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育児情報誌mikuのアンケート
によれば、親の約6割以上が
「子どもをたたいしまったことが
ある」と答えたことがあるとのこ
と。子どもを愛しているのに、イ
ライラして、どなったり、感情的
になってたたいてしまう……。
本当は、そんなことしたくないの
に……。
この本は、おもわずカッとなっ
て、どなったり、たたいたりして
2017/10/1610,000
いる自分に自己嫌悪している
ママ・パパに向けたものです。
どなったり、たたきそうになる前
のクールダウンの方法など、具
体的な対処法などの方法論も
掲載しています。また、人気イ
ラストレーターの上大岡トメさん
のかわいいマンガとイラストで、
忙しいママやパパも短時間で
読めて、抜群の効果を発揮す
る一冊です。

サイト
https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612729
44

https://kanki顧著經營，就會忘了基本！ pub.co.jp/pub/book/
経営をしているとつい基本を忘
details/97847612730
れてしまう!
靠自己的能力還完日幣140億 71
9784761273071 2017/12/1837,000 自らも140億円の負債を完済! 元的負債！
会社をつぶさずに安定経営を 讓公司不倒閉能安定經營的
するための経営の原理原則
經營管理原則
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博報堂スピ
ーチライタ
ーが教える
短くても伝
わる文章の
コツ

面倒な”や
りとり”がシ
ンプルにな
る仕事のコ
ツ48

情報堂演
講撰稿人
教你用簡
短文字傳
達意思的
文章撰寫
秘訣

ひきた よし
あき

麻煩的往
返聯繫變
簡單的48 伊庭 正康
個工作技
巧

2019/1/30

本書は、博報堂でスピーチライ
ター、コピーライターとして活躍
するかたわら、大学などで「言
葉の持つ力」について教えてい
9784761273248 2018/03/0515,000 る、言葉のスペシャリストが、短
くても伝わる、そして読み手に
「面白い!」と思わせる文章の書
き方を、ていねいに解説してい
きます。

本書は、日々の報告・連絡・相
談やメール、コミュニケーション
など、仕事上の”やりとり”を効
率化するための本です。
毎日残業が続き、「頑張ってい
るのに早く帰れるようにならな
い」と悩んでいる人のなかに
は、「いくら“仕事をさばく力”を
高めたところで限界がある」と考
9784761273361 2018/04/09 6,000 えている人も多いことでしょう。
複数の人が関係する仕事は、
誰か一人が先送りしてしまうと、
とたんにスピードが落ちてしま
います。つまり、自分一人が頑
張るだけでは、仕事が速くなる
ことはないのです。逆にいえ
ば、仕事における“やりとり”の
仕方を少し変えるだけで、仕事
は劇的に速くなるということ。

本書是博報堂演講撰稿人、
文案、在大學等教授「言語
擁有的力量」的語言專家，
用簡短但能確實傳達意思，
甚至讓閱讀者感到「好有
趣！」的文章寫法加以仔細
解說。
本書是將日常的報告・聯絡
・商量甚至email溝通等等工
作上的聯繫效率化的書。
每天持續加班，「這麼努力
了但還是沒辦法早點回家」
有這樣煩惱的人，應該也有
著「無論在怎麼提高工作能
力，也是有極限」的想法
吧？

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612732
48

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612733
61

跟多數人牽連的工作，只要
其中一個人慢處理，速度就
會因而被拖延下來。也就是
說，只靠自己一個人努力，
是無法加快工作速度的。反
而是，將工作上的往返聯繫
的方法稍做改變，就可以讓
工作急遽加速。
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外資系コン
サルが教え
る難題を解
決する12ス
テップ プロ
ジェクトリー
ダーの教
科書

外商顧問
教你解決
問題的12
中鉢 慎
步驟
專案領導
者教科書

2019/1/30

本書は、これからの時代に必要
とされる「プロジェクトデザイン
力」(自分の頭で考え、答えのな
い難問に取り組む手法)につい
て書かれた1冊。プロジェクトと
は、「今までと違う新しいもの
を、限られた時間に創造するこ
9784761273569 2018/07/17 5,000 と」。その実現には、社内(外)の
部門を越えたメンバーの力を発
揮させるスキルが求められる。
具体的には、問題解決力、仮
説検証力、ビジネス思考(ロジカ
ル・クリティカル・ラテラルシンキ
ング)、交渉力、リーダーシップ
などの横断的なスキルである。

本書是今後的時代必須具備
的「專案設計力」（自己思
考、難以回答的問題解決方
法）來講述的一本書。
所謂專案指的是～「與目前
為止不同的新事物，在有限
的時間內創造的事物。」為
了實現它，需要有讓社內外
跨部門成員發揮其能力的技
巧。
具體來說，就是問題解決
力、假設驗證能力、商業思
考（邏輯、關鍵＆橫向思
考）、交涉力、領導力等橫
向技能。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612735
69
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この本には科学的に証明され
ている事実と、明日からだれで
も実践できる「資産を増やすも
っとも確実で簡単な方法」が書
かれています。
毎月5000
円で自動
的にお金
が増える方
法

ミアン・サミ

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612736
06

一攫千金を狙う「煽り本」ではな
く、科学的な本なのです。
9784761273606 2018/07/2317,000
「科学的」とは、本書では便宜
上、「データによって立証され
ていて、どんな人がやっても再
現性があること」とします。
かつて金融のインサイドにいた
私が、他のお金持ちたちが教
えたがらない「本当のこと」をお
伝えします。
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たった4時間で、英語は話せる
ようになります!
あなたは、もしかしたら、これま
でに英語で会話する際に、悔し
い思いをしたり、恥ずかしい思
いをしたり、落ち込んだりしたこ
とがありませんか?

たった４時
間でどんな
相手とでも
英語が話
せる６つの
ルール

奥村 美里

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612736
13

でも、大丈夫です! 本書を読め
ば、あなたは今後、二度とこん
な気持ちになりません。
あなたが英語ができないのは、
やみくもに勉強したり、最短で
英語ができるようになる方法を
9784761273613 2018/07/23 16,000 知らなかっただけです。
本書でお伝えするメソッド「大人
のための5歳児英語」では、短
期間で英語が上達することを目
標にしています。
今、あなたが持っている英語力
でOK! 英単語、イディオム、文
法を知らなくても大丈夫! 英語
を話すには単語より、イディオ
ムより、文法より、留学などの英
語環境より重要なものがあるか
らです。それは、ずばり「言いか
え力」!
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最高のリー
ダーほど教
えない 部
下が自ら成
長する「気
づき」のマ
ネジメント

厲害的領
導人不
教、下屬
也能自己
成長的
「留意」
管理

2019/1/30

重要的不是「教」而是「留
大事なのは「教える」ではなく
意」的過程。與其教他、說
「気づかせる」というプロセス
教えても、説明しても、怒鳴っ 明解釋、生氣、下屬也不會
ても、部下が変わらなかったの 改變，這都是因為沒有「留
は、そこに「気づき」が起こって 意」。
いないからです。

鮎川 詢裕
子

「気づき」というのは発見であ
り、大袈裟にいえば「見ている
9784761273637 2018/07/23 8,000 世界が変わる」こと。
「今までこれが正解と思ってい
たことは、正解じゃなかったん
だ」「相手に問題があると思って
いたけど、そうじゃないのかもし
れない」と、これまで思い込ん
でいた解釈や常識、世界の見
え方がまったく違って見えるの
です。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612736
37

所謂「留意」有其發現，廣
泛來說就是「將看見的世界
加以改變」。
「到目前為止認為是正確答
案的事，或許並非正解」
「認為問題在對方，但事實
上或許並非如此」諸如此類
先入為主的解釋或常識，與
一般世人的看法截然不同的
見解。
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https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612736
抗争、分裂、外圧・・・
衝突、分裂、外部壓力…前人 51
先人たちは、人生の難題をどう
是如何解決人生難題呢？
解決したのか?

知略を養う 戰爭與外
戦争と外交 交的世界
の世界史 史

出口 治明

人類の歴史は戦争の歴史と言
っても過言ではありません。
この戦争を止めるため、そし
て、防ぐために外交という手段
を駆使してきました。

可以毫不誇張的說，人類的
歷史也就是戰爭的歷史。透
過外交來停止甚至防止戰
爭。

私たちが働いて生きていく日々
で繰り返される、「ケンカや仲直
り」「妥協と打算」「取引と駆け引
き」「握手と裏切り」…こうした人
生の難題も、先人たちが積み
上げてきた戦争と外交の歴史
を紐解くことで、解決の糸口を
見つけることができるかもしれま
せん。

「吵架與和解」「妥協與打
算」「交易與討價還價」
「握手與背叛」在我們工作
的日常中重複的…透過揭開前
人累積的戰爭與外交歷史，
人生的難題或許也能因而找
到解決之道。

9784761273651 2018/09/03 9,000
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人生を変え
る自分の磨
き方 思考・ 改變人生
言葉・行動 的自我磨
・習慣・人 練法
格・運命の
法則

社長のノー 社長的筆
ト 利益を出 記本
すリーダー
が必ずや 領導人一
っているこ 定在做的
と
事

2019/1/30

30年以上の長きにわたり、ビジ
ネス・コンサルタントとして第一
線で活躍してきた著者がたどり
着いた、人生を豊かに生きる人
の共通点。
野口 吉昭

長谷川 和
廣

超過30年長期活耀在第一線
擔任商業顧問的作者，著眼
到人生過得豐富的人的共通
點。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612736
82

本書は、「人生を豊かに、よりよ
9784761273682 2018/09/10 4,500 く生きるための基本法則」を紹
介する本。仕事のパフォーマン
スを上げたい人、人とのコミュニ
ケーションをよりよくしたい人、
家族との幸せをもっと享受した
い人など、自分をもっと磨きた
い人へ贈るメッセージでもあり
ます。

本書介紹了「讓人生過得豐
富，活的更好的基本法
則」。希望工作表現更好的
人、希望與他人有更好溝
通、希望能多多享受與家人
共有幸福的人、希望多家磨
練自己的人，本書有許多獻
給這些人的金句名言。

グローバル企業7社の経営幹
部や代表取締役として、そし
て、コンサルタントとして2000社
を超える赤字会社を黒字化し
9784761273705 2018/10/0918,000 てきた著者が、50年間“仕事の
気づき”を書き溜めてきたノート
の中から、不確実な時代を生き
るリーダーのための金言を抜き
出した1冊。

https://kanki身為7家跨國企業的經營幹部 pub.co.jp/pub/book/
與代表董事，並且以經營顧 details/97847612737
問身份輔導超過2000家公司 05
從赤字轉黑的作者，在50年
「工作上意識到的事」的筆
記中，彙整出獻給在不確定
時代生存下去的領導人的的
金句。
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超乎期待
期待以上 的打動人
に人を動か
す伝え方 心的傳達
方式

マンガでよ
くわかる 赤
ちゃんにも
ママにも優
しい安眠ガ
イド

沖本 るり子

清水 悦子・
たかはし み
き＝まんが

2019/1/30

本書は「伝える」「伝わる」からさ
らに踏み込み、「伝わった結
果、相手が“期待以上”に動い
てくれる」をゴールとします。
値引き交渉であれば、3%の値
9784761273729 2018/10/15 8,000 引きを期待していたところ、
相手から5%の値引きを提案して
くれるところを目指すのです。
いつの間にか周りがどんどん動
いて仕事の成果が上がってい
く、伝え方をご紹介します。

20万部を超えるベストセラー・ロ
ングセラーになった
『赤ちゃんにもママにも優しい
安眠ガイド』のマンガ版!
9784761273750 2018/11/1210,000
ママやパパに愛され、圧倒的
支持No.1!!の
「寝かしつけ育児書」の超定番
がついにマンガ化されました!

本書從「傳達」「傳遞」更
甚一層以「傳達結果達到對
方『期待之上』」為目標。
例如，殺價時對方希望有3%
的折扣，以5%折扣為目標來
提議。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612737
29

介紹在不知不覺間，提高工
作成果的傳達方法。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612737
50
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この本は、
「なんのために生きているの
か?」「そして、どう生きるのか?」
という永遠の疑問について、古
今東西の名言を題材にして、
あなたに考えていただく、ミステ
リーツアーのような本です。

從50句名言以及小故事開始，
一起想想「生存原因」吧！
「為了什麼要這樣活著呢？」
「以及，該如何生存呢？」這
些永遠的疑問，從古今中外的
この本を読み終えたとき、あな
名言題材，進行一場宛如推理
たが自分の人生に
どんな意味を見つけるかは、読 旅程般的書。
んでのお楽しみ!
1つだけ、たしかなことは、
目次
西沢 泰生
「なぜ、生きているのか?」「どう 第１章 為何生存？
生きるのか?」
●該怎麼說，嗯～，總有覺得
西沢泰生
を意識して生きると、世界がま
生下來真好的時候吧！也因此
［Yasuo
ったく変わるということです。
人生更該好好活著，不是嗎？
NISHIZAW
―車寅次郎（電影『男はつら
A］
いよ（男人真命苦）』的主
作家。1962
角）
年出生於神
●人生，就是到臨終前的打發
奈川縣。在
時間嘛。―今東光（僧侶・小
「アタック
說家） 等等
２５（Panel
第２章 該如何活著？
Quiz Attack
●雖然大家都知道人該走的路
25）」「ク
，但能做到的只有少數的人。
イズタイム
―達摩（中國禪宗的開山祖）
ショック（
●一點點，僅有一點點，能夠
Time
繼續努力，一直努力。這就是
向人生前
人生の先 輩們學習 Shock）」
人生勝利的方法。這努力的程
輩に学ぶ
9784761273781 2018/11/19 5,000
生活的理
等獲得優
度，即使角度只有1度；僅有
生きる理由
由
的1度也能造成很大的差距。
勝。
但也因為只有1度，也是誰都
在「第１０
能做到的努力。―島田紳助（
回アメリカ
前搞笑藝人・創業家） 等等
横断ウルト
第３章 為何要持續思考的活
ラクイズ（
著？
第十屆跨美
●讓大家幸福的武器，既不是
國的超測
槍也不是大砲更不是口出惡
驗）」獲得
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Time
向人生前
人生の先 輩們學習 Shock）」
輩に学ぶ
生活的理
等獲得優
生きる理由
由
勝。
在「第１０
回アメリカ
横断ウルト
ラクイズ（
第十屆跨美
國的超測
驗）」獲得
至紐約晉級
的準冠軍。
大學畢業後
成為上班族
，擔任約20
年的社內報
編輯工作。

9784761273781 2018/11/19 5,000

―達摩（中國禪宗的開山祖）
●一點點，僅有一點點，能夠
繼續努力，一直努力。這就是
人生勝利的方法。這努力的程
度，即使角度只有1度；僅有
的1度也能造成很大的差距。
但也因為只有1度，也是誰都
能做到的努力。―島田紳助（
前搞笑藝人・創業家） 等等
第３章 為何要持續思考的活
著？
●讓大家幸福的武器，既不是
槍也不是大砲更不是口出惡
言。（指著頭與胸）是這裡與
這裡―白岡麻（NHK晨間劇
『あさが来た（阿淺來了）』
主角）
●無論別人笑或不笑，你只需
唱自己的歌就好。―岡本太郎
（藝術家） 等等
第４章 你怎麼活？
●世上唯一無二的自己，只有
一次的人生，如果你沒有好好
活著，就沒有被生下來的價值
嗎？―山本有三（小說家・腳
本家）
●要留意自己的個性，因為那
總有一天會帶來運氣。―德蕾
莎修女（修女） 等等

2019/1/30

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612737
81
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7384
あの人の話はいつも短くてよく
まとまっている。
あの会社のツイッターは、いつ
もリツイートされる。
内容に大差はないのに、あの
人の企画はよく通る。
ネットで同じ商品を売っている
のに、なぜかあのお店はよく売
れる。

一行傳達

田口 まこ

https://kankipub.co.jp/pub/book/
那個人說話總是簡短卻又抓 details/97847612738
到重點。那個公司的推特總
42
是被網友轉推。內容沒有太
大差異，那個人的企劃總是
會通過。在網路上賣一樣的
東西，為什麼這家店生意就
是比較好。

その最大の理由は、文章の長
さにあります。情報があふれる
現代、伝えたいことをより理解し
てもらおうと、長文でアピールし
ても隅々まで読んでくれる人は
9784761273842 2018/12/10 5,000 いません。2行以上の情報は、
基本的に読み飛ばされてしまう
といっても過言ではないので
す。

這其中最大的原因就是文章
長度。資訊爆炸的現代，如
果自己想講的東西自己沒有
充分理解，即使以長篇大論
論述，通常大家不會有耐心
讀到尾。甚至兩行以上的訊
息，一般人就不想看了。

こんな時代に自分の言いたい
ことを相手にきちんと伝えるた
めに必要なのは、見た瞬間に
直感的に理解でき、なおかつ
「面白そう」「自分に関係ありそ
う」と思ってもらえる、簡潔でわ
かりやすく、気の利いた表現で
伝えること。本書では、コピーラ
イター一筋30年の著者が、そ
れを“わずか1行”で実現する方
法を解説します。

在這樣的時代，希望能將自
己想講的內容確實傳達給對
方，在看到的瞬間就能直覺
理解，甚至讓對方感到「好
像很有趣呢」、「好像跟自
己有關係」，簡單易懂的、
細緻的表現來傳達。當了30
年文案的作者，告訴你「只
要一行」的實現方法。
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不親切な本」とは、今の自分の
能力では読むことが難しい本で
す。本書ではこのような本を「限
界を超える本」と呼びます。古
典といわれる作品、名著と呼ば
れる本など、今の自分の読解
力や教養では理解できそうに
ない本。つまり、さまざまなジャ
ンルの頂点に位置する“頂にあ
る本”です。

精神科医
が教える
良質読書

名越 康文

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612738
66

これからの人生をよりよく生きる
ためには、読書は必要不可欠
です。しかし、今の自分の能力
の範囲内で読める「親切な本」
だけを読むとしたらどうでしょう
9784761273866 2018/12/17 5,000 か?自分がラクにできる筋トレを
しても筋肉がつかないのと同じ
ように、「親切な本」を大量に読
んだとしても本当の成長には結
びつきません。
ウンウンうなりながら、1日数ペ
ージ、ときには数行しか読み進
めることができない「限界を超え
る本」に挑戦してこそ、人生で
経験するさまざまな「限界」や
「壁」を乗り越えることができる
のです。
「量」だけを追うのはもったいな
い読書。人生に資する「良質」
な読書をしよう。
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プレゼン、営業、企画、マネジメ
ント…3000人の力を強化した最
強フレームワーク!
外資系コンサルがまとめた! 一
生使えるスキルとしてのPDCA

一生食える
プロのＰＤ
ＣＡ

清水 久三
子

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612738
73

「PDCAを回せ!」とよく言われる
けれど、面倒くさそう。具体的に
どうやって回せばいいかイメー
ジが湧かない。無意識にデタラ
メなPDCAを回しているので、
仕事が粗い時がある。PDCAに
ついて質問をすると、こんな回
答が多いのが現状ではないで
9784761273873 2019/01/21 6,000 しょうか。
PDCAは歯を食いしばって回し
たり、上司にギリギリと詰められ
るものではありません。そこで本
書では、著者が実践している
「頑張らなくても習慣化できる」
「気づいたら回っている」PDCA
サイクルを解説します。PDCA
において成果に繋がりやすい
超重要ポイントを絞り込んでい
るので、真っ先にやるべきこと
が一目で分かり、読んで真似
するだけで仕事のミスがなくな
り、スピードも効果的に速くなり
ます。
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――時代・商品・業種に関係な
く売る人は売る!
野村證券で最年少役員に抜擢
された著者が、20代の頃から現
在までコツコツと書き続けてき
た「備忘ノート」。
その中には「どんな人にも」「ど
んな時代にも」「どんな商品に
も」大切なことが書かれていた
のです

與時代、商品、業種無關，
能賣的人就是能賣！
任誰都想成為「營業發想」
的專家！
入社第一年到成為社長，支
持他成為專業營業員的77個
筆記。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612738
80

目次
本書は、著者の元野村證券専 第１章 培養基本的「銷售
務の津田晃氏が、20代の頃か 力」
ら現在まで仕事上での「気づき
第２章 重視客戶的「銷售
をメモ」したものをまとめたもの。
力」
営業職以外の人にでも役に立 第３章 打造「銷售力」的
つ、内容が多く詰まっていま
思考
す。
第４章 跨越高牆的「銷售
力」
第５章 為了創造「銷售
力」的管理
第６章 讓自己更上一層的
「銷售力」
對任何人
都重要的
「銷售
どんな人に 力」筆
も大切な
記—專業
「売る力」ノ
經營人持
ート
續寫的工
作「留意
筆記」

津田 晃
9784761273880 2018/12/17 9,000

津田晃［Akira TSUDA］
1944年出生。早稻田大學商
學部畢業後，進入野村證
券。
從東京町田分店開始，到福
岡分店、名古屋站前分店的
經歷後，進入人事部。
1986年擔任第一事業法人部
長。隔年，在43歲時，破例
被任命為取締役大阪分店分
店長。
這項人事命令在當時也受到
媒體矚目而成為話題，經濟
類報紙、雜誌更廣泛報導，
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津田 晃
も大切な
記—專業
「売る力」ノ
經營人持
ート
續寫的工
作「留意
筆記」

9784761273880 2018/12/17 9,000

津田晃［Akira TSUDA］
1944年出生。早稻田大學商
學部畢業後，進入野村證
券。
從東京町田分店開始，到福
岡分店、名古屋站前分店的
經歷後，進入人事部。
1986年擔任第一事業法人部
長。隔年，在43歲時，破例
被任命為取締役大阪分店分
店長。
這項人事命令在當時也受到
媒體矚目而成為話題，經濟
類報紙、雜誌更廣泛報導，
盡力促成創業企業的成長與
培育。
1999年擔任JAFCO的代表取
締役副社長。2002年擔任野
村Investor Relations代表取
締役會長，
2005年擔任日本venture
capital代表取締役社長、日
立Capital取締役。現在擔任
酉島製作所、
寶印刷、光通信集團、Aqua
bank、Careggary Japan、
Fedora、MRI、日本
Compliance推進協會會長等
多數企業的社外董事或監察
人、顧問。

2019/1/30
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好きなこと
で無理なく
毎月10万
円稼ぐ方
法

ピンクプロジ
ェクト

2019/1/30

本書では、「好きなことで稼ぎた
い」
「でも、稼ぐことだけにがむしゃ
らになるのは
物理的にも精神的にも無理」
「家族や友人からも応援された
い」、
そんな欲張りな人たちのため
に、『好きなことで無理なく10万
円稼ぐ方法』を
9784761273897 2019/01/15 5,000 お伝えします。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612738
97

小さなショップ、セミナー講師、
サロン経営、ハンドメイド雑貨販
売……。
ふつうは、「売れる」状態にする
のは無理なのでは?と思われが
ちでしょう。
でも本当は、正しい手法をとれ
ば、誰でも「売れない」を「売れ
る」に変えられるのです。
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センスもテクニックも必要ない! 不需品味不用技巧！！大受
大人気!! 予約の取れないイメ 歡迎！！難以預約的形象顧
ージコンサルタントが教える服 問教你選擇衣服的新法則。
選びの新法則
用臉部類
顔タイプ診 型診斷來
断Rで見つ
找到真正
かる本当に
似合う服 適合的衣
服

岡田 実子

日本初、顔のタイプを8つに分
けて似合う服、柄、髪型などを
9784761273903 2019/01/1525,000 導き出す「顔タイプ診断®」が待
望の書籍化!!!
〈骨格診断〉×〈パーソナルカラ
ー診断〉で納得した人も、しっく
りこなかった人も…
「私の魅力」を最大級引き出す
一生モノのおしゃれ術

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612739
03

首次導入將臉分成八種類型
，來搭配服裝、髮型的方
法。「臉類型診斷®」眾所期
待的書籍或化！！！
無論是否相信〈骨骼診斷〉*
〈個人顏色診斷〉的人…將
「自我魅力」最大化的一輩
子受用時尚術

18/

2019TIBE-KANKI出版（中譯）

2019/1/30

（R16指定）
〈R16指定〉
中学生は決して読まないでくだ 中學聲請不要讀！！
さい!!
用5～6小時幾乎學完中學三
5〜6時間で中学3年分の数学 年份的數學的「禁斷之書」
がほぼ終わってしまう「禁断の 終於出版！
書」ついに発刊!
東大の先
生！ 文系
の私に超
わかりやす
く数学を教
えてくださ
い！

東大老
師！請教
文科的我
超容易理
解的數
學！

西成 活裕

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612739
10

本書は、中学・高校で数学に挫 本書是給在中學/高中時，對
折してしまった大人のための
數學感到挫折的大人，「用
「最速・最短で数学のやり直し 最快速、最短時間重新學數
9784761273910 2019/01/21 5,000 ができる本」です。
學之書」的大人。
誰にでも必要な数学知識の基
礎になる中学数学。時間がな 可說是每個人都需要的數學
い社会人のために、3年分で学 知識--中學數學，讓沒有時間
ぶ内容を、ぎゅっと凝縮しまし 的社會人士，將三年份學習
た。
的內容，濃縮學習。
本書のために、つくられた「3つ
のゴール」を目指して問題を解 透過本書的「三個目標」為
くと、中学数学で習う最重要の 解題目標，就可以掌握中學
単元がほぼすべて学べます。
數學的最重要精髓。
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＜イラスト
＆図解＞
社会人１年
目の仕事と
マナーの
教科書

古谷 治子
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社会人としての心構えや好印
象を与えるコツ、
名刺交換や挨拶の仕方、ワン
ランク上の電話応対など
「ビジネスマナーの基本」から、
PDCAの考え方、
9784761273941 2019/01/21 8,000
優先順位のつけ方、上手な質
問の仕方など、
社会人が身につけておきたい
「仕事の基本」まで、
一目でわかるように、全ページ
イラスト図解で構成。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612739
41
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「生まれ変わった!?」 を実現す
る顔の筋肉エクササイズ
シワ、たるみが消えて、運気ま
で上がる!
こんなにいいこと!アップップメソ
ッドのメリット

奇跡の69
歳が証
明！ マイ
ナス15歳の
顔になれる
アップップ
メソッド

上野 潤子

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612739
58

★ほうれい線&マリオネットライ
ンがうすくなる
★頬のたるみ、まぶたのたるみ
を改善
★二重アゴの解消
9784761273958 2019/02/04 5,000 ★口角が上がり、笑顔がきれい
になる
★かつ舌がよくなる
★目の下のたるみがスッキリ
★小顔、ツヤ顔、若い顔に変身
★自分に自信が持てるようにな
る
★顔の左右のバランスがよくな
る
★免疫力アップ
★コミュニケーション能力が上
がる
★目ヂカラが出る
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一瞬でい
い関係を
築くコミュニ
ケーション
大百科

一瞬間建
立良好關
係的溝通
大百科

戸田 久実

2019/1/30

9784761273989 2月予定

人との関係は、どんな伝え方を
するかで決まる。著者は、アサ
ーション、アンガーマネジメン
ト、アドラー心理学の考え方を
取り入れたコミュニケーション研
修が大好評の超人気講師。従
来の会話のフレーズ集では、
紹介しているセリフしか身につ
かないが、本書は、「伝える」
0
「聴く」「質問する」「切り出す・
切り返す」「大勢の前で話す」
「仕事以外での会話」という6つ
のシーンそれぞれで、好かれる
人や一目置かれる人はどんな
ことを心がけているのか、なぜ
それをするといいのかというとこ
ろまで、フレーズ例を交えなが
らしっかり解説。

與他人的關係由以何種方式
傳達來決定。作者是以導入
明確表達自我意見、憤怒管
理、阿德勒心理學思考法的
溝通研修大受好評的超人氣
講師。以往的說話術的作品
，讓讀者只會運用書中介紹
的說法，本書則是從「傳
達」「聆聽」「提問 」「開
口說話/回話」「在眾人面前
說話」「工作外的對話」等6
個場景，以受人喜愛的人與
只會一瞥的人，會嘗試那些
事情？為什麼這樣做比較好
呢？以短語例子詳加解說。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612739
89
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「数字で考
える」は武
器になる

中尾隆一郎

2019/1/30

9784761273972 2月予定

◎「数字で考える力」が乏しい
と、仕事のパフォーマンスにム
ラが生じてしまいます。作業ス
ピードも速くならないし、相手と
のコミュニケーションでも正しい
理解につながりません。（仕事
以外の）私生活でも、行き当た
りばったりの行動に終始してし
まい、「成長」を感じることはあり
ません。いまビジネスマンが一
番学ぶべき分野は「数字で考
0
える力」と言っても過言ではあり
ません。
◎しかし、数字に対してアレル
ギーを持っている人がたくさん
います。そこで本書では、「数
字で考える力」を文系体質の人
でも分かり易く、実践しやすくま
とめました。四則演算（＋・－・
×・÷）を実践することで、あら
ゆる領域で今以上の結果が出
せるように変わります。
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OKRとは、「Objective and Key
Result」。
「ワクワクする目的」(=O)を1つ
決め、その達成度を測る「数値
目標」(=KR)を3～5つあげて、
組織、チームの目標達成を目
指すフレームワークです。
最短最速
で目標を
達成する
OKRマネジ
メント入門

最短最快
達成目標
天野勝
的OKR管
理入門

9784761273996 2月予定

GoogleやFacebookも採用して
いるとあって、近年注目を集め
ているこのOKR。
0 仕組みはいたってシンプルな
のに、メンバーのやる気が高ま
り、生産性もアップします。
本書では、「OKRって何?」とい
う初心者にも、
OKRを実践してみたい方にも
役立つように、
OKRの基本から具体的な導入
方法、便利なツールまで、
ていねいにわかりやすく書きま
した。

https://kankipub.co.jp/pub/book/
details/97847612739
96
OKR就是「Objective and
Key Result」。
決定一個「感到期待的目
的」(=O)，提出3~5個測量
其達成度的「數值目標」
(=KR)，讓團隊目標達成為目
的的架構。因為Google 與
Facebook都採用，近年受到
矚目的OKR。構成簡單，又
容易提高團隊成員士氣也提
高生產力。
本書是讓對「OKR是什麼」
都不知道的新手，到已經在
做OKR的人都有幫助，從
OKR的基本到具體引入方
法、方便的源頭都仔細易懂
的解說。
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