
最近、プリンにハマっています。休みの日はい
ろいろなカフェのプリンを食べに行ってます。
アイスを上に乗っけたり、特別な卵を使ってい
るものがあったり、カラメルソースがおいしか
ったり……。世の中には個性的なプリンでいっ
ぱいです！それでも僕はいつも「Simple is 
Best !!」を胸に、オーソドックスなものを食べ
るようにしています。なかには、男一人では入り
にくいカフェもありますが、そこは「これが私の
プリン道！」とぶつぶつ……（不審者!?）

先日、出張で北海道へ行ってきました。北海道
といえば美味しい海鮮! というイメージです
が、海鮮が苦手で…だから、味噌ラーメン・ジ
ンギスカン・豚丼・ザンギを堪能してきまし
た。あと、初日は天候がよかったのですが、二
日目は雪がすごくて…2～3年ぶりに革靴で雪
の上を歩きました。思ったよりも滑らなかった
のでよかったです。ただ、歩き方が普段と雪道
では違ってくるので、疲れましたね。次は雪が
ないときに北海道に行きたいですね。

あけまして、おめでとうございます。いよいよ
新年を迎えましたが、先日の「M-1グランプ
リ」、印象深かったですね。我が家は、全くお
笑いに興味がないのですが、この日だけ頼み
込んでオンタイムで見ています。今、お笑いも
「～系」など、細分化や分析が進む中で、王道
の「大きな声を出す」コンビが優勝したのはな
んだか感慨深いです。まあ、自分のギャグに全
く反応しない家族を、笑わせる芸人さんたち
はすごいなあと毎年思っています。

社会に出て数年経つと、「①ジョブ②キャリア
③コーリング」の働き方を感じる機会が増えま
した。大まかにいうと、①では仕事は収入のた
め、②は自己成長のため、③は自己実現のた
め、といった感じです。そして、数字が上がるに
つれ幸福度も上がるという見上げたものです
が、私と同じように、②のキャリア思考の強い
人はどの時代にもあまり多くはないのだと思っ
たりします。私は③に全集中し、気づいたら少し
ずつ②の状態にもなっていたらいいのですが。

ナミビアにあるナミブ砂漠オアシスのライブ配信
動画にハマってます。定点観測なので、動物が常に
いるわけではありませんが、バッファローやシマウ
マやオリックスなど、たまーに喉を潤しに来ます。
その時は世界中の人達がコメント欄に｢orix!!!!｣
｢giraffe!!!｣などと書き込んでいきます。コメント欄
は英語しか書き込んではいけないという謎ルール
があるので、グーグル翻訳を使いながらみんな頑
張ってコメントを残しており、わたしも頑張って英
語で会話しています。家にいながら国際交流です。

我が家のPCや音楽プレーヤーはスペックが低
く、ストリーミングサービスが利用できず、いま
だにCDを買っています。今年買ったのは「筋肉
少女帯」と「B’z」の2枚でした。どちらも今年発
売の新譜です。両バンドとも30年以上のキャリ
アながら、いまだに新しい音楽を追求し、ファン
を増やし続けています。私の編集者としてのキャ
リアは10年足らずですが、20年、30年先も、常
に新しい本を届けられる編集でありたいなと、
大好きなバンドから学んだ2021年でした。

朝ドラ「カムカム…」に友人夫妻がジャズピアニ
スト♀トランペット奏者♂役で出演。毎朝通勤
電車でNHKアプリで視聴、号泣（マスクの下はぼ
ろ泣き＆鼻水）、感想をLINE笑。友人の娘ちゃんは
台本をだいぶ読み込んでいるらしく、小学生なの
に大人の駆け引きなど全部理解していてめっちゃ
すごい笑。ちなみに喫茶店マスター役の世良公則
さんが、進駐軍のクリスマスパーティーで歌った
Louis Armstrong「On the Sunny Side of
the Street 」ええ声過ぎて販売して欲しい…！笑

今月観た映画は「マトリックス レザレクショ
ン」です。大ヒットした3部作から、ほぼ20年
ぶりの新作がついに公開！物語は、その後の
「マトリックス」のようであり、ウォシャウス
キー監督のドキュメントのようであり、「マト
リックス」ファンのためのスピンオフ・コメデ
ィのような映画です。いちばん驚いたのはキ
アヌ・リーブスの年齢です。なんと！現在57
歳。観に行く際は、上映後も必ず席に残って
くださいね！

新年明けましておめでとうございます。昨年は
コロナ禍を経て「新しい時代・価値観」の萌芽
を感じた年でした。在宅勤務や70歳までの就
業確保努力義務、Z世代の台頭など一昔前の常
識がどんどん変わっていく現代は、自分自身の
アップデートも必須です。「働くこと」への価値
観が変わる中でも、時代に沿った形で「働く
人」の役に立つ本を刊行し、今年も書店様と一
緒に読者の方へ繋げていきたいと思っておりま
す。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。クロス
メディアに入社して4度目の新年です。毎年ここ
で新年の目標を掲げておりまして、去年の目標
は「やるべきことを淡々と」。振り返ってみると
全く淡々としていない1年だったなと思います。
さて、今年の目標はと言いますと「メリハリ」に
決めました。熱さと冷静さでもって、今年を代
表するヒットを作っていければと思います。今
年もクロスメディアの書店営業を何卒よろしく
お願いいたします。

中平麻衣子
Maiko Nakahira

高木真奈
Mana Takaki

原大士
Daiji Hara

板敷拓
Taku Itashiki

大沢卓士
Takashi Osawa

北本駿介
Shunsuke Kitamoto

Gaku Awa
阿波岳

Taiki Miyafuji
宮藤大樹

Kazuho Ishii
石井一穂

Eriko Iwase
岩瀬恵理子

今月のお休み

旧年中は書店、取次の皆様には大変お世話になりました。長引くコロナ
禍での店舗営業はとても大変なことだったと思います。感謝を申し上げま
す。ありがとうございます。

2021年の出版業界を振り返ると、市場規模としては３年連続の成長とな
ることが予測され、大手の出版社や取次会社、書店では、数年をかけて
取り組んできた構造改革の成果が出始めてきた年でした。ただ一方で、
苦しい状況に変わりのない出版社や書店も数多く存在し、改革は待った
なしの状況は今年も続くでしょう。

ソーシャルディスタンスが続いている社会状況ですが、日頃から消費
者・読者と密な関係を築いている書店・出版社は、厳しい環境下でも
利益を挙げ、元気に前向きに商売に取り組んでいるように思います。基
本の徹底と創意工夫で、2022年は明るい年にしていきたいですね。

さて、当社の話でいうと、昨年は10万部を超えるホームラン級の新刊は
なかったですが、読者ターゲットに向けた本づくりでしっかり結果を残す
“ビジネス書らしい”本を多く出版することができました。そして、一昨年
に続き、全体のヒット率が上がり、返品率も改善し、なんとか増収・増益
の業績とすることができました。

今年こそは、チャレンジ精神のもとホームランを生み出し、ビジネス書の
出版社として社会にインパクトを出していきたいと思います。そして、書店、
取次の皆様の利益に寄与するように努めてまいりますので、引き続きご
指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役　小早川 幸一郎
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次に紹介するのは、5位の『Empire of Pain』です。アメリ
カの深刻な社会問題として知られる「オピオイド依存症」。
現在でもアメリカでは200万人もの人が依存に悩み、過剰摂
取により死に至る人もいるといいます。そんな凄惨たる依存
症を作り出した黒幕として知られるのが本書でフォーカスさ
れるサックラー家。名家として知られていたサックラー家が
どのような栄枯盛衰を辿ったのか、社会問題の暗部に切り込む
重厚なノンフィクション作品です。

最後は7位の『Do More Great Work』です。メールの返信、
電話の応答、会議の出席など、日々の煩雑さに追われ、自分の
人生における「偉大な仕事」が何なのか、忘れてしまうことは
ありませんか。本書では、15のエクササイズを通して、あなた
のやり遂げたいことがどういうものなのか、どのようにして
達成するのかを明確にしてくれます。目標を実現したい方や
目標を見つけたいという方は必読の一冊です。

今月は、名著に加えて社会問題に関する本が多くランクイン
し、印象的でした。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。

あけましておめでとうございます！2022年もよろしくお願い致
します。NYの1月は1年の間で最も気温が低くなるシーズン
です。日によっては摂氏マイナス 20度を下回ることも。寒がり
の私にとっては、少し辛い毎日ではあるのですが、雪景色の
ニューヨークの街並みは一層美しく、この時期ならではの楽し
みでもあります。
それでは今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、3位にランクインした『Twelve and a Half』です。
起業家、投資家の顔を持つ著者が本書で主張するのは、「エ
モーショナル・インテリジェンス」の重要さです。今日のビジ
ネス界では評価基準が明確な「ハードスキル」が重要視さ
れ、好奇心や共感力といった数字で測ることができない「ソフ
トスキル」が軽視されてきたといいます。人生とビジネスの成
功に欠かすことができない、「12と半分のスキル」を探求し、
さらにそれを発展させるためのツールを紹介していく本書は、
自身の成長を願う全ての人にオススメです。

12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）世界秩序の変化に対処するための原則：なぜ国家は成功し、失敗するのか
著：レイ・ダリオ

（仮題）トゥエルブ・アンド・ア・ハーフ：
　　　ビジネスを成功させるために必要な「エモーショナル」な要素を活用する
著：ゲイリー・ベイナーチャック

Twelve and a Half: Leveraging the Emotional Ingredients 
Necessary for Business Success

Principles for Dealing with the Changing World Order: 
Why Nations Succeed and Fail

（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）もっと素晴らしい仕事をしよう：
　　　忙しい仕事をやめなさい。重要な作業を始めよう。
著：マイケル・ブンゲイ・スタニア

Do More Great Work: 
Stop the Busywork. Start the Work That Matters.

（仮題）苦痛の帝国：サックラー王朝の秘密の歴史
著：パトリック・ラデン・キーフEmpire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty

（仮題）本当のアンソニー・ファウチ：ビル・ゲイツ、巨大製薬会社、
　　　そして民主主義と公衆衛生に関する世界戦争
著：ロバート・ケネディ

（仮題）ある書店員の告白
著：ショーン・バイセル

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

Confessions of a Bookseller

（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

Once Upon a Time in Russia: The Rise of the Oligarchs-A 
True Story of Ambition, Wealth, Betrayal, and Murder

（仮題）ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ロシア：
　　　オリガルヒの台頭-野心、富、裏切り、そして殺人の真実の物語
著：ベン・メズリッチ

Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know （仮題）もう一度考えよう：知らないことを知る力
著：アダム・グラント

JR東日本トレインチャンネル
にて放映決定!!（22/1/10～16）

ダ・ヴィンチニュース

車内ビジョンでの動画放映

外部メディアにも記事配信を行います!

etc...

※ダ・ヴィンチニュースTwitterにも記事掲載時に配信

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」「人生をもっと楽しくしたい」という
人に向けて書かれています。「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。

大型パブ続 !々
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に書評配信! に広告掲載決定!
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追加注文
殺到中!!
在庫のご確認を
お願いいたします。

世界のあらゆるリーダー論、経営論、組織論に基づいて書かれた、
圧倒的な情報量のある書籍です。
本書は、現状に違和感を持ち、組織やチームを変えたいと思う人に向けて、これからの時代
にふさわしい組織像と実践的な変革メソッドを紹介します。最も重視しているのは「関係性
の質」です。ここが変わることで、チームの「思考」が変わり、「行動」が変わり、「結果」もつい
てきます。本書では、そのために必要な「心理的安全性の創出」「仕事の意味の共有」「内発
的な動機づけ」といった具体的手段を、世界基準の理論に基づいて紹介していきます。

東洋経済オンライン
記事3回掲載

マネー現代にて
記事2回掲載

Logmiにて
記事2回掲載

発売1週間で重版が決定し、その後すぐに3刷決定した人気書籍です。
「多面展開しないのはもったいない!!」と自信をもってお伝えできる程、
内容もしっかりしています。パネルやPOPのご用意もございますので、
是非ご活用ください!

18Amazon
総合ランキング !位（12/15 現在）

（12/8 、15、22） （12/16 、23） （12/16 、23）
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