
前回のぶつぶつでお伝えしていたように、9月
25日、無事に娘が生まれました。コロナ対策
のため病院には立ち入りできず、私は家からオ
ンラインで見学。妻の顔の横にスマホを置い
てもらい、通常の立会いよりも近い距離で見
守れた気がします。「どれだけの苦労があって
生まれてきたのか」をしっかり目に焼き付けら
れました。１週間は入院となるため、これを書
いている今、まだ子供とは対面できていませ
んが、会える日を楽しみに仕事を頑張ります。

先日、劇場版鬼滅の刃が地上波で放送されました
ね。DVD発売からそんなに時間が経っていない
のにすぐテレビで放送したので、DVDの売上大丈
夫なのかなって思いました。それよりも、これから
始まる鬼滅の刃遊郭編が楽しみです。予告映像で
もわかる映像の綺麗さがすごい！さらに遊郭編の
前に放送される、オリジナルストーリーが楽しみ
です。ファンが多い煉獄杏寿郎が無限列車に乗る
までの原作では描かれていないストーリーが10月
から始まります。これでまた仕事を頑張れます。

寒くなってきたので飼い犬に服を着せるようにな
りました。イタリアングレーハウンドという犬種で
寒さに弱いため、寒さを感じると元気がなくなり、
散歩中も抱っこをせがむようになるのです。小さ
な体に小さな服を着こむので、抱っこしていると
赤ちゃんを抱いているような不思議な感覚に陥り
ます。また、抱っこしていると安心するのか寝てし
まい、誰が何のために散歩しているのか分からな
いまま街を徘徊しています。寝てる犬を持って歩い
ている人がいたら、それは私かもしれません。

この５年くらいでしょうか。ずっと、風邪を治
りやすくする方法を探してきました。元々風邪
をひきやすい体質で、ヨーグルト、はちみつ、
ビタミンC、亜鉛.....などなど何かいいアイテ
ムはないか探してきたのです。今、たどり着い
たのが「グルタミン」です。キッカケはめちゃ
くちゃ風邪をひきやすいボディビルダーの友
人からの紹介でした。僕的にはかなり、アタリ
です。もし良かったらお試しください。あくまで、
個人の感想です……。

１０月から部署異動をすることになり、このか
わら版へのコメントも最後ということになりま
した。初めて出版業界を経験させていただい
たこの２年半、皆様には様々なご協力とお力
添えをいただき誠にありがとうございました。
部署は変わりますがこれからも様々な形でお
世話になるとともに、月に２桁以上は書店で
本を買う生活をしておりますので、また皆様と
お会いできる日を楽しみにしております。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。

「正義」というのは厄介なものですね。ある
意味、これのせいで戦争や紛争が起こるわ
けですから。自分が信じる正義のためなら相
手を侮辱しても構わない。そういう人が近く
にいると大変です。総裁選を見ていて思いま
した。とはいえ、信念がないのも困ります。あ
っちへふらふら、こっちへふらふらも迷惑で
す。こんな時代にリーダーはどうあるべき
か、歴史に学ぶ本を作りながらつらつら考え
ています。まじめか。

自宅がマンションの7階なのですが、先週から
2週間にわたるエレベーターの大規模修繕工
事が始まったためエレベーターが使えず階段
を昇り降りする毎日です。工事の知らせを聞い
た当初は「毎日7階まで階段なんて…」と思って
いましたが、実際階段を使い始めてみると丁度
良い運動になるなぁと9日目の今考え始めてい
ます。習慣化するには約2カ月の継続が必要
で、3日以上さぼると習慣化に障害が生じるそ
うです。習慣化まであと約50日頑張ります。

今月観たのは韓国のアニメ映画「整形水」で
す。映画に、ドラマに、音楽に、いま大人気の
韓国コンテンツですが、アニメはどうかとい
うと、これがけっこう面白い！「整形」という
テーマが韓国らしいなと感じます。すごいの
は、どぎついストーリー展開です。「パラサイ
ト」で世界を驚愕させた韓国コンテンツのパ
ワーを、このアニメ映画でも堪能できます！
サイコホラーやサスペンス映画好きの方にぜ
ひオススメです。

ワイヤレスイヤホン中毒です。休日はほぼ耳には
めっぱなしという状況で、直近の休みの2日間
は、radikoで4つのラジオ番組を聞き、オーデ
ィオブック1冊、映画1本、本1冊の耳栓に…なん
だかんだ15時間ぐらいつけていました。特に音
声コンテンツは「ながら視聴」に最高ですし、買
い物ついでに聞いているだけで2時間ぐらいな
らあっという間です。編集部の人に薦められて
知りましたが、「ボイステック革命」という本も
出版されているのでご興味ある方はぜひ。

当社の側に国立能楽堂があります。ご近所優
待の公演があったので、お昼に抜けて能を観
に行きました。野村萬斎さんのファンなので、
能は萬斎さんばかり観てきたのですが、今回
は人間国宝の方が出るというので楽しみにし
ていました。そして、演目も「萩大名」と狂言
の代表作だったのですが、いつものように寝
てしまいました……人間国宝で寝てしまうと
いうことは、疲れているのかもしれません。
ぶつぶつ……
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今月のお休み

発売後
即重版!書くのが好きになれば、

本書は、ライターになりたい人や、文章をうまく書けるようになりたい人だけでなく、　「なんでも
いいから発信してみたい」「人生をもっと楽しいたい」「よくわからないモヤモヤをなんとかした
い」という人に向けて書かれています。

むしろ「好き」になるからこそ、習慣になり、自然と上達していきます。この本では、「書きたい
気持ち」を高め、「書く」ことを習慣にするためのコツを紹介します。

展開を華やかにする拡材もご用意しております! 巻末では「書く習慣」をつくる52のコツをまとめています!

「うわぁ～」とおもったら
「うわぁ～」と書こう！ あなたの「日常」は

他人には「非日常」かも。

イベントや勉強会の
「実況ツイート」をすること。 「誰かの日課になる」

ことが大事。

お知らせ
クロスメディア・パブリッシングのHPに

「書店様向けページ」ができました!!

など、書店様の声からクロスメディアのデータや
情報をお届けいたします!是非、ご活用くださいね♪

※一部抜粋

著

「書ける人」になれる!
あなたも

パネル・POP 読者のコメントパネル

　「書く」ことは、好きじゃないとしんどい。
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Highlight!

『自分を変える
習慣力』

『

』



がら、ビジネス界にも強い影響力を持っている人物。一見、
順風満帆な成功者に見える彼の人生は、決して平たんなも
のではなかったのだといいます。本書は、著者の人生を振
り返りながら、成功するために必要な考え方やチームのまと
め方を紹介しています。彼のような「ハスラー（勝負師）」を
目指す方は必読です。

最後は4位の『What Matters Most』です。世界的に有名
なウェブサイトの創設者である著者が、夫を自転車事故で亡
くした後の実体験をもとに書いた本です。回顧録でもあり
ながら、実用的なハウツー本となっている本書は、「生きて
いく限り、常に身辺整理をしておく必要がある」のだと主張
しています。もしものことがあったとき、身の回りの人には、
処理しなければいけない問題が数多く発生してしまいます。
何かが起こったとき、残された人たちの不安や戸惑い・混
乱を少しでも減らすために、しなければいけないことは何か
を学べます。

今月は、ベストセラーに加え、ビジネスが生活に役立つスキ
ルの本が多かったように思います。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。
次第に気持ちのいい季節になってきました。10 月は NYで
も特に過ごしやすい時期で、セントラルパークの紅葉も見
ごろを迎えています。ハロウィンや各種のスポーツなど、
イベントの多い季節なので、はじめてNYに訪れる人には、
この時期はおすすめです。
それでは今月のランキングを見ていきましょう。

まずは1位にランクインした『Better Allies』です。日本で
も「多様性のある社会」が少しずつ醸成されつつある現代
ですが、自分自身のアイデンティティや年齢などを理由に、
職場で苦しい思いをしたことがある人も多くいるのではない
でしょうか。本書はそうした疎外を生んでいる職場を改善し
ていくためのマニュアル本です。ダイバーシティの文化を作
り上げ、「インクルーシブ」な組織に変化させる手段を、誰
にでも実践できるレベルで紹介しています。

次に、2位にランクインした『The Perfect Day to Boss 
Up』です。著者のリック・ロスは著名なラッパーでありな

9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）アンソニー・ファウチの正体：ビル・ゲイツ、大手製薬会社、
　　　そして民主主義と公衆衛生に対する世界的な戦争
著：ロバート・F・ケネディ・ジュニア

（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

The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, 
and the Global War on Democracy and Public Health

（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

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

（仮題）ボスになるのに最高の日：あなたの帝国をつくる「ハスラー」のための手引き
著：リック・ロス

The Perfect Day to Boss Up: 
A Hustler's Guide to Building Your Empire

（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

（仮題）よりよい仲間：
　　　インクルーシブで魅力的な職場を作るための日々の行動習慣
著：カレン・カトリン

Better Allies:
Everyday Actions to Create Inclusive, Engaging Workplaces

（仮題）最も重要なこと：
　　　自分を取り戻すための、遺言・お金・保険と人生の「もしも」を考える本
著：シャネル・レイノルズ

What Matters Most: The Get Your Shit Together Guide to Wills, 
Money, Insurance, and Life's "What-ifs"

（邦題）あなたのチームは、機能してますか？（翔泳社）
著：パトリック・レンシオーニThe Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable

Extreme Ownership: 
How U.S. Navy SEALs Lead and Win （New Edition）

（仮題）極限の責任：新版 アメリカ海軍・SEALsを勝利に導く方法
著：ジョコー・ウィリンク、リーフ・バビン

Woke, Inc.: Inside Corporate America's Social Justice Scam （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

書店様から多くのご意見をいただき、大きくリニューアル!!
新帯限定!
5000部

さらに!
2000部

多くの書店様からご注文いただき、
さらに2000部刷り足しました!

クロスメディア・
パブリッシングNo.1
ロングセラーを
イメージ新たに再展開!
発売時、数多くのお店で
ランキング1位を
獲得した大人気書籍です。
内容は今読んでも
色あせません !!

気持ちが改まり、
新たな目標を立てたくなる

新たな出会い、
環境で考え方が変わる

何かにチャレンジ
したくなる

新旧

コーチングのプロが教える、潜在意識を味方につける方法!
たった1つの習慣を変えるだけで、食生活や働き方、体型、お金の使い方、すべてが変わる!
本書では、さまざまなスイッチとなり得る習慣を紹介しています。
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カバーイラスト
北澤平祐

などのイラストを担当している
イラストレーター。

『自分を変える習慣力』

パブ情報も続々 ! 好評の声も続々!

News
Picks

DECom 経済界
ウェブ

（続編記事リリース予定 9/11、18。計 3回）
→Yahoo!ニュースへ転載

8/31 9/2 9/3 9/4

新刊JP

9/7

「人に気持ちよく動いてもらうにはどうしたらいいの？」
人を動かすための7つのスキル。

累計6万部突破!『無敗営業』シリーズ

高橋浩一氏最新刊!!

相手が思い通りに動いてくれないとき、自分が考え抜いたロジックに固執して相手を説得しよう
としても、うまくいきません。その場では何とか合意を得られたとしても、実際に動いてくれないと
すれば、それは表面的な合意だったということです。では、心から合意してもらい、気持ちよく相
手に動いてもらうにはどうしたらいいか? それには、本書で挙げる「7つのスキル」が必要です。

気持ちよく人を動かす、という名前から相手を操作する、みたいな本なの
か？と一瞬思いましたが、全く違いました。営業の仕事を10年ほど続けて
おり、営業に関する本も50 冊ほど読んだ中でこの本は自分にとってバイブ
ルになりました。

「まだ見ぬ未来を人と一緒に作り上
げていく喜び」も私も感じているの
で、是非、この言葉にピンとくる方、
営業や教育研修、コーチング、カウ
ンセリングに携わっている方、ぜひ
ともお勧めしたい一冊だ。

一言でいえばすごく為になる本で
した。人を動かすというテーマに、
ここまで深く・専門的にアプロー
チできるのは、数々の事象を言語
化・体系化してきた高橋さんだか
ら出来ることだと思います。

『 』

発売後
即重版!

DIAMOND
online
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