




⽬指す速読技術・読書像の確認

nフォーカス・リーディングとは
ü 読書の⽬的や状況に応じてフォーカスを設定
し、そのフォーカスにふさわしい〝理解とス
ピードのバランス〟をコントロールする技術

ü その技術を活⽤して読書の学習効果を最⼤化
するために、アルゴリズムに則っておこなう
システマティックな読書
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ü 速読＝スキーマ
×⼼⾝コントロール技術
×フォーカス



⽬指す速読技術・読書像の確認

①⼼⾝コントロール技術としての速読
ü ベースは〝禅〟的集中⼒（鎮まり）
ü ⼀読して理解できるものは速読可能
ü 6〜15秒/pのペースでいつも通りの理解

②スキミングを活⽤した速読
ü 概要把握にフォーカス（マクロ理解）
ü 主に「下読み」として活⽤
ü 1冊10〜20分



⽬指す速読技術・読書像の確認

nこの講座の「読書」の考え⽅
⾃⼰投資的読書

処理・出⼒ 成果

成⻑

デザイン・選書
戦略的アルゴリズム
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テキストベース

状況モデル
ミクロ

マクロ



⽬指す速読技術・読書像の確認

レベル スピードなど 理解 量（⽉）

LEVEL 1
脱ストレス

疲れずに
読み通せる いつも以上 4〜8冊

LEVEL 2
気楽な重ね読み

理解読み3~40分/冊
重ね読み30分/冊

マクロ
+ミクロ 8〜15

LEVEL 3
コントロール

スキミング20分/冊
理解読み40分/冊

マクロ
+ミクロ 8〜12

LEVEL 4
量と質のバランス

下読み10分/冊
理解読み30分/冊
＋振り返り30分

マクロ
+ミクロ

+ノート整理
12〜30

LEVEL 5
専⾨性を求める読書 ⾃由な読書＋整理 〃 12〜50
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フォーカス・リーディングのトレーニング

眼・視野 禅的集中⼒ ストラテジー

ü 観の⽬付 ü 速読モード ü フォーカス設定
ü 鎮まりü ⼊⼒レベル ü ミクロ・マクロ
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ベース：⼼⾝の状態のモニタリング（⽬前⼼後）



フォーカス・リーディング習得の原理

禅的集中⼒（速読モード）

内声化除去

読書ストラテジー速読スキル

⼊⼒レベル制御

フォーカス・リーディング習得／新しい読書習慣

視野移動の制御

観の⽬付

＋トップダウン処理

Lesson 03

Lesson 02

Lesson 02

Lesson 04-05

Lesson 06-07

Lesson 03

Lesson 08-10

Lesson 11-12
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読書の原理

n無意識領域で処理する領域の存在

n⽂字情報の特性から、⽂章の流れ
に沿ってしか理解できない

n「理解＝内声化」の習慣化
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読書の原理

n「眼を動かす」と情報が伝わらない

0.1 0.2 0.3秒
0.03秒

眼から脳に情報が伝わらない！

n⾏頭・⾏末は処理の負荷が⼤きい
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フォーカス・リーディング習得の基本

n禅的集中⼒
ü 鎮まり＝上虚下実＋丹⽥呼吸
ü 速読モード＝鎮まり×脳のステートチェンジ

n観の⽬付
ü ⽬前⼼後（俯瞰・モニタリング）
ü イメージによる視点・視野のコントロール
⇒視点・視野の⾃動的な反応回路を作る

11



基本3種トレーニング

n⼀点集中トレーニング
ü ⽬前⼼後による内⾯のモニタリング

nイメージ視点コントロールトレーニング（ライン）
ü 俯瞰の中での集中＋イメージ操作

nイメージ視点コントロールトレーニング（⽂字）
ü 俯瞰する視野の中で⾏頭から⾏末まで緻密に

⇒内⾯に鎮まりを感じ、●の光と残像が安定して⾒える

⇒⼒みなく滑らかに120秒で線をなぞれる

⇒⾏頭から⾏末へ、⾏から⾏へ⼒みなく滑らかに⾒ていける12
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情報の⼊⼒レベルコントロール

n⼊⼒レベルのイメージ
視点（視野の中⼼）

▼

視野の広がり

情
報
の
⼊
⼒
レ
ベ
ル

通常の読書

感覚のシフト

能動的/意識的「読む」

受動的/感覚的「感じる」
14
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読 む：20～60秒/p
読める：6～9秒/p
分かる：2〜5秒/p
感じる：0.5〜2秒/p



情報の⼊⼒レベルコントロール

nページスキャントレーニング
ü 観の⽬付によるページの⽂字群のスキャン
ü 能動的に「読む」意識を⼿放す
ü ひたすら⽂字に反応する回路のモニタリング

ペース・⼊⼒レベルに応じて⾃在に⾏き来
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情報の⼊⼒レベルコントロール

n⼊⼒レベルの向上のステップ
ステップ ⼿がかり・⼿応え

Step 1 右から左へのスキャンがコントロールでき、観の⽬ですべて
の⽂字が明瞭に⾒えている。

Step 2 1ページ3秒程度で流しながら、⾃分が欲しいと思う情報を検
索できる（「感じるレベル」の体感）。

Step 3
1ページ3〜9秒の範囲でペースを変えることで、それに応じ
て（勝⼿に）伝わってくる⽂字の意味の濃さが変化。書店で
本をぱらぱらめくりながら、内容のざっくりとした確認がで
きる。（読もうとして、拾い読みにならないよう注意！）

Step 4 ⾃分の得たい理解に応じて、⼊⼒レベルとペースを⾃由⾃在
にコントロールできる。
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情報の⼊⼒レベルコントロール

n⼊⼒レベルコントロールの⽬標（秒/ページ）

感じる 分かる 読む（読める）
中⾕さんの本 0.5〜2 2〜3 3〜6
フォレスト系 1〜2 2〜6 6〜9

馴染みのジャンル 1〜2 2〜4 4〜8

※慣れるまでは既読の本を何度も繰り返して感覚をつかむ。
それで「読む」感覚が6秒でつかめたら、新しい本へ。

※ Lesson #05を終えるまでに、この⽬標を確実にクリア！
17
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情報の⼊⼒レベルコントロール
n 内声化抑制トレーニング ※すべて同じところから読み始める

1. メトロノームに合わせて「1, 2, 3, 1…」と数えながら2分間読む。⇒3回
2. メトロノームにあわせて5拍⼦を数え、そのペースで1ページをスキャンする。
3. もう⼀度、2と同じ練習
4. カウントせずに呼吸などでペースを作り、2と同じ作業
5. 「分かる」レベルをイメージしておこなう。
6. カウントせずに「楽に読める」状態を模索する。

n それでも「読む意識が⼿放せない」時は…
1. ⼀⽂（⼀⾏）ずつ何度も読んで感覚を探る
2. 1〜2ページを何度も読んで、6秒/pのペースをつかむ
3. 数（〜10）ページを単位で読み流す感覚を探る
4. 時にはメトロノームに合わせて（数は数えず）読む
5. 簡単な本を持ち歩いて、活字と戯れる機会を増やす
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観の⽬付で「⾏」を連続・⾼速にとらえる
nスムーズ追跡トレーニング（Level I）
ü 観の⽬付で1⾏ずつ連続してとらえていく
ü イメージ視点コントロールは〝⼩筆〟で⾏をなぞるイメージ。スムー

ズ追跡は〝刷⽑〟で⾏を塗りつぶしていくイメージ
ü 「第1ステージ」から「第4ステージ」へ進む課程で、視野の幅のコン

トロールや、⼒まずに⾏から⾏に移動するイメージ、感覚をつかむ
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n確実なコントロール⼒を⼿に⼊れるために
ü ⼼静かに内⾯の変化をモニタリングする
ü 〝スピードを上げる〟時に〝がんばる（全⾝で⼒む）〟のを避け、〝

鎮まりの中の鋭い集中⼒〟を模索する
ü できるレベルで⾜掻くのではなく、とにかくメトロノームのリズムに

乗り、その中で試⾏錯誤する



ステップ 状況 レベルアップ策
Step 1 イメージ視点コントロールの滑らかな移動 徹底的なモニタリング

Step 2：30⾏
（〜約45⾏）

⽬（視点）が⾏頭から⾏末まで、⼤きく動
き、⾏頭と⾏末をしっかりととらえている。

「⽂字」への執着を捨てる。
⽬の⼒を抜く。

Step 3：60⾏
（〜約80⾏）

「⾏」を⾒渡すイメージがあり、⾏頭・⾏
末も少し気楽にとらえつつ、⽬がしっかり
と上下動している。

「⾏を包み込む視野」を探る。
頑張って加速する感覚と、抜
く感覚の共存を探る。

Step 4：100⾏
（〜約110⾏）

⼒みがとれ、広い視野で⾏をとらえつつ、
⾏を上から下に（縦に）⾒わたしながら
次々に⾒ている。

できるだけ同じペースを⻑時
間続け（メトロノーム）少し
ずつ⼒を抜く感覚を探る。

Step 5：120⾏
（〜約140⾏）

⾏の縦幅3/4くらい、横幅は数⾏をとらえ
す視野をつくり、その中で、意識とイメー
ジが⾏から⾏に移動していくイメージ。

広い視野の中で、イメージに
⾝を任せた視野の移動を探る。
（頑張る⇔抜く）

観の⽬付で「⾏」を連続・⾼速にとらえる
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観の⽬付で「⾏」を連続・⾼速にとらえる

n確実なコントロール⼒を⼿に⼊れるために
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能動的出力
プロセス

期待

①内面のモニタリング
（迷い・手応え）

結果

②ギャップの確認

③客観的観察・他者評価



⽬標ペース 視野・眼の状態

60⾏/分
落ち着いて、⼀定のペースで⾏を⾒
ていける（⾏末で視野が狭くなった
り、動きが停滞したりしない）

120⾏/分 刷⽑の動きのイメージで１⾏ずつ的
確にとらえていける

※必ず眼の動きを動画撮影し、モデルと⽐較して、できて
いることを確認する

観の⽬付で「⾏」を連続・⾼速にとらえる

nスムーズ追跡トレーニング（Level I）の⽬標
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ステップ 状況 レベルアップ策

Step 4：100⾏
（〜約110⾏）

⼒みがとれ、広い視野で⾏をとらえつつ、
⾏を上から下に（縦に）⾒わたしながら
次々に⾒ている。⽬はかなり上下動する。

できるだけ同じペースを⻑時
間続け（メトロノーム）少し
ずつ⼒を抜く感覚を探る。

Step 5：120⾏
（〜約140⾏）

⾏の縦幅3/4くらい、横幅は数⾏をとらえ
す視野をつくり、その中で、意識とイメー
ジが⾏から⾏に移動していくイメージ。

広い視野の中で、イメージに
⾝を任せた視野の移動を探る。
（頑張る⇔抜く）

Step 6：150⾏
（〜約170⾏）

〃
眼の動きは⼩刻みで⼀定リズムの上下動 〝⼒みのない気合い〟の探求

Step 7：180⾏
（〜約200⾏）

数⾏以上の幅を保って、⾏全体を視野に収
め、その中でイメージだけが⾏から⾏に移
動していくイメージ。⽬は⼩刻みに上下。

研ぎ澄まされた鎮まりの探求

上級講座⇒Step 8：240⾏ Step9：360⾏ Step10：420⾏（9, 10は⼤型書籍を使う）

観の⽬付で「⾏」を連続・⾼速にとらえる
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観の⽬付で「⾏」を連続・⾼速にとらえる
nスムーズ追跡トレーニング（Level II）

ü ⼒まず、鎮まりを深めながら「視野の縦幅」のコントロール
感と、「1⾏を的確に捉える」感覚とを探る

ü 眼はじたばた上下に⼤きく動かず（視点で⾏頭・⾏末を捉
えず）、⾏頭・⾏末が〝視野に収まっている感覚〟を探る

nスムーズ追跡トレーニング（Level III）
ü 新書を使っておこなう（意味はとらない）
ü 150⾏/分までは⼀⾏ずつ追跡、それを超えたらページスキャン
ü ペースを上げ下げする中で⼒みを取り、鎮まりを維持した

状態で的確に⾏を捉える感覚をつかむ
ü ペースに余裕がある時に活字の意味が伝わってくる感覚を探る 26

26



読む（読める）

スムーズ追跡
フォーム

１⾏ずつ的確にとらえながら120⾏/分
多少雑になりつつ150⾏/分

新書 縦⽅向では１⾏の全体、左右⽅向では数
⾏が視野に収まっている状態で12p/分

※必ず眼の動きを動画撮影し、モデルと⽐較して、できて
いることを確認する

観の⽬付で「⾏」を連続・⾼速にとらえる

nスムーズ追跡トレーニング（Level II, III）の⽬標

※ この⽬標とLesson #03の⽬標が到達できてからLesson #06
に移ります。 27
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理解の感覚のシフト

nトップダウン処理への切り替え
ü トップダウン処理⇒先⾏オーガナイザーからのコンセプト駆動
ü 先⾏オーガナイザー⇒後に続く情報に影響を与える先⾏情報

29
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n 5回繰り返し読みトレーニング ※すべて同じところから読む
1. 観の⽬付を壊さない視野を保ちつつ、トップダウンで気楽に読み

流す（1分，「分かる」レベルの再現）
2. 理解度B（85%）を意識するが、⾏末で視野が狭くならないよう徹

底して鎮まりを作り続ける（2分, 理解と俯瞰する視野の共存）
3. 「分かる」レベルでスキャンし、内容の振り返り（1分）
4. 3の範囲をすべて30秒で振り返る（30秒，鎮まり＋鋭い集中⼒）
5. 軽やかで質の⾼い読書を探る（1分，1ページ6〜8秒⽬標）





n新しい読書の完成度を⾼めるために

いざ、新しい読書へ！

ü 毎回、読み始める前に「儀式」をおこなう。
S：速読モードのSwitchを⼊れる
T：Tuningのイメージを明確にする
A：Affirmationをおこなう

ü 同時に、本を保持する⾼さ、⾓
度を⼗分に確認しておく。

ü 視野は常に〝緩める〟⽅向でチュ
ーニング。滞空時間でメリハリ。
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いざ、新しい読書へ！

32

理解度B

理解度D

nスキミングの視野移動モデル
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nスキミング実践演習

いざ、新しい読書へ！

ü マクロ把握のスキミング：3〜6秒/p
ü ターゲット把握のスキミング：6〜12秒/p

nスキミング実践の確認
ü 儀式STAで鎮まれたか？TPO確認したか？
ü ペースと理解は狙い通りか？

〝⼿放す！〟
〝常に⽬前⼼後！〟

ü 流れ・章⽴ては思い出せるか？
※ これらが⼗分に実践できたらLesson #09に移ります。 33



nフォーカスにふさわしい読み⽅とは？

VALUE  = FUNCTION

COST
読書の価値 時間コスト

得られる価値（機能）
書籍の価値×読書⼒×システム

ü フォーカスを明確にしてコントロールして読む

34

いざ、新しい読書へ！



学習志向の読書戦略

ü 記憶に残すSRICE戦略
ü Whole to detail戦略
マクロ⇒ミクロジョイント

ü 学習効果を⾼める
戦略的読書アルゴリズム

ü 理解を可視化するノート戦略
Cornel Note Taking

ü 理解・記憶
＝受け⽫×アンテナ×システム
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Separation
⇒Connection

Repeated
Retrieval

Imagery 
& Impression

Chunking
Coding Episode

SRICE戦略
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分けて・つなぐ戦略 R3戦略 イメージ化戦略

エピソード連結戦略チャンク化戦略





nスキミング実践演習

新しい読書の確⽴へ！

ü マクロ把握のスキミング：2〜5秒/p
ü ターゲット把握のスキミング：6〜10秒/p

nスキミング実践の確認
ü 儀式STAで鎮まれたか？TPO確認したか？
ü ペースと理解は狙い通りか？

〝⼿放す！〟
〝常に⽬前⼼後！〟

ü 流れ・章⽴ては思い出せるか？
※ これらが⼗分に実践できたらLesson #10に移ります。 38





n〝速さ〟を最⼤限に活かすための戦略

学習志向の読書の確⽴
strategies

ü 重ね読みストラテジー
戦略的読書アルゴリズムの採⽤

ü TPO設定ストラテジー
読む前に儀式STA⇒イメージを明確に！

ü 構造把握ストラテジー
常に⽬前⼼後でマクロの構造把握（メモ）

ü 理解明確化ストラテジー
理解読み後にノート整理＋不明点チェック 40



戦略的読書アルゴリズム

意識

無意識

IN OUT

PQRS

P
Q
R S

ü Preview
ü Question
ü Read
ü Summarize

nUプロセス学習理論

strategic reading algorithm

41



学習志向の読書の確⽴

Preview Question Read Summarize

nPQRSストラテジー

下読み：目次概観⇒スキミングで全体の概要＋構造把握
章のタイトル＋キーワードのメモ

問いの設定：KWHLストラテジー/Predict

理解読み：立てた問いに沿った読み⇒ポイント整理

振り返り：本文参照せず想起⇒Cornell Noteに整理
時間を置いて書き出し⇒再読⇒要約



n重ね読み実践演習

学習志向の読書の確⽴

ü 下読み：マクロ把握のスキミング
ü 理解読み：ターゲット把握のスキミング

nスキミング実践の確認
ü 儀式STAで鎮まれたか？TPO確認したか？
ü 下読みと理解読みは狙い通りだったか？
ü ミクロとマクロの理解がかみ合ったか？

※ これらが⼗分に実践できたらLesson #11に移ります。 43





n構造把握＋意味明瞭化ストラテジー

学習志向の読書の完成へ

ü 下読み：マクロ把握のスキミング with マクロメモ
章の読み始めにキーワード（テーマ・構造把握）
章の読み終わりにキーワード（Retrieval Practice）

ü 理解読み：ターゲット把握のスキミングB
with 内容整理のためのメモ＋付箋＋傍線＋メモ

45
45

nスキミング実践の確認
ü 儀式STAで鎮まれたか？TPO確認したか？
ü 下読みと理解読みは狙い通りだったか？
ü ミクロとマクロの理解がかみ合ったか？



学習志向の読書の完成へ

n構造把握＋意味明瞭化ストラテジー

46
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ü 下読み：最初：タイトルからキーワード，最後：本⽂からキーワード
ü 理解読み：下読み時のメモと照合しつつ読む

ü 理解読みが終わった段階で、「章の論点（疑問⽂形式）」を書く。
ü 通常は、章を読み終えた段階で、その章の主張とロジック、既有
知識などを書いていく。





常にトップダウンでTPO設定

Why to read

What to read

How to read

Time & Occasion

Purpose

理解読み？下読み？ペースは？

何が得られたら満⾜？
To be / To have / To do

何を読む？
フォーカスは？

48



〝読書の3タイプ〟と〝書籍6つのカテゴリ〟

ノウハウ
知識・情報

教養・専⾨ 政治・経済
歴史・地理

宗教・倫理
哲学

⽂学・詩
物語・古典

To be To have To do

いかにして、⾔葉と思考を豊かにし、知識を構造化するか

科学・技術

知識・理解 態度・思考 技能・出⼒

49

点：落ち穂拾い的⇒線：作品⽂脈没⼊
⇒⾯：作品構造俯瞰⇒球：知識構造化



n 読みやすい本の多読志向（3回重ね読み）

さらなるレベルアップへ！

ü 下読み：マクロ把握のスキミング
ü 理解読み：ターゲット把握のスキミング
ü 振り返り：全体をスキャンで再確認

n 挑戦的レベルの本の精読志向（3〜5回 〃 ）
ü 第⼀読：理解度Dの流し読み（概略確認）
ü 第⼆読：理解度Cの流し読み（概要把握）
ü 第三読：理解度B〜Aの読み（ノート整理⇒再読）

Ø 読書の時は確実に儀式STA。毎朝の瞑想も超お勧め！
Ø 鈍ったら基本三種＋スムーズ追跡(I)＋ページスキャン
Ø 専⾨書、学術書などへの挑戦は上級コースへ！ 50



《 2週間集中サポート》
ü レッスン後にアンケート回答＋記録⽤冊

⼦画像/pdf提出⇒映像アドバイス提供
ü 毎⽇、30分以上（可能なら1冊）の読書

演習 at 書店（BGMなし！）
ü 2⽇に1回レポート⇒BeforeとAfterで何が

どう変わったか、何を意識したか。次の
2⽇間にどういう課題が残ったか？
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