
万
長
者

万
長
者
のの

億億ミラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
サ
プ
リ

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
サ
プ
リ

Billionaire mirror neuron supplement
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マインドセットがすべてマインドセットがすべて

あなたの遺伝子の細胞の
隅々まで浸透させる「思考のコンパス」
あなたの遺伝子の細胞の
隅々まで浸透させる「思考のコンパス」



【ご注意とお願い】 
  
いつも熱心に勉強してくださり、 
ありがとうございます。 
  
レポートをお読みになる前に、 
あなたに一つお願いがあります。 
  
村上先生が 
  
「脳がスポンジ状態の 
　寝起き時に音声を聞くのがベスト」 
  
と言われるように 
  
”毎日、寝起きに音声を聞きながらレポートを読む” 
  
これが最強の学習方法です。 
  
もちろん、全ての方に実践できる 
ことではないと思います。 
  
ですが、実践可能な方は是非 
最強の学習効果が得られる 
この方法を実践していただけたらと思います。 
  
また、音声を聞かずにレポートだけ読むのは 
学習効果が半減してしまいますので 
可能な限りやめていただきたいです。 
  
音声を聞く環境を作るのが 
難しい方はこの限りではありません。 
  
是非、実践していただけましたら嬉しいです。 
  
いつも熱心に最後まで 
ご確認して頂きありがとうございます。 
  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネオ作家スクール運営事務局 
  

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第１号　マインドセットがすべて 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「マインドセットがすべて」です。 
 
「お金持ちになりたい」 
 
「毎月、旅行に行きたい」  
 
「海外に住みたい」 
 
「人間関係良くしたい」etc.. 
 
今、あなたは色んな思いや目標を持って億万長者の 
ミラーニューロン音声を聴いていると思います。 
 
「マインドセットがすべて」と言われても 
今はピンと来ないかもしれません。 
 
ゼロから伝えていくので安心してくださいね。 
 
「今すぐに稼ぐ方法」 
 
「今すぐに素敵な恋人とお付き合いできる裏技」 
 
そういったノウハウやテクニックを 
あなたも聞きたいと思います。 
 
でも、そういったテクニック以前に 
マインドセットを叩き込まないといけません。 
 
マインドセットは覚えるというより、 
「叩き込む」という表現が適切です。 
 
あなたの遺伝子の細胞の隅々まで 
浸透させるというイメージですけど、 
 
マインドセットがあれば今後、 
テクニックやノウハウを買う必要がなくなります。 
 

 



高額で売られているテクニックやノウハウが 
たくさんあると思います。 
 
実は、そういったものの全ては 
マインドセットができてる人が普通に行っている事です。 
 
つまり、マインドセットさえ覚えれば、 
１円も使わずにどんどん収入を増やせるし、 
あなたが２４時間３６５日自然にやってる行動を 
まとめるだけでノウハウ販売側に回ることができます。 
 
ですから、巷で売られている高額商材よりも 
物凄く価値が高いです。 
 
今日から毎朝３分ぐらいの音声を話していきますが、 
なるべく朝に聴いてほしいです。 
 
朝というより寝起きが１番です。 
 
寝起きというのは脳が一回リセットされて 
スポンジのようになっている状態です。 
 
一番物事を吸収しやすいタイミングなので 
一番大事な学習こそ、朝起きたら 
真っ先にやるようにして下さい。 
 
夜型の人は夜に聴いても大丈夫です。 
 
夜でも寝起き時の脳がスポンジ状態に 
なっている時に必ず聴いてください。 
 
繰り返しますが、マインドセットがあれば 
今後あなたはテクニックに１円も無駄金を払わずに済んで、 
テクニックを教えたり売る側に回れます。 
 
搾取される側を卒業できるのがマインドセットです。 
 
是非、一個ずつ確実に浸透させていってほしいのです。 
 
「わかりました、村上さん。 
 
　マインドセットが超重要なのですね、 

 



 
　でも、そもそもマインドセットって何ですか？」 
 
マインドセットは『思考のコンパス』と思ってください。 
 
毎日毎日僕らは何千何万という決断をしています。 
 
朝起きて、 
 
「何食べようかな？・・」 
 
「どの靴履こうかな？・・」 
 
「靴下は何色がいいかな？・・」 
 
「ワイシャツはどれがいいかな？・・」 
 
「ネクタイは今日どれにしようかな？・・」 
 
毎日毎日すごく迷いますよね。 
 
この迷いが深いほどエネルギーも消費します。 
 
そういった何千という日々の決断の時に 
マインドセットがあれば、幸せな成功者の方向に 
ブレずに一直線で向かうことができるようになります。 
 
 
マインドセットは土台です。 
 
全ての基礎であり基本です。 
 
 
 
一例ですが、 
 
スカイツリーは高さが 
600メーターもあります。 
 
このスカイツリーの基礎はどのぐらい 
あるがご存知ですか？ 
 

 



60メーターもあります。 
 
１/１０も基礎があるわけです。 
 
スカイツリーに限らず、家とか建物を 
作っている瞬間を見ると、基礎を作ったり 
土台を作っている時間の方が圧倒的に長いわけです。 
 
順番的にもまず、土台を作ってから上を建てますよね？ 
 
上のビルとか上の家を建ててからその後に 
基礎を作ったり水道を掘ったりはしないですよね？ 
 
土台を先に作ってからその上に建ちますよね。 
 
そして土台がしっかりしてれば、上にどんなビルを 
建てても地震で崩壊することはありません。 
 
逆に土台や地盤がしっかりしてなければ、 
グラグラと崩壊してしまうわけですね。 
 
マインドセットはあなたの土台であって 
 
今後、迷子になった時に一瞬でどっちに 
進めばいいか分かるコンパスです。 
 
これから僕自身が４０年以上かけて考えて 
「これはいいな」と思った 
宝物のマインドセットを話していきます。 
 
僕自身もマインドセットがなければ 
常に迷子になってここまで上手くいってなかったです。 
 
「お金持ちになりたいな」って思ったら 
まずマインドセットを学べばいいですね。 
 
「コピーライティング学びたいな」と 
思ったらマインドセットから入ればいいし、 
 
「人間関係良くしたいな」って思ったら 
マインドセットから入ればいいんです。 
 

 



テクニックは今後、自然に生まれるようになる 
ので心配しないでください。 
 
今日から、毎朝３分ぐらいの音声をお届けします。 
ただこれを毎朝、聴いていくだけで、 
 
「リアルな億万長者思考」をマスターでき、 
「人間関係」が良くなったり、 
「健康」になれる大切なマインドセットです。 
 
毎朝、一生懸命、録り下ろし音声を作成して 
送っていきますので、ぜひ、 
「一緒に、進化して成長していけたらな」と思います。 
 
今回第一号のテーマは「マインドセットがすべて。」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
ノウハウを学ぶより先にマインドセットを 
学ぶことがお金持ちになるために必要だと言うことが 
勉強になりました。 
 
これから、土台をしっかりするため、 
日々の音声を聞いて遺伝子の細胞の隅々まで 
浸透させて行きます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
朝起きてすぐ聞いた方がいいんですね、 
明日からそうします。 
 
「テクニックはマインドセットが 
　できてる人が自然にやっていること」 
 
「なんでもまずはマインドセットから 
　学ぶ。テクニックは後からついてくる」 
 
本当にその通りですよね。 
 
昔はマインドセットというと 

 



根性や気合い、といった意味だと思っていて、 
役に立たない精神論だと思っていたのですが、 
ここ数年でその重要さをひしひしと感じています。 
 
『思考に気をつけなさい、 
それはいつか言葉になるから。 
 
言葉に気をつけなさい、 
それはいつか行動になるから。 
 
行動に気をつけなさい、 
それはいつか習慣になるから。 
 
習慣に気をつけなさい、 
それはいつか性格になるから。 
 
性格に気をつけなさい、 
それはいつか運命になるから。』 
 
私が好きなマザーテレサの言葉です。 
マインドセットに気をつけて、 
これから3ヶ月間ネオ作家スクールで学んでいきます。 
 
今年の4月から新社会人になりましたが、 
単調な毎日の繰り返しで、 
この先ずっとここで働く未来は見えません。 
 
3ヶ月後に自動で100万円/月入ってくる 
仕組みを作って今の職場を辞めるのが目標です。 
 
その後はずっと行きたかった海外に留学したいです。 
 
このプロジェクトにとてもわくわくしています。 
頑張りますのでこれからどうぞよろしくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
正直言うと、また、マインドか… 
と思っていたのですが、違うお話の中で、 
 
お客さんはものを欲しがっているのではなく、 
結果を欲している。 
販売しようとするものは、壁である。 
 
というのを聞いて、すごく納得できたし、 
本当に腑に落ちたのです。 

 



 
だから、村上さんがマインドと言われるなら、 
 
それが備わっていないと失敗する何か、 
私のわからないものが、 
その奥にきっとあるんだ、 
という気持ちになっています。 
 
すごく素直に聞けています。 
 
毎日、頑張りますので、よろしくお願いいたします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２号　成功=ミラーニューロン 

 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは「成功=ミラーニューロン」です。 
 
スポーツ、勉強、芸術、ビジネス・・・ 
 
もちろん「お金儲け」でも良いですが全分野で 
一番大事なポイントがミラーニューロンです。 
 
「ミラーニューロン（特殊な神経細胞）とは何か？」 
 
僕たち人間は「環境」や「周りにいる人」に 
カンタンに影響されます。 
 
口の悪い人と一緒にいたら 
いつの間にか口が悪くなります。 
 
周りがネガティブな人ばかりだと 
自分もネガティブになります。 
 
影響されるレベルではなくて、 
脳みそレベルで感染して 
浸食されるぐらい本当に怖いです。 
 
そして、強烈です。 
 
「年収一千万になりたい！！」 
 
という人は年収一千万のサークルに 
入れば自然に年収一千万になれます。 
 
「えー、そんなの信じられません」 
 
と思うでしょうが、 
 
僕自身もミラーニューロンを 
一番恐れていて、 
 

 



脳ミソが簡単に影響を受けるので 
付き合う人をすごく選んでいます。 
 
クリエィティブになりたかったら 
クリエイティブな人の集団に入って 
ずっと良いミラーニューロンを浴び続けます。 
 
逆に自分が 
 
「落ち込んでる時」 
「暗い時」 
「自分の性格が嫌な時」は 
 
周りにそういう人がいるので、 
悪いミラーニューロンを避けるために 
そこから逃げたり、その悪い環境に 
近づかないようにずっとやってきました。 
 
特に、 
 
「これから成功するぞ！！」って 
 
スタートダッシュをかける時は 
ミラーニューロンを徹底する必要があります。 
 
僕自身も、昔の友達と連絡を絶ったり、 
メンターのセミナーに参加したり、 
 
自分が尊敬する人の音声を毎日聴いて 
良いミラーニューロンを浴びるよう 
自分の環境を整えました。 
 
多くの人はミラーニューロンを意識しないで 
どん底の悪い環境で成功しようと頑張ってますが、 
はっきり言って難しいです。 
 
成功やお金は『環境』が引き寄せます。 
 
「成功してからいい環境にしよう」 
「成功してからいい家に住もう」 
 
そうじゃないです。 

 



 
「いい環境にいれば自然に成功やお金が引き寄せられます」 
 
順番が逆です。 
 
先にいい環境を作って 
いいミラーニューロンを浴びましょう。 
 
僕も起業の時は携帯電話を「ボキッ」っと 
折って昔の友達と縁を切りました。 
 
その時は正直、寂しかったです。 
 
でも、だいたい人間は一週間もすれば慣れます。 
長くても一か月で慣れて普通になります。 
 
色々と経験して僕自身、気付きました。 
 
「本当に大事な人はいずれ絶対に戻ってきます」 
 
僕が昔、縁を切った友人たちとは今は新年会をやったり、 
いつの間にか昔のように戻っています。 
 
「この人、大切だな」 
って人だけが戻ってきて 
 
「この人はマイナスだな」 
って人はいなくなります。 
 
最初は、気合入れて遮断しないと 
「なんとなく切れるかな～」では難しいんで 
 
完全に縁を切ったり、 
携帯電話の番号を削除したり、 
ラインをブロックしたり・・・ 
 
そこまで徹底しないとダメです。 
 
あとは、文字からも感染するので 
普段、詐欺メールマガジンとか読んでたら 
全部解除して、変な情報を遮断する必要があります。 
 

 



でもこういう話をすると、 
 
「家族はネガティブだし、会社の同僚も悪口ばっかりで 
 
　環境を変えたいけど、すぐに仕事をやめられないし、 
 
　極端にはやれません」 
 
って言う人がいます。 
 
その場合はなるべくその人たちとの時間を減らして 
良いミラーニューロンを浴びる癖をつける。 
 
メンターや尊敬する人の音声を聴いたり 
そういう人の本を読んだりする時間を増やして、 
 
飲み会とかネガティブな話を 
聞かされる時間や場所を少しずつ避ける。 
 
だから僕も当時、彼女が凄くネガティブだったんで 
 
「日雇いで２時間バイトしてくるよ・・」 
 
ウソをついて家を出て、お金がないから 
公園のブランコに座ってメンターの音声を 
聴きながらノートをとっていました。 
 
そういうふうに自分で徹底して遮断しました。 
 
少しずつでもいいんで 
悪いミラーニューロンを浴びる時間を減らして、 
 
良いミラーニューロンを浴びる時間を 
５分、１０分って増やしていけば 
 
いつの間にかあなたは 
 
「成功する体質・遺伝子」 
 
になっています。 
 
なので是非やってみてください。 

 



 
今日のテーマは「成功=ミラーニューロン」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
スタートダッシュを決める特に最初が肝心なのですね！ 
 
脳がリセットされた朝の新鮮な状態の中で 
村上さんの音声を聞いて 
脳に染み込ませていきます 
 
「成功してから環境を整えるのではなく 
良い環境を整えるのが先」 
 
心に響きました！ 
 
億万長者のミラーニューロンが 
毎朝5時からスタートしていただけるので 
 
私にとりましては 
家族がまだ寝ていて 
 
心身ともにフレッシュな状態で 
集中できる環境が作れますので 
皆様には感謝いたします 
 
これから 
成功を引き寄せる体質に進化をしていきます 
 
村上さん 
今日もありがとうございました 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
今まで現状の人間関係から逃げることは 
悪だと思っていましたが、 
 
悪いミラーニューロンを避けること 
そして、良いミラーニューロンを浴びること 
が大事なことだとわかりとても安心しました。 
 
自分の場合は、 

 



今の仕事で変なクレーマーの相手を 
しなければいけないことがあり、 
 
人間関係を選べないことに 
大きなストレスを抱えています。 
 
ネオ作家スクールで良いミラーニューロンを浴びまくり、 
幸せなお金持ちの仲間に入っていくことを目標に頑張っていきます。 
 
また、ウェルスダイナミクス診断をしたのですが 
ロードとアキュムレータの傾向が深く表れました。 
 
以前、村上さんの周りにはこのタイプはあまりいないと 
聞いていたので、自分が仲間入りできたら面白いかなと思い、 
モチベーションにして頑張っていきます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
ミラーニューロンという言葉を 
聞いた時から感じていたイメージとは、 
全く違うことがわかりました。 
 
まるでウイルスのような、 
伝染病のような扱いをして、 
自分から遠ざけているのだとわかりました。 
 
やはり、ここまでしないとダメなのか、 
と、かなりの驚きを隠せません。 
 
やってみます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
ミラーニューロン・・ 
 
たしかに、 
染まりたいとは思わない人達ばかりが、 
今は周りに多いです。 
 
もっと意識的に、 
感染したい！と本当に感じる人達ばかりと 
接するよう 
更に更に心掛けます！ 
 
本気で意識しないと 
今まで通りの人とばかり 

 



接することになってしまいますから。 
 
本気でブレーキを掛け、 
ハンドルを切ります。 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第３号　フォーカスを絞れ 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「フォーカスを絞れ」です。 
 
フォーカスとは「一点集中」のことです。 
 
僕たちは色んなことを同時に起用にやったりしています。 
 
でも、それだとパワーが出ません。 
 
お祭りの水風船を想像してみて下さい。 
 
水風船に小さい穴を何個か開けたら 
その小さい穴から水が「ピュピュッ」と出ますよね。 
 
でもそれだと水圧（パワー）が弱いですよね？ 
 
大きい穴だとどうでしょうか？ 
 
一瞬で破裂して「ドバッ」と水が出ると思います。 
 
一点集中のパワーはすごく大事です。 
 
インターネットが世界に普及する前の時代、 
産業革命で車を作った人とかすごい 
イノベーションを起こしましたよね。 
 
１００年前と今ではほんとに時代が違います。 
 
「なぜ昔の人が、今の人よりイノベーション 
　を起こし、偉業を成したのか？」 
 
それは「フォーカスを絞る能力」が高かったのです。 
 
インターネットが無かった時代は付き合う人も絞られています。 
 
本もアマゾンで手軽に「ポチッ」とは買えないので 
一冊読むのに時間をかけていました。 
 

 



何かビジネスをやるにしても 
インターネットで広告が飛んできたり、 
メルマガが飛んできたりという誘惑が少なかったですよね。 
 
今は情報量や誘惑が多すぎます。 
 
街を歩けば看板があり、 
「看板の数＝誘惑の数」です。 
 
その誘惑を避けるように僕らは無意識にパワーを使っています。 
 
メルマガが飛んできてそのタイトルを見て 
「ビクン」と反応するだけでもエネルギーを消耗します。 
 
目に入ってくるだけでもエネルギーは消耗します。 
 
今は本当に「便利な時代」ですけど 
自分自身でフォーカスを絞らないと全然パワーが出ないのです。 
 
今あなたが、 
 
「メルマガ」 
「ライン」 
「〇〇サイト」 
「ユーチューブ」 
「広告、看板」etc.. 
 
こう言った誘惑にさらされていると思います・・・・。 
 
江戸時代の何千、何万倍という誘惑が 
毎日、押し寄せていることを自覚してみてください。 
 
僕たちの体は進化についていってないので 
自分でフォーカスを絞らないといけません。 
 
お金を儲けると決めたら、お金儲けをしてください。 
 
他の誘惑は半年や一年遮断してください。 
 
メンターやノウハウもそうです。 
 
「この人だ」「このノウハウだ」と決めたら 

 



それ以外のものは見ないことですね。 
 
「９８％とか９９％くらい信じてます！ 
 
　でも１～２％は他の事に興味があります！！」 
 
こういうのが一番良くないです。 
 
思いっきりフルスイングで１００％になるか 
やらないのであれば０％になるか、です。 
 
もう０か１００しかないです。 
 
「ビジネスで稼ぐと決めたら、ビジネスで稼ぐ」 
 
「この先生と決めたら、その先生についてきく」 
 
完全にフォーカスを絞る事を意識しないと 
あながの大事なエネルギーとかパワーとかお金が 
吸い取られてしまいます。 
 
是非、一点集中して完全にフォーカスして 
「ドカン」と思いっきりパワーを使い 
毎日前進していってください。 
 
今日のテーマは「フォーカスを絞れ」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
今朝もミラーニューロンの音声をありがとうございます。 
フォーカスを絞るということですが、 
自分はつい最近まで実践に移せていませんでした。 
しかし、ようやくできるようになって 
ココナラで初印税を得ました。 
 
初印税を得てからは本当の意味で 
フォーカスを絞れるようになっています。 
必ず成功させます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 



『看板の数 = 誘惑の数』 
 
広告の刺激が目に入ってくるだけで、 
意志力を奪われてしまうというのは、 
とても納得できました。 
 
というのもロンドンは、 
都市の外観の統一感を大切にしているので、 
東京や大阪に比べると、看板の数が圧倒的に少ないのです。 
 
そのせいか街を歩いていても、 
日本にいた時に比べて疲れがとても少ないですね。 
 
貴重な意志力の漏れをとにかく減らして、 
必要なタスクに集中投入する「フォーカスするスキル」を磨いていきます。 
 
本日も素晴らしい気付きをありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「フォーカスを絞れ」というテーマで 
 
情報や広告などたくさんの選択肢があると 
 
エネルギーを吸い取られて 
パワーが発揮できないということですね。 
 
98パーセントでやり 
2パーセントで迷うのが 
一番辛いというのは本当にわかります。 
 
やりきるか一切やらないかの方が 
スッキリするんだなと最近は思います。 
 
今の会社員の仕事に行くだけで 
エネルギーは消耗します。 
 
例えば、満員電車で疲れた人達の 
ミラーニューロンを浴びたり、 
人や文字情報で溢れかえった職場に八時間以上いたり… 
 
本当は早く、この環境から出たいと思いつつも、 
自分のコンフォートゾーンが 
会社員や安定した収入なんだと感じます。 
 
ですが、そう思うのも過去のお金のイメージ・ 

 



仕事のイメージによるものなので、 
 
じっくりと犯人を見つけ許すエクササイズに 
取り掛かろうと思います。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「人間の進化はインターネットの発達に伴う 
  情報量の増加について行けてないから、] 
   フォーカスを絞る必要がある」 
 
「決めたらやりきること。 
  98%が一番つらい。0か100かしかない」 
 
器用貧乏というか、あれもこれも 
手を出したがるタイプの自分には耳が痛い話でした。 
 
できるだけ色々やった方がいい、 
という価値観を持っていましたが、 
結局それで何か胸を張れる成果を出せたかというと、 
浅く広くどれも中途半端に終わってしまった気がします。 
 
今までの情報商材販売者のことは、 
詐欺だとは思いませんでしたが 
正直あまり信じきれておらず、 
全力で取り組むことができませんでした。 
 
けれど村上さんのことはとても信頼できる方だなと感じたので、 
あとは安心してカリキュラムについていくことに集中します。 
 
このミラーニューロンサプリメールに 
感想をアウトプットすることは日課にします。 
 
村上さんと事務局の方々が読んで良かったと 
思えるようなメールにしたいです。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
　 
 
 
 
 
 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第４号　完璧主義に逃げるな 
 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは「完璧主義に逃げるな」です。 
 
多くの人は 
 
「なるべく完璧にしたい」 
 
「完全に仕上げてから世に出したい」 
 
としっかり準備をします。 
 
今、特に時代はスピードも速いので 
完璧を目指したら何も達成できません。 
 
僕らは学校の義務教育で１００点を 
取るのが正しいと育てられてきました。 
 
「完璧にする」 
 
「準備をしっかりする」 
 
こういうのは義務教育の良くない洗脳です。 
 
これはビジネスの世界では正しくないです。 
 
例えば 
 
「年収一千万稼げたら成功で完璧だ」 
 
「年収一億円稼げたら成功で完璧だ」 
 
「年収は低くても好きな人と 
　毎日一緒にいればそれで成功で完璧だ」 
 
成功や完璧の定義は人それぞれですよね。 
 

 



つまり、完璧主義を目指すのは 
そもそも存在しない架空の蜃気楼を目指すも同然なので、 
はっきり言えば「逃げ」です。 
 
「もっと準備してから・・・！」 
「もっと完璧にしてから・・・！」 
 
と言う人は特にサラリーマン経験が長い人に多いです。 
 
何かビジネスでスタートする時というのは、 
何かしら目に見えて結果が出ます。 
 
例えば、 
 
「セールスレターを書いて出す・・」 
「商材を販売する・・・」 
 
売れるか売れないかなので数字で証明されます。 
 
僕もいまだに商品をリリースする時は怖くて 
 
「売れなかったらどうしよう・・」 
 
「売れなかったら恥ずかしい！」 
 
色んな気持ちが働くので 
 
もう少し準備してとか、 
もう少し完璧にとか、 
 
なかなか自分のセールスレターを 
出せないことが多いです。 
 
そういう気持ちが自分にもあるので良く分かります。 
 
多くの人は、 
 
「ノウハウをたくさん買って勉強して～」 
 
「しっかり準備を整えて完璧にして～」 
 
「コピーライティングをマスターして～」 

 



言い訳を作り引き延ばしています。 
 
自分の実力を見たくないからです。 
 
あなたは完璧主義に逃げないでほしいです。 
 
もちろん、無計画に 
無鉄砲に何でもやれとは言いません。 
 
ある程度は計画を練る必要がありますが 
 
特にゼロイチで稼ぐ、ゼロから一億円ぐらい 
まではほぼ無計画でいいと思います。 
 
とにかく失敗しても上手くいくまで 
やり続けていれば絶対に最後は成功できます。 
 
何かクレームや問題があったらすぐに改善する。 
 
１人～３人の会社だったらすぐに改善できますよね？ 
 
大きい会社になったらそれは出来なくなるんで 
小さい会社で１億くらいまでは、 
問題があったらすぐに改善するという感じですね。 
 
とりあえず思いついたら出してみる、 
販売してみるというペースが必要です。 
 
ほとんどの完璧主義者や用意周到な人は 
心の底では現実を直視できなくて逃げている人ばかりです。 
 
これからは是非「不完璧主義」で 
どんどん進んで行ってほしいなって思います。 
 
今日のテーマは「完璧主義に逃げるな」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「完璧主義に逃げるな」 

 



 
自分にも当てはまる内容でした。 
 
何か行動を起こす時、準備が出来てないと 
失敗したらどうしよう。などと、 
 
起こってもいない事に心配して行動ができないと 
悪循環になってはいけないと感じました。 
 
「完璧主義に逃げるな」 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「完璧主義というのは、自分の実力が数字で 
  評価されてしまうことへの恐怖からの逃避である」 
 
というフレーズは、 
現在の自分にとてもよく当てはまっていて、 
胸の奥にぐさっと突き刺さりました。 
 
これからは感想などのアウトプットも、 
今回のように60%くらいの出来で、 
どんどん提出することに決めました。 
 
シンプルですが、深い気付きを得られました。 
 
これからもマインドセットサプリを楽しみにしております。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「完璧主義に逃げるな」 
　正に、自分に対して言われている感じでした。 
 
本当にその通りで、知り合いに知られたら恥ずかしいから、 
自分で納得してからにしようとかという気持ちが最初にあり、 
初めの一歩が踏み出せないことが多々ありました。 
 
村上先生有り難うございます。 
 
取り敢えず踏み出してみる、そんな勇気をいただきました。 
最後までついていきますので宜しくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第５号　他人の夢から覚めろ 

 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは「他人の夢から覚めろ」です。 
 
多くの人に 
 
「あなたの夢は何ですか？」 
 
「あなたの成功は何ですか？」 
 
こう聞いたときに返ってくる回答は 
どこかで聞いた話が多いです・・・ 
 
例えば、 
 
「六本木ヒルズに住みたい！」 
 
「高級車が欲しい！」 
 
「世界中を旅したい！」 
 
という願望もそうだし、 
 
「年収一千万になりたい」 
 
「年収一億になりたい」 
 
というきりのいい数字・・・。 
 
これらも自分の本心ではなく 
テレビやネットで聞いた言葉を 
パクっているだけですよね？ 
 
他人の夢をパクって力なんて出ませんし、 
 
キリのいい数字を言う人が 
上手くいった試しを見たことがありません。 
 

 



欲しいものがある時は 
１千万円ピッタリには絶対なりません。 
 
僕が企業した時は恋愛商材から始めて 
その時の目標が1111万○○○○円で 
かなり端数がでてました。 
 
なぜかと言うと、稼ぐ目的と金額が明確でした。 
 
「メンターのセミナー代、 
　200万円をどうしても貯めたい」 
 
「同級生の月収の倍の金額を稼ぎたい」 
 
「彼女にちゃんと生活費を渡したい」 
 
計算したら1111万円でした。 
 
おもしろいけど最後の位だけ少しずれてて 
「千何百何十万」まではほぼピッタリで 
目標額を稼いだんです。 
 
目標を立てる人は多いですが、 
「なぜ稼ぎたいか？」という裏の目的を 
しっかり考えている人は少ないです。 
 
例えば 
 
「年収一千万稼ぎたいです！」 
 
という人に 
 
「なんで稼ぎたいんですか？」 
 
と聞くと、こんな返答です。 
 
「家族をハワイ旅行に連れていきたいです」 
 
家族をハワイ旅行に連れていくのは 
2～30万あれば4泊5日くらい余裕でできます。 
 
ハッキリ言って年収一千万要りません。 

 



その人は既にハワイに行ける金額を稼いでいます。 
 
他にも、 
 
「年収一千万になりたいなぁ」 
 
「年収一億だったら恰好いいなぁ」 
 
「六本木ヒルズに住みたいなぁ」 
 
他人の夢を自分の夢だと思い込んでいるので 
パワーが出ないのです・・・。 
 
これからあなたが目標を立てるときは 
他人の目標ではなくて、 
 
”あなたが本当に叶えたい、 
　心の底から湧き出た” 
 
あなたの夢から生み出された 
目標を持ってほしいです。 
 
本当に多くの人が他人の夢に生きています。 
 
だからパワーが出ない、だから叶いません。 
 
自分の夢をちゃんと見つけた人は 
心の底から出た『心の声』を聞いて 
確実に夢を叶えます。 
 
もし、あなたが今、 
 
「夢が叶わない」 
 
と思っているならおそらく 
他人の夢を生きてしまっています。 
 
あなたの心の奥底に眠っている 
夢や目標や目的を見つけて 
コミットメントしてください。 
 
今日のテーマは「他人の夢から覚めろ」でした。 

 



 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
自分の今までを振り返っても 
誰かの夢のパクリをすれば、 
今ある悩みが解決すると思っていた時期がありました。 
 
当然、途中でモチベーションがズルズルと 
減退し、自分はやっぱりダメなやつだと思っていました。 
 
反対に人生でうまくいったときは、 
これでもかと言うくらい、 
目的がはっきりしていました。 
 
同時にエゴむき出しでした。 
 
絶対にモテたくて日本で上位５パーセントの大学に合格出来たり… 
 
自分を受け入れてくれる優しくて可愛いパートナーと出会えたり… 
 
それくらい自分本位な夢の方がいいのでしょうね。 
 
今回のネオ作家では、 
 
・自分の内面世界を繊細に表現できるようになりたい 
・コピーライター集団に入って、質のいい繋がりが欲しい 
・法人化が必要なくらい稼いで、友人に自慢したい 
 
という自分自身の中から湧き出た目的があります。 
 
旗を立てることには成功したので、 
今日も成功の土台作りに楽しく励んでいこうと思います。 
 
明日もよろしくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
まさに自分は信念を持ってやりたいことが 
あったわけでもなく、 
大学も親の期待や世間体を気にして選び、 
他人に流されて今まで生きてきてしまいました。 
 

 



社会人になって1ヶ月が過ぎて、 
心からわくわくする瞬間というものはなく、 
「なぜ自分はここにいるんだろう？」 
と違和感しかありません。 
この先ずっとここで働く想像もできません。 
 
先日初任給が振り込まれていましたが、 
その数字に全く実感がなく、 
なんだか他人事みたいでした。 
 
学生時代と比べれば比較にならないくらい 
大きな額ではありましたが、 
全く感慨が湧かなくて、 
特に何もできていないのにポンとこの金額が 
与えられて少し戸惑うと同時に、 
自分の人生の値段が他人によって 
つけられてしまったような 
なんとも後味の悪い気持ちになりました。 
 
「誰でも最初はつらいから」 
「仕事はそういうものだよ」 
「好きなことだけして生きていけるわけない」 
「世の中がわかってない単なる甘え」 
 
医師は世間的には恵まれた職業のひとつ 
だということは理解しているので、 
私が「辞めたい」と言ったとしても、 
絶対にわかってもらえないだろうし、 
 
上記のようなことを言われるであろうことは 
痛いほどわかっています。 
 
でも、 
しょうがない、と自分を納得させて、 
妥協しながら、違和感から目を背けながら、 
このままここに居続けたら、 
死ぬ時に絶対後悔すると思いました。 
 
なぜお金が必要なのか、と聞かれたら 
今の仕事を辞めるためです。 
具体的な金額としては、 
医師の年収(1200万)よりも稼いで 
親や友達を納得させたいからです。 
 

 



心の底からやりたいことがすでに具体的にあれば 
親や友達もわかってくれるとは思いますが、 
私は今、本当にやりたいことを探すためだけに 
目の前の安定な道を捨てようとしています。 
 
親や友達に心配をかけて、 
けんかして、悲しい思いをさせるのは 
本意ではありません。 
 
それに、ここで稼げなかったら、 
誰も説得できないし、 
所詮その程度の気持ちで、 
本気じゃなかったんだと思います。 
 
だから絶対に稼いだ上で、 
自分の意志の強さを証明して、 
今の仕事を辞めます。 
 
今日もミラーニューロンサプリを 
ありがとうございました。 
明日も楽しみにしています。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
億万長者のミラーニューロンサプリ 

第五号「他人の夢から目覚めろ」 

を拝聴してハッとさせられました。 

 

ただの憧れでした。 

他人の夢に引きずられていました。 

気が付かないうちにかなり他人の夢の 

影響を受けていました。 

 

自分の真の夢は何か。 

今一度見つめ直します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 



 
億万長者のミラーニューロンサプリ 

第６号　我以外皆師匠 
 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは「我以外皆師匠」です。 
 
『我以外皆師匠』 
 
これは宮本武蔵さんという剣豪の言葉です。 
 
自分以外みんな師匠という意味で 
僕が一番好きなマインドセットです。 
 
僕はこれをやり続けたおかげで 
お金だけじゃなくて人間にも恵まれてると感じます。 
 
宮本武蔵さんが言う「我以外皆師匠」は 
草、木、土、生物、太陽、空気、全てが 
師匠と思って感謝して学びなさいと伝えてます。 
 
世の中、 
 
「金持ってるやつが凄い、偉い！！」 
 
　という風潮があります。 
 
僕の所に投資で何十億、何千億 
稼いだ経営者が学びに来ますが。 
 
「なぜ僕のトコに学びに来るんですか？ 
 
　僕は何千億も持ってませんよ」 
 
と言うと 
 
「お金じゃなくて 
 
村上さんの人間関係、 

 



 
　教え方、 
 
　コピーライティングを学びたい」 
 
と言ってくれます。 
 
その時に気付いたのですが 
お金を稼いでる人は 
人間的に欠陥している人が多いです。 
 
一生のうちにお金を 
100億、200億稼ぐ人は少し変人です。 
 
家族や恋人との大事な時間を 
減らしてビジネスに打ち込んでいるから稼いでます。 
 
その反面、欠けているものが多くて 
「人間の幸福バランス」は悪いです。 
 
そんなお金持ちが幸福を 
味わいに僕のところに学びに来ます。 
 
『お金が全て』なんて幻想で 
お金はすごくランクが低いと感じます。 
 
だから僕は、お金のある無しや 
ファッションが格好いい、格好悪い、 
恰好がキレイ、汚いでも判断しません。 
 
誰でも何からでも 
絶対学べると思って話を聞きます。 
 
「話を聞くのが上手い」 
 
「質問するのが上手い」 
 
「強みを引き出してくれる」 
 
「会えて人生が変わった」 
 
そう言ってもらえるのは 

 



そんな姿勢からだと思います。 
 
自分以外の人をみんな尊敬しようとしても 
 
「俺こいつ嫌いだなぁ、 
 
　こいつ苦手だなぁ」 
 
ってあると思います。 
 
でも人の悪口は絶対に言ってはいけません。 
 
あなたは心理学用語で「シャドウ」って知っていますか？ 
 
シャドウとは自分の中に抑制された無意識の欲求です。 
 
「あいつは嘘つきだから嫌だ」 
 
と言う人は自分に嘘をつきたい 
欲求があり嘘をつけなくて苦しんでます。 
 
よく聞くのが、 
 
「あいつはお金持ちだから 
　きっと汚い事をしてる」 
 
本当はお金が欲しいけど稼げない負け惜しみです。 
 
人の悪い部分に気付いて、 
悪口を言う人は自分の中にシャドウがあります。 
 
悪口を言ってる人を見ると 
 
「それはあなたの中に 
　眠ってるから言わない方がいいよ」 
 
と感じます。 
 
自分の中にないものは良いものも、 
悪いものも、相手には気付けないです。 
 
「あの人は話が上手くて尊敬する」 

 



 
とあなたが感じたなら 
「話上手な才能」があなたの中に眠っています。 
 
 
シャドウを意識して人の悪い部分に気付けば 
あなたに眠る悪い部分を意識できます。 
 
心に問いかけてみてください。 
 
良い人間関係を築くために、 
 
相手の尊敬できたり、学べるところを 
もっと見ていってほしいなぁと思います。 
 
今日から宮本武蔵さんの「我以外皆師匠」を 
心に留めて毎日生きていってください。 
 
今日のテーマは「我以外皆師匠」でした。 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
おはようございます。 
 
「このマインドセットのおかげで 
　お金だけじゃなくて人間関係にも恵まれた」 
 
「誰からでも何からでも必ず学べる 
　と思ってちゃんと話を聞く」 
 
「人の悪口は絶対言っちゃだめ」 
 
「人の嫌なところは自分の中に眠ってるもの」 
 
「自分の中にないものは気づけない。 
　良いものも悪いものも」 
 
今回も非常に学びの多いお話でした。 
 
確かに自分は今の環境に 
満足しているわけではないし、 

 



早く辞めたいと思っていますが、 
愚痴や悪口は絶対に言わないようにします。 
 
どんな環境であれ、 
それを選んだのは過去の自分自身です。 
誰かに強制されたわけではありません。 
 
なのでちゃんと仕事はするし、できるだけ 
今の環境の中で学べることはないだろうか？ 
 
嫌なところがあったとしたら、 
それは何故そう思うのか？ 
 
どうやったら良くなるのか？ 
と建設的に考えるようにしようと思います。 
 
今日もミラーニューロンサプリを 
ありがとうございました。 
明日も楽しみにしています。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
人の悪口を言わない！ 
 
今日はこの言葉に 
ヤバっと思うことがありました 
 
職場に苦手なと言うよりは 
プライベートでは 
絶対付き合わないタイプの上司がいます 
 
心の中で悪口はよく言ってしまいます 
 
では何故苦手なのか？ 
はっきり言って嫌いなのか？ 
 
嫌いな点と 
せっかくですから良い点も列記します 
 
【嫌いな点】 
謝らない 
褒めない 
機嫌が悪い雰囲氣を 
撒き散らし 
同業者の悪口を言う 

 



同業者に助け合える仲間がいない 
短期で悪態をつく 
意見を聞かない 
恩恵に対し貰うだけで 
感謝と金払いがわるい 
仲間が集まらない 
部下が育たない 
人が去っていく 
 
【良い点】 
健康的 
限られた関係者とだけ 
大風呂敷は広げず 
小さく長く商売をする 
 
その人のことを考えてみると 
商店街の頑固オヤジ 
近所にできた大型店や 
ネット販売の影響は大きいが 
頑張っている 
そんなタイプの人だと 
客観視することができました 
 
自分以外は皆師匠！ 
 
その上司にも 
尊敬の意を込めて 
会話してみたい 
 
反応は変わるはず 
その人も変わるはず 
 
これが人を行動させることにつながる⁈ 
 
村上さん 
今日も気付きをありがとうございました 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
我以外皆師匠。 
若い頃、祖父から教えてもらいました。我以外皆師なり。 
 
本当にそう思います。 
生まれたばかりの赤ちゃんからも学びがあります。 
祖父を思い出して、偉い人だったなと偲んでいます。 
 

 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第７号　現実を固めるな 
　　　　　 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは「現実を固めるな」です。 
 
「あいつとは現実が違う」 
 
「あの人とは住む世界が違う」 
 
とよく聞きます。 
 
現実は僕たちの中で形を作る 
世界、価値観です。 
 
現実を固めた瞬間に成長、進化が止まります。 
 
例えば職業です。昔はよく、 
 
「僕はコピーライターです」 
 
「僕は情報起業家です」 
 
「僕は〇〇です」 
 
と完全に固めてました。 
 
そうすると同じ情報でも 
情報ビジネスとかコピーライティングとか 
自分の固めた現実以外、何も見えなくなります。 
 
でも自分は、 
 
「情報起業家」 
 
「コピーライター」 
 
　ではなくて 
 
「ビジネスマン」 

 



 
「投資家だ」 
 
というマインドセットを持って 
現実を固めなくなって 
 
色んなチャンスやアイデアや 
人間関係に恵まれました。 
 
不思議ですが、昔読んだ本を 
 
「俺はみんなに勇気と希望を与える人間だ」 
 
というセルフイメージを持って読んだ 
瞬間に全く違う情報が入ってきました。 
 
何十回も読んだ本なのに 
「こんなアイデアがあったか？」 
と気付きがありました。 
 
今後あなたが何かやる時は 
 
「今年は情報ビジネスで稼ぐぞ」 
 
「今年は〇〇で稼ぐぞ」 
 
と目標を定めるのはいいですが 
それを永遠に固めてはいけません。 
 
あくまで 
 
「今年は〇〇してみる」 
 
「今現在はこういう状態である」 
 
と柔軟な思考で考えてください。 
 
収入でも 
 
「年収一千万円です」 
 
「年収一億円です」 

 



 
と言いきると、一億円以上になれません。 
 
でも、 
 
「私は今は年収一億円です」 
 
「私は今はコピーライティングで年収一億円稼いでいます」 
 
という現在進行形の状態にしておくと 
自然に収入は上がっていきます。 
 
「今は」なので明日とか未来は年収二億円の 
違うビジネスをやっている可能性もあります。 
 
言葉には、言霊と言われるように 
強いパワーがあります。 
 
常に、 
 
「私は今は〇〇の状態です」 
 
と現在進行形にしておくと 
成長が止まらずドンドン進化して、 
色んなアイデアや情報が集まってきます。 
 
自分自身に問いかける言葉や、 
他人に言う言葉に気付けるとノンストップで 
成功者に近づけるので意識してやっていきましょう。 
 
今日のテーマは「現実を固めるな」でした。 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
今、思っている夢は、自分の夢ですか？ 
 
衝撃です。 
 
違うかもしれません。 
 

 



たしかに、本当に心から自分が思っている夢に向かわないと、 
本当の自分の力が出せない！ 
 
すごい話です。 
 
では、自分の本当の夢は… 
 
もう少し考える時間が必要な気がします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「現実を固めるな」の感想です。 
 
自分で範囲を定義すると、 
それ以上それ以外の分野が見えなくなるということでした。 
 
処方箋としては、 
・今年は○○として活動する 
・「今は○○です、○○やってます」 
 
と期間を決めることが出てきました。 
 
自分の場合に置き換えてみると、 
 
・７月末まではネオ作家で月八万円を達成することにフォーカスする 
・８月以降はマッチングシステムで新たな繋がりをつくる 
 
という形で行こうと思います。 
 
また、「自分は会社員です」をやめて 
「今は会社員です」にしようと思います。 
 
こうすることで、会社員でいないと 
所属の欲求が満たされないという思い込みから、 
パリンと殻を破ろうと思います。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
現実を固めるところまでも、行っていない自分に気がつきました。 
 
本職の職業だけを口にし、今、一生懸命取り組んでいる、 
ネットビジネスというかニュービジネスのことは、全く口にしていませんでした。 
 
言霊として自分にも常に言い聞かせるという意味で、 
新しいビジネスの考え方などの基本を勉強しています！と、言うようにします。 
 

 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
今回も大きな学びがありました。 
 
特に、現実を固めない様にすることで、 
同じ物をみても、気づくところが増えてきて 
色々なアイディアや人間関係も広がるというところでした。 
 
私も、会社員です。副業をしています。 
ではなく、ビジネスマンですと、大きなマインドセットを持ち、 
 
視野を広くしていきたいと思いました。 
 
今後とも引き続きよろしくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



１　マインドセットがすべて 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/001joawij3w.mp3 
 
２　成功=ミラーニューロン 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/002nkjawi.mp3 
 
３　フォーカスを絞れ 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/003kakjna.mp3 
 
４　完璧主義に逃げるな

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/00498jaiaa.mp3 
 
５　他人の夢から目覚めろ 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/005mooua.mp3 
 
６　我以外皆師匠 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/006waklfja.mp3 
 
７　現実を固めるな 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/007walllllliaf9.mp3 
 
 
 
 
ご感想はこちらからお願いします 
　　　↓↓ 
support@neosakka.net 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネオ作家スクール運営事務局 
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