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!
スピリチュアル業界の現状と解決策 
開いて下さり、ありがとうございます。この手紙では、１０月からの新

企画【スピリチュアル大学院】についてご紹介します。これは、あなたをス

ピリチュアルな迷える子羊から、「真実への献身」まで導くためのもので

す。 

ご存じの通り、昨今のスピリチュアル市場の混乱は極めて大きく、あの

セミナーからこのセッション、あの先生からこの先生へと渡り歩く、「迷え
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る子羊」が、今この瞬間も大勢生み出されている始末です。それらは、名前

こそスピリチュアルと書いてありますが、実体は本質から外れた”お遊び”のよ

うなものです。危険なことに、なかには明らかな詐欺も存在しています。 

!
そうしたものとは対照的に、私は「真実への献身」という在り方を提案

しています。これは、宗教的な教義、思い込みによる信念やファンタジーと

は異なり、既に実証済の、確かな情報に基づいた「真実」そのもの”だけ”に

心を向け、生きていくという姿です。 

!
この「真実への献身」ができると何がいいかというと、あなたの中に芯

が通ったように、自分の軸がはっきりとします。もう周りに振り回されなく

なります。対人関係は向上し、霊的に危険なものや人は、きっぱりと避ける

ことができるようになります。強く、それでいてしなやかな、まさに天命を
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生きる人になることができます。そして、最終的なゴールは、苦しみからの

完全な解放です。 

!
具体的なメリット（現世利益）もあります。私の例で恐縮ですが、うつ

で半ひきこもり状態からの回復、事業の開始、理想以上の住まいへの引っ越

し、結婚、娘を授かるなど、すべてが流れのままに、ほとんど努力なしに進

んできました。名古屋ACIMのスタッフなど、私をよく知っている方々が生き

証人です。一般に、霊的に進歩している人ほど、物質世界でもより豊かに生

きています。スピリチュアルな成長と、世間的成功は別のものではないので

す。 

!
とはいえ、この境地に到達するのは、この情報あふれる社会では極めて

難しいと言わざるを得ません。そもそもなにが真実なのかもわからないし、

だからなにを信じていいのかわからないのです。そのため人間は、長いこと

悩み苦しんできました。 

私自身も例外ではなく、「真実への献身」が生き方になるまで、３０年

以上の月日を要しました。キリスト教系の”エホバの証人”の子として育てられ

た私は、ゆがみにゆがんだ教義に加え、一般では普通とされる事柄に対し、

大きな罪悪感を植え付けられていました。お金について、出世について、異
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性との関係についてなど、多くのことが否定され、健全な成長を阻んでいま

した。 

私は特殊な例かもしれませんが、あなたも多かれ少なかれ、親や学校の

先生などから、さまざまな事を禁止されたり、逆に強制されたりして、逆ら

うと罰を受けるという洗脳を受けてきたことでしょう。ご安心ください。誰

もがそうです（笑）。あなただけではありません。とはいえ、あなたがこれ

までの人生で感じてきた苦しみに、同じ人間として深く共感します。 

!
このような洗脳、そしてそこからくる混乱の末に、人が「真実への献身」

へたどり着くのは、まさに奇跡といわざるを得ません。実際、この狂った世

界で真実を見いだすのは、極めて難しいことです。連日、プロパガンダに満

ちたニュースが報道され、また、それに踊らされる人々がさまざまな言動を

し、いったいどこへ向かえばよいのか、どうしたら本当の幸せ＝心の平安が

得られるのか、人間のほとんどは、その知識を持ちあわせてはいません。 

!
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究極の解決にたどりついた人たち 
しかし、歴史を振り返ると、ごくごく少数の人が、その真実を見いだし

たことが明らかになっています。彼らはまず真実について聞き、それから真

実に献身し、そしてついには真実＝【神】（God, Allah, キリスト意識など）

そのものとひとつになった、聖者と呼ばれる人々です。彼らこそが、地上に

おける真実の代弁者であり、この宇宙にある情報で唯一信じられるのは彼ら

の言葉であって、他のものはすべてゴミのようなものです。ゆえに、真実を

求める私たちが耳を傾けるべきなのは、彼ら聖者の言葉・教えなのです。 

!
そのような人たちが、はたして実在したのでしょうか？幸いなことに、

答えはYES!です。聖者たちは、さまざまな時代、さまざまな文化に存在して

いました。それは現代も同じです。印刷技術のなかった昔の話はともかく、

現代のことは調べればきちんと確かめることができますから、少なくとも、

２０世紀以降に生きていた聖者が本物であることは確かと言えることは、あ

なた自身で調べることができます。たとえ本で読んだだけだとしても、それ

は実際に彼らに会い、話を聴いた人たちが、信頼できる伝達経路（正確な印

刷・出版技術など）を通して、私たちの元へ届けられているからです。 
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!
では、２０世紀以降に生きていた聖者とは、誰なのでしょうか？よく知

られているのは、ラマナ・マハルシ、ニサルガダッタ・マハラジ、マザー・テ

レサ、マハトマ・ガンジーです。さらに、マハラジの弟子であったラメッシ・

バルセカール（２００８年没）、そして、デヴィッド・ホーキンズ博士（２

０１２年没）がいます。彼らが存在したことは、確固とした史実であり、疑

いの余地はありません。 

デヴィッド・ホーキンズ博士 

!
しかし、彼らが聖者である証拠はあるのでしょうか？これは、１９８０

年代までは、聞く人が信じるしかなかったことです。なぜなら、聖者の状態

というのは言葉で表現したり、なにかの技術を習得することで得られるもの

ではないからです。なので、自分自身がその状態にならない限り、信じるし

かないというのが、真実への献身を難しくしていました。 

!
ですが、先に挙げたデヴィッド・ホーキンズ博士が、キネシオロジーテ

ストという手法をもちいた、科学的研究によって、古今東西の聖者の教えが

本物であることを確認しました。キネシオロジーテストというのは、真実と

誤りを１００％の精度で見分けることのできる、人類史上はじめての手法で
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す。デヴィッド・ホーキンズ博士自身は聖者でしたから、当然彼自身は当た

り前にわかっていたことだったのですが、それを客観的に証明したという点

で、彼の功績は計り知れないものがあります。 

!
昔の聖者についてはどうでしょうか？ここで言う聖者とは、カトリック

教会などが言っている聖人・聖者とはもちろん違います。先に言ったように、

真実＝【神】そのものとひとつになった人たちです。よく知られている範囲

でこれにあてはまるのは、ゾロアスター、クリシュナ、ブッダ、イエス・キリ

ストがいます。果たして彼らは実在したのでしょうか？ 

!
この答えもYES!です。キネシオロジーテストによる研究によって、彼ら

は歴史上確かに存在し、聖者の状態であったことが判明しています。また、

彼らが語った教えは、現代の聖者たちと同じく、すべて同じことを言ってい

る、ということも確かめられています。つまり、真実＝【神】そのものだけ

が実在する、ということです。真実は愛であり、パワーであり、生命そのも

のであり、決してなくなることはありません。そして、真実とひとつになる

ことにより、苦しみからの永遠の解放を得られるという事実です。これが本

当の、「悟り」の境地とよばれる状態です。 

「悟り」の境地に至った聖者の弟子たち、そしてその後につくられた宗

教の教義は、だいぶ劣化してはいますが、この根本的な真理は、1893年の
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「万国宗教会議」において、宗教・宗派によらず共通であるという結論に達

しています。 

今回ご案内する【スピリチュアル大学院】では、あなた自身が以上の事

実を深く理解し、自分自身を縛っている誤った信念を手放すことにより、「真

実の献身」という状態へ導くお手伝いをいたします。 

 

!
!
!
!
!
!
!
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スピリチュアル大学院の指導内容 
一年間、全１２回の、インタラクティブな授業、およびその後のサポー

トを通じて、あなたを「真実への献身」の状態にまで導きます。 

!
具体的に、以下のようなサポートを行います。 

!
・授業は、指定会場もしくはオンラインにて受講可能 

・各回授業後、期限までに、理解度を測るためのレポートを提出 

・学院長の江上が添削して返却 

・添削を受けて、疑問・質問や、今後のアドバイスなどを与える、

江上によるスカイプでの６０分間のコンサルティング 

・随時メール相談可（返信は確約できませんが、必ず読みます） 

・メールその他による生徒からのフィードバックを受けて、メール

配信や臨時オンラインミーティングによるフォローアップの実施 

・生徒専用のコミュニティサイトの提供 

!
以上のような流れで、一年間ともに歩んでいきます。 

ゼミや研究室の先生のように、江上を使い倒してください。 
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カリキュラム概要 
では、１年間のカリキュラムの概要を説明します。１２ヶ月かけて、必

要な情報を提供し、それをもとに、宿題や、生活の中でのワークをしていた

だき、生徒からのフィードバックやシェアを受けて、次へ進んでいくという

形をとります。 

ひと月に一回、授業があります。これは、一方的に講義を聴く形式では

なく、インタラクティブな、参加型のものとなります。そして、授業ごとに

宿題がでますので、それを期限までに実践、レポート提出などして頂きます。

!
授業は毎回、名古屋駅周辺の施設にて行われます。なお、授業はオンラ

インでも受けることができますので、遠方にお住まいの場合でも参加可能で

す。 

また、生徒のみが閲覧可能な、コミュニティサイトを用意します。ここ

で、授業で伝えきれなかったことのフォローをしたり、質問を受付けたりし

ます。さらに、生徒同士で交流をすることができます。 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!10スピリチュアル大学院



授業内容紹介 
!

第一講： 
真実への献身の道と、それが実現する生き方 
 

「真実への献身」を続けていると、エクセレント

で、何ものにも縛られない自由な生き方が自然と

できるようになります。内面の平和が増し、心お

だやかに、それでいてアクティブな姿で生きるこ

とができます。この、「真実への献身」という、

このカリキュラムの中心テーマについて、深く掘

り下げ、まずは頭で理解して頂きます。盲信はいけません。ブッダが語ってい

たように、理性的な理解がなければ、本当の成長はあり得ません。 

!
第二講： 

真実、真の神の性質 
!
ダイヤモンドの鑑定職人は、ニセモノ

と本物を比べる訓練は受けません。かれ

らは、ただひたすら本物のダイヤを見続け

ることで、ニセモノを見抜く力を身につけ

ます。これと同じように、なにが真実か、

その性質や特徴はなにか、きちんと理解していなければ、横道にそれてしま

うだけです。第二項では、これからの旅路にかかせない必須の知識をお届け

します。 
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第三講： 
成功哲学の限界とその突破法 

!
自己啓発や心理学、成功哲学などのノ

ウハウは、ある程度までは役に立ちま

す。まともな内容であれば、富や名声、

人間関係を保つ上で、効果的なのは確

かです。しかし、それがすべてではあ

りません。あなたが心から求めている

ものはそれではないでしょう。成功セ

ミナーなどにどっぷりにつかっている人は、まさかその先があることなど想

像もできていません。実際には、高い霊的エネルギーに自分を合わせ続ける

ことが、限界を超えるカギなのです。このことを科学的に説明すると共に、

実際に乗り越えた人物の事例を交えて語ります。加えて、私がデヴィッド・

ホーキンズ博士のラストレクチャーで、オーラのなかに受け取ってきた、博

士のエネルギーを伝達いたします。これはあなたの霊的進化にとって、とて

も心強い味方になるでしょう。 

!
!
!
!
!
!
!
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第四講： 
常識からの脱却、そして信仰の重要性 

 

日本人特有の「常識」「モラル」「社会通念」のウソを

暴き、破壊し、身ぐるみはがすことによって、あなたが不本

意にも持ってしまっている信念を突き崩し、抜け出すキッカ

ケとしていただきます。人は、ついつい過去の考え方に戻っ

てしまいがちです。第三講までにいろいろ学び、実践してい

たとしても、深く根付いた信念を取り除かない限りは、堂々

巡りの繰り返しです。これを打ち破っていただきます。加え

て、それをするために必要な、真実への信仰というものにつ

いて、詳しく説明します。 

!
!

第五講： 
各種ノウハウ伝授 

 

ここまでの段階で、あなたはそれなりにしっかり

した土台を築けていることになります。このベー

スがあってこそ生きる、各種の霊的ワークやノウ

ハウを、人生の武器として手渡します。これらを

実践することで、真実のパワーを実感していただ

きます。早い人なら、１週間で効果が見られるほ

どの、裏付けあるメソッドたちを伝授します。 

!
!
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第六講： 
エセスピリチュアルぶった切り 

 

ここまで続けてきたあなたが、もう金輪際、

ニセモノにひっかからなくするため、ここでエセ

スピリチュアルや、誤った宗教教義などをぶった

切りにします。それらがまったく根拠のないウソ

であるとわかる結果、もはやニセのダイヤを買わ

されることはなくなります。今後ハマってしまう

かもしれない、何十万円何百万円ものお金の節約、何年何十年という時間の

節約になります。 

また、あなたの中に潜んでいる誤った信念体系に影響を与えますから、

さらなる常識の破壊＝自由へと近づくでしょう。 

!
第七講： 

エゴの性質と、その取扱説明書 
!
エゴ（自我）というものは、よく聞く言葉です

が、大変誤解されており、その結果、多くの人

の成長を阻んでいます。エゴの由来や性質、ど

のように取り扱えばよいのか、人類は知らずに

来ました。人生とは、頼みもしないのに、説明

書のない複雑な機械を渡されて使え、と言われたようなものです。しかし今

は、このエゴの取り扱い方は明らかにされています。これを知ることで、あ

なたはついに自分自身と内的な和解をすることができるでしょう。 

!
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第八講： 
自己受容、および真の癒やしとは？ 

!
前講とその後の宿題の結果、あなたはエゴを飼い慣らすことができるよ

うになっています。これをもとに、本当の意味での「自己受容」をしてもら

います。いまのあなたには難しいと感じるかもしれませんが、ご心配なく。

これまでの講義とワーク、宿題などで、あなたには

霊的な体力がつき、本当の自己受容をする準備が整っ

ています。さらに、スピリチュアルでは避けて通れ

ない「癒やし」という概念について明確に説明しま

す。これがなければ、劇的な進歩はあり得ないので

す。 

!
!
!

第九講： 
真の師はどこにいるのか？ 

 

イエスも、ブッダも、クリシュナも、そしてデ

ヴィッド・ホーキンズ博士も、他界しています。

彼らは師には違いありませんが、もはや肉体とし

て会うことは不可能です。しかし、ここまで歩ん

できたなたには、真の師は一体どこにいるのか？

ということを理解し始めます。そこへリーチする

（たどりつく）入り口を教えます。 

!
!15スピリチュアル大学院



第十講： 
真の神のみにひざまづく 

!
ここまで進んできたあなたは、真の師を発見

し、その背後に在る真の神へとひざまづく準備が

できています。ひざまづく、とは、まるで負けを

意味するようですが、「献身」という言葉で表さ

れます。この本当の意味をお伝えします。実際の

ところ、ひざまづいたほうが人生はうまくいくの

です。その理由を疑いがなくなるまで解説いたし

ます。 

!
!
!

第十一講： 
Holy Company(聖なる仲間) 

!
人は誰でも、友が必要です。しかし、本当

に心ゆるせる友を見つけるのは難しいもの

です。とりわけ、「真実への献身」にコミッ

トメントしている仲間は、とても数が少な

いため、見つけることすら難しいです。し

かし、ここまで進んできたあなたは気付く

でしょう。既に自分の周りに、真実を共有できる友がいることに。これを

Holy Company と言うのですが、こうした友（仲間）を持つことのスピリ

チュアルなメリットについて、事例と実践を交えてお伝えします。 
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第十二講： 
発表会、修了式 

 

一年間おつかれさまでした。これまであなたが学

び、実践し、気付いたこと、そして変化したことをま

とめ、発表して頂きます。修了証書の授与もあります。

さらに、会場へお越しの方で、「真実への献身」とい

う生き方を選択するという決意をした方へは、私江上

が洗礼を施します。理由はわからないのですが、私は

「真実への献身」を望む人へ洗礼することができると

いうことが、キネシオロジーテストによって判明して

います。洗礼とは、意識レベル５００であり、主とエネ

ルギー的な繋がりを持つための儀式です。天から下ろされる強力な霊的エネ

ルギーを受け取ってください。 

最後に、今後どうした生き方・在り方をしていきたいか、宣言していた

だきます。これはあなたにとって、とても強力な原動力となるでしょう！ 

!
!
!
!
!
!
!
!
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年間スケジュール
２０１４年９月～ 募集開始
２０１４年９月２０日 受付期限

２０１４年９月２４日 入学選考用紙提出期限

２０１４年１０月１日 開校　生徒専用サイトOPEN

２０１４年１０月４日 第一回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１４年１１月１日 第二回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１４年１２月６日 第三回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年１月１０日 第四回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年２月１４日 第五回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年３月７日 第六回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年４月４日 第七回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年５月９日 第八回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年６月６日 第九回授業

年間スケジュール
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!
基本的には、毎月第一土曜日の午後ですが、会場の都合により変更の可

能性はあります。繰り返しになりますが、オンライン受講も可能です。撮影

映像は、復習のために生徒全員がいつでも見られるようにしておきます。一

度で理解できなくても、くり返し学ぶことができます。万一のトラブルでリ

アルタイム配信ができなくても、ご安心ください。 

!
!
!
どのような人が生徒になれますか？ 
自力で物事をなんとかする生き方に限界を感じ、スピリチュアリティの

真実を求める方なら誰でも入学できます。常識を疑い、真実と納得したこと

は素直に受け入れる謙虚な姿勢が求められます。自分を変えたいと強く願

い、それを実行に移す意欲の高い方を希望します。 

なお、基本的な日本語能力、メールができるなどの最低限のパソコンス

キルは必要です。 

!

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年７月４日 第十回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年８月１日 第十一回授業

　レポート提出、スカイプサポートなど

２０１５年９月５日 第十二回授業（修了式）

年間スケジュール年間スケジュール
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出願資格 
現在の所は私塾と変わりませんので、正規の大学を卒業している必要は

ありません。基礎的な日本語能力があり、満１５歳以上であれば住所・国籍

を問わず応募できます。 

!
!

修了後について 
修了後も、専用コミュニティサイトへのアクセスが可能です。この大学

院は、仲間作りしていただくことを兼ねていますので、修了後も仲間として

お互い交流を深めて下さい。同窓会をやってもいいでしょう。 

また、上級コース・講師育成コースも予定しております。 

!
!

入学審査 
基本的に、ご入金頂いた時点で受付完了ですが、書類による入学審査を

行います。規定の様式に従って、メール添付にて書類をご提出頂きます。その

上で、選考いたします。あまりにもふざけた応募者は、返金の上、入学をご

遠慮頂きます（振込手数料はご負担頂きます）。 

!
受付期限　２０１４年９月２０日 
入試検定料は無料です。 

!
!
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授業料 
以上すべてを含めた内容を、一体いくらでご提供しようか悩みました。

高すぎても参加できませんし、安すぎるとサポートがおろそかになってしま

います。 

通常、江上のセミナーは、29,700円（早期割引で9,970円）で行って

おりますので、これを１２回分たすと、およそ３６万円（早期割引で１２万

円）となります。 

これにはサポートやフォローはついてきません。指導内容で書いたよう

な、しっかりした個別のサポートを行うとなると、最低でも一回３万円はい

ただかないと、経営上割に合いませんので、継続できなくなってしまいます。

３万円のサポートを１２回分たすと、３６万円になります。 

!
つまり、上記の内容の価値は、一年間で３６万円＋３６万円＝７２万円

となります。早期割引なら１２万円＋３６万円＝４８万円です。 

!
しかし、これはなかなか出せる金額ではありませんし、単位や学位が取

得できる正規の大学院でもありません。国立大学の大学院は、半期（半年）

で約２５万円、一年間で約５０万円かかります。国立大学は規模が大きいた

め、図書館やら学生課による種々のサービスなどをつけくわえても、この金

額でいけるのですが、これから始まるスピリチュアル大学院には、いまのと

ころそうしたものはありません。普通の大学院では洗礼（意識レベル５００）

はやってくれませんが、さすがに同程度の授業料にするのは、まだ早いと考

えます。 

!
そこで、 
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このスピリチュアル大学院の年間授業料は、 

正規の大学院一年間の、およそ半分の、 

239,700円 （税込）といたします。 

 ひと月あたり、19,975円。 

!
カード決済の場合、３回・６回・１２回などでの分割支払いも可能です。

なお、今回は初回の募集ということもあり、入学金は無料です。 
!

!
!
さらに、大学院ならではの、限定オプションがあります。 

!
限定オプション１：進路相談室 

学びと実践を深めるにつれ、今後の生き方を

具体的に見直したい場合があるでしょう。そのた

めに、江上が、インド占星術その他、確証済の各

種分析法を用いて、あなたに適した生き方をコン

サルティングする、進路相談室を用意していま

す。必要なデータをいただいた後に結果レポート

をお送りし、それを元に、スカイプによる６０分

のセッションで一緒に考えていくというスタイル

となります。料金については、開校後にご案内い

たします。通常７万円から１０万円の、徹底した

サービスなのですが、生徒は特別価格で受けることが可能です。 
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限定オプション２：カウンセリングルーム 
悩みを相談したり、誰かに聞いてもらいたい、と

いう場合のために、当大学院認定のカウンセラー

による、学生相談窓口を設けることにしました。

スカイプ、もしくは対面でのセッションが可能で

す。こちらも、料金については開校後にご案内い

たします。 

!
!

限定オプション３：修学旅行 
修了後の２０１５年１１月初頭、もしくは期

間中に、セドナへ修学旅行を計画しています。現

代の聖者デヴィッド・ホーキンズ博士の所属して

いた教会を初め、各種パワースポットを巡る予定

です。今年９月の博士の命日には、奥さんのスー

ザンが小さなセレモニーを予定していますし、１

１月には博士の出版社（Veritas Publishing）主

催の集いがありますので、来年も開催されるので

あれば、それに日程を合わせるのがベストでしょう。都合がつけば、博士の

遺灰が納めてあるお墓の見学も可能です（江上が交渉いたします）。旅行は、

各自実費にての参加（日本からの旅費：約２０万円～）です。 

!
!

以上が、自己負担によるオプションとなります。 

さらに今回、無料でプレゼントする特典があります。 
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特典１：江上の教材すべてプレゼント 
これを読んでいるあなたは、すでに江上の教材をいくつかご購入いただ

いているかと思いますが、現在販売している残りすべての教材を、プレゼン

トいたします。 

!
具体的には、以下のものです。 

・スピリチュアル究極講座　49,700円 

・引き寄せの法則解体新書　19,700円 

・スピリチュアリティの真実～終わりの始まり～　9,970円 

・【The Map】　9,970円 

・【The Gate】　2,970円 

・【The Reason 2】　2,970円 

以上、合計95,280円分です。 

もちろん、販売ページに書かれている特典もすべてついてきます。 

!
なぜすべてあげてしまうのかというと、いろんな角度・言い回しでくり

返し学ぶことができるからです。デヴィッド・ホーキンズ博士が言っていまし

たが、霊的な知識というのは、くり返し触れて　”慣れる”　ことで理解が深

まります。江上も講師として成長を続けていますので、以前とこれからでは

違った表現や伝え方をする場合があります。なので、一年間の大学院の授業

は、これらの教材をはるかに上回るものですが、それを吸収したとしても、

これらの教材を見返すことは役に立つでしょう。 

!
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特典２：江上の翻訳草稿閲覧権 
これは、スピリチュアル大学院の生徒だからこそ提供できる特典です。 

キネシオロジーテストで調べた結果、江上は今後２８年以内に、デヴィッ

ド・ホーキンズ博士の残りすべての本を翻訳するよう、博士からリクエスト

を受けています。「パワーかフォースか」は改訂されていますので、これを合

わせると残り８冊です。 

これは大変な仕事です。なので、博士の教えをきちんと理解している人

に読んでもらい、読みやすいか、理解しやすいかを見てもらう必要を感じて

いました。 

この、翻訳草稿の閲覧権を、特典としておつけします。普通、読めるの

は出版後の完成された本しかありませんが、草稿を見る機会というのは内部

の人間以外にはありません。これを自分で読んで、チェックしていくという

ことは、あなたの理解を大幅に助けるだけでなく、意識レベルアップにとて

も貢献することでしょう。この閲覧権は、今後の８冊の本すべてについて有

効であり、大学院が終わっても、翻訳が終わるまで権利は消えません。 

!
!
!
特典３：博士の賛美歌の歌詞と訳 

デヴィッド・ホーキンズ博士のお葬式で歌われた、ある賛美歌の歌詞

と、その翻訳をプレゼントいたします。もちろんとても意識レベルの高い歌

です。実は、これは校歌にしようと思っています。みんなで覚えて、歌いましょ

う！もしできれば譜面もプレゼントいたします。 

!
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特典４：マル秘プレゼント 
これは、ここでは公表できませんが、特製のマル秘プレゼント

をご用意しております。お楽しみに。 

!
!
!

!
!

入学申込はこちらから 
それでは、こちらのフォームから必要事項を記入して、お申込下さい。 

!
受付期限　２０１４年９月２０日 

→　https://ssl.form-mailer.jp/fms/02e40d07318672 
!
!
!

入学選考用紙　提出方法 
次のページを印刷し、手書きでご記入の上、 

郵送で、以下の宛先までお願いいたします。 

 （提出期限：９月２４日付） 

 〒464-0028 

 名古屋市千種区東明町２-１０　東明コーポラス３１３ 

 江上知幸　宛 
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スピリチュアル大学院　入学選考用紙

お名前

（写真貼付欄） 
上半身で顔がはっき
りわかるようにお願

いします。

ふりがな
住所 〒

携帯電話番号
メールアドレス
SkypeID

志望動機

学歴・職歴（略歴でかまいません）

霊的背景、スピリチュアル遍歴など
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