
「睡眠」はとても大切ですよね。がしかし、私
はここ数ヶ月は「スマホをいじったまま、ソファ
ーに横になりそのまま寝てしまう」という日々
を送っています。時にはフローリングに倒れて
寝ていることも……朝起きると、身体の節々が
痛い(笑)。布団の方が寝心地がいいのは確か
なのですが、なかなか辿り着かず……毎日やり
たいことが山積しているからでしょうか。こう
いった細かい生活習慣を見直していきたいと
思う今日この頃です。とぶつぶつ……

今月、「ワイルドスピード」を観てきました。
「ワイルドスピード」といえば、ブライアン役
のポールウォーカー氏の死は、衝撃でした。2
作前の「スカイミッション」の撮影中に亡くな
ったのですが、親族の協力でなんとか完成し
ました。その後、シリーズは続くのですが、ポー
ルウォーカー氏がいなくなっても、作品の中で
は、演じていた「ブライアン」の名前がよく出
てきて、出てくる度に少し嬉しく、涙目になって
しまいます。本当に良い作品です。

三重の実家に2年近く帰れていません。帰ろう
としたタイミングでコロナウィルスが流行し、そ
のまま帰りづらくなってしまいました。当初は「す
ぐ帰れるだろう」と思い、家族に見られたくない
ものを押し入れに突っ込んで東京に来てしまっ
たため、時々思い出しては「うわああぁぁ」とな
ります。フラッシュバックというやつでしょうか。
現在進行形の黒歴史を生成しております（笑）
早く処分したいです。むしろ事故とかで家ごと燃
えないかなぁ、、、なんて考えてしまいます。

オリパラ、選手たちの活躍は素晴らしかったで
すね。ところで、日本は、正しくはニホン？ ニ
ッポン？ 日本橋も、東京は二ホン橋、大阪は
ニッポン橋。日本がつく上場会社名では、６割
が二ホン、４割がニッポンだそうです。2009
年、国会での質問に当時の麻生首相が「いずれ
も広く通用しており、どちらか一方に統一する
必要はない」と回答、これが今のところ正式な
見解となっています。みなさんはどちら派？私
はスポーツ観戦の時はニッポン！です。

家の本棚を買い足しました。大きな本棚が１階
にあるのですが、寝室のある２階ですぐ出し入
れができる場所に欲しかったのです。あまりお
金をかけずに…と考えていたらちょうどいいサ
イズでお手軽な棚がニトリに！1,000円ちょっ
とで、ものもしっかりしており、カラーも選べて
大満足。唯一の手間は自分で組み立てること
ですが、その分棚の高さが自分で調整して組み
立てられるなど、その辺りはメリットとしても捉
えられます。何より自分専用なのが最高です。

ミリタリーウエアにはまっています。もともと好
きだったのですが、カジュアル服の研究をして
いるうちに、多くのメゾンがミリタリーウエアを
ベースに洋服を制作していることを知って、興
味が湧きました。古いものだと1940年代の服
も売られていたり、かなり古い服がリーズナブ
ルな値段で手に入り、しかも着ることができま
す。最近買ったものに、フランス軍のF2バー
カーがあります。ジッパー不良ですが、それで
もカッコイイです。

ザ・ローリング・ストーンズのドラマー、チャー
リー・ワッツが亡くなりました。何十年間も、
控えめでスタイリッシュな彼が生み出すシンプ
ルかつ唯一無二のグルーヴでステージ上から
人々を圧倒し続けたロック界の紳士。「これが
最後の日本公演かもしれない」と2014年の来
日公演を観に行きましたが、行っておいて本当
に良かった。まだまだ生で観たいアーティスト
がたくさんいます。また来日公演ができるよう
な世の中に戻って欲しいと切に願います。

今月観た映画は「フリーガイ」です。あらすじ
は、世界がテレビゲームの中にあり、自分はゲ
ームの“モブ（背景）キャラ”だった！という事
実に気づいた男の物語。予告や映画ポスター
を見ると「ベタなB級コメディ映画」と思われ
そうですが、これが笑えて泣けて、最高に面
白い！ゲームやコミックのオマージュやマニ
アックな小ネタも満載。ディズニー子会社
「20世紀スタジオ」制作なので、早い時期に
ディズニープラスでも観られかも！？

「ヒトコブラクダ層ぜっと」を一気読みました。
440ページ超えの上下巻。土曜に「上」を読み
終え、日曜の朝イチに「下」を買いにいって、気
が付いたら夜でした。主人公は不思議な能力を
もった3兄弟で、ひょんなことから自衛隊に入
り、なぜかイラクへ派遣され、いつの間にやら
砂漠のオアシスへ・・・。なんのこっちゃのあらす
じですが、万城目学ワールドといえばそれまで
か。この物語を楽しむためにもっと世界史を勉
強しておけばよかったとさえ思います。

昨年に続き今年も北京ブックフェアーにはオンラ
インでの参加となりました。毎年、中国の出版社と
商談をしていると、日本に対しての興味や価値の
移り変わりを知ることができます。令和になって中
国の日本のビジネス（ノウハウ）への関心が著しく
低下していることを感じます。他方で、社会課題の
先進国である日本から、少子高齢化やメンタルヘ
ルスなどの解決策について学ぼうという姿勢を感
じます。本を通じて、再びビジネスで世界の羨望を
集める日本にできるようにしたいと思っています。

高木真奈
Mana Takaki

原大士
Daiji Hara

小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

板敷拓
Taku Itashiki

岩瀬恵理子
Eriko Iwase

北本駿介
Shunsuke Kitamoto

Gaku Awa
阿波岳

Kazuko Tomosawa
友澤和子

Hidemi Kawabe
川辺秀美

Shota Suzuki
鈴木翔太

今月のお休み

『無（最高の状態）』
『医師がすすめる 少食ライフ』

『マッキンゼー式 人を動かす話し方』

『科学的な適職』

『日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本』

3,397冊
892冊

821冊

737冊

719冊

『 』

大きくご展開いただいた
お店でランキング続 !々

著者累計50万部の鈴木祐氏の最新刊!

3刷4万部
突破!

ランキング続 ！々 圧倒的な
実売！

パブリシティも反響あり！ これから

本の要約サイト f lier（フライヤー）
で紹介されました。（8/21）

bizSPA!　Yahoo！ニュース転載
  その後、Amazon総合
  ランキング22位!（7/27）

クロスメディア実売ランキング 圧倒的1位!!

※7/7～8/28 集計

※掲載は夕刊紙「東京スポーツ」「中京スポーツ」
　「大阪スポーツ」、朝刊紙「九州スポーツ」、及び
　「東スポｗｅｂ」を予定しております。

発売と同時に大きくご展開いただき、
ランキングに掲出されました！

悩みやストレスから自らを開放する科学的メソッド満載の今作。本書では、鈴木祐氏ならで
はの腑に落ちる、納得できる話をエビデンスベースで解説をしています。この本で言う"最高の
状態"とは、あなたが生まれながらに持つ判断力や共感力、好奇心といった能力を存分に発
揮できるようになった姿を意味します。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冊です！

おかげ
さまで、

YouTube「本要約チャンネル
（登録者数65.8万人）で紹介!（7/25）

日経新聞広告掲載（7/27、8/19）

2

1

3

4

5

「東スポ」で鈴木祐氏の
インタビューが掲載されます。

（９月半ば予定）

クロスメディアかわら版　Vol.156 2021.9

1

  

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

クロスメディアかわら版
Vol.156 2021.9

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無（最高の状態） 日米10倍株・メンタルの強化書 4

Highlight!

』

『

『
』



次に、3位にランクインした『Blue-Collar Cash』です。
大学を卒業したとしても高収入の雇用が約束されず、学生ロー
ンに苦しむ人が多い現代社会。その一方で、熟練工をはじ
めとするブルーカラーの仕事は依然として社会に必要とされ
ているのだと筆者は語ります。30年以上ブルーカラーの仕
事に携わってきた著者の経験から、自分なりの幸せを見つけ、
大学を卒業しなくとも充実した生活を手に入れるための方法
を案内する一冊です。

最後は 6位の『The Effective Manager』。本書はボトム
アップによる優れたマネジメントを実現するためのハウツー
本です。著者は 25年にわたるマネジメントトレーニングの専
門知識を、誰にでも実践できるステップに分解し、紹介して
います。効果的なマネジメントとはどのようなものか、優れ
たマネジャーを作るために必要なアクションとは、など、あ
らゆるレベルのマネジャーを対象にした本書は、効果的なマ
ネジメントを学びたいという人にオススメです。

今月は、ベストセラー以外にも注目の新作が多くランクイン
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。

まだまだ暑い日も多いですが、次第に街は秋めいてきていま
す。NYの秋といえば、芸術の秋。新型コロナウイルス関連
の一部規制が緩和されたNYでは、閉鎖されていたブロード
ウェイの劇場も今月中旬から全面再開するとのこと。まだま
だ油断のならない毎日が続きますが、美術や演劇、そして
読書でこの秋を楽しんでいきたいですね。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『Woke, Inc.』です。著者で
あるヴィヴェック・ラマスワミーはソフトバンクも巨額の投
資をした製薬ベンチャーの CEO を務める若き企業家です。
そんな著者が本書で主張するのは、アメリカの資本主義の
未来にむけての新しいビジョン。現在の「ステークホルダー
資本主義」は人々を欺き、生活やお金、アイデンティティを
奪っているのだと著者は述べます。現状の資本主義への批
判から、今の時代にアメリカ人であることの意味までを問う
大作です。

8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）有用なマネージャーとは
著：マーク・ホーストマン

（仮題）ブルーカラー・キャッシュ：
　　　仕事を愛し、将来を守り、人生の幸せを見つけるために
著：ケン・ラスク

The Effective Manager

（邦題）思考は現実化する（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒル

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

Blue-Collar Cash: Love Your Work, 
Secure Your Future, and Find Happiness for Life

（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

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.

（仮題）ウォーク・インク：アメリカ企業の「ソーシャル・ジャスティス詐欺」の内側
著：ヴィヴェック・ラマスワミーWoke, Inc.: Inside Corporate America's Social Justice Scam

（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

（邦題）悪魔を出し抜け！（きこ書房）
著：ナポレオン・ヒルOutwitting the Devil: The Secret to Freedom and Success

The 7 Habits of Highly Effective Teens （邦題）7つの習慣ティーンズ（キングベアー出版）
著：ショーン・コヴィー

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

30
冊

20
冊

15
冊

『　　　　　　　　 』帯を替えてリニューアル 限定5,000部重版!!

新帯で再販促大成功！
売上が数十倍に!!
某チェーン様で
テストマーケティングしたところ…

実売が数倍どころ
じゃない数字に !

佐藤優氏が “メンタル”を
テーマに書くのは本書が初!
メンタルに不調を
感じる人が増えています。

8月末～出荷開始!!

これからご展開いただく
店舗様一覧 M書店大塚店

L書店大和店

大きく売り伸ばしていきましょう♪ ※在庫に限りがございます。
　お早めのご注文をお願いいたします。

A書店立川店
B書店川崎店

新

旧

C書店さいたま店

D書店人形町店
E書店渋谷店
F書店新宿店
G書店柏の葉店

H書店池袋店
I書店国分寺店
J書店佐賀店

K書店川口店

5/
10

4/
26

4/
12

5/
24 6/
7

6/
21 7/
5

（週売）弊社調べ

週売2桁の
お店も多数!!

搬
入
開
始

朝香友博氏の最新刊!初速良好です!!
発売後
即重版!!

本書は独自の法則で多くの「日米10倍株」を獲得してきた著者が、日本株・米国株投資で稼ぐ極意をわかりやす
く解説した一冊です。本書の目的は、将来大きく成長する可能性のある日米株に、絶好のタイミングで投資して、
株価上昇をつかむことです。著者が長年の研究で編み出した、「日米10倍株の新法則」「大化け期待ゾーン」「グロー
スPSR」など本邦初公開の投資術を解説しています。巻末特典として日米注目の20銘柄もご用意しております。

投資ブロマガランキング1位を獲得したブログ「『大化け株投資』のすす
め」を主宰。見本市を中心に累計2000 社の市場開拓支援・投資を行っ
てきた経験を活かし、次 と々成長株を発掘。独自の法則で日米合わせ
て37の10倍株をヒットさせた実績を持つ。現在は株式市場と産業支援
の投資家として活動中。著書に『[テンバガー]10倍株で勝つ』『いま仕
込んでおくべき10倍株、教えます! 』『10年目線で買っていい株 買っては
いけない株』などがある。

』『

成長企業アナリスト／投資家 朝香友博
お
す
す
め
の

展
開
は
コ
チ
ラ
！

さ
っ
そ
く

ラ
ン
キ
ン
グ
も
！

パ
ネ
ル
も

ご
ざ
い
ま
す
！

これから本格的に上がる株がよくわかる!
最強の日本株と米国株に二刀流投資!
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