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概要
賢くなるためではない。本はバカになるために読むのだ−。時代の過渡期に求められる読書法、思考
スタイルを語り尽くす。著者秘蔵

2017年5月14日 . キンドルとかKDPとか電子書籍とか自分で書いてリリースしてみたいとかいう人; ク
ラウドソーシングを使って実践する知見を知りたい人、そもそもクラウドソーシングの実践者の生の意
見を聞きたい人（本の内容です）; 電子書籍作家でまだ１，２冊しか . ちなみに上の本は、kindle
unlimited対象本なので対象ユーザーはいつでも読めます。ku以外の方、一般の方は1,000円を払
う必要があります。 ... 可能であれば、クラウドソーシングをはじめるなど他の仕事を作り始めるアク

ションのきっかけとなる。
2009年5月21日 . 広い工場なので，移動に費やす時間がバカにならない。社員に歩くスピードを体
得してもらうための仕掛け」（酒巻社長）. 写真を見ると、「急ごう、さもないと会社も地球も滅びてし
まう。」とある。ちなみにこれ、同社の「環境保証」のスローガン（参考）。ふつう、スピードを重視しすぎ
ると環境が、という方向性で語られることが多いと思うので、これはなかなかユニーク。足の不自由な
人にとってはなかなかつらいだろうが、「さもないと地球が滅びてしまう」とあってはいたしかたあるまい
なぁ。しかしこちらの社員さん.
2017年9月1日 . Read For Action Blog. Read For Action は、日本最大級の、“行動するための
読書会”ネットワークです。 読書を、知識を得るための個人の経験に留めず、話題の本の感想を分
かち合ったり、仲間と一緒に読むことで、内容をより深く理解したり、 . でなく、新しい人との出会い、
そして本との出会いによって心が豊かになっていく集まりでもあります。 読書の秋をきっかけにして、読
書会デビューしてみませんか？？ （参考）. 神田昌典「バカになるほど、本を読め！」2015年（PHP).
バカになるほど、本を読め!
本日のカウントダウン短文は昨日発売した神田昌典の「バカになるほど本を読め」です。 おはようご
ざいます。 ジェフです。 本日のカウントダウン短文は本の紹介です。 今回は昨日発売した神田昌
典の「バカになるほど本を読め」です。 ============================== 3 Days to Jeff's

English RFA Book Club. ============================== ----------------------------------------. Key words: 本質 nature. 理解 comprehension. 知識から行動に移る transform
knowledge into action.
たとえば神田さんが主催する「リード・フォー・アクション読書会」では、事前に課題図書を読みませ
ん。 . 神田さんが主催している「リード・フォー・アクション読書会」では、「読書後、即、行動に結びつ
ける」ことを一番のこだわりにしていると言います。 . 人もお金も動き出す! 都合のいい読書術 [新書
版]バカになるほど、本を読め! (PHPビジネス新書). 著者神田 昌典; 価格￥ 940(2018/01/18
23:14時点); 出版日2017/08/19; 商品ランキング85,442位; 新書233ページ; ISBN-104569836909;
ISBN-139784569836904; 出版.
2017/09/28 10:35:10. 前スレ 為替やるならこの本読め Part39&#169;2ch.net .. 押し目買いするとき
にどのインジを使うか、パラメーターはいくつか、インジ使わずプライスアクションのパターンだけで入るか
そういうのはあまり重要 . ゾーン読めば知ってるっしょ. ID:uG4T+1h90(1/2). 0051 名無しさん＠お金
いっぱい。 2017/10/04 17:20:15. はじめまして、SuperJuniorと申すものです。 オシレーター系テクニカ
ルインジケーターCCIを使用した、ポンド円専用のEA(自動売買ツール)を販売しております。 価格
は1500円です。
2016年1月3日 . 目標に届かなかったとはいえ、週に1.5冊ペースぐらいで読めてるというのは、オーディ
オブックに依るところが大きいのかなと思います。半分以上オーディオブックなので、オーディオブック .
人はこれ程までに崇高な人になれるのだろうか、と途方にくれたくなるほどに崇高な生き方をしてい
る。そこで語られる言葉は、正論中の正論で、時に「正論だけでは物事は通らない」と人が正論を
通すことを諦めるような場面でも、土光さんは正論を馬鹿正直に語る。 人として成熟するということ
はどういうことか、1本筋の.
2015年5月7日 . 今回読んだ本は、神田昌典さんの「バカになるほど、本を読め！」です。 帯に書か
れている内容を見て、自分のやりたいことのひとつはこれかもしれない。と思って購入しました。 さら
に、この本がテーマで神田昌典さんも出席された読書会に参加して、この本を.
2017年8月28日 . 会社で、他のワークショップのファシリテーションもやってみたけど、愚痴をこぼす場
になり、困っていたところで、RFAに出会いました！」 「『バカになるほど本を読め』を読んで、即日、
リーディングファシリテーター養成講座に申し込みました。」 「英語がおっくうだったけど、読書会だった
ら読めるかもと参加しました。」 Read For Actionに関わったきっかけはさまざま、そしてRead For
Actionの魅力にとりつかれ、リーディング・ファシリテーターになった皆さんが、８月２０日全国から一堂
に会しました。 東京会場に.
以下全て、これまでの『目標に向かって行動を起こす読書会』 参加者の声の掲載です。 読書会の
日程確認はコチラ. ○12月17日「起業の本質」より. 読書会が初めてだったので、どの様な楽しみが

あるか知りたいと思って参加しました。 1つの本をじっくりと読み込むのではなく、事前に読んでくるので
もなく、それなのに、未読の本を2分しか読まないで、発表ができてしまうという、驚きの読書会でし
た。 目的意識の大切さに改めて気付き、意識し続けるために紙に書いて貼ろう！と思いました。 読
書会というと、本を「読む」ものだ.
課題図書：神田昌典先生の新刊 バカになるほど、本を読め！ ＰＨＰ研究所 読んでつながる 力に
変える. Read For Action は、日本最大級の、“行動するための読書会”ネットワークです。 読書を、
知識を得るための個人の経験に留めず、 話題の本の感想を分かち合ったり、仲間と一緒に読むこ
とで、 内容をより深く理解したり、新しい自分に出会ったり、 同じ問題意識をもった仲間たちと解決
方法を見つけ出すことができます。 読書の場から、一人ひとりのストーリーが生まれる読書会、. ダイ
アログを通じて、行動するきっかけを.
読書会（どくしょかい）とは集団で読書または読書に関するコミュニケーションを行うためのイベント、ま
たはイベントを開催するグループである。 関連する用語として「ブッククラブ」「リテラチャー・サークル」
「会読」「読書グループ」などがある。アメリカでは、毎回特定の本を取り上げて公開読書会を行うテ
レビ番組上の企画「Oprah's Book Club」が話題となり、アメリカにおける読書会ブームに影響を与え
た。また、読書会が社会に与える影響についての研究も行われている。
2015年4月29日 . 神田昌典さんが発起人となって立ち上げられたRead For Action読書会に参
加。 2月に刊行された『バカになるほど、本を読め！』出版記念の意味合いもあってのタイミングです
が バカになるほど、本を読め! posted with ヨメレバ 神田 昌典 PHP研究所 2015-01-27.
硬式用スピードテック ２【asics】アシックス 硬式金属製バット15SS（BB7011）*20【人気急上昇】。
高品質のスポーツ・アウトドアなど人気商品をご覧ください ！,!
大英図書館特殊工作部のエージェントで『ザ・ペーパー』の異名を持つ読子・リードマンは、紙を自
在に操る特殊能力を使って闇に流れた希少本の収集などに当たっています。紙による奇想天外な
アクションとか、レアな本にまつわる顛末など見どころもありますが、なんと言っても共感できるのは読
子が本にかたむける尋常ではない熱意でしょう。誇張された本好きっぷりはもちろんバカ小説としても
たいへんおもしろいのですが、その誇張を突き抜けて本好きならば絶対に共感すること間違いなし。
読子の行動にいちいち「あ、これ.
バカになるほど、本を読め！ (Japanese Edition) eBook: 神田 昌典: Amazon.co.uk: Kindle

Store.
アメリカでは、毎回特定の本を取り上げて公開読書会を行うテレビ番組上の企画「Oprah's Book
Club」が話題となり、アメリカにおける読書会ブームに影響を与えた。また、読書会が社会に与える
影響 . イベントの内容は、特定の本をそのイベントのテーマとしてメンバーが事前に読んでおき、イベ
ント当日にはテーマとなる本の内容についてメンバー同士で自由にディスカッションするというスタイル
が一般的である。前述した「Oprah's Book Club」も . 神田 昌典『バカになるほど、本を読め!』
（PHP研究所、2015）ISBN 978-.
リードフォーアクション読書会とは、神田昌典先生発起人の日本（アジア）最大級の読書会ネット
ワークです。 四国連絡会 徳島事務局.
でも Marvel マーベル Avengers アベンジャーズ All Star 6 Inch Action Figure フィギュア Set of 4 Hulk ハルク Iron Man アイアンマ、あれウソだよ、千円の商品券で、○百○十○円なんて残りようがな
いじゃない。 そういう意味では、ほんもののバカ; 977 ：：2017/04/30(日) 21:08:55.66
ID:MX4XO/LaJ: セブンアンドワイ系はお釣り出るよ; 978 ：：2017/04/30(日) 21:10:22.62
ID:MX4XO/LaJ: ただ Funko ファンコ Legacy Action: Game of Thrones Series 2 - Arya Stark
Action Figure フィギュア by Funko 並行輸入.
また、新郎に漢詩を作れと強要し、下手だとケチをつけて馬鹿にする。 新婚夫婦の性的な事を根
掘り葉掘り問い詰めたり、あれこれと質問責めにする。 宴会の金を持っ . 嫁に出す娘が、確かに妊
娠できる事を証明するために親兄弟で強姦して妊娠した状態で嫁に出す。生まれる子供は奴隷
身分。 大人まで生き延びる確率も少ない 生まれてこなければ良かったとの ... ーきそばΦ ☆：
2013/08/26(月) 07:21:18.21 ID:???0. 29764f26279f096e80b90a8ca19c2cfd.

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1377469278/.

父子家庭で中学生の子が妊娠出産してしまったとか、借金だらけで夜逃げしてしまったとか、熟年
男性が外国人の嫁を貰って友達の外国人が出入りしてドンチャン騒ぎとか、正直トラブルだらけで
す） 実家に帰ると「老後はこっちに来て畑を . 若い時にバカにしていたような人たちに自慢したい気
持ちもあるようで） 頭がしっかりしているうちに、 . お兄さんも、欲しければもらう、必要なければ相続
放棄すればいいので、やはり今何かアクションを起こす必要もないように思います。 ただし、いざ相続
という状況に.
2015年4月8日 . そこでふと気づいたのが「読書会」という存在でした。 1冊の本を大勢で読んでダイ
アログ（会話）を交わし、互いに多くの発見をもたらす。 これまでにも輪読会や会社での読書会という
のは参加したり企画したことはあるのですが、もっと高みを臨みたいと考えていた時に「Read for
Action」の存在を知るに至ったのです。 そのきっかけとなったのは、神田昌典氏の著書「バカになるほ
ど、本を読め！」と、先述したビジネス書の著者、金村秀一氏との出会いでした。 バカになるほど、
本を読め! posted with ヨメレバ.
2015年4月18日 . 本は消えゆくメディアだと言う人もいますが、神田さんは近著の『バカになるほど、
本を読め！』(PHP研究所）の中で、本や雑誌などの編集され . 世の中のムーブメントの多くは本か
ら始まり、次に雑誌、ネットで話題になり、最後にテレビに取り上げられて社会全体に広がるということ
ですが、なぜ今、本を読むことが必要なのですか。 2015年は大きな変革が起きる年になると思い .
ていた読書会を始めるのは今だと思いました。そこで、2011年に読書会を開く活動の「Read For
Action」をスタートさせました。

Fate/Zero Manga - Read Fate/Zero Online at MangaHere.co -- 4.85(105 votes) Bookmark
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【リードフォーアクションって何？】 神田昌典先生が執筆された、 リードフォーアクション読書会に関す
る本です。 バカになるほど本を読め／PHP出版. プレジデントで、 リードフォーアクション協会 理事：
久保田 崇（岩手県陸前高田市副市長)様の書評 http://president.jp/articles/-/14855. 追伸、文
中のまちヨミ開催地域には 徳島も記載されています。
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1407340364/ ・お金ブログについて語 .. エアコンの掃除も毎年
慌ててやってるけど、気候のいい今頃やればずっと効率的。うちは家中の掃除を完了したからGWは
ノンビリする予定だよ; 975 ：：2017/04/30(日) 19:33:57.02 ID:7YYkOWH5Y: なんで毎回商品券の
残高書いてんだ？ 馬鹿みたい。 . プラネット ウェーブ NS デュアル アクション Guitar Capo in ブラック
(海外取寄せ品) One Control ワンコントロール/ Distro ディストロ Fairy Pink All In One Pack【つ
ゆ切りセット!!】大塚竹.
バカになるほど、本を読め！ READ FOR ACTION！/神田昌典」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。
2015年4月30日 . 神田昌典さんが今年（2015年）、上肢された『バカになるほど、本を読め！』を読
了。 バカになるほど、本を読め! posted with ヨメレバ 神田 昌典 PHP研究所 2015-01-27 週初め
に参加した読書会に出るために読み始めたのが、キッカケという一冊。 >> 神田昌典さん主体の
Read For Action読書会に行ってきた：『バカになるほど、本を読め！』の真意とは！？
どうも、セミナー講師のキカナイナオラナイです。 youtubeライブ配信してるんで、こういうユーチュー
バーみたいなこともしなきゃいけないんですけど。 つまらない話をしていきますので、これエンターテイメ
ントじゃないですので、セミナーなので、つまらないことを話していきます。 病気をしている人以外、慢
性の下痢、花粉症、喘息に悩まされてない方にとっては、アトピーに悩まされてない方にとっては、つ
まらない話ですから。 そういう方は聞かなくて、いいと思います。 ※こちらは、2017/12に行われた慢性
下痢克服セミナーの.

ブックカフェ読書会で紹介された様々な本をビジネス書が中心になりますが、適宜更新しています。 .
こちらではブックカフェ読書会でご紹介頂いた本や、今話題の図書を不定期にご紹介させていただき
ます。 気になる一冊やこれまでに読んだことのある本が見つかるかもしれません。 皆様のおススメの
一冊のご紹介お待ちしております。 <目次>. ・7つの制約に縛られない生き方（本田直之）. ・バカに
なるほど、本を読め! . 自身でも「Read for Action読書会」を開催されている神田昌典さんが、書い
た読書に関する最新刊。
バカになるほど、本を読め！ (Japanese Edition) - Kindle edition by 神田 昌典. Download it

once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks,
note taking and highlighting while reading バカになるほど、本を読め！ (Japanese Edition).
5 日前 . http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1516049494/. 【視聴率】亀梨和也主
演「ＦＩＮＡＬ ＣＵＴ」第２ . 考えを変えようとしない皮肉屋たちが昔から言ってきたこうした否定的な、
ばかにするような言葉を、きっと聞いたことがあるはずだ。 しかし、実際には米国では、この素晴らしい
... 約1340万ドルのオープニング興収で3位デビューとなったのは、リーアム・ニーソン主演＆ジャウム・コ
レット＝セラ監督のコンビによるアクションスリラー「The Commuter」。ニューヨーク郊外からの通勤電
車の中で.
ついこないだ立ったとこやのにもう新スレやで。 【前スレ】 平野区喜連瓜破について語る【その１１】
http://kinki.machibbs.com/bbs/read.pl?BBS=osaka&KEY=1054915566 【平野区のスレ】 平野
区 Part10 http://kinki.machibbs.com/bbs/read.pl?BBS=osaka&KEY=1034954941 □□□ 平野区
長吉について語る Part７ □□□ http://kinki.machibbs.com/bbs/read.pl?
BBS=osaka&KEY=1052051311 平野区加美 Ver.５ http://kinki.machibbs.com/bbs/read.pl?

BBS=osaka&KEY=1052574191
2017年8月24日 . バカになるほど、本を読め！』 あの本が出版されて2年半。 『バカになるほどは、
読んでないなぁ』 『あの本がきっかけで読書会にハマったんだよね』 『本から行動につながってるかは、
わからないまま』 あなたはいかがですか？ こんにちは、シニア・リーディングファシリテーターの酒井美佐
です。 私の話で恐縮ですが、読んで頂けませんか？ 『バカになるほど、読書会をして本と人と繋がっ
た』 そんな2年半でした。 今日は新書になった『都合のいい読書術』を使った、 発売日『都合のいい
読書術』のレポートをお.
ふとネットサーフィンをしていたら、クレヨンしんちゃんの22年後の話(公式のものではなく、某有名サイ
トで一般の方が作ったもの)を見付けました。 ただ、調べると広告がたくさんあったり、snsでのプロ
フィールを送信しないといけないものがたくさんあり、そういったものに抵抗があったので、同じ気持ちの
方のお役に立てればと思い、ブロ.
http://tokyo.machibbs.com/bbs/read.pl?BBS=tokyo&KEY=980997181 消されないように有益な
情報をgive me hell yeah!!!!! 都営にもついに . 空気読めない馬鹿って誰の事？ 当然>>2です。
いちいち反応するとまた前のスレの様になるので、全て流しましょう・・・ ピザはピザーラのモントレー昔
よく食べました。ね？ 15 名前： APA 投稿日： 2002/06/16(日) 21:42 ID:zrAsXXb6: >空気読めな
い馬鹿って誰の事？ キャッチャーフライ・・・ 元木マジで死んでくれ・・・; 16 名前： 鳥勝 投稿日：
2002/06/20(木).
ニューヨーク大学経済学修士、ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営学修士。4年次より外務
省経済部に勤務。戦略コンサルティング会社、米国家電メーカーの日本代表として活躍後、1998
年、経営コンサルタントとして独立。コンサルティング業界を革新した顧客獲得実践会を創設し、延
べ2 万人におよぶ経営者・起業家を指導。 1998年に作家デビュー。従来のビジネス書の読者層を
拡大し、実用書ブームを切り開く。現在は、株式会社ALMACREATIONS 代表取締役、一般社
団法人Read For Action協会代表理事を.
バカになるほど、本を読め！ ＲＥＡＤ ＦＯＲ ＡＣＴＩＯＮ！ - 神田昌典／著 - 本の購入はオンライン
書店e-hon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。
2017年4月11日 . ただ、大学に進学し、外務省で働き、アメリカでMBAを取得し、帰国後、米国家
電メーカーの日本代表を務め、経営コンサルタントとして独立する…というなかで、読書から得られる

知恵は、いつも私を助けてくれた。さらに、独立後、さまざまな読書の方法を学び、実践するなかで、
読書という行為は、やり方次第で、自分の想像をはるかに超えるほど、自らの可能性を広げることに
気づかされたのだ。ただ漠然と本を読んでいたとしたら、今の私はない。 こんなすごい経歴の人でも、
読書で人生の可能性が広がっ.
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1444603088/ ・お金ブログについて語ろう☆４
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1457348535/ ・お金ブログについて語ろう☆５
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1470618994/l50 お金ブログについて語ろう☆６
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1477286160/l50; 952 ：：2017/04/28(金) 07:06:18.11
ID:YsE+IK9b1: そういえば、午後さんが更新とまってる父親が大変なんだろうけど、こういう時、借金
増えるんだよね 50にして アクションフィギュア バットマン 人形Mattel Batman.
2017年3月31日 . あなたは、いわゆる「読書のための本」って読んだことがありますか？読書力、とい
う表現が正しいかはわかりませんが、本を読むのにも、人によって吸収率が違うのは確かですよね。ど
うせ読書をするのなら、最大限のリターンを得たい！そんなあなたに読んでほし.
2017年8月26日 . The following two tabs change content below.この記事を書いた人最新の記
事 最新記事 by (全て見る) スギちゃんの子供が生まれた！嫁との馴れ初めや顔が気になる人向
け - 20 .
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1456287713/ 参考書籍 「プライス . プライスアク
ションのスレでしょ 波動論単体ではちょっと逸脱w 心理を考えないとその波を崩す根拠も分からない
形だけインジ判定しても安定せずワークしたときにやられるのがオチ 年に何回か大きく負けますっての
は正に事故 相場の交通ルールを自分で見つけないといつか痛い目に合う 逆にそういう . 投稿日：
2016/03/15(火) 15:38:19.51 ID:ZnSdDTWQ.net [1/1回]: 未だにこれが理解できなくてアルの本が
ちゃんと読めない…
2017年2月26日 . 前書きだけで 28ページもあるけど、問題はそこじゃない。 ”マッドでクレージーなや
つだけど何かを成し遂げるバカ“になるための読書法。 それには、. 目的志向型の読書を行って、行
動する; ほかの人と同じ本を読んで理解力、コミュニケーション力を養う、横に広げる; 複雑な問題で
も多人数であたることで解決が可能になる. ことが大切というのが、だいたいの主旨です。 読書法だ
けでなくチームを組んで行動して結果を出すまでが、この本の提唱。 すでに「Read For Action」とい
う活動を通じて、世界的な行動.
2016年12月14日 . PS Vita『サガ スカーレット グレイス』特集企画最終回は、『サガスカ』を遊びまくっ
た編集とライターによる本音対談をお届け。最終的な評価は名作？ それとも……。
2017年4月2日 . 2年前からはじめたRead for Action読書会、. 先月からファシリテーター役を後任
に引き継ぎ、. 参加者として読書会を楽しんでいます。 2015年、神田昌典さんの著書. 「バカになる
ほど本を読め」. でRead for Action読書会という活動を知り、. 参加したいと思いましたが、当時富
山県での. 開催はありませんでした。 仕方なく、東京で開催されるファシリテーター. 養成講座に参
加したのが、活動開始のきっかけ. です。2015年6月から毎月1回開催を続け、. 延べ参加者数は
162名になりました。 会場は貸会議室.
バカになるほど本を読め #神田昌典 フォトリーディング、リードフォーアクション(読書会)の先駆者 著
者が一押しする読書会、確かにいいかも 旦那にたまに読んだ本について話しても、大概「ほー」っ
と、その後の発展的な会話も無し 読書感想を共有できる場は、本を読んだ後に溢れる気持ちを発
散できるな いいな あっという間に読了 読書会、まだアクションはしないけど、著者の勧める翻訳して
ない外国の本を読むのはやってみていいかも できることからアクションしよー #読書記録 #図書館
#本 #本読み #効果.
ルーム・トゥ・リード・ジャパンは年末キャンペーンAction for Education をスタートしました。 世界に
は、7億人以上の読み書きができない人々がいて、小学校に通えない子ども達がおよそ5800万人も
います。貧困の連鎖は、教育によって断ち切ることができます。 Action for Education（アクション
フォー エデュケーション ）は、より多くの方に、何か自分ができる行動を起こしてもらい、日本からイン
ド、カンボジア、南アフリカの3つの小学校に教育を届ける参加型ムーブメントです。 「何をすればいい
の？」と、思ってるあなたへ▽.

2017年9月9日 . あとは体力リードしたらガン待ちすればいいメナトは待ち強いけど逆に待たれるとか
なり辛いだから立ち回りで有利取れて待てる相手には滅法強いんだがガイルはその体力有利が
中々取りづらい相手; 118 ：名無しさん：2017/09/11(月) 14:16:09 ID:FsDsxSpU0: あと置きのリフレ
クトって、あれ全体48Fだぞケンの波動と同等のフレームなんだが、お仕置きしてこないの？まさに相
手が知らないだけだろ・・・ ソニック読めてたとしても、EXソニックも適度に混ぜられてたらリフレクト置き
なんて俺にはできない.
2017年9月18日 . ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1470618994/l50 お金ブログについて語ろう☆
６ ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1477286160/l50; 952 ：：2017/04/28(金) 07:06:18.11
ID:YsE+IK9b1: そういえば、午後さんが更新とまってる父親が大変なんだろうけど、こういう時、借金
増えるんだよね 50にして (送料無料)クルーズ サインホルダー 両面用 A3横 DL49901 クリア 6個セッ
ト、まるで貯金なしなの、旦那も気づかないのかね; 953 ：：2017/04/28(金) 08:51:02.67
ID:WBP9Z0mel: 遊歩道はブログ.
新書版］バカになるほど、本 （ＰＨＰビジネス新書）. by 神田昌典. 1 2 3 4 5 (0). Icn mail on Icn
mail · Icn fb · Icn tw. 本書冒頭で著者は、フェイスブック創業者、マーク・ザッカーバーグ氏が選ん
だ必読書リストについて、噛み応えがあり、栄養価の高いものが選ばれていると指摘。知的栄養価
が高い情報を得ることで、自分の未来を切り拓くための判断力、知的筋力が鍛えられるという。で
は、毎日仕事に追われ、大量の情報の中で生きる私たちは、どのように本を読めばいいのか、その
答えを提示する一冊。 Read more.
2015年2月11日 . 【出会い】 ザ・本屋さんWOW店で出会いました。 【本書紹介のねらい】 著者の
神田さんはマーケティング・コンサルタント。フューチャーマッピング開発者。日本最大級の読書会
「リード・フォー・アクション」発起人。上智大学外国語学部卒。大学3年次に外交官試験合格。大
学4年次より、外務省経済局に勤務。ニューヨーク大学経済学修士(MA)、ペンシルバニア大学
ウォートンスクール経営学修士(MBA)取得。その後、米国家電メーカー日本代表を経て、マーケ
ティング・コンサルタントに。ビジネス分野のみなら.
レゾナンスリーディングは、1枚のマップを通じて、あなたの読書をいまよりも、確実に速くそして記憶に
残るものへと変える読書法です。 『1冊20分、読まずに「わかる！」すごい読書術』,渡邊康弘,サン
マーク出版.
【取寄せ】ディズニー Disney フィニアスとファーブ フィギュア 人形 おもちゃ 玩具 トイ アクションフィギュ
ア 模型 2パック 置物 2点セット [並行輸入品] Across the 2nd Dimension Resistance Phineas &
Ferb Action Figure 2-Pack クリスマス 誕生日 プレゼン大バーゲン！。可愛いキッズ・ベビー・マタニ
ティ販売しています。,!
一度読んだだけの美品です。 よろしくお願いします。 スマートレターで送ります。 Ü +-+-+-+-+-+-++-+-+-+ Ü この商品は「メルカリ カウル」で出品されています。 --- 定価: ￥ 1404 #メルカリカウル #
神田昌典 #本 #BOOK #文学 #小説.
2017年11月23日 . だからこそ！！ついつい声を大にしてしまいます、、、. そもそもインターネット派の
あなたでも、インターネットの便利さも、本がもたらす恩恵の両方を受け取れることができたなら、いい
と思いませんか？ 本とインターネットは、全く違うもの、と思えたならば、インターネットの便利さも、本
の恩恵も、両方受けることができるのです！ それが「人もお金も動き出す！都合のいい読書術」神
田昌典著. この本は、2015年に出版された「バカになるほど、本を読め！」を改題し、加筆・修正の
うえ、再編集された新書です。
Extensive Reading（多読）という呼称は1917年にArnold Palmerにより初めて使用さ. れ（Day &
Bamford, 1998）、 . 3．LMSと構成主義. LMSはICTを介して行うe-ラーニングの基本的なインフラ
である。本実践で使用した. MoodleはLMSの一つであり、教材配信、課題受理、クイズ、成績管
理、意見交換などがで. きる（Rice, 2009、青木2012）。これらの機能は構成主義に基づく学習・教
授理論を支持し、 ... を一歩深め、馬鹿なのは大学の先生のような話し方をする蛙だけではなく自
分の考えを持. たず、「ただ賛成」する.
そこで、変化する時代に対応している企業や、まったく新しい形態でビジネスが生まれている企業な
どを紹介し、未来のビジネスモデルや働き方を提示する本にしたい。 神田さんが . 著書に『全脳思

考』『ストーリー思考』『稼ぐ言葉の法則』（以上、ダイヤモンド社）、『成功者の告白』（講談社）、
『バカになるほど、本を読め！ .. ・NTTアドバンステクノロジー株式会社・・・営業本部営業推進部
門ビジネスモデル・Webマーケティング担当課長 三宅泰世氏読書会「Read For Action」（＝RFA）
で、垣根を越えたイノベーションを創出。
シルバーペンダントトップ 【２_】 【レインボームーンストーン】 【5】 ダイキャスト Action 【Revoltech. 今
までにあった最大の修羅場 ￡76 awabi.2ch.net/test/read.cgi/live/1361339785. 229: 名無しさん＠
ＨＯＭＥ 投稿日：2013/02/22(金) 10:26:19.53. 解決したので吐き出しいいかな？ 前提として ・うち
の姉ちゃんは短気でよく喧嘩して、前の職場も上司と殴り合いしてクビになって今ニート。 ・けど家族
や部下には絶対に手を出さないが、卑怯や理不尽なことを我慢できない性格。 ・そんな姉がゲーム
センターで置き引きされ、.
時雨「なるほど。それで人を殺めてしまったんだ」 提督「結果その艦娘にも嫌われて俺の元を去って
しまったけどな」 時雨「それは酷い話だね。どうしてそこまでしたんだろう？僕にはわからないよ」 提督
「周りはみんなそう言うけど俺は間違った事をしたつもりはない。悪即斬が俺の掲げる唯一の正義
だ」 時雨「違うよ、僕が言ったのは金剛の話さ。そこまでしてくれた提督を見捨てるなんて理解できな
いって事」; 8 ：以下、名無しにかわりましてSS速報VIPがお送りします [sage]：2016/03/08(火)

07:04:17.16.
PHP研究所が行なう全国各地の書店でのサイン会や講演会、著者によるイベントやセミナーをご案
内します。
規模が大きくなればなるほどPropsが正しくコンポーネントに渡っているか、という点が担保される、と
いうのはとても重要なことだとわかりました。 実際それで . actions' const soundController = ( state =

{ sound: false, }, action) => { switch(action.type) { case TOGGLE_SOUND: return
Object.assign({}, state, { sound: !state.sound }) default: return state } } export default
soundController. 上記のような . これを解明するのはたかが数分かもしれませんが、こんなことがチリ
ツモになると馬鹿になりません。 こんなこと.
2016年3月31日 . 勝間塾生になると、毎月「月例会」を視聴することができます。 「月例会」とは何
か。今シリーズ"月例会"編のコラムを読めば、 . 勝間塾って何で、どういうことをやっているところなの、
とよく聞かれるのですが、このたび、塾生の有志が集まって、勝間塾の本を出版してくれました。
Amazon.co.jp： 勝間塾のススメ eBook: 「勝間塾のススメ」出版プロジェクト .. 「READ FOR
ACTION読書会」は私のパラレルキャリアの一つです。 様々な仲間が日本全国で開催しています。
ご縁がありましたらご参加ください♪
2017年6月19日 . ビープラウドでは、BPRA（BeProud Read for Action）という名の、社内読書会を
開催しています。 今日は、読書会を始めた背景・経緯・狙いなどについて書きたいと思います。 今
まで開催したテーマ 社内読書会は2016年12月から始めましたが、テーマにした書籍は以下のとおり
です。 本物のデータ分析力が身に…
2015年10月3日 . ３名様の参加で、ゆるーく、のんびり楽しめました。 Read For Action読書会初
参加の方がおふたり。 そして、ファシリテーターで私の開催する読書会のリピーターさん。 笑いもたくさ
ん取れたし、宣言も聞けたし、 また参加したいという声をもらえたので、よかった！ ９月読書会３ ９
月読書会４. こちら、参加者さんの感想を一部ご紹介します。。 Ｑ：参加するキッカケ、動機は？
Ａ：「バカになるほど本を読め」で読書会を知ったのがキッカケＡ：自分の一歩を進めるため、先に進む
ためＡ：読書会を楽しみたかったから.
神田 昌典の関連本. 66. 人もお金も動き出す！ 都合のいい読書術 ［新書版］バカになる… ...
《今後の活動》・Read for Actionに参加。・紹介されたTED動画を見る。《感想》・1-2章 . キャッ
チーな書き方をする本。「2022年には会社がなくなる」「歴史は70年周期で繰り返す」など。胡散臭
くも思えるけど、中身を読めばこう書く意図が分かります。明日からでもこの考えを取り入れようと思っ
たのはロバート・キーガンの示す「マネージャーには3つのタイプがいる」ことに関する記述。マネージャー
には日和見型・指示命令型・自己.
2017年8月27日 . 都合のいい読書術 [新書版]バカになるほど、本を読め! (PHPビジネス新書). 作
者: 神田昌典; 出版社/メーカー: PHP研究所; 発売日: 2017/08/19; メディア: 新書; この商品を含

むブログを見る. 神田昌典さんといえばダイレクトマーケティグの大家で、フォトリーディングという速読
法を日本に広めた速読の第一人者でもあります。神田さんの本はどの本も読みやすくてワクワクしな
がら読めますが、この本も、ワクワクする要素がたくさん詰まった本です。 神田さんが2011年に立ち上
げたのが「Read for Action」.
2017年6月28日 . 神回 暴言配信者の末路 画面の大きさいじるのめんどくさかったので小さかったら
許してください！なんでもしますから！5:00からほんへゾ [追記]こんな伸びるなんてたまげたなぁXX
ハンターというチャンネルにいろんな動画があるので見に行って、どうぞゲームランキング1位ありがとナ
ス！このまま20万再生行くといいなぁ100万再生とかヤバすぎぃ！ありがとうございます(KMR). 【動
画】モンハン配信で暴言を吐いた中 学生の末路クソワロタｗｗｗｗｗｗｗｗｗ ・自己厨房がモンハン
を生配信(視聴者参加型).
日本最大級の、行動するための読書会"Read For Action"を立ち上げた、神田昌典先生が『バカ
になるほど、本を読め！』（PHP研究所.
脳を創る読書 なぜ「紙の本」が人にとって必要なのか/酒井邦嘉 · 価格比較する. 第 25 位. 朗読
の理論 感動をつくる朗読をめざして/東百道 · 価格比較する. 第 26 位. 読むことの歴史 ヨーロッパ
読書史/ロジェ・シャルティエ/グリエルモ・カヴァッロ/. 読むことの歴史 ヨーロッパ読書史/ロジェ・シャル
ティエ/グリエルモ・カヴァッロ. 価格比較する. 第 27 位. 世界一やさしい読書習慣定着メソッド/印南
敦史 · 価格比較する. 第 28 位. 批評の事情 不良のための論壇案内/永江朗 · 価格比較する.
第 29 位. バカになるほど、本を読め！
2015年1月27日 . もっとも、討論するのではなく、あくまでダイアログ(対話)をする。本の知識を競い
合ったり、互いに論破し合ったりということはまったくない。 □5.読書をしたら行動する. あらゆる情報が
ネットを介していつでも手に入るようになった今、得た情報について机の上で考えている程度では、
価値のある知識を生み出すことが難しくなった。必要なのは、情報をもとにリアルな行動をすること
だ。それが伴うことで、はじめて、価値の高い知識を創造することができる。 それを踏まえて、リード・
フォー・アクションの会の最後に.
2015年9月21日 . Read For Action は、日本最大級の、“行動するための読書会”ネットワークで
す。 読書を、知識を得るための個人の経験に留めず、 話題の本の感想を分かち合ったり、仲間と
一緒に読むことで、 内容をより深く理解したり、新しい自分に出会ったり、 同じ問題意識をもった仲
間たちと解決方法を見つけ出すことができます。 お気に入り詳細を見る. 発起人は日本一のマー
ケッター神田昌典さん。 出典www.amazon.co.jp. お気に入り詳細を見る · Amazon バカになるほ
ど、本を読め! お気に入り詳細を見る.
2017年5月19日 . http://kohada.open2ch.net/test/read.cgi/kankon/1480090898/ チラシの ... 前ス
レに出てきた「色々な問題はキミが神経質だから気にしないようになれば楽になる」と言って嫁に離
婚突きつけられた夫と根っこが同じ匂いがするね。 件 ... 自分はがっつり後者なんだけど、とりあえず
最初は感情的なアクションでも話し合いで冷静になればいいね彼女は仕事を後回しにしてるのに、
彼氏はわざわざ週末に来てるのにって感じで双方自分が我慢してると思ってて実際の話し合いがで
きてなさげだからなー. 件.
2018年1月12日 . 高い品質NACHI (ナチ)・不二越 PVS-1B-16N2-12 PVSシリーズ 可変ピストン
ポンプ最大で節約できる.2016品質保証新品DIY、工具 大人気通販、5☆大好評!,!
2015年11月8日 . 860: なまえをいれてください 2015/11/07(土) 00:49:43.13 ID:Ro788J7X.net 攻略
本買った人に聞きたいんだけど 対空レーダーの位置って載ってた？ . 俺自身がアホみたいにやり込ん
だから大体知ってる情報が多かったけどアクション項目ではその手があったかみたいな小技もあったし
パーツデータはちょっとした隠しパラメータも載っててカスタマイズで役立つかも 小ネタの項目では核 .
停止ｗｗｗｗその引退理由が衝撃すぎるｗｗｗｗｗ. 引用元:

http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/famicom/1446636455/.
2017年9月22日 . 冒険の楽しさより、冒険したいと思える世界かどうかの方が重要だと思うんだよ
ね。 勿論、つまらないのは論外だけどさ。 王道ファンタジーや、恐竜時代のサバイバル、廃墟と化し
た街。色々あって良いじゃない？ なんで、全てのゲームがゼルダを見習わなくちゃいけないんだ
い？？ パラセール崖登り必須とかになった、それだけで世界観は大幅に狭まる。 そうなったら、もう

俺はゲーム引退する以外無い。 ゼルダを目標とか言ってる奴はさ、本当にゲームが好きなのかい？
34: 名無しさん必死だな.
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著 出版事項：PHP研究所 東京 2015.2 形態事項：186p 19cm 1300円分類事項：019.12 019 内
容事項：賢くなるためではない。本はバカになるために読むのだ-。時代の過渡期に求められる読書
法、思考スタイルを語り尽くす。著者秘蔵リストをダウンロードできるパスワード付き。『THE21』連載
を大幅に加筆・修正の上書籍化。 《 < > 》.
「白魔女学園」公式サイト。テレビ朝日＆東映が贈る、無限大の可能性を秘めた全く新しい《エン
ターテインメント・ムービー》「白魔女学園」！2013年9月21日（土）、 劇場公開（劇場限定版）＆
動画配信（全10話）日本・全世界同時配信予定。でんぱ組inc.主演、「仮面ライダーフォーゼ」
「獣電戦隊キョウリュウジャー」の坂本浩一監督、脚本は「けいおん！！」「ガールズ＆パンツァー」の
吉田玲子、＜特撮×アニメ×アイドル＞最先端のクリエイターたちと、新時代を彩るヒロインたちが、
今ここに奇跡のコラボレーション！愛し、傷つき、.
会期, 2015年05月30日(土), 定員, 70名. 時間, 15:00-17:00（14:30開場）, 講師/ゲスト, 神田昌
典先生. 場所, 4thラウンジ, 主催, PHP研究所. 参加費, 前売券：1500円（税込） 当日券：2000
円（税込）, 共催・協力, 梅田 蔦屋書店、 非営利型 一般社団法人 Read For Action 協会. 申
し込み方法, お電話にて（06-4799-1800）申し込み、 もしくはサービスカウンターまでお越しください。
問い合わせ先, umeda_event@ccc.co.jp. ホームページ, http://www.read4action.com/index.php.
別書名, 標題紙タイトル:Read for action! 異なりアクセスタイトル:バカになるほど本を読め. 一般注
記, 『THE21』2014年5月号-8月号連載の「ビジネス賢者の『読書論』」を元に、大幅に加筆・修正
したもの. 著者標目, 神田, 昌典 <カンダ, マサノリ>. 件 名, BSH:読書法. 分 類, NDC8:019.
NDC9:019.12. 本文言語, 日本語. 書誌ID, BT00414503. NCID, BB18118249 WCLINK. 巻冊
次, ISBN:9784569823423 ; PRICE:1300円+税.
2014年8月19日 . 本書では、高まってきた日本人の“対韓フラストレーション"に対して添うような、具
体的な日本人のアクションプランの提示と、 否めないとされていた韓国の地理的重要性(「防波堤」
論など)を否定、韓国が孤立・弱体化していくシミュレーションを行う。 2015年末の在韓米軍撤退を
契機に、中国による南北一体化・吸収へと向かう朝鮮半島情勢を予言。 日本は中立を保ち、援
助を実施せず、むしろ過去の不法行為の非難を始めることにより、合法的かつ最小労力で韓国を
沈黙させる論理を展開する。
本書では、【バカになるための読書術＝知識創造型の読書術】として １．目的指向型の読書をす
る。 ２．大勢の人と共に読む。 ３．即、行動に結びつける。 の３つあげて、その一つ一つを紹介して
います。 １では、自身のフォトリーディングのさわりの部分や、氏が人生に影響を受けてきた本の紹
介、 ２では、読書会などの紹介や読書会に参加することの意義、ファシリテーターになることのすすめ
を解き、 ３では、リードフォーアクションや100%マッドプロジェクトといった、とにかくすぐにアクションを起こ
すと、変革が生まれることを.
2016年12月11日 . まだまだ活字を読むのは、苦手だわ…というあなたへ、ゆるーく書籍を紹介する
『ゆる読み』です。お届けしてくれるのはリーディングファシリテーターのはらまさゆきさん。====はらまさ
ゆきです。
Yahoo!ショッピング | バカ 本を読め 神田の商品一覧。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。
2017/12/15 第10回 読書会「本の話をしよう」開催しました。 主催のわたしと初参加の方5名の計6
名での開催でした。前回実験的に導入してみた発表の手助けをし… 2017.12.12 . 20代のみんな
で一緒に考える「最高の人生を設計する」読書会を開催しました。 わたしにとっての初めてのRead
For Action読書会のテーマは、「最高の人生を設計す… 2017.10.27; 開催報告 . 2017/06/16 第3
回読書会「本の話をしよう」開催報告 · 第3回で紹介された本は以下の通りです。・神田昌典「バ
カになるほど、本を読め」・石井光…
ここぞとばかりにチクビームを放ち、誘惑耐性の無い男PCは即死する。 十本刀。作者の末路を考え
ると今年のテーマは健全、清純と健康と行ったほうが良いかもしれない。健全なる○○、健康王○○。

弱そう. 『健全なる者ども』って名前、逆にすげーサイコパス感あって好きなんだけど。 清掃（掃射）、
料理（ .. コード書いたのが半年以上前で既に自分で読めなくなっているとは言わない。） よかった復
活 ... 大丈夫でしょう。 plant09ってどれだろうと思って確認したらこんなエロmobが横スクロールアク
ションに出現するのか…
2015年2月17日 . バカになるほど、本を読め!（神田 昌典著）を読了しました。本書ではこのブログで
いつも書いている行動する読書に近い意見が展開されているため、とても共感できました。 . アクショ
ンを起こせば起こすだけ、自分を変えられるのです。 他の人が生み出せていない自分独自の価値や
知識を読書から生み出せる . このように、本を紐帯とした良質なコミュニケーションを積み重ねること
で、自分独自の視点が醸成され、イノベーティブなアイデアや知識を生み出せるようになるわけだ。
アウトプットから、他者の.
このピンは、おっしさんが見つけました。あなたも Pinterest で自分だけのピンを見つけて保存しましょ
う！
リード・フオー・アクション( Read for Action )」のご案内リード・フオー・アクションとは何か? ☆日本最
大級の「行動するための読書会」ネットワーク☆「読むだけの読書から、行動する読書へ」をテーマに
活動☆リーディング・ファシリテーターが全国各地でさまざまなテーマの読書会を開催神田昌典がリー
ド・フォー・アクションに込めた思い「受身の読書から、行動する読書」へ私たちは、東日本大震災を
きっかけに、未だ行き場を見失っているように思えます。いままでの価値観が大きく揺るがされ、もっと
本質的な何かが必要だと、.
バカになるほど、本を読め！ ＲＥＡＤ ＦＯＲ ＡＣＴＩＯＮ！/神田 昌典（本・読書・出版・全集） - 賢く
なるためではない。本はバカになるために読むのだ−。時代の過渡期に求められる読書法、思考スタ
イルを語り尽くす。著者秘蔵リストをダウンロード.紙の本の購入はhontoで。
いま、読書会が注目されています。 1 人で本を読むのではなく、みんなで集まって読む。得た知識を
自分だけのものにせず、ほかの人々と共有する。 そんな読書会の魅力とは何なのか？ そこで、
PhotoReaders.jp では、読書会の動向についても触れている 神田昌典著『2022―これから10 年、
活躍できる人の条件』を取り上げた読書会を主催した方々による 座談会を企画しました。 読書会
を始めたきっかけや、読書会の運営ノウハウ、さらに、読書会が拓く可能性について、 熱く、熱く、
語っていただきました！ 参加者：早川.
楽天市場-「バカになるほど、本を読め!」32件 人気の商品を価格比較・ランキング･レビュー・口コミ
で検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多数。「あす楽」なら
翌日お届けも可能です。
2006年3月19日 . 先日、経済産業省向けの仕事をしている知り合いと食事をしたのだが、彼による
と経済産業省の今の悩みは、「IT産業の階層化の弊害によっておこる下流のプログラマーの収入の
低下」だそうである。「プライムベンダー」と呼ばれる「上流コンサルタント」たち.
2014年12月1日 . If anything, before going to the office, I study the process very hard by

books and net, and I read and read letters of the law if necessary in order to go through
procedure. .. 読書を「何かの訓練」と考える馬鹿者もいるようですが、読書の本質は「娯楽」です。
Some fools think that the reading regards as "some kind of training", but I believe that the
essence of reading is "entertainment". ですから、. So,. 『パパ、凄いよ! この本、もう最高!! ... 私の
コラムをろくすっぽ読まずに(読めずに)、.
カルピス カルピス乳酸アミールＳ 1Ｌ 1ケース8本×２ケース【特定保健用食品（トクホ）】 02P03Dec16
ATHLETIC サプリ サイリウム. . ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1470618994/l50 お金ブログにつ
いて語ろう☆６ ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/net/1477286160/l50 .. 976 ：：2017/04/30(日)
19:58:00.72 ID:UJMObTc+T: 10万円も商品券買って 【代引手数料無料】体幹筋トレーニング ゆ
ら太郎 座りながらトレーニング メタボ対策、バカだって思わせ、 どうなったか気になる人がリピートする
からじゃん？ でも 家庭.
2015年6月14日 . ネットにいるフェミニストたちが本を読めというわりにどの本を読めばいいのか示した
事例が見当たらない、という話をしてたら図書館学の @liliput さんから書籍を紹介していただたいの
でまとめておきます。 . 言われてますからね。じゃあ「本当のフェミニズムを屏風から出してください」とい

うと本読めみたいなこと言われたりして煙に巻かれるどの本なのかと。 .. @liliput なるほど確かにその
とおりなんですが「一方的に女だけが」という感情を露わにされて反発を招いてる印象があるのですよ
ね。公正論から.
日本最大級の読書会『リード・フォー・アクション』主宰者でもあり、著名コンサルタントの神田昌典
氏は、「正確な知識を提供する人」が評価される時代は終わったといいます。これからの時代は、既
成の常識の枠を超えて発想を生み出す「知識の創造」できる人材しか評価されない時代になると
言います。 本記事では、この主張の背景と理由、今後実施するべきことについて触れていきます。
まとめる書籍. バカになるほど、本を読め! 著者：神田 昌典 < PHP研究所 > クレイジーな時代を突
破する、クレイジーな読書法。読み方を.
一度インストールするともう手放せなくなるほど便利なキュレーションアプリを紹介。有名すぎるのでも
う .. 他にも少年ジャンプ＋でしか読めないオリジナル漫画の収録もあり、何かと楽しめる漫画アプリに
なっています。 鉄板すぎる漫画 .. 豪快なアクションが爽快です！ 画面上のバーチャルパットで操作
するのですがアクション性の高さに驚かせられます。通常攻撃・強攻撃・スキルのほかにフリックで回
避も可能。数百体以上の敵を多彩なアクションを駆使して倒していく快感をぜひ体感してほしいで
すね。 ちなみに本作には.
[新書版]バカになるほど、本を読め! 神田昌典. これは日本の伝統なのだ。食や洋服よりも書物を
欲するの . W 『学問のす\め』を読んだとき、あなたなら何を感じるかなぜ、みんなで本を読○むこと
が、知識創造に効果的な一つには、やはり、自分一人では考えもつかなかっ三日なのかた視点が
得られるということがある。 なるべく自分とは違う分野、関係のない分野と交わる年下の . リード・
フォー・アクション(Read for Action)」というネットワークを立ち上げた。そのきっかけの一つは、末吉大
希さんという青年のある行動だった.
2007年9月28日 . Read between the lines. 米国人があなたに言う。“Read between the lines”.
Read between the linesとは、「行間を読む」という定型表現だ。指を3本立てて行間を読め、といっ
ているわけだが、この場合はlinesを素直に3本の線であるととらえる。 すると“人差し指と薬指の間”を
読め、ということになる。もうお分かりかもしれないが、彼はあなたに中指を突き立てたジェスチャーをし
ていたのだ。ちょっと手の込んだ言い回しだが、言われてみるとなるほど、と思う。 もちろん、これは親
しい友人の間で“冗談”.

