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アクティブ・ブレイン・セミナーを受講して 

 
平成 29 年９月１０日  開催地域 東京    講師名 麓 直樹 

 

●氏名 Y.K 女 40 歳代 

講座の初めのテストと２日目終了時を比べると、あまりの違いに自分でもびっくりして

います。 

自分の中にはこんな脳力があったとは！と感嘆しています。一緒に参加した方の頭の上

には生肉とドラえもんしか見えない状況にはなっておりますが、これからも沢山の人に酢

酸のイメージを磁石でくっつけていきたいです。 

今回学んだことを実際の生活や仕事に活かしていきたいです。 

講師の方の説明もすごく判りやすかったです。ありがとうございました。 

 

 

●氏名 K.K 男 28 歳 

シンプルに楽しく学ぶという体験が出来たのが良かった。今の状態では無意味な言葉の

リストの暗唱に留まっていて、活用する未来が描けていないので、今後使いこなす（自分の

ものにする）ために色々な場面で、面白半分でもトライし続けようと思いました。 
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アクティブ・ブレイン・セミナーを受講して 

 
平成 29 年８月２２日  開催地域 東京    講師名 麓 直樹 

 

●氏名 藤岡 凜太郎 男 14 歳 

この２日間アクティブブレインを受けて、本当に人生の道が変わるような体験ができた。

初めは２０個も、ろくに覚えられなかった自分が、２日目の最後には倍以上の数を覚えられ

ていて、正直とても驚いています。初めに見せてもらった記憶のパフォーマンスが２日目に

は出来るようになっていると言われていたが、半信半疑状態であった。 

しかし、今ではそれを自分が簡単に出来ていてとても驚いている。他にもマイナス言葉を

発しないなどの、これからを絶対に変えてくれる考え方をいくつも教われてとてもよかっ

たです。楽しく遊びながら出来て、笑いながら過ごせて本当に良かったです。 

これからもこの２日間で教わったことをしっかりと実践して行きたいと思っています。 

人生の道を変えて頂きありがとうございました。 

 

 

●氏名 宇戸 小百合 女 17 歳 

母親に勧められて受講することになり、１日目が始まってすぐ６つのことを教えてもら

いました。そこで、自分には早い段階で諦めてしまうことや、目的や目標を口で言えるほど

自信を持っていなかったり、明確になっていないこともあることが判ったので、今後の生活

で意識して過ごしていきたいと思いました。 

また、暗記法を教わる前にやったものと、後でやったものは点数も全く違うし、それまで

考えていた以上のものが覚えられて、口から出てきて本当に驚いたし、嬉しくなりました。

普段の学校のテストや勉強でカタカナや漢字もスムーズに覚えられるようになれると思う

と少し楽しみになってきます。すごい簡単で、勉強に限らず、家で生活するときも活用して

いきたいと思います。 

今回受講できて本当によかったです。ありがとうございました。 



 1 | 2 
 

アクティブ・ブレイン・セミナーを受講して 

 
平成 29 年８月 20 日  開催地域 高知    講師名 麓 直樹 

 

●氏名 K．N 男 30 歳代 

今回参加してみて、自分の脳力が見違えるように変わっていくのを感じることが出来ま

した。 

こんな脳の使い方があるなんてビックリしました。自分は少し前からマイナス言葉は使

わないようにしていたので、改めて理解することが出来ました。 

まだ、自分に足りない部分としてはイメージしたものを作り上げたり目指すこと、その辺

りの力を着けるために、３つの習慣をやっていきます。 

楽しい時間をありがとうございました。 

 

 

●氏名 K．K 女 30 歳代 

今回のセミナーは上司から誘っていただき参加しましたが、講義内容の案内をみて、面白

そうだなと思い参加を決めました。 

実際、初日は全く覚えることもできず、イメージも浮かばずマイナス言葉ばかり頭に浮か

んできましたが、麓先生の教えのもとマイナス言葉はやめてプラスに自分を励ましながら

実践することで、信じられないほどの単語を覚えることができ、達成感を感じるとともに、

イメージする力もついてきたように思います。 

セミナーで学んだことは仕事や日々の生き方にも通じていて今後活かしていきたいと思

います。 

貴重な体験をさせて頂きありがとうございまいた。 

 

 

●氏名 M．O 女 40 歳代 

受講のきっかけは主人に勧められ、自分の脳力を UP する方法を知り、子供の伝達や自分

の生き方、仕事などさまざまな場面に活かすことができればよいと考えたことでした。受講

の初日には自分の記憶力のなさに全然ダメな感じ、このあとの講義に着いて行けるか不安

になりました。しかし、１日目でつながりのない単語を４０個、１００個と覚えることが出

来、スラスラとイメージできる自分に２日目にはなっていて、驚きと共に「自分って凄い！

やれば出来る」という自信に変わりました。自分の力を信じて出来ることを認識することが

自分を強くするという感覚もありました。今回のセミナーで学んだ知識をこれからの生活

仕事でも生かして、負けない自分、頑張る自分ｎなれるよう過ごしていきたいと思います。 
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少人数での研修で年代も問わず楽しく過ごせたことが本当によかったです。 

楽しい時間でした。ありがとうございました。 

 

 

●氏名 K．T 女 10 歳代 

参加したきっかけはお父さんがアクティブブレインというのがあるというのを会社の人

から教えてもらったよといわれて最初はそんなことがあるのかなと思いつつ参加しました。

でも本当に覚えられましたし、まだ、スラスラできなくても練習をすればどんどんできるよ

うになると思うし、これからの生活に活かしていければいいなと思いました。 
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アクティブブレインを受講して 

 
平成 29 年７月 30 日・８月６日  開催地域 東京    講師名 麓 直樹 

 

●氏名 H．M 男 30 歳代 

脳の使い方というものを学んだことが無かったので、新しい発見が多かったです。自分

の可能性が広がった感じがします。イメージを頭に作ることをこれまで意識的に行ったこ

とがなかったため、なかなか大変でしたが、慣れると応用できそうなので意識的に使って

いきたいと思います。また、上位コースも受講していきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

アクティブブレインを受講して 

 
平成 29 年８月５日－６日  開催地域 東京    講師名 麓 直樹 

 

●氏名 M．K 女 20 歳代 

覚えることがこんなに簡単で、楽しくて前向きになれるなんて思いませんでした。先生

からは覚えることだけではなく、生き方も教えて頂きました。プラス思考でやり続けるこ

と興味を持って深く知ること、大切にしていきます。まだ、一発芸が出来るような状態な

ので教わったことをしっかり活用していき、新しい知識を吸収していきたいです。 

この受講をしなければ、一生「薔薇」という漢字を書く機会も覚えようともしなかった

と思います。自分にもできるのだという自信につながりました。 

２日間ありがとうございました。 

 

●氏名 K．K 女 10 歳代 

初めは無理やり来ていたので、興味もなく、やる気も出ませんでした。しかし、一番最

初に行った人の名前を覚えることで、思っていた気持ちが吹き飛んで、「凄い！」と思いま

した。人の名前を覚えるのに、何日も、何か月もかかっていた私が１２人もの名前を数分

で覚えてしまったからです。そして、イメージすることだけで、１日に１６０個の単語を

覚えられたことに感動しました。 

苦手な暗記科目も出来る気がします。 

 

●氏名 T．S 男 50 歳代 

少し前に妻が「嘉手納知事」おイベントで、この ABS の「さわり」を体験。子供と３人
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で無理やり入れられる。しかし、とても楽しく、自分の脳が動くのを確信。これから、各

種免許の取得に向けて頑張れると思いました。 

子供は英語のセミナーに参加させたいと思います。ありがとうございました。 

 

●氏名 T．S 男 40 歳代 

記憶することは嫌いではなかったが、ただ無駄に郎オ力と時間を使っているだけであり、

時間の経過と共に忘却していた。イメージすることで、何の苦も無く、一度イメージした

ことがスラスラ出てくるので、記憶することが楽しくなった。 

 今度、この技術を仕事や生活に活かしていきたい。今まで憶えることから避けていたこ

とをどんどん覚えていきたい。 

 

●氏名 S．K 男 50 歳代 

小田全宏さんのセミナーを受講した後でしたので、概略は掌握しての参加でした。私自

身はもとより、娘も一緒に受講できたことは良かったと思いました。連結法については、

自身の生活、学習の中で活用法を確立させて行かないと勿体ないと思いました。 

限られた時間の中で制約はあったと思いますが、「英語」についての記憶ノウハウは少しレ

クチャ―頂きたかったです。（きっと潜在的なｎｅｅｄｓはあると思います）そうでないと

次の英単語講座にコストと時間をかけて選択すべきか否か、判断つきかねるかなと思いま

した。最後に本当に有難うございました。 

 

●氏名 Ｎ．Ｍ 女 20 歳代 

自分の記憶力に対して不安だったり、信じていなかったりとマイナス思考でしたが、こ

のセミナーを受講してプラス思考になりました。記憶力が無いのではなく、記憶の方法を

間違えていただけなんだと気付かせてもらいました。 

また、初対面の方たちと学ぶことで、普段、学校や仕事で体験することがない刺激を受

けて２日間勉強出来ました。 

音楽や英語等の記憶に役立てたいと思います。とても楽しい濃い２日間でした。 

ありがとうございました。 

 

●氏名 Ｙ．Ｍ 女 50 歳代 

今まで何気なくマイナス言葉を使ったりしていたので、もったいなかったなぁと思いま

す。頭もこれからもっと使ってあげたいと思いました。 

たくさんの可能性を教えて頂き感謝です。２日間ありがとうございました。 

 

●氏名 T．O 男 30 歳代 

今回のアクティブブレインセミナーを受講して、今までネガティブだと感じていた自分
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に少しでも自信が着きました。特に麓先生が講師で良かったです。非常にポジティブに受

講出来ました。自分の職場でも周りにお勧めしていきたいです。 

もし、アクティブブレインに疑問があるなら、今回自分が身に着けたことをやって、驚か

せてみたいです。 

 

●氏名 T．N 男 30 歳代 

参加するまでは半信半疑でしたが、受講後の驚くべき記憶力の向上に自身のことながら

圧倒されました。非常に判りやすく、かみ砕いた内容ですので老若男女どなたでも参加で

きます。 

なによりも自分に自信が持てるようになりますので、ここ最近、自信喪失している方、

何をやるべきか悩んでいる方、更に１ステップ自身を高めたい方にお勧めします。 

 

●氏名 A．S 男 50 歳代 

記憶に対して自分が止めていたことに気が付く事が出来て感謝しています。記憶するこ

とを恐れずに頑張っていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

 



アクティブブレインを受講して 

 

平成 29年７月１３～１４日  開催地域 東京    講師名 麓 直樹 

 

●氏名 Ｋ．Ｋ 男 30歳代 

仕事で記憶力がアップすれば、さらに成果につながると思い参加しました。また、娘にも受

けさせたいと思い、まずは自分が体験してみるという気持ちでも参加しました。 

受講してみると、今までは無理だと思って諦めていたような問題でも簡単に出来るよう

になりました。 

「こんな脳の使い方があったのか」と驚きました。 

今まで自分が色々な資格試験に苦手意識を持ちながら学習していたのですが、これから

は前向きに学習できそうです。 

自分の可能性がすごく開ける学びだと思いましたので、引き続き受講させて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

 

●氏名 Ｓ．Ｙ 男 10歳代 

私は学校の成績（世界史）があまり良くなく、「記憶の能力を上げるために行ってこい」と

母親に言われて、最初は嫌々来ていた節がありました。 

しかし、やっているうちに「自分でもこんな力が出せるんだ！」とか「これを応用すれば

もっと点数が取れるようになるぞ」と思いました。 

だから、私はこれからの人生というと壮大かもしれませんが、生活の中でアクティブブレ

インに６つの理念を意識して生きてこうと思います。 

そして、人間には無限に力を増やす力があると私は思います。それを知れて、少し安心で

きた気がします。本当にありがとうございました。 



アクティブブレインを受講して 

 

平成 29年６月３～４日  開催地域 東京    講師名 麓 直樹 

 

●氏名 Ｓ．Ｉ 女 30歳代 

受講する前は、受講料も私にとっては安くないし、実りの無いものになったらどうしようと

半信半疑の気持ちでしたが、受講を終え、この方法を活用すると出来ないことはないかも！ 

という気持ちに変わっていました。折角、身に着けた能力ですので、有効に活用していきた

いです。また、思ったより簡単に記憶術を身に着けることが出来たので、何かあっけらかん

とした気持ちでもあります。 

もっと早く出会っていれば、違った人生を歩んできたかもしれませんが、35 歳の今現在、

アクティブブレインに出会えたことに感謝しています。今後の生活を有意義で実りあるも

のに変えていきたいです。 

ありがとうございました。 

 

 

●氏名 Ｈ．Ｓ 女 30歳代 

アクティブブレインを受講しようとした理由は「つい、自分の記憶を頼るよりもスマホにメ

モを取ればいつでもどこでも思い出せるからいいや」と自分の持てるはずの力にブレーキ

をかけている事に気が付いたからでした。ですが、いざ受講してもると、特段の能力や努力

を必要とせずとも、するすると何でも瞬時に記憶できている自身に出会うことができ、今ま

でかけていたブレーキを取り除くことが出来ました！！これからの人生の可能性が広がり、

とても楽しみです。 

 

 

●氏名 Ｔ．Ｋ 女 40歳代 

「怪しい、だまされて来よう」と周囲の人に話しながら、今回のセミナーを迎えました。そ

う言いながらも、逆に「全然ちがう自分になってくる！」とも期待している自分がいました。

ここまでの文からも、逃げ道を探し、マイナス言葉でアクティブになっていないことがわか

ります。いつになったら、言い訳ばかりの自分から抜け出せるのだろうか？ 

そう！今日から変われるぞ！これからはいろいろなチャレンジをしていきます。 

ありがとうございました。 

 

 

 



●氏名 Ｎ．Ｋ 女 30歳代 

現在、通訳の専門学校に通っており、英単語を覚えられるようになりたくて受講しました。

私はこれまでも「イメージ」で暗記をしてきましたが、そのイメージをもっと大切にして良

いこと、そしてイメージと暗記するものの紐づけをしっかりすることから始めれば、暗記力

が上がるきっかけになる可能性があることを学びました。 

～麓トレーナーへ～ 

２日間、ありがとうございました。とても聞き取りやすい声とテンポで記憶術を教えて下さ

り、楽しく学ぶことが出来ました。また、受講生への配慮もあり、遠慮なく質問することが

出来ました。暗記がくるしいものでないと判りました。 

 

 

●氏名 Ｍ．Ｉ 20歳代 

セミナーを受ける前までは、自分に自信がなく、何かと諦め気味だったが、セミナーを受け

ることにより自己肯定感が高くなった。また、セミナーのメインともいえる記憶法は本当に

驚きと感動の連続で、ものごとをあっという間に覚えることが出来た。また、記憶法にはい

ろいろな種類があることも教えて頂き、今後の勉強の効果を上げるためにも応用できるな

と期待で溢れている。 

 

 

●氏名 N．K 20歳代 

最初ここへ来る前は、あまり知らず母に連れてこられて来て、脳が鍛えられてとにかく疲れ

るのだろうと思っていましたが、１日目を終えて全く疲れることなく単語を覚えることが

できて、とても感激しました。その気持ちを忘れずに２日目も参加すると、とても楽しく何

でもできてしまって、とても嬉しく、時間もあっという間でした。 

私は元々ネガティブなところがあるので、出来る！というポジティブな考え方を持つだけ

でこんなにも喜びを味わうことが出来ると知り、何事にも積極的にこれから取り組んでい

こうと思いました。これをいかして、たくさんのことに参加していきます。 

 



アクティブ・ブレイン・セミナーを受講して 

平成２７年２月８日  開催地域 東京      講師名 麓 直樹 

 

●氏名 M．N ３７歳 

とにかくこんなに沢山の情報を短時間で覚えられたので、すごくビックリしました。今ま

での自分からは全く考えられないです。 

しかし、一番重要な事はこの方法をこれからの生活に活かして行くことだと思います。 

そのためにはこの２日間で学んだことをやり続けて、とにかく慣れて実生活に取り入れて

いかなければと思います。 

今まで「自分は馬鹿でどうしょうもない」等といったマイナスの言葉ばかりが浮かんでい

たが、今回のセミナーをやり遂げて自分がプラスの方向に行くことが出来た気がします。 

今後もマイナスの言葉を使わないようにして自分の目標に向かって頑張って行こうと思い

ます。 

今回学んだ記憶法を使って、仕事や実生活を充実したものにしていきたいです。 



アクティブ・ブレイン・セミナーを受講して 

平成２６年３月３０日  開催地域 東京      講師名 麓 直樹 

 

●氏名 横川 幸和 ４０代 

「自分はまだやれる」ということに気付きました。１１月には札幌でアドバンスを受講す

るつもりですが、それまで時間がかなりあるので、いろいろなことを自分なりに試してみ

ようと思います。 

息子と一緒に受講でき、とても有意義な時間を過ごせた事に感謝すると共に、麓先生に大

きな感謝の気持ちを込めて「ありがとうござしました」と言いたいです。 

ぶれずに前進できそうです。 



アクティブ・ブレイン・セミナーを受講して 

平成２６年１月２６日  開催地域 東京      講師名 麓 直樹 

 

●氏名 S．N．６０代 

二日間どうもありがとうございました。普段知っているつもりのプラス思考をより明確に、

より具体的に教えて頂き、とても楽しい時間でした。良き仲間、良きパートナー（ペアの

練習）に出会えて、不可能と思っていたことが可能になるという喜びを味わうことが出来

ました。 

プログラムもとてもよくできていると感じました。時間の使い方も無駄なく、十分に練習

する時間を取って頂いたことに感謝です。 

言葉の使い方、豊かなイメージ、柔軟な発想など、講師の呼びかけに、皆しっかり反応し

ていて、濃い時間だったと思います。これをこれからどう使っていくか、今年の目標が出

来ました。 

 

●氏名 尾花 孝治． ２８歳 

最初は単語を覚えられなくて、大丈夫かと不安になったりもした。だけど、アクティブ・

ブレインを学んでいくとスラスラ覚えられる自分に自信を持てました。 

やれば出来る！最後まで諦めない！麓さんの発信した言葉が魂に響きました。 

イメージ連結法＋イメージ転換法、沢山のことをインストールして、自分は無限の可能性

を持っているということに気付きました。意欲的になった２日間でした。 

本当にありがとうございました。 

 

●氏名 大原 英樹．４４歳 

２日間のセミナーを受講したことで脳の上手な使い方を知ることが出来ました。記憶力を

飛躍させる６つの基本的な考え方も素直になるほど自分の脳の中に入れることもでき、そ

れにより今までやって来てないわけではなかったが、より一層自分を高見に持って行ける

ように、階段を上がっていこうと改めて心に留めて動いて行きたいと決めました。それと

ともに記憶の仕方を受講することで記憶する作業も苦で無くなることとこれから色々試し

て自分の脳を活性化させて行きたいと思います。 

今回のセミナーで教えて頂く著とともに背中を押して頂いた麓講師に感謝するとともに今

回一緒になった受講者の方々にも会えたことも自分の人生にとって嬉しいことでした。き

っかけも出会いも一期一会ですのでこれかたの人生にもいろいろ経験となりました。 

本当にありがとうございました。 

 

  



●氏名 M．S ２０代 

１日目、記憶法の基本を学び１～２０まで言葉をスラスラ言える自分と出逢い、初めて自

分の能力に自信がつきました。いつも厳しいことしか言われず、どうしたら仕事が出来る

ようになるか？自分流ではどうしも上手く行かず不安が増すばかりでした。でもやってみ

たらできるんだ！ということに気が付きました。どんな時でも、どんなに大変な状況でも

集中してやり切るという課題が残っています。今回のアクティブ・ブレインを大いに活用

して、更にグレードアップできるように脳を訓練して行きたいと思います。最初は半信半

疑で参加しましたが、本当にイメージ力が上がっていることに凄いと思いました。 

 

●氏名 G．Y．４０代 

このセミナーを受講したきっかけは麓先生の情熱に触れ、触発されたからである。 

丁度、自分自身が年齢を経るごとに記憶力が落ちてきてこれを改善したいと考えていた時

期であった。“自分に自信を持てるようなセミナーなのでは？”この予感は当たっていた。

記憶を良くするための技法はもとより、その基本となる脳の使い方、更にそのどだいとな

る姿勢、すなわち①プラスの意識、②感動すること、③イメージして生きる。これを教え

て頂けたのが大きな事であったと思う。今後、このセミナーで教えられた全てを活かし、

自分と周囲の“幸福”という目的を目指して進んで行きたい。今後ともご指導下さい。ど

うぞよろしくお願い致します。最後になりますが、２日間の熱い指導、本当にありがとう

ございました。 



アクティブ・ブレイン・セミナーを受講して 

平成２５年１０月２８日  開催地域 東京      講師名 麓 直樹 

 

●氏名 M．M． ４６歳 

このセミナーを知ったきっかけは友人に勧められたことです。物忘れがひどい。覚えられ

ないと自分の衰えを感じ始め、最初は半信半疑での受講のスタートでした。 

イメージ連結法で１６０個の単語を実際に覚えられた時の感動は、ここ最近では味わった

ことがなく、きっと忘れられない出来事になったと思います。 

知らず知らずのうちに自分の中に限界を作っていましたが、これからは自分の可能性を信

じて前向きに自信を持って進んで行けそうです。 

素敵な受講生の皆さんにも出会うことが出来ました。最後ではありますが、麓先生！本当

にありがとうございました。 

 

●氏名 K．T．１４歳 

今回参加することになったのは、母の友達が先生をやっているらしいと聞いて、母親が一

緒に行こうと言って来たのがきっかけです。初めはただの暇つぶし気分だったけど、最後

はやって良かったと思いました。理由はまず、脳の内容量が無限に広がったような気がし

たからです。他にも脳の使い方や言葉の使い方による脳への影響について教えてもらうこ

とによってマイナス言葉を減らせると思いました。本当にアクティブ・ブレイン・セミナ

ーを受講してよかったと思います。憂鬱な日々から薔薇色の日々に変わるといいと思いま

す。 

 

●氏名 J．K ５０代 

ここ数年、自分自身の記憶力に自信を無くしていました。友人がアルツハイマーになり、

明日は我が身か？と加齢に対する不安がありました。しかし、一日で１６０個の単語が覚

えられ、今までのコンプレックスに近い感情が自信に変わりました。本当にありがたいこ

とだと思っています。 

言葉の使い方、毎日の過ごし方を大切にしたいという人間としての基本的な姿勢も教わり

ました。本を通して知っているつもりが、そうではなかった事も、新たな自分作りに役立

てたいと思います。日々、努力する心を忘れず、諦めずに生きていきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

●氏名 M．T．４０代 

麓さんと会社の同期で、彼がセミナー講師を始めたと知り、アクティブ・ブレインを知り

ました。長男が中３の受験生でやる気スイッチになってくれればいいなと思い受講させて

頂きました。長男の為がいつの間にか自分がはまって行きました。普段、どれだけマイナ

ス言葉・マイナスイメージで自分の脳に蓋をしていたのか？気付かせてもらいました。「や

ればできるじゃん！！」と思わせてもらいました。 

これからは自分に負けないで近い将来、ビジョンを見て、こつこつと今回教わったことを

実践して人生を変えていきたいと思います。いい皆さんと一緒にできて嬉しかったです。 

ありがとうございました！ 



アクティブ・ブレイン・セミナーを受講して 

平成２５年 ９月１６日  開催地域 東京      講師名 麓 直樹 

 

●氏名 S．I． ４０代 

小学校のときに一生懸命やっているのに逆上がりが出来ませんでした。鉄棒の握り方を順手から

逆手に変えただけで出来るようになりました。一生懸命やっても上手く行く人と上手く行かない

人がいます。上手く行く人は上手く行くやり方を、上手く行かない人は上手く行かないやり方を

しています。今回、先生に脳の上手く行く使い方を教えてもらいました。ありがとうございまし

た。今後の人生に活かして行きたいと思います。 

 

●氏名 S．M．１６歳 

今回参加することになったのは、母の薦めでした。元々暗記する、覚えるということに苦手意識

があり、試験などでもかなり苦しんでいたため、是非参加したいと思い参加しました。１日目の

前半は不安でしたが、実践していく中で、自分は苦手なのではなく、努力する前に諦めたり、嫌々

やっていたことに気が付きました。１６０個の単語を覚えることで、脳の使い方はもちろん「や

れば、できる私」「頑張れる私」「楽しく覚えられる私」に出会いました。 

この２日間の経験を終え、これから前向きに、積極的に、楽しみつつ諦めない自分をイメージし

て、本当の目的の試験対策に留まらず、日々自信をもって行動して行こうと思います。本当にあ

りがとうございました。 

 

●氏名 R．T １３歳 

私はこのセミナーを受講する前、台風が来るのに？文化祭が近くなのに？宿題があるのに？と思

いながら母に引っ張られて来ました。はっきり言うとあまり信用していませんでした。二日間が

終わった今思うと、欲を言えばもう少し早く！中学受験前にセミナーに出会えていたら・・・と

思ってしまいました。全然出来なかった単語１６０個をスラスラと覚えられました。これで、毎

日ある学校の小テストの勉強も短縮して宿題も趣味もちゃんとできると思って嬉しかったです。 

 

●氏名 S．T．３２歳 

私がアクティブ・ブレイン・セミナーを受講したきっかけは夫が麓先生と出会われて「セミナー

があるのだけれど行ってみる？」と声を掛けられたことでした。私はセミナーの概略を聞き「長

い人生の中で受講しておかなければ損だ」と思い「行ってみたい」と即答しました。自分にはど

んな能力が眠っているのか見てみたい！という好奇心もありました。実際に受講してみて一番感

動したことは脳は本当に映像やイメージ、絵を覚えられるということでした。これからの日常の

生活の中で脳の特性を利用して、脳に手伝ってもらって、どんな風に活かして行こうか？ワクワ

クしています。こんなに素晴らしい力を自分は持っているのだから、どんどん使って伸ばして行

きたいと思います。２日間ありがとうございました。 

 

●氏名 K．T ３１歳 

純粋に１６０個以上の単語を覚えることができて嬉しかった。自分もまだまだ行けるという力を

貰った。この脳の使い方はどこにでも応用できるのではないかと、今後の自分の脳に期待！麓先

生の講義で良かった！「人生というか命が吹き込まれている」“人生を賭けて！”取り組んだ宿題

は一生忘れません。 



アクティブブレインを受講して 

平成２５年 ７月２８日  開催地域 東京      講師名 麓 直樹 

 

●氏名 時野 学 ４４歳 

脳を使うのは面倒臭がってしまうけど、ガーっと動いてくるとやはり楽しい。 

覚えることが苦手で覚えていれないと思っていたから、ずっと一夜漬け人生を送って来ました。

しかし、覚えていられるのだ！という発見は、いろいろと楽な気持ちになっているように感じ

始めている自分がいる。自信が沸々と湧き起っているようです。素敵な２日間の体験で、そし

て、これが続いていく自分がイメージ出来ているのが凄い！友人にも、子供にも、世の人にも

体験してもらいたい。職場で是非行って貰いたいです。自分の中で意図を固めてお願いに上が

りたいと思います。麓さんに出会えて本当によかったです。ありがとうございます。 

 

●氏名 福井 裕二 ３３歳 

記憶力が落ちて来たなと感じることが多く、受講しました。最も大きな気付きは脳の力が落ち

ていたのではなく、適切に使っていなかったからという事実でした。 

記憶力が優れていた学生時代には脳への刺激も多かったし目標も明確であったと思い出しま

した。最近、脳を使っていないことを脳のせいにしていたと思います。 

２日間、脳に対して本来あるべき量の負荷をかけられたのだと思います。脳が喜んでいるのを

感じました。これからも脳の本来の能力を信じ、玄海を勝手に設定せずに脳が喜ぶくらいの高

い目標に向かって行こうと思います。 

 

●氏名 Ｙ．Ｔ ５０歳 

二日間ありがとうございました。体調を崩し、他の事もあり、自信を無くして、受講すること

を悩みましたが、今、終了して記憶法だけでなく、一歩踏み出す勇気も頂きました。 

麓先生の「プラスの言葉、感動、イメージ、諦めない」の言葉を心に留めて、今回の事を人生

に活かしていきたいと思います。麓先生に心から感謝いたします。ありがとうございました。 

 

●氏名 Ｔ．Ｏ ２０歳 

まず、思うのが、このセミナーに参加して良かったな。自分にとってプラスになったなと思え

ること。嫌々ながら父に勧められ参加した私にとっては、この思い自体が大きな前進だと思い

ます。その理由はイメージ連結法、イメージ転換法を学んだから、ということだけではありま

せん。そもそも、記憶をする上での考え方６つを学べたこと。そしてその中でプラスの気持ち

とマイナスの言葉が強い作用を生むこととあきらめないことの大切さ、これら大事なことを得

たということがとても大きな財産です。折れないチャレンジする気持ちや、感情と結びつける

方法を忘れずに今後に活かしていこうと思います。 

  



 

●氏名 Ｓ．Ｙ ４１歳 

以前に麓さんから紹介され非常に関心を持ちました。終了後の感想は、早くアドバンスコース、

更には他のコースも受講したいと思っています。初日の朝には覚えられなかったことが、２日

目の午後には短時間で覚えられるようになっていることに単純に驚きます。記憶の手法にはい

ろいろあり、それらを組み合わせることで無限の広がりを見せるのだということを実感しまし

た。それは今後の自分自身の可能性の広がりでもあるのだと感じます。反復してより高いレベ

ルまで進んでいきます。また、他の受講生の皆様も様々な思いを持って参加されとのだと思い

ます。初対面の人たちが一つの目的を持って、この場所に集い、集中して、同じ時間を共有で

きたことに感謝しています。ありがとうございました。 
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