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概要
あなたは理系タイプですか？ それとも、文系タイプですか？
この本でご紹介する「理系アタマ」とは、いわゆる学校で

6 Jul 2009 - 8 min - Uploaded by ChoshineChannel理系アタマのつくり方 著者 四ッ柳茂樹 さんに
インタビューしました。理系アレルギーの超 文系のアナタでも今日から出 .
2015年11月9日 . 主婦の友社は、「頭のいい子を育てる しぜんとかがくのはっけん！366」を発売し
た。自然科学の14ジャンルを網羅しており、写真やイラストを多数掲載しているほか発見をするごと
に貼るシールが付属し、毎日楽しく読み進めることができるという。価格は2300円（税別）。 「頭のい
い子を育てる しぜんとかがくのはっけん！366」は、36万部を突破したベストセラーの読み聞かせ本
「頭のいい子を育てるおはなし3.

論理思考のエッセンスは中１の数学につまっている。むかし習った簡単な数学を題材にして、ロジカル
な理系アタマを身につけよう！
2017年12月26日 . ビジネスで差がつく 論理アタマのつくり方』 平井基之 （ダイヤモンド社）. カンタン
な中１数学だけでできる！ Th_51ofbqfu9l 先日の忘年会でもこの本の出版祝いをいたしました。
著者の平井先生はカワイイ赤ちゃんとしっかりした奥様と一緒に参加してくれました。奥様は初のご
出産を。そして旦那さんは初の出版を。なんともおめでたいことです。 平井先生はワタクシの元部
下。学校でも活躍していただきましたが、独立後はさらに飛躍されました。もともと理系で東大に合
格し、しかし在学中は教育を学び、.
2009年1月5日 . 株式会社プロモ・ラボのプレスリリース（2009年1月5日 16時）。”ＬＡＣＥの法則”で
みるみる問題解決！世界一わかりやすい「理系」スキルの物語。この本では、いかに「理系アタマ」を
具体的な場面で活用していけばよいかが、物語を通して学べるようにわかりやすく書かれています。
理系的な考え方が苦手だと思っていた方も、この本で理系スキルの基礎を身につけることができま
す。
動画塾でこれまで制作してきた動画の一部をご紹介します。このような商用に耐えうる動画を自分
の手で作れるようになります。 ビッグピクチャーズ. 宮川明「最初の１００万円を稼ぐ方法」. スピリーマ
ン. 矢矧晴一郎×さがわあつしセミナートレーラー. ロイスクルーガーPV. TSUTAYAビジネスカレッジ
フェスティバル. TSUTAYA ビジネスカレッジCM. 理系アタマのつくり方. 神ひろし動画外見力トレー
ラー. Copyright(C)2010 動画塾 by トレーラーマーケティング研究会 All Rights Reserved.
2009年1月11日 . 帰納的に考えるのは何がいいんでしょう？」 「ひとつは、結果、つまりゴールがはっ
きりと決まっていることだろうね」. 僕は、少し話の内容が飲み込めた気がした。 「そうか。今回のプロ
ジェクトだと、最終目標は人形が売れることだから、そこから考えればいいということですね！」 「おお、
よくわかったね、国分君」. 中川さんは、腕組みをして、やたらと大きくうなずきながら答えた。 今回ご
紹介する『理系アタマのつくり方』は、文字通り「理系アタマ養成テキスト」。「理系アタマ」とは、本書
の造語であり、「文系アタマ」.
See Tweets about #ビジネスで差がつく論理アタマのつくり方 on Twitter. See what people are

saying and join the conversation.
2016年10月2日 . ビジネス数学の専門家、深沢真太郎です。 11月18日、最新刊をリリースすること
が決定しました。 タイトルはこちら。 『１日１分！ 数字アタマのつくりかた』（三笠書房）. うん。いいタ
イトルだね。 小学生でもイメージできる、平易な表現。 先日のブログ記事でも書いたように、. どん
なにセミナーやビジネス書で勉強しようとしても、. 脳（アタマ）が数字を拒否していたら、絶対に自分
のモノにはなりません。 「数字が苦手」と思い込んでしまっている方は、. まずアタマを変えることからス
タートしないといけないのです。
3 日前 . ビジネスで差がつく論理アタマのつくり方』（平井基之著、ダイヤモンド社）には、「カンタンな
中1数学だけでできる！」というサブタイトルがついています。その根底に根ざすのは、中学1年生の数
学に論理思考のエッセンスがたくさん詰まっているため、僕た.
理系アタマを育てる家庭でできる理科実験. 著： 千葉和義 宮本康司 出版社： 週刊住宅新聞
社. 本体価格： ¥1,600 ＋税. 「理系アタマを育てる家庭でできる理科実験」は現在購入できませ
ん. 「入荷通知メール登録」はこちら. 利用できる決済方法. クレジットカード. 代金引換. ｄケータイ
払いプラス. 後払い. ※「ｄケータイ払いプラス」はスマートフォンからのみご利用いただけます。 お問い
合わせの前に · 在庫表示について.
3 日前 . ビジネスで差がつく論理アタマのつくり方』（平井基之著、ダイヤモンド社）には、「カンタンな
中1数学だけでできる！」というサブタイトルがついています。その根底に根ざすのは、中学1年生の数
学に論理思考のエッセンスがたくさん詰まっているため、僕たちはすでに論理思考を持っているのだと
いう考え方です。とはいえ、予定されたカリキュラムに従って進められる学校の数学の授業では、論理
思考を身につけさせる目的で授業を.
仕事もほとんどなくブラブラしている時間が多くなっていました。そんな時期に中小企業診断士の資
格を取得し、中小企業診断士の交流会に出 るようになりました。そこで知り合った方から、だんだん
お仕事をもらえるようになりました。パソコンに詳しかったことと、若かったことがよかったのだと思 います。

その中で、私の強みは「人にわかり易く教えること」と認識できるようになりました。そこから、起業の支
援が合っているとわかり、今のビジネスモデ ルへとなっていきました。 また、２００９年１月には、「理系
アタマのつくり方」（.
2017年7月5日 . 本書は、マスとWebを横断したコミュニケーションで高い実績を持つ筆者が、自身
の仕事の中で培った「デジタルクリエイティブ」の成功例、WebCMの具体的な作り方を中心に、マス
とWebをどう統合すれば成果につながるかをクリエイティブ視点で解説しています。 . コラム開始にあ
たり、読者の方から小霜さんへの質問を募集します。 . 文系アタマと理系アタマの溝; ・デジタルクリエ
イティブのフィー問題; ・クリエイティブと「運用」の溝; ・組織がクリエイティブに影響する; ・マス系とWeb
系が離婚しないために.
「理系アタマのつくり方」(サンマーク出版)の書籍紹介ページです。amazonで購入するとプレゼントを
差し上げるキャンペーンも行っています。
2017年11月12日 . 【理系男子のトリセツ4】日本でただひとりの「ビジネス数学の専門家」が、理系
男子のアタマの中や典型的な行動をわかりやすく解説。 . 理系男子はつい「科学的に…」という言
葉を好んで使いたがる生き物だと申し上げました。 これはデータや理論の裏付けがないものは認めら
れないという揺るがない哲学（？）があるからです。 たとえばわかりやすい対比をつくるため、ある文系
女子と理系男子のふたりがする会話（イメージ）を例として . 理系男子の部下を動かすうまい指示方
法がある｜理系男子のトリセツ.
2009年1月11日 . このことを指摘したのが、本日ご紹介する『理系アタマのつくり方』です。 著者は、
起業支援で有名なドリームゲートのNo.1アドバイザーで、京都大学大学院、ＮＴＴ研究所を経て独
立した人物。 ＮＴＴ時代には２年間で特許を１２件も提出した、「理系アタマ」を持つ起業家です。
本書は、そんな著者が、「理系アタマ」のつくり方を指南した一冊。 理系アタマを構成する４つの法
則「ＬＡＣＥ」（論理力、抽象力、計算力、実験力）を、新米社員国分君と社内のマッドサイエンティ
スト、中川さんとのやり取りのなかで.
2007年3月16日 . 著者は、レスキュー・シリーズ第１弾『英語日記ドリル』でおなじみの石原真弓先
生。同シリーズの他のタイトル同様、ペンさえあればすぐに誌面に書き込めるように構成されていま
す。 普段、私たちは何かを考えるとき、日本語でアレコレ考えるのが普通です。でもそれでは、いざ
英語で何かを話そうと思ったときに、日本語を一字一句訳そうとして、言葉に詰まったりしていません
か。『えいごアタマをつくる英会話ドリル』は、そうした「日本語アタマ」を少しずつ柔らかくして、英語の
語順や言い回しに慣れ、言いたい.
Icon loading md. 6080928 full 613bdb0b 3599 4212 9d09 27e15c1038b0. 「理系アタマ」になる
と、仕事ができるようになる理由. lifehacker. 2018.01.22 07:30. 『ビジネスで差がつく論理アタマのつ
くり方』（平井基之著、ダイヤモンド社）には、「カンタンな中1数学だけでできる！」というサブタイトル
がついています。その根底に根ざすのは、中学1年生の数学に論理思考のエッセンスがたくさん詰まっ
ているため、僕たちはすでに論理思考を持っているのだという考え方です。 とはい… さらに見る · さら
に見る · アプリで見る.
規模の把握、スケール感、数値的に捉える、データの本質を見抜くなど、竹内流の「ざっくり」思考
で、問題解決する力を身につける。 「難しい問題」ほど「ざっくり考える」が勝ち!『いかにして問題をと
くか』(「いか問」)を著したポリアの教えも交えた“数学知識まったく不要”の竹内流・問題解決思考
法―難問に直面したからといって、即座にあきらめることはまったくありません。そういう時こそ、発想を
転換して、まずは「ざっくり」と考 えてみると、意外に道が開けてくるものです。本書では、ポリアの発想
法にヒントを得て、どんな読者.
次の予約の方が待っておられます。 感染列島パンデミック・イブ. 吉村 達也. 金魚生活. 楊 逸. 語
前語後. 安野 光雅. 内舘牧子の艶談・縁談・怨談. 内館 牧子. 楽老抄. 田辺 聖子. おじさんは
白馬に乗って 高橋源一郎. 谷川俊太郎の問う言葉答える言葉. 谷川俊太郎. ツチヤの貧格. 土
屋 賢二. 古本供養. 出久根達郎. 子どもに本を買ってあげる前に読む本. 赤木かん子. 幕末史.
半藤 一利. わたしの失敗３. 産経新聞文化部. 直江兼読の義と愛. 火坂 雅志. 【社会・医学・家
庭・産業・言語】. 理系アタマのつくり方 四ツ柳茂樹.
2016年8月12日 . 今日は四ッ柳茂樹さんの「理系アタマのつくり方」です。 理系アタマのつくり方 この

本はあるセミナーの先輩である四ッ柳さんが「理系アタマ」を切り口にした本を書いたと聞き即買いし
ました。 内容は「理系」というより、論理思考をベースとしたビジネス本と言った方が正確かもしれませ
ん。 物語ベースで、楽しみながらスイスイ読み進めることができます。 ヨッツン人形という商品のプロ
ジェクトを任された主人公。 最初はプロジェクトを軌道にのせることができませんが、 中川さんという
一風変わった先輩の助言を.
2009年1月10日 . 【はじめに】. ◇お世話になっている某出版社の某氏さんからご連絡を受けて、こ
んな時間からアマゾンキャンペーンのお知らせを。 でも、キャンペーン期間を良く見たら、「1月10日
（土）21時～12日（月・祝）23:59まで」ということで、ついさっき始まったばかりのよう。 理系アタマのつく
り方・アマゾンキャンペーン 「超文系」を名乗る私のアタマも何とかなるんでしょうかね・・・？
子どもの“理系アタマ”の芽を開かせる方法. 出産・子育て. 2016/4/7. 『しぜんとかがくのはっけん！
366』（田中 千尋：監修/主婦の友社）. “ものづくり大国”の復権が求められる中で、理数系人気が
ますます高まっている。幼児対象のサイエンス教室や、幼児から参加できる実験ワークショップなど、
見渡せば幼いときから科学に触れられる機会は格段に増えた。 家庭学習に熱心な家庭も増えて
いる。学習は、「自分から学ぶ」主体性と「コツコツやる」積み重ねが高い効果を挙げる。特に理数
系は積み重ねの学問なので、意欲を.
2010年7月28日 . 女性経営者が儲かる理由菅原 智美 実業之日本社 2010-07-03売り上げラン
キング : 193864Amazonで詳しく見る by G-Tools（株）ダーナ 山本様より献本御礼。女性の地位
向上が著しい中、女性経営者と呼ばれる人は珍しく.
女子大生なまっちゃのアタマの中をまとめています。オピニオン記事多め。 >>かわいい，かわいいって
言う女子…何を求めてる？タイプ別に分けてみた イベントレポ||ライフスタイル||脳 . 理系は大学院に
進学することが普通なのか？ わたしは就活の時に，すごいこのことを考えていました な… イベントレ
ポート. [朝渋]日本のファッション業界の救世主！？お客さんに愛され続けるブランドのつくり方.
2017.12.22 namatcha. 今，あなたの着ている服は日本製ですか？ ほとんどの人が，メイドインチャイ
ナや海外から輸入されたブ.
2012年8月1日 . 京都大学大学院工学研究科修了。NTT研究所にて次世代ネット活用の研究
を行い、２年間で特許１２件提出。その後、オシエル事業を行うために独立。 理系で培った論理力
が自分の強みと気付き、コンサルティングを始める。 相談者の知識に合わせたやさしい教え方が好
評で、とくに起業支援では、６年間で相談数３，０００件超。会社員が転職と同じように起業を選べ
る社会を目指し、活動中。 著書「理系アタマのつくり方」（サンマーク出版）、「あたりまえだけどなか
なかできない 起業のルール」（明日香出版.
2017年9月8日 . 術の知識を活かし、起業家・中小企. 業に対し、企業の独自性を守るため. の知
財・経営戦略の支援を行う。 株式会社 OCL 代表取締役。 おもな著作に「理系アタマのつくり.
方」（サンマーク出版）、「あたりまえだ. けどなかなかできない起業のルール」 . 【申込方法】. ①ＦＡＸ
０３－３７６１－９３７３. ※番号にお間違えがないようにご注意ください。 ②メール
knomori@jfc.go.jp. ※下記必要事項を適宜記入の上、送信ください。 ☆ 経営課題解決セミ
ナー ９/２６（火） ※申込締め切り ９/２２（金）. ※定員になりしだい、.
2009年2月3日 . 理系アタマのつくり方/四ッ柳 茂樹 ￥1,470. Amazon.co.jp 理系アタマ＝LECEの
法則＝論理力(Logic) 抽象力(Abstruction) 計算力(Caluculation) 実験力(Experieation) のこ
と。 文系アタマとは、 ・プレゼン力・営業力・コミュニケーション力理系アタマと文系アタマ、どっちも大
事で、 理系アタマについての基礎的なことを説明している本。 ”基礎”しか書かれていないので、物
足りなさがありました。 また、 物語形式なので、確かに読みやすいのですが、 少し、話が普通すぎる
のと、ひとつひとつの細かい所に.
その上で、あえて「理系」「文系」に分けるならば、文系の人っぽい道具なのかな、と勝手にふむふむ
と考えていました。 rikei.jpg で、ですね。先日、友人の四ツ柳茂樹さんがご著書『理系アタマのつくり
方』を上梓されたのですが、その表紙を見たら、あっ！ 主人公とおぼしき男性が、万年筆を手にして
いる！ そうかー。万年筆は理系の人っぽい道具なの？ いやいや。文系アタマの主人公が理系アタ
マを学んでいく物語を表現するにあたり、あえて文系アタマの象徴として万年筆が描かれている
の？？ いやいやいや。 うーー、、気.

創業/新規事業/ITセミナー講師(日本商工会議、日本政策金融公庫、(独立行政法人)情報通
信研究機構、大手生命保険会社、大手通信会社、ベンチャー企業 等) ・コンサルティング(NTTグ
ループ会社、全国商工会連合会関連企業、その他中小企業・中小企業団体多数 等) ・コン
ピュータ指導(初心者～システム開発) ・ビジネスプランコンテスト等における、審査およびブラッシュ
アップ（著書） 「理系アタマのつくり方」（サンマーク出版）、「あたりまえだけどなかなかできない起業の
ルール」（明日香出版社） 他共著多数. 基本情報.
考える・まとめる・表現する勉強する理由／体温を上げると健康になる／勉強ができる子の育て方
マネー力／理系アタマのつくり方／成功と幸せを手に入れる瞑想力 仕事が夢と感動であふれる5つ
の物語 少女探偵ナンシー・ドルー ハリウッド映画殺人事件少女探偵ナンシー・ドルー ファッションデ
ザイナーの疑惑中国人のビジネス・ルール 兵法三十六計／陳満咲杜の為替の真実英語キッズが
育つ家／たった3秒のパソコン術 アラジン・ファクター 願いをかなえる成功のランプ／会社のルール 図
解 三国志大事典 4 天下三.
3 日前 . 【書評】『ビジネスで差がつく論理アタマのつくり方』・「理系アタマ」になると、仕事ができるよ
うになる理由. 「理系アタマ」になると、仕事ができるようになる理由. app-facebook. ライフハッカー
[日本版]. 8 minutes ago. 「理系アタマ」になると、仕事ができるようになる理由
https://www.lifehacker.jp/2018/01/book_to_read_business.html · 【書評】『ビジネスで差がつく論
理アタマのつくり方』・「理系アタマ」になると、仕事ができるようになる理由. lifehacker.jp.
2009年4月1日 . 診断士の書評（「理系アタマのつくり方」ほか）. 52. ◎＜新連載＞ぶらり全国酒
味紀行. あらためてお酒の素晴らしさを感じてみましょう. 黒澤元国. 64. ◎＜新連載＞地球環境
はいま. ミネラルウォーター市場の伸びは何を意味するか？ 上田昌文. 66. ◎いまを，映す
（scene.25）. 67. □ 論文・報告・お知らせ. ◎『障害者授産施設の工賃水準アップに向けたコンサル
ティングのあり方. に関する調査・研究』. 吉松研一. 22. ◎「中小企業再生支援協議会業務」対
応診断士マニュアル策定のための調査研究報告.
2009年1月15日 . 昨晩うちの犬はめちゃくちゃ疲れていたのに…トイレについてきた」→そのときの顔
がこちら. (2018年1月12日). 「コストコの店員を見て、あきらかに仕事を間違えてると思った…」子ど
もたちに絶大な人気の理由. (2018年1月13日). 「犬がカーペットを汚さないように玄関にビニールの
敷物を買った…」→結果はこの通り. 動物. (2018年1月20日). 刺繍のプロ「羽が欠けた蝶に別の羽
を移植してみたら…」→元気に飛んで行く. 植物・生物. (2018年1月18日). Recommended by. 理
系アタマのつくり方.
理系アタマのつくり方(Kindle). 四ッ柳 茂樹 · twitter · facebook · google · 理系アタマのつくり方.
本の詳細. 登録数: 0登録; ページ数: 157ページ. Amazon 詳細ページへ. 四ッ柳 茂樹の関連本.
5. 分けるとわかる ～ 初心者のための仕事に使える”分類”の技術… 四ッ柳 茂樹. 登録. 0. 知りた
い!マルチメディア検定 (資格ガイドシリーズ) · 四ッ柳 茂樹. 登録. 0. 理系アタマのつくり方 · 四ッ柳
茂樹. 登録. 56. あたりまえだけどなかなかできない 起業のルール (アスカビジネス). あたりまえだけど
なかなかできない 起業のルール.
6 Jul 2009 - 8 min - Uploaded by ChoshineChannel理系アタマのつくり方 著者 四ッ柳茂樹 さんに
インタビューしました。理系アレルギーの超 文系のアナタでも今日から出 .
2014年6月16日 . 『２時間で理系あたまに変わる本』. 理科は楽しい!! お子様も独学可能!! なんと
なく分かっているようで分からなかったことが、この本を読めば理解できる。 図や写真・イラストを700
点以上使用し、誰にでも理科が楽しく理解できるように作られています。 小学校理科をベースに大
学物理学の範囲まで、あたまを刺激する内容が、とことんつまっています。 受験に出題される部分 ..
花」を知らない恐竜たち「花」の作りと性別やがて実となりタネとなり植物の根っこ植物の幹はなぜ水
を吸い上げる？ 人間の「幹」は「.
2015年12月5日 . そのほかにも、男子が自分をアピールしようとすると、仕事の自慢や、俺の話を聞
いて聞いてと、押すばかりな感じになってしまう。ありのままのおれを好きになってほしいという言い訳の
もと、特に自分を変える努力はしない。あれこれ試して、もがいたり苦しんだりせず、自然体のおれを
見てもええないと、彼女ができない理由は女子のほうにあると考えるケースもあるようにみえます。 も
ちろん、ありのままのおれでいいのですけれど、彼女をつくる。女の子と恋愛関係を築くとなると、

100％自分の思うままになる.
2017年2月27日 . 毎日、東大入試数学を更新するコーナー。今日は、２０１７年の東大入試、理
系第１問です！詳しい解説は、アメブロのこちらをクリック手書きの解答を見たい方は、「続きを読
む」へＧＯ！※注意！転記ミスがあります。右の段、上から４行目の②のところです。最後のグラフは
合ってます。.
2009年1月10日 . 理系のアタマのつくり方 四ツ柳茂樹君が本を書きました。 理系のアタマのつくり方
論理力、抽象力、計算力.
【注意】特典の入手方法はキャンペーン終了後メールでご案内します。登録をお忘れ . はじめに. こ
の本の使い方. ・日の丸は左に一パーセントずれている. ・サイコロの目は信じるな. ・未来のあなた
が今のあなたを創っている. ・きつい一番より、オンリーワンの二番. ・知らないことがあるのには意味が
ある. ・消えた聖徳太子. ・選択の迷路から抜け出す方法 .. 送信元：理系アタマのつくり方: タイト
ル：ロジカル・リーディング高校生の頃、国語(現代文)の問題を見るたびに、 「作者の言いたいことな
んて、正解はないだろう！」 と思っ.
2010年1月6日 . 皆さま、今年も一年、ありがとうございました！ アンテレクトでは、志の高いビジネス
パーソン＆起業家の皆様の成長をサポートすべく、多様なイベント・企画を開催してまいりました。 そ
の中でも、セミナーを収録したＤＶＤシリーズには、. 「遠方に住んでいるので助かる。どんどんリリース
してほしい」. 「当日都合が悪く出席できなかったが、参加している気分で楽しめた」. 「くり返し見るこ
とが出来て、モチベーションの維持に役立ちます」. など、非常に多くのご好評のお声・リクエストをい
ただいております。
2009年1月12日 . 最近の「うんうん、分かる！」 四ッ柳茂樹さんの「理系アタマのつくり方」を読みま
した。 著者の四ッ柳さんは、起業・新事業支援を行うコンサルタント。 京都大学大学院の工学研
究科卒業; NTT研究所にて次世代ネット活用の研究を行う. といったように、もともとはバリバリ理系
のお方。でも現在は起業相談、講師業など、文系要素であるコミュニケーション能力を駆使して活
動されています。 その経験から、文系アタマに偏りがちな人のために、「理系アタマ」に必要な要素を
物語形式で書かれたのが、この本.
Amazonで四ッ柳 茂樹の理系アタマのつくり方。アマゾンならポイント還元本が多数。四ッ柳 茂樹作
品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また理系アタマのつくり方もアマゾン配送商品な
ら通常配送無料。
テーマ「愛され笑顔のつくり方」 ゲスト：広瀬真奈美（表情研究家） ◇第29回：2008年12月
6（土）16:30～ テーマ「奇跡を呼ぶ天使の贈り物」 ゲスト：中井俊已（教育コンサルタント、作家）
◇第30回：2009年1月24（土）18:30～ テーマ「ドラゴン・ノート」 ゲスト：田中良枝（セラピスト） ◇
第31回：2009年2月28（土）18:00～ テーマ「口べたなあなたを救う しゃべる名刺」 ゲスト：中野貴
史（言霊マーケッター） ◇第32回：2009年3月28（土）18:00～ テーマ「理系アタマのつくり方」 × 「会
社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学ん.
理系アタマのつくり方 - 四ツ柳茂樹 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽
天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2012年7月22日 . 2年間で特許12件提出。 独立後は、起業者・中小企業に対し知財・経営戦
略、 新事業支援を行っている。 相談者の知識に合わせた教え方が好評で、特に起業支援では、
6年間で相談数3000件超。 経産省後援の起業家支援組織ドリームゲートでは、 相談数第１位
を1000日間以上継続。 □ 著書理系アタマのつくり方（サンマーク出版） あたりまえだけどなかなかで
きない起業のルール（明日香出版社） 他共著数冊□ マスコミ掲載アントレ、Bigtomorrow、日経ビ
ジネスＡｓｓｏｉｅ 東商新聞、企業診断 ほか.
2009.5.23, 安憲 二郎さん, 『最高の人生の見つけかた』. 2009.5.23, むらかみかずこさん, 『できる大
人の”一筆添える”技術』. 2009.5.22, 白石 昇さん, 『津波：アンダマンの涙』. 2009.4.29, 恒吉 彩矢
子さん, 『7日間でぜったい美人になる超☆開運BOOK』. 2009.4.26, 吉野 奏美さん, 『幸せがやって
くる！呪縛をとく魔法のワーク』. 2009.4.24, 坂内 慶子さん, 『夢のメッセージ』. 2009.4.12, 渡辺 仁
さん, 『心をつなぐ２人ノート』. 2009.3.28, 四ツ柳 茂樹さん齊藤 正明さん, 『理系アタマのつくり方』
『会社人生で必要な知恵はすべて.

講師氏名, 株式会社OCL 代表取締役・中小企業診断士 四ッ柳 茂樹 氏. 講師経歴, 大手通
信会社にて最先端の研究・開発、SEとして現場に携わる。e‐ビジネスに関わる技術・ビジネスモデル
特許申請12件。独立後、創業・経営革新・IT関連コンサルティングを事業とする㈱OCL設立。中
小企業診断士、ITコーディネータ、東京商工会議所登録専門家、起業家支援プロジェクト「ドリー
ムゲート」登録アドバイザー。 著書「理系アタマのつくり方」(サンマーク出版)、「あたりまえだけどなか
なかできない 起業のルール」（明日香出版社.
2009年5月9日 . 理系アタマのつくり方／四ッ柳茂樹／サンマーク出版／2009』 著者：コンサルタン
ト評価：小説形式の平易な本 私は登場人物が述べたマーフィーの法則がお気に入り。 机の端は
ひざをぶつけるためにある。 だそうで。 覚えとくと良さそうな思考法. AIDMAの法則.
Attention⇒Interest⇒Desire⇒Memory⇒Action MECE Mutually Exclusive and Collectively
Exhaustive SMARTの法則・Specific具体的・Measurable計測可能・Agreed upon同意・
Realistic現実的・Timely期限. PDCAサイクル
講師：四ッ柳 茂樹. 今回の『ビジネス選書セミナー』では、理系スキルの鍛え方を学びます。 ・・・
「理系」と聞くと、それだけで苦手意識を感じる方もいるのでは？ご安心ください。今回は、そんな
「理系スキル初心者」のあなたがターゲットです。 『理系アタマのつくり方』の四. 講師, 四ッ柳 茂樹.
開講日時, 2009年3月12日(木) 19:00 ～ 21:00 (18:30開場). 正味時間, 100分 ※講師の都合に
より、時間が前後する場合がございます。 会場, TKP東京駅ビジネスセンター１号館 カンファレンス
１２Ｂ 東京都中央区八重洲1-4-21 共同.
2017年7月1日 . イティブ」の成功例、WebCMの具体的な作り方を中心に、マスとWebをどう統合す
れば成果につながるかをクリエイティ. ブ視点で解説しています。貴メディアにてぜひ本書をご紹介 ..
文系アタマと理系アタマの溝. ・デジタルクリエイティブのフィー問題. ・クリエイティブと「運用」の溝. ・組
織がクリエイティブに影響する. ・マス系と Web 系が離婚しないために. 第８章 広告業界人はみんな
新人. ・Stock から Flow へ. ・Flow 化する広告ビジネス. ・デジタルの 96％はダークマターかも. ・注
目作り、価値作り、保証.
2007年11月12日 . すると，高校の文系，理系のク. ラス分け後に工学部卒業まで，技術者として
活躍する. のに必要な素養としての数学の訓練を受けるので，そ. の数学の素養は技術者に求めら
れる固有のものであ. る．実際，JABEEでも各専門分野で求められる数学 ... 64） ピーター Mヒギン
ズ：想像力で解く数学, 白揚社,. 2005. 65） 片野善一郎：数学を愛した作家たち, 新潮社, 2006.
66） 和田秀樹：仕事力がつく！数学アタマのつくり方,. 日本実業出版社, 2002. 67） 吉沢光雄：
数学的思考法──説明力を鍛えるヒン.
和田 秀樹（わだ ひでき、1960年（昭和35年）6月7日 - ）は、大阪府出身の受験アドバイザー、評
論家（教育・医療、政治・経済）、精神科医（川崎幸病院精神科顧問）、教育思想家（受験競
争重視思想）、臨床心理士、国際医療福祉大学大学院教授（医療福祉学研究科臨床心理
学専攻）、映画監督、小説家、管理栄養士。 複数の大学、大学院の非常勤講師（後述）や東
進ハイスクール顧問も歴任。ヒデキ・ワダ・インスティテュート、緑鐵受験指導ゼミナール代表。 検察
官の和田雅樹（法務省入国管理局長、前最高検察庁検事）.
理系アタマのつくり方(四ッ柳茂樹)。“ＬＡＣＥの法則”でみるみる問題解決！世界一わかりやすい
「理系」スキルの物語。あなたは理系タイプですか？ それとも、文系タイプですか？この本でご紹介
する「理系アタマ」とは、いわゆる学校で区別される理系.
さっ、仕事仕事」と0.02秒でアタマの切り替えをできちゃう理系のあなた、ちょっと待ってほしいの。もし
今、貴男の . マイナビニュースで大人気連載中の「理系のための恋愛論」、待望の電子書籍化！
恋に悩める理系のための、理系に恋するあなたのための、恋愛論、はじめました。 □CONTENTS
第201回連載200回達成記念スペシャル企画「対談・土屋賢二」(2) 第202回女の子から見た「男
のプライド」 第203回私には優しくして第204回20才になった娘に好かれる父親になる方法第205回
自分にとって、女の子は何なのか?
L(論理力)、A(抽象力)、C(計算力)、E(実験力)。“LACEの法則”でみるみる問題解決!世界一
わかりやすい「理系」スキルの物語。
2017年10月26日 . . ゴムバンドで作る「惑星」、ペットボトルと風船で「肺の模型」、小麦粉で「火

山」など、イギリスの著名な科学者であるロバート・ウィンストン博士による楽しい28の実験を掲載！
実験の手順はすべて写真付きでわかりやすく紹介。子どもの「なぜ？どうして？」に応える、実験の
背後にある科学のしくみもしっかり説明しています。材料は全て手に入りやすい身近なものだけ！夏
休みの自由研究や工作、プレゼントにおすすめ。子どもの「考える力」「観察する力」「やりきる力」＝
「理系アタマ」を大きく育てる1冊！
著者標目, 四ッ柳, 茂樹 <ヨツヤナギ, シゲキ>. 件 名, BSH:思考. BSH:問題解決. 分 類,
NDC8:141.5. NDC9:141.5. 本文言語, 日本語. 書誌ID, BX88986366. NCID, BA88986366
WCLINK. 巻冊次, ISBN:9784763198839 ; PRICE:1400円+税. 類似資料. 1 cover 世界はシス
テムで動く : いま起きていることの本質をつかむ考え方 / ドネラ・H・メドウズ著 ; 枝廣淳子訳; 2
cover 世界のエリートはなぜ哲学を学ぶのか? : 桁外れの結果を出す人の思考法 / 福原正大著; 3
cover 失敗の科学 : 失敗から学習する組織、学習.
相談者の知識に合わせたやさしい教え方が好評で、とくに起業支援では、当初６年間で相談数
３，０００件超。 経産省後援起業家支援サイトドリームゲート最盛期に、(アドバイザー280人中)相
談数 No. １を１，０００日間以上継続。 スタートアップを成功させ、出版・メディアに取り上げられる
起業家を輩出するなど、会社員が転職と同じように起業を選べる社会を目指し、活動中。 著書：.
「あまりまえだけどなかなかできない 起業のルール」(明日香出版社). 「理系アタマのつくり方」(サン
マーク出版)ほか、共著多数。 主な活動：.
2009年3月8日 . 「理系アタマのつくり方」は、株式会社OCLの代表取締役をされている四ツ柳 茂
樹が書かれた書籍です。 献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読
書メモを公開させて頂きます。 論理的に考えるのが苦手という方には、参考になる点がある本だと
思います。 【読書メモ】 □LACEの法則 ・論理力（Lo.
2009年1月12日 . 僕のお友達のよっつぃ～こと四柳さんが（すごい人なので、よっつぃ～とか言っちゃ
ホントはイケナイのですが（爆）） 面白い本を出しました。 ＿＿ここから御紹介＿＿＿＿＿ 京大出
身のNo.1起業コンサルタントが年間500件以上の相談から導き出した「できる起業家の思考法則と
は？」 「できる起業家の思考パターン」とは実は「理系と文系両方の思考法」を持っていることなの
です。 その理系の能力を「理系アタマ」の思考法として体系化した【ＬＡＣＥの法則】とは？ 四ッ柳
茂樹の最新作『理系アタマのつくり方』
2018年1月15日 . 木村です。 まさに受験シーズンですね。 新聞にセンター試験の問題が掲載され
るなど、. 誰もが受験について意識する時期ではないでしょうか。 私も、センター試験から始まり、国
立大学、私立大学の入試など. ひとしきり『受験』というものを経験しました。 受験のために香川県
から上京し、初めて新宿に来た際は、. 人の多さや夜になっても明るい繁華街に胸を躍らせたことを
思い出します。 人生を振り返ってみると、『試験』は、大学受験を終了してもあらゆる場面で. 直面
することが多いです。 ・就職活動での.
2010年3月18日 . 四ッ柳 茂樹 (著) 『理系アタマのつくり方』サンマーク出版 (2009/1/7)
100318a.jpg 『理系アタマのつくり方』というタイトルなので、ロジカルシンキングの本かと思ったら、新入
社員のビジネスにおける心構えを紹介したような本でした。 一つ一つの項目は、一般的なビジネス
書でもおなじみの事柄ばかりで、特に深い掘り下げがなされているわけでもありません。文字組みも
大きく記述はかなりシンプルです。しかしながら、全体を通してみると、この本の主眼はちょっと伝わり
にくいように思えました。というのも、.
2009年1月10日 . こんばんは、山崎です。 最近、友人がぞくぞくと本を出版しています。 書店で友
人の本が棚に並んでいるのを見ると… なんだか我が事のように嬉しくなってしまいます。 さて、今回、
本を出版した友人は、起業家のカリスマの四ツ柳茂樹さん。 四ツ柳さんは、経産省後援の起業支
援サイト、ドリームゲートで１０００日間以上に渡り相談数ＮＯ．１の実績を上げてきた伝説の起業
カリスマ。 その四ツ柳さんが、できる起業家・ビジネスパーソンが持つ思考パターンを体系化した『理
系アタマのつくり方』 という本をこの.
そして、分析の結果、「理系アタマ」にはの４つの力、ＬＡＣＥの法則があることを導き出しました。 論
理力(Logic)・抽象力(Abstraction)・計算力(Calculation)・実験力(Experimentation)。 頭文字を
とって、ＬＡＣＥの法則と呼んでいます。 特に、論理力や抽象力というキーワードには共感します！ や

はり、ロジカルシンキングと、 成功事例を再現可能なように、普遍化、体系化（抽象力とはそういうこ
とだと解釈しました・・・）する力は必須なのだと・・・！ アマゾンキャンペーンもやっています。 理系アタ
マのつくり方成功するツールを手.
理系アタマがぐんぐん育つ 科学の実験大図鑑. ロバート・ウィンストン著. 理系アタマがぐんぐん育つ
科学の実験大図鑑. 米村でんじろう先生推薦！世界12カ国で翻訳された科学図鑑. 判 型: A4
変型判; ページ: 160ページ; ISBN: 978-4-405-02250-8; 初版発行日: 2017/06/27; 定価: 本体
2,400円+税.
エレガントな解法」とか「別の方法で解いてみる」とか議論しているヤツらの理系アタマはどういう仕組
みになっているんだろう？と、数学コンプレックスをずっと持ち続けています。 また、音楽的なセンスも、
悲しいかな、全くない。 ピアニストはじめ、作曲家や指揮者、楽器奏者のアタマの作りも不思議で
仕方がありません。 だから、ピアノも「さんすうドリル」や基本例題集を繰り返しさらうのと同じ方法でし
か習得できません。 劣等感は強い憧れに転化するもので、私は音楽家や数学者の（を）書いた本
や評伝を読むのが大好きです.
科学の実験大図鑑 理系アタマがぐんぐん育つ/ロバート・ウィンストン/西川 由紀子（児童書・絵本）
- 科学のふしぎを楽しく学ぼう！ イギリスの科学者ロバート・ウィンストン教授が、身近にあるもので
簡単にできる２８の実験を紹介。実験の手順はすべて.紙の本の購入はhontoで。
12 ドメスティックバイオレンス. ジル・ヘイグ他. 明石書店. 2009 DV. 13 傷ついたあなたへ ２. レジリエ
ンス. 梨の木舎. 2010. 14 それはもりのこもりうた. 松居 ｽｰｻﾞﾝ著. 山内 ふじ江画. 童心社. 2010
絵本. 15 まねまねひるね. 北川 チハル著. はせがわ ゆうじ画. 岩崎書店. 2010. 16 絵本 日本女性
史 ３. 早川 紀代. 大月書店. 2010 児童書. 17 絵本 日本女性史 ４. 野村 育代他編. 大月書
店. 2010. 18 理系アタマのつくり方. 四ツ柳 茂樹. サンマーク出版. 2009 その他. 19 男と女は話し方
で絶対変わる. 福田 健. 朝日新聞出版.
理系アタマのつくり方,四ッ柳茂樹,書籍,ビジネス・経済,自己啓発,サンマーク出版,“LACEの法
則”でみるみる問題解決! 世界一わかりやすい「理系」スキルの物語。 あなたは理系タイプですか?
それとも、文系タイプですか? この本でご紹介する「理系アタマ」とは、いわゆる学校で区別される理
系・文系とは少し違います。 「理系アタマ」を構成するのは、ビジネスを中心にあらゆる場面で「物事
を体系立てて考える」ために欠かすことのできない4つの力。 それが、「論理力(Logic)」「抽象力
(Abstraction)」 「計算力(Calculation)」「.
考えることの楽しさを知ると、解くばかりでなく、自分で迷路やパズルをつくりたくなります。集中力、つ
くり込む力、作り手に回ることによる多面的な見方など、迷路やパズルをつくる作業は子どもの力を
さらに高めてくれます。教育現場で見ていても、迷路やパズル作りが好きだった子は理系の力の高い
子が多いです。子どもが自分で問題をつくってきたら、「よくつくったね!すごいね!」とほめながら、親も
楽しんで挑戦しましょう。自分のつくった問題で悩む親の顔を見ると、達成感や充足感を感じて「次
はもっとむずかしい問題を.
2009年1月16日 . 本質的で大切なことのエッセンスが、. 分かりやすくまとめられている良著です。 □
読書メモ＆一言コメント. １．論理力：なぜを繰り返そう. トヨタのなぜ×５回というのも有名ですが、
やっぱり大切な. 考え方です。私も改めて意識的に取り組もうと思いました。 ２．抽象力：ルール化し
よう、括りで考えよう. 私も船井総研時代に繰り返しルール化しろと言われていました。 ルール化の
方法について分かりやすく解説されています。 ３．計算力：数字はきりの良い数字で考える. これもコ
ンサル時代に学んだことですが、.
2012年11月22日 . 私塾がコモディティ化しない人材をつくる. グローバルキャリア・ . 司会： 茂木さん
のお話では「文系と理系、両方の要素が必要」ということですが、既に大学で文系・理系のどちらか
を学び、現在は社会人になっている方が、反対側の要素を身につけるにはどうしたらいいのでしょう
か。 茂木健一郎： まず、 . でも大学1、2年生のときに「文系と理系、どっちかだけでは、ものがちゃん
とわからないな」と思って、工学部や理学部の1年生が使うような理系の教養教科書を30冊ぐらい読
みました。振り返ってみると、.
2016年5月13日 . ライブ配信ウェブセミナー「科学英語を読みこなす～一流誌で使われている英語
とは」 英語で情報発信をしたい方に向けて、講師の畠山雄二先生（東京農工大学准教授をお迎

えして、クリムゾンインタラクティブが配信します。） . こんな方にオススメ：英語で情報発信をしたい方
ならどなたでも参加可能。取り上げるのは一般読者向けの科学記事ですので、文系・理系、専門
分野を問わず受講いただけます。また、年齢や .. 理科実験で科学アタマをつくる』（ベレ出版） 『大
学で教える英文法』（くろしお出版）
極端な分け方をすれば、理系的なアタマは「技術的」に理解すれば腑に落ち、文系的なアタマは
「物語的」に理解すれば腑に落ちやすい、という具合に考えていいんではないでしょうか。もちろん心
霊は「物語」に属し . かつてのオウム事件を思い返せば、理系的な科学の「物語」を信奉しているは
ずの学者が、いとも簡単に神秘的な「物語」に引き込まれることがあったわけで、案外、両方とも同じ
コインの裏表くらいな違いなのかもしれません。超高度な科学技術は . じゃあ、「理系的」な最終解
決方法は？ と考えると、基本的には.
2017年12月15日 . ビジネスで差がつく論理アタマのつくり方―――カンタンな中１数学だけででき
る！：電子書籍ならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホン
ポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が可
能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
ＮＴＴ研究所勤務後、平成14年に有限会社ＯＣＬ（現株式会社ＯＣＬ）を設立、代表取締役に就
任。最先端ＩＴ技術の知識を活かして知財・経営戦略の支援を行う他、会社員が転職と同じように
起業を選べる社会を目指し、活動中。起業支援ではこれまでの相談数が3,000件を超え、メディア
に取り上げられる起業家も輩出している。著書「あたりまえだけどなかなかできない 起業のルール」
（明日香出版社）、「理系アタマのつくり方」（サンマーク出版）他、共著多数。 対象者, 都内で創
業計画中または既に事業を営んでいる方で、.
2013年5月25日 . 相談者の知識に合わせたやさしい教え方が好評で、とくに起業支援では、4年間
で相談数2,000件超。起業家支援サイト ドリームゲート最盛期に、相談数No.1を1,000日間以上
継続。 創業後まもなく2倍以上の売上を上げるネットショップを輩出するなど、活動中。 ITと「教え
る」ことに強いコンサルタントとして、起業・創業から、企業の経営やITシステム導入のサポートを中
心に行っています。著書「あたりまえだけどなかなかできない起業のルール」（明日香出版社）、「理
系アタマのつくり方」（サンマーク出版）.
仕事の時間配分、書類整理から洗濯済靴下の片割れ探しまで、何をいつ行ないいつやめるか、そ
もそも行なうべきかの判断は難しい。だが人工知能の大本でもあるアルゴリズム論理の使い方を学
べば、ビジネスや日常で迫られる判断を手早く行なえる。現代人必読の書。
2010年3月19日 . . かをするよりも、コストを掛けずに効率化を実現する方法です。 そのためには、ま
ず問題点を洗い出す必要があります。 問題点を洗い出すときには、課題の要因を分解して行く必
要があります。課題を解決する際の方法のひとつに「なぜ」を使って考えて行く方法があります。 トヨタ
の「なぜ」を５回問う考え方が有名ですが、５回までとは言わなくても、２回以上「なぜ」を考えてみる
ことで、問題点が浮き上がってくることもあります。 （「理系アタマのつくり方」（サンマーク出版）にも、
例がいくつか書かれています）.
2009年1月30日 . 理系と文系両方の思考法」を持っているのです。 成功起業家が持つ理系の能
力を「理系アタマ」の思考法として体系化し、 わかりやすくストーリーで本を書かれたのが、四ッ柳茂
樹さんです。 「理系アタマのつくり方」(サンマーク出版) →
http://www.bookcampaign.com/dsp_html.php?b_id=bok00025&k_id=kai00089 四ッ柳さんは、
経産省後援の起業支援サイト、ドリームゲートで、 1,000日間以上に渡り(専門家280人中)相談
数No.1の実績を上げているコンサルタントです。 この本で語られているのは、「.
2017年9月12日 . 最初は個別に提案書を作り、課内で意見をもらうことから始まりました。 ここで
も、Ａ氏は他の新入社員よりも早く、新たなサービスを企画して提案しました。先輩や他の同期も提
案をするのですが、Ａ氏にはあまりよい提案には見えません。特に先輩や上司は、仕事ができない人
ではないのかと、不安になるくらいでした。Ａ氏は、自分が企画したすばらしいサービスで、そのうち会
社を変えることができるのではないかと想像を膨らませていました。 しかし残念ながらＡ氏が最初に企
画したサービスはなかなか.
2017年12月22日 . 理系科目が試されるセンター２日目。計算にはスピードと正確さが求められる。

前日の疲れもあるだろうが、思考をクリアにして１日を乗り切ろう！ 理科①. 9:30～10:30 「基礎」を
付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）を60分で必ず２つ受験する。理科の
受験パターンは４通りあり、出願時に申請することになるが、ここであらためて確認しておこう。 【理科
の受験パターン】 A：理科①（＝「基礎」を付した科目）から２科目選択. B：理科②（＝「基礎」を
付していない科目）から1科目選択. C：理科①.
2012年4月25日 . 先生との付き合い方、数学を面白いと思えるような考え方のアドバイスなど、私に
できる範囲でフォローをしてあげたいのですが、どういった言葉をかけてあげればいいでしょうか？ . すぐ
に思い浮かんだのは、理系アタマじゃないのかなあということです。 . それでもマスターする方法. こうな
ると、結論は「お手上げ」となってしまうのですが、それではさみしいので、現実的な対応を考えましょ
う。息子さんの場合、おそらく「時間をかければ理解できる、階段の段差を小さくし、段数を増やせば
マスターできる」と思.
CMで話題！フリマアプリ「メルカリ」は、スマホから誰でも簡単に売り買いが楽しめるフリマアプリです。
購入時はクレジットカード・キャリア決済・コンビニ・銀行ATMで支払いでき、品物が届いてから出品
者に入金される独自システムで安心です。
2017年1月6日 . ここで必要になるのは、理系のお勉強で必要になる数字センスや論理思考力で
はありません。むしろ、文系出身者が得意とする「コトバの裏を読むセンス」です。 たとえば読書など
をしていて、文章のニュアンスや行間から何かを想像することは、私のような論理アタマな人物は苦
手です(苦笑). この4.5人という数字も立派なひとつのコトバですから、 . この連載はもちろんですが、
最新刊『数字アタマのつくりかた』（三笠書房）もぜひチェックしてみてください。あなたの「苦手意識」
がきっと消え去ると思いますよ。
2009年1月13日 . プロローグ; 第1章 なぜなぜ坊やになろう! - 論理力1; 第2章 風が吹いても桶屋
は儲からない - 論理力2; 第3章 自分法則を発見しよう - 抽象力1; 第4章 パターン分けしてみよう
- 抽象力2; 第5章 難しい暗算はやめよう - 計算力1; 第6章 目安を知ろう - 計算力2; 第7章 早食
いは儲かる? - 計算力3; 第8章 とにかくやってみる - 実験力1; 第9章 同じ失敗を繰り返さない - 実
験力2; 第10章 終わりのない楽しさを味わう - 実験力3; エピローグ; おわりに. 正直、ビジネス書を読
み慣れている方には歯ごたえがなさ.
6 Jul 2009 - 8 min. ago; ChoshineChannel; 189 views. 左脳 理系 四ッ柳茂樹 インタビュー 著者
コンサ .
2016年8月13日 . 学び方を学べ』 第８回のテーマは、思い込み、先入観、固定観念をなくす、で
す。 多くの方が抱えている学習に関する問題のほとんどは、「思い込み」「固定観念」「先入観」を
無くすことで解決します。 心理学の用語に「認知バイアス」というものがあります。人が物事の情報を
受け取り、考え、判断する過程の中で、情報が正しく伝わらず、偏った思考や判断をしてしまう作用
のことで、論理的思考が必要な状況では、この「認知バイアス」が正しい判断を阻害してしまいま
す。認知バイアスには、 大きくは、統計的.
2009年1月21日 . 2009年1月に発売された「理系アタマのつくり方」（サンマーク出版）がネット書店ア
マゾンのランキングで、○総合２位、ビジネスジャンル１位○となりました！ありがとうございます！「理系
アタマのつくり方」ホームページはコチラから[su_row][su_column size=
理系アタマがぐんぐん育つ 科学の実験大図鑑. 理系アタマがぐんぐん育つ 科学の実験大図鑑. 冷
藏庫の食べもの、紙、ゴムバンドなど、 家にあるものでできる、楽しくて安全な28の実験。 試して、
触って、遊んで、学ぶ、実験の大図鑑。 ロバート・ウィンストン（著） 西川由紀子（訳）. 新星出版
社 2017年7月. Amazon · 紀伊國屋書店 · Honya Club · honto. フィボナッチ ─自然の中にかくれ
た数を見つけた人─. ジョセフ・ダグニーズ（文） ジョン・オブライエン（絵） 渋谷弘子（訳）. さ・え・ら書
房 2010年9月. Amazon · 紀伊國屋.
2010年2月18日 . 167『理系アタマのつくり方』 四ツ柳茂樹 初版2009年. 理系アタマ・・・ 「論理力」
「抽象力」「計算力」「実験力」. 文系アタマ・・・ 「営業力」「プレゼン力」「コミュニーケーション力」.
大事なのは両方の要素をバランス良く取り入れていくことを描いた物語. Dvc00003. eyeglass 概要.
あなたは理系タイプですか? それとも、文系タイプですか? この本でご紹介する「理系アタマ」とは、い
わゆる学校で区別される理系・文系とは少し違います。「理系アタマ」を構成するのは、ビジネスを中

心にあらゆる場面で「物事を体系.
2012年4月17日 . 四ツ柳 茂樹の「わかりやすい説明をするための『理系アタマのつくり方』」.
rikeiatama.gif. ・・・「理系」と聞くと、それだけで苦手意識を感じる方も多いです。 でも、安心してく
ださい。そのように感じる方はとっても多いので、今回のセミナーを企画いたしました。 理系スキルの
基礎から、どうやって仕事へ活かすのか、まで、 理系スキル入門編として、たっぷりとお話しします。
単なる"知識の量"よりも"知的生産力＝自分の頭で考える力"が問われる時代になって久しいです
ね。 確かに、フレームワークやらロジカル.
悩み解決 イメージ; 今回の解決ポイント. お悩みをお持ちの方はこちら. その他にもお客様の様々な
悩みをＮＴＴ東日本のソリューションで解決します · バックナンバー 一覧ページへ. 中小企業診断士
プロフィール 四ッ柳 茂樹（よつやなぎ しげき）. 株式会社OCL代表取締役。専修大学非常勤講
師、ITコーディネータ。 研究職・SEを経験後に独立。主に中小企業や起業家に対し、企業の独自
性を発揮するための知財・経営・IT戦略の支援を行う。顧客に合わせたやさしい教え方が好評で、
『理系アタマのつくり方』等著作も多数。
2013年5月18日 . 相談者の知識に合わせたやさしい教え方が好評で、とくに起業支援では、4年間
で相談数2,000件超。起業家支援サイト ドリームゲート最盛期に、相談数No.1を1,000日間以上
継続。 創業後まもなく2倍以上の売上を上げるネットショップを輩出するなど、活動中。 ITと「教え
る」ことに強いコンサルタントとして、起業・創業から、企業の経営やITシステム導入のサポートを中
心に行っています。著書「あたりまえだけどなかなかできない起業のルール」（明日香出版社）、「理
系アタマのつくり方」（サンマーク出版）.
3 日前 . 理系アタマ」になると、仕事ができるようになる理由. January 22, 2018 at 07:30AM更新
【外部リンク】 「理系アタマ」になると、仕事ができるようになる理由 . 『ビジネスで差がつく論理アタマ
のつくり方』（平井基之著、ダイヤモンド社）には、「カンタンな中1数学だけでできる！」というサブタイ
トルがついています。その根底に根ざすのは、中学1年生の数学に論理思考のエッセンスがたくさん
詰まっているため、僕たちはすでに論理思考を持っているのだという考え方です。 とはいえ、 .

http://ift.tt/2G4AJPp.
事例を交えて説明していきます。 ご自身の事業や考える企画に置き換えて考えて. みてください。
四ツ柳 茂樹. 株式会社ＯＣＬ代表取締役. NTT 研究所にて次世代ネット活用の研究を行い、２
年間で特許 12 件提出。独立後は、アイデア. や最新 IT 技術の知識を活かし、起業家・中小企
業に対し、企業の独自性を高めるためのＩＴ・経営・. 知財戦略の支援を行う。相談者の知識に合
わせたやさしい教え方が好評で、セミナー講師としても、. 北海道から沖縄まで各地で活動中。専
修大学非常勤講師。著書「理系アタマのつくり方」(.
タイトル. みんなで実験楽しく科学あそび 10 けっしょうづくり. 出版者, 偕成社. 出版年月, 2006.3.
内容紹介, 身近な材料を使って結晶を観察、つぎに結晶をつくり、自分の手と目で「規則正しい自
然」を体験します。食塩や砂糖の結晶を虫めがねでみた子どもたちは、その規則正しい形と美しさ
に、驚くことでしょう。 この資料に対する操作. カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補とし
て予約カートに追加します。 いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。 この
資料に対する操作. 電子書籍を読むを.

