／----------------------------------[愛読者クラブ] 「いま、ここ」を生きる、これに尽きます。
今に焦点を当てることで、過去も未来も無い同然となり、そし
てありのままの自分を受け入れられる。 とても心に残りまし
た。[マンスリーメルマガ]
-----------------------------------／
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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
-6 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!
6 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。
--------------------------------パク 著/吉川 訳『勉強が面白くなる瞬間』
ISBN:978-4-478-11297-7
今までの学ぶという発想が違う価値観
に変わり、自分も変わってみようと思っ
た。
（キリン 50 代女性）
-鈴木博毅 著『
「超」入門 失敗の本質 日本軍と現代日本に共
通する 23 の組織的ジレンマ』
ISBN:978-4-478-01687-9
「失敗の本質」に興味があったが、ボ
リュームのある本で気後れしてしまっ
たので、こちらを購入した。
実際の企業の話とあわせての解説だっ
たため、とても分かりやすく、また自
分の組織ではどうか、ということを考
えるきっかけに。
太平洋戦争にあまり詳しくなくても、

ついていくことができた。
（ねこ 30 代女性）
吉川, BA パンダ 著『メイクがなんとなく変なので友達の美容
部員にコツを全部聞いてみた』
ISBN:978-4-478-11241-0
カバーデザインと内容にギャップがな
く、購入した後も読みやすかった。漫
画と文章が交互に展開されており、テ
ンポよく読むことができ、実際の商品
も紹介されているので参考にしやすく
とても勉強になった。また、初歩的だ
けど人に聞きづらい点や、どう聞けば
いいか分からない抽象的な疑問も書か
れており、期待以上の内容だった。
メイクが「なんか変」とか、
「なんか
いつも変わらない」という部分に強く
共感し、それが何故なのか理由を教え
てくれて、メイクを楽しむ気持ちを思
い出させてくれた。
（のさ缶 20 代女性）
-田中泰延 著『読みたいことを、書けばいい。
』
ISBN:978-4-478-10722-5
「はじめに」の「あなたはゴリラです
か？」という問いから引き付けられ、
271 頁あったにも関わらずあっという間
に読めました。
私は就活を控えています。ES で企業に
自分をアピールするために、どうやっ
たら自分を伝えられるのかわからない、
そもそも私とは何なのかもわからない
のに、書ける気がしないと思っていま
した。この本を読み、文章を書く際に
自分が面白いと思うことから深ぼって
考えてみる、確かな結論にはたどり着
かなくとも、その経緯を書き記すこと
で他者との共通認識ができる、という
ことに気がつきました。いきなり ES を
書く前に、人生での「事象」
、
「心象」
について深く考えます。
（20 代女性）
-細尾真孝 著『日本の美意識で世界初に挑む』
ISBN:978-4-478-11237-3
美術、工芸等とビジネスとの関係を、
体系的に実務を通じて書いた、かつて
ない名著。著者が非常に謙虚であるこ
とも、ひしひしと伝わりました。
（こころが大事。 40 代男性）
-安藤広大 著『リーダーの仮面』ISBN:978-4-478-11051-5
まさにタイトルに惹かれました。私自
身、組織上では平社員の「プレーヤー」
ですが、初めて後輩が入ってきて、若
干「マネジメント」も意識するように
なったので購入しました。
「部下とは迷わず距離をとれ」
、この
一言が響きました。少し前に、自分の
下に後輩が 1 名入り、若干近い距離で仲
良くしていました。最近、もう 1 名後輩
が増えたので、一旦仲良しこよしをや
め、少しだけ距離をとるようにしまし
た。会社でも、
「いい人」キャラになっ
ていましたが、まさに本書の「仮面を
かぶる」を意識し、社内でも少しだけ

社員との距離をとって、業務に集中す
るようにしています。
（アールグレイ 30 代女性、神奈川県）
自分の仕事にも置き換えて理解できる
よう共通化・具体化されている。ダメ
な例そのものが、自分であることを突
きつけられた。事実や結果のみをみて
判断をして、プロセスに口出ししない
こと、それが個人や組織として重要な
ことと理解した。
（マウントカジさん 30 代男性）

北野唯我 著『このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思
ったら読む 転職の思考法』
ISBN:978-4-478-10555-9
転職を考えても転職しなくてもよい、
という言葉にむしろ救われた。転職の
準備をしながら今の仕事に誠実に取り
組むことが、今の職場にとってもメリッ
トがあるという言葉に非常に共感した。
（きょんす 20 代女性）
--------------------------------

-岸見, 古賀 著『嫌われる勇気』
ISBN:978-4-478-02581-9
読んでいて涙が出た。青年の横暴な発
言が、ときに自分の心の声を代弁して
くれているかのよう。対話形式であっ
たのが非常に読みやすかったです。し
かし、読みやすすぎるが故に非常に素
早く読み終えられてしまいました。購
入時、価格はやや高いと感じました。
しかし、すべてを読み終えた後には大
満足で是非ともお金を払って読みたい
作品だと印象が変化しました。非常に
キャッチーなタイトル、内容を読み進
めたくなるカバーデザインも素敵でし
た。
（さえ 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

文脈の流れが、日蓮の立正安国論にそっ
くりです。客が今起きている事象を例
に主人に問い詰めていくが、最後は決
意して立ち上がる姿はまさにという感
じです。
結婚生活真っ只中で、相手は全く変わっ
てないはずなのに、自分都合で逃げた
い言い訳に必死で、相手のここが気に
食わないと探してしまう。思い当たる
節があり気をつけたい。
（ごりけん 30 代男性、鹿児島県）

3 位【精神科医が教える】すぐに怒る人、いつも穏やかな人の
違いは、環境なのか遺伝なのか？
https://diamond.jp/articles/-/305019

「いま、ここ」を生きる、これに尽き
ます。今に焦点を当てることで、過去
も未来も無い同然となり、そしてあり
のままの自分を受け入れられる。とて
も心に残りました。
（サイアム 10 代男性）

6 位「誰とでも会話が続く人」が、話を聞くときに無意識にや
っていること
https://diamond.jp/articles/-/305115

-武田友紀 著『今日も明日も「いいこと」がみつかる 「繊細
さん」の幸せリスト』
ISBN:978-4-478-10932-8
HSP という言葉を昨今聞くようになり、
自分のような人が他にもいるとわかり、
心強いです。私はなんとか繊細さを封
印しようと生きてきましたが、40 代に
なり、誰にも理解されなかった繊細さ
を自分で肯定して生きています。
そんなときの本書との出会いでした。
言葉で表しにくいことも、的確に表現
されていました。
出版、ありがとうございます。
この本が、まだ自分をよく理解できず
悩んでしまうＨＳＰの子供たちに、そ
のご家族にも、届きますように！
（いのうえ 40 代女性、福岡県）

-------------------------------02【書籍オンライン】書籍編集者が発信する情報サイト
-6 月のアクセスランキング・トップ 10
1 位 うるさい「高圧的な相手」を一瞬で黙らせるすごい一言
https://diamond.jp/articles/-/303944
2 位「ご主人、どちらの会社にお勤めなの？」に育ちがいい人
はどう返すか
https://diamond.jp/articles/-/305022

4 位 感じいい人が「ありがとうございます」に“チョイ足し”
してる一言とは？
https://diamond.jp/articles/-/305065
5 位【左利きと発達障害の意外すぎる関係】脳内科医・加藤俊
徳×書道家・武田双雲
https://diamond.jp/articles/-/303845

7 位【マンガ】1 万人を接客した美容部員が教える「汗でベー
スメイクが崩れる」解決の意外すぎるコツ
https://diamond.jp/articles/-/302742
8 位 大切に扱われる人と、雑に扱われる人。「何気ない会話」
に現れる差
https://diamond.jp/articles/-/305118
9 位【本日は最強開運日（夏至＋一粒万倍日＋巳の日）！】2 枚
同時に見るだけで、突然、金運・成功運うなぎのぼり！《ガネ
ーシャ》×《ハートいっぱい》＝大凶が大吉に変わるダブル強
運貯金の新・方程式
https://diamond.jp/articles/-/304007
10 位【漫画家・弘兼憲史が教える】定年退職した男がやったほ
うがいいこと
https://diamond.jp/articles/-/304084
--------------------------------

03【最新ベストセラー】-6/26～7/2、POS データ調べ
1 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
2 位 吉川, BA パンダ 著『メイクがなんとなく変なので友達の
美容部員にコツを全部聞いてみた』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478112410.html
3 位 安藤広大 著『数値化の鬼』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478114377.html
4 位 佐久間宣行 著『佐久間宣行のずるい仕事術』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478114797.html
5 位 パク 著/吉川 訳『勉強が面白くなる瞬間』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478112977.html
6 位 安藤広大 著『リーダーの仮面』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478110515.html
7 位 チャン 著/神崎 訳『
「静かな人」の戦略書』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478111475.html
8 位 岸見, 古賀 著『嫌われる勇気』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478025819.html
9 位 てぃ先生 著『子どもに伝わるスゴ技大全 カリスマ保育
士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ！』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478111499.html
10 位 石阪京子 著『人生が変わる 紙片づけ！』
https://www.diamond.co.jp/book/9784478115541.html
--------------------------------

