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こんにちは！渡辺拓です。 

今回の「凡人大学 第２期 凡才開花！」の募集要項を、ヒトコトで
言うとこうです： 

僕と一緒に、少なくとも 
13個のチャレンジをしながら、 

6ヶ月後には「全く新しい自分　」に 
生まれ変わってみませんか？ 

これまでも「１週間チャレンジ」というのを数回実施して、たった
１週間で「意識が変わりました」「すごい体験でした！」という声
をたくさんいただきました。 

この１週間チャレンジに、2週間に１回という頻度で触れていただ
くことに、実は大きな意味があります。 



人間にそなわる生存本能が今までの自分の「コンフォートゾーン」
に戻そうとする間を与えることなく、変化の中に自分を投じること
で ”進化し続ける自分” が当たり前になるなるしまおうというわけ
です。 

ちなみに、チャレンジと聞いて、こう思った方は要注意です： 

 
 

僕らはこれまでに「大きな結果を得るには、それ相応の苦労が必要
だ」と洗脳されています。 

新しい自分になるためには、「重いコンダラ」をひっぱり、何年も
かけて試練の道を行かないといけない・・と、昔のアニメは語って
いました。 

その”重い努力”がちらついて、チャレンジをするのをためらってし
まううちに、足がその場に根付いてしまい、いざ本当に行動したい
ときには、なかなか動けなくなってしまっている・・ 

こんな人は多いかもしれませんが、 

「次に向かって行動してみる」「チャレンジをする」ということは、
現代ではもっと軽いものだし、 

逆にそういう軽さでたくさんこなしていくようでないと、時間もか
かって成功につながらないようになってしまいます。 



そして、チャレンジについて 

 
 

ということをご存知ですか？ 

いや、正確にいうと僕も知らなかったのですが、 
今、書きながらそんなことを思いました。 

たとえば、 

・脱サラして、新しい事業を起こそうとする 
・家の本棚の配置を変える 

かたやスゴいチャレンジで、かたやほんのちょっとした日常の違い
ですが、どちらも「変化する」という意味では同じことです。 

物事はすべてニュートラル。 
そこにハードルを感じたり、違いを感じている 
「自分の心」があるだけです。 

ちょっと補助線を入れましょう。 



この最初のハードルを乗り越えて、大きな変化を当たり前にするた
めに、必要なポイントが３つあります。 

 

大きな変化にトライしない人ほど、得てして、日常の小さな変化を
軽んじていて、代わり映えのない日常を過ごしています。 

そして、そういう人ほど、「大きな変化が得られる！」ということ
に飛びついて、大きな損をしてしまったりします。 

ひとつ、 
「その変化が得られるに”足る自分”である」と思う 
のはとても大事なのですが、 

その資格や覚悟がないうちからその変化に飛びついてしまっては、
結局、自分のもとに何も残らないようになってしまいます。 

 

たとえばソフトバンクの孫社長だったら、あっさり１秒で事業を起
こす決断をするでしょうし、１日後には売上だって上がっているで
しょう。 

メジャーリーグ２刀流の大谷選手だったら、「さ、やるか」くらい
の軽い気持ちで、常人にはできないハードなトレーニングに取り組
んでいるでしょう。 

これは、 



「こんなにすごい人たちがいるのだから、 
　あなたも同じくらい努力しましょう！」 

ということではありません。 
それでは、世の成功法則と同じです。 

そうではなく、 

それと同じくらいのアッサリした感じで、 
あなたにもできることがあるはずなのです。 

違う言葉でいうと、「向き不向きがある」ということです。 

それを発見することで、軽やかに自分の向いたい方向に、（そし
て、他の人から見たらありえない角度で）向かっていけるというわ
けです。 

 

そして、一度起こした変化は、加速していきます。 

正確には、 

小さな変化に慣れていくと、 
たくさんの変化を感じられるようになり、 



次第に周りの変化にも気づけるようになるし、 
さらに大きな変化にチャレンジしたくなってくる 

ということです。 

難しく書いたのですが、成長ってそういうもんですよね。 

まずは小さなステップから初めて、だんだん難しいことへとステッ
プアップしていく。 

そういった成長こそ、何より自分がそれを信じられて 
確固たる、地に足ついた変化を得ることができるんです。 

だから、 

 
 

 
 

というのが、今回のチャレンジの趣旨であり、 
「凡才開花！」の種明かしです。 



自分一人では大変でも、みんなと一緒にやっていったり、少しずつ
でも変化している人を目の前に見ることで、まずは「小さな変化」
が当たり前になってきます。 

小さな変化が当たり前になったら、 
次は中くらいの変化を当たり前にしてみましょう。 

中くらいの変化が当たり前になったら、 
中の上くらいの変化が当たり前になってくるでしょう。 

そして・・・と続けていった先に、気づいたら「大きな変化も
当たり前」に感じられる自分になっているのではないでしょう
か。 

そして、自分だけでやっていくのは、大変だし、根性がいりますの
で、 

 
 

していきます。 

1週間チャレンジは13回、全部に参加してもいいし、眺めているだ
けでもよし。とにかく「変化に触れる」「変化しようとしている仲



間とつながる」ということによって、自分の中に流れを起こしてい
きます。 

はじめは「眺めるだけで参加しよう」と思っていた方も、何度も見
ることで変化が潜在意識にすり込まれていきます。 

潜在意識から影響を受けることによって、気づいたらなんだか ”そ
わそわ” してきて「ちょっとやってみようかな」なんて思えるかも
しれませんし、それが「新しい自分に出会う」ということです。 

実際、第1期にも、後半から講義に参加し始めていただいた方もい
らっしゃいます。これも、環境があったからこそできることです。 

そして、どうせなら最後には大きな変化を味わいたい。 

それも 
 

 
  

と呼べるくらい、 

思考も、行動も、出会う人も、仕事のやり方も、 
収入も、家族との関係も、職場での立ち位置も、 
健康も、心のあり方も、人生のとらえ方も、 



すべてがまるっきり（いい方向に）変わってしまっているくらいの
新しい変化を得たい。 

僕はそんな自分になりたいし、どうせなら一人でやるよりも、みん
なと一緒にやっていきたいなと思っています。 

 
 

 

一緒にやることで、みんなの変化も見られるから 
自分だけの発想を超えた「見たことのない景色」を見られるという
のも、仲間と一緒にやっていくメリットです。 

変化ができたら、それをお互いに褒め称えあいましょう。 

新しく身についた才能を持ち寄って、お互い教え合い、さらに成長
が積み重なるような、ちょっとしたイベントを開いてみるのもいい
なあと思っています。 

今回は、そんな「現実的に大きな変化を起こしていく仲間」を募集
します。興味を持った方は、どうぞ募集要項をご覧ください： 

 



  

 
凡人大学 

（ぼんじんだいがく 
　ぜろ・どりーむ・あかでみー） 

 
「凡才開花！」の三本柱 

１．未来に得たい能力を写し取る”トレース力”を身につける 
２．過去の自分に眠る才能を掘り起こす”ストーリー”を紡ぎ出す 
３．今の自分にできることで理想を作る”情報発信力”を使いこなす 

を実践していくことによって、 
自分だけの非凡な才能を発見し、開花させ 
6ヶ月後には全く新しい自分と出会う。 

 
６ヶ月間 



本講義期間： 
２０２１年７月２７日（水）～ ２０２２年１月２５日（水） 

 
凡人大学は、以下の3つのコンテンツでできています。 

・ライブ講義 
・グループ相談会 
・メインチャット 

それぞれについて説明します。 

 

「毎月第２・第４水曜よる9時」から１～２時間ほど、 
ライブ配信による講義を行います。 
※ライブ配信はすべて録画に残すので、参加できなくても後から視
聴できます。 

ライブ配信を使って、コメントもしあいながら 
双方向にやりとりをしつつ、学んでいきます。 

第２期の講義のテーマは、 



自分に眠る才能を開花させながら、 
望む現実を創っていく方法。 

今回は、講義と連動して１３個の１週間チャレンジをやっていくこ
とで、日常でも実践しながら体感していき 

「過去・今・未来」の3つのテーマとスキルに沿って、 
自分の「本当の理想」や自分の中に眠る才能に気づき、 
唯一無二のキャリアを創っていく方法をお伝えします。 

いま、予定している講座内容は以下の通りです。 

 

＞未来：仕事の基礎体力ドーピング開花 

・行動力アップ⇒集中力アップ 
・仕事効率アップ⇒生産性アップ 
・安定感アップ⇒安心感アップ 
・直感力アップ⇒洞察力アップ 

未来に得たい能力を写し取る”トレース力”を磨き上げ、 
自分のニガテ分野や避けてきたことを飛び越え、これまでの自分に
はない感覚を体の中に作り出すことで、”ドーピング”と言えるくら
いの違いを体験しにいきます。 



＞過去：心のモヤモヤの浄化開花 

・「お金の価値観」の書き換え 
・人間関係のしこりの除去 
・思考のモヤモヤの洗浄 
・感情コントロールと”運”の開眼 

蓮の花が、泥の中をくぐって美しい花を咲かせるがごとく、 
これまでの生活でうけてきた「不必要な価値観」を取り除き、 
自分の中に眠る「未開発の才能」を輝かせる自己開闢（かいびゃ
く）の”ストーリー”を紡ぎ出します。 

＞今：新しい自分の才能開花 

・再誕生：強くてニューゲーム 
・”隠してきた”才能の表出化 
・「実はできる」自分との遭遇 
・理想の再定義・再創造 

「今、ここ」の心の中を豊かにして、理想の自分を外の世界に形作
る”新しい情報発信力”を磨き、ただ周りに流される人生ではなく、
自ら新しい世界を作っていく方法を完全に自分のものにして、自分
の人生の舵を取り戻していただきます。 

これらのカリキュラムを想定していますが、 

話したいことが増えたりすると、さらに内容は増えていきますし、 



メンバーに起こる出来事やいただいたご質問にあわせて 
その日のトピックを決めてお伝えしていきます。 
（ですので「ライブ講義」です） 

また、「毎月の第2・第4水曜日」以外にも、 
突発的にライブ配信をする可能性もあります。 

 

抽象度の高い視点を持ち、それを日常に落としていくと、 

途中でわからないことがでてきたり、 
応用する時に迷うことがあるかと思います。 

そこで、グループ相談会を行います。 

グループ相談会は誰でも参加可能です。 

「自分らしい働き方を創っていく」ことに 
関する質問はすべて対応可能です。 

・職場での上司・部下との人間関係の相談 
・スキルアップのために、講義の疑問を解消 
・副業～独立後のビジネスをどうするか 



などなど、不明な点があれば、何でもご相談ください。 

日程については、下記のメインチャットで調整します。 

 

「slack（スラック）」というチャットツールを利用して、 
日々のコンテンツを不定期にチャットに公開していきます。 

メインチャットのイメージ： 



メインチャットは３つの用途で使います。 

 

「メインチャット」では、 

上記「ライブ講義」や「相談会」の録画や音声を公開します。 
※個人が特定できないように配慮いたしますので、相談会では安心
してご相談ください。 

 

Udemy（ユーデミー）の受講生が5万6千人を超え、 
いまなお新しい気づきを得て、精神的に成長し、 
ビジネスを展開している渡辺の思考をウラ側から公開していきま
す。 

たとえば、 

・働き方 
・スキルアップ 
・仕事 
・お金 
・人間関係 



・ビジネス 
・マーケティング 
・感情・身体 
・哲学 
・心・精神 
・スピリチュアル 

など、渡辺拓が日々インプットしているものを 
抽象度の高い視点からそのままお伝えします。 

それぞれがバラバラではなく、深い所でつながりがあることをお伝
えしていきますので、分離していたものが統合され、これまで見て
きた世界が再構築されるような感覚になる方もいらっしゃると思い
ます。 

そして、半年もこの視点・思考を浴びていくことでこれまでに持っ
ていたワクは壊れていくでしょうし、幼少期から必死に作ってきた
固定概念もなくなり、新しい発想・行動が自然と生まれてくるよう
になります。 

そして、学んだことは全て外に公開可能です。 

ブログを書いたり、職場の同僚や部下に伝えたりと、 
どうぞご自身のお仕事やビジネスにお役立てください。 



 

日頃メソッドを実践してみて得た気づきや感想は、 
ぜひメインチャットにて報告してみてください。 

やってみて、浮かんできた質問をするのも大歓迎です。 

あなたの視点から得た体験は、他の方にとって新鮮なもので、 
ためになる気づきの原石です。 

その視点が他の人への気づきや学びとなり、 
コミュニティ全体の進化のスピードが早まっていきますし、 

アウトプットしたあなたの変化と成長は一番大きくなります。 

ちなみに、かならずチャットに投稿しなくてはいけない、というこ
とはありません。 

あなたが、あなたらしく「凡人大学」に関われる距離感を 
ご自身で見つけて、居心地のよい空間を創造してください。 

 
講義の内容は以上です。 
そして、参加のイメージは例えば以下のような感じです。 



 

水曜日のライブ講義をリアルタイムで受講し、 
渡辺の思考を浴びながら、質問もしつつ濃いインプットを得る。 

その日、次の日、と学んだことを実際に仕事でやってみながら、 
わからなかったところを相談会で質問。 
より深めたり、つながりを感じて自分らしくなっていく。 

１週間チャレンジもコンプリートを目指し、 
「やりきった自分」を体感するべく積極的に参加する。 

移動時間や暇な時間にあらためてライブ講義の音声を流し聞き。 
すでにやってみたこともふり返りながら、新しい気づきを得る。 

気づいたことはメインチャットに報告してみて、 
他の人にも貢献したり、コメントしたりと交流する。 

渡辺のプロジェクトで面白そうなものを見つけたら、 
一緒に参加してみて、社外の人とのつながりも作ってみる。 

 

ライブ講義は、時間が合わないので録画を視聴。 
倍速再生も使いながら、くり返し聞いて理解を深める。 

「お、これいいな！」と思うことがあったら、 



職場の同僚に伝えてみる。部下からの相談にも、 
凡人大学での学びを元にして伝えて、 
深い気づきとやる気を生み出させる。 

やってみて成果が出たものは、たまにチャットに書き込んでみて、
他の方の参考になっていることを感じて手応えを得る。 

自信もだんだんついてきたら、 
自分のやりたい新しいことに挑戦してみる。 

 

ライブ講義は、基本的にはあとから視聴。 
気が向いたタイトルがあれば、倍速再生を利用して 
スキマ時間で賢くインプット。 

チャットも「全てを追う」よりも、気が向いた時に眺めて、 
そのとき飛び込んできた言葉を元に 
インスピレーションを受けて行動してみる。 

そして、気になった１週間チャレンジがあったら、 
自分で実践してみて、６回に１回くらいは報告もしてみる。 

他の人が渡辺にした質問を見たら、 
自分でも考えてみながら相談会の音声を聞いて、 

自分の思考を深めていきつつ、渡辺の思考を並行してインプット
し、統合して、軽やかに新しい自分へと成長・変化していく。 



 
あらためて、この講座が向いている方は、以下のような方です。 

・自分らしい働き方を発見したい方 

・自分に眠る才能を発見したい方 

・６ヶ月間で大きく成長したい方 

また、注意点として、 
思考・視点の引き上げのために 

・渡辺のビジネスの個人的な話 
・渡辺の抽象度の高いインプットの話 

を多く展開していきますので 

・渡辺のスキルや思考を味わい、吸収し、成長したい方 
・渡辺の抽象度を体感してみたい方 
・渡辺を応援してみたいという方 

などであることがおすすめされます。 

 



逆に、以下のような方は参加をお控えください。 

・渡辺の講義を挑戦的に受け取るつもりの方 
・自分で実践・実験するつもりのない方 
・コミュニティをみんなでよくしようという志のない方 

また、ご参加いただいても、運営を妨げるような活動をしていると
判断した場合は、話し合いのうえでご返金・ご退学いただきますの
でご了承ください。 

 
参加費は、分割コースと一括コースを用意いたしました。 

凡人大学は渡辺の「コアコミュニティ」の位置づけですので、 

第2期にご参加いただける方に、 
特別な価格を設定させていただきました。 

 
63,000円（税別）（税込価格：69,300円） 

※分割はクレジットカード（Paypal）のみの対応です。 

【３回払い】21,000円（税別）× 3（税込価格：23,100円） 

【６回払い】10,500円（税別）× 6（税込価格：11,550円） 



一括の方はさらにお得です！ 

 
49,800円（税別）（税込価格：54,780円） 

※一括は銀行振込、クレジット(Paypal)に対応しています。 

 
15名（先着順）。 

※申し込みがあった順番とし、入金を確認できしだい、 
　確定といたします。 
※銀行振込など５日入金がない場合は順番をいったん下げて、 
　次以降の方をくり上げとさせていただきます。 

5  
先着でお申し込みいただいた5名様に限り： 

渡辺の「”枠の外からの視点” 個別セッション」 

渡辺が、常識にとらわれない範囲にあなたをお連れして、 
一緒に「これまでの自分にはない理想」を発見していきます。 



「拓さんと話しているうちに、忘れていた夢を思い出しました！」 
「これから進んでいくための大きな気づきを得ました！」 

などとご好評いただいているセッションです。 
ぜひ、このチャンスを逃さずに掴んでみてください。 

 
このタイミングでお申し込みいただいた方へ： 

「凡人大学 第１期」全１２個の講義 
＆ 特別面談音声のすべてにアクセスできる 
「限定パスワード」を開放！ 

「凡人大学 第１期」は、全１２回の講義をおえて、大盛況のうち
に終了しました。また、渡辺の個別セッションも行い、各メンバー
の具体的な悩みの開放も行ってきました。 

これらの情報は、貴重なみなさまの学習・実践の記録として「凡人
大学ライブラリ」に保管されております。 

その情報にアクセスできる「限定パスワード」をお伝えします！ 

講義がはじまるのは第２水曜日からですが、このパスワードを使え
ば凡人大学に参加した瞬間から学んでいただけるようになっていま
すので 



ぜひこのタイミングで参加して、すぐに学びをスタートさせてくだ
さい！ 

 
 

「自由に生きる！」といったとき、現代では 
そこにどうしても必要になるのはお金の話です。 

自分の経験を価値に変え、お金を生み出していく方法について、 
お伝えさせていただきます。 

具体的には、メインチャットとはまた別に、 
副業・起業のはじめ方に関するチャットも立ち上げ、 
そこで質疑応答ややり取りなどをしていきます。 

ボクの実績としては、 

・Udemy（ユーデミー）受講生5万人超え 
・「ゼロスピーチ」長期のスクールを３期運営 
・受講生170名以上が7桁の売上を出す起業塾で認定講師 

といったものがございます。 

ですので、主に講師ビジネスに関しては道筋をお伝えできます。 

「顔出しなし、スキルゼロ、実績ゼロから挑戦可能」 
といった方法も希望があればお伝えいたします。 



その他事業については、マーケティングのアイデアは出せます。 
ボクも構築中ですので、その過程をお伝えできます。 

タイミングがあえば、一緒にUdemy（ユーデミー）コースなども 
作っていきましょう。 

Udemy  

新作のUdemy（ユーデミー）コースは、作成過程も公開し、 
さらに完成後は無料クーポンのリンクを公開させていただきます。 

ただ今予定しているところとして： 

・企業も、個人も！インスタグラム講座 
・世界一たのしい問題解決の授業 
・すぐに使えるロジカルシンキング 

などの講座をだすことを予定しています。 
その講座をまとめる過程から始まり、完成までお渡しいたします。 

思考整理の手順や、学習の方法、 
撮影・プロモーションの過程を体感していただけるので、 

ご自身のお仕事・ビジネスにお役立ていただけます。 

そして、これらの講座だけでなく、今後もずっと 
新しくできたコースの無料クーポンを公開させていただきます。 



 

「凡人大学」は、渡辺がクローズドで情報とエネルギーを注ぎ込む 
唯一の”コア”コミュニティです。 

ですので、「凡人大学」のメンバーの方には、 
この先行っていく活動のウラ側をすべてお見せしますし、 

さらに、その活動については、 
最優先、かつ、優待価格で案内をさせていただきます。 

今後、渡辺のコンテンツをお得に受け取りたい方は、 
ぜひ「凡人大学 第２期」にご参加ください。 

.   

「凡才」を育てている者同士が集まる場が、半年間に１度くらいは
あってもいいかなあと思っています。 

オフ会やりましょう。 

沖縄合宿もやりましょう。 

お互い育てた凡才について語り合いながら、語り合いましょう。
zoomも使ってやるのもいいですね。 

みなさんの交流が生まれる場所を企画していきますので、ぜひ楽し
みにご参加ください。 
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「凡人大学 第１期」に参加された方に 
「なぜ、凡人大学への参加を決めたのか？」をお聞ききしました。 
迷っている方は参考にされてください。 

Kさん： 
 

渡辺コメント： 
　仕事にも、プライベートにも使える「本質的な学び」 
　ぜひ、一緒に身に着けていきましょう！ 

Mさん： 

https://wonder-zero.com/p/r/TKuhv9oY


渡辺コメント： 
　嬉しいです！抽象度の高い思考こそ、 
　いろんな方の具体例と共に学ぶのがいいですよね！ 

Mさん： 

渡辺コメント： 
　本心からの理想と志、見つけていきましょう！ 

Kさん： 



渡辺コメント： 
　生の姿から多くを感じ取れます！一緒に学んでいきましょう！ 

Iさん： 



渡辺コメント： 
　決断の連続ですね！自分と向き合う半年間にしていきましょう！ 

Hさん： 



渡辺コメント： 
　抽象度の高い視点からのご決断、ありがとうございます！ 
　飛び込む一歩が、すでに自分を変えていますね！ 

 
Q. チャットには実名での参加ですか？ 

A. 匿名参加が可能です。slackのニックネーム機能をお使いくださ
い。 
ただし、応募の際には、運営管理のため、実名でのご応募をお願い
いたします。 
※フォームに入力。外部に利用することはございません。 

Q. サポート期間はいつまでですか？ 
 
A. 基本は６ヶ月間です。ですがその先も、変化が起こるまでサ
ポートさせていただきます。 
きちんと実践してくだされば、少なくとも１ヶ月が経った頃には変
化を感じられているはずです。 

Q. 返金保証はありませんか？ 
 
A. 「全額返金保証」をいたします。ふだん返金保証はおつけしな
いのですが、「たった６ヶ月で変化を感じられるのか？」という気
持ちになるのもわかります。 



ですので、条件を満たした方には 
「全額返金」の保証をいたします。 

返金する条件は以下の通りです。 

返金条件： 

・各ライブ講義の学びをすべてチャットにアウトプットしている 
　（講義に時間があわない方のための配慮です） 
・すべての１週間チャレンジに参加して、報告をしている 
・日常の気づきをチャットで報告している 

つまり、しっかりとご参加いただいている姿勢が 
ボクに伝わるということです。 

返金フロー： 

上記の条件を満たしたうえで、 

・自分の気持ちに変化を感じない 
・参加時とくらべて成長を感じられない 

などの理由で返金を希望される場合は、 

まずはボクの個人相談をうけていただきます。 
それで、実践の仕方が間違っていると判断したら、 
あらためて１ヶ月の猶予をもって実践していただきます。 



それでも、あなた自身に何も変化や成長を 
感じられないということであれば、 
全額返金させていただきます。 

返金保証については以上です。 

返金の保証を受けてまったくリスクなく参加できて、 
しかも個人相談＆サポートまでついてくる 

という、保証なのか特典なのかよくわからない事になっています。 

ただ、保証はつけましたが、 
「相談＆サポートを受けるためにわざと返金を要求しよう」 
「渡辺の情報を全部無料で受け取ってしまおう」 
という方は、参加しないでください。 

あくまで、 

「参加して一緒に「１週間チャレンジ」を実践し、 
　自分のモノにしたいと思っているけど、 
　不確かなものに感じて踏み込めない」 

という方にご安心いただくための配慮とお考えください。 

Q. 第3期はありますか？ 



 
A. 開催する予定です。ですが、まずは第２期に集中しますので、
今のところ募集は遅くとも6ヶ月後になります。 
また、今後は講座の価格を上げます。今回は第２期の特別価格とさ
せていただいていますので、ぜひこのタイミングでご参加くださ
い。 
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「自分を成長させたい！」「変わりたい！」 

という声はよく聞きますが、正直いって僕は、 
「変わりたくないなら変わらなくていい」 
と思っています。 

いわゆる「ありのままのあなたでいい」みたいなことなのですが 

「そのまま」と「ありのまま」の違いは 
分けておいたほうが良いと思っています。 

・「そのまま」とは、文字通りそのまんま、 

https://wonder-zero.com/p/r/TKuhv9oY


特に新しいスキルも身に着けずに、 
今をやりくりしていくということです。 

対して 

・「ありのまま」は、自分の心に素直になって、 
その心のままに行動するということです。 

だから、 

「ありのままの自分」が、 
「成長せずに”そのまま”でいたい！」というならば、 
そのままでい続けても何ら問題ない。 

でもその「ありのままの自分」が 
「変わりたい！」というのならば、変化や成長を求めたらいい。 

そして今回、「ありのままのボク（の心）」が、 

「でっかい変化を体験したい！」 

と言い出したので、それを叶えるために 
「凡人大学 第２期」をスタートさせることにしました。 

そして、今回は、本気です。 



これまでも本気でしたが、いよいよ変わる覚悟ができました。 

僕は数年後には海外に行きます。 

そして、それまでに日本でできることは 
全部やっておきたいと思っています。 

それができる自分になるために必要な変化を 
この６ヶ月で完了させます。 

どうせなら、みんなも（あなたも）巻き込んで 
大きな変化のうねりを起こそうという魂胆です。 

僕の話ばかりで失礼しました。 

あなたも一緒に、変わっていきませんか？ 

「ありのままのあなた」に立ち返って、 

あなたの心のなかに「変わっていきたい」 
という気持ちが少しでもあるならば、 
ぜひ、一緒にチャレンジしていきましょう。 



今回は、「１３個の１週間チャレンジ」があるので 

参加する人も、眺める人も、みんなで一緒に 
同じく変化を体感できる環境がととのいました。 

かといって、遊び心は忘れません。 

いきなり見たことのない必殺技をくり出せるような 
オドロキの変化を味わうには、 

自由な心でリラックスしていることが大事です。 

気持ちがガツガツしてきたときには、 
ほら、こちらをご覧ください： 

 



あなたらしく、ありのままに、軽やかに、 
見たことのない自分に会いに行きませんか。 

それでは講座で、お待ちしています。 
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