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日本語音読養成講座とは
松永式音読メソッド「カタカムナ音読」の指導資格を得ることができる養成講座。資格取得

後、音読道場を開業できる。開発者である松永暢史から直伝指導。

欠席しても、ビデオ補講の受講が可能。

また、1期生は松永式「暗算・作文」メソッドについてもこの講座でレクチャーを受け、指

導資格が得られる。

現代版「読み書きそろばん」松永式の３つのメソッド

１日本語音読メソッド「カタカムナ音読」
松永式音読法は、今から２０年前、勉強ができない子を伸ばす学習法として生み出されまし

た。これは、国語能力の基本である「読む・書く」力の土台を築く画期的なメソッドです。

日本語の特徴である母音の発声から、古典の名文を古代から現代まで読み通し、日本語の良

文を脳にインストールします。識字障害や学習障害と認定された子でさえも、驚くほど日本

語が読めるようになることも。それほど日本語の能力が劇的に向上します。

２暗算メソッド「サイコロ学習」
サイコロ計算学習法は、算数や数学が伸び悩むお子さんのために開発した計算力向上メソッ

ドです。何才からでも始めることができます。やり方は簡単。開発した計算用のサイコロを

振って、出た数を暗算するだけ。

これは、ただ速く計算する力を養うだけではありません。数字をイメージする力を養い、ま

た、出た数字を因数分解して「できるだけ簡単に速く解く方法」を学びます。中学校の式の

計算も、根号計算も、因数分解も、驚くほど簡単にできるようになります。確率はもとよ

り、順列組み合わせ、微積分の学習にも大きく役に立ちます。つまり「数Ⅲまで学習する基

礎能力」を培うことができます。

３ 作文メソッド「抽象構成作文」
まずは一つのテーマに対して、思いついたことを次々にメモしていきましょう。できれば単

語だけでなく、そこに簡単な短い一文を添えてメモを作ってみます。 あとは出来あがった

メモを眺め、自分が良いと思った順番を決めて、つなぎ合わせるだけ。

音読によってリズム感が備わっているからこそ、作文もすらすら書けるようになります。

この３つのメソッドの指導法について本講座で学ぶことができます。
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EDORG（エドルグ） とは

EDORGとは

Education教育 × Organicオーガニックの造語

オーガニックは有機的という意味です。オーガニック野菜のように、本来生き物に使う言葉

ですが、教育も生き物のように、常に変化しつづけるものだと思うのです。

ある程度必要なシステムはあるものの、その子の持っている能力を最大限伸ばすために、さ

まざまにかたちを変えながらその子に適したかたちにすべきです。

均一で合理的な教育システムのために、枠にはまらない子を「間引き」するなんてことは

あってはなりません。

教育というと、どうしても授業や指導法で固めがちですが、それは最低限でいい。

あとはその子次第でカスタマイズできる教育。

そんな教育を目指したくて、EDORGエドルグと名づけました。

私たちの目的①

私たちの目的は、子どもの素質を活かすために、最低限これだけは学んでおきたい現代版の

読み書きそろばんである「音読・暗算・作文」メソッドを多くの人たちに伝えることです。

目的②道場ネットワークをつくる

松永式メソッドを以下のような人たちに広めたいと思っています。

・道場をひらく先生たち

・道場にはいる生徒たち　

全国・全世界にこのメソッドを教える先生がいて、道場を運営する。そしてその周りの子ど

もたちがひとりでも読み書き計算のボトムアップができることを願っています。

目的③国内外の日本語学習者に音読伝授

そして、このメソッドは何も子どもにだけ有効ではありません。大人も子どももそして海外

からの留学生にも効果的です。

日本語という言語の特徴を一から意識するのに、お父さんお母さんにもシニアにもそして留

学生にも伝授していきたいと思っています。
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こんな人にオススメ！

１自分の子どもに音読を教えたいお母さん・お父さん

音読や暗算が大切なのは分かったけど、どうやって教えたらいいのか？

そんなふうに保護者から相談を受けることがあります。

そんな方には是非養成講座に参加し、メソッドの指導の仕方を知っていただきたいと思って

います。そうすれば、自分の子どもに教えることができます。

そして、やり方が分かってきたら、周囲の子にさらに伝えることもきっとできるはずです。

また、お孫さんにメソッドを教えるために祖父母が養成講座に参加するのもウェルカムで

す。ご自分の脳トレにもなるにちがいありません。

２週末２時間、副業感覚で音読道場をひらきたい方

たとえば、道場を毎週１回開くだけで、月８万円稼ぐこともできるでしょう。道場を開くこ

とで、パートで働くくらいの収益を得ることができます。

また、サラリーマンが休日に道場を開くというのにも向いているでしょう。完全に教育に足

を突っ込むのにはリスクがある。でも、教育に興味があるという方にも是非道場開設はオス

スメしたいものです。幼い子から中高生の指導にまで役に立つこと間違いありません。

３顧客の裾野を広げるために音読道場をはじめたい個人塾経営

者

算数で読みまちがいが多い、国語の読解問題で述部の読み違えるなどで伸び悩む生徒を持つ

個人塾の先生たち。ぜひとも音読メソッドを子どもたちに試してもらいたいです。

基礎学力が不足している子を改善させる力がこのメソッドにはあります。

そして、音読道場を開くことによって、低年齢の生徒たちとの付き合いが広がるかもしれま

せん。その子たちとの信頼関係を築く時間が長くなることで、その後の受験指導にもいい結

果を与えると思います。
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受講案内

受講概要

受講対象 音読道場を開業したい方。自教室で副業として活用したい方。
自分の子や身近な子どもたちに日本語音読を教えたい方。

資格取得 日本語音読指導者資格。
暗算指導者、及び作文指導者資格も同時に取得可能。
※松永の他のメソッドである暗算・作文メソッドも指導法をレク
チャー致します。

講義数 １６回（各回６０～８０分）※指導テキスト・進捗状況によって時
間・回数変動します。

開催地 おひさまのおうち
（高田馬場駅より徒歩６分）
お申込み後、詳しくご案内いたします。

受講料(税込) ￥80,000(￥88,000)※最終試験料を含む。教材費別途必要。

開催日時 平日金曜１０時開催（４月８日スタート）

特徴 ・本部へのロイヤリティゼロ
・他塾・他業種と併用可能
・道場ネットワークで生徒とつながりやすい

担当講師 松永暢史：日本語音読法、サイコロ暗算法、抽象構成作文法といっ
た現代版読み書きそろばんメソッドを開発。
前田大介：一般社団法人EDORG JAPAN代表理事。開業のサポー

ト、音読道場研究会担当。

使用教材について

⑴音読テキスト

母音の発声から現代まで、使用文章についてまとめています。講座料金に含まれています。

⑵サイコロ暗算シート

暗算するときに覚えておくと便利な計算式をまとめたシートです。こちらも講座料金に含ま

れています。PDFで配布予定です。
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⑶動画教材

当講座は、オンラインとオフラインを融合したカリキュラムです。そのため、講義が始まる

前に、個人学習として動画で予習してもらうことで、より質の高い講座にしたいと思ってい

ます。

個人学習用として用意している指導者用動画を以下のリンクよりご購入ください。こちらは

講座料金に含まれていませんので、別途サイトでお支払いください。

取得できる資格について

当講座で取得できる資格は以下です。

⑴日本語音読指導者資格（日本語音読検定５級～準２級相当）

今後生徒向けに実施予定の音読検定５級～準２級に相当します。

当講座受講後、準２級合格者としての資格も同時に得ることができます。

⑵サイコロ暗算法・抽象構成作文法指導者資格

１期生は、サイコロ暗算法と抽象構成作文法の指導者資格も同時に取得できます。

取得後は、各自で音読道場・サイコロ暗算道場・作文道場を開業することができます。

受講料・その他の内訳

⑴講座料金 指導費 ￥67,000

音読テキスト代 ￥3,000

技能試験料 ￥16,000

認定証代 ￥2,000

小計 ￥88,000

⑵動画教材費 全動画いつでも視聴可能 5,500

⑶指導者研究会 月額登録制 ￥1,100
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講座カリキュラム
以下記載しているのが４か月間全体のスケジュールです。ただし、やむを得ない場合、日時

を調整することもあります。随時メールで日程をお送りするので、最新の講義日程をご確認

ください。

基本的に下記の曜日・時間で講義を行います。

回 講義日 開始時間 講義内容

1 ４月８日 １０：００ 開講式・音読の基礎発声

2 ４月１５日 １０：００ 古事記・万葉集・サイコロ暗算

3 ４月２２日 １０；００ 古今和歌集・サイコロ暗算

4 ５月６日 １０：００ 伊勢物語・竹取物語

5 ５月６日 １１：００ 土佐日記・枕草子

6 ５月１３日 １０：００ 源氏物語・更級日記・サイコロ暗算

7 ５月２０日 １０：００ 大鏡・梁塵秘抄・サイコロ暗算

8 ５月２７日 １０：００ 方丈記・平家物語

9 ６月３日 １０：００ 高砂・風姿花伝・抽象構成作文

10 ６月１０日 １０：００ 徒然草・サイコロ暗算

11 ６月１７日 １０：００ 本朝永代蔵・奥の細道・サイコロ暗算　

12 ６月２４日 １０：００ 東海道中膝栗毛・南総里見八犬伝・学問のすすめ

13 ７月１日 １０：００ 舞姫・にごりえ・抽象構成作文

14 ７月８日 １０：００ ソクラテスの弁明・その他擬古文

15 ７月１５日 １０：００ オンライン指導・開業について・抽象構成作文

16 ７月２３日 １０：００ 最終試験・閉講式（対面）
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講座学習のやり方
反転授業
この養成講座では、反転授業を取り入れます。

反転授業とは、個人で動画学習などで予習をして、実際に対面講義の際にディスカッション

から始めるという授業スタイルのことをいいます。

私たちの講座では、受講者が指導用に作成した動画を先に視聴し（春休み中に公開予定）そ

れから実際に音読してもらうところから講義を始めることで、より効率よく講義を進めよう

という狙いがあります。

ビデオ補講
万が一休んだ場合も、講座の模様を動画で補講することができます。

１回の講義のタイムスケジュール
先述のとおり、反転授業を取り入れており、タイムスケジュールも講義前の準備が必要とな

ることをあらかじめご承知ください。

講義前 個人学習で動画学習

次回扱うテキストについて、１音１音読み、スラスラ読みなど各読み方で個人学習

してください。

当日

５分 ペーパーテスト

松永独自のこれを知っておかなければ指導で困るという問題をみなさんに解答して

いただきます。

１５分 音読

各自の音読レベルをチェックします。

３０分 質疑応答

音読の仕方、指導法について積極的にご質問ください。

１０分 休憩

３０分 音読

各自の音読レベルをチェックします。

以上が、基本的な講義の流れです。ただし、使用テキストによって、時間は前後します。

8



資格取得フロー
申し込み

受講者用冊子、使用テキスト、お支払い先などをお伝えします。

　⇩
４月ー７月　１５回の講義＋最終試験

　⇩
講座終了・認定証授与

　⇩
指導者研究会（松永暢史教育哲学サロン）

指導者研究会は松永暢史教育哲学サロンでおこないます。そのためオンラインサロンへの入

会が必要となります。

研究会で各地の道場・指導者同士のつながりをもちながら、道場ネットワークを培っていき

たいと思っています。その後の指導法で困ったこともここで話し合うようにします。

また、必要であれば、開業サポート講座も別途開講予定です。

　⇩
道場をひらく
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よくある質問

▶子連れで参加することはできますか？

はい、可能です。むしろ推奨しております。親が音読しているところを子どもに聞かせるこ

とで、子どもが自然と音読できるようになることもあります。

▶オンラインで同時配信はありますか？

２２年春夏金曜クラスは原則対面のみです。ただし、後で録画視聴することはできます。

また、秋冬には遠方でも受講できる通信講座で開講予定です。オンラインでご希望の場合は

秋冬にご参加されるのをオススメいたします。

▶使用テキストは販売していますか？

４月以降販売する予定です。

なお、指導者養成講座にお申込みの方々には受講料のなかに教材費も含まれています。（動

画教材を除く）

▶暗算や作文は別で講座を開く予定はありますか？

あります。

特にサイコロ暗算について指導者向け講座を夏ごろ開講予定です。本養

成講座でひととおりやり方は学べますが、不十分だと思われる方はそち

らの講座への参加もご検討ください。

▶祖父母が参加してもいいですか？

もちろんです。音読に年齢は関係ありません。すべての日本語を使う

人々にマスターしてもらいたいと思っています。
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お問合せ先

一般社団法人EDORG JAPAN　（エドルグ・ジャパン）

〒167-0042

杉並区西荻北2-2-5平野ビル３階

電話番号（代表）03-6281-8745

メールアドレス　info@matsunagadojo.com

松永式道場LINE公式アカウント登録お願いします。

ここから友達追加➡ https://lin.ee/mXIAzPB
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