA!フレッシュ

10万部「科学的な適職」
15万部「最高の体調」の
鈴木祐氏の最新作!!

お盆休みの品切れ注意!!在庫の確保お願いいたします。

「科学的な適職」では
ビジネス書グランプリ2021
にて自己啓発部門で受賞。

7/16
発売

売れすぎ注意!! 『

』
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次に紹介するのは、5 位にランクインした『No Excuses!』
です。何か大きな目標を達成するためには、当然ながらたゆ
まぬ努力が必要です。しかし、多くの人はつい怠けてしまっ
たり、目先の快楽に逃げてしまったり、という経験があるの
ではないでしょうか。本書では、そんな自分を律してお金や
ビジネスなどを含む人生の三つの重要な分野で成功を収める
方法を教えてくれます。「自分にはコネも、資金も、スキル
もない」と言い訳をしてしまいそうになる方にオススメです。

最後に紹介するのは 10 位の『An Ugly Truth』です。今
では多くの人にとってなくてはならない世界最大級の SNS
を運営しているフェイスブックですが、常に「ヘイトスピーチ
やフェイクニュースの温床になっているのではないか」と指
摘され続けてきました。本書は数々の賞を受賞したニュー
ヨークタイムズの記者である著者らが、数々の問題の原因や
開発の舞台裏に迫ったもの。社会問題となっている SNS の
暗闇に一石を投じる本です。

今月は、往年の名著が数多くランクインしていました。次回
はどんな本が登場するのでしょうか。
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。

8月に入って、日本では真夏日にぐったりする毎日かもしれ
ません。ただ、NY は青森くらいの緯度で湿度も低いので、
実はそんなに過ごしにくいわけではありません。厳しい寒さ
になる冬よりも断然観光しやすいので、初めて NY に訪れる
という方にはこの時期をオススメしています。
それでは今月のランキングを見て行きましょう。

まずは 4位にランクインした『Good to Great』です。
本書のテーマは、「平凡な会社がどのようにして成長を遂げ
ることができるのか」。ベストセラー『Built to Last（邦
題『ビジョナリーカンパニー』）を書いた著者は、飛躍的
な成長を遂げた会社とそうでなかった会社を徹底的に比較・
分析し、成功を収めた会社にはいくつかの共通点があるこ
とを見つけ出しました。経営者の特徴から、実践的な経営
計画まで、データを重視した説得力のあるアイデアの多い
本書は、経営に携わる人であれば必読です。日経BP 社か
ら邦訳版も発売されています。

7月のTOP10
順位 タイトル 邦題（翻訳書がないものは編集部訳）

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
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

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

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

（仮題）思い切って率いなさい：勇敢な仕事。力強い対話。真心。
著：ブレネー・ブラウン

Dare to Lead: 
Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts.

（邦題）ビジョナリー・カンパニー 2  －飛躍の法則（日経BP社）
著：ジェームズ・コリンズ

Good to Great: 
Why Some Companies Make the Leap...And Others Don't

（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

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

（仮題）醜い真実：フェイスブックの覇権争いの裏側
著：シーラ・フレンケルAn Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination

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

Outliers: The Story of Success （邦題）天才! 成功する人々の法則（講談社）
著：マルコム・グラッドウェル

The 48 Laws of Power （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

No Excuses! （仮題）言い訳するな！
著：ブライアン・トレイシー

発売後即重版！

パネル① パネル② POP

いくら話しても、
言うことを聞いてくれない。

いろいろと指示しても、
動かない。

打ち合わせや会議で
決まったのに、何も進まない。

「ゼロ秒思考」
赤羽雄二氏
最新刊!

マッキンゼーや多くの大手・ベンチャー企業支援を
行う中で編み出されたノウハウを初公開。

オススメの展開はこちら!!拡材も多数でご用意しております！お店に合うものを選んでください♪

『 』

このような悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。実はそれ、話し方の問題かもしれません。本書では、著者
の赤羽氏がマッキンゼーや多くの企業支援の場で培ってきた「仕込み・仕切り・仕上げ」という話し方のノウハウを
お伝えします。

』
『重版

決定！

発売前

「企画=アイデア」ではない。企画とは「決めること」である。
企画という言葉から「アイデア」や「発想」を思い浮かべる人も多いのではない
だろうか。つまり、企画ができる人とは、素晴らしいアイデアを閃く一部の「特
別な才能の持ち主」だと。本書ではそういった従来の企画に対するイメージや
常識を覆す。企画とは、端的にいえば「決めること」であり、どんな人でもでき
るようになるものである。本書では、「企画とは何か」を再定義し、企画力の正
体を解き明かす。また、「企画」と「コンテンツ」の違いから、いかにして企画が
できる人になるか、その具体的方法までを伝授する。

Twit terでの「伯方の塩二代目声優オー
ディション」で広告効果10億円とも言わ
れたバズを生み出したほか、自身プロデ
ュースの日本酒「騨飛龍」のキャンペー
ンは1日で10万リツイート。現在15社以
上で顧問・アドバイザーを務める。前作に
『コンテンツのつくり方』がある。

初回からしかけ販売を
していただいております! 著者は「逃走中」「ヌメロン」

「有吉の夏休み」などを企画!

1週間で…

平均16%を消化!

株式会社ジェネレートワン
代表取締役CEO 髙瀬 敦也

にて著者対談で
書籍紹介!（8/7予定）

中田敦彦氏との
対談動画

『中田敦彦のトーク-
   NAKATA TALKS』

（チャンネル登録者数49.1万人）
日曜深夜25：00～25：30放送

（7/25、8/1予定）

150冊!70冊!

50冊!

『空想メディア』
（東京FM）

ラジオ番組

に著者出演！

Publicity
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