
はじめまして。10月から編集部に仲間入りし
た、宮藤大樹（みやふじたいき）です。定期的
にとりとめのない「ぶつぶつ」を書いていきま
すので、どうぞよろしくお願いします。この仕
事を始めて数ヶ月、学生の頃から憧れていた
方とお会いする機会がありました。編集者は
「名刺1枚で、誰にでも会える仕事」と言いま
すが、キタキタこれか！と気分が高揚する出来
事でした。来年の刊行に向け、粛々と取り組ん
でいきます。

10月上旬に久しぶりにかなり酷い偏頭痛がやっ
てきました。例年夏に来ていたのに、今年はなか
ったから、ラッキーと思っていたのに、まさか10
月に…。今までと同じで右目だけ充血と涙が流
れ、どうしようもない痛みが夜やってきました。
いつも通り冷やして圧迫してもなかなか痛みが
引かず、大変でした。その後も頻繁に偏頭痛が
来るのですが、幸いにも休日や夜に来ているの
で、仕事にはそこまで支障は出ていないです。ち
なみに今も若干痛みに耐えながら書いてます…

海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』をやっ
と観終わりました。主要キャラクター達が突然
の不幸に見舞われることが多く、油断ならない
ドラマでした。シーズン６までと長いのと、突
然の不幸へのショックから立ち直れず、観終わ
るまでに1年もかかってしまいました。また、キ
ャラクター数も多くて誰が誰だったのか分から
なくなる場面も多く、またシーズン１から観始
めています。来年の11月頃に、この場を借りて
2週目完了の報告をさせていただきます（笑）

最近、麻雀のプロリーグである「Mリーグ」の
観戦に日々追われています。雀士たちの雀風を
踏まえた上で起こる卓上の闘いには、魅了され
るものがあります。自分には真似のできないプ
ロのロジカルな思考から放たれる至高の一打、
理解が追いつくのにはまだ時間がかかりそう
です。ご興味のある方は、麻雀に生涯を捧げた
選手たちの姿をAbemaTVで是非ともご覧く
ださい。麻雀における「押しと引き」を仕事に
も活かしていきたいなと。今日もぶつぶつ……

『おかえりモネ』脚本・安達奈緒子さんの作品は
　『失恋ショコラティエ』『コードブルー』など。登米
編・東京編・気仙沼編の中で東京編のTV局での
話は月9のポップさがありながら、気仙沼編では
皆の心の傷が癒されていく。相手の痛みに共感は
出来ずともただそばに居る優しさ。「雨が降りま
す。子供達の声が聞こえたから」（音は温度の高い
ほうから低いほうに曲がる）とモネ。「全てが整う
と雨が降る」の過去の台詞とも重なり、みんな整
って良かったと思える涙のラストでした(́ ;ω;` )

息子たちに外で体を動かしてほしいんです
が、海外をぶらぶらしていたときに、サッカー
がうまい日本人が、語学は不得意でも現地の
人にがっつり溶け込んでたのを見ていたの
で、特にサッカーに興味を持ってもらうのが
いいかなと思っています。で、2年くらい前か
ら「DAZN」に入っているんですが、息子たち
の反応はいま一つ。動画は死ぬほどパソコン
で見てるのに「スポーツは大きいテレビで見
るもの」のようで、なかなか難しいですね。 

Netflixで10月より配信されている『ビリオン
ダラー・コード』というドイツ制作の“実話を元
にした”ドラマを一気に見てしまいました。描
かれるのはグーグルアースへの特許権侵害訴
訟。インターネット黎明期にベルリンの芸術家
とハッカーの二人が作った画期的なアート作品
「テラ・ヴィジョン」のアルゴリズムは、グーグ
ルに盗用されたものなのか？バックに流れる
ジャーマンテクノもカッコよく、「正義とは何
か」を問う見応えのある作品でした。

今月観た映画は「DUNE/デューン 砂の惑
星」です。監督は「メッセージ」や「ブレード
ランナー2049」などのSF映画を手がけてい
るドゥニ・ヴィルヌーヴ監督です。傑作ドキュ
メンタリー「ホドロフスキーのDUNE」にも
ある通り、70年代には実現が難しかった大
構想も、今の撮影技術でほぼ完全に再現でき
るのが感慨深いです。バトルシーンも見もの
ですが、主演のティモシー・シャラメを観るた
めだけでも映画館に観に行く価値あり。

雨の日、会社の最寄り駅で傘が閉じなくなりま
した。改札の前であたふたするのも迷惑になる
ので、仕方なく傘を開いたまま改札内へ。まっ
たく閉じない傘を下からのぞいたり、横から曲
げてみたり…明るい構内で傘と格闘するあやし
い男を、改札の駅員はどう見ていたんでしょう。
後輩が一緒にいてくれてこんなに心強かったこ
とはありません。とはいえ結局閉じずそのまま
電車に乗ることもできないので、駅のごみ箱に
傘の骨をボキボキに折って捨ててやりました。

コロナ禍も収束に向かっています。ある出版社の方が、   

　「コロナ化で社員の仕事に対する緊張感が薄れている

なか、企画の本数が減り、質が落ち、重版がかからなく

なり、返品がいつの間にか増え、資金繰りが厳しくなる

出版社は多いのでは」と言っていました。スタッフから

は賛否両論でしたが、書店員のみなさんのがんばりと同

様に、当社も皆、早朝出社し仕事に励むことで、企画の

本数、実売、重版が増え、堅調な業績でコロナ禍を乗り

切ることができました。厳しい環境は続きますが、書店

のみなさんと一緒にがんばっていきたいと思います。　
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今月のお休み

2021年10月

番売れました!

パブリシティ続々!

（1回目10/6、2回目10/18、3回目10/22、4回目11月上旬予定）

東洋経済オンライン計4回掲載
日経新聞広告掲載（10/26）

仕事、人間関係、人生で「行間を読む力」がもっと必要になる!
本を読み、人間を読む。読解力の磨き方を紹介!

「読解力」とは一般的にはテキストを読み解く力と考えられていますが、
本書では「相手を正しく理解し、適切に対応する力」と唱えています。 厳し
い時代を乗り切るために、さまざまな資格やスキルを身につけたり、能力
を高めようと努力している人がたくさんいますが「読解力」を身につける
ことこそが大事ではないでしょうか。

との併売もお薦めです!
※ただいま限定帯で出荷しております。
　（なくなり次第終了）

』『

クロスメディアで1

『　　　　　　　　 』

前作

何があっても折れない

「しなやかで柔らかい心」の

つくり方を提案しています。

パ
ネ
ル
の
ご
用
意
も

ご
ざ
い
ま
す
！

発売後、
即ランキング入りしました!
是非、多面での
ご展開お願いいたします。

発売後、即重版!
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クロスメディア総選挙



次に紹介するのは、8位の『Four Thousand Weeks』
です。本書のタイトルである「4000週」とは、約80年で、
人間の寿命を指しています。週に直すと、案外短いなと思
う方も多いのではないでしょうか。「時間」についての悩み
をテーマにした本書は、目の前の効率や時間短縮に執着す
るのではなく、どのように「4000 週」に向き合うのかに
フォーカスしています。「何かしなければ」という焦燥感を
抱えている方は必読です。

最後は10位の『We're Speaking』です。伝統的な白人家
父長制が権力の中枢を占め続けてきた国で、副大統領にま
で上り詰めたことで話題となったアジア系アメリカ人のカマ
ラ・ハリス。起業家でもある著者は、彼女がどのようにして
米国の副大統領になったのかを通して、仕事や人生について
の教訓が学べると言います。伝記と自己啓発の両方の側面
を持っている本書は、社会の常識やこれまでの在り方を変
えたいという人を勇気づける一冊です。

今月は、ベストセラーに加え、新作の本が多くランクインし
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！

ここでは、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。

11月のNYはぐっと気温が下がり、季節が真冬に移り変わっ
たことを感じさせます。日によっては氷点下を下回ることも
あり、厚手のコートが欠かせません。気温は下がる一方で
すが、NY最大とも言われるイベントであるニューヨークマ
ラソンが、2年ぶりに開催されるなど、街の熱気は一層高
まっているようにも感じられます。
それでは今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、4位にランクインした『The Daily Laws』です。
5位の『The 48 Laws of Power』など、ベストセラーを
数多く執筆しているロバート・グリーン。本書は彼の著書と
未発表の作品から選ばれた 366 項目から構成されていま
す。その366 項目を1日1 項目ずつ、毎日読むことで、効
果的に彼の考え方や教訓を身につけることができます。各
月ごとに、「リーダーシップ」や「戦略」など大きなテーマ
が設定されており、示唆に富んだ本書は、「まずは読書を
習慣にしたい」と考えているライト層にもオススメです。

10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）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

（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）ウォルト・ディズニー・ワールドの肖像：
　　　地球上で最も魅力的な場所の50年
著：ケビン・カーン、ティム・オデイ、スティーブン・ヴァニーニ

（仮題）カーテンの向こうの男：ジョージ・ソロスの秘密のネットワークの内幕
著：マット・パルンボ

A Portrait of Walt Disney World: 
50 Years of The Most Magical Place on Earth

Man Behind the Curtain: 
Inside the Secret Network of George Soros

（仮題）日々の法則：パワー・誘惑・達観・人間性に関わる366の瞑想法
著：ロバート・グリーン

The Daily Laws: 366 Meditations on Power, Seduction, 
Mastery, Strategy, and Human Nature

（仮題）私たちの話：カマラ・ハリスの人生訓：
　　　自分の声を活かし、積極的になり、自分のストーリーを手にする方法
著：ヒタ・アレプ

We're Speaking: The Life Lessons of Kamala Harris:
How to Use Your Voice, Be Assertive, and Own Your Story

Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals （仮題）フォー・サウザンド・ウィークス：人間のためのタイムマネジメント
著：オリバー・バークマン

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

人生で初めて営業の仕事を
経験し、話し方・言葉の
選び方の大切さを思い知った。
この本で学んだことを実践したい。

クロスメディアグループの社員が選ぶ『仕事に使える本』
10月から新年度をスタートさせたクロスメディアグループですが、先月末に16期一年をふり返る『クロスメディア・パブリッ
シング総選挙』を社内で開催いたしました。16期に出版された書籍の数はおよそ100冊。その中からクロスメディアグルー
プの社員がカテゴリー別に投票しました。今回ご紹介させていただく投票結果は「仕事に使える本」ベスト３です。

『企画』
『マッキンゼー式人を動かす話し方』 『対峙力』 『気持ちよく人を動かす』

すべてが企画次第!
というより、仕事も人生も
企画そのものだと知った。 人と関わることは

避けられない！
人間関係を考える上で
読みやすい一冊。

マネジメントに
とても大切な
スキルだと思うから。

12
3

2021年クロスメディア・パブリッシ
ング総選挙結果

自分が歩むべき
生き方が見つからない
でいる人。

そんな方に向けて、「自分の人生を自分で描く」方法をお伝えします。

モヤモヤから
覚醒して人生に
夢中になりたい人。

こんな人
に読んで
ほしい!

ストーリー思考で、自分の「物語」を見つける
夢中になれない。この悩みの本質は、自分の生きる道が分からないことに尽きると思います。
目指すゴールが分からないから、その過程で何を選択すればいいのかが分からないのです。
それを解決するのがこの本でお伝えするストーリー思考です。「ゴールを定めてそこに向かう
過程を描く』とはまさに、映画やドラマなどのストーリーを作ることと同じです。

「自由に生きる」技術とは?
のプロデューサーが教える『 』
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