
陶芸家・器アーティスト。京都で330年の歴史のある茶道具の窯元「真葛焼」に生
まれ、日本文化が日常にある家庭で育つ。2005年京都にて工房「Spring Show 
Studio」を開始。独自の技法で陶板画制作をはじめる。2009年にブランド
SIONE（シオネ）を立ち上げ、全国で多数の企画展を開催し、2011年より海外で
展開。ミラノサローネに出展後、ヨーロッパでの展示会を多数開催。その後、アジ
ア各国にて展覧会、茶会を開催し、アートワークや器を通して日本文化を伝える。
2016年には銀閣寺近くの旅館をリノベーションし、工房兼ショップをスタート。

SHOWKO氏 Instagram

フジテレビ系列「セブンルール」に出演で
広く注目! 世界で活躍中の
“器アーティスト”初の著書!

SHOWKO（ショウコ）

誰かの目を気にして生きたり、
溢れる情報に流されることな
く自分らしく生きるための
「心のものさし」とは?日々の
暮らしの中で自然と「感性」
が養われるための5つの習慣
「観察する」「整える「視点を
変える」「好奇心を持つ」「決
める」を紹介。

宣伝会議4月号掲載予定

東洋経済オンライン掲載（2月中に3回予定）
 2/10配信〈コロナ禍でも｢日 を々豊かに｣できる感性の磨き方
細かい変化に気づく｢観察力｣を身につけよう〉etc...

α-STATION FM KYOTO
「MORNING SPRITE」 著者出演（2/21）

『感性のある人が習慣にしていること』

パブ
情報

選書フェア
開始!

「だかぼく」著者が選ぶ

展開の様子

早くも1万部!3刷

パネル

著者

（モーニング・スプライト）

数年前にハマっていた「どうぶつの森」という
ゲームを、最近何の気なしに起動してみまし
た。すると、当時ゲーム内で住んでいた村のど
うぶつ達が駆け寄ってきてこう言います。「ど
こいってたんだよ～ずっと会えなくて心配した
ぞ！ オッス！」僕はただ飽きてしまっただけな
のに。仮病明けの職場で、同僚から心配され
るような後ろめたさを感じながら、軽い気持ち
で起動してまた村人たちに心配をかけてしま
う前に、そっとゲームを削除しました。

最近、朝走っています。今は2キロ～3キロくら
いの距離ですが、少しずつ距離を伸ばしていっ
て6月ごろにハーフマラソンに出ようかと考え
ております。はじめは、1キロも走らないうちに
しんどくなりましたが、今は3キロくらいなら余
裕で走れるようになりました。走っている最中
は、YouTube大学を聞きながら走っています。
少し前までは朝は寒くて辛かったですが、これ
から暖かくなるのでさらに頑張っていこうと思
います。あと、腹圧呼吸を意識しています。

春といえば、ホタルイカと菜の花のパスタでし
ょうか。そこで隠し味に欠かせないのが酒盗で
す。パスタならアンチョビが定番ですが、酒盗
も美味でオススメです。築地の場外にサカエ
商会という珍味屋さんがあります。カラスミな
ど高級珍味が並んでいますが、さりげなく酒
盗が桶で置いてあり、お店の人にお願いすれ
ば量売りで買えます。パスタ以外にもアスパラ
に酒盗バターで炒めたり、いろいろ楽しめます
のでお試しを。

自宅から駅に向かう途中、いつもパグを散歩
させているおじさんに出会います。犬が飼い主
に似たのか、飼い主が犬に似たのかわかりま
せんが、同じ顔です。恐ろしいことに、歩き方
も同じ。ある日、パグが増えて２匹になりまし
た。その子も同じ顔です。毎朝３つの同じ顔を
見るたび、笑わないようにするのが大変なわけ
ですが、さらにまた別の日、おじさんのお父さ
んも一緒に歩いていました。なんということで
しょう。お父さんも同じ顔です。無理でした。

輸入雑貨のバイヤーをしている友人。商品買付
の際に現地価格→日本円の換算をすることが
多いせいか、2桁や3桁の数字の暗算がとても
速く「凄いなぁ。」と常々思っていました。先日
具体的にどうやって頭の中で計算しているのか
聞いたところ、それはまさに「インド式計算」
の手法でした。一時期ブームにもなりました
が、インド式計算を使うと暗算が爆速になると
いう実例を目の当たりにした私は早速インド式
計算のドリルを購入（笑）目指せ暗算の達人。

いま、夫婦のコミュニケーションを円滑に行う
ための本をつくっています。３年前に結婚し、夫
婦仲に問題があるわけではありませんが、子供
も生まれ、より丁寧な対話が必要だと感じて企
画しました。きっと、そのうち子育て本も作りた
くなるのでしょう。子供が生まれてなかなか遠
出もできなくなり、落ち着いて映画を見るなど
のインプットもできなくなりました。でも、妻や
娘のおかげで世界が広がり、また新たな問題意
識が芽生えていく楽しみを感じています。

ついにAIちゃんの朝ドラ曲「アルデバラン」が「THE 
FIRST TAKE」に出たー！♪コメント欄の「この曲は
やっぱり（戦時中の）安子編のイメージ」の声に私も同
意。曲のラストはゴスペルパートで、これを見た黒人さ
ん （akb93REACTSさん。フォロワー少な目w）が「声
にめっちゃsoul感じる！I feel like I’m in church! 
教会にいるみたいだ！」と絶賛、「Oh man!」「Yes!」連
呼   （笑）。本場の（？）方に喜んでもらえるって最高やん
…♪と同じ日本人として嬉しくなりました( ´ ▽ ` )
AIちゃんは歌うために生まれてきたんやなぁ…

今月観た映画はNetflix配信「パワー・オブ・
ザ・ドッグ」です。3/28発表の第94回アカデ
ミー賞でも12部門でノミネート中の話題作。
ストーリーは1920年代アメリカ・モンタナ州
で牧場を営む兄弟の話です。派手な展開は少
ないのですが、美しい映像とラストに衝撃の
結末が待っています。今年の作品賞ノミネー
トの中では、本作が受賞最有力ではないかと
思っています。ぜひ今のうちに観ておくことを
オススメします！

NFTアートを買ってみました。巷ではウン億円
なんて値段のものもあるそうですが、私が買っ
たのは数千円のピクセル画像です。とはいえ実
際に買うまでには、仮想通貨の取引所に口座を
開いて仮想通貨を手に入れて、NFTマーケット
プレイスに登録したのち、そこで使える仮想通
貨のウォレットを作成して…。と、このあたりで
心が折れます。私が買ったNFTには価値はなさ
そうですが、NFTを買ったという体験に価値が
あったと自分を納得させようと思います。

新しくできた村上春樹ライブラリーに足を運びま
した。事前の予習がてらに、話題の映画『ドライ
ブ・マイ・カー』を観ました。書斎の本棚に原作と
なった『女のいない男たち』があるということは、
本で読んだはずなのに、それすら覚えていない。と
いうことは、おもしろい内容ではなかったというこ
とだと思い、映画には期待をしませんでした。が、
上映３時間、眠ることなく楽しく観ることができま
した。これは、映画監督が良いということなのでし
ょうか？ 濱口竜介監督、これからチェックです。

中平麻衣子
Maiko Nakahira

高木真奈
Mana Takaki

原大士
Daiji Hara

小早川幸一郎
Koichiro Kobayakawa

板敷拓
Taku Itashiki

林聖
Kiyoshi Hayashi

北本駿介
Shunsuke Kitamoto

Toyokazu Yamamoto
山本豊和

Yuya Kuboki
久保木勇耶

Kazuho Ishii
石井一穂

今月のお休み
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Highlight!



の著者は、イラク戦争で最も高い勲章を受けた特殊部隊を率い
た米海軍特殊部隊隊員のジョッコ・ウィリンクとレイフ・バビン。
戦闘という過酷な環境で、彼らはどんなリーダーシップ教育を
受け、どのようにリーダーシップを発揮したのか。本書では、あ
らゆるリーダー、あらゆる環境に対して、究極の目的である「導
くこと、勝つこと」を達成する方法を示しています。

最後は10位の『Who Moved My Cheese?』です。邦題『チーズ
はどこへ消えた？』でお馴染みの不朽の名作が堂々のランク
イン。迷路をさまよう2 匹のネズミと2人の小人がチーズをめ
ぐって繰り広げる物語は、私たちに多くの気づきを与えてくれ
ます。環境の変化への恐怖や不安を取り除き、どう対応してい
けばいいのか。人々に一生つきまとう「変化」との付き合い方を
シンプルなストーリーに乗せてお届けする本書は、コロナが蔓延
する今こそ老若男女問わず必読です！

今月は、上位に名著が多く、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。

三月のNYは、季節の変わり目を迎えています。とは言ってもまだ
まだ寒い毎日なのでマフラーや手袋は手放せません。さて、北京
オリンピックがまだ記憶に新しいこの頃、ニューヨークの街では
期間限定でスケートを楽しむことができます。ロックフェラー
センター、セントラルパークなど、多くのリンクは三月で閉まって
しまうので、忘れないうちに滑りに行きたいものです。
それでは、今月のランキングを見ていきましょう。

まずは、2位にランクインした『The 48 Laws of Power』です。
ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラーである本書。孫子、ルイ
14世、マキャベリなど、3000年に及ぶ権力の歴史を作り上げて
きた偉人たちの人生から抽出した48の基本法則を紹介してい
ます。彼らの戦術の成功と失敗の歴史は、征服と自衛の方法
だけでなく自分の人生に対して力を持つことの重要性を伝えてくれ
るでしょう。

次に紹介するのは、4位の『Extreme Ownership』です。本書

2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）思い切ってリードする：勇敢な仕事、タフな会話、心を込めて。
著：ブレネー・ブラウン

（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

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

（邦題）米海軍特殊部隊（ネイビー・シールズ）伝説の指揮官に学ぶ
　　　究極のリーダーシップ（CCCメディアハウス）
著：ジョッコ・ウィリンク、リーフ・バビン

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

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

（邦題）ゆたかな社会 決定版（岩波書店）
著：ジョン・ケネス・ガルブレイスThe Affluent Society / Edition 40

（仮題）人間性の法則
著：ロバート・グリーンThe Laws of Human Nature 

（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）チーズはどこへ消えた？（扶桑社）
著：スペンサー・ジョンソン、ケネス・ブランチャード（序文）

Who Moved My Cheese?: An Amazing Way to Deal with 
Change in Your Work and in Your Life

（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

StrengthsFinder 2.0 （仮題）ストレングスファインダー2.0
著：ギャラップ

What the Heck Is EOS?: A Complete Guide for Employees in 
Companies Running on EOS

（仮題）EOSってなんだろう？ EOSで動く会社の社員のための完全ガイド
著：ジーノ・ウィックマン
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『経営は何をすべきか』

『学習する組織―システム思考で未来を創造する』
『人を伸ばす力―内発と自律のすすめ』
『フロー体験―喜びの現象学』

『他者と働く―「わかりあえなさ」から始める組織論』

『WHYから始めよ!―インスパイア型リーダーはここが違う』
『THE CULTURE CODE―最強チームをつくる方法』

『恐れのない組織―「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』
『ゴードン博士の人間関係をよくする本―自分を活かす相手を活かす』

『モチベーション3.0 ―持続する「やる気!」をいかに引き出すか』

『7つの習慣』 『夜と霧』

選書フェア開始!

ご注文をお待ちしております!

「だかぼく」
著者が選ぶ
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にてお申込み
ください

同封の
専用注文書

テレビ東京「ガイアの夜明け」にも出演した
著者が教える斬新な投資術！

たちまち
3刷!

投資・金融・会社経営の不動産投資 /
林業（22/2/1～2/4）

第   　位

「
こ
ん
な
投
資
法
が
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っ
た
の
か
!
」
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Amazonランキング

アクセスランキング
（22/1/28）

東洋経済オンライン

今
、注
目
の

「
山
投
資
」

す
べ
て
が
わ
か
る
本
!

これまで、いろんな投資本を読んできましたが、まさ
か「山」に投資するとは。 さっそく、自分でも買えそ
うな山を調べ始めましたが、興味深い物件がたくさん
出ており、ワクワクしますね。 （中略）投資マインドを
鍛えるには、絶好の一冊です。 ぜひ、読んでみてくだ
さい。

土井英司氏の
ビジネスブックマラソンで紹介!

（ビジネスブックマラソンより一部抜粋） パ
ネ
ル
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