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ジャンル 配本日
ISBN

978-4-591- 書名 著者 予価 判型 頁数 著者紹介 内容紹介

ビジネス 12月7日 168950 革命はいつもたった1人から始まる 藤原 和博 1,600
四六
並製 256

教育改革実践家。1955年東京生まれ。 1978年東京大学経済学部卒業後、株式会社リ
クルート入社。1993年よりヨーロッパ駐在、1996年同社フェローとなる。2003年より
5年間、都内では義務教育初の民間校長として杉並区立和田中学校の校長を務める。
著作に『10年後、君に仕事はあるのか?』(ダイヤモンド社) 、『35歳の教科書』(幻
冬舎)、『坂の上の坂』(ポプラ社)など多数。

景気や業界の調子の悪さを自分自身の浮沈にリンクさせ、イノベーションを望
まないなら、会社も組織も、そしてあなた自身もきっとダメになっていくだろ
う。「革命はいつも、たった１人から始まる」――これを基本と考える著者が
実践する、さまざまな壁を破る方法。

ビジネス 12月14日 168974
仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな

本屋で学んだ
川上徹也 1,600

四六
並製 262

コピーライター。湘南ストーリーブランディング研究所代表。大阪大学
人間科学部卒業後、大手広告代理店勤務を経てコピーライターとして独
立。『物を売るバカ』『１行バカ売れ』（角川新書）他ベストセラーの
著書多数。

出版取次「大販」の新人社員・大森理香が、ある小さな「町の書店」の女店主
と出逢うことで、「仕事とは何か」を学び人生の目標を見つけ出していく―
―。ベストセラー『物を売るバカ』『キャッチコピー力の基本』の著者・川上
徹也が書く、尼崎に実在するまちの書店をモデルにした感動のフィクション。
読むだけで仕事への熱意とやる気があふれてくる一冊です。

実用 12月14日 168431 麹親子の発酵はすごい！ 山元正博
山元文晴

1,500
四六
並製 192

麹研究所会長。百年以上続く麹屋の３代目として生まれる。東京大学大学修士課程
（農学部応用微生物研究所）修了。卒業と同時に郷里鹿児島に帰り、（株）河内源一
郎商店入社し、現在代表取締役。日本人初となる、チェコ外務大臣表彰受賞。チェコ
政府から要請を受け、チェコ政府観光局日本代表部代表に就任。

一般的にはほとんど知られていない鹿児島県の「源麹研究所」。百年以
上にわたって麹研究を進め、世界中から企業や大学の研究者が頻繁に訪
れる。源麹研究所を経営する父（農学博士）と息子（医学博士）によ
る、麹のパワーがぎっしりつまった必読の一冊。

文芸 12月7日 168967 あずかりやさん まぼろしチャーハン 大山淳子 1,500
四六
上製 228

東京都生まれ。2006年『三日月夜話』で城戸賞入選。2008年『通夜女』で函館港イル
ミナシオン映画祭シナリオ大賞グランプリ。2011年『猫弁 死体の身代金』でＴＢ
Ｓ・講談社第３回ドラマ原作大賞を受賞しデビュー。「猫弁」シリーズは累計40万
部、『あずかりやさん』シリーズは累計25万部。

一日百円で何でも預かります。東京の下町でひっそりと営業する「あずかり
や」。「半年後に引き取りにこなかったらポストに投函して」と店主に託され
た手紙の行方は?　高倉健、緒形拳、石原裕次郎の三人が預けた「ある物」と
は?　日本屈指の盆栽の名人が遺した名木を、不肖の孫が受け継いだことから
巻き起こる大騒動……累計25万部突破、ほっこり切ない人気シリーズ第4弾。

文芸 12月14日 168882
ストーリーテラーのいる洋菓子店

月と私と甘い寓話
野村美月 1,700

四六
並製 288

福島県出身。2001 年、 『 赤城山卓球部に歌声は響く 』 で第 3回ファミ通エンタ
テイメント大賞（現・えんため大賞）小説部門 〈 最優秀賞 〉 を受賞し、デ
ビュー。著書に、「 文学少女”」「ヒカルが地球にいたころ 」「晴追町には、ひま
りさんがいる。」などの各シリーズ、 『 むすぶと本。 『 さいごの本やさん 』 の
長い長い終わり 』『 記憶書店うたかた堂の淡々 』 などがある。

仕事も恋愛もぱっとしない岡野七子がたどり着いた、住宅街の洋菓子店「月と
私」。そこには、お菓子にまつわる魅力的なエッセンスを引き出して、物語と
してお客に届ける、「ストーリーテラー」がいた――。疲れた心に甘くやさし
く沁みわたる連作短編集。

ジャンル 配本日
ISBN

978-4-591- 書名 著者 予価 判型 頁数 著者紹介 内容紹介

実用 1月18日 168943 子どもが喜ぶことだけすればいい 佐々木正美 1,200 B6判
並製

256

児童精神科医。1935年群馬県生まれ。2017年没。新潟大学医学部卒業。ブリティッ
シュ・コロンビア大学児童精神科、東京大学精神科、東京女子医科大学小児科、小児
療育相談センターなどを経て、川崎医療福祉大学特任教授。臨床医としての活動のみ
ならず、地域の親子との学び合いにも力を注いだ。著書に『子どもへのまなざし』
(福音館書店)、『子どもの心の育てかた』(河出書房新社)など。

親や教育者から絶大な支持を得る児童精神科医・佐々木正美さんの子育
ての悩みに寄り添うメッセージブック。「いい子だからかわいがるので
はない、かわいがるからいい子に育つのです」など、子どもにとってな
にが真の愛情なのかやさしい言葉でつづります。プレゼントにも最適。

実用 1月18日 168851

人事担当者が明かす！
受かるエントリーシート
落ちるエントリーシート

梅崎修
神山典士

1,400 四六
並製

240

梅崎修（法政大学キャリアデザイン学部教授）......人材マネジメント、キャリア教
育の効果測定の専門家。人材採用関係の著書多数。
神山典士（ノンフィクションライター）......著者１５０冊を超えるベテランライ
ター。「大宅壮一ノンフィクション賞」「小学館ノンフィクション大賞」「編集者が
選ぶ雑誌ジャーナリズム大賞」など受賞

就活生必読！各社の人事担当への徹底的な取材から見えてきた「ウィズ
コロナ時代に受かるエントリーシート」とは？就活のプロ（法政大学
キャリアデザイン学部教授）と文章のプロ（大宅ノンフィクション賞受
賞作家）が、どの業種にも必ず通用するエントリーシートの書き方を伝
授します。

実用 1月18日 168844 ほんとうの社会科 出口治明 1,500 四六
並製 256

2008年、還暦でライフネット生命を開業。12年、上場。社長・会長を10年勤める。18
年1月より、立命館アジア太平洋大学（APU）学長に就任。ビジネス書だけでなく、歴
史ジャンルの書き手としても支持を集める。ベストセラー多数。2020年『還暦の底
力』が話題となっている。

自分らしく働くための「ほんとうの社会のしくみ」を知ろう。世の中の
当たり前を疑い自分の頭で考えることができるようになれば、どんな時
代でも、どんな国でも、わくわくした人生を手にいれることができる。
出口治明氏が伝える幸せに生きるための「ほんとうの社会のしくみ」。

ノンフィ
クション

1月12日 168424
	妻がマルチ商法にハマって

家庭崩壊した僕の話。
ズュータン 1,500 四六

並製 272

会社員。マルチ商法にハマっていた妻が、ある日突然娘を連れてマルチ
商法の上位会員の家で生活をはじめる。それをきっかけに妻に何が起
こっていたかを知るためにマルチ商法の情報収集と情報発信を開始。
noteに公開した記事は30万PVを超えるなど大きな反響を呼ぶ。

「普通の人が、ある日突然、加害者にも被害者にもなるんです」
平凡な男がマルチ商法によって家族を失うまでをリアルに描き、noteで
大反響だったノンフィクション連載を書籍化。身近におこりうるマルチ
商法問題のほんとうの闇に迫る一冊。

ビジネス 1月18日 166123 超一流の強運力 安田正 1,500 四六
並製 192

株式会社パンネーションズ・コンサルティング・グループ代表取締役。社団法人コ
ミュニケーション・マイスター協会理事。早稲田大学理工学術院非常勤講師。ロジカ
ル・コミュニケーション、対人対応コーチングなどのビジネスコミュニケーションの
領域でコンサルタントとして活躍。シリーズで8０万部を超えた「超一流の雑談力」
をはじめ累計部数は200万部を超える。

８８万部超「超一流の雑談力」の著者が、「運」の持つ計り知れない力
を実体験やデータをもとに初めて明かします。成功者の考え方・行動に
は、「強運力」という共通するベースがあった！「運がいい」と「運が
悪い」の決定的な違いをコミュニケーションの視点から初めて解き明か
す一冊。

ビジネス 1月18日 168004 	勝てなくても利益は出す 山室晋也 1,500 四六
並製 256

株式会社エスパルス社長。前・千葉ロッテマリーンズ代表取締役。立教大学を
卒業、第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行。１１年４月から執行役員、１３年
にみずほマーケティングエキスパーツ代表取締役社長。同年千葉ロッテマリー
ンズ顧問を経て、１４年に社長就任。２０２０年１月より現職。

プロ野球球団・千葉ロッテマリーンズは、2013～2019年の６年で観客動
員数を30万人伸ばし、2019年は球団史上初の黒字を達成した。その立役
者となった山室晋也流の経営改革を記したビジネス書。人気がない、や
る気も低い、パフォーマンスも低い組織を立て直した山室氏の手法と
は。

文芸 1月12日 169070 零から０へ まはら三桃 1,600
四六
並製 312

福岡県出身、在住。2005年講談社児童文学新人賞＜佳作＞をとり翌年デビュー。『奮
闘するたすく』は2018年青少年読書感想文全国コンクールの課題図書。ほかに『たま
ごを持つように』『思いはいのり、言葉はつばさ』など多数。一般文芸としては『空
は逃げない』『パパとセイラの177日間』がある。

1945年、聡一は鉄道総局の研究所に入所する。そこには戦争中に軍で戦闘機の
設計や製作に関わり多くの命を奪う結果を生んでしまったことを悔いる壮年の
技術者たちがいた。平和への想いを込め、東京―大阪間を数時間で結ぶ高速鉄
道の開発に取り組む彼らを手伝ううち、聡一もいつしか没頭していく。過去を
乗り越え、未来へ向かう様々な人々の、希望の物語。

文芸 1月12日 168868 ヨンケイ！！ 天沢夏月 1,500 四六
並製 312

1990年生まれ、神奈川県在住。『サマー・ランサー』にて第19回電撃小説大賞〈選考
員奨励賞〉を受賞し、デビュー。瑞々しい感性で描かれる青春小説に定評のある気鋭
の作家。著書に『DOUBLES!! -ダブルス-』シリーズ、『八月の終わりは、きっと世界
の終わりに似ている。』『七月のテロメアが尽きるまで』まで人気作多数。

慢性的な人数不足に悩む離島・大島の渚台高校陸上部。インターハイ予
選を目前に控え、奇跡的に男子４人のスプリンターが揃ったことから100
×４リレー(四継）に挑むことに―。
青春小説の旗手がおくる、感動のスポーツ小説！

文芸 1月6日 168875 ラストは初めから決まっていた 	小手鞠るい 1,600 四六
並製 256

1956年岡山県生れ。1981年「詩とメルヘン」賞、1993年「海燕」新人文学賞、2005年
『欲しいのは、あなただけ』で島清恋愛文学賞、2009年絵本『ルウとリンデン 旅と
おるすばん』（絵／北見葉胡）でボローニャ国際児童図書賞を受賞。主な著書に、
『美しい心臓』『アップルソング』『星ちりばめたる旗』『炎の来歴』など多数。近
年は児童書作家としても活躍している。

一週間で小説を書きあげること、「自分の体験した恋愛」がテーマであること、決め
られた相手と書いている途中の小説を交換し、感想を伝えること―。創作ゼミの課題
に堂島ことりは取り組むが―。
とある「交換小説」が導く恋の行方と、そこに隠された「秘密」とは。恋愛小説の名
手が贈る、切なさと驚きに満ちた恋物語。

TEL：03-5877-8110 ／フリーダイヤルFAX：0120-53-6188
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