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10分間で読んでください 
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【コースウェア】とは？   
コンピュータを利用する学習方法の一つです。読書術コースウェアでは、「共読ナビゲーター」が、 
生徒のみなさんを励まし、手助けし、共読を進めます。 
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「嵐」の櫻井くんだけでなく、 
誰もが短時間で本を読み、 
内容を説明できるようになります。 

勉強でも仕事でも、必要な情報は、できるだけ素
早く的確に取りたい。そのための読書法です。10

分で読む本、じっくり味わって読む本、何度も繰り
返し読む本、いろいろな読み方が、ビジネスの武
器になります。 

大和 丈紘さん 
 大手広告代理店 制作ディレクター 
 イシス編集学校 師範代 
 

「10分間で、 
一冊読んでください」 
 



もくじりやがれ！ 
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【読書術】とは？ 
本を読む方法。目的に応じてさまざまな読書術があります。“速読“も”深読”もあれば、一冊の本から連鎖するたく
さんの本を“広読”したり“脈読”したり、体験やトレーニングで誰もが使えるようになっています。 
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「もくじる」で目次を読み 
「しるしる」でキーワードをマーキングし、 
「ぶんぶん術」で要約する。 
 
３段階の読書プロセスで情報を把握します。 

慣れてくると、１冊の単行本も効率的に内容を理
解して、伝えたいことを書けるようになります。 

読み方を変えて、学習力も仕事力もアップ。 
原稿を書く「スピード」も、 「量」も、 
劇的に変わりました。 

 

土弘真史さん 
（株）プレジデント社 マーケッター 
 イシス編集学校 師範代 

「もくじりやがれ！」 



“共読”で多様な見方に出会い
ます 
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【共読】とは？  古くて新しい読書法の一つです。複数でお互いに共感をもちながら読書し、 
無理なく読書を楽しみ、深めることができます。本を薦めたり、読み合わせたり、評し合う「読書スタイル」でもあります。 

著者の視点、自分の視点、仲間の視点。 

気づいたことを言葉にする “共読” で 

多様な見方に出会います。 

 

いい本に出合ったら、読みっぱなしにしないで、
人に紹介する。仕事でもプライベートでもコミュ
ニケーションを大切にしています。 

青木穣さん 

 大手化粧品メーカー 研究員（米国在住） 
 イシス編集学校師範 

読んで理解、伝えて納得。 
課題発見力がエンジンです。 

 



共読ライブラリープロジェクトの
読書術コースウェア 

読書術 
コースウェア 

初級 

 １年前期  １年後期以降〜 

共読ナビゲーター 

育成コース 

「共読ナビゲーター」のライセンスを得ると、 
「読書術コース」のネットコーチや、 
ブックワークショプのインストラクターなど 
を担当できます。 

読書術 
コースウェア 

上級 

在学中に“読書力”をステップアップ！ 

初級・中級・上級の読書術から 

共読ナビゲーターまで。 
キャリア教育読書コース 

読書術 
コースウェア 

中級 
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共読ライブラリープロジェクトの読書術コースウェア 



読書術コースウェアと学習基礎
力/社会人基礎力 

2012/5/22 
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課題発見力 
計画力 
創造力 

発信力 
傾聴力 
柔軟性 
情況把握力 
規律性 
ストレスコントロール力 

学習基礎力 

読む力 
聞く力 

書く力 
話す力 

考える力 

ノートの取り方 
情報収集 
論理的文章を読む 

レポートの書き方 
プレゼンテーション 

概念知識 
判断力／推理力 
問題解決力 
創造力 

共読コーチ育成コース 読書術コースウェア初級・中級 

読書術コースウェア上級 

読書術コースウェアは読書と編集を繋ぎ、学習基礎力・
社会人基礎力を養成する講座です。 

社会人基礎力 主体性 
働きかけ力 
実行力 

読書術コースウェア と学習基礎力／社会人基礎力 



読書術コースウェア 受講のな
がれ 

お題ガイド 

セイゴオ先生 
のミニ講義 

読む 

書く 

読む 

考える 

考える 

受講生 
 8名 

共読ナビゲーター 
受講生 

お題 

回答 

共読ナビゲーター 

２週間（＋１週間） 

「お題８題」に回答しながら、１冊読了！ 

 毎日 
 アクセス 
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＊ネット上の 
 エディットワゴン（クラス） 

仲間の回答も 
共読 

セイゴオ先生って誰？ 
嵐の櫻井くんに読書術指南をした、 
編集工学の創始者・松岡正剛です。 

このコースウェアも開発しました。インターネットで編集
を学べるイシス編集学校の校長です。 

共読ナビゲーター 
出題やガイドに加えて、質問に答えたり、
アドバイスをしたりします。担当するの
はイシス編集学校が認定した編集コーチ
です。さまざまな職業の第一線を編集術
で切り拓いている社会人です。 

 
 
 

8
題
繰
り
返
し
ま
す 

読書術コースウェア  受講のながれ 



ガイダンスから受講開始までの
流れ 
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「読書術コースウェア登録シート」 
を記入して提出してください。 

 

 図書館ガイダンス 

 

すべての囲みに記入してください。 
 
メールアドレスは、コース受講で使用するPCもしくは携
帯電話のアドレスを書き入れてください。 
 

コース開講後に、もう１つメールアドレスを追加登録す
ることが可能です。（たとえば、PCと携帯で別々のメー
ルアドレスで受信することができます） 
 
緊急連絡のための携帯電話番号も記入してください。 
 
 
 
 

本日 
5/17（木） 

 件名に学籍番号、氏名を打って 
 送ってください。 

 kyodoku@eel.co.jp 
 

今すぐ！ 

ガイダンスから受講開始までの流れ 



ガイダンスから受講開始までの
流れ 
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 Eメール  
 

 

①課題本の配布 
②ＥｄｉｔＣａｆｅ利用ＩＤの配布 
②メール受信確認 

教室で 

 5/24 
（木） 

レッスン開始！ 
共読ナビゲーターから、 
開始のメールが届きます。 

メールの内容をよく読んで、
返信してください。 

 Eメール  
 

 

困ったときは、以下へご連絡ください。 
 

●受講全般について 

→MELIC事務局 (辺見、中満）  

Tel: 042-678-3315    
 e-mail : lib-riyo@main.teikyo-u.ac.jp 

●コースの内容について 

→イシス編集学校コースウェア事務局 (田中、大武）  

Tel: 03-3568-2103  
 e-mail : kyodoku-cw@eel.co.jp 

6/1 
（金） 

@eel.co.jp 

@editcafe.isis.ne.jp 

より確認メール配信 

5/23 
（水） 

5/29 
（火） @eel.co.jp 

より受講方法を配信 

 Eメール  
 

 

発言ログは、電子掲示板で 
見ることもできます。 
 

Eメール②で届いた<URL>をク

リックして、コースウェアラウンジ
のトップページをひらきます。  

ログイン後、レッスンのワゴン名が出てきます。 

Eメール②で届いたIDとパス
ワードを入力 

１ 

２ 

ログインします。 ３ 

ガイダンスから受講開始までの流れ 



１冊読了！ 

学びながら、 
読書の楽しみを 
見つけてください。 
 
 
「読書術コースウェア」 
共読ライブラリープロジェクトチーム 
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期間中にすべて 
回答した人には 

修了証が発行さ
れます。 

読書術 
コースウェア 
修了証 

初
級 

レッスン終了！ 
6／21 
（木） 

もくじる 
ガイド 

ミニ講義 

ミニ講義 

ガイド 

ガイド 

２週間で、８問のお題＋ガイドが届きます。 
ネット上のレッスンワゴンで次々と回答してみよう！ 
（1週間の予備日があります） 

全番回答して、一冊を読了！ 


