
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

村上 宗嗣村上 宗嗣
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  



 

 

第３６号 もっと金持ちになれ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/036ayua.mp3 

第３７号 信頼残高を増やせ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/037jwjaw.mp3 

第３８号 お金の価値は低い 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/038nkjna.mp3 

第３９号 紙幣は蜃気楼 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/039nkjw.mp3 

第４０号 お金の価値観を書き換えろ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/040jjkwa.mp3 

第４１号 脳は過保護 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/041qkkka.mp3 

第４２号 継続力なんて捨ててしまえ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/042mlllla.mp3 

 
＊皆さまからいただいた感想を 

 各話の終わりに掲載させていただいております。 

 

 ぜひ、ご覧頂ければと思います。 

 
 

 

  



 

 

億万長者のミラーニューロンサプリ 

第３６号 もっと金持ちになれ 
 

おはようございます。村上です。 

今日のテーマは「もっと金持ちになれ」です。 

 

あなたがいい人なら、もっと 

お金持ちになって欲しいと思います。 

 

「お金がすべてではない」 

 

と言う人がよくいますが、 

お金は現代社会のほとんどに使えます。 

 

お金には「パワー」があります。 

 

例えば、 

筋肉ムキムキのマッチョでビシッとした 

スーツを着たいい感じの人が 

 

話をしていると 

 

「いいこと話してるんじゃないか」 

 

と思ってメモをとると思います。 

 

一方、 

歯が抜けて、鼻がたれて、ボロボロの 

服の人がいい話をしていても 

 

「そんなヤツから聞く話はない」 

 

そう思います。 

 

ですが、 

実はこのホームレスみたいな 

人が大金持ちだと聞いた瞬間 

 



 

 

「このボロボロの服にも 

 意味があるんじゃないかな」 

 

と意味を持たせ始めます。 

 

ただお金がある 

というだけで人は話を聞くし、 

 

ただお金がある 

というだけで様々な人に 

影響を与えることができます。 

 

お金を持った方が選択肢も広がり 

与えられる影響も広がるので、 

 

気持ちのある人こそ 

お金持ちになるべきです。 

 

ここまで言ってきた話とは 

矛盾が感じられる部分もあります。 

 

「価値さえ与えればお金はいらない」 

 

という話もしていて 

 

「お金は意味がないのでは？」 

 

そう思う人もいるでしょう。 

現代社会において多くの人が 

 

「お金が必要」 
「お金は凄い」 

 

そう思っている以上、 

その価値観でその価値観の人達と 

生活するならお金持ちになった方が良いです。 

 

本質的にはお金がなくても 

価値と価値の等価交換ができる 

人間関係を作る方がベストですが、 



 

 

 

現代社会では難しいので様々な人と 

関わらなければ生きていけない、 

そんな意味でもお金持ちになって欲しいです。 

 

ポイントは 

 

「ただお金持ちになって欲しい」 

 

のではなく、あなたが 

 

「お金を持ちたい」 

 

と思っているのであれば 

お金持ちになって欲しいということです。 

 

お金を稼ぐ能力ない、お金を稼げない人が 

 

「オレはお金は要らない」 

 

「金持ちダサい、カッコつけてるだけ」 

 

と言いますが 

それはただの負け惜しみです。 

 

お金を稼げて、お金を持っている人が 

 

「お金は必要ないです」 

 

と悟るのは凄くカッコいいと思います。 

 

これは「認知的不協和」と 

言われてますが、負け惜しみで 

 

「お金なんて要らないよ」 
 

 と言っていると、 

 

本当に自分の言っていることに 

言霊で洗脳されてお金が稼げなくなるので、 



 

 

 

もしあなたが 

「お金が欲しい」 

と思っているのであれば 

お金持ちになったほうが良いです。 

 

お金にはパワーがや影響力があるので 

あなたが素晴らしい人間であれば 

お金を持って更に良い影響を与えられます。 

 

ビジネスの世界に入ったのであれば、 

もっとお金持ちになって 

パワーと影響力を持って欲しいと思います。 

 

今回のテーマは「もっとお金持ちになれ」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】 

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

 

私には躁鬱の友人がいるのですが、 
治してあげられるよう、アドバイスしたり、 
本を贈ったりしていました。 

 

しかし、一向に行動してくれません。 

 

色々原因はあるのでしょうが、 
その一つに今回の、私自身がお金持ちでないために、 
いまいち影響力に欠ける部分があるのかなとも思いました。 

 

また、別の友人と話をしていて、 
明らかに、舐めてるな、下に見てるな、 
っていう発言をしてくる人がいます。 

 

おそらくですが、これもお金がないために 
舐められているのかなと思いました。 
（その友人は看護師で結構収入があります） 

 

確かにボロい服のハナタレでは、説得力ないですね。笑 



 

 

でも、お金持ちと分かれば、 
好きでそういう服装をしている、 
何か意味がある、と思います。 

 

お金のパワーはやはりすごいです。 

 

今後も、しばらくは資本主義社会が続いていくと 
思われるので、しっかり稼げるようになります。 

 

そして、影響力を持ち、まずは自分の周りの家族や友人を救って、 
社会にも良い影響を与えられるようになりたいです。 

 

引き続きどうぞよろしくお願い致します！ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

今回も、ミラーニューロン音声を送っていただき 

誠にありがとうございます。 

 

本質を爽やかに言い当ててくださる村上さんの姿に 

毎回、圧倒されています。 

 

他人へ影響を与える人間になるためには、お金が 

かなり重要だというがわかりました。 

 

確かに今の時代は、資本主義でお金を持っていることが 

最強のステータスになるので大事かと思います。 

 

お金を稼いでいないのに、お金が全てではないという 

人は現実逃避していることも理解しました。 

 

これからお金を沢山稼いで、良い意味で他人に 

影響を与えられる人間になりたいと思っています。 

 

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

『 もっとお金持ちになれ 』の感想 

 

「お金にはパワーと影響力がある」 



 

 

今まで漠然と感じていたことですが、 

村上先生の言葉で聴くと、 

とてもよく分かりました。 

 

だって、私も最初はやっぱり 

村上先生がお金持ちだから凄いと思って 

いたと思うからです。 

 

Facebook に、村上先生の言葉を 

自分のことのように投稿してますが、 

 

「そういう自分はどうなの？」と 

聞かれたことがあって、 

確かにお金がないから説得力に 

欠けるなと思いました。 

 

私は多分良い人だと思うので、 

お金持ちになって、困ってる多くの人に 

パワーと影響を与えられるようになります！！ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

億万長者のミラーニューロンサプリ 

第３７号 信頼残高を増やせ 
 

おはようございます。村上です。 

今日のテーマは「信頼残高を増やせ」です。 

 

「残高」と聞くと、ビクッと反応すると 

思いますが、預金残高が増えると嬉しいです。 

 

あなたがビジネスマンとして 

長期的に成功し続けたければ、 

 

お金の残高、貯金の残高を増やすのではなく 

「信頼残高を増やす事」にフォーカスして欲しいです。 

 

信頼残高とは字の通り 

他人から信頼されている残高、 

貯金の残高のようなものです。 

 

簡単に言うと、 

良いことをすると信頼残高が増えて 

悪いことをすると信頼残高が減る。 

 

お金の貯金と一緒です。 

 

良いものにお金を投資すれば増えていき 

変な散財をすればお金は減ります。 

 

貯金と一緒で貯める時は 

すごく時間がかかりますが 

使う時は一瞬で無くなります。 

 

それと、人間関係の信頼も一緒で 

信頼を積み重ねる時は 10 年 20 年かけて 

やっと人間関係を構築できても 

 

たった一つの約束を破るだけで 

その信頼が一気に崩れることもあります。 



 

 

 

だから、すごく難しいです。 

お金も、人間関係、信頼残高を貯めるのも。 

 

これからあなたに意識して 

欲しいことは信頼を増やすこと。 

 

「お金を貯めよう」 

 

「成功しよう」 

 

ではなく、 

 

「一人でも多くの人からの 

 信頼残高を増やそう」 

 

と考えるのです。 

 

僕自身、例えばメール一本書いて 

 

「僕が本気でコンサルします。1 千万円です。」 

 

と言えば、それだけで 1 億円ぐらい集まります。 

 

これは全然大げさではなくて、 

こないだは、海外で撮った動画を 

流したら 6 人入ってくれて 6 千万円になりました。 

 

たった一つの動画です。 

 

こうやると 

 

「海外で動画撮ればいいんだ！！」 

 

と、表面だけ真似する人がいますが、 

 

そうではなくて起業して 

12 年間ずっとコツコツ約束を守り続けて、 

 

良いコンテンツを配信して 



 

 

それで信頼残高が増えてるから 

 

説明やセールスも見ないで 

 

「村上がやるなら参加しよう」 

 

そうなってもらえます。 

 

「儲かる」 

 

という言葉があります。 

「信者」と書いて儲かるです。 

 

儲かるという文字を分解すると 

「信じる」と「者」という字の 

組み合わせになっています。 

 

信者というと宗教的になりますが、 

信じてくれる人が増えるほど儲かります。 

 

信頼してくれる人が増えるほど 

信頼の残高が増えれば増えるほど 

お金は自動的に儲かり、後で楽になります。 

 

短期的に嘘みたいな商品を売って 

すぐに消える人が沢山いますが、 

 

それは、お金儲けにフォーカスして 

信頼残高にフォーカスしてないからです。 

 

長く商売を続けるのであれば 

一瞬だけ 1 千万、2 千万、 

1 億稼いでも一生は持ちません。 

 

ネットで簡単に人の悪口が書ける 

時代なので長くマジメにやる必要があります。 

 

ポイントは信頼残高を増やすこと。 

どう増やすか？方法は色々あります。 

 



 

 

例えば、 

 

良いメルマガを書く 

良いコンテンツを出す 

しっかり約束をを守る、etc... 
 

逆に、信頼残高が減る要素は 

他人の商品を紹介しまくったり、 

 

嘘をついたりすると 

簡単に信頼残高が減ります。 

 

「ビジネスとは何か？」 

 

信頼残高を増やす事です。 

 

それは僕らだけでなく、大企業も同じです。 

 

トヨタで車を買って 

 

「やっぱりトヨタはいいな」 

 

「トヨタは約束以上の車だ」 

 

と思ってもらえば信頼残高は増えます。 

一回でも悪かったと思えば 

 

「次から日産にしよう」 

 

そう、なりかねません。 

 

結局、全部ビジネスは一緒です。 

 

では、何をすれば信頼残高が増えるのか？ 

本編で具体的に話しますが、 

 

今の話をふまえて 

お金を増やすことではなく、 

 

信頼残高を増やすことに 



 

 

フォーカスしていってください。 

 

今回のテーマは「信頼残高を増やせ」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】 

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

 

☆ 信頼残高 ☆ 

 

それに尽きますね・・ 

 

音声を何度も聴かせて頂き、 

自分には出来ていない・足りてない！ 

と反省しきりです 汗 

 

細かいところで 

信頼残高を減らすことを 

している場合があると反省。 

 

それは人として普通の 

心掛けを守ること。 

 

時々ルーズになっていることがあります。 

 

襟を正し、 

自分が接して信頼できる人になります。 

 

ありがとうございました。 

 

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

 

お金を増やす事ではなく、 

信頼残高を増やす事にフォーカスする、 

 

というのは、 

 

村上先生の言葉で聴くと、 



 

 

本当に説得力があります。 

 

私がネオ作家や村上先生の考え方で好きなのは、 

一発ドカンと稼がせて、後は知らないよ、 

っていう短期的な方法じゃなくて、 

 

長期的にお金持ちで居続ける方法 

 

を教えてくれているところです。 

 

こういう人にお金を払いたい！ 

と思わせてくれる見本となってくれて 

いるからです。 

 

ネオ作家スクールのコンテンツが、 

支払った 10 万円どころの価値じゃない、 

よくこんなに安い金額でここまでしてくれるな！ 

と感じているので、すごく納得できます。 

 

最近、早くお金を稼ぎたい、 

という焦りが出てき始めていたので、 

信頼残高を増やすというマインドセットを 

しっかり叩き込もうと思います。 

 

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

 

本日もミラーニューロン音声を送っていただき 

誠にありがとうございます。 

 

マインドセットのネーミングを見るだけでも、 

ビクッと反応してしまいます。 

 

信頼残高という概念は今まで、私が全く想像の 

したことのない考え方でした。 

 

銀行残高と同じように、信頼も貯めるのは大変だけど 

使うのはあっという間だということに気付かされました。 

 

実際、私はココナラでスピリチュアルのサービスを 



 

 

出していて１つ目が売れてから一気に売上が増えていましたが、 

ひどい評価をもらってからは急に売れなくなりました。 

 

今は、就活うつのテーマで出品していますが 

かなり満足していただき、購入してくれた方が 

私の他の商品を買いたいと言ってくれるようになりました。 

 

こういう状態が信頼残高を構築していると言えるのかな 

と実感しました。 

 

よいリピーターを一人でも増やせるようなビジネスマンに 

なりたいと思っています。 

 

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

 

 

 

  



 

 

億万長者のミラーニューロンサプリ 

第３８号 お金の価値は低い 
 

おはようございます。村上です。 

今日のテーマは「お金の価値は低い」です。 

 

「価値が何なのか？」 

 

これに気付くことがビジネスで 

儲け続けるための秘訣です。 

 

ビジネスは価値を提供して 

その対価にお金を受け取ることです。 

 

「みんながお金を払いたくなる 

 価値とは何なのか？」 

 

これが分かれば、ビジネスが楽になり 

お金は永遠に入り続けます。 

 

「価値が何なのか？」 

 

頭だけではなくて腑に落とす事が 

ビジネスを追い続けるテーマになります。 

 

お金の価値とは、 

 

「お金は何でも手に入って 

 何でも夢が叶うからハッピー」 

 

と思うでしょうが、 

「お金の価値」はすごく低いです。 

 

衝撃的な真実ですが、 

「本当のお金持ち」がいます。 

 

例えば、 

 



 

 

マイクロソフトのビル・ゲイツさん 

ウォーレン・バフェットさん 

 

そんな大金持ち、本当は裏に 

超大金持ちが沢山いるのですが、 

 

そんな本当のお金持ちは紙幣を持ってません。 

 

「じゃあ何を持ってますか？」 

 

というと、 

例えば、不動産、ゴールド、 

絵画、アンティークコイン、株、etc... 
 

彼らはあまり現金を持っていません。 

本当のお金持ちは現金を信用していません。 

 

では、彼らは紙幣ではない 

どんな価値の高いものに交換しているのか？ 

そこが面白いのですが、 

 

多くの人がお金に対して 

価値を置きすぎています。 

 

「お金さえあれば何でもできる」 

 

それは、今まで育ってきた教育や洗脳によるもので、 

 

お金があれば夢や幸せを掴めると 

笑顔を振りまくような CM によって 

 

「お金＝スゴイ」と 

 

僕等は教育されています。 

 

お金の歴史はリュディア通貨が 

生まれたのが紀元前 600 年位なので 

今を合わせても 2600 年位の歴史です。 

 

円とドルが交換できるようになり 



 

 

世界中で使えるようになったのは 

所詮 150 年程度の歴史です。 

 

ですが、僕たちはその 150 年の間に、 

世界の支配者層に暗示を受けています。 

 

彼らがお金という架空の「価値の無いもの」で 

人を釣っておけば人を支配できる。 

 

そう発明して僕らはやられています。 

 

支配者層の裏側や思想を勉強すると 

何にお金を投資すれば本物の価値、 

本当の資産が増えるのか見えてきます。 

 

このお金に関しての価値観は 

一番塗り替えてほしいです。 

 

学校や他のビジネススクールでは 

絶対に教えてくれないので 

重点的に話していきます。 

 

まず今回覚えて欲しいことは 

お金は価値のランクとして低いこと。 

 

カードの等級で、 

S レアカード、A カード、B カードとあります。 

 

「お金」は等級にするとレアカードではないです。 

 

そこら辺に転がっている 

B カード程度の価値しかないと覚えて下さい。 

 

そうは言っても 

 

「お金は大切です！！」 

 

そう思うでしょうが 

お金の洗脳は解けにくいです。 

 



 

 

これから徐々にお金の価値観を 

書き換えていきます。 

 

今日の段階では 

 

「お金の価値はすごく低い 

 それ以上に高い価値のものがたくさんある」 

 

そう理解して下さい。 

 

今回のテーマは「お金の価値は低い」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音声を送っていただき 

誠にありがとうございます。 

 

常識を疑う視点を習得することが出来て、成功者 

まっしぐらになっているような気がしてなりません。 

 

一昔前までは、お金の価値は相当なものだと 

勘違いしておりました。 

 

お金がないからと口癖になっていたりとか、 

お金がなくてイライラしていたりしていた 

時期もありました。 

 

しかし、お金の価値は低い、本物の資産家は現金を 

持っていないということを知って、心に留めてから、 

お金を引き寄せつつある人間へと変貌を遂げてきて 

います。 

 

このマインドセットを持続させ続け、逆説的に 

なりますが、お金を稼いで、成功者になり、 

資産家へと生まれ変わりたいと思っています。 

 

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



 

 

 

本当のお金持ちは、 

現金をあまり信用していない。 

 

私たちはお金に価値を置きすぎている。 

 

何回も聴き直しましたが、 

多分、私はまだ本当の意味では 

このことを理解できていないと 

感じています。 

 

言っていることは分かるのに 

ピンと来ないからです。 

 

あっ、そうか！ 

とミラーニューロンサプリを聴いて 

ピコン！とひらめく日もあれば、 

今日のように、頭の上にクエスチョンマークが 

いっぱい浮かぶ日もあります。 

 

今は、とにかくお金は凄い、 

お金お金ーという価値観を 

捨てればいいんだなくらいに理解して、 

これからもっとこの事が理解できる 

ようになっていけたらいいなと思います。 

 

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

 

お金の価値は低い。 

 
とは、脳に新しい風が 
吹き込まれた感じです。 
 
お金とは便利だけど 
影の支配者にとっても都合の良い 
システムだったのですね。 
 
教育されていない大枠。 
 
本当の価値。 



 

 

 
誰もそれを教えてくれなかった。 
 
けど村上さんが教えてくださり、 
感謝いたします。 
 
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３９号 紙幣は蜃気楼 
 

おはようございます。村上です。 

今日のテーマは「紙幣は蜃気楼」です。 

 

蜃気楼を知っていますか？ 

 

砂漠でオアシスがあると思って 

行ってみたら幻だったという話です。 

 

お金、一万円札、五千円札は幻です。 

 

本当のお金持ちはお金のことを 

「共同幻想」と呼んでいます。 

 

一人が信じ込んでいる幻想だと 

タダの妄想で終わりますが 

 

多くの人がその幻想を信じると 

それはある意味、真実になります。 

 

例えば、 

「お金に価値はない、お金の価値は低い」 

 

そう思っても、あなたの家族に 

 

「お金の価値は低いから 

 お金なんていらない」 

 

と、言えば怒られます。 

 

お金の価値を信じている共同社会に 

いる限り幻想もパワーを持っています。 

 

「お金を貯めるな」 

「お金を稼ぐな」 

 



 

 

と言いたいのではなく 

 

共同幻想であるお金を稼ぐために 

 

あなただけは 

 

「お金の価値は低い、そもそも蜃気楼だ」 

 

そう理解する必要があります。 

 

スイスだったと思いますが 200 年ぐらい前に 

チューリップバブルという面白い話がありました。 

 

チューリップはみんな知ってる 

あの赤や黄色のチューリップです。 

 

花屋さんで売っている 

チューリップの球根っていくらですか？ 

もしかしたら 20 円～30 円だと思います。 

 

球根一つが、５～６億円になった時がありました。 

 

「なぜ高くなったのか？」 

 

共同幻想の分かりやすい例 

としてよく出されますが 

 

ある金持ちが 

 

「チューリップはキレイで最高だよね」 

 

と言いました。 

 

それで、キレイな花が咲くチューリップは 

高い値段をつけようとなりました。 

 

これはいい事だと思います。 

どの分野でもキレイ、汚いだと前者が高いです。 

 

ここまでは良かったのですが、 



 

 

ここに、異常な価値がつき始めました。 

 

「青色の球根はキレイな 

 花が咲いて花びらが大きくなる」 

 

と噂が広まり、球根そのものに 

値段がつくようになりました。 

 

青色は手に入りにくいから「２～３千万」と 

値段がドンドン吊り上がりました。 

 

当時の最高の年収の人の 

２～３年分の給料だった 

約５億円まで価値が上がりました。 

 

お金が蜃気楼とは、 

チューリップの球根みたいなものです。 

 

誰かが勝手に「これすごいよ」と言い出して 

 

原始時代だと一万円はケツを拭かれて終わりです。 

でも、今はそうはなりません。 

 

だれかが洗脳し始めてチューリップの球根を 

 

「球根さま、ありがとうございます」 

 

と言って 

 

球根のために家族で喧嘩、殺し、 

戦争をするようになりました。 

 

お金の歴史を調べると面白くて 

数百年前に、頭のいい 

ロスチャイルドさんたちが仕組みました。 

 

チューリップの球根ぐらい 

本当に価値が低いものです。 

 

交換に便利なので 



 

 

価値がゼロではないですが 

 

そこまで価値が高くない球根で 

人殺し、戦争、家族で喧嘩をしています。 

 

まだ分からないと思いますが 

だんだんお金の正体が見えてきます。 

 

お金は蜃気楼でみんなが 

共同で抱いている幻想である 

 

ただしタダの幻想ではなくて 

多くの人が信じてる幻想なので強い 

と覚えておいてください。 

 

今回のテーマは「紙幣は蜃気楼」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】 

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

 

今日のテーマ、紙幣は蜃気楼、 

すごいパラダイム転換になりそうです。 

 

以前、一万円札でガムを包んでゴミ箱に 

捨てていたネット起業家の人や、 

一万円札をビリビリにやぶったり、 

 

村上さんもお金を燃やすということをしたり（笑） 

おそらく、一般人では考えられないと思います。 

 

実際、そのネット起業家のひとは、 

動画を見た人たちから、めちゃくちゃ叩かれていました。 

 

というのも、良くも悪くも、みんなお金様状態だからですよね。 

 

かくいう私も、今はそのような価値観です。。。 

 

ですが、これまでの宿題でもありました通り、 

みんなお金に価値を置きすぎていますが、 



 

 

お金のその先にある、何か、を欲しているんですよね。 

 

徐々にですが、なんとなくお金について 

わかってきたような気がします。 

 

1 人になりたくない、みんなとつながっていたい、 

健康に生きたい、、たくさんの人が色々な感情で生きています。 

 

死にかけの、病院で一人きりのおじいちゃんに対して、 

なにが欲しいかと問えば、答えは、家族にまた会いたい、 

と答えると、前に何処かの看護師の記事で読んだことがあります。 

 

死にそうな人が最終的にお金が欲しい！とはならないですよね。 

 

私たちは普段何気なく生きていると、 

完全に洗脳状態にあり、お金様！お金様！の状態です。。。 

 

お金のために人が死んだり、差別で苦しんだり、 

戦争したり、離婚したり、おかしな話ですよね。 

 

一刻も早く、この洗脳を解いて生きたいと思います！ 

 

今日もありがとうございます！ 

 

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

 

今日の話も少し難しかったです。 

 

でも、チューリップバブルの例を聞いて、 

お金は蜃気楼の意味が少し分かりました。 

 

為替とか株とかでお金の価値が 

秒単位で変わっているのも、 

 

お金っていうものが 

はっきりした価値を持っていなくて、 

そこに「お金を信じる人」が存在するからこそ 

成り立っている幻想の価値だからなんだな 

と思いました。 



 

 

 

村上先生がずっと言っている、 

「価値とは何ぞや」に通じているのだ 

と思いました。 

 

あともう少しで何かが 

繋がりそうです。 

 

ミラーニューロンサプリが 

じわじわ効いてきているのを 

感じます。 

 

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

 

『チューリップバブル』 

 

初めて聞いたのですが、 

世の中変なことが起こるんですね。 

 

より多くの人が価値があると感じるものは値段が上がる 

 

世の人々が、何に価値を求めているのかをリサーチし、 

緊急性が高くて必要性がある価値を提供できると、 

その価値がお金に変わる 

 

のかな？ 

 

まだうまく言語化できませんが、 

少し見えてきたような気がします。 

 

 

とはいえ、今月お金が足りないのも事実。 

 

お金の出口を減らして 

入口を増やして広げていきます。 

 

引き続きがんばっていきますので、 



 

 

よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

 

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

 

 

                  

 

 

 

 

 

  



 

 

億万長者のミラーニューロンサプリ 

第４０号 お金の価値観を書き換えろ 
 

おはようございます。村上です。 

今日のテーマは「お金の価値観を書き換えろ」です。 

 

これは本編でも話していますが 

結局、お金が儲かるか儲からないかは 

お金の価値観を書き換えるだけです。 

 

お金が集まらない人は、お金が 

集まらない価値観や思考を持っていて 

 

お金が集まる人はそういう思考を 

すでに持っているだけです。 

 

多くの人がお金にビビっています。 

僕自身貧乏だったので分かりますが 

 

そのころのお金の価値観と 

今のお金の価値観は全く違います。 

 

貧乏だったころは、 

お金さえあれば何でもできる 

逆にお金がないから何にもできない 

メインの登場人物がお金でした。 

 

今は、「お金は二の次、三の次」です。 

お金は自分がやったビジネスや与えた価値に 

ついてくる副産物で主役ではありません。 

 

だんだん分かるようになると思いますが 

お金の価値観は僕らが生まれた瞬間は 

 

「お金大事、お金が全て」 

 

とは言いません。 

 



 

 

お金を手渡してもビリビリ破いてしまいます。 

 

なぜが大人になるにつれて 

お金に対して何らかの価値観、 

意味づけを持たせています。 

 

いつ、あなたがお金に対して 

今の考え方を持ったのか気になります。 

 

小学校、中学、高校、大学、、、 

大体は小学４～５年ぐらいから 

お金のパワーを感じ始めます。 

 

お年玉をもらってお金があれば 

自分が欲しいものを買えたり 

お金のパワーを感じ始めます。 

 

金持ちになるかならないかは 

小学校４～５年で決まると思います。 

 

本編で話しましたが、 

僕自身はお金の価値観は 

小学校４年生ぐらいに父親の言葉の 

影響で強い価値観を持ちましたが 

 

「お金＝悪いことしないと儲からない」 

 

そんな価値観がありました。 

 

その価値観を書き換えるのに時間がかかりました。 

 

でも書き換えると楽になって不思議なほど 

お金が引き寄せられるようになりました。 

 

今のあなたのお金の価値観 

お金をどう思っているか 

 

１万円、10 万円、100 万円と聞いてどう感じるか？ 

 

怖い？嬉しい？生活費？ 



 

 

ライフライン？ 

 

人によって違います。 

 

100 万円はどこに行っても 100 万円で 

１万円はどこに行っても 1 万円ですが 

 

みんなそのお金に持っている価値観は違います。 

 

これからアナタはお金を 

たくさん集めないといけないので 

 

そのお金がたくさん集まるように 

自分が集めようとしているものの 

価値観を書き換えていく必要があります。 

 

どう書き換えるかは本編で 

エクササイズをやっているので聞いて下さい。 

 

所詮お金は同じ一万円札でも 

それぞれ持ってる価値観が違う 

 

億万長者の人が思う一万円、 

年収 100 万円の人が思う１万円、 

大富豪が思う１万円は価値が違います。 

 

それは一兆円持ってる人が 

一万円ムダにするという事ではないです。 

 

絶対無駄にしてないと思います。 

むしろ年収 100 万円の人の方が 

お金の使い方１万円の使い方を間違えています。 

 

これをどうしていくのかを 

エクササイズとして本編で話しているので 

ぜひやってほしいですが 

 

「お金の価値観を書き換えることに 

 フォーカスすればお金が引き寄せられる」 

 



 

 

これを暗記しておいてください。 

 

今回のテーマは「お金の価値観を書き換えろ」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】 

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

 

『 お金の価値観を書き換えろ 』 の感想です。 

 

・お金は道具 

・お金は共同幻想 

・お金そのものには価値はない 

 

と言いながら、 

お金そのものにフォーカスしていて 

 

お金を手に入れることを 

考えてしまっているように思います。 

 

・お金は副産物であって、主役ではない 

 

今日、いちばん響いたフレーズです。 

 

お金を払って手に入れたい 

「価値」を創り出せば、 

 

その価値と交換で 

お金が入ってくる。 

 

フォーカスするべきは 

「自分が提供できる価値」 

 

なのであって、 

お金ではない。 

 

宿題は第 1 話からやっていますが、 

完璧主義になってしまって 



 

 

未提出のものがあるので、 

 

第 1 話から復習しながら、 

宿題を提出していきます。 

 

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

 

本日もミラーニューロン音声を送っていただき 

誠にありがとうございます。 

 

価値観を変えることが自分の人生、そして周囲の人の 

人生をどれだけ大きく変貌させるのかがわかります。 

 

自分がお金持ちなのか、貧乏なのかはお金の価値観に 

よって決まることを理解しました。 

 

確かに、父親が働かないで、母親が散財しているのを 

見ていたときは、自分もお金を無駄遣いして、貯金が 

いつもギリギリの生活をしていました。 

 

自立して、村上さんに会ってからは、お金の無駄遣いが 

ほぼなくなり、お金を引き寄せつつあります。 

 

これからも、お金を稼ぐ価値観へとどんどん変わって 

いきたいと思います。 

 

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

 

ここ何回かのミラーニューロンサプリで 

自分のお金の価値観が、お金を引き寄せない 

価値観になっているからお金がないんだ 

という事が分かってきました。 

 

私は、以前からお金を引き寄せるエクササイズで、 

お金を使うとき、貰う時に必ず、 

お金にレイキを送って「お金さんありがとう」 

というマントラを唱えていました。 

 



 

 

これのおかげで、 

極貧からは抜け出す事ができたのだ、 

と信じてきました。 

 

でも今、銀行残高が 7000 円になってしまって、 

今月を過ごす事への不安を感じる中、 

自分のお金に対する価値観はまさに 

生活費としてのライフラインだなと思いました。 

 

ネオ作家と出会っていなければ、 

きっと、、今日も、マントラを唱える回数が 

足りないんだ！とばかりに、 

「お金さま、お金さま、、」と 

せっせと唱え続けていたと思います。 

 

お金がたくさん集まる価値観、 

一万円を無駄にしない価値観を 

身につけて、もっとお金持ちに 

なっていきます！ 

 

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

 

  



 

 

億万長者のミラーニューロンサプリ 

第４１号 脳は過保護 
 

おはようございます。村上です。 

今日のテーマは「脳は過保護」です。 

 

「過保護」って分かりますか？ 

 

最近は 

「モンスターペアレント」 

と言われてますが、 

 

子供が学校の先生に怒られて学校に 

乗り込こむようなおかしい親がいます。 

 

今は学校の先生の立場が低くて 

何か問題を起こすと教育委員会に問われたり、 

クビになったり、ビクビクしています。 

 

僕の子供の頃は「先生」という 

言葉通り敬われていて、親も 

 

「先生の言うことは絶対に聞きなさい」 

 

と「先生＝神」のような状態でした。 

 

それがすべて正しいか？ 

と言えばそうでもないですが、 

 

教育者として人に何かを教える時、 

子供に何かを教える時は、 

ある程度「厳しさ」や「権力」が必要です。 

 

ビクビクしながら子供達に 

何かを教えられません。 

 

子供達は背中を見て、育つので、 

ビクビクしている大人を見たら 



 

 

 

「あぁ、こんな生き方するんだ」 

 

と、逆に悪い影響になります。 

 

先生の話にそれてしまいましたが、 

「脳」もモンスターペアレンツ 

のようにすごく過保護です。 

 

筋トレをしてて 

「もう無理、腕立てできない！」と思います。 

 

何か勉強してても 

 

「もう脳が疲れて 

 チョコレート食べないと無理！」 

 

「これ以上覚えられない！」 

 

「これ以上身体が動かない！」 

 

と、あると思います。 

ですが、 

 

「もう無理！」「もう死ぬ！」 

 

と思ってから実はあと３０％は頑張れる 

と、脳科学の研究で分かっています。 

 

ではなぜ、こんな脳になったのか？ 

３０％も余力を残しているのに、 

 

「もう無理だオレは死ぬ」 

このような脳になったのか？ 

 

これは原始時代まで遡りますが 

マンモスやサーベルタイガーが 

目の前に現れて、絶体絶命の状況で 

 

「あぁ、もう無理！！」 



 

 

 

という状態から足に血液を貯め、 

貧乏ゆすりが始まっていつもの 

スピードの 1.5～1.8 倍で走れるような 

 

「火事場のクソ力」を残しておかないと、 

原始時代は、今みたいに予想がつかず 

一歩外に出たら死ぬ、そんな環境なので 

 

早めにギブアップする事を 

教えないと命がいくつあっても足りません。 

 

余力を残す脳で生きてきて 

そういう時代が長かったので、 

今の何百年、何千年の歴史ではなくて 

 

何千万年、何億年もそういう脳で生きてきて 

僕らの脳は進化していないのです。 

 

これからビジネスをやる上で 

「もう無理」と思う事はたくさんあります。 

 

今のあなたとは考え方や行動パターンを 

ガラリと変えて新しい自分になるという事で 

 

「無理」「辛い」「苦しい」 

 

と感じることばかりになると思います。 

 

でも、 

「辛い」「苦しい」 

「もう無理」「もう辞めたい」 

 

と思ってから実はあと３０％いける 

とデータで分かっているのです。 

 

「無理」と思うのは脳の甘えで 

脳は過保護であなたを甘やかしてくれてる 

だけなので、まだまだ頑張れます。 

 



 

 

筋トレでも本当に良い先生は 

 

「はい、100 回」 

と、ダンベルをやらせて 

 

「やっと 100 回終わった」 

と思ったら 

 

「よし、あと 10 回！！」 

更に 10 回やらせます。 

 

その時に筋繊維が裂けて、 

それが修復してさらに筋肉が 

大きくなっていきます。 

 

そういう一流のトレーナーは 

あと３０％くらいできると 

分かっているのでやらせています。 

 

これから「もう無理」と思ったら 

 

「まだオレは７０％しか使ってない！！」 

「私はまだ３０％も余力がある！！」 

 

そう捉えて、更にそこから 

一歩踏み込んでみてください。 

 

今回のテーマは「脳は過保護」でした。 

 

また今日も一緒に頑張っていきましょう。 

 

【いただいた感想】 

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

 

今日のテーマ、脳は過保護、ですが、 
限界のリミッターが 70 パーセントで、 
脳内に到達してしまうというのは初めて知りました！ 
 
筋トレ YouTuber の人たちは、限界を感じたその先まで、 
自分を追い込み、強靭な筋肉をものにしています。 



 

 

 
これは筋トレだけの話だけではなく、 
ほかの分野でも応用出来ますよね。 
 
ネオ作家スクールの宿題や、 
今後のコンテンツ作成でも、脳内の甘えを残さず、 
限界の先にある高みを目指していきたいと思います！ 
 
キツイと思ってから、やれるかどうかが、 
本当の勝負どころですね！ 
 
今日のお話は、すごく頑張ろう！ 
と思える内容で、モチベーションも上がりました！ 
 
結果をかえたいなら、これまでの生活習慣などを 
どんどん変えていかないと、ですね！ 
 
ツライと思った時には、この音声を思い出し、 
今後も走り続けたいと思います！ 
 
今日もありがとうございます！ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

いつもありがとうございます。 
 
脳は過保護で、 
まだ 3 割余力を残して 
限界！ と思ってしまうのですね！ 
 
自分はギブアップが早すぎる、 
って気付きました 汗 
 
ダメと感じてから、 
本当はまだやれる。 
 
それを知って、 
自分の限界を広げます。 
 
ありがとうございました。 



 

 

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

 

今回もミラーニューロンの音声を送っていただき、 

誠にありがとうございます。 

 

人間の本能に基づいた科学的メソッドでとても 

納得のいくマインドセットで勝手に行動するように 

なってしまいます。 

 

人間は限界を超えてから３０％は頑張れることに 

驚愕しました。 

 

原始時代の環境で生き残るためには、限界を超えてから 

余力を残しておく必要があることを理解しました。 

 

人間の本能は、生物学レベルのことなので近代の 

科学技術の進化に追いついていないことにより 

合わない部分があることもわかりました。 

 

これからは、この本能を理解して限界を感じたときは 

 

「自分を高めるためのチャンスだ」 

 

と思って、逆に喜びます。 

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

 

今日の話を聴いて、ドキッとしました。 

 

最近、勉強中にウトウトしたり、 

眠くなることが増えていて、 

 

「あ、体がもう限界まで頑張ってるのかも。」 

 

と思って、甘やかせてあげていたからです。 

 

まだあと 30%も余力が残っていたのですね。 

 



 

 

正直、今までの人生で 

歯をくいしばるほどがんばったことって 

記憶にありません。 

 

今が 1 番がんばっているくらいです。 

 

100％コミットメントしてると 

思っていましたが、 

まだあと 30%足りてなかったのですね。 

 

がんばりすぎてなんかいなかった、 

と分かったので、 

まだまだ、どんどん突き進めると思いました！ 

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

                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

億万長者のミラーニューロンサプリ 

第４２号 継続力なんて捨ててしまえ 
 

おはようございます。村上です。 

今日のテーマは「継続力なんて捨ててしまえ」です。 

 

子供の頃から 

 

「継続は力なり」「継続しなさい」 

そう言われていると思います。 

 

「継続力なんて捨てろ」 

「継続力なんて要らないよ」 

というと 

 

「何言ってんだよ」 

 

と思うだろうし 

実際に僕もビジネスを１２年間 

継続してきたからこそ今があります。 

 

「継続って大事じゃないんですか？」 

 

と思うでしょうが、 

継続すること自体は大事です。 

 

ただ、 

「継続力をつけよう！」 

 

と無理している時点で 

そもそもが間違えています。 

 

どういうことか？ 

例えば勉強です、 

子供がいる人はわかると思いますが 

 

「勉強しなさい！」 

「毎日しなさい！」 



 

 

と言っても、やらないですよね？ 

 

でも、ゲームなら 

 

「ゲームしなさい」「毎日しなさい」 

言わなくても毎日継続します。 

 

ゲームは人間の報酬系という 

脳の性質をよく理解して作られているので、 

 

ゲームが継続するのは脳が喜ぶように 

作られているのである意味当たり前です。 

 

ゲームではなくても 

 

「好きなサッカーは毎日続けられる」 

「好きな料理は毎日続けられる」 

「本は毎日読める」 

「漫画だったらずっと読める」etc... 
 

そういう 

「自然と継続できるもの」があります。 

 

僕がちょうど子供の頃に 

ADHD という言葉がすごく流行って 

僕もちょっと落ち着きがない時がありました。 

 

それで母親が知り合いの人から 

 

「お子さん ADHD かもしれないね」 

と言われて母親がすごく心配したのですが、 

 

ADHD は「注意欠陥・多動性障害」 

で天才に多いと言われています。 

 

僕自身は ADHD ではないと思いますが、 

ADHD の人は一つの事には 

もの凄く集中する事ができます。 

 

マーク・ザッカーバーグなど有名な 



 

 

天才経営者はみんな ADHD ではないか 

と言われるくらい、注意散漫です。 

 

全然継続力がなくて 

服も自分で着られないくらいです。 

 

ボタンを締め忘れたり、 

チャック開きっぱなしでフラフラしたり、 

本当にそうしてしまうらしいです。 

 

なぜそうなるか？ 

自分の好きなビジネスにおいては 

継続して集中しているので、 

他の事が全くできないです。 

 

世の中ではこういう人たちを 

病気と呼んで医者に連れて行ったり 

変な薬を飲ませたりしますが、 

 

それは子供に対しても同じで、 

今の子供達は 

 

「キレやすい」 
「注意力が散漫だ」 

「一つのことを続けられない」 

 

そう言われることがありますが、 

でも好きな事は続いてますよね？ 

 

決して継続力が無いわけではないのです。 

 

「継続しなければ」 
「頑張らなければ」 

 

と思っている時点で 

何か問題があるということです。 

 

まず目標設定そのものが 

間違っている場合もあります。 

 



 

 

「期限が決まってないから辛い」 

「先が見えないから不安」 
 

と思う時も何かを間違えています。 

 

大抵の場合は「目標」を間違えています。 

 

何か自分が叶えたい目標があって、 

それに向かって進んでる時は 

 

「継続力をつけなければ」 

とは思いません。 

 

でもその目標が 

自分の心の声ではなかったりブレていると、 

 

「辛い」「無理してる」 

「敢えて続けてる」 

 

と、なってしまうので 

継続力は必要ですが 

 

「継続しなければ、、、」 

 

そう強迫観念に駆られた時は、 
そもそもの目標設定が間違えている 
場合があります。 

 

目標が高すぎたり、低すぎたり、 

そもそものジャンルがずれてる場合があるので、 

「継続力」という言葉が 

頭に浮かんだ時は目標設定を見直してみてください。 
 

どう目標設定すればいいか？ 

については次回の音声で話していきます。 

 
今回のテーマは「継続力なんて捨ててしまえ」で 
 
「継続力を意識した時点で目標が間違えている」 

 



 

 

これを覚えておいてください。 
 

今日も一日頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 

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

 

たしかに継続すると意識するだけでも、 

コストを使ってしまいますので、肝心の実践の 

ためのコストが不足してしまいますよね。 

 

とても説得力のあるお話しで、私も目標を定めて 

日々行動を怠らないというか、習慣にしていますが、 

 

どうしても、 

 

「今の作業を続けて、自分が達成したい 

目標が本当に達成できるのか？」 

 

を考えてしまい、行動にためらいが生じたり、 

モチベーションが下がることがよくあります。 

 

「もし、この行動が全くの無意味だったら？」 

 

時間の無駄になるし、他の選択肢を検討したほうがいいのか？ 

 

と考えてしまいます。 

 

何かの作業を１点集中することが、 

突破のカギだと聞きますが、その１点が 

見当違いのものだと、大きく回り道をすることになり、 

途中であきらめる可能性が出てきます。 

 

 

というのも、私の中でもやはり『焦り』がありまして、 

最初は 

 

「成功するまで続ければいいじゃん」 

 

と思ってましたが、 



 

 

 

数か月にもわたって成果がずっと横ばいだと、 

 

「時間がもったいない」 

「やり方自体がまずいのか」 

「騙されているのか」 

 

考えてしまうのです。 

 

それに加えて、家族に「１年で成功する！」と言っておいて、 

もう２年目に入ってしまっていますので、 

目標を達成できないでいる自分の能力を疑いだしている次第です。 

 

「自分ではネットビジネスで成功できないのか」 

 

と。 

 

はっきり言って、今の生活が充実していると 

感じているのはネットビジネスのおかげなんですが、 

 

さすがに成果が出ないとなると、 

やっていることに疑問を感じ、ストレスになってきます。 

 

最終的に何が言いたいのかよくわからなくなってきましたが、 

天才といわれる経営者の方たちは、 

 

ビジネスをしている間どのような思考傾向なのかな？  

ネガティブな感覚が介在しない状態なのかな? 

と思いました。 

 

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

 

毎朝、私は起きてすぐに 

ミラーニューロンの音声を聴きながら 

メモを取っているのですが… 

 

今日は、 

 

聴き入ってしまって、 

手が止まっていました。 



 

 

 

音声が終わってから、 

ハッと気付きました。 

 

ADHD の話題が出て、 

 

私のことだ！と思ったからです。 

 

村上先生は、ADHD の事も 

理解してくれてるんだ、 

と嬉しくなり、何度も聴き返しました。 

 

今、私が毎日、ネオ作家の課題に 

取り組み続けられているのは、 

 

まさに、村上先生が、 

私たちみんなに、 

 

継続できる道を与えてくれているからだ、 

 

と思います。 

 

ここまで行動させてくれて 

継続させてくれて 

ありがとうございます。 

 

もっともっと、自分から 

どんどん動いて行きたい、 

進み続けていきたいと思いました。 

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

 
今朝もミラーニューロンの音声を送っていただき、 

誠にありがとうございます。 

 

毎回、物事の本質を見抜いてくださるマインドセットに 

偉大なる価値を感じております。 

 



 

 

継続自体は大事ですが、継続しないと 

いけないと心の中で思う時点で 

間違っているということに気付かされました。 

 

好きなことは続けられるけど、強制的にやらなければ 

いけないことは継続できないことも理解しました。 

 

継続できない場合は、だいたい目標設定が間違っている 

ということなので、自分が継続できないことに 

ついては目標を見直していきたいかと思います。 

 

ビジネスには完全にフォーカスできているので 

今の目標設定を進捗状況に合わせて、随時調整 

していきたいと思います。 

 

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

 

  

  



 

 

第３６号 もっと金持ちになれ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/036ayua.mp3 

第３７号 信頼残高を増やせ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/037jwjaw.mp3 

第３８号 お金の価値は低い 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/038nkjna.mp3 

第３９号 紙幣は蜃気楼 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/039nkjw.mp3 

第４０号 お金の価値観を書き換えろ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/040jjkwa.mp3 

第４１号 脳は過保護 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/041qkkka.mp3 

第４２号 継続力なんて捨ててしまえ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/042mlllla.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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