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【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 
 
 

 



８　創造的な言葉を使え　　　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/008mbfa8.mp3 
 
９　一般大衆の真逆に向かえ　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/009iiuaw.mp3 
 
１０　不安＝ヒマ人　　　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/010jjooia.mp3 

 

１１　我慢するな　　　　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/011joilawa.mp3 

 

１２　驚愕リストを作れ　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/012u988s.mp3　 
 
１３　極悪非道になれ　　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/013hufd.mp3 

 

１４　何も知らない事を知る　　　　

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/014nkjup.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。 
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億万長者のミラーニューロンサプリ 

第８号　創造的な言葉を使え 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「創造的な言葉を使え」です。 
 
「創造」とは 
 
「何かを作り上げる」「イノベーション」 
 
という意味です。 
 
言葉には色んな使いまわしや言い方があります。 
特に日本語は色んな種類の言葉があります。 
 
上手くいく人は単語のチョイスが上手です。 
 
「この人といると元気になる」 
 
「この人といるとエネルギー奪われる」 
 
単純に単語の使い方の違いです。 
 
例えば、何かトラブルがあった時に 
 
「つらい」「苦しい」「あいつは嫌なヤツだ」 
 
誰もそんなことは聞きたくないです。 
 
逆に、僕は 
 
「成長できるチャンスだ」 
 
「またチャレンジできるな」 
 
という創造的な言葉を使うようにしています。 
 
しかし、僕も普通の人間なので 
「怒り」「悲しみ」「嫉妬」etc… 
色んな感情があります。 
 
毒を吐きたくなったり、実際に毒を吐きますが 
なるべく相手にも自分にも創造的な 
言葉を使うよう心がけています。 

 
 
 



 
僕はコピーライターという職業柄、 
色んな言葉や単語を勉強してリストにしています。 
 
「このビジネスは簡単です」 
 
という言葉を例にします。 
 
「簡単です」 
 
だと嘘っぽくて 
 
「そんな簡単なこと世の中にない」 
 
と思われそうですが 
 
「このビジネスはサラリーマン向きです」 
 
と言われたらサラリーマンの方は 
「ビクン」と反応すると思います。 
 
「ド素人でもできる」 
「知識ゼロでもできる」 
「初心者でもできる」 
「ノウハウコレクター向き」 
「実績ゼロでもOK」 
 
同じ簡単という言葉でも色んな表現があります。 
 
例えば、 
 
「今日から一生懸命コピーライターの勉強をしよう」 
 
と言われると、 
 
「うわぁ、大変そう...」 
 
と思うでしょうが 
 
「あなたはこのテンプレートを学ぶだけでマスターできます」 
 
と聞くとすごく簡単そうですよね。 
 
他にも、 
「億万長者の考え方をインストール  

 
 
 



    するだけで年収一千万になります」 
 
同じ「簡単」でも全然変わってきます。 
 
 
「安い」にも「無料」「タダ」 
 
「お金」という言葉も 
 
「現金」「現ナマ」「貯金」「残高」「収入」 
「報酬」「ボーナス」「ミリオネア」etc… 
 
色々あります。 
 
 
「お金が手に入りますよ」 
 
と言われるよりも 
 
「残高が増えます」 
 
「ボーナスが入ります」 
 
の方が嬉しい人もいます。 
 
本当に言葉は面白いです。 
僕たちは普段ずっと会話しています。 
 
人と話さなくても、自分自身で会話しています。 
道を歩いてる時も、黙ってパソコン作業中でも 
自分に質問したり頭の中で独り言を言っています。 
 
「何で俺は稼げないんだろう」 
 
「何で俺はモテないんだろう」 
 
と言うより 
 
「どうすれば稼げるだろう」 
 
「どうやったら女の子と出会えるだろう」 
 
という質問をした方がいいアイデアが出ます。 
 
僕たちは毎日、凄い数の言葉を 

 
 
 



発しているので誰に対しても 
創造的な言葉を使うように意識すれば 
自然といいアイデアが引き寄せられます。 
 
毎日ポジティブな質問を自分にしていってほしいと思います。 
 
今日のテーマは「創造的な言葉を使え」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】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
『創造的な言葉を使え』の感想です。 
 
チラッと音声の中に出てきた、 
「言葉のリストをつくっている」という話が 
ビビっときました。 
 
言葉選びに時間がかかり悩むことが多いため、 
よく使う単語やイメージだけでもリスト化することで 
作業がスムーズになると感じました。 
 
ネガティブでなく、創造的な言葉や創造的な質問をする。 
 
確かにその通りですが、今までの考えの癖で瞬時に 
ネガティブ発想で頭が埋まるということがあります。 
 
そういうときは、最初に感じたネガティブを 
ありったけ出し切った後に、創造的な言葉で置き換える。 
 
この2ステップでやってみようと思いました。 
 
それでは今日も宜しくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
『　創造的なコトバを使え　』 
 
本当にそう！ 
と思うとともに、 
 
私自身もいっそう、 
 
人に力や希望、嬉しさを与える、 
建設的でクリエイティブなコトバを、 

 
 
 



使っていこうと思いました。 
 
無意識のうちについ、 
人からエネルギーを奪うような 
モノの言い方をしていることがあるように思います。 
これから更に注意深くコトバを使っていきます。 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
おはようございます。 
 
「自分にも他人にも創造的な言葉を使う」 
 
「うまくいく人は単語のチョイスがうまい」 
 
昨日に引き続き、言葉の大切さを 
改めて実感した音声サプリでした。 
 
確かに全く同じものを説明しても、 
言葉一つで全く受ける印象や 
刺さり方が違いますね。 
 
これがコンセプトの違いにつながっていく 
のかなと思いました。 
 
もうこの歳になると、ある程度 
普段使う言葉が固定され 
慣れ親しんだ単語しか使わないように 
なってしまっていることに気づきました。 
 
他の単語や言い回しにできないか？ 
しかもポジティブな言葉や 
他人を明るい気持ちにさせるような 
ワードにできないか？ 
 
意識して選択するようにします。 
 
イライラして毒を吐きそうになったときも 
ぐっと堪えて一呼吸おいて、 
建設的な意見や質問に置き換えるようにします。 
 
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。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
安い、お金、 
こんなに多くの言葉があるのだと感じました。 
 
私は「振込」と言う言葉がヒットしました笑 
 
人によって響く言葉が違うと言うことが学びになりました。 
 
一つの意味でも多くの言葉がある。 
勉強していきたいと思いました。 
 
一緒にいると元気になる人になりたいですね。 
この様な人は単語のチョイスがうまい人と言うことが 
学びになりました。 
元気になる単語を意識していきたいと思いました。 
 
いつもありがとうございます。 
引き続きよろしくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第９号　一般大衆の真逆に向かえ 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「一般大衆の真逆に向かえ」です。 
 
どの世界でも本当の成功者は 
トップ１％と言われていて、 
 
「１００人中１人の割合」 
 
で凄く確率は低いです。 
 
よく間違えるのが流行りやブーム、 
多くの人がやる事にみんなつられてますが 
 
１００人中１人しか成功者はいないので 
多くの人とは違う方向を向いてるんです。 
 
だから多くの人と真逆を向いてる人だけが成功します。 
 
多くの人が 
 
「左」に行けば「右」 
「東」なら「西」 
「これはダメだ」「これは良い」 
 
と、多くの人と真逆を向かないといけません。 
 
だから大抵、反対や批判を浴びる人 
ほど成功確率が圧倒的に高いです。 
 
ですから、僕は自分のアイデアを会社で出した時、 
反対者が多いかどうかでGOするかを決めています。 
 
あまりこの事は幹部や社員には言ってませんが。 
 
「こんなアイデアどう？」と聞いて 
 
「リスク高いですよ」「それはダメですよ」 
 
こんな意見が多ければ多いほど 
モチベーションが上がって 
 

 
 
 



「上手くいくんじゃない？」 
 
と思います。 
 
統計的にも多くの人が反対してる方が上手くいきます。 
 
あなたが起業しようとした時、 
家族、恋人、親は反対してきます。 
 
言い方悪いですが「成功しない側」の人達なので。 
 
「企業は危ない、倒産したらどうするの？」 
 
「騙されてるんじゃないの？」 
 
「宗教入ってるんじゃないの？」 
 
批判しようと思えばいくらでも批判できます。 
 
「その人はあなたの理想ですか？」 
 
　おそらく違うと思います。 
 
今後アドバイスを聞く時は、その人が 
「理想の人か？」「尊敬できる人か？」 
という基準を持ってほしいです。 
 
身内であろうが、親友であろうが 
その人があなたの理想の成功者でなければ 
アドバイスは聞く必要がありません。 
 
もし、あなたのメンターが 
「それ、良いんじゃない」 
 
と言ったら、１００人中９９人が 
「いやダメだよ」と言っても成功確率が高いです。 
 
成功者の枠に入るのはトップ１０％なので 
９０％と９９％の人と同じやり方だと上手くいきません。 
 
これから多くの反対の壁があると思いますが 
その壁の向こうに成功があると考えて決断を下してください。 
 
今日のテーマは「一般大衆の真逆に向かえ」でした。 
 

 
 
 



また今日も頑張っていきましょう。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
昨日観光地に夫婦で遊びに行ってきました 
ゴールデンウィークということもあり 
想像以上の人出でで 
常に人混みの中を歩く状況でした 
 
その混雑の中を 
真逆に進むということは 
肉体的にも精神的にも 
かなりの困難が待ち受けていると想像できます 
 
村上さんを信じて外界の情報を遮断して 
不安や心配で邪魔をしてくる家族を説得させ 
IQを高めてコピーライティングのスキルを磨く 
 
それには 
強靭な肉体と精神力が必要となるはず 
 
滋養強壮サプリより 
毎朝の「億万長者のミラーニューロンサプリ」だと思います 
 
今朝も 
ルーティンストレッチとミラーニューロンサプリいただきました 
村上さん ありがとうございました 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「成功するには一般大衆と真逆にいく必要がある」 
 
「多くの人が反対するものほどうまくいく確率が高い」 
 
今まで自分に自信がなくて、 
つい王道を選んでしまったり 
みんなが進む道を一緒に進んで 
安心してしまうところがありました。 
 
けれど、冷静に考えれば 
一般大衆と同じことをして成功してたら 
とっくに全員が成功者になってるはずですよね。 
 

 
 
 



世の中を見渡すと圧倒的に 
一般大衆がマジョリティですし、 
もちろん自分もその中に含まれていました。 
 
まずはその思考や行動パターン 
から抜け出さないと 
今までの繰り返しになってしまう、 
というのは痛いほどよくわかります。 
 
自分の尊敬できる人の意見やアドバイスって 
往々にして今までの自分が考えられる 
枠組みの外だったりするから、 
なかなか最初は今までの常識にしばられて、 
 
「ありえない」 
「無理だ」 
 
と思ってしまいますが、 
そこは勇気を持ってみんなと違うことをします。 
 
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。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
一般大衆の真逆を狙うことは、よく考えれば当たり前のことなのに、 
なかなかそうはいかない現実があります。 
 
でも、成功する人は少し変わっていると言われるように、 
逆をつかないとだめなんですね。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
まず、幸せな成功者は99％に後ろ指指されたり、 
理解されなかったりする孤独を受け入れる必要があると感じました。 
 
そのために、尊敬する人々との関わりやコミュニティーが重要だとも思います。 
 
第二話の音声にもある「邪魔者を退治する」にも繋がりますね。 
 
自分にとっての、尊敬できる人、こうなりたいと思える人は 
 
・人間関係に縛られない（人間関係を選べる） 
・お金を理由にやりたいことを諦めてない 

 
 
 



 
こういった特徴が出てきました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
  

 
 
 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第１０号　不安＝暇人 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「不安＝暇人」 
 
多くの人は「不安」「悩み」「恐怖」があると思います。 
 
家にいる時、車でドライブしてる時、 
電車に乗ってる時、不安になることもあるでしょう。 
 
僕自身、借金まみれから 
企業しましたが不安でいっぱいでした。 
 
２００万円のメンターのセミナーに参加する時も 
 
「そんなの詐欺だよ」「宗教だよ」 
「絶対失敗するよ」「騙されてる」etc… 
 
と周りに言われました。 
 
不安だらけのはずですが当時を 
思いだすと全く不安はなかったです。 
 
正確に言うと不安がなかったのではなく 
「不安を考えるヒマ」がなかったです。 
 
ここがポイントですが 
「不安」「悩み」「心配」に 
時間を割いてるヒマがありません。 
 
そんなヒマがあればコピー書いて、 
アイデア出して、商材作ってました。 
 
「今不安だなー怖いなぁ」と考えるのは 
それだけヒマな時間があるということです。 
 
1日のうち５分か１０分か分かりませんが 
不安を考えるヒマがあるのです。 
 
「不安」は僕たちが原始時代からの 
本能なので絶対になくなりません。 
 
脳の偏桃体がアラームを出して危険を知らせて 

 
 
 



くれるので不安そのものは無くせません。 
 
例えば、あなたが起業する時 
 
「不安だ、不安だ」 
 
なんて考えてるヒマがあれば 
少しでも動いて行動した方がいいです。 
 
 
不安だと思う事自体はリスク管理が 
できてるのでいい事ですが、 
 
起業当時からそんな事を考えていたらヒマです。 
 
「不安だな」「怖いな」 
 
と感じたら 
 
「俺は今、行動が足りてない」 
 
「この１分１秒何か行動できる」 
 
と捉えてほしいです。 
 
 
僕もいまだに不安になるし、今は 
社員も雇ってるのでリスク管理もしています。 
 
不安と感じたらとにかく行動する。 
 
僕はコピーライタ―なので文章を 
書いたり、すぐに行動に移してました。 
 
習慣は長くて６０日、短くて３０日でクセ付きます。 
ターンオーバー（皮膚・細胞の生まれ変わり）も 
だいたい同じ期間なので同様に習慣を変えください。 
 
これからは「ヒマ、不安」＝「行動」と書き換えてください。 
 
今回のテーマは「不安＝ヒマ人」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】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
音声『不安=暇人』の感想です。 
 
大前提として、不安を無くすことはできない。 
 
不安とは人間をピンチから守るために脳が発するシグナルだから。 
 
ただ、たくさん行動して夢中になっていると 
不安を感じる暇もなくなる。 
 
今回の音声は本当にリアルタイムで欲しい情報でした。 
 
例えば、メルカリに出品しただけで何か悪口を書かれるんじゃないか？ 
何か大事なミスをしていたらどうしよう？ 
などなど不安が溢れてくる状態でした。 
 
まだ消化途中なので何度も音声聞きながら、 
 
『不安を感じる→もっと行動する』 
 
の図式を腑に落としていこうと思います。 
 
本日もありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
不安=暇人 
こんなことは、考えたことがありませんでした。 
 
余計なことを考える暇があるなら、 
そんなことが思いつかないくらい行動にうつせ！ 
 
ということだと、受け止めました。 
 
確かに、何かに没頭している時には、不安など感じる暇もありません。 
 
行動あるのみですね。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
最近将来のキャッシュフローに対して不安を感じて、 
無駄にエネルギーをロスしているなあと 
感じることが毎日何回かありました。 

 
 
 



 
朝の１日の計画の時間に、もっときっちりと予定を立てて、 
不安を感じてしまうようなヒマな「アドリブ」で 
行動する時間を減らすようにします。 
 
とても貴重な気付きを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１１号　我慢をするな 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「我慢をするな」です。 
 
我慢はみんなすると思います。 
 
ダイエットする人によくありますが 
目の前の、チョコやケーキを見て 
 
「我慢するぞ」「食べないぞ」 
 
とじっと堪えています。 
これは間違っていて最初から見なければいいです。 
 
僕たちの「食べたいな」という感情は 
自然に生まれてくるのでコントロールできません。 
 
だから最初からその感情が 
生まれないようにしておけばいいです。 
 
僕も、１０年前から体を絞ってますが 
昔はあんこやお餅が好きで冷蔵庫に入れてありました。 
 
冷蔵庫に、あんこやお餅がある状態で 
 
「我慢、我慢」と思っても我慢できません。 
 
イラッとした時に食べてしまうので 
最初から冷蔵庫に入れないことです。 
 
もっと言えば、体を絞り始めた時は 
コンビニやスーパーの前を通りませんでした。 
 
セブンイレブンの看板とかが目に入ってくると 
瞬間的にいろんな感情が湧き出てきます。 
 
アイスクリーム、あんこ、饅頭、ケーキ... 
美味しそうな物のイメージがついています。 
 
初めからセブンイレブンの前を 
通らなければ、イメージもしないし 
 

 
 
 



起業当時は借りていた家が 
コンビニから遠くて、お腹が空いても 
買いに行くのが面倒くさくて行きませんでした。 
 
最初から変な欲望は見ないでください。 
目標に関係ある欲望はドンドン見たほうがいいです。 
 
フェラーリに乗りたいならフェラーリの写真を 
デスクトップや携帯の待ち受けにするのもいいです。 
 
モチベーションを上げるのはいいですが 
欲望やゴールに関係ないものは最初から見ないでください。 
 
見て、テンションが上がって欲望が出て 
我慢するには「意志の力、体力」を使いすぎます。 
 
最初から見ない環境を整えることが大事です。 
 
余計なメルマガも解除してください。 
一つに絞って、それ以外シャットアウトしてください。 
 
一番悪いのは、ＬＩＮＥ＠やメルマガです。 
 
「一発で億万長者になれる」 
 
そんな嘘ばっかりのメールが流れてきて 
 
「今回は本当っぽいなぁ」 
 
と心が動いたら、その瞬間負けです。 
 
冷蔵庫にケーキ、アイスは入れない。 
コンビニやスーパーの前は通らない。 
 
そのように感情が動かないように 
環境を整えていってください。 
 
今日のテーマは「我慢するな」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】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「感情は自然に生まれるものだからコントロールしづらい」 
「最初から我慢が必要な感情が生まれない環境にする」 

 
 
 



 
私もダイエットしなきゃと思いつつ、 
疲れた時は仕事帰りにポテトチップスを買って 
深夜にストレス食いしてしまいます。。 
 
繁華街の近くに住んでいるので 
コンビニが家の周りにたくさんあるため、 
そもそもコンビニの前を通らないことは 
至難の業ですが、、 
 
できるだけ見ないようにします。笑 
(現代がいかに誘惑の多い時代か実感します) 
 
自分に必要な情報以外は徹底的に 
シャットアウトして、 
集中できる環境我慢が必要ない環境を整えます。 
 
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。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
学ぶ人を決めたら 
その他の人は見ないと言うことが 
とても学びになりました。 
 
一つのところに集中して 
エネルギーを使うことで 
結果を出しやすいのだと感じました。 
 
いつもありがとうございます。 
引き続きよろしくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
誘惑を見て我慢するのではなく、もう見ない！ 
 
確かに、これなら我慢ができそうです。 
 
ここまでやるには、生活や行動パターンまでも 
変えなければならないのですね。 
 
なかなか大変ですが、いまここで、 

 
 
 



人生を変えるのなら必要なことなのだと思いました。 
 
そうやって考えると、テレビというものは 
受動だけのものですから、良くないのですね。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
音声「我慢はするな」の感想です。 
 
我慢するんじゃなくて、 
最初から目標に関係ない誘惑を見てはいけない。 
 
なぜなら、見て心が動くだけで 
大事なエネルギーが消費される。 
とても疲れる。 
 
今一度、原点に立ち戻り、 
何が本当に欲しいものなのかを見つけて 
 
必要ないものを断捨離しようと思います。 
 
丁度昨日FX自動売買ツールで五万円を失いました。 
 
五万円と言えば、 
彼女とディズニーシーに行き、 
一泊二日満喫できる大事なお金です。 
 
自己嫌悪、喪失感といった 
マイナスエネルギーを使いすぎるので 
 
ネオ作家で月八万円稼ぐまでは 
FXツールを封印します。 
 
本日も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１２号　驚愕リストを作れ 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「驚愕リストを作れ」です。 
 
「驚愕」の意味は「驚く」ですが 
 
ビックリしたり、感動したものを 
普段からメモに取って欲しいです。 
 
僕も家の外に出たら一日で 
３～４つはスマホにメモします。 
 
「これは良かった」 
「これは感動した」 
「これはもったいなかった」 
「これは嬉しかった」 
 
映画もですが、自分の感情が揺さぶられたり 
心が動いた部分を必ずメモしています。 
 
何でメモをするか？ 
ビジネスの付加価値に繋がるからです。 
 
ビジネスの世界は本当に小さい差しかありません。 
 
マクドナルドとロッテリアは 
そんなに差がありますか？ 
 
微差だけど、マクドナルドの一人勝ちです。 
 
スターバックスも一緒でそんなに大差ありません。 
 
システムも大差ないですが、 
ロゴ、立地、販売戦略、コンセプト 
そんなとこで、ちょっとした差が生まれます。 
 
であれば、自分の感情が動いた 
ちょっとした差を普段からメモしておけば 
 
あなたがビジネスを始めた時に 
取りためておいた驚きや、感動を 
ちょっと足したらライバルに勝てると思います。 

 
 
 



 
そういう「付加価値リスト」が作れます。 
これを「驚愕リスト」と呼んでいます。 
 
何をメモするのか？ 
ビックリしたこと、感動したこと、 
驚いたこと、不満、不便と感じたこと 
 
あなたの感情が「ビクン」と動いたこと。 
 
これをメモしてください。 
 
この前の出来事ですが、 
近くのコンビニに行った時に店員さんが 
 
「ミカンどうぞ」 
 
と一つ手渡してくれました。 
 
それが妙に嬉しくて、 
 
「どうせコンビニ行くなら 
 
　毎回あそこで買おう」 
 
という気持ちになりました。 
僕は喫煙するので結構な料金を落とします。 
 
年間落とす金額を考えたら、ミカン何十円の原価で 
何十万、下手したら何百万そこに落とすわけです。 
本当にミカン一つのちょっとしたことです。 
 
そんなちょっと嬉しかった事を全部メモしています。 
 
「アイデアリスト」 
「感動したリスト」 
「もったいないリスト」 
「ビジネスモデルリスト」etc… 
 
もっとありますがそれらをエクセルにまとめています。 
 
何で、こんなことをするのかというと 
僕たちは記憶や感情を一瞬で忘れてしまうからです。 
 
たまに見返して誰かと話す時の 

 
 
 



ネタにしてもいいと思います。 
 
僕たちビジネスマンは 
 
「驚いたこと」 
「ビックリしたこと」 
「もったいないと思ったこと」 
「こうした方がいいのに」 
 
これらをメモして取りためておくと 
それが将来、宝になりお金に変わります。 
 
今日からあなたも 
 
「驚愕リスト」 
 
「付加価値リスト」 
 
をどんどん増やして欲しいです。 
 
今日のテーマは「驚愕リストを作れ」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】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
日常の中でできるエクササイズなので 
着実に蓄積をしていこうと思いました。 
 
また、気づきを書き出すのは比較的得意ですが 
整理することがとても苦手なので、 
いい整理の方法を見つけようと思います。 
 
本日もありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
いつもありがとうございます。 
 
驚愕リストを作れ。 
 
感情が動いた小さなことを 
メモしておく。 
 

 
 
 



するとこれが、 
大きなネタ帳になる！と。 
 
ほんとうに、 
日々のふとした気付きや感動、 
なるほどな出来事など、 
 
すぐに記憶から 
流れ去ってしまいます。 
 
今日からメモします。 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
なるほど。驚愕リストですね。 
 
ビジネスとはちょっとした微差で 
大差になっているということがとても学びになりました。 
 
これから日々驚愕したことを 
メモって、これからのビジネスに活かします。 
 
 
早速スマホのメモにリストを作りました。 
 
まずは一日一個以上は入れていきます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第１３号　極悪非道になれ 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「極悪非道になれ」です。 
 
「極悪非道」と聞くと血も涙もない 
ヤクザみたいなイメージだと思いますが 
今回伝えたいのはそんなイメージではないです。 
 
もっと「極悪非道」になってほしいです。 
 
僕にはたくさんの会員さんがいてくださって 
毎日メルマガの感想や質問をもらって 
それに、もう１０年以上答え続けています。 
 
中には言い方悪いですが 
 
「変な人」「おかしい人」 
 
がいて、会ったこともないのに 
 
「村上さん、お金を１００万貸してください！！」 
 
と言ってくる人がいます。 
 
「いやいや、お会いしたこともないので貸せませんよ」 
 
と返すのですが 
 
「お金を貸してくれないなら練炭自殺します 
 
　もう頼れるのは村上さんだけです。 
 
　会ったことは一度もありませんけど」 
 
みたいな人もいますが、どう考えてもおかしいです。 
 
僕も、目の前で人が死ぬのは見たくないですが 
「頼れる人が僕だけ」というのがそもそもおかしいです。 
 
「あなたは今まで何をやってきたんですか？」 
「どんな人間関係を作ってきたんですか？」 
 

 
 
 



と問いたいですし、会ったこともない人に 
 
「１００万貸してくれ！！」 
 
そんな思考だからダメだと思います。 
 
こういう人は根本から治さないと 
ダメなので、そんな質問をもらった時は 
１００万円を貸さないでビジネスのアドバイスをします。 
 
僕は、お金の貸し借りが嫌いで 
借金に苦しんで以来、借金していません。 
 
お金を稼ぐ方法を教えるから 
 
「あなたの目標、やりたい事、 
 
　今何ができるのか、教えてください」 
 
と言うと、返事が返ってきません。 
 
「楽して儲けたい」 
 
という思考なので質問しても返ってきません。 
 
お金を貸すことはある意味簡単で、楽です。 
それよりビジネスのアドバイスをする方が大変です。 
 
ゼロの人にビジネスのアドバイスをして引き上げるのは 
大変ですが、でもそれが「本当の愛情」です。 
 
仏教に 
 
「小善は大悪に似たり、大善は非道に似たり」 
 
という言葉があります、漢字で直すと 
 
「小さな良い事は大きな悪に似ている 
　大きな本当に良い事は非道に似ているんだよ」 
 
という言葉です。 
 
分かりにくいと思いますが、 
最初の話を例にすると 
 

 
 
 



お金を貸すという、その場しのぎの 
小さな良いことは、実は大悪、大きな悪に似てる。 
 
お金を貸しても考え方や環境を変えないと 
また借金するので、その人にとっては「悪」で、 
 
逆にその人にお金を貸さないで 
ビジネスのアドバイスをするのは相手には苦しい。 
 
でも長期的に見たら自分でお金を 
作れるから絶対に良いという意味です。 
 
お金の貸し借りだけでなく、それ以外でも 
小さなことをその場しのぎで叶えることは 
お互いにメリットがなく、大きな「悪」です。 
 
実際に 
 
「極悪非道」「冷たい」「鬼」 
「悪魔」「オレは死ぬ」「お前は最悪だ」 
 
と言われて、ビジネスを教えることが 
非道に思えても、それは良いことです。 
 
これから、あなたにも 
色んな目先だけのその場しのぎがあります。 
 
「一般的には良い」「常識的には良い」 
 
というその場しのぎの「小さな善」は 
最終的には大きな悪でお互いのためにならないので 
 
その時は 
 
「鬼！」「悪魔！」「極悪！」 
 
と言われても、本当の大きな善を信じてほしいです。 
 
今日のテーマは「極悪非道になれ」でした。 
 
また今日も頑張っていきましょう。 
 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
 
 



 
 
村上さんの愛情を感じる音声でした。 
私も今一歳の子供がいるので 
 

「小善は大悪に似たり」を心に刻み 
接していきたいと思いました。 
 
どの様な人間関係を作ってきたいのか？ 
というところにビクンとしました。 
 
私もお金を貸してと言って 
貸してくれる人は親、義理の親くらいかもです。 
 
これから、村上さんの様な生き方と 
見習っていきたいと心から思いました。 
 
いつもありがとうございます。 
引き続きよろしくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
毎日のニューロンサプリ 
とても役に立っています。 
　　 
今日のメッセージも、 
ちょうど妻との関係性において、 
小善と大善について考えました。 
　 
自分の方が全体的、長期的に 
物事を見る性格なので、 
大善でものを言ったり、 
行動したりすることが多く、 
　 
妻から「愛されていない」 
と反発がきます。 
　 
例えば、朝起きるのが苦手な妻に、 
「それじゃあまず早く寝る習慣を 
　つけたらいいじゃん。」 
とアドバイスしたりすることです。 
　 
そうすると「夜、お風呂の前に 

 
 
 



うんこをする大事な時間を 
急かすからあんたのせいで 
便秘になる、うざい！」 
　 
と返されます。 
　 
自分では、生活のリズムを作ったり、 
必要な睡眠時間を 
しっかり確保してあげることは 
いいことだと思うのですが、 
　 
そしたら、朝も起きれるようになって 
自信もつくだろうに、 
いいことしかないはずなんだけどなー。　 
　 
なんで、わかってくれないんだろう？ 
（結婚以来４年間言い続けています。）　 
　 
というのが謎だったんですが、 
昨晩、ふと「ああ、望んでないんだ。」 
と気がつきました。 
　 
まず「そうありたい！」と願うから、 
その方向性に向かうアドバイスが 
ありがたいと思うわけで、 
それがいいことと思っていない人には 
はっきり言って「ウザイ」話なわけで、 
　 
なるほどなー。 
　 
今回のプロジェクトのテーマが 
（自分にとっては） 
『究極理解』（＆『絞る』）だと 
理解しているので、 
　 
これからもミラーニューロンサプリを 
しっかり聞き込んで、 
家族（特に妻）の理解を 
深められるよう精進したいと思います。 
　 
ありがとうございます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
小善は大悪に似たり 

 
 
 



大善は非道に似たり 
 
この言葉は初めて聞きました 
 
現代がいくらインターネットが普及し 
誰でも簡単に真理を追求できる 
便利な世の中になったはずなのに 
 
 
短期的に解決して 
結果 何も学ぶ事がなく 
また同じ過ちをおかさせることは 
その人の為に非ず 
 
人が行動しようとする道は 
昔から変わらないのですね 
 
日々の生活で 
自分も未だに思い当たることがあります 
 
宝くじ売り場の前を通るとき 
スクラッチで100万円あったら… 
 
長期的な思考になって 
周囲にちゃんと目を向ければ 
驚愕リストに残すべき物事があるはず 
 
シニア向けには 
未だに無いもの不便なもの 
そして自分ができる事を 
 
更にフィルターを通して 
ビジネスのヒントを得たいと思います 
 
村上さん 
今日も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１４号　何も知らない事を知る 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「何も知らない事を知る」です。 
 
「何も知らない事を知る」 
 
ソクラテスという哲学者で 
「知の神様」と崇められていた人がいます。 
 
彼の有名な言葉に 
 
「無知の知」（「何も知らない事を知る」） 
 
というのがあります。 
 
「何も知らない事を知る」とは 
 
例えば、今まであなたが 
得意で好きで長く続けてきたことは 
 
「他の人より知識がある」 
 
そう思うと思います。 
 
そういう情報を売ることは良いことですが 
 
「オレは全部知っている」 
「オレはマスターしている」 
 
と思った瞬間に成長が止まります。 
 
 
例えば、僕自身 
コピーライティングで 
 
「他の人には負けない」 
「何でも知ってる」 
 
一時期、そんな気持ちが湧いた時がありました。 
 
でもある時、弟子のコピーを 
見た時に「ビクン」と衝撃が走りました。 

 
 
 



 
「自分は知ったかぶりで、まだ先に進めるな」 
 
そう気付いて、更にコピーの腕が上がりました。 
だから、「自分が無知」というのは正しいです。 
 
アインシュタインさんが言った 
 
「私たちが唯一知ってるのは何も知らない事だけだ」 
 
これもソクラテスの言葉と同じです。 
 
そういう全知全能の神のような天才たちが 
「自分は何も知らない」と言っています。 
 
実際に、アインシュタインさんは 
今でいう「量子力学」を否定していました。 
量子力学はスピリチュアルやヒーリングの 
基になっていると言われています。 
 
彼自身も否定したということは 
 
「そんなものはない」 
「自分の方が知識がある」 
「自分は天才だ」 
 
と思い込んだから成長が止まってしまいました。 
アインシュタインさんが亡くなってから 
量子力学はドンドン流行してきてます。 
 
「自分は何も知らない事しか知らない」 
 
というマインドセットを持っていれば彼らは 
もう１００年、２００年名前が残ってると思います。 
 
ですから僕たちごときが 
 
「俺は知ってる」「マスターしている」 
 
こう思い込んでしまうと成長が 
止まるので彼らの言葉を思い出して 
 
「僕たちは何も知らない事だけを唯一知っている」 
 
と心に留めて、周りから色んなものを吸収すれば 

 
 
 



もっと経済的、肉体的、健康的にも 
成長できると思います。 
 
今日のテーマは「何も知らない事を知る」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】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「あ、それ知っている」 
 
って思って思考停止に陥った瞬間に、せっかく新たな学びの視点や 
可能性を台無しにしてしまう最悪の習慣ですよね。 
 
脳は、全ての入力情報を処理しようとすると 
オーバーヒートしてしまうため、 
ほんの一部の情報と過去の記憶を組み合わせて、 
瞬時に近似解を出すように進化してきたということを学んだことがあります。 
 
ほんの一部しか知らないのに、 
あたかも知っているかのように 
作話してしまう脳の省エネシステム。 
 
昔の賢人ソクラテスは、脳科学の知識がなくても 
感覚的に全てを悟っていたのですね。 
 
「あ、それ聞いたことある」 
 
と思ったら、絶対に何か知らないことを一つでも 
探し出して学ぶという習慣を持つようにしてから、 
毎日新たな気付きを得られるようになりました。 
 
最後までお読み頂きありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
何も知らない事を知る 。 
 
本当ですね、 
 
私たちって、前に聞いたことがある、 
と思うと、 
 

 
 
 



深く自分のものに落とし込んで理解していなくても、 
 
しっかり耳を傾けようとせず、 
スルーしてしまうことがほとんど。 
 
わかったつもり、のことだらけ。 
それでは成長が止まってしまう。 
 
知っていると思っても、 
更に耳を傾けて吸収する姿勢を 
常に持つよう心掛けます。 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「私たちが唯一知ってるのは 
何も知らないということだけ」 
 
確かに以前読んで内容を知ったつもり 
になっている本でもあらためて読み直すと、 
昔マーカーをひいたところとは 
違うところに感銘を受けたり、 
大事だと思ったりすることはよくあります。 
 
成長するにつれて自分の見えるものも 
変わるんだと実感しました。 
 
初心のうちは本当に何も知らないから 
素直に学ぼうとしますが、 
中途半端に知識がついてきた中級者が 
何でも知ってるような気になることが多い印象です。 
上級者ほど自分は何も知らないと言いますね。 
 
もう分かった、と思った時こそ、 
謙虚に何からでも学ぶマインドを忘れずに、 
貪欲に吸収したいです。 
 
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。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 
 
 



耳がいたいです。 
私は昔、 
みんなより知識があると思い込んでました。 
 
でも気づいた時には、 
みんなより全く知識がなかったです。 
 
落ちこぼれです。 
 
手遅れ状態です。悲しい。 
 
 
これから自分を直視し反省して 
知識をつける努力をしていこうと思います。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



８　創造的な言葉を使え　　　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/008mbfa8.mp3 
 
９　一般大衆の真逆に向かえ　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/009iiuaw.mp3 
 
１０　不安＝ヒマ人　　　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/010jjooia.mp3 

 

１１　我慢するな　　　　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/011joilawa.mp3 

 

１２　驚愕リストを作れ　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/012u988s.mp3　 
 
１３　極悪非道になれ　　　　　　　 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/013hufd.mp3 

 

１４　何も知らない事を知る　　　　

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/014nkjup.mp3 

 
 
 
 
 
 
ご感想はこちらからお願いいたします。 
　　　↓↓ 
support@neosakka.net 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネオ作家スクール運営事務局 
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