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[愛読者クラブ] 自分の夢を実現するために模索している途中

で、思ったように進まず悩んでいるところでした。最後の著者

の、信じています。の言葉に、大号泣でした [マンスリーメル

マガ] 

-----------------------------------／ 
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「DIAMOND 愛読者クラブ マンスリーメルマガ」は、月１度、

ダイヤモンド社の書籍を身近に感じていただける旬な情報を
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01【プレゼント】感想の投稿であのヒット書籍が当たる 

 -10月にお寄せいただいた感想をピックアップ 

http://diamond.jp/list/books/review 

 

ダイヤモンド社では、弊社書籍の感想投稿をネットで受け付け

ています。 

お寄せいただいた方のなかから毎月抽選で 10 名の方に、弊社

ベストセラー、ロングセラーの中からご指定の書籍をプレゼン

トしています! 

10 月にお寄せいただいた感想のなかから一部を紹介させてい

ただきます。 

 

-------------------------------- 

 

-チャン 著/神崎 訳『「静かな人」の戦略書──騒がしすぎる

この世界で内向型が静かな力を発揮する法』 

 ISBN:9784478111475 

店頭で目にするようになってから、ずっ 

と気になっていた。本のデザイン自体 

も黒色を基調としていて、シンプルさ 

とかっこよさを兼ね備えていた。すご 

くいい！！ 

内向型の人間だと感じて、生活してい 

たから、すごく救われた。学校生活で 

も、クラスの人の前で発表した時に、 

必要以上に緊張してしまうことがあっ 

た。恥ずかしさもあって、うまくいか 

なかった。苦しい気持ちだった。そん 

な辛い時に、この本が寄り添ってくれ 

た。著者の考え方に共感できる場面が 

多く、学ぶことがたくさんあった。こ 

れからの人生で必ず役に立つことを学 

べて十分満足している。同じような悩 

みを持っている他の人たちにも自信を 

持って薦めることができる。 

内向型の人の心に寄り添い、外向型の 

人には、内向型の人の特徴について知っ 

てもらうために、多くの人が読むべき 

本だと感じた。（10代男性） 

 

-藤沢久美 著『最高のリーダーは何もしない――内向型人間が

最強のチームをつくる!』 

 ISBN:9784478068137 

昇進したときにいただいた本です。5年 

が経過し、（現在病休中で時間があり 

読んだ）管理をする上で、組織の目標 

に対し自分のビジョンが分からなく、 

やらされ感が強かった。しかし、この 

本を読み、目からうろこのような気持 

ちになった。 

「本当のリーダーは孤独ではない」は 

管理をする全てのヒトに勇気を与える 

言葉です。 

ビジョンという言葉を難しく考えすぎ 

て、理想と現実のギャップに苦しんで 

いたことや、自分一人が先走り、効果 

が出ないことを部下の責任と考えてい 

た。目標を伝えていたつもりだが、伝 

え切れていなかったなど、振り返るこ 

とができました。 

（泣きっ面に蜂 50代女性） 

 

-パク 著/吉川 訳『勉強が面白くなる瞬間』 

 ISBN:9784478112977 

塾講師をしていて、こどもたちに伝え 

られることがないかと考え購入。 

後半の勉強できるということは、恵ま 

れているということや、親の子に対す 

る思いの事例を読み進める中で、涙が 

とまりませんでした。塾生のために購 

入したはずが、自分のためになりまし 

た。現在、自分の夢を実現するために 

模索している途中で、親や家族に支え 

てもらっていますが、思ったように進 

まず悩んでいるところでした。最後の 

著者の、信じています。の言葉に、大 

号泣でした。（ニコニコ 20代女性） 

 

-野沢直子 著『老いてきたけど、まぁ～いっか。』 

 ISBN:9784478115770 

子育てが終わり、親を看取って、また 

人生の次のステージに立たされた寂寥 

感のようなものが切実に伝わってきて、 

読みながら泣きました。 

とにかく共感しかありません！ 私の事 

を本にしたのかと思うくらい、ダイレ 

クトに心に響きました！(*^^*) 

（なおみん 50代女性） 

 

母親を早くに亡くされ本来なら子供の 

面倒を頼みたいだろうに遠くはなれた 

アメリカで三人の子供を育てあげられ 

た事は立派だと思います。父親に苦労 

されても最後はちゃんと弔って偉いな 



あと思います。私は若い頃九州から上 

京して都内の病院で勤務しています。 

重症の心臓病を患っている父を 7月から 

自宅で看ています。しかし自分も今後 

の事や無収入状態が長く続くと不安が 

あります。そんな時に本書を読んでと 

ても元気をもらいました。 

「どうでもいい何の役にも立たないよ 

うなくだらない話をずっと一緒にいて 

笑ってくれる友と会う時間の楽しさで 

ある」はその通りと思い今私に必要な 

のはそれなんだと実感し癒されていま 

す。（モップミリ 60代女性） 

 

-吉井奈々 著『いつもの言葉があか抜ける オトナ女子のすて

きな語彙力帳』 

 ISBN:9784478113578 

職場の異動で現場から事務の業務とな 

り、丁寧かつ上品な言葉遣いや文章作 

成を学びたく、購入しました。 

本の質感や色合いがとても私好みで、 

本を読む指が進みました。 

なにより著者の方のお人柄がすてきで 

他の著書も読んでみたいと思いました。 

私にとってタイムリーに必要な本と出 

会えてとてもラッキーでした。 

すてきな本を作成いただき、本当にあ 

りがとうございます！！ 

助言をいただいた際のお礼の言葉「貴 

重なお時間をいただきまして、ありが 

とうございました」が非常に勉強にな 

りました。 

異動したばかりで日々助言をいただく 

ことが多いため、どのようにお礼を伝 

えると感謝の気持ちが伝わるのかがわ 

かり、嬉しいです。さっそくすてきな 

言葉で感謝の気持ちを伝えていきます。 

「匿名で可」（チロル 30代女性） 

 

-Poche 著『あなたはもう、自分のために生きていい』 

 ISBN:9784478116531 

書かれていた内容は、どれも自身の心 

にピタッと寄り添ってくれるものばかり。 

読めば読むほどジワジワと心に浸透し、 

「優しい塗り薬」のよう。 

「子どもの頃に身につけた『いい子』 

が、あなたを生きづらくさせている」。 

自分にそのまま当てはまり、「もう、 

いい子は卒業していいんだ」と思えま 

した。（ながなっつ 30代女性） 

 

-金田信一郎 著『「吐くのがこわい」がなくなる本』 

 ISBN:9784478114483 

20代から環境の変化に自分がついてい 

けず、嘔吐を繰り返しています。現在 

48歳、吐く量が胃液を通り越して胆汁 

酸になるため詳しく知りたくて…こち 

らを手にとりました。 

「吐くを手放す」。こんな考えは新鮮 

で気持ちが洗われますね。素敵です。 

（めろん 40代女性） 

 

-藤沢久美 著『ドキュメント がん治療選択 崖っぷちから自分

に合う医療を探し当てたジャーナリストの闘病記』 

 ISBN:9784478113813 

金田さんの情熱、信念に感銘しました。 

まさに、自分自身がたどってきた道、 

これから進もうとしている道で、とて 

も興味深く、読み始めたら止まらなく 

なり、朝を迎えました。 

（アカシア 60代） 

 

-きぐち 著『ブログで 5億円稼いだ方法』 

 ISBN:9784478115879 

これから社会に出る学生みんなに読ん 

で欲しい本。 

この本のおかげで今私は、ブログを頑 

張っています。 

更に、ブログでの目標も出来ました。 

出会えてとても嬉しかった本。 

（リーダ 10代男性） 

 

-井田仁康 編著『読むだけで世界地図が頭に入る本』 

 ISBN:9784478113653 

コンセプトが良く、本当に幅広い国に 

言及されていたところが良かった。こ 

の網羅性とわかりやすさはとてもお得 

に感じる。語り口調は地政学に詳しく 

ない読者のことも考えて、わかりやす 

く丁寧でとても好感が持てた。 

「観察する人がどのような知識を持っ 

ているかで景観は変わってきます。豊 

富な知識があれば、その人の見る景観 

は豊かになり、異文化に触れた時に得 

られる発見や感動も大きくなります。」 

コロナ禍で現地に行ったり人や物と直 

接触れ合う機会は減ったが、知識を通 

して見聞を広げることもできるのだと 

勇気づけられた。（20代女性） 

 

-------------------------------- 

 

感想投稿の詳細、プレゼント書籍一覧については以下をごらん

ください。 

http://diamond.jp/list/books/review 

 

-------------------------------- 

 

02【書籍オンライン】書籍編集者が発信する情報サイト 

 -10月のアクセスランキング・トップ 10 

 

1 位「キレやすい子ども」になってしまう親の NG 習慣・ワー

スト 1 

https://diamond.jp/articles/-/311372 

 

2位「人を平気でいじめる人」のたった 1つの特徴 

https://diamond.jp/articles/-/310434 

 

3 位 認知症のリスクを高めてしまう…年齢を重ねるほど絶対

に避けなければならないこと 

https://diamond.jp/articles/-/310787 

 

4位「神様が味方をする人」が神社で必ずしていること 

https://diamond.jp/articles/-/311371 

 

5 位「理屈っぽいけど実は考えが浅い人」がよく使う、2 つの

口ぐせ 

https://diamond.jp/articles/-/312024 

 

6位 なぜか「会話が続かない人」の意外な共通点 



https://diamond.jp/articles/-/311554 

 

7 位 脳の健康を守り、もの忘れを防ぐ…血流を増やして一生

ボケない脳をつくる 超シンプルにして効果的な習慣 

https://diamond.jp/articles/-/310291 

 

8位【今すぐ逃げて】「他人のメンタルを消耗させる人」を見分

ける方法 

https://diamond.jp/articles/-/311496 

 

9位「すごいですね！」と褒められたら、感じいい人は何と返

す？ 

https://diamond.jp/articles/-/311868 

 

10位【マンガ】仕事が速い人と遅い人「エクセルのちょっとし

た作業」に現れる差 

https://diamond.jp/articles/-/311582 

 

-------------------------------- 

 

03【今後の注目セミナー/イベント】 

 

・【オンライン・11/16開催】『簡単ルールで 突然、美文字が書

ける』著者・萩原季実子先生「はじめての美文字講座 カード

や付箋に、大人らしい「横書きメッセージ」が書ける！」 

 https://bimojiyokogaki.peatix.com/ 

 

・【オンライン・11/22開催】［中学入試の直前期！］親子で合

格を勝ち取るために「受験生パパが知っておきたいこと」セミ

ナー★『中学受験 必勝ノート術』著者・安浪京子先生のミニ

レクチャーシリーズ第 2回 

 https://minilec2.peatix.com/ 

 

・【オンライン・11/24開催】『アジャイル仕事術』刊行記念セ

ミナー「ビジョン、規律、仕組み化が必須！社内外の多様なチ

ームで成果を出す「共創力」の高め方」 

 https://diamond.jp/list/seminar-

diamond/6358a5d2a53aef3355000000 

 

-------------------------------- 

 

04【最新ベストセラー】-10/30～11/5、POSデータ調べ 

 

1位 チャン 著/神崎 訳『「静かな人」の戦略書』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478111475.html 

 

2位 安藤広大 著『数値化の鬼』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478114377.html 

 

3位 安藤広大 著『リーダーの仮面』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478110515.html 

 

4 位 吉井奈々 著『いつもの言葉があか抜ける オトナ女子の

すてきな語彙力帳』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478113578.html 

 

5位 岸見, 古賀 著『嫌われる勇気』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478025819.html 

 

6位 ハン・ドンイル 著ほか『教養としての「ラテン語の授業」』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478105511.html 

 

7位 森岡 毅 著『苦しかったときの話をしようか』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478107829.html 

 

8位 石川 明 著『Deep Skill ディープ・スキル』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478112410.html 

 

9位 ひろゆき 著『99％はバイアス』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478116104.html 

 

10位 四角大輔 著『超ミニマル主義』 

https://www.diamond.co.jp/book/9784478108444.html 

 

-------------------------------- 


