
　　　様々なアイデアを出しやすくします

頭の善い役立つ言葉

未来は？

誰でも勉強・学習等に役に立ちます！

人はどう思っているのか？

ブログＵＲＬ

http://kiri-h-nikki.seesaa.net/

ここで紹介したものは商品やサイト等の他人のものは

過去のものですので現在はどうなっているのかわかりません。

参考にして下さい。

ここに書いてある事を

読んだり眺めたりしながら

よく考えて見てください！

何度も見ると違ってきます

たまには少し時間を置いてから見て下さい

ブログをよくみるとさらに気付くとおもいます。
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　　　本の効率的な読み方

これは本でなくてもその辺にあるものでも

外でも中でもいいです。

これは普通１文字１文字見るか読むか、

ページを見るとか読むかのはずです。

黙読は普通いくつか種類があります。おおよそにいうと、

目で見る、目で読む、音を出さずに音で読む

この場合速度を上げるだけです。目でも音でも同じです。

次は、ページを見るほうですが、

始めはみえない場合があります。

これは全体を見て見えていくようにします。

リズムでもなんでもとどまり過ぎずに慣れていきます。

要するに見えればいいのです。

視点を近くにも遠くにもぼやけても

はっきりでも見えればいいのです。

集中ですが、これは疲れていると出来ません。

リラックスしたり休んだ時に軽い疲れが出てとれていきます。

力を抜いたりして、気持ちや筋肉や肌や内臓や神経や髪など、

それで何か行った時例えば普段は行わないような

疲れないことではやいことなど。音でも見るでも・・・

それで疲れが出ればだめです。ただある程度は慣れですが

ひどすぎる時は、健康や休みの方が優先です。

忙し過ぎる時は、飛ばさずに一つ一つゆっくりと、

力が入りすぎず時は力を入れずに、

力が抜ける時は疲れています。目の感じが違う時は、

他の何処かが違う時は気を抜きます。

そして、イメージでもなんでも自由に行ってみます。

他の五感等の感覚を他や同じもので

イメージして慣れたら連鎖させます。

様々なかたちでつなげていけばいいです。

フォルダ、光の球、ライン、楽譜、

色、音、におい、味、絵、数字、文字、記号など

網の目でも拡大でも縮小でも

中でも外でもそこでも他でもそれでもかまいません。

慣れたら立体に時間を入れて中身をつめます。

速くしたりゆっくりしたりします。

それとこの辺りで本をペラペラとめくっていって

見慣れてください。

慣れてくると後からまたはその時になんとなくわかってきます。



記憶でも出てくればいいです。

慣れるともっと出来てくるようになります。

この辺で速くしている可能性があるので

ゆったりに戻していきます。

その時にできれば問題ありません。それを休んでもやってみる。

または何かを見るだけでしてみる。

イメージや目を閉じたまま開けたまま、

設定からお話になりお話から設定にもなります。

１つ１つゆっくりでも高速でもいいです。

これは学習法の一つです。

スムーズにゆったりと居つきなく

スムーズリーに瞬間をフラッシュし続けて持続していき

軽くウェーブしながらそのまま波があっていく。

全体を０やマイナスからオンにする。

フラッシュ・コンティニュー・リーディング

理解できなくてもこれを目差します。

本で言えばぺラ～としたものが全て見え

後で違う形で同じものを暗記とは違い覚えることです。

出来ない場合は何度も行うと

慣てくるとパラパラめっくただけで見えてきます。

これを書店で行うと１コーナーが瞬間です。

何度も行けばすべてなんとなくでも解るようになります。

共感{覚）

自分である、他でない。自分であるが、他である。

他である、自分でない。他にやる、自分にある。

情報

知識があると。それがわからなかったり。伝わらなかったりすると

共有すると普通になり。発見ともおもわなくなる。

研究・開発　智は共有する

短期は少なく、交換を低く。改良する。中期は様々。

静める。長期は少なく、無く、気長に。

そして、短期と中期と長期をつなげるもの。



　　　素人でも出来る歌と楽器演奏のトレーニング

これは、ピアノだと指の位置が合わないといけないので

これだけは合わせます。基本はおなじです。

声と同じです。録音でも録画でも音でも

口の形でも手の動きでも確認します。気付けばいいです。

ついでに音も覚えていくようにします。音感です。

指は定型通りではなく自由もありです。

指の位置と音圧が大丈夫ならいけます。

応用は思いっきり自由です。

指が動き手が左右に素早く動いて

正確にタッチ出来ればいいのです。

これは、指一本から初めて少しづつだんだんと

増やしていきます。

どの楽器でも基本は同じです。

これは何処かで、

このトレーニングは初めはいい加減にみえてもいいので

手が動きを覚えた所でおもいっきり速く楽器なしで声なしで

イメージして机の上で演奏します。

音楽を流してそれに適当に合わせていきます。

指の使い方は考えられるかぎりすべて試してください。

手前に引くように弾く。

それを黒鍵盤と白鍵盤で弾く。

強く弾く。弱く弾く。

横に縦に上下に速く遅く弾く。

またはそのまま手を横にずらす。

またはそこにここに手を裏返す。

他に考えられるかぎりおこなう。

他の楽器も同じです。

声と同じです。

離す押さえる押す弾く震わすなど。

考えられるかぎりです。

声は、

声帯を使う他を使う。

息は肺とお腹を別に使い息をそのまま続ける。

コツは発声せずに音を声帯でだす感じで

お腹を使って鼻で呼吸します。



これは息継ぎが楽になれば問題ありません。

ここで逆式呼吸も少し練習しておきます。

お腹を引っ込めたときに吸い、緩めた時に吐く。

腹式呼吸もします。

お腹を緩めていっぱいにして吸い、緩めて引っ込めて吐く。

これには、本当は上下順式逆式があり

逆式も腹式も上下の動きがあり

それが逆の時があります。

全部で９種類。

それと下っ腹を合わせます。

また同じです。

難しいので無理はしないで下さい。

声を出すときに音が出る場所をイメージします。

口唇辺りの　中側　外側　上下　左右　前後　様々におこないます。

様々な位置、場所があります。やり過ぎないようにして下さい。

出来れば普通にして下さい。

ビブラートですがこれは

喉をふるわせる口をふるわせる唇をふるわせる肺をふるわせる。

自由におこなって下さい。

後は音の正確なイメージを忘れないようにして下さい。

これを半年から一年は行うと違ってきます。

この辺りで、キーの位置と弾く位置もあってきて、手も動くので

これを一回ゆっくりと音を出さずにイメージを楽器で行います。

音を出して

演奏しているうちに音が違うのに気付きます。

その場で直したほうがいいのですが、

忘れてしまう場合は後でなおします。

またはここでいったんイメージしてみます。

これは音が強力にないほうがいいのですが、

無理の時は音をききながら自分で編曲していきます。

いったんすることをかえるのもいいいですが、

時にはし続けたほうがいい時もあります。



アイデアというのは、

脳神経細胞のニューロンが動き初めた時に

変わりやすくなります。やりすぎると違い過ぎてしまいます。

さらに確定まで時間が掛かります。

変動は普通、私の場合は、１時間～１日でおこります。

確定は、６週間～３ヶ月です。普通は半年から１年でいいです。

体というのは季節で変わります。

血やリンパや神経などが違うのです。内と外が。

とにかくイメージでだけでも演奏出来て、

手や体が動きだけでも違ってきます。

定型にとらわれずに自由にのびのびと励んで下さい。

全て自由におこなうのがコツです。

プロになって正確になれば問題ありません。

ただし基本は絶対外さないようにして下さい。

演奏しない時は別です。

普通は意識して変化させない方がいいです。

意識しなくても変化がないほうがいいです。

天気というのは、時には違って感じます。

曇りなら、元気なら静かになり、静かなら憂鬱になる。

晴れなら、静かなら元気になり、元気なら疲れる。

雨なら、体にはいいが、在り過ぎるといらなくなる。

寒いと、静まる。

暖かいと、動き出す。

暑いと、疲れてかわる。

快適だと、元気に動き出し

また疲れてくる。

湿度があると、いらなくなる。

湿度がないと、ほしくなる。

快適だと、ときにちがう。

そんなところです。



　　　全ての健康の要点

ユーザー（人）

モデル（対象）

意図（操作入力）

状態（パラメーター、変数、ステイタス）

学習　決まり　動く　ルール（常識以外も）

行動評価　仕組み　倫理構造（道徳や宗教ではない）

失敗・成功　評価

（競争、勝つ、負ける、成功、失敗、　ではない）

攻撃　逃げる　支援　会話　チーム（戦争ではない）

思考　心　体の状態　動きの良さ　頭の良さ　（直感、論理）

一．頭の良いチーム

一．動けるチーム

一．体と心がほぐれているチーム

一．回復し続けるチーム（特に体！と心）

筋肉　開放、リラックス、力を抜く、

筋を伸ばす、関節を緩める　こと

（少し、揺すったり、振ったりする）

内臓強化　肛門、胃、腸、肺、など

内臓を動かす、（やり過ぎない事！）

血管、リンパ液を流す為に　体を揺すること（肌を撫でる）

肌、髪の毛、爪、顔などを撫でること

様々な事をそうぞうしてみること

なんとなく曖昧も感じたりもしてみること

脳のニューロンが動くイメージを

ほんの少しだけリアルにしてみる（本当に少しだけにすること）

色々つながって頭が良くなる

これは、結構疲れることを忘れないこと！

知らないうちに疲れが溜まるので注意すること

水は飲むこと！（練習中は潤う程度に一口含むだけにする！）

本当に少しだけ！唾でもよい！

内臓に血液がいきやすく痛みやすくなるので

運動のような血液が動く状態では注意すること！

激しい運動は、息が強くなるので、

肺と喉、口が痛みやすいです。

性をつかうとそのまま上に影響がでて連鎖していきます

武術だとこれを注意しています

一回栄養を入れてきって回復できるホルモン分泌をする



咽頭、前脳、後脳、胸腺、腎臓、耳の上、脇、

股の前の脇、足底、手、爪、髪、肌の辺りにある

後は脊髄や髄膜、リンパ、精髄などである

元気になる

共感覚、五感を違う五感でイメージしてみる

五感は、疲れは絶対とること！

脳の疲れも絶対とること！感情も！

特に耳やのどや目、肩、腰は疲れやすいので注意すること！

肩は寝ている時に枕に対する頭の位置と首にかかる

ので疲れやすいので寝る向きで変わります高さも関係あります

（首は）鍛えている時以外はやめること

　結構少しで疲れるので注意すること！

後は動かなくてもほんの少し浮いたり

動かすだけも体は鍛えられる（程々にして！）

座っていたり寝ていたりしたとしても

素早く、軽やかに、複数をその時に常に自然にしている

そして、ゆったり、ゆっくり、とその瞬間になっている

軽く波紋と波と円を意識します

後にはもっと経てば経つほどなってくる

素早くスムーズリーにクイックリーにそして

気持ちはスローリーに

ブレインはパラレルにフラッシュにコンティニューに

外にはわかりやすくシリアルにハッキリと

ナチュラルになっている

空気は足りないときに

力を抜いてゆったりと広く吸ったり吐いたりします。
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