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概要
ＩＱ（知能指数）やＥＱ（心の知能指数）の時代から、ＳＱ（かかわりの知能指数）の時代へ！ 気鋭
の社会学者が、日本人の「新し

ＳＱ “かかわり”の知能指数,鈴木謙介,書籍,社会・政治,社会学,ディスカヴァー・トゥエンティワン,「Ｉ
Ｑ（知能指数）」「ＥＱ（こころの知能指数）」から「ＳＱ（かかわりの知能指数）」の時代へ！ ○なぜ、
若者たちはお金より人の役に立つ仕事を . ＳＱ “かかわり”の知能指数. Posted by ブクログ 2012年
03月12日. 今SQ(Social Quotient)の考え方が必要なのか、時代と人々の価値観の変遷を通して
論じたのちに、どんな社会づくりやまちづくりが今後必要なのかということについて述べている。 最初は
個人がどうやって能力を高めるか.

2016年11月1日 . ドーキンスは利己的な遺伝子といいますが、人間には利他的な遺伝子がプログ
ラムされているのかも知れません。集団の中で種として生きのびるためには必要なことなのでしょう。こ
れは寿命を延ばすにとどまらず、日常のストレスを減らすためにも考えるべきことでしょう。 これと関連
してですが、最近ではIQやEQを超えてSQ（social quotient; かかわりの知能指数）という言葉もある
ようですね。 あまりストレスをためると・・・バグスターウイルスに冒されてゲーム病になってしまいますの
でご用心！当院もCR.
Visio,FD(Floppy Disk)からFD(Faculty Development)まで.
2012年1月26日 . 明らかになったSQと次世代パワートレインの相関、PHVや燃料電池が高ポイン
ト。SQ（Social Quotient：“かかわり”の知能指数）を提唱した社会学者の鈴木謙介氏によれば、東
日本大震災を経たことで日本人の価値感が「社会・他者とのかかわりあい」を重視する社会になっ
たという。「他者への貢献」「広範囲で協力」「モノより心」「次世代志向」というのが新しい幸せにつ
ながるかかわりの態度だとまとめている。 イード社ではウェブ購読者の一部にアンケートを行い、次の
クルマ選びについての質問と.
タイトル, SQ (Social Quotient) : "かかわり"の知能指数. 著者, 鈴木謙介 [著]. 著者標目, 鈴木,
謙介, 1976-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, ディスカヴァー・トゥエンティワン. 出
版年, 2011. 大きさ、容量等, 254p ; 19cm. ISBN, 9784799310830. 価格, 1500円. JP番号,
22027726. 別タイトル, SQ. 出版年月日等, 2011.11. 件名（キーワード）, 人間関係. Ajax-loader
関連キーワードを取得中.. 件名（キーワード）, 社会的相互作用. NDLC, EC71. NDC（9版）,
361.3 : 社会学. 対象利用者, 一般. 資料の種別.
2017年9月3日 . 現代生活経済論―真の「豊かさ」とは何か 馬場康彦. 豊かさの社会学―変革
の時代の生きがいを求めて 佐々木晃彦 丸善出版. パラサイト社会のゆくえ―データで読み解く日
本の家族 山田昌弘. 希望格差社会―「負け組」の絶望感が日本を引き裂く 山田昌弘. カーニ
ヴァル化する社会 鈴木謙介. 余暇と祝祭 ピーパー，ヨゼフ〈Ｐｉｅｐｅｒ，Ｊｏｓｅｆ〉 稲垣良典【訳】. ＳＱ
（Ｓｏｃｉａｌ Ｑｕｏｔｉｅｎｔ） - ”かかわり”の知能指数 鈴木謙介（１９７６－）. 仕事のなかの曖昧な不安
―揺れる若年の現在 玄田有史. 「Ｂ」で生きる経済.
2012年1月5日 . チャーリーこと鈴木謙介氏の『SQ “かかわり”の知能指数』は、ずいぶん読むのに時
間がかかった。そして、もやもやした読後感が残った。新年初のエントリーは、そのもやもやについて、
つらつらと記してみたい。 SQ（Social Quotient）という耳慣れない言葉は、IQやEQに替わる指数
で、「身近な他者への手助けによって、人がどれくらい幸せになるかを表す指数」とのことだ。他者へ
の貢献や、家族・友人などよりも広いかかわりを指向し、「モノ」より「心」を重視し、現在よりも未来
志向。そのような人が「幸福な.
2011年11月25日 . SQ Social Quotient～“かかわり”の知能指数～』 鈴木謙介著 ディスカヴァー・
トゥエンティワン四六判・256ページ 1.
2012年1月30日 . 入学、就職、結婚に関してはある程度プランを立SQ（Social Quotient：“かかわ
り”の知能指数）と自動車購入の相関関係を読者アンケート２５日午前７時５０分ごろ、茨城県鹿
嶋市沼尾の北浦護岸工事現場で、 同県茨城町長岡の運転手、郷好文の“うふふ”マーケティン
グ： PCチャット、どのくらい利用していますか？ 私のチャット初体験は責任の一端を感じつつ……
（臨床政治学）＝【ＴＶスクエア】ＢＳジャパン「速水もこみＮＥＣ、１万人削減で通期最終損益が赤
字１日々の家事に欠かせない生活家電。長期間.
Yahoo!ショッピング | SQ かかわり の知能指数の商品一覧。お買得な人気商品をランキングやクチ
コミからも探せます。Tポイントも使えてお得。
2012年11月29日 . 夕食後鈴木謙介『ＳＱ“かかわり”の知能指数』ディスカヴァー・トゥエンティワン
2011を読んでいたらこれからのＳＱ社会で求められる人材は「グローバルに考え、ローカルに行動す
る」人と書いてある。つまりある地域のことをうまく考えるにはアイデアを世界中から持ってきてそれらを
つなぎ合わせるコーディネート能力がいるというわけだ。まさに午前中やっていた作業はローカルに行
動するためにグローバルに考える作業だった。そしてこのコーデ能力の指数がつまりsocial quotientで
ある。知能指数（ＩＱ）では.
作家： 荻上チキ / 橋本努 / 飯田泰之 / 本田由紀 / 鈴木謙介 / 吉田徹 / 芹沢一也. ジャンル：

小説・実用書. 雑誌・レーベル： シノドス・リーディングス. 巻数： 1巻 価格： 571円（税抜）. レビュー
投稿数0件. 購入ページへ · 無料立読み · SQ “かかわり”の知能指数. 作家： 鈴木謙介. ジャン
ル： 小説・実用書. 巻数： 1巻 価格： 1,200円（税抜）. レビュー投稿数0件. 購入ページへ. 無料
立読み. ＜反転＞するグローバリゼーション. 作家： 鈴木謙介. ジャンル： 小説・実用書. 巻数： 1
巻 価格： 1,760円（税抜）. レビュー投稿数0件.
チャーリーの愛称で呼ばれている社会学者の鈴木謙介さんが書いた『SQ かかわりの知能指数』とい
う本で触れられています。 SQ “かかわり”の知能指数. SQは「Social Quotient（ソーシャル・クオシエ
ント）」の略で、 社会とのかかわりを指数にしたもの、かかわりの知能指数です。 以下のサイトで診断
ができます。 それは６つのタイプに分類されており、１２の設問に答えるだけで自分がどのタイプかわか
るようになっています。 ちなみに、私の結果は４６点の『ロンリージコチュー』・・。 自分のことにしか関
心がなく、趣味や関心.
2017年2月21日 . Table of Contents, 信頼と連帯に支えられた社会を構築する : 社会関係資本
の視点から / 今田高俊著ソーシャル・キャピタルと市民社会 / 三隅一人著自治体間競争と社会関
係資本論 : 政策格差との関連を中心として / 福島康仁著地方自治体の政策の成否と社会関係
資本 : 長野県下篠村の合計特殊出生率をめぐって / 辻竜平著結婚とソーシャル・キャピタル : 何
人と恋愛すれば結婚できるのか / 小林盾著出生機会格差とソーシャル・キャピタル : 自治体の家
族政策によるサポート資源格差の是正 / 金井.
消防庁は高齢者や障害者に適した火災警報装置の調査検討にあたるため、新年度予算案に２
億５０００万円を計上した。消防庁がまとめた昨年１月から３月… 漫才師で、ありつづけること――
今年もやってきた『爆笑問題のツーショット20… (2012年1月10日 11時00分). お笑い界では、年末
年始の時期に「風物詩」と呼ばれるような毎年恒例のイベントが集中している。年末には一昨年ま
で漫才の祭典『M-1グランプリ』があ… 「まずは名前」が会議のコツ。鈴木謙介『SQ“かかわり”の知
能指数』 (2012年1月10日 11時00分).
ＳＱ（Ｓｏｃｉａｌ Ｑｕｏｔｉｅｎｔ） ”かかわり”の知能指数 /ディスカヴァ-・トゥエンティワン/鈴木謙介（１９７
６-）の価格比較、最安値比較。【最安値 1620円（税込）】（6/6時点 - 商品価格ナビ）
See Tweets about #鈴木謙介 on Twitter. See what people are saying and join the

conversation.
2014年2月15日 . 「life」カテゴリの最新記事. ソーラー女子のお宅訪問: 海象日記 · 東京大学史
料編纂所 | Historiographical Institute The University of Tokyo · スターリンの孫娘 挑戦的なフォ
トセッションで人々を驚かす · 「月火水木金土」が勢ぞろい 愛知の写真家、撮影に成功：朝日新
聞デジタル · 日本は｢格差社会｣である前に｢階級社会｣だ オックスフォード×ケンブリッジ 英国流創
造と学びの技法 東洋経済オンライン 経済ニュースの新基準 · なぜ夜空の星を「☆」で表現するの
かを科学的に解説 - GIGAZINE · 糖質.
MIT方式,FD(Floppy Disk)からFD(Faculty Development)まで.
SQ, sq. SQ“かかわり”の知能指数(Social Quotient); シンガポール航空のIATA航空会社コード ·
アルバニア語のISO 639-1言語コード · 株式先物取引や株価指数オプション取引の清算時に使用
される特別清算指数。（Special Quotation）; (Social Intelligence)社会的知能の略。 平方
（square）の略称。 平方ミリメートルの略称。電線の断面積を表すのに用いられる。AWGも参照。リ
ンク先の表・面積(mm²)の近似値がsq相当になる。「2スケ」「5.5スケ」などと通称される。 4チャンネ
ルステレオ（→英語版）の一方式。
2011年12月31日 . SOCIAL QUOTIENTか。 「かかわり」の知能指数を「SOCIAL QUOTIENT」と
言うらしい。いわゆる、「IQ」から「EQ」からの、「SQ」ということ。「なぜ、若者たちはお金より人の役に
立つ仕事を望むのか？」「なぜ、女性たちは高級外車よりエコカーをカッコイイと思うのか？」「なぜ、
父親たちは郊外のマイホームより職場の近くに住むことを望むのか？」などなど、ちょっと気なるキー
ワード・フレーズがある。そういう時代なんだろうと、そこを軸足に考えを広げるといろいろなリアルが見
えてくるような気がします。
Social Communication Disorderの診断基準では、自閉症スペクトラムをルールアウトするよう記述
されており、Social Communication Disorder. は一次障害であるか、または、言語 ... 筆者も障害

福祉事業所での勤務経験があるが、心理アセスメントについては知能指数（IQ）を測るものという
認識があり、様々な心理アセ. スメントツールやその活用については ... 複数のモノに対して１つずつ
数値を割り振られたら，その数字が何を示すかにかかわりなく，順序をつけて並べたくなる。ましてやそ
れが. 人間の知的能力を.
かかわりの価値基準「SQ」とは！ 従来から、環境などへの配慮や社会貢献は世の潮流として存在
しましたが、3.11の震災により、人々の価値判断の基準が、これまで以上に“人とのつながり、支え合
うこと”を重視する方向へとシフトし、新たな社会的価値感の基盤として定着しつつあるといえます。
この“他者との かかわりを求め、協力し合う”価値判断の基準を、本書では『ＳＱ』〈かかわりの価値
基準〉と定義しました。そして、震災の半年後に実施した全国1万人への調査で浮き彫りになった
『SQ』に関する４つのキーワードが、.

Suzuki Kensuke / [Cho],SQ "Kakawari" No Chinoshisu Social Quotient,BOOK listed at
CDJapan! Get it delivered safely by SAL, EMS, FedEx and save with CDJapan Rewards!
10 Jul 2013動物化するポストモダン オタクから見た日本社会 (講談社現代新書) · 思想地図β
vol.1 · 一般意志2.0 .
「SQ」とは - [英] Special Quotation SQとは、特別清算指数のことで、指数先物取引、もしくは指
数オプション取引において、決済最終日までに反対売買がなされたかった場合の清算指数のこと。
現物を原資産とする先. . 現物を原資産とする先物取引、オプション取引においては、現物の受け
渡しを持って決済することができるが、原資産が日経平均株価などの指数である場合には、受け渡
しが行えない。そのため、現金 . の知能指数のこと。 Social Quotient（ソーシャル・クオシエント）社
会とのかかわりを指数にしたもの。
SQ “かかわり”の知能指数 Social Quotient/鈴木謙介」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラル
ウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、
アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無
料です。
一度通しで読んだのみです。 カバー、帯ついています！ Ü +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Ü この商品は
「メルカリ カウル」で出品されています。 --- 「SQ “かかわり”の知能指数 Social Quotient」 鈴木謙介
定価: ￥ 1620 #メルカリカウル #鈴木謙介 #本 #BOOK #ビジネス #経済.
2012年6月9日 . SQ “かかわり”の知能指数です。 SQ “かかわり”の知能指数 本書は色々なメディ
アでSQが取り上げられるのを見て興味をもって購入しました。 有名なIQに続いて、EQという指標が
登場したこともありますが、 今回の著者はSQ(Social Quotient)という社会とのかかわりに関する指標
を提唱しています。 この手の本は値が高いか低いか、 つまり、ある人が優秀かそうでないか？に注
目されがちなのですが、本書はそうではありません。 このSQを上げるためにはどうすればいいのか、よ
りむしろこれからの日本.
2016年3月12日 . IQやアチーブメント・テストに代表される認知能力に対して、非認知能力とは、パ
フォーマンスに影響を与えるその他の特性、パーソナリティ特性、選好などを指す。 出典：
www.rieti.go.jp 非認知能力と . ほかに、SQ（Social Quotient＝社会的知能、精神的知能）、
AQ（Adversity Quotient＝逆境指数）、MQ（Moral Quotient＝道徳性知能）、CQ（Creative
Quotient＝創造性知能）などもあります。 これらに加え、性格５因子（BIG５・ . 非認知能力を高め
る親のかかわり方とは？ Family ドリルや知育教材を.
理論社会学が専門の鈴木謙介・関西学院大学社会学部准教授は、全国1万人に実施した調
査を踏まえ、幸福度を高めるような他者へのかかわり方をSQ（ソーシャル・クオティエント、かかわりの
知能指数）と名付けました。IQ（知能指数）や近年話題になったEQ（心の知能指数）と同様、社
会と . SQ（かかわりの知能指数）. Social Quotient. 西頭 恒明＝日経ビジネス 2013/08/23 日経情
報ストラテジー. 出典：日経情報ストラテジー 2012年2月（記事は執筆時の情報に基づいており、
現在では異なる場合があります） 目次一覧.
お茶の水醫學雑誌 Vol. 60, No.4, November 2012. なことも少なくなく，この解析結果は幸いで
あった． 腫瘍数も再発にかかわり，単発例よりも複数個例の再. 発率が高く，これは容易に理解で
きることである．再. 発の場合，すでに存在している腫瘍結節を術前検査で. 小さいがゆえに見落と

し，それが時を経てサイズが大. きくなり再発と診断されることもあると考えられるが，. とくに，すでに複
数個の腫瘍がある症例では，このよ. うな再発が少なくないと推察される．したがって，複. 表 3．再
発危険因子の単変量解析（Vp0─1.
2012年1月31日 . 明らかになったSQと次世代パワートレインの相関、PHVや燃料電池が高ポイント
レスポンス 1月26日(木)8時30分配信 次期自動車購入意向とSQの相関関係. SQ（Social
Quotient：“かかわり”の知能指数）を提唱した社会学者の鈴木謙介氏によれば、東日本大震災を
経たことで日本人の価値感が「社会・他者とのかかわりあい」を重視する社会になったという。「他者
への貢献」「広範囲で協力」「モノより心」「次世代志向」というのが新しい幸せにつながるかかわりの
態度だとまとめている。 ［関連写真］
北四国トリビア日記:「IQ」「EQ」から「SQ（Social Quotient）」の時代へって . 「IQ」「EQ」から
「SQ（Social Quotient）」の時代へって言われても…。 かかわりの知能指数 家内は、「私は小さい
頃から、EQがずば抜けて長けていた」と、いつも言います。 これは、人の心を察する力、場の雰囲気
を読む力などが鋭いということ . …続きを見る. 企業と関係ない記事として通報する. 2011年12月17
日.
2015年3月31日 . ⑥対人コミュニケーション質問紙（Social Communication Questionnaire26）：
ASD 症状の有. 無を評価する。 ⑦機能の全体的評定者尺度（Global Assessment of
Functioning: GAF）：健康と病気の状態. を 0-100 点で評価する。「重症度」と「機能のレベル」の
二つを評価し低い方を得点とす. る。 また、対象者の基本的情報を把握するため、下記の情報を
カルテから得た。 ⑧診断名（ICD-10）. ⑨知的能力検査 IQ（WAIS-Ⅲ27もしくは WAIS-R）. ⑩
最終学歴. ⑪就労・未就労・学生. ⑫既婚・未婚.
「SQ "かかわり"の知能指数」を読んだ · Insight for WebAnalytics - 2012年1月9日(月) 22:33.
SQとは Social Quotient のことで、知能指数のIQをもじったものだ。幸福度を高めるような他者への
かかわりの力を「SQ」という指数で表現することにしたらしい。で、SQが高い人は幸福な人であるとい
う結論。しかしそもそも「幸福度を高めるような他者へのかかわり」という言葉自体から考えて、「SQ
が高い人は幸福な人 …… 続きがあります. カテゴリー: アクセス解析系.
2012年7月22日 . 今日のスキーマです。 Scheme393：かつての電話と玄関の関係は、現在のスマホ
とインターネットの関係に等しい。 SQとは？ SQとはSocial Quotient（かかわりの知能指数）です。
EQで有名なダニエルゴールドマン氏がやはり打ち出した言葉です。賢さを示すIQ（Interigent
Quotient）、こころの知能指数EQ（Emotional Intelligent Quotient）などに続き、今後は社会といか
につながるか？という能力を示したものです。 今、この力が注目されています。なぜなら、世界的につ
ながる重要性を認識したからです。
BOOK REVIEW 【編集部】 - BOOKREVIEW（60）自分の幸福感と社会のかかわりを振り返る。
キーワードはSQ. 『SQ Social Quotient～“かかわり”の知能指数～』 鈴木謙介著 ディスカヴァー・
トゥエンティワン四六判・256ページ 1500円（税別）. SQ “かかわり”の知能指数著者よりコメント人は
お金さえあれば幸せになるというものではありません。たとえば国際比較調査では、一人あたりGDP
が一万ドルくらいまでは所得が増えるほど幸福度が上がるのですが一万ドルから一万五千ドルを超
えたあたりで幸福度との相関が弱く.
Ü +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Ü この商品は「メルカリ カウル」で出品されています。 --- 「SQ “かかわ
り”の知能指数 Social Quotient」 鈴木謙介定価: ￥ 1620 #メルカリカウル #鈴木謙介 #本
#BOOK #ビジネス #経済.
みなさんは、もう結婚しているでしょうか？ またはこれから結婚するでしょうか？ 1990年までの日本で
は、結婚する人が、男女ともに変わらず95%以上でした。ところが、現在はどうでしょうか？ 統計的
には、男女とも90%近くが、「いずれ結婚するつもり」と考えています。

of ASD related to social interest, imitation, joint at- tention, pretend play, and language. Thus,
as with the Chinese .. IQ（田中ビネー式）. は平均 87.94（SD=15.4）。一般に PCL-R 合計 30 以.
上をサイコパスのカットオフ値として使用すること. が多いが、PCL-R factor1 平均 12.8（SD=3.9）、
fac- tor2 平均 12.8（SD=3.8）、合計 25.6（SD=6.5）で. あった。自閉症傾向を示す尺度である
AQ（Autistic. Quotient）を測定すると 35）健常者大学生を対象と. した研究では平均

20.7（SD=6.4）36）のところ、今. 回対象では.
2015年12月8日 . さて、私の連載のタイトルにもなっている「EQ」ですが、EQ（Emotional Quotient）
とは、心の知能指数のことを言います。 自己認識、感情の自己抑制、対人スキルや社会的な交
渉術、共感力、意欲をも含み、上の非認知能力の一部であると考えます。 ほかに、SQ（Social
Quotient＝社会的知能、精神的知能）、AQ（Adversity Quotient＝逆境指数）、MQ（Moral
Quotient＝道徳性知能）、CQ（Creative Quotient＝創造性知能）などもあります。 これらに加え、
性格５因子（BIG５・情緒不安定性、外向性、.
就活成功のカギは人とのかかわり指数？ 新概念「SQ診断」を大学生にやってもらった 「SQが高い
人は、就活に有利な人である.？」 IQは知能指数。EQって知ってますか？ 心の知能指数です。
じゃあSQはわかります？ SQは「かかわりの知能指数」です。.偉そうにしてごめんなさい。実は僕も、と
ある本で最近知ったばかりです。 それはチャーリーの愛称で呼ばれている社会学者の鈴木謙介さん
が書いた『SQ かかわりの知能指数』という本。 SQは「Social Quotient（ソーシャル・クオシエント）」の
略で、社会とのかかわりを.
カバーに汚れがありますが、全体的にきれいです。 Ü +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Ü この商品は「メルカ
リ カウル」で出品されています。 --- 「SQ “かかわり”の知能指数 Social Quotient」 鈴木謙介定価:
￥ 1620 #メルカリカウル #鈴木謙介 #本 #BOOK #ビジネス #経済.

Hidemi Iwasaka's scientific contributions including: Embodied conversational agents for
multimodal automated social skills training in people with autism spectrum disorders.
2014年9月9日 . IQ（知能指数、言語的スキル＆数学的スキル、Intelligence Quotient）; EQ（心
の知能指数、自分や他者の感情を理解する能力、Emotional Intelligence Quotient）; SQ（かかわ
りの知能指数、他者を理解し関わる能力、Social Intelligence Quotient）. EQ こころの知能指数
(講談社+α文庫) SQ生きかたの知能指数 どれが一番大切かという議論もされてきたわけですが、
本書ではこれらをより活かすために「ポジティブ才能（PQ）」が重要だと言います。 ポジティブ才能は、
3つの知性を増幅させるだけでなく、.
指数（SQ：Social Quotient)で表される。 社会性年齢(SA)や社会性指数(SQ)と精神年齢(MA)
や知能指数(IQ)又は発達年齢(DA)や. 発達指数(DQ)などを対比することにより、発達の遅れの
状態や環境要因の影響などが明. らかになることがある。 行動観察や生活調査によって適応行動
の困難性を判断する場合は、新入学児童であれ. ば、同年齢の仲間と遊んだり、一緒に行動した
りすることができるかどうか、その年齢. 段階において標準的に要求される身辺処理の能力の程度
などが基準となる。 知的障がいに合わせて、.
2012年1月23日 . IQは知能指数。EQって知ってますか？ 心の知能指数です。じゃあSQはわかりま
す？ SQは「かかわりの知能指数」です。.偉そうにしてごめんなさい。実は僕も、とある本で最近知っ
たばかりです。それはチャーリーの愛称で呼ばれている社会学者の鈴木謙介さんが書いた『SQ かか
わりの知能指数』という本。SQは「Social Quotient（ソーシャル・クオシエント）」の略で、社会とのかか
わりを指数にしたもの、かかわりの知能指数です。 120120_sq_11.jpg. 本のサイトに行くと、12問の
設問に答えるだけで、.
[本･情報誌]『SQ Social Quotient “かかわり”の知能指数』鈴木謙介のレンタル・通販・在庫検
索。最新刊やあらすじ（ネタバレ含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAのサ
イトで、レンタルも購入もできます。出版社：ディスカヴァー・トゥエンティ.
2016年8月27日 . りして「かかわり」ますが、不安の表れによってできる愛着や「人によって不安を解
消さ. れる」経験はとても大切で、その経験により、基本的な「人への信頼感」が育ちます。 このよう
な経験を積み重ね、４～６歳には不安を避けようという「備える」行動が始ま. ります。 出典：「ＳＱ
生きかたの知能指数」. ダニエル・ゴールマン／著 日本経済新聞社. 「０歳～６歳子どもの社会性
の発達と保育の本」. 湯汲 英史／ . 第三の知性、社会指数ＳＱ（Social Quotient）. です。 思い
やりや優れたリーダーシップも、いじめや.
2014年3月24日 . 自閉症は，対人的コミュニケーションおよび対人的相. 互交流の障害，行動，興
味および活動の限局された反復. 的な様式を主徴とする乳幼児期に発現する発達の障害で. あ
る。その症状の程度としてごく軽度のレベルから重度. のものまでを含み，最近，改訂された

DSM（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）‐Ⅴでは，自. 閉性障害，アスペル
ガー障害，特定不能の広汎性発達障. 害などのサブカテゴリーが自閉症スペクトラム障害.
（autism spectrum disorder : ASD）というひとつの.
囲の環境に適応していきながら，人とのかかわりを学び，興味・関心が生活の中. で様々な対象に
広がっていく。 .. 社会的なルールに沿った行動をしたり，他人と適切にかかわりながら生活や仕事を.
したり，自己の役割を知り責任をもって .. 標準化された生活能力に関する検査の結果は，社会性
年齢（. ：. )と. SA Social Age. 社会性指数（. ：. )で表される。 SQ Social Quotient. 社会性年齢
(. )や社会性指数(. )と精神年齢(. )や知能指数( )又は発達年. SA. SQ. MA. IQ. 齢(. )や発達
指数(. )などを対比することにより，発達の.
2012年2月22日 . かかわりの価値基準 “SQ （ソーシャル・クオーシェント）” とは？ 若者の間で
「チャーリー」 の愛称で親しまれている福岡県出身の社会学者がいる。 その学者の名は 鈴木謙介
- 昨年11月、鈴木氏の著書 「SQ Social Quotient～ “かかわり” の知能指数」 が出版されました。
以下は鈴木氏のコメント 『従来から、環境などへの配慮や社会貢献は世の潮流として存在しまし
たが ・・・ 3.11の震災により、 人々の価値判断の基準が、これまで以上に“人とのつながり、支え合う
こと” を重視する方向へとシフトし
SQ : “かかわり"の知能指数 : Social Quotient. 鈴木 謙介. 361.3/SU96. オーブントースターでふっく
らもちもちおいしいパン : こねない!生地をひと晩冷蔵庫. に入れて、焼くだけ. 村上 祥子.
596.6/MU43. 尾木ママの「凹まない」生き方論. 尾木 直樹. 159/O25. おクスリおやつ : からだにやさ
しく効く : かぜ、食欲不振などの軽い不快症状に. 荻田 尚子. 498.58/O25. お産のレシピ : 妊娠・
出産とゆったり向き合うための本. きくち さかえ. 598.3/KI24. おにぎり : 47都道府県のおにぎりと、米
文化のはなし。 川越 晃子. 596.3/KA92.
2011年10月26日 . 震災から半年後の全国 1 万人調査で判明!! 顕在化した社会との“かかわ
り”を重視する価値観 『ＳＱ』＜ソーシャル・クオーシェント＞. ～ 日本人の価値基準は、「ＩＱ」 「Ｅ
Ｑ」から『ＳＱ』へ ～. 大震災から半年。社会的自粛に始まり、被災地への支援/貢献活動、節電
に代表されるライフスタイルの見直しなど. 生活者の意識が急速に変化した中、マーケティング会社
である株式会社シタシオンジャパン（所在地: 東京都中央区. 代表取締役会長兼社長:小出紘
道）は、著書「カーニヴァル化する社会」、「わたしたち.
2017年4月26日 . . 思われる知能レベルですが、社会性のほとんどは後天的に身につけるものなの
で、これからの心がけ次第では近づける可能性は無きにしもあらずです。 一般的に男性の方が共
感力が低いと言われていますので、共感力を強化するだけでも変わるかもしれませんね。 反対に女
性は理論的に話すことが苦手と見られやすいので、効果的に自分を説明するのに理論的に話すよう
心がけてみてはいかがでしょう。 Amazon SQ “かかわり”の知能指数 ランク店. SQ “かかわり”の知能
指数 Social Quotient／鈴木.
2013年3月15日 . こうしたことから僕たちは、幸福度を高めるような他者へのかかわりの力を、「SQ」
という指数で表現することにしました。SQとは「Social Quotient」の略で、知能指数として知られてい
るIQと似た、社会的なかかわりの力を表す指数です。 『SQ “かかわり”の知能指数』 第1章 より 鈴
木謙介：著 ディスカヴァー・トゥエンティワン：刊. もちろん、IQ同様、数字の高低によって、その人の
存在意義のすべてが測れるということはありません。 しかし、鈴木さんは、 この調査から「SQが高い
人は、幸福な人である」という.
鈴木 謙介 ウェブ社会の思想―“遍在する私”をどう生きるか (NHKブックス)のことをもっと知りたけれ
ば、世界中の「欲しい」が集まるSumallyへ！鈴木 謙介のアイテムが他にも8点以上登録されてい
ます。
サムがこのように幼く見える理由は、サムの知能が7歳程度だからでした。 知能とは、ものごとを理解
し判断するための知的な能力で、生きていくために必要なものです。この知的な能力の目安として、
実年齢に対して、精神的な年齢(精神年齢)があります。これが、知能テストによってはじき出される
知能指数(IQ, intellectual quotient)とつながります。知能指数、精神年齢、支援のための診断を
表1に示します。この表からサムは、中等度知的障害という診断が当てはまります。知的障害は行
政で使われる用語で、学問的には.

2013年11月7日 . ウェブやスマートフォンの発達に伴い、現実空間に無数の「孔（あな）」が開いてし
まったという鈴木謙介さん。人間が「分断」されてしまった社会でどう生きるべきか、話を聞いた。 物
理的空間に開いた「孔」 私たちが生きている空間は、単なる物理空間で.
袖振り合うも多生の縁. 社長日記. SQ=Social Quotient 知能指数として知られるIQと似た、 社会
的なかかわりの力を表す指数。 幸福度を高める社会貢献意欲。 自分のことだけ考えている人、
自分から遠すぎる範囲や自己犠牲的な貢献が必要だと考えている人よりも、 自分の手の届く範囲
で、 自分にできることをしようという人の方が、 幸福だと考える傾向にある。
2017年5月11日 . SQはSocial Intelligence and Biology Quotientの略で「社会性の知能指数」と
言います。 これはEQを発展させたもので、社会で活躍するための指数と言っても過言では無いで
す。 SQが高い人は、共感力や思いやり、チームワークなどに長けている人で、コミュニケーション能力
が高いということになります。あと、ユーモアがありメンバーを笑顔にさせるなどの能力がある人もSQが
高い人だと言えます。 SQ “かかわり”の知能指数. posted with ヨメレバ. 鈴木 謙介 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 2011-11-16.
2011年11月の新刊。厳選ビジネス書を一覧検索。まとめ買いもできるビジネス書専門オンライン書
店です。
WordNet ［license wordnet］. 「(geometry) a plane rectangle with four equal sides and four

right angles; a four-sided regular polygon; "you can compute the area of a square if you know
the length of its sides"」. 同: foursquare. WordNet ［license wordnet］. 「the product of two
equal terms; "nine is the second power of three"; "gravity is inversely proportional to the
square of the distance"」. 同: second power. WordNet ［license wordnet］. 「make square;
"Square the circle"; "square the wood.
2011年11月15日 . 電子書籍」も販売中です。 ----------------------------------------------------「IQ（知能指数）」「EQ（こころの知能指数）」から「SQ（かかわりの知能指数）」の時代へ！ ・なぜ、
若者たちはお金より人の役に立つ仕事を望むのか？ ・なぜ、女性たちは高級外車よりエコカー
を“カッコいい”と思うのか？ ・なぜ、父親たちは郊外のマイホームより職場の近くに住むことを望むの
か？ TBSラジオ「文化系トークラジオLife」、NHK「青春リアル」でメインパーソナリティを務め、若年
層の圧倒的支持を集める気鋭の社会学者.
2012年1月27日 . 諸行無常-SQ “かかわり”の知能指数 関西学院大学社会学部の助教授であ
る気鋭の社会学者、鈴木謙介准教授の監修により、全国一万人調査「震災後の社会生活に必
要な価値観に関する意識調査」が実施された。 この調査は、「他者にかかわろうとする人は、自分
が幸せであると考える傾向がある」という仮説を立てた上で実施されたのだが、この仮説を肯定する
知見が得られており、この本は、そのデータを分かりやすく紹介している。 そして、「幸福度を高めるよ
うな他者へのかかわりの力を、SQ(Social.
F40 Phobic anxiety disorders 恐怖症性不安障害. 広場恐怖、社会恐怖(SP, social phobias,
cf. =社会不安障害、SAD, social axiety disorder)、. 高所恐怖、閉所恐怖. F41 Other anxiety
disorders. パニック障害（エピソード性発作性不安）、. 全般性不安障害 Generalized anxiety
disorder (GAD, 不安神経症、不安反応、不安. 状態)、不安ヒステリー、特定不能の不安. F42
Obsessive-compulsive disorder 強迫性障害. F43 Reaction to severe stress, and adjustment
disorders. 急性ストレス反応、PTSD, 適応障害.
No. 8 / 29 社会・地歴・公民科教育法 [画像を拡大] 社会・地歴・公民科教育法 · 臼井嘉一 /
柴田義松 / 学文社 発売日：1999-04. 感想＆レビュー: レビューは、まだありません。 No. 9 / 29. SQ
“かかわり”の知能指数 [画像を拡大] SQ “かかわり”の知能指数 · 鈴木謙介 / ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 発売日：2011-11-16 ￥ 1,620 (used ￥ 1) 今なら更に 30 円分のポイントが付きます！
感想＆レビュー:.
2012年4月9日 . SQ. 「SQ」とはSocial Intelligence Quotientの略で、日本語では「社会的知性」
「社会的知能」と訳されます。複雑な人間関係を生き抜く社会性や社交性、自分と他者を効果的
につなぐコミュニケーション能力など、人が充実した社会生活を営む上で欠かせない知的資質を .
ゴールマンは著書『SQ 生きかたの知能指数』の中で、脳科学の裏付けに基づき、「人生でかかわり

あう人々から受ける作用によって、気分だけでなく身体そのものが影響され、形成されることを自覚
して、賢明に行動しなければならない。
明らかになったSQと次世代パワートレインの相関、PHVや燃料電池が高ポイント. SQ（Social
Quotient：“かかわり”の知能指数）と自動車購入の相関関係を読者アンケートにより探ってみる企
画第2弾。前回の車種別にひきつづきパワートレインとSQの関係を探ってみた。 一番人気は『アク
ア』、購入希望者のSQは？ 画像. 自動車 ビジネス 2012.1.25(Wed) 8:30.
2011年12月30日 . 本書は「他人にかかわろうとする人は、自分が幸せであると考える傾向がある」と
いう仮説をもとに、人々の「かかわり」への意欲と幸福度の関係に迫る。 ◇幸せになるかかわりへの
意欲＝SQ（Social Quotient） 著者は幸福度を高めるような他者へのかかわりの力を「SQ」という指
数で表している。著者が実施した全国一万人調査によると、SQ度の高い人は、身近なところから
行動や消費を通じて社会貢献を実践し、他者とのかかわりを持つことにも積極的であるということが
判明した。SQ度を高める4つの.
３７. (6) 知能検査は近代啓蒙主義的な偏見に基づいて作られている ……… ４０. (7) 知能指数
が低くなる原因 ……………………………………………… ４６. ８．「意識的汎用知能」の優
劣が職業能力の優劣を決める社会 ……………… ４７. ９．知能と学力 … .. 声の文化は、つぎ
のような項目にはまったくかかわりをもたない……たとえば、幾. 何学的な図形、抽象的なカテゴリー
による分類、形式論理的な .. Quotient 、略して、EQ）や「生き方の知能指数」（Social
Intelligence Quotient、略し. て、SQ）も重要であるという.
2012年4月19日 . 知能指数リスト. IQ いわゆる知能指数Intelligence Quotient. EQ 心の知能指
数（情動指数、Emotionally Intelligence Quotient）. SQ “かかわり”の知能指数(Social
Quotient). この知能指数がらみ、トラウマまでは遠く及びませんが、残念ながらあまりプラスの感情と
ともにあるワードではありませんでしたが、せっかくだからMemo残そうと思います。ちょっと（というかかな
り）長くなりますので、最下段にMemoします。どうしてもご覧になりたい方は、そちらをご査収くださ
い。） 本筋の読書Memoを続けます。
2012年2月10日 . 著者は情報化社会論で知られる若手社会学者。本書のテーマは現代の日本
社会で生じる人と人との「関わり」の変化である。 「ＳＱ（＝Ｓｏｃｉａｌ Ｑｕｏｔｉｅｎｔ）」とは著者の造語
で、見知らぬ他者への協力に関する指数を意味する。ＳＱの高低を決めるのは自己犠牲的な奉
仕ではない。「自分のできる範囲での手助け」だ。震災を例にすれば、平日は弁護士として働く人が
週末、被災地で無料の法律相談を行うことなどはその一例である。なぜいま「ＳＱ」なのか。高度経
済成長期はマイホームなど「モノの所有」が.
. の衝突」一千 · 士の思想 / 日本型組織と個人の自立 · 起業のエクイティ・ファイナンス / 経済革
命のための株式と契約 · 起業のファイナンス 増補改訂版 / ベンチャーにとって一番大切なこと · 禅と
日本文化 改版 · Cloud First Architecture設計ガイド. Borrowing 6/20 Tomotsugu Kaneko · 情
報アーキテクチャ 第4版 / 見つけやすく理解しやすい情報設計 · SQ(Social Quotient) / ”かかわ
り”の知能指数 · 人事管理入門 第2版 / マネジメント・テキスト · リーン・スタートアップ / ムダのない
起業プロセスでイノベーションを生みだす.
【やってみよう！SQ診断】（診断→http://www.d21.co.jp/SQ/sq_test/） いま、IQ, EQに加え
て”SQ”(Social Quotient)という概念が注目されているのをご存知ですか？SQとは「かかわりの知能
指数」を表す指標です。.
2012年1月10日 . 本書では、幸せになるかかわりへの意欲を「ＳＱ（Social Quotient）」という指数で
示し、「ＳＱの高い行動とはどのようなものか」を調査データから導いていく。 「幸福度を高める社会
貢献」 . を感じたのだ。 1月10日(火)ジュンク堂書店西宮店でディスカヴァー21『SQ “かかわり”の知
能指数』発売記念 鈴木謙介トークイベントがあるよ（米光一成）. 鈴木謙介『SQ “かかわり”の知
能指数』（ディスカヴァー・トゥエンティワン） 「少子化を食い止める最後のチャンスを逃した日本」、最
後のチャンスはＳＱがキーになる！
SQ. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2012/01/14 11:33 UTC 版). SQ, sq.
SQ“かかわり”の知能指数(Social Quotient); シンガポール航空のIATA航空会社コード · アルバニ
ア語のISO 639-1言語コード · 株式先物取引や株価指数オプション取引の清算時に使用される特

別清算指数。（Special Quotation）; (Social Intelligence)社会的知能の略。 平方（square）の略
称。 平方ミリメートルの略称。電線の断面積を表すのに用いられる。AWGも参照。リンク先の表・
面積(mm²)の近似値がsq相当になる。
ＳＱ（Social Quotient）―「かかわり」の知能指数 エストニア紀行―森の苔・庭の木漏れ日・海の葦
絵空ごと・百鬼の会 枝分かれ―自然が創り出す美しいパターン 越境する脳―ブレイン・マシン・イン
ターフェースの最前線 エッフェル塔（ちくま学芸文庫） えてこでもわかる笑い飯哲夫訳般若心経 絵
で見る比較の世界―ウイルスから宇宙まで エデンの東 1～4（新訳版）（ハヤカワepi文庫） 江戸＝
東京の下町から―生きられた記憶への旅 エドゥアルド・デ・フィリッポ戯曲集 1 江戸歌舞伎の怪談と
化け物（講談社選書メチエ）
明らかになったSQと次世代パワートレインの相関、PHVや燃料電池が高ポイント. SQ（Social
Quotient：“かかわり”の知能指数）と自動車購入の相関関係を読者アンケートにより探ってみる企
画第2弾。前回の車種別にひきつづきパワートレインとSQの関係を探ってみた。 一番人気は『アク
ア』、購入希望者のSQは？ 画像. 自動車 ビジネス 2012.1.25(Wed) 8:30.
メルカリ; SQ “かかわり”の知能指数. ゆうゆうメルカリ便ポイントバックキャンペーン. 並び替え. 詳細検
索. 検索結果 1-7 件. SQ (Social Quotient) : "かかわり"の知能指数/鈴木 謙介. ¥ 350. 1. (税
込). SQ (Social Quotient) : "かかわり"の知能指数/鈴木 謙介. ¥ 489. (税込). SQ (Social
Quotient) : "かかわり"の知能指数/鈴木 謙介. ¥ 499. (税込). SQ (Social Quotient) : "かかわ
り"の知能指数/鈴木 謙介. ¥ 999. (税込). SQ (Social Quotient) : "かかわり"の知能指数/鈴木
謙介. ¥ 520. (税込). SQ (Social Quotient).
ぐるぐる王国2号館 ヤフー店のSQ “かかわり”の知能指数 Social Quotient:9784799310830なら
Yahoo!ショッピング！ランキングや口コミも豊富なネット通販。更にお得なＴポイントも！スマホアプリ
も充実で毎日どこからでも気になる商品をその場でお求めいただけます。
ＳＱ “かかわり”の知能指数 Ｓｏｃｉａｌ Ｑｕｏｔｉｅｎｔ - 鈴木謙介／〔著〕 - 本の購入はオンライン書店ehonでどうぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別
梱包で届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
2012年1月5日 . チャーリーこと鈴木謙介氏の『SQ “かかわり”の知能指数』は、ずいぶん読むのに時
間がかかった。そして、もやもやした読後感が残った。新年初のエントリーは、そのもやもやについて、
つらつらと記してみたい。 SQ（Social Quotient）という耳慣れない言葉は、IQやEQに替わる指数
で、「身近な他者への手助けによって、人がどれくらい幸せになるかを表す指数」とのことだ。他者へ
の貢献や、家族・友人などよりも広いかかわりを指向し、「モノ」より「心」を重視し、現在よりも未来
志向。そのような人が「幸福な.
皆さんは「ＳＱ」という言葉をご存じですか？ 「ＳＱ」とは関西学院大学社会学部准教授・鈴木謙
介氏が提唱する"社会・他者とのかかわりを重視する価値基準" (Social Quotient)のこと。 知能指
数（Intelligence Quotient）、感情指数（Emotional Intelligence Quotient）に次ぐ、社会性指数で
す。 著書『ＳＱ～かかわりの知能指数』では震災後に実施された全国1万人調査で、日本人の価
値判断の基準がこれまで以上に「社会・人とのつながり、支え合うこと」を重視する方向へとシフト
し、定着しつつあることが浮き彫りになったと.
在YesAsia.com购买"esukiyu esukiyu kakawari no chinou shisuu ＳＱ kakawari no chinou
shisuu so shiyaru kuo shiento ＳＯＣＩＡＬ ＱＵＯＴＩＥＮＴ",免邮费优惠!在此找到产品suzuki
kensuke, 及人气的日文书籍. - 北美网站.
SQ「Social Quotient」とはかかわりの知能指数のこと。 日本でも震以降、社会貢献の機運が高
まっているように見えますが、これは世界的な潮流のようで、むしろ震災を機に表に出たというのが著
者の主張である。 戦後日本の歴史を振り返りつつ、家族の概念がどのように変化したのか、今後ど
う変化していくのか、ヒントを示している。 今後は、本著ではあるべき論だけなので、地域をコーディ
ネートする人材をどう育成するか、商業施設間を結ぶ物流・人流をどうするか、という具体論が展開
されると言いかと思います。
9784502396403 特設コーナー 336.83 | FUJ. 10301696505 2012/02/13. 278. 物理学者、ウォール
街を往く。 : クオンツへの転進 / エマニュエル・. ダーマン [著] ; 船見侑生, 長坂陽子訳. 東洋経済

新報社. 2005.12. 9784492653609 特設コーナー 338.01 | DER. 10301696638 2012/02/13. 279 消
費税か貯蓄税か / 白川浩道著. 朝日新聞出版. 2011.9. 9784023309456 特設コーナー 345.1 |
SHI. 10301696919 2012/02/13. 280 SQ : “かかわり"の知能指数 : Social Quotient / 鈴木謙介
[著]. ディスカヴァー・トゥエン.
2011年4月10日 . オルタナ編集長日記全ブログ ／ オルタナは環境とCSRにフォーカスした日本唯
一のビジネス情報誌です。環境ビジネス、企業の社会的責任、社会企業家、オーガニック、フェアト
レードなどを推進するとともに、ビジネスの可能性を探ります.
「IQ（知能指数）」「EQ（こころの知能指数）」から「SQ（かかわりの知能指数）… Pontaポイント使え
ます！ | Sq(Social Quotient) かかわり の知能指数 | 鈴木謙介 | 発売国:日本 | 書籍 |
9784799310830 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
2012年2月29日 . SQとは「Social Quotient」の略で、知能指数として知られているIQに似た、社会
的なかかわりの力を表す指数 のことのようだ。 調査結果から、SQが高い人は、幸福な人であるとい
う知見が得られたとのこと。 SQのポイントは、SNSなどのソーシャルネットワークなどでつながっている
人の数ではないということ。 SQでは「かかわり」がキーになっており、社会貢献活動やエコな商品を買
うなどの行動が影響する。 「つながる」ではなく、他者や何かと「かかわる」というのが面白い。 本の中
では、「伊達直人現象」.
2012年1月22日 . SQ “かかわり”の知能指数作者: 鈴木謙介出版社/メーカー: ディスカヴァー・トゥ
エンティワン発売日: 2011/11/16メディア: 単行本（ソフトカバー）購入: 1人 クリック: 292回この商品を
含むブログ (17件) を見る 幸福度を高めるような他者へのかかわりの力を「IQ」みたいに、「SQ」とい
う指数で表現…
2011年12月2日 . それが「SQ」だ。 『カーニヴァル化する社会』など、現代社会の新たな潮流分析に
定評のある関西学院大学 社会学部 准教授の鈴木謙介氏が11月16日に刊行した書籍『SQ
Social Quotient〜“かかわり”の知能指数〜』（ディスカヴァー・トゥエンティワン刊）が、三省堂有楽町
店 ビジネス部門、ジュンク堂書店 新宿店 ビジネス部門などで1位。紀伊国屋書店新宿本店 ビジ
ネス書売り場で3位などにランクインし、話題になっている。 この本の中で鈴木氏は、人間の行動や
知性を測る基準として一般的な「IQ（.
ＳＱとは、他者とのかかわりを重視する価値基準。あなたのＳＱ度、ＳＱタイプを測定できるチェッカー
も。鈴木謙介著『ＳＱ“かかわり”の知能指 数』のディスカヴァー・トゥエンティワン社公式サイト。
2011年10月27日 . 11月16日に発売される『SQ Social Quotient “かかわり”の知能指数』（著者：
鈴木謙介氏）. 震災後、日本人の間で「人とのつながり、支え合い」を重視する傾向が強まっている
ようだ。社会性を求める気持ち、身近ではない他者とのかかわりを求め、協力し合う心。この価値判
断の基準を、鈴木氏は「SQ（かかわりの価値基準）」と命名。IQ（知能指数）やEQ（心の知能指
数）という指数は有名だが、それになぞらえて社会性を求める気持ちなどを数値化し、分析した。 ま
た4つのキーワード「他者への貢献」「モノ.
別書名, 原タイトル:Democracies in flux : the evolution of social capital in contemporary
society. 一般注記, 原著(Oxford University Press, 2002)の翻訳. 著者標目, Putnam, Robert D.
猪口, 孝(1944-) <イノグチ, タカシ>. 件 名, BSH:ソーシャルキャピタル. BSH:民主主義. 分 類,
NDC8:361.3. NDC9:361.3. 本文言語, 日本語. 書誌ID, BT00335027. NCID, BB12905058
WCLINK. 巻冊次, ISBN:9784623053018 ; PRICE:4800円+税.
デヴィッド・バックリー. 登録: 32. ソーシャル化する音楽 「聴取」から「遊び」へ. 本を登録する. 日付
不明. ソーシャル化する音楽 「聴取」から「遊び」へ · 円堂都司昭. 登録: 144. 漂白される社会. 本
を登録する. 日付不明. 漂白される社会 · 開沼 博. 登録: 509. 【現代語訳】呉秀三・樫田五郎
精神病者私宅監置. 本を登録する. 日付不明. 【現代語訳】呉秀三・樫田五郎 精神病者私宅
監… 金川 英雄. 登録: 170. 世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析. 本を登録する. 日付
不明. 世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析.
2012年1月9日 . SQとは Social Quotient のことで、知能指数のIQをもじったものだ。幸福度を高め
るような他者へのかかわりの力を「SQ」という指数で表現することにしたらしい。で、SQが高い人は幸
福な人であるという結論。しかしそもそも「幸福度を高めるような他者へのかかわり」という言葉自体

から考えて、「SQが高い人は幸福な人である」は同義なのではないか、単なる言葉の言い換えとし
か取れなかったんだけど。 個人的にはいわゆる「生き方」系や「啓蒙」系の本はうんざりしているの
で、あまり読まないのだが、.
2012年1月31日 . 神姫バスは、国内旅行を中心としたバスパッケージツアーを企画・実施する「ハー
トツアー」ブランドから、秋4分でわかる常識の間違い10（ギズモードSQ（Social Quotient：“かかわ
り”の知能指数）と自動車購入の相関関係を読者アンケートパーフェクトボディ・ANRI☆極上くびれ
ボディに圧巻！！野田首相は２８日、ダボス会議に都内のスタジオからテレビ会議方式で参加し、
消費税率引き上げを KDDIは1月25日、中小企業のスマートフォン導入を支援するサービスを発表
した。選べる端末（iPhoキヤノン.
Amazonで鈴木 謙介のSQ “かかわり”の知能指数。アマゾンならポイント還元本が多数。鈴木 謙
介作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またSQ “かかわり”の知能指数もアマゾン
配送商品なら通常配送無料。

