
最新の脳科学で「成功脳」を育成する！

第１講 
第２講 
第３講 
第４講 
第５講 
第６講
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第 7 講 
第 8 講 
第 9 講 
第10講 
第11講 
第12講



　第１章　自己開発のその前に、真実の世界を知ろう！ 
　　　　　『現実と真実の法則』 
　　第１講　脳に見せられる真実の世界を実感する！ 
　　　　　　１日目　『顕在意識と潜在意識の法則』 
　　　　　　２日目　『脳が見て、信じた通りに見えている』 
　　　　　　３日目　『「顕在意識」と「潜在意識」の実験』 
　　　　　　４日目　『顕在意識と潜在意識の３つの法則』エミール・クーエ博士提唱 
　　　　　　５日目　『セルフ・イメージ（自己像）』 
　　　　　　６日目　『目標追求装置の活用』 
　　第２講　信念の法則を納得する！  
　　　　　　１日目　『信念効果＝プラシーボ効果とその事例』 
　　　　　　２日目　『信念の力＝ノーシーボ効果とその事例』 
　　　　　　３日目　『信念の人（松下幸之助）』 
　　　　　　４日目　『信念の人（伊能忠敬）』 
　　　　　　５日目　『信念の人（エイブラハム・リンカーン）』 
　　　　　　６日目　『信念の人（ウオルト・ディズニー）』 
　　第３講　夢は必ず実現する３つの成功原則を体験する！ 
　　　　　　１日目　【前半】脳科学が実証する成功原則その１（目標の明確化） 
　　　　　　２日目　【後半】脳科学が実証する成功原則その１（目標の明確化） 
　　　　　　３日目　【前半】脳科学が実証する成功原則その２（目標一点集中） 
　　　　　　４日目　【後半】脳科学が実証する成功原則その２（目標一点集中）　 
　　　　　　５日目　【前半】脳科学が実証する成功原則その３（目標の動画化） 
　　　　　　６日目　【後半】脳科学が実証する成功原則その３（目標の動画化）                    

　第２章　自己開発のその前に、脳のしくみを知ろう！ 
　　　　　『反復による脳神経細胞の法則』 
　　第４講　人間の行動パターンのしくみが解明された！ 
　　　　　　１日目　『ニューロン（脳神経細胞）とシナプス』 
　　　　　　２日目　【前半】『ニューロンの信号伝達のしくみ』（緊張の理由） 
　　　　　　３日目　【後半】『ニューロンの信号伝達のしくみ』（緊張の理由） 
　　　　　　４日目　『自我がコントロールする８つの知能』 
　　　　　　５日目　『自我の中核その１：社会的知能』 
　　　　　　６日目　『自我の中核その２：感情的知能』 
　　第５講　脳神経細胞は反復で作られ、性格は変えられる！ 
　　　　　　１日目　『脳神経細胞は反復で作られる』（成功方程式） 
　　　　　　２日目　『間を置いた反復の威力』（スズキメソッド法）　 
　　　　　　３日目　『10000時間の法則』（マルコム・グラドウェル） 
　　　　　　４日目　『自分脳を作り上げた小学生の作文』（イチローと石川遼君） 
　　　　　　５日目　『脳波を利用した学習法』  
　　　　　　６日目　『勝者と敗者に共通する５つの習慣脳』  
　　第６講　夢を実現させる前頭前野の働きを活用しよう！ 
　　　　　　１日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その１【❶習得力】　 
　　　　　　２日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その２【❷元気力】　 
　　　　　　３日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その３【❸時間管理能力】 
　　　　　　４日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その４【❹想像力】 
　　　　　　５日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その５【❺集中力】 
　　　　　　６日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その６【❻選択力】【❼直感力】

　　第４章　自己開発のその前に、成功脳育成法を知ろう！ 
　　　　　　『感情経営の法則』 
　　　　第１０講　感情経営の法則を実践し、成功脳を育成しよう！　 
　　　　　　　　１日目　感情経営の法則その１（恐れと怒りの正体を知る） 
　　　　　　　　２日目　感情経営の法則その２（喜び：全ては最善、エネルギー転換法） 
　　　　　　　　３日目　感情経営の法則その３（祈り：積極的自己宣言の種類） 
　　　　　　　　４日目　感情経営の法則その４（感謝：逆境を感謝できる理由） 
　　　　　　　　５日目　感情経営の法則その５（愛：３つの喜びを学ばせる） 
　　　　　　　　６日目　感情経営の法則その６（人間の子供は何にでもなる） 
　　　　第１１講　専門分野の成功脳作りに取り組もう！（健康脳/スポーツ脳/語学脳/億万長者脳 etc） 
　　　　　　　　１日目　健康脳作り（サイモントン療法） 
　　　　　　　　２日目　スポーツ脳作り（モデリング脳と自分脳のミキシング） 
　　　　　　　　３日目　語学脳作り（英語と日本語の周波数） 
　　　　　　　　４日目　億万長者脳作り（忍耐脳） 
　　　　　　　　５日目　心の豊かさ脳作り（マザーテレサ） 
　　　　　　　　６日目　ビジネス脳作り（目標設定脳） 
　　　　第１２講　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り！ 
　　　　　　　　１日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その１ 
　　　　　　　　２日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その２ 
　　　　　　　　３日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その３ 
　　　　　　　　４日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その４ 
　　　　　　　　５日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その５ 
　　　　　　　　６日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その６

　第３章　自己開発のその前に、自分と他人を知ろう！ 
　　　　　『人格形成のための愛の四段階の法則』 
　　第７講　愛の４段階で、愛される人格形成をめざそう！ 
　　　　　　１日目　『人間関係を制する者は人生を制する』（人生は人間関係の道場） 
　　　　　　２日目　『人格形成愛の第一段階：愛する愛』（物質所有主義と存在理由主義） 
　　　　　　３日目　『本能的欲求と意図的欲求を知る』（ハワード・ヒューズからの学び） 
　　　　　　４日目　『人格形成愛の第二段階：生かす愛』（相手の価値観を認める） 
　　　　　　５日目　『人格形成愛の第三段階：赦す愛』（敵と見えし者を愛する） 
　　　　　　６日目　『人格形成愛の第四段階：存在の愛』（偉大なる恩師の愛の物語） 
　　第８講　成功するための自分自身の人格形成をめざそう！　 
　　　　　　１日目　『成功する価値観』とは？（現状感謝） 
　　　　　　２日目　『たられば禁止で障害を克服する』 とは？ 
　　　　　　３日目　『時間・お金・労力の使い方』 とは？ 
　　　　　　４日目　『プロとアマの違い』 とは？ 
　　　　　　５日目　『ジェシー・オーエンスからの秘伝』 とは？ 
　　　　　　６日目　『成功型or失敗型！即効20問自己評価チェックリスト』 
　　第９講　成功するための人間関係能力の向上をめざそう！ 
　　　　　　１日目　『人格形成のための成功脳会話術 その１』（積極的肯定的な会話） 
　　　　　　２日目　『人格形成のための成功脳会話術 その２』（子供に自尊心を育むための６か条） 
　　　　　　３日目　『人格形成のための成功脳会話術 その３』（クレーム処理法） 
　　　　　　４日目　『人格形成のためのリーダーシップ能力 その１』（３つの秘訣） 
　　　　　　５日目　『人格形成のためのリーダーシップ能力 その２』（受容能力） 
　　　　　　６日目　『人格形成のためのリーダーシップ能力 その３』（整理整頓、清廉潔白）

成功脳育成完結版

(D)ドリーム 
(R)リアライゼーション 
(A)アカデミー

３ヶ月 
４ステップ 
全12講座
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◎人類の英知である成功哲学が脳科学によって、実証されつつあります！ 
　実感しながら納得し、体験経験を習慣化できれば、夢は必ず実現します！

成功哲学＋脳科学＝夢実現体験 4ステップ 12講座内容

第１講　脳に見せられる真実の世界を実感する！ 
第２講　信念の法則を納得する！ 
第３講　夢は必ず実現する３つの成功原則を体験する！

Copyright 2009  夢実現アカデミー All Rights Reserved. 

ステップ 

❶　  

自己開発のその前に、真実の世界を知ろう！

『現実と真実の法則』
【実践！成功脳習慣その①】目標ぼんやり習慣 → 目標明確習慣へ

『反復による 
　　   脳神経細胞の法則』

『感情経営の法則』

『人格形成のための 
　　  愛の４段階の法則』

【実践！成功脳習慣その②】 消極的思考習慣 → 積極的思考習慣へ

【実践！成功脳習慣その③】 責任転嫁習慣 → 自己責任習慣へ

【実践！成功脳習慣その④】 言い訳習慣 → 言動一致習慣へ

第４講　人間の行動パターンのしくみが解明された！ 
第５講　脳神経細胞は反復で作られ、性格は変えられる！ 
第６講　夢を実現させる前頭前野の働きを活用しよう！

第７講　愛の４段階で、愛される人格形成をめざそう！ 
第８講　成功するための自分自身の人格形成をめざそう！ 
第９講　成功するための人間関係能力の向上をめざそう！

第10講　感情経営の法則を実践し、成功脳を育成しよう！ 
第11講　専門分野の成功脳作りに取り組もう！ (健康脳etc) 
第12講　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り！

自己開発のその前に、脳のしくみを知ろう！

自己開発のその前に、自分と他人を知ろう！

自己開発のその前に、成功脳育成法を知ろう！

夢実現アカデミー カリキュラム

現実と真実の世界が分かれば、人生が変る！

脳神経細胞のしくみが分かれば、行動が変る！

愛の４段階の法則を活用すれば、人格が変る！

感情経営の法則を実践すれば、結果が変る！

ステップ 

❷　  

ステップ 

❸　  

ステップ 

❹　  
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ステップ 

❶
自己開発のその前に、真実の世界を知ろう！

『現実と真実の法則』
自己開発のその前に、真実の世界を知ろう！

『反復による 
　　   脳神経細胞の法則』

自己開発のその前に、脳のしくみを知ろう！ステップ 

❷　  
自己開発のその前に、脳のしくみを知ろう！

『人格形成のための 
　　  愛の４段階の法則』

自己開発のその前に、自分と他人を知ろう！ステップ 

❸　  
自己開発のその前に、自分と他人を知ろう！

『感情経営の法則』
自己開発のその前に、成功脳育成法を知ろう！ステップ 

❹
自己開発のその前に、成功脳育成法を知ろう！

思考習慣・行動習慣・成功習慣の再教育

成功習慣の変化：目標明確習慣
行動習慣の変化：やってみようかな！

思考習慣の変化：納得！できるんだ！

思考習慣の変化：確信！できて当然です！

思考習慣の変化：体験！必ずできる！
180

行動習慣の変化：やらせて下さい！

行動習慣の変化：是非やりたい！

行動習慣の変化：何事もやるべきです！

成功習慣の変化：自己責任習慣

成功習慣の変化：積極的思考習慣

成功習慣の変化：言動一致習慣

思考習慣の変化：実感！できるかも！
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　第１章　自己開発のその前に、真実の世界を知ろう！ 
　　　　　　　『現実と真実の法則』 
　　第１講　脳に見せられる真実の世界を実感する！ 
　　　　　　１日目　『顕在意識と潜在意識の法則』 
　　　　　　２日目　『脳が見て、信じた通りに見えている』 
　　　　　　３日目　『「顕在意識」と「潜在意識」の実験』 
　　　　　　４日目　『顕在意識と潜在意識の３つの法則』エミール・クーエ博士提唱 
　　　　　　５日目　『セルフ・イメージ（自己像）』 
　　　　　　６日目　『目標追求装置の活用』 

　　第２講　信念の法則を納得する！  
　　　　　　１日目　『信念効果＝プラシーボ効果とその事例』 
　　　　　　２日目　『信念の力＝ノーシーボ効果とその事例』 
　　　　　　３日目　『信念の人（松下幸之助）』 
　　　　　　４日目　『信念の人（伊能忠敬）』 
　　　　　　５日目　『信念の人（エイブラハム・リンカーン）』 
　　　　　　６日目　『信念の人（ウオルト・ディズニー）』 

　　第３講　夢は必ず実現する３つの成功原則を体験する！ 
　　　　　　１日目　【前半】脳科学が実証する成功原則その１（目標の明確化） 
　　　　　　２日目　【後半】脳科学が実証する成功原則その１（目標の明確化） 
　　　　　　３日目　【前半】脳科学が実証する成功原則その２（目標一点集中） 
　　　　　　４日目　【後半】脳科学が実証する成功原則その２（目標一点集中）　 
　　　　　　５日目　【前半】脳科学が実証する成功原則その３（目標の動画化） 
　　　　　　６日目　【後半】脳科学が実証する成功原則その３（目標の動画化）                    

成功脳育成完結版

(D)ドリーム 
(R)リアライゼーション 
(A)アカデミー

第１章 
目 次
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現実と真実の世界が分かれば、人生が変る！

脳に見せられる 
『真実の世界』 
を実感する！

【第１講】

ステップ❶　現実と真実の法則 

6



結論：私たちは、２つの世界つまり、

大脳が見ていた。
大脳が指示を出してきていた！

顕在意識＝現実の世界 と
潜在意識＝真実の世界 を生きていた。

→現実と真実の法則
第１講 からの まとめ　

19



現実と真実の世界が分かれば、人生が変る！

ステップ❶　現実と真実の法則 

『信念の法則』 
 を納得する！

【第２講】

20



『信念の法則』 
納得！

結論：真実の世界を自由にコントロール 
できる人が、人生を制する事ができる！

第２講 からの まとめ　 
→現実と真実の法則
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現実と真実の世界が分かれば、人生が変る！

ステップ❶　現実と真実の法則 
【第３講】

夢は必ず実現する 
『３つの成功原則』 

を体験する！
28



夢は必ず実現する『３つの成功原則』

目標を明確にし見える化する！
■成功原則その1

■成功原則その２
目標一点集中で見続けること！
■成功原則その３
目標を動画で描き続けること！

第３講 からの まとめ　 
→現実と真実の法則
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　第２章　自己開発のその前に、脳のしくみを知ろう！ 
　　　　　   『反復による脳神経細胞の法則』 
　　第４講　人間の行動パターンのしくみが解明された！ 
　　　　　　１日目　『ニューロン（脳神経細胞）とシナプス』 
　　　　　　２日目　【前半】『ニューロンの信号伝達のしくみ』（緊張の理由） 
　　　　　　３日目　【後半】『ニューロンの信号伝達のしくみ』（緊張の理由） 
　　　　　　４日目　『自我がコントロールする８つの知能』 
　　　　　　５日目　『自我の中核その１：社会的知能』 
　　　　　　６日目　『自我の中核その２：感情的知能』 

　　第５講　脳神経細胞は反復で作られ、性格は変えられる！ 
　　　　　　１日目　『脳神経細胞は反復で作られる』（成功方程式） 
　　　　　　２日目　『間を置いた反復の威力』（スズキメソッド法）　 
　　　　　　３日目　『10000時間の法則』（マルコム・グラドウェル） 
　　　　　　４日目　『自分脳を作り上げた小学生の作文』（イチローと石川遼君） 
　　　　　　５日目　『脳波を利用した学習法』  
　　　　　　６日目　『勝者と敗者に共通する５つの習慣脳』  

　　第６講　夢を実現させる前頭前野の働きを活用しよう！ 
　　　　　　１日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その１【❶習得力】　 
　　　　　　２日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その２【❷元気力】　 
　　　　　　３日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その３【❸時間管理能力】 
　　　　　　４日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その４【❹想像力】 
　　　　　　５日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その５【❺集中力】 
　　　　　　６日目　『夢を実現させる前頭前野の働き』その６【❻選択力】【❼直感力】

成功脳育成完結版

(D)ドリーム 
(R)リアライゼーション 
(A)アカデミー

第２章 
目 次
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脳神経細胞のしくみが分かれば、行動が変る！

脳神経細胞の法則 
【第４講】

ステップ② 反復による

『人間の行動パターン』
　のしくみが解明された！

43



結論：ニューロン(脳神経細胞)を制する 
　　　者が、人生を制する事ができる！

第４講 からの まとめ　 
反復による脳神経細胞の法則

脳の構造（成功脳ブートン回路）は、 
自らの選択で作り変えることが出来る！
『人間の行動パターン』のしくみが解明されました！
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脳神経細胞のしくみが分かれば、行動が変る！

脳神経細胞の法則 
【第５講】

ステップ② 反復による

『脳神経細胞は反復で作られ、 
　　性格は変えられる！』

50



結論：成功脳を作るには、①自分自身で決めた明確な目標を
持つこと。②計画的に最後まで段階的にやり遂げること。

第５講 からの まとめ　 
性格は変えられる！

 自分で決めたことを最後までやり遂げる時、脳内に『快感物質』が
生じ、大きな『達成感』が感じられます。 
その結果、脳内にある「自己報酬神経群」が、この『達成感』を『報
酬』として捉え、新たな伝達回路が形成されるのです。この新たな伝
達回路の形成こそ、成功脳育成なのです。

脳神経細胞は反復で作られ、性格は変えられる！
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脳神経細胞のしくみが分かれば、行動が変る！

脳神経細胞の法則 
【第６講】

ステップ② 反復による

夢を実現させる 
前頭前野の働きを 
活用しよう！
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私たちには生まれ持った
７つの力がある！

第６講 からの まとめ　 
  →前頭前野の法則

結論：❶習得力 ❷元気力 ❸時間管理能力 
  ❹想像力 ❺集中力 ❻選択力 ❼直感力！
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　第３章　自己開発のその前に、自分と他人を知ろう！ 
　　　　　 　『人格形成のための愛の四段階の法則』 
　　第７講　愛の４段階で、愛される人格形成をめざそう！ 
　　　　　　１日目　『人間関係を制する者は人生を制する』（人生は人間関係の道場） 
　　　　　　２日目　『人格形成愛の第一段階：愛する愛』（物質所有主義と存在理由主義） 
　　　　　　３日目　『本能的欲求と意図的欲求を知る』（ハワード・ヒューズからの学び） 
　　　　　　４日目　『人格形成愛の第二段階：生かす愛』（相手の価値観を認める） 
　　　　　　５日目　『人格形成愛の第三段階：赦す愛』（敵と見えし者を愛する） 
　　　　　　６日目　『人格形成愛の第四段階：存在の愛』（偉大なる恩師の愛の物語） 

　　第８講　成功するための自分自身の人格形成をめざそう！　 
　　　　　　１日目　『成功する価値観』とは？（現状感謝） 
　　　　　　２日目　『たられば禁止で障害を克服する』 とは？ 
　　　　　　３日目　『時間・お金・労力の使い方』 とは？ 
　　　　　　４日目　『プロとアマの違い』 とは？ 
　　　　　　５日目　『ジェシー・オーエンスからの秘伝』 とは？ 
　　　　　　６日目　『成功型or失敗型！即効20問自己評価チェックリスト』 

　　第９講　成功するための人間関係能力の向上をめざそう！ 
　　　　　　１日目　『人格形成のための成功脳会話術 その１』（積極的肯定的な会話） 
　　　　　　２日目　『人格形成のための成功脳会話術 その２』（子供に自尊心を育むための６か条） 
　　　　　　３日目　『人格形成のための成功脳会話術 その３』（クレーム処理法） 
　　　　　　４日目　『人格形成のためのリーダーシップ能力 その１』（３つの秘訣） 
　　　　　　５日目　『人格形成のためのリーダーシップ能力 その２』（受容能力） 
　　　　　　６日目　『人格形成のためのリーダーシップ能力 その３』（整理整頓、清廉潔白）

成功脳育成完結版

(D)ドリーム 
(R)リアライゼーション 
(A)アカデミー

第３章 
目 次
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愛の４段階の法則を活用すれば、人格が変る！

愛の４段階の法則 
【第７講】

ステップ③ 人格形成のための

愛の４段階で、 
愛される人格形成を 
目指そう！
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第７講 からの まとめ　
  →愛の４段階の法則

第二段階『生かす愛』　　　　
第三段階『赦しの愛』　　　　
第四段階『存在の愛』　　　　

第一段階『愛する愛』　　　

71



愛の４段階の法則を活用すれば、人格が変る！

愛の４段階の法則 
【第８講】

ステップ③ 人格形成のための

成功するための 
自分自身の人格形成を

目指そう！
72



第８講 からの まとめ　
  →成功するための人格形成！

No50『成功する価値観』
No51『たられば禁止で障害を克服』
No52『時間・お金・労力の使い方』
No53『プロとアマの違い』
No54『ジェシーオーエンスの秘伝』
No55『成功型or失敗型』全２０問 82



愛の４段階の法則を活用すれば、人格が変る！

愛の４段階の法則 
【第９講】

ステップ③ 人格形成のための

成功するための 
人間関係能力の向上を 

目指そう！
83



第９講 からの まとめ　
成功するための 
人間関係能力の向上を目指そう！

『人格形成のための成功脳会話術』

『人格形成のためのリーダーシップ能力』

なぜ人々に	
意見の相違が	
生じるのか？

現実と真実 
の法則

理由
５段階コミュニケーショントラブル解決法
1傾聴→2緩和→3質問→4利益→5提案
クレーム処理方程式＝５段階＋沈黙＋自責の念

成功する 
リーダーシップ 
能力の３原則

【原則１：『現実と真実』のコミュニケーション術をマスターしよう！】
【原則２：『現実と真実』の組織育成構築術をマスターしよう！】
【原則３：『現実と真実』の信頼獲得・権限委譲術をマスターしよう！】
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　　第４章　自己開発のその前に、成功脳育成法を知ろう！ 
　　　　　　    『感情経営の法則』 
　　　　第１０講　感情経営の法則を実践し、成功脳を育成しよう！　 
　　　　　　　　１日目　感情経営の法則その１（恐れと怒りの正体を知る） 
　　　　　　　　２日目　感情経営の法則その２（喜び：全ては最善、エネルギー転換法） 
　　　　　　　　３日目　感情経営の法則その３（祈り：積極的自己宣言の種類） 
　　　　　　　　４日目　感情経営の法則その４（感謝：逆境を感謝できる理由） 
　　　　　　　　５日目　感情経営の法則その５（愛：３つの喜びを学ばせる） 
　　　　　　　　６日目　感情経営の法則その６（人間の子供は何にでもなる） 

　　　　第１１講　専門分野の成功脳作りに取り組もう！（健康脳/スポーツ脳/語学脳/億万長者脳 etc） 
　　　　　　　　１日目　健康脳作り（サイモントン療法） 
　　　　　　　　２日目　スポーツ脳作り（モデリング脳と自分脳のミキシング） 
　　　　　　　　３日目　語学脳作り（英語と日本語の周波数） 
　　　　　　　　４日目　億万長者脳作り（忍耐脳） 
　　　　　　　　５日目　心の豊かさ脳作り（マザーテレサ） 
　　　　　　　　６日目　ビジネス脳作り（目標設定脳） 

　　　  　第１２講　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り！ 
　　　　　　　　１日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その１ 
　　　　　　　　２日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その２ 
　　　　　　　　３日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その３ 
　　　　　　　　４日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その４ 
　　　　　　　　５日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その５ 
　　　　　　　　６日目　成功脳育成法：実践行動計画27ルール作り その６

成功脳育成完結版

(D)ドリーム 
(R)リアライゼーション 
(A)アカデミー

第４章 
目 次
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感情経営の法則を実践すれば、結果が変る！

感情経営の法則 
【第１０講】

ステップ④

感情経営の法則を 
実践し、成功脳を 
育成しよう！

91



第１０講 からの まとめ　
感情経営を実践し、成功脳を育成しよう！
『感情経営の法則』

その１（恐れと怒りの正体を知る）
その２（喜び脳：全ては最善・エネルギー転換法）
その３（祈り脳：積極的自己宣言）
その４（感謝脳：逆境を感謝する）
その５（やる気を持続させる脳内「３大神経伝達物質」）
その６（３大神経伝達物質のトライアングル法則） 101



感情経営の法則を実践すれば、結果が変る！

感情経営の法則 
【第１１講】

ステップ④

専門分野の成功脳作り 
（健康脳/スポーツ脳/語学脳/ 
    金持ち脳/人間脳/営業脳） 
に取り組もう！

102



第１１講 からの まとめ　
感情経営を実践し、成功脳を育成しよう！
『感情経営の法則』

その１『健康脳回路作り（サイモントン療法）』
その２『スポーツ脳回路作り（モデリング脳と自分脳）』
その３『語学脳回路作り（周波数脳）』
その４『金持ち脳回路作り（10回倍増脳）』
その５『人間脳回路作り（人間は何にでもなる！）』
その６『営業脳回路作り（真実の世界で営業をする！）』
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感情経営の法則を実践すれば、結果が変わる！

感情経営の法則 
【第１２講】

ステップ④

成功脳育成法 
実践成功脳２７回路作り 
に取り組もう！
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第１２講 からの まとめ　
実践成功脳２７回路作りの取り組もう！

成功脳回路＝現実と真実脳＋人格脳＋忍耐脳
夢実現脳
信念脳

人間関係脳

感情脳
会話脳
リーダー脳

価値観脳
目標達成脳
成功法則脳

①目標明確脳回路
②一点集中脳回路
③イメージ脳回路

④実力(7)脳回路
⑤反復脳回路
⑥自我脳回路

⑦真実判断脳回路
⑧愛４段階脳回路
⑨神経伝達脳回路

⑩喜び脳回路
⑪祈り脳回路
⑫感謝脳回路

⑬傾聴脳回路
⑭緩和脳回路
⑮質問脳回路

⑯未来選択脳回路
⑰責任信頼脳回路
⑱権限委譲脳回路

⑲時間脳回路
⑳お金脳回路
㉑労力(命)脳回路

㉕金持ち脳回路
㉖人間脳回路
㉗語学脳回路
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人 
格 
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現
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㉒営業脳回路
㉓スポーツ脳回路
㉔健康脳回路

目 
標 
達 
成

成 
功 
法 
則

成功脳 
27 
回路 
作り
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