
「会報を出さなければ…」早春から延びに

延び、とうとう梅雨が明けてしまいました。

たいへんお待たせいたしました。暑い日が

続いていますが、元気にお過ごしのことと思

います。この夏も頑張り抜きましょう。 

 

【ミラクルサウンドＢＯＸ】発売 

昨年９ 月よ

り七田チャイ

ルドアカデミ

ー向けに“ミ

ラクルサウン

ド BOX”という

ネーミングで

脳力開発用

の聴覚シス

テムの供給を始めました。 

この製品は従来のビューティーリスニング、

ハイパーｍ ｉ ｎ ｉ と同等製品ですが、大人

から子供まで幅広く使って頂くために一枚

一時間から一枚を３ ５分に新たな音源を入

れ、編集しました。 

また、七田眞先生がご自分の会報に、伝

聴研のシステムが「さまざまな障害にたい

へん有効である」とのコメントを書いてくだ

さり、以来、自閉症、多動症、知的障害を

お持ちの方がこれまで多数の成果を出して

います。“ミラクルサウンド BOX”で劇的な効

果をあげ、さらに改善を求めて“ハイパーリ

スナー”に来られる方もいます。 

「これまで良いと言われることは全てやっ

てきたがこれほど短期間かつ効果が上がっ

た方法はなかった」。 

「良いという噂を聞くと外国まで行って、数

千万円を投じて治療してきたが、５ 万円で

買える“ミラクルサウンド BOX”の効果には

遠く及ばなかった。」等々、毎日お問い合わ

せや感激の電話が殺到し、喜びの声はます

ます増えています。 

さらに、この“ミラクルサウンド BOX”は七

田チャイルドアカデミーを通じて、能力開発

系の会社、数社から発売され、たいへん好

評を頂いています。 

これまでこの商品の説明会を、私自ら全国

各地へ出向き、今年だけですでに２ 万キロ

を走破し、合計８０回くらいの講演をこなし

ました。その甲斐あって、既に３千セットを

販売いたしました。 

おかげ様で、夜型の生活も２ ０年ぶりに正

常に戻り、体重も４ キロ落ちて、ズボンが落

ちるのが気になっています。 

トレーニング中だった皆様にはご迷惑をお

かけいたしましたこと、この場を借りてお詫

びいたします。 

 

【リスニング Ｄｒ.】 発売 

マジックリスニング発売以来、もっと優れた

教材ができないかと、長い間の懸案事項で

あった英語用聴覚システムですが、本年初

頭に完成いたしました。 

縁 あ っ て 、

「百万人の

英語」を３０

年担当され

た小菅淳吉

氏に巡り会

い、氏の英語

に対するコン

セプトと私の思いが一致し、一気に進みまし

た。氏は沢山の教材を書かれていますが、

“リスニング Dr.”でお願いしたテキスト内

容は、テキストのみでもリスニング教材でも

あり、また知らずしてリズムが身に付く、ま

た単語は覚えず、同じ努力するならセンテン

スを覚えるという、日本初の実用的かつヤ

ル気にさせてくれるたいへん優れた教材で

す。発音が難しいセンテンスにはあらかじめ

カタカナがふってあります。たとえば「『Pan 

American  パンナメリカ』と聞こえます」と

いうような具合です。これに沿ってトレーニ

ングを行い、パンナメリカの、より英語に近

い発音を身につけていく、といった内容です。

これなら一年も努力すれば「自分だって！ 」

と意欲が沸き上がってくるはずです。また原

音ＣＤの余白にはニュースも聴きとれるよ

うに 1.6 倍速も入っているというたいへん

丁寧な作りになっています。 

 

《リスニング Dr.》 

小菅氏書き下ろしのテキスト １ 冊 

専用ヘッドフォン  １ 本 

英語トレーニングＣＤ(70 分) ２ 枚 

聴覚トレーニング版「土の精」 １ 枚 

英語原音ＣＤ(70 分)  ２ 枚 

実力テストＣＤ  １ 枚 

ガイダンスＣＤ  １ 枚 

---------------------------------------- 

フルセット定価         62,790 円 

※共通ヘッドフォンをお持ちの場合は、ＣＤのみ

お買い求め頂けます。お問い合わせ下さい。 

Ｊ ＡＬ の国際線、国内線全便のカタログに

掲載されています。七田チャイルドアカデミ

ーでも扱って頂いています。 

今回のこの“リスニング Dr.”は息の長いも

のにしていきたいと思っています。 

 

【追加トレーニングＣＤ】発売 

“リスニング Dr.”のために「土の精」を制

作いたしましたが、ビューティーリスニング、

ハイパーｍｉ ｎ ｉ をお持ちの皆様には「月

の精」「金の精」「土の精」「スリープリスニ

ング」をトレーニング版として使って頂けま

す。 

また“ミラクルサウンド BOX”をお持ちの方

には「土の精」「日の精」、今夏発売予定の

「海辺にて（回帰）」、また「スリープリスニ

ング」（発売中）を別売できます。 

 

 

==================== 

 

 

※ボリュームについて 

聴覚トレーニングにおいて、これまで「大きめの

音で聴いてください」という指導をしていました

が、一番良いボリュームでトレーニングして頂くこ

とが、長続きさせるコツでもあることから、ボリ

ュームは常に変えても構いませんので気持ちの

良い音量でお聴きください。 

 

 

※お子さんへのトレーニング 

聴いて頂くことが最大の目的ですので、テレビを

見ながら、食べながらでも、また１ ０分でも、飛

び飛びのトレーニングでも構いません。長い目で

みましょう。また子供の耳は敏感ですので、大人

のボリュームでは嫌われます。最初は小さめに設

定し、あとはお子さんにボリュームは任せましょ

う。 
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《潰れた胸椎１１番が回復！？》 

つい数日前、伝聴研大番頭の五十嵐の友人

が胸椎を潰して普通の生活が送れなくなっ

てしまい（治す方法がないことから試しに）

自分が持っているビューティーリスニングを

貸した所、三日後にはもう楽になり、使用

１ ０日後病院でレントゲンをとった所、７ 割

くらい回復しているのを見て、医者が驚いた

という報告を受けました。 

この医者は一切治療はせずに生活指導の

みだったとのことで、他に一切治療行為は

していないということでした。 

そこでお付き合いのある整骨院の先生に報

告したところ、「考えられない、そんなこと

が一例出ただけでもたいへんなことですよ」

と早速自分の所でも実験をする、ということ

になりました。 

 

伝聴研会員の方にも椎間板ヘルニアの痛み

がすっかり止まって普通の生活ができるよ

うになった。交通事故で背骨から首までメチ

ャクチャになり、腰椎３番が潰れてしまって

東洋医学、西洋医

学で治らないと言

われていたが劇的

な回復をされた。

これら数名の方の

協力を得てレント

ゲンを撮って頂き

ました。九州の方

もおりました。感謝

です。現在判定中

です。 

 

また、この例を聞きつけた会員さんのお父

さんが、ヘルニアで寝たり起きたりの生活を

していましたが、それならとビューティーリ

スニングを購入頂き、数日トレーニングした

ら庭で草むしりをしていて家族を驚かせた

という報告がありました。 

最新のニュースですが、腰椎を潰し麻酔を

しても止まらない激痛に苦しんでいた方の

息子さんが、見かねてビューティーリスニン

グをお求めになりました。すると、翌日には

ウソのように痛みが消えていると本人から

の電話があったのです。誠に嬉しい話です。 

また、先日深夜に「ためしてガッテン」を

見ていた所、顎関節のことをやっていました。

このメカニズムを知り、多分この顎関節にお

いても軟骨が復活しているのだろうと推論

しています。トカゲは、切れたシッポが生え

てくるように、どうも人間にもこうした動物

的メカニズムが隠れていたようです。 

 

【運が良くなる！動物に好かれる】 

トレーニングを受けると運が良くなることを

良く聞きます。なかなか信じられない話です

が、時々そういった話が舞い込んできます。 

※ 事業家が受講された所、いきなり業績

が上昇。それではと、今度は社員全員で行

う為に“ハイパーリスナー”を送った所、仕

事が忙しくてトレーニングどころではなくな

り、一時中止。半年後一段落して再度送っ

た所、また忙しくなって中断。 

※ 別の経営者がこの話を聞き、トレーニ

ングしたところ、やはり業績が上昇。トレー

ニングを止めると運が落ちるのではと、通常

通学コースは２ ２ 日間で終了の所、３ヶ月

通ってこれらました。 

※ 保険業務の若い女性がトレーニングを

受けた所、今までの１ ０倍ほどの高額の契

約ばかりで、さらにお客さんにとても大事に

されるようになった。 

※ 家族で受けた所、保険会社の旦那様の

契約数が激増した。 

※ 平社員の方が通学トレーニング中、い

きなり北海道の営業所長に任命されてトレ

ーニングを中断、北海道へ栄転。 

※ 口も聴きたくない人から声をかけられ、

仲良くなった。 

※ ２ ０年間も口をきいたことない兄から

法事の時話しかけられ、なんのこだわりも

なく一時間以上話していた。 

※ 連れ添って４ ０年、口答えをしたこと

がない恐い旦那様に、ついに３０分にわた

って反発。その後とても仲良くなった。 

※ 本社のやり方に反発し、一時間にわた

って全てはき出した所（周囲の社員は戦々

恐々）本社の上司は「すみませんでした、

良く伝えておきます」と。 

※ 猫嫌いの人の所へ猫がやってくる。 

※ 公園で犬がついてくる。「懐かしい」と

いう顔をされた。目の前に座られた。 

※ ハムスターに噛まれることがなくなっ

た。 

※ 鳥が寄ってくる（少ないですが…） 

---------------------------- 

そういえば、と私自身振り返ってみると、絶

対になつかないという猫が僕の膝の上にち

ょこんと乗ってきたことがありました。 

そうそう、自然音の録音で、以前ならマイク

ロフォンをセットすると鳥が逃げてしまうの

が常でしたが、ここ２ ～３ 年山に録音に出

かけマイクロフォンを仕掛けると多くの鳥が

寄ってきて、素晴らしい録音になることが良

く起こります。始めての場所でも録音に成功

することが多くなりました。 

つい一ヶ月ほど前の出来事ですが、録り損

なって悔しい思いをしたアカショウビンの鳴

き声。林道を走っていると偶然にも、遠く

からそれらしき鳴き声が聞こえ、半信半疑、

ダメもとでマイクロフォンをセットすると、次

第に鳴き声が近づいてきて、とうとう頭上２

～３ ０ メートルという近さで鳴き始めたと

いう驚くべきこともありました。 

仮題「裏磐梯の風景」「富士のオーディショ

ン」これもまたＣＤになりますので、お楽し

みに（多分年末）。 

---------------------------- 

★不妊で悩まれていた方、三名に赤ちゃん

が誕生しています。 

おめでたい話ですが、この方々はトレーニン

グ終了から一年後ですのでトレーニングの

成果とは考えてはいないでしょうが、これま

でさまざまな婦人病を解決してきたことか

ら密かにこのシステムの効果ではないかと

思っています。確証はありません。ご夫婦

の努力の結果！ ？  

 

 

★2005 版“ハイパーリスナー” 

バージョンアップ 

忙しい業

務の間に

音源制作。

本来はそ

の逆でな

ければな

らないは

ずが、音源制作とこれまでの音源整理が思

うにまかせず、整理に関しては、一年延ば

しでとうとう 10 年もかかってしまいました。

今後は皆様からのお問い合わせの曲はすぐ

に探し出すことができます。（但し従来型ハイ

パーは曲のタイトルが出ませんので、やっぱり一

節口ずさんで頂くことになります） 

このバージョンアップで、音源はこれまで

の約 1.5 倍の曲数になりました。プログラ

ムも増えました。従来型は改良を加え、さら



に高音質にいたしました。前回ご案内した

通り、新型では筑波大学未来研究所の寅市

教授が開発された４万ヘルツまで再生可能

な回路、フルエンシーシステムが内蔵されて

います。バージョンアップは９月より開始予

定です。 

 

【管楽器コース誕生】 

また長い間お待たせしている管楽器コース

は良い音源が見つからないために木管、金

管コースは、一つの管楽器コースとするこ

とになりました。 

10月提供開始に向けて作業を進めています。 

 

【通信コース料金改定（割引き）の 

お知らせ】 

バージョンアップに伴って９月から、これま

でより少し受講しやすくなります。 

 

①補償金を預けて頂いたままになっている

方の場合、次回受講費用から五千円割引

くことになりました。 

 

②一回あたりのトレーニング費用は１ ５ 万

円でしたが、二回目、三回目と増えるに

従って一回毎のトレーニング費用を一万

円割引くことになりました。（ただし、６

回目以降は６ 回目の値段のままになりま

す。） 

※例：過去２ 回の受講があり、３回目をお申し

込みされる場合には、１ ３万円になります。そ

して補償金をお預かりしている場合にはさらに

五千円割引きになります。） 

 

【営業時間の変更】 

以前は年中無休、朝 10 時から深夜まででし

たが、今年から土曜日定休にさせて頂きま

した。 

また、お盆明けより、営業時間を 10 時より

21 時まで、通学は 10 時 30 分より 19 時 30

分受付終了とさせて頂きます。 

 

【今後の行事予定】 

●８月９ 日サトルエネルギー学会月例会。

一般 3,000 円 三田福祉会館 

●８月２ ８日（日）自閉症学会発表。一般

有料。白百合女子大学（仙川） 

●９ 月２ ３ 日サトルエネルギー学会秋の大

会２ ３日（イイノホール 虎ノ門）に出展。

有料 

●１ １ 月３ 日（祭）リズム協会秋の大会 

パネリストで参加。場所未定 無料 

●１ １ 月６日（日）大阪天王寺、七田チャ

イルドアカデミー本社、イキイキフェスタ、ミ

ニワークショップを行います。無料。 

●他、七田チャイルドアカデミー講演 

10 月 30 日相模原教室、11 月 27 日新越谷

教室、12 月 11 日成城教室、詳しくは伝聴

研まで。 

 

【モニターありがとうございました】 

好評を頂いている自然

音シリーズに新たな５

枚が加わります。 

一枚の自然音Ｃ Ｄを録

音するのに約３ ０ 日前

後もかけてこだわり抜いての録音。一枚一

枚悩みに悩んで編集しました。 

これで不満なら「こんなきついことやらない

ぞー！ 」採算は一万枚、いつになったら元

が取れるのか。出血大サービスの贅沢な自

然音シリーズです。（自然音と音楽が交互に

入っています。） 

２ 月にメールをお持ちの方にだけ連絡して

約２ ０名にモニターして頂きました。その節

はありがとうございました。 

（現在表紙の写真を選定中です。秋までに

は完成予定です。今暫くお待ちください。） 

 

「ある山の風景４」〜深山の風景〜 

北八ヶ岳《縄張りの巡回》      21:37 

ラヴェル／高雅で感傷的なﾜﾙﾂより‘ｱｯｾﾗﾝ’ 

富士山中の日の出《クマゼミの目覚め》 16:06 

ドビュッシー／‘水の反映’    05:15 

強風に揺れる北八ヶ岳の原生林《木づれ》20:00 

ラヴェル／「ﾏ･ﾒｰﾙ･ﾛｱ」より‘一寸法師’    03:16 

 

 

★新モニター募集のお知らせ★ 

自然音シリーズ第６ 弾として今回はこの会

報をお読みの皆様にお願いいたします。募

集人数、先着順１ ５名。ＣＤ完成後、１ 枚

お礼としてお贈りいたします。 

お申し込みはファックスでお願い致します。 

 

伝聴研オリジナル自然音ＣＤ 

こころの旅 ～ある山里の風景１ ～ 

 

 

 

山あいの水車小屋（のある風景） 16:46 

サティ／ワルツ-バレエ  04:49 

ある山里の昼下がり  11:03 

メリカント／ロマンス   04:39 

雨上がりの水琴窟  22:00 

トイ／コンサートワルツ  07:00 

・・・その他 

---------------------------- 

 

この５ 月、２ 年ぶりに足りない海の音を録

音しようと兼ねてから考えていた石垣島に

録音旅行をしてきました。石垣本島を始め

周囲の島々にボートを乗り継ぎ、照りつける

太陽と戦いながら海岸回り。今回もきつい

録音旅行でした。 

始めての場所なので、録音の成果は期待せ

ずに行きましたが、運良く一枚のＣＤになり

そうです。これもまた自慢のものになりそう

です。 

また、講演の帰りに立ち寄った裏磐梯の

広葉樹林に惚れ込み、再度６月に録音に行

きました。七田チャイルドアカデミーの先生

の紹介で裏磐梯のロッジの管理人と知り合

うことができ、ここも初回ながらとても珍し

い録音の数々。楽しみにしてください。 

また、この管理人が自分の理想と思う小さ

な宿を計画中とかで、来年にはオープンさ

せるとのことです。またご紹介できると思い

ます。 

これらを含めて新たに合計６ 種類の自然音

Ｃ Ｄを年末までに誕生させようと頑張って

います。自然音シリーズは合計１ ０～１ ２

枚になる予定です。 

トレーニングをされた皆さんにはトレーニン

グの合間に聴いて頂くことによってトレーニ

ングと同じような効果をあげて頂くことがで

きます。繊細な自然の風景が耳から飛び込

み、郷愁を誘ってくれるはずです。私自身

４百回くらいは聴いていると思いますが、未

だ飽きません。 

 

※会員価格でお分けしているナクソスＣＤ

に新たな推薦版を１ ５ 枚ほど追加いたしま



した。リラクゼーションにうってつけ、一枚

全曲名曲揃いのものだけを推薦版としてい

ます。ご利用ください。 

※ナクソスは９月より一枚９００円（税別） 

（10 枚以上は送料無料） 

 

【公開レッスン】 

恒例のイタリア人ピアニスト、マッシモ・マ

ッサーリア氏、会員の渡辺純子さんの通訳

で、公開レッスンが昨年末から正月にかけ

て伝聴研と名古屋の塚本ミュージックスク

ールで行われました。 

今年は前回より参加人数も多く７ 名が受講

されました。１ 人１ 時間半くらいを予想して

いたのですが、「私は時間をみないから」と

結局１ 人２ 時間～２ 時間半。中学生から専

門家まで幅広く受けられましたが、氏は小

学生も教えたいと大きな意欲を持って指導

にあたってくれます。 

私は時間的にまともに拝聴することができ

ませんでしたが、たった二日間のレッスンで

受講者のピアノが魔術にかけられ、まるで

生き物のように変化していく様は圧巻です。

年に数回、せめて四半期に一回くらいレッ

スンができればどの先生に師事するより上

達できるのにと、受講者が少ないのがとて

も残念に思います。 

 

★公開レッスン受講者の募集★ 

次回は、来年２ 月にほぼ決定。原則として

２ 回受けられる方、先着７ 名まで受付ます。 

 

■第 1 回レッスン 

06 年 2 月 11 日／12 日（土祝・日） 

■第 2 回レッスン 

06 年 2 月 26 日／2７ 日（土・日） 

※受講料（通訳料込）：２ 回分￥45,000 

※聴講：１ 日￥2,100 

※受講１ 回（１ 日）を希望の方はご相談く

ださい。 

 

大勢の参加をお待ちしています。 

熱心な方、子供から大人まで歓迎いたしま

すので、予定して頂きたいと思います。ピア

ノのできない方が聴講されても氏の魔術に

感心されるのではないかと思います。参加

をお待ちしています。 

 

-----会員だより----- 

【国際ピアノコンクール優勝】 

マッシモ先生のトレーニングを受けた会員

の竹田紀子さんが氏の指

導の基でイタリアで行われ

た国際コンクールを受けら

れました。下記が現地の新

聞記事の要約です。 

 

“アレンツァーノ２００５”優勝 

ジュピター協会(ジェノヴァ)とテレジアーナ

アカデミーによって主催された、第 8 回“ア

レンツァーノ２ ００５”国際音楽コンクール

が幕を閉じた。130 人の各国からの若き参

加者が 3 日間において競い合い、以下のよ

うに優勝者が決まった。日本人ピアニスト竹

田紀子(ピアノ部門)、18 歳チェロ奏者 A.ハ

ラバジュ(モルダブ)、15 歳のヴァイオリニス

ト・S.バルバラ、韓国よりバス歌手 K.ジン・

チョウ。(以下省略) 

快挙です。おめでとうございます。 

 

【ＣＤ発売】 

ロシアボリショイオペラで活躍中の会員の

（コロラチューラソプラノ）の曽又ひとみさ

んがＣＤを発売されました。「名曲の花束」

伝聴研で扱っています。 

 

---------------------------- 

 

♪会員の荒木洋子さんからこんなお便り

が届きました。「神戸からのメッセージ」 

 

［役にたった防災グッズ］ 

①懐中電灯（今は LED がありますね） 

②水・食料品（三日分・バケツ） 

③くつ・軍手  ④ビニール袋 ⑤ラップ 

⑥小型ラジオ ⑦ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・生理用

品・おむつ   ⑧電池  ⑨小銭 

⑩ウェットティッシュ ⑪使い捨てカイロ 

⑫カセットボンベ ⑬紙コップ ⑭下着 

⑮薬  ⑯アルミ箔 ⑰紙皿 

⑱はし･ｽﾌﾟｰﾝ･ﾌｫｰｸ・缶切り・ﾊｻﾐ 

⑲帽子 ⑳紙・ペン 

なるほどと思うものですが、簡単に用意でき

るものばかりです。備えましょう。 

---------------------------- 

と書いていた

矢先、伝聴研

に大地震が襲

いました。震

度５ 弱と言っ

ていましたが、

会社の建って

いる場所の地

下には腐葉土層が１ メートルあるとかで、

たいへん良く揺れます。ディスプレーは倒れ

るし、棚が今にも倒れそう、食器棚の食器

がガチャガチャと崩れ落ち、電話機は全部

外れました。揺れが治まって４ 階に行って

みるとピアノは台からはずれているし、大切

な電気スタンドが落ちている。植木は軒並

み倒れ、棚からＣＤが落ちて割れているも

のも多数。食器は三分の一破損。とにかく

凄かった。 

皆さん備えましょう…、とほほ…。 

 

---------------------------- 

 

伝聴研の掲示板に嬉しい書き込みがありま

した。 

 

リード職人様より 「うれしくて」 

さすがに書き込まずに入られません。今パリに住

んでいるのですが、今日フランス人の大家に｢訛

りのないきれいなフランス語を喋るわねえ、勉強

を始めて三ヶ月でこんなに流暢に喋るのは信じ

られないわ」と言われました！ 語学学校でも、面

白いぐらいに各国の訛りが聞き取れます。みんな

フランス語を喋ってるつもりだろうけど、その人

の母国語に聞こえます。僕は母音の響かせ方の

方向性が発音の肝だと感じていますが、やはり西

洋人でもその人の母国語に無い響きの母音は発

音できていません。訓練してない人はほんとに母

国語に必要な音しか聞こえないんだな と強く感

じてます。明日からニースで夏期講習です。何を

学べるか楽しみです。  

（リード職人こと、小松 晋一郎氏、ファゴット奏

者で元東京音大講師、現パリに留学中） 

 


