
■ ＴＡＷを理解したら仕事で成功したくなった
　２０１１年に結婚して神戸から東京に転居したのをきっかけに、
知人から勧められていたＴＡＷの個人セッションを受けました。病
気がちな身近な人のことを相談すると、「あなたの思考が身近な
人の不調をつくり出しています」と言われて驚きましたが、目の前
の現実が変わるのなら何でもチャレンジしたいと思い、マスターＴ
ＡＷを受講することにしたのです。
　ＴＡＷを学びはじめてすぐに「テレビ番組のバックダンサー」
の仕事で声がかかりました。ダンサーの仕事をしたいと思ってい
た時期でしたので、思考が現実化した出来事でした。
　現在は、日本の文化（武道や整体）をベースにした姿勢改
善のためのセルフケアや骨盤調整の体操、ウォーキングを教えて
いるほか、ボディケアや整体のセラピストとして、時に、ダンサー
とダンス講師としても活動しています。
　ＴＡＷ講座は２０１２年には初級、中級と受講し、私が主宰す
る教室もこの４年間で神戸・東京・川崎の３ヵ所になりました。
教室は増えたものの、先に進めずに停滞していたのです。
　今年になってＴＡＷのビーナスプロジェクト（動画でＴＡＷの
内容をわかりやすく学ぶ講
座）を受講すると、ＴＡＷ
講座の本当の価値を理解
できるようになったのです。
　ＴＡＷを活用してもっと
仕事で成功したいと思い、
マスターブレインインストー
ルプログラム（ＭＢＩＰ：ビジ
ネスに活かす成功脳になるための講座）への参加を決めました。

■目標を持って行動力を身につける
　ＭＢＩＰの個人セッションでは、「考えていることが明確でない」

「本当にやるべきことをしていない」「本来はエネルギーを１００％
教室の展開に使えるのに使えていない」と指摘されました。自分
の依存的な性質を変えなければと、深層意識の修正にばかり
フォーカスしてきたようです。「もっと未来をつくるほうにエネルギー
を使うといい」「目標や目指す方向を明確にするといい」とアドバ
イスされたのです。
　私は自分の思いを見返してみました。どんな生徒さんに来て欲
しくて、何を伝えたいのだろう ?　どんな人と関わり、どのように
仕事を発展させたいのだろう ?　自分の望みは欲しい物に至るま
ですべてノートに書き出して、１年後、５年後の姿を具体的にイメー
ジしたのです。
　心と体を鍛えるために、毎朝３０分のウォーキングもはじめまし
た。パンチ法（シャドーボクシングのようにパンチをしながら深層
意識を修正する方法）で、怠慢で行動しないインナーチャイルド

（深層意識の中の子どものようにわがままな自己）に「覚悟を

神奈川県川崎市
　　　美しい姿勢づくりのための

セルフケア教室－彩－主宰

内山 彩乃 さん

決めろ」「責任を取れ」「絶対成
功する」と、パンチをしながら言い
聞かせました。
　覚悟を決めてＭＢＩＰセミナーの
初日に行ったからでしょうか、同じ
日に雑誌の取材の依頼が来て、
私の教室が全国誌の女性誌で紹
介されることになりました。それから

は、毎日が充実してきて疲れを感じず、仕事がどんどん楽しくなっ
ていったのです。

■ 私が変わると出会う人や身近な人も変わった
　女性相手の仕事なので、私自身もいつもキレイにして、自分を
磨くことを怠らず、「美意識が高く、向上心を持った女性たちと
出会いたい」と思うようにしました。すると、そのような女性たち
が教室に来てくれるようになり、私が提供するレッスンプログラム
が必要とされていると実感できるようになりました。
　目標を持ち行動するようになると、周りにも変化が現れました。
家族も仕事が忙しくなり、土日も休みなく働くようになったのです。
仕事にやりがいを持って楽しんで取り組み、充実しているのが伝
わってきます。
　私が毎朝ウォーキングをはじめたと知って、身近な人たちも歩く
ようになりました。この４年間で少しずつ変化をしていると感じて
いましたが、これは大きな変化でした。起こる出来事を前向きに
捉えられるようになり、目標を持ってがんばりはじめたのです。
　ＴＡＷでいうように、私自身の状況と私の周りはまさに相似形な
のだと納得しました。

  「あなた自身が、生まれてきてよかった !　今最高に幸せ ! という
毎日を送ること。それが、親に対しての最高の感謝の表現なの
です」
　ＭＢＩＰの個人セッションで言われた言葉で、モヤ
モヤした思いが吹っ切れました。「そうなんだ、
もっと楽しんで生きればいいんだ ! いた
だいた命を最大限に生かそう! 」 
　これから教室でＴＡＷを活用した
心のサポートも取り入れていきたいし、
女優さんやモデルさんなどプロたちの身体づくりのサ
ポートもしていきたい。それで NY やハリウッドまで行
けたら最高 !　夢は遥か先まで膨らんでいきます。目
標に向かって進み、夢を実現していける体質に、私は
変われたのです。

内山彩乃＊美しい姿勢づくりセラピスト
http://profile.ameba.jp/hana04240/

神奈川県横浜市
デンタルライフクリニック院長　
歯科医師　歯学博士

磯部 知巳 さん

美しい姿勢づくりのためのセルフケア教室のレッスン風景

女性誌に掲載していただいた
教室紹介の記事

ウオーキングの指導もしています

ウオーキングの指導中

サロンでのセラピー

■ 私が思いを変えると長男が変わった
　当時、小学４年生だった娘のママ友が、ＴＡＷを学
んで家庭の問題を解決し、ＴＡＷの講師になったのを
間近で見て「私も変わりたい ! 」と、２０１２年４月に
マスターＴＡＷ講座を受講しました。
　中学３年生の長男はアスペルガー症候群という発達
障害、中学１年生の次男は小学２年生の時に１年半
不登校をしました。その後、長男も１年不登校をし、
私も交通事故にあったり、主人が入院したりで家庭に
は問題が絶えなかったのです。
　ＴＡＷを学びはじめて３ヵ月後のことです。長男は公立の中学
に通っていましたが、それ以外に週１回通級（自立支援のため
の特別教室）に通っていました。そこのクラス面談で、「最近の
安藤君すごく変わっちゃって、職員室で話題になっているのよ」
と担任の先生から言われたのです。トラブルメーカーだったのに、
仲裁に入るようになったといいます。私が気持ちを入れ替えたら
息子も変わったのだと驚きました。

■ 主人の愛情をわかっていなかった
　これまでの私は、「厳しく育てられて愛された記憶がないから、
子育てで苦労する」と母を恨み、自己否定の塊でした。問題が
起きると主人や母のせいにして、責任を取ることもなく、子育て
で苦労しているのに全然わかってくれない、聞いてくれない、何
もしてくれないとグチを言っては、主人に親代わりの愛情を求めて
きたのです。
　ところが、現実はすべて自分の思考がつくるとするＴＡＷ理論
では違いました。「周りに問題が起きるのは、自分が周りを下げ
ているから」と分析されたのです。
　何もしてくれないダメな夫、発達障害や不登校の子どもたち、

「こんなに問題ばかりの家庭を切り盛りしてがんばっている私は偉
いでしょ ! 」と、人を下げることで、自分を保とうとする私自身が
問題の根源なのだと気づかされたのです。
　“なんという勘違いでしょう! ” 主人に本当に申し訳なかったと詫
びました。「これまでは自分本位な幼い結婚だったので、もう一度、
私と大人の結婚をしてください」、そう申し出ると、主人は「はい」
とにっこり答えてくれました。「子どもが３人いて大変だったんだか
らいいんだよ」とねぎらってくれるので、「どうしてそんなに優しい
の? 」と尋ねると、「昔から変わってないよ」と。
　涙が止まりませんでした。主人の愛情をわかっていなかったの
は私のほうでした。主人を大切に思う気持ち、愛する気持ちは、
結婚当初よりさらに深いものとなり、私たち夫婦のパートナーシッ
プは新しい関係へと生まれ変わったのです。

■ 仕事に対しても積極的になった
　ＴＡＷを学ぶ過程では、新しい考え方を自分の体験に落とし
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込めずに、個人セッションを何度も受けました。凝り
性の気質からマスターＴＡＷの内容をすべて自分
のものにしたくなり、コースも３周受講しました。そ
の他の講座も受講してアドバイザーになり、その後、
フラクタル心理カウンセラー養成講座を経てフラクタ
ル心理カウンセラーになりました。
　家をサロンにして身体のメンテナンス、骨盤治療、
ウォーキング指導を行ってきましたが、現在は個人
事業主となって、身体だけでなく心のメンテナンスも
行っています。「ちゃんと稼げる

お母さんになるね ! 」と言うと、子どもたち３
人で家事を分担してくれるようにもなりました。
　長男は私立の工業高校に入り、今年２年
生でものづくりコンテストに学校代表として出
場し、都大会で準優勝、関東大会に進みま
す。得意なことを活かして人生を歩んで行ってほしいと思います。
　次男は思春期まっ盛りです。問題が起きることはありますが、
私が自分の内面を変えることで解決するのであって、周りを変え
よう、動かそうとしないことと心がけています。

■ 愛の定義を変えると行く道が見えた
　ＴＡＷ講座で「愛の定義」を学び、私なりに解釈を進めてい
きました。チャイルド（深層意識の中の子どものようにわがままな
自己）は、「かまって、かまって」「見て、見て」「聞いて、聞いて」「わ
かってほしい」と都合のいい愛情を求めます。それは幼い子ども
の目線で捉えた愛であり、大人の目線で捉えた愛は、すがること
でも、奪うことでもない、「呼吸のように当たり前に与えて受け取
ること」でした。これに気づいた時、勘違いしていた母の愛も知
りました。
　母の愛を自分の中に取り戻したら、それが私の行く道を照らす
灯台となりました。私の中にある母性を使って、関わる方すべてに、

「いつからでも新しい人生の選択ができる」ことを伝えていきたい
と思います。
　まずは私が幸せを追求していきたい。それが両親への親孝行
となるはずです。自分を幸せにしようとする思いが周りに連鎖
すれば、社会はより良い場となるでしょう。そのように社会をつくり
替えて、子どもたちにすばらしい未来を手渡していきたいと思うの
です。

町田市 人間関係を改善するために自信を
持ちたいあなたのためのカウンセリング
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身体と思考を整えて、なりたい自分になる
http://ameblo.jp/jibun-jiku
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ることさえありました。
　これに対して、ＴＡＷ理論では「３６０度自分」として、自分
の深層意識が周囲に投影されているのだと解釈します。つまり、
不平不満を言う患者さんでさえ自分なのだということです。
　試しに、「患者さんはすべて自分だ」と思ってみました。まっ

たく私と無関係に何か現象が
起きているのではなく、言って
みれば私の分身が不平不満
を言ったり、心配になったりし
ているのであって、私自身が
「大丈夫だよ」と前向きな姿勢
をしっかり取れば、私の分身も
安心するのだと考えたのです。
　すると、私の中で思いも寄
らぬ安心感が生まれました。
自分や分身とまでいかなくて
も、仲間や親族など、その時
に一番フィットする感覚で患者

さんを見るようにすると、人間関係の圧迫感は薄らぎました。
ヘンなことを言い出されるかもしれないという勝手な思い込みも
なくなりました。
　たとえ新患であっても親族のように感じて「Ａ君、よく来た
ね ! 」と思うのですから、以前よりずっとフレンドリーになり、お
互いの信頼関係の上に、良い治療をはじめられるようになった
のです。

■ スタッフは子どもの頃の自分の投影
　クリニックのスタッフに対しても、「３６０度自分」は適用できま
した。指示しても返事もせず、ふて腐れていたスタッフに、以
前なら「ふざけるな! ! 返事もしないでどういうつもりだ ! 」と怒っ
たことでしょう。でも今は違いますよ。「ああ、これも自分か～」
と昔を顧みるのです。
　子どもの時、母に言われて「はい」と素直に返事をしたこと

■ 妻に感化されてＴＡＷを受講
　２年前に妻がＴＡＷの講座を受けると、家でＴＡＷの話を
よくするようになりました。ＴＡＷは「思考の現実化」の理論と聞
いて、それなら「成功哲学でも言われている」と私がいうと、
妻は「１００％例外なく」なのだと強調しました。どういうこと
かと追及すると、フラクタル物理学に根拠があるという話になり、
理論のバックボーンがしっかりしていると知って安心したのです。
量子論や相対性理論に興味を持っていた私は、ＴＡＷのことが
もっと知りたくなりました。
　ほどなくして、妻に変化が起こりました。表情も明るく外交的
になり、長年求めてきた真理にやっと出会えた喜びに満たされ
て、毎日が実に楽しそうでした。人をこれほど変えるＴＡＷとは
どんなものなのか…… ?　強い好奇心に動かされるようにして、
２０１３年２月に一色会長のサクセスＴＡＷを受講しました。
　横浜に歯科クリニックを開業して８年、無我夢中でやってきて、
年齢も５０歳を超えました。これから先も今までのようにやってい
くのか、あるいは特殊技術に特化した治療をしていくのか、方
針を決めかねていました。何かヒントを掴みたいという気持ちが
強くありました。
　実際に受講したＴＡＷ講座は、歯科医師として毎日患者さん
を診て治療するという堅い現実からしたら、ぶったまげた理論
でした。しかし、同時に「これは本物かもしれない」という期
待感も膨らみました。もっと深く知りたくなり、続けてマスター
ＴＡＷを上級まで受け、メディカルＴＡＷ 、ファミリーＴＡＷ、
フラクタル現象学概論、フラクタル現象学レベル１、レベル２と
受講しました。
　ＴＡＷを学んで実践しはじめると、診療中の気持ちの持ち方
に大きな変化が生じてきたのです。

■ 患者さんは自分の分身
　クリニックで患者さんを診ていると、私の意図とは違う解釈を
されたり、誠心誠意やっているにもかかわらず、必ずしも結果
がついてこなかったり、患者さんによっては不平不満を言われ

歯科医療の現場でＴＡＷを活用しています。

目指す方向を明確にして行動力をつけていくと、
仕事内容も身近な人にも変化が起きたという
内山彩乃さんからお聞きしたお話です。

ＴＡＷプレスでは毎号、ＴＡＷを活かして人生を
バージョンアップした方たちの感動ストーリーをお届けします。
まずは、問題を自分のことと捉えることで現実が変化したという
歯科医師の磯部知巳さんからお聞きしたお話です。

家族の問題を作り出したのは私とわかって、
徹底して自分を変えることで家族が変わったという
安藤瑞恵さんからお聞きしたお話です。

があっただろうか… ?「今やろうと思ってたんだ」とか、なんだ
かんだと理由をつけて、やらなかったり、先延ばしにしていた
のを思い出しました。
　私にも言い分があったのです。子どもの時、見るテレビ、や
るスポーツ、付き合う友だち、着るもの、食べるものに至るまで
母に制限されていました。「あぁ、わかったよ」と口では言っても、
その度ごとに怒りが蓄積されていたのです。
  「あなたがまともな人間にならないといけないから」が母の口
グセでした。勉強して良い大学に入って、一流の会社に就職
するか、歯医者になること以外はまともな人間になったとは言え
ない。無様な恰好や仕事をしたら家から追い出す、縁を切る、
全てお前のためだと言っていました。口よりも先に手が出て、
しばしば叩かれ殴られました。
　今思えば、厳しく制限すればグレることはないと、母も懸命で、
それが母の愛情表現だったのでしょう。今なら母がなぜあれほ
ど厳しかったのか理由がわかります。僕は相当反抗的な子ども
だったのでしょう。
　ＴＡＷ講座では、「親に対して反抗する気持ちが残っている
と、その相似形として、部下から反抗される」と言われました。
「お母さん、ごめんなさい」と言うと良いといわれて、心の中で
１０００回近く言いました。さらに、小さな頃の自分に戻り、インナー
チャイルド（深層意識の中の子どものようにわがままな自己）に、

「しっかり親の言うことを聞いて、ダラダラしないでやりなさい」と
言い聞かせることもしました。
　言うことを聞かないスタッフも自分だったのですね。それから
は、スタッフの様子も改善しました。

■ 父の能力のエッセンスは自分にもある
　１９８７年に歯科大学を卒業して国家試験に合格してから、
大学院博士課程に進学し、
学位を取得することができま
した。先進医療を学ぶため
に、１５年間大学病院にも勤
務しました。その後４年間、
父の歯科医院を継ぐつもり
で、父の元で働くことになっ
たのですが、そこで、父の治療方針、患者さんへの対応、
経営方針に反発を感じて父とうまくやっていくことができなくなり
ました。
　父のクリニックでは会社の社長や役員さんを中心にＶＩＰの治
療をしていました。富裕層の方に来ていただいて、自費診療
で満足のいく治療をするという方針でした。「そうでなければい
けない」と父は私にも強く言っていました。
　私がいた大学病院は、町医者では扱いが難しい患者さんを
受け入れることが多かったのです。そのような環境からそう思う
ようになったのかもしれませんが、私は「医者は慈善事業じゃ
ないといけない」と思っていたのです。あらゆる人にやさしく丁
寧に接し、どのような人でも患者さんとして受け入れるべきだと。
だから、慈善事業をしていない父はおかしいと思ったのです。
　今思えば、それは父の方針であり、スタイルであり、生き方
であって、他の歯科医とは違う個性の出し方でした。父は歯

科医師として経営能力があり、技術をお金にする力も高かった
のです。まさに父のそのような能力を私は批判していたわけで
すが、いざ自分が独立開業してみると、開業医には父のような
能力が非常に必要とされることを痛感したのです。
　これに関して、ＴＡＷ講座では「親の能力はそのエッセンス
が自分にもある」といわれました。父に対してイヤだと思ってい
たのは実はたいへん重要な資質であり、能力であると気づき、
しかもそのエッセンスが私にもあるというのです。
　すべてが思考の現実化だとすれば、父のそのような能力は
私が望んだ結果ともいえます。父の能力のエッセンスが私にも
あると理解できたとき、父に反発するのではなく、父のその力
を使って、私もさらに成長したいと思うようになりました。これは、
とても大きな心境の変化でした。

■ 私は自分の世界を創造している
　その後受講したメディカルＴＡＷでも多くの示唆が得られまし
た。メディカルＴＡＷの講座中、どんな患者さんに来てもらうか
は自分で決められるといった講義内容に、受講生の看護師さ
んから「それでは、今看ている患者さんを見捨てることになる
のではないですか ? 」と質問が出ました。講師の回答は「そ
れはあなたが考えなくても、それ相応の方がいるので大丈夫で
す。あなたはあなたの望む世界をつくられたらいいのではない
でしょうか」というものでした。
　自分が今の居場所を抜けたら、まだその世界が存在してい
るのかといったら、ＴＡＷ理論で考えると、存在するとは言えな
いことになります。自分が自分の世界を創造しているならば、自
分がつくりたい世界、楽観的な世界をつくればいいことになる
のです。
　ＴＡＷを実践しはじめてから、私のクリニックには我がままを
言う困った患者さんは来ませんし、治療途中に具合が悪くなっ
た患者さんもいません。結局、来て欲しい患者さんに来てもらっ
ている、私は自分で自分の世界を創造しているということを強く
実感しています。

　長年、どういう状況においても自分自身が揺さぶられないよう
な、人生に確固たる根拠を持ちたいと思ってきました。一般的
には哲学や宗教観がそれにあたるのでしょうけれど、私の場合
はＴＡＷ理論やフラクタル現象学がその役割をしてくれることに
なりました。それらが私の中心を貫く柱となり、足場を固める礎
となりました。さらなる探究や実践が必要ですが、究極的に言
えばＴＡＷが本当に理解できれば、この世界のことは何でも説
明がつき、理解できるようになるのだと思います。
　ＴＡＷを知った今では、私が目指す歯科治療を確立する
上で方向性が見え、方法論が手に入ったと感じています。青
写真はできたので、あとは細かな設計図をどう書いていくかです。
　患者さんもそうですが、医療施術者にも元気になってもらい
たいという思いから、今後は医療施術者向けにＴＡＷの話をし
ていけたらいいと思っています。

磯部知巳さんが院長を務める　デンタルライフクリニック
http://www.dental-life-clinic.com/
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TAW理論三つの柱
心理の理論
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、TAW は「思考が現実化する」のですから、「親の
行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」と考えます。

現象の理論
TAW 理論ではあなたの思考を社会現象
から読みとります。TAWの最大の発見は、
「世界は隅々まで自分の全思考の拡大・
縮小である」ということです。逆に言えば、
世界を読みとる力があれば、あなたの深
層心理を隅々まで読みとれるのです。

一元の理論
一元とは「すべては一つである」とい
う理論です。一元という仕組みによっ
て、思考が現実化するときに必ず「エ
ネルギー保存の法則」が働きます。
何かが生じれば、何かがなくなります。
TAWは夢物語ではなく科学なのです。

講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは、
㈱アクエリアス・ナビ  またはお近くの
キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

お問い合わせは各キーステーションまで
●詳しくは　http://navi.ac/event/counselor.html
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　　ビジネスや人の育成に心理分析を生かしたい方
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目的を持って
行動すると
周囲に変化が
起きました。

患者さんや
スタッフとのコミュ
ニケーションも各
段に良くなって。

愛の定義を
変えたら
人生が変わり
ました。

クリニックでの治療風景

日本バイデジタルＯリングテスト医学会　認定医授与式

問題解決能力と
ビジネスマインドをあわせもつ
心理のプロを養成します。

一般社団法人国際ＴＡＷ協会認定資格
フラクタル心理カウンセラー３級授与

フラクタル心理カウンセラー養成講座



■ ＴＡＷを理解したら仕事で成功したくなった
　２０１１年に結婚して神戸から東京に転居したのをきっかけに、
知人から勧められていたＴＡＷの個人セッションを受けました。病
気がちな身近な人のことを相談すると、「あなたの思考が身近な
人の不調をつくり出しています」と言われて驚きましたが、目の前
の現実が変わるのなら何でもチャレンジしたいと思い、マスターＴ
ＡＷを受講することにしたのです。
　ＴＡＷを学びはじめてすぐに「テレビ番組のバックダンサー」
の仕事で声がかかりました。ダンサーの仕事をしたいと思ってい
た時期でしたので、思考が現実化した出来事でした。
　現在は、日本の文化（武道や整体）をベースにした姿勢改
善のためのセルフケアや骨盤調整の体操、ウォーキングを教えて
いるほか、ボディケアや整体のセラピストとして、時に、ダンサー
とダンス講師としても活動しています。
　ＴＡＷ講座は２０１２年には初級、中級と受講し、私が主宰す
る教室もこの４年間で神戸・東京・川崎の３ヵ所になりました。
教室は増えたものの、先に進めずに停滞していたのです。
　今年になってＴＡＷのビーナスプロジェクト（動画でＴＡＷの
内容をわかりやすく学ぶ講
座）を受講すると、ＴＡＷ
講座の本当の価値を理解
できるようになったのです。
　ＴＡＷを活用してもっと
仕事で成功したいと思い、
マスターブレインインストー
ルプログラム（ＭＢＩＰ：ビジ
ネスに活かす成功脳になるための講座）への参加を決めました。

■目標を持って行動力を身につける
　ＭＢＩＰの個人セッションでは、「考えていることが明確でない」

「本当にやるべきことをしていない」「本来はエネルギーを１００％
教室の展開に使えるのに使えていない」と指摘されました。自分
の依存的な性質を変えなければと、深層意識の修正にばかり
フォーカスしてきたようです。「もっと未来をつくるほうにエネルギー
を使うといい」「目標や目指す方向を明確にするといい」とアドバ
イスされたのです。
　私は自分の思いを見返してみました。どんな生徒さんに来て欲
しくて、何を伝えたいのだろう ?　どんな人と関わり、どのように
仕事を発展させたいのだろう ?　自分の望みは欲しい物に至るま
ですべてノートに書き出して、１年後、５年後の姿を具体的にイメー
ジしたのです。
　心と体を鍛えるために、毎朝３０分のウォーキングもはじめまし
た。パンチ法（シャドーボクシングのようにパンチをしながら深層
意識を修正する方法）で、怠慢で行動しないインナーチャイルド

（深層意識の中の子どものようにわがままな自己）に「覚悟を

神奈川県川崎市
　　　美しい姿勢づくりのための

セルフケア教室－彩－主宰

内山 彩乃 さん

決めろ」「責任を取れ」「絶対成
功する」と、パンチをしながら言い
聞かせました。
　覚悟を決めてＭＢＩＰセミナーの
初日に行ったからでしょうか、同じ
日に雑誌の取材の依頼が来て、
私の教室が全国誌の女性誌で紹
介されることになりました。それから

は、毎日が充実してきて疲れを感じず、仕事がどんどん楽しくなっ
ていったのです。

■ 私が変わると出会う人や身近な人も変わった
　女性相手の仕事なので、私自身もいつもキレイにして、自分を
磨くことを怠らず、「美意識が高く、向上心を持った女性たちと
出会いたい」と思うようにしました。すると、そのような女性たち
が教室に来てくれるようになり、私が提供するレッスンプログラム
が必要とされていると実感できるようになりました。
　目標を持ち行動するようになると、周りにも変化が現れました。
家族も仕事が忙しくなり、土日も休みなく働くようになったのです。
仕事にやりがいを持って楽しんで取り組み、充実しているのが伝
わってきます。
　私が毎朝ウォーキングをはじめたと知って、身近な人たちも歩く
ようになりました。この４年間で少しずつ変化をしていると感じて
いましたが、これは大きな変化でした。起こる出来事を前向きに
捉えられるようになり、目標を持ってがんばりはじめたのです。
　ＴＡＷでいうように、私自身の状況と私の周りはまさに相似形な
のだと納得しました。

  「あなた自身が、生まれてきてよかった !　今最高に幸せ ! という
毎日を送ること。それが、親に対しての最高の感謝の表現なの
です」
　ＭＢＩＰの個人セッションで言われた言葉で、モヤ
モヤした思いが吹っ切れました。「そうなんだ、
もっと楽しんで生きればいいんだ ! いた
だいた命を最大限に生かそう! 」 
　これから教室でＴＡＷを活用した
心のサポートも取り入れていきたいし、
女優さんやモデルさんなどプロたちの身体づくりのサ
ポートもしていきたい。それで NY やハリウッドまで行
けたら最高 !　夢は遥か先まで膨らんでいきます。目
標に向かって進み、夢を実現していける体質に、私は
変われたのです。

内山彩乃＊美しい姿勢づくりセラピスト
http://profile.ameba.jp/hana04240/

神奈川県横浜市
デンタルライフクリニック院長　
歯科医師　歯学博士

磯部 知巳 さん

美しい姿勢づくりのためのセルフケア教室のレッスン風景

女性誌に掲載していただいた
教室紹介の記事

ウオーキングの指導もしています

ウオーキングの指導中

サロンでのセラピー

■ 私が思いを変えると長男が変わった
　当時、小学４年生だった娘のママ友が、ＴＡＷを学
んで家庭の問題を解決し、ＴＡＷの講師になったのを
間近で見て「私も変わりたい ! 」と、２０１２年４月に
マスターＴＡＷ講座を受講しました。
　中学３年生の長男はアスペルガー症候群という発達
障害、中学１年生の次男は小学２年生の時に１年半
不登校をしました。その後、長男も１年不登校をし、
私も交通事故にあったり、主人が入院したりで家庭に
は問題が絶えなかったのです。
　ＴＡＷを学びはじめて３ヵ月後のことです。長男は公立の中学
に通っていましたが、それ以外に週１回通級（自立支援のため
の特別教室）に通っていました。そこのクラス面談で、「最近の
安藤君すごく変わっちゃって、職員室で話題になっているのよ」
と担任の先生から言われたのです。トラブルメーカーだったのに、
仲裁に入るようになったといいます。私が気持ちを入れ替えたら
息子も変わったのだと驚きました。

■ 主人の愛情をわかっていなかった
　これまでの私は、「厳しく育てられて愛された記憶がないから、
子育てで苦労する」と母を恨み、自己否定の塊でした。問題が
起きると主人や母のせいにして、責任を取ることもなく、子育て
で苦労しているのに全然わかってくれない、聞いてくれない、何
もしてくれないとグチを言っては、主人に親代わりの愛情を求めて
きたのです。
　ところが、現実はすべて自分の思考がつくるとするＴＡＷ理論
では違いました。「周りに問題が起きるのは、自分が周りを下げ
ているから」と分析されたのです。
　何もしてくれないダメな夫、発達障害や不登校の子どもたち、

「こんなに問題ばかりの家庭を切り盛りしてがんばっている私は偉
いでしょ ! 」と、人を下げることで、自分を保とうとする私自身が
問題の根源なのだと気づかされたのです。
　“なんという勘違いでしょう! ” 主人に本当に申し訳なかったと詫
びました。「これまでは自分本位な幼い結婚だったので、もう一度、
私と大人の結婚をしてください」、そう申し出ると、主人は「はい」
とにっこり答えてくれました。「子どもが３人いて大変だったんだか
らいいんだよ」とねぎらってくれるので、「どうしてそんなに優しい
の? 」と尋ねると、「昔から変わってないよ」と。
　涙が止まりませんでした。主人の愛情をわかっていなかったの
は私のほうでした。主人を大切に思う気持ち、愛する気持ちは、
結婚当初よりさらに深いものとなり、私たち夫婦のパートナーシッ
プは新しい関係へと生まれ変わったのです。

■ 仕事に対しても積極的になった
　ＴＡＷを学ぶ過程では、新しい考え方を自分の体験に落とし

東京都町田市
　　　　　　　　　　パーソナル・ウォーキング・セラピスト

フラクタル心理カウンセラー

安藤 瑞恵 さん

込めずに、個人セッションを何度も受けました。凝り
性の気質からマスターＴＡＷの内容をすべて自分
のものにしたくなり、コースも３周受講しました。そ
の他の講座も受講してアドバイザーになり、その後、
フラクタル心理カウンセラー養成講座を経てフラクタ
ル心理カウンセラーになりました。
　家をサロンにして身体のメンテナンス、骨盤治療、
ウォーキング指導を行ってきましたが、現在は個人
事業主となって、身体だけでなく心のメンテナンスも
行っています。「ちゃんと稼げる

お母さんになるね ! 」と言うと、子どもたち３
人で家事を分担してくれるようにもなりました。
　長男は私立の工業高校に入り、今年２年
生でものづくりコンテストに学校代表として出
場し、都大会で準優勝、関東大会に進みま
す。得意なことを活かして人生を歩んで行ってほしいと思います。
　次男は思春期まっ盛りです。問題が起きることはありますが、
私が自分の内面を変えることで解決するのであって、周りを変え
よう、動かそうとしないことと心がけています。

■ 愛の定義を変えると行く道が見えた
　ＴＡＷ講座で「愛の定義」を学び、私なりに解釈を進めてい
きました。チャイルド（深層意識の中の子どものようにわがままな
自己）は、「かまって、かまって」「見て、見て」「聞いて、聞いて」「わ
かってほしい」と都合のいい愛情を求めます。それは幼い子ども
の目線で捉えた愛でした。
　母を冷たく厳しい、愛のない人だと思っていたのは、まさに幼
い子どもの勘違いでした。自分の子育てを通して、どれほど母が
私を心配し、どれぼど愛情を注いでくれていたのかを実感したの
です。
　母の愛を自分の中に取り戻したら、それが私の行く道を照らす
灯台となりました。私の中にある母性を使って、関わる方すべてに、

「いつからでも新しい人生の選択ができる」ことを伝えていきたい
と思います。
　まずは私が幸せを追求していきたい。それが両親への親孝行
となるはずです。自分を幸せにしようとする思いが周りに連鎖
すれば、社会はより良い場となるでしょう。そのように社会をつくり
替えて、子どもたちにすばらしい未来を手渡していきたいと思うの
です。

町田市 人間関係を改善するために自信を
持ちたいあなたのためのカウンセリング
http://ameblo.jp/tukuru-mirai/

身体と思考を整えて、なりたい自分になる
http://ameblo.jp/jibun-jiku
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TAWは人生運転メソッド ―― ＴＡＷ受講生の感動ストーリー1

未来をつくれる体質になる!
TAWは人生運転メソッド ―― ＴＡＷ受講生の感動ストーリー3
幸せを自家発電できる人になりたい !

ることさえありました。
　これに対して、ＴＡＷ理論では「３６０度自分」として、自分
の深層意識が周囲に投影されているのだと解釈します。つまり、
不平不満を言う患者さんでさえ自分なのだということです。
　試しに、「患者さんはすべて自分だ」と思ってみました。まっ

たく私と無関係に何か現象が
起きているのではなく、言って
みれば私の分身が不平不満
を言ったり、心配になったりし
ているのであって、私自身が
「大丈夫だよ」と前向きな姿勢
をしっかり取れば、私の分身も
安心するのだと考えたのです。
　すると、私の中で思いも寄
らぬ安心感が生まれました。
自分や分身とまでいかなくて
も、仲間や親族など、その時
に一番フィットする感覚で患者

さんを見るようにすると、人間関係の圧迫感は薄らぎました。
ヘンなことを言い出されるかもしれないという勝手な思い込みも
なくなりました。
　たとえ新患であっても親族のように感じて「Ａ君、よく来た
ね ! 」と思うのですから、以前よりずっとフレンドリーになり、お
互いの信頼関係の上に、良い治療をはじめられるようになった
のです。

■ スタッフは子どもの頃の自分の投影
　クリニックのスタッフに対しても、「３６０度自分」は適用できま
した。指示しても返事もせず、ふて腐れていたスタッフに、以
前なら「ふざけるな! ! 返事もしないでどういうつもりだ ! 」と怒っ
たことでしょう。でも今は違いますよ。「ああ、これも自分か～」
と昔を顧みるのです。
　子どもの時、母に言われて「はい」と素直に返事をしたこと

■ 妻に感化されてＴＡＷを受講
　２年前に妻がＴＡＷの講座を受けると、家でＴＡＷの話を
よくするようになりました。ＴＡＷは「思考の現実化」の理論と聞
いて、それなら「成功哲学でも言われている」と私がいうと、
妻は「１００％例外なく」なのだと強調しました。どういうこと
かと追及すると、フラクタル物理学に根拠があるという話になり、
理論のバックボーンがしっかりしていると知って安心したのです。
量子論や相対性理論に興味を持っていた私は、ＴＡＷのことが
もっと知りたくなりました。
　ほどなくして、妻に変化が起こりました。表情も明るく外交的
になり、長年求めてきた真理にやっと出会えた喜びに満たされ
て、毎日が実に楽しそうでした。人をこれほど変えるＴＡＷとは
どんなものなのか…… ?　強い好奇心に動かされるようにして、
２０１３年２月に一色会長のサクセスＴＡＷを受講しました。
　横浜に歯科クリニックを開業して８年、無我夢中でやってきて、
年齢も５０歳を超えました。これから先も今までのようにやってい
くのか、あるいは特殊技術に特化した治療をしていくのか、方
針を決めかねていました。何かヒントを掴みたいという気持ちが
強くありました。
　実際に受講したＴＡＷ講座は、歯科医師として毎日患者さん
を診て治療するという堅い現実からしたら、ぶったまげた理論
でした。しかし、同時に「これは本物かもしれない」という期
待感も膨らみました。もっと深く知りたくなり、続けてマスター
ＴＡＷを上級まで受け、メディカルＴＡＷ 、ファミリーＴＡＷ、
フラクタル現象学概論、フラクタル現象学レベル１、レベル２と
受講しました。
　ＴＡＷを学んで実践しはじめると、診療中の気持ちの持ち方
に大きな変化が生じてきたのです。

■ 患者さんは自分の分身
　クリニックで患者さんを診ていると、私の意図とは違う解釈を
されたり、誠心誠意やっているにもかかわらず、必ずしも結果
がついてこなかったり、患者さんによっては不平不満を言われ

歯科医療の現場でＴＡＷを活用しています。

目指す方向を明確にして行動力をつけていくと、
仕事内容も身近な人にも変化が起きたという
内山彩乃さんからお聞きしたお話です。

ＴＡＷプレスでは毎号、ＴＡＷを活かして人生を
バージョンアップした方たちの感動ストーリーをお届けします。
まずは、問題を自分のことと捉えることで現実が変化したという
歯科医師の磯部知巳さんからお聞きしたお話です。

家族の問題を作り出したのは私とわかって、
徹底して自分を変えることで家族が変わったという
安藤瑞恵さんからお聞きしたお話です。

があっただろうか… ?「今やろうと思ってたんだ」とか、なんだ
かんだと理由をつけて、やらなかったり、先延ばしにしていた
のを思い出しました。
　私にも言い分があったのです。子どもの時、見るテレビ、や
るスポーツ、付き合う友だち、着るもの、食べるものに至るまで
母に制限されていました。「あぁ、わかったよ」と口では言っても、
その度ごとに怒りが蓄積されていたのです。
  「あなたがまともな人間にならないといけないから」が母の口
グセでした。勉強して良い大学に入って、一流の会社に就職
するか、歯医者になること以外はまともな人間になったとは言え
ない。無様な恰好や仕事をしたら家から追い出す、縁を切る、
全てお前のためだと言っていました。口よりも先に手が出て、
しばしば叩かれ殴られました。
　今思えば、厳しく制限すればグレることはないと、母も懸命で、
それが母の愛だったのでしょう。今なら母がなぜあれほど厳し
かったのか理由がわかります。私は相当反抗的な子どもだった
のでしょう。
　ＴＡＷ講座では、「親に対して反抗する気持ちが残っている
と、その相似形として、部下から反抗される」と言われました。
「お母さん、ごめんなさい」と言うと良いといわれて、心の中で
１０００回近く言いました。さらに、小さな頃の自分に戻り、インナー
チャイルド（深層意識の中の子どものようにわがままな自己）に、

「しっかり親の言うことを聞いて、ダラダラしないでやりなさい」と
言い聞かせることもしました。
　言うことを聞かないスタッフも自分だったのですね。それから
は、スタッフの様子も改善しました。

■ 父の能力のエッセンスは自分にもある
　１９８７年に歯科大学を卒業して国家試験に合格してから、
大学院博士課程に進学し、
学位を取得することができま
した。先進医療を学ぶため
に、１５年間大学病院にも勤
務しました。その後４年間、
父の歯科医院を継ぐつもり
で、父の元で働くことになっ
たのですが、そこで、父の治療方針、患者さんへの対応、
経営方針に反発を感じて父とうまくやっていくことができなくなり
ました。
　父のクリニックでは会社の社長や役員さんを中心にＶＩＰの治
療をしていました。富裕層の方に来ていただいて、自費診療
で満足のいく治療をするという方針でした。「そうでなければい
けない」と父は私にも強く言っていました。
　私がいた大学病院は、町医者では扱いが難しい患者さんを
受け入れることが多かったのです。そのような環境からそう思う
ようになったのかもしれませんが、私は「医者は慈善事業じゃ
ないといけない」と思っていたのです。あらゆる人にやさしく丁
寧に接し、どのような人でも患者さんとして受け入れるべきだと。
だから、慈善事業をしていない父はおかしいと思ったのです。
　今思えば、それは父の方針であり、スタイルであり、生き方
であって、他の歯科医とは違う個性の出し方でした。父は歯

科医師として経営能力があり、技術をお金にする力も高かった
のです。まさに父のそのような能力を私は批判していたわけで
すが、いざ自分が独立開業してみると、開業医には父のような
能力が非常に必要とされることを痛感したのです。
　これに関して、ＴＡＷ講座では「親の能力はそのエッセンス
が自分にもある」といわれました。父に対してイヤだと思ってい
たのは実はたいへん重要な資質であり、能力であると気づき、
しかもそのエッセンスが私にもあるというのです。
　すべてが思考の現実化だとすれば、父のそのような能力は
私が望んだ結果ともいえます。父の能力のエッセンスが私にも
あると理解できたとき、父に反発するのではなく、父のその力
を使って、私もさらに成長したいと思うようになりました。これは、
とても大きな心境の変化でした。

■ 私は自分の世界を創造している
　その後受講したメディカルＴＡＷでも多くの示唆が得られまし
た。メディカルＴＡＷの講座中、どんな患者さんに来てもらうか
は自分で決められるといった講義内容に、受講生の看護師さ
んから「それでは、今看ている患者さんを見捨てることになる
のではないですか ? 」と質問が出ました。講師の回答は「そ
れはあなたが考えなくても、それ相応の方がいるので大丈夫で
す。あなたはあなたの望む世界をつくられたらいいのではない
でしょうか」というものでした。
　自分が今の居場所を抜けたら、まだその世界が存在してい
るのかといったら、ＴＡＷ理論で考えると、存在するとは言えな
いことになります。自分が自分の世界を創造しているならば、自
分がつくりたい世界、楽観的な世界をつくればいいことになる
のです。
　ＴＡＷを実践しはじめてから、私のクリニックには我がままを
言う困った患者さんは来ませんし、治療途中に具合が悪くなっ
た患者さんもいません。結局、来て欲しい患者さんに来てもらっ
ている、私は自分で自分の世界を創造しているということを強く
実感しています。

　長年、どういう状況においても自分自身が揺さぶられないよう
な、人生に確固たる根拠を持ちたいと思ってきました。一般的
には哲学や宗教観がそれにあたるのでしょうけれど、私の場合
はＴＡＷ理論やフラクタル現象学がその役割をしてくれることに
なりました。それらが私の中心を貫く柱となり、足場を固める礎
となりました。さらなる探究や実践が必要ですが、究極的に言
えばＴＡＷが本当に理解できれば、この世界のことは何でも説
明がつき、理解できるようになるのだと思います。
　ＴＡＷを知った今では、私が目指す歯科治療を確立する
上で方向性が見え、方法論が手に入ったと感じています。青
写真はできたので、あとは細かな設計図をどう書いていくかです。
　患者さんもそうですが、医療施術者にも元気になってもらい
たいという思いから、今後は医療施術者向けにＴＡＷの話をし
ていけたらいいと思っています。

磯部知巳さんが院長を務める　デンタルライフクリニック
http://www.dental-life-clinic.com/
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TAWキーステーション  
有限会社スタットワーク目黒駅前オフィス 
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303 
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TAW福岡キーステーション 
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TAWステーション あいりん堂
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支社長　松岡 安代
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TAW理論三つの柱
心理の理論
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、TAW は「思考が現実化する」のですから、「親の
行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」と考えます。

現象の理論
TAW 理論ではあなたの思考を社会現象
から読みとります。TAWの最大の発見は、
「世界は隅々まで自分の全思考の拡大・
縮小である」ということです。逆に言えば、
世界を読みとる力があれば、あなたの深
層心理を隅々まで読みとれるのです。

一元の理論
一元とは「すべては一つである」とい
う理論です。一元という仕組みによっ
て、思考が現実化するときに必ず「エ
ネルギー保存の法則」が働きます。
何かが生じれば、何かがなくなります。
TAWは夢物語ではなく科学なのです。

講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは、
㈱アクエリアス・ナビ  またはお近くの
キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

お問い合わせは各キーステーションまで
●詳しくは　http://navi.ac/event/counselor.html

TAW Information

 このような方に　　
　　心理カウンセラーとして独立したい方
　　自分や家族や周りの問題を解決したい方
　　ビジネスや人の育成に心理分析を生かしたい方

中部・甲信越エリア                     ◆ ステーション

TAW中部ステーション スキップ・ハート
代表　隅田 由香子
〒461-0004  
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代表　坂本 享子 
〒910-3142 
福井県福井市波寄町 17-78 
Mobile : 090-7086-3537
Email : hokuriku@taw.ac 
http://ameblo.jp/cosmostate/

TAW富山ステーション　PROGRES
代表　山田 佐代子
〒939-3551
富山県富山市水橋中村 509-106
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac

北海道・東北エリア　　　　　　　◆ ステーション

TAW仙台ステーション BOUNCING MIND
代表　佐藤 千恵子 
〒980-0811  
宮城県仙台市青葉区一番町1-2-25
仙台NSビル 1F　MBE208 
Mobile : 070-5017-1828 

関西エリア　　　　　　　　　 ◆ キーステーション

TAW大阪キーステーション  
代表　高橋 治子  
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1丁目 5-2 四ツ橋新興産ビル 303

Email : sendai＠taw.ac 
http://ameblo.jp/chumiel88

Mobile : 090-6555-9902 
Email  : osaka@taw.ac 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/

目的を持って
行動すると
周囲に変化が
起きました。

患者さんや
スタッフとのコミュ
ニケーションも各
段に良くなって。

愛の定義を
変えたら
人生が変わり
ました。

クリニックでの治療風景

日本バイデジタルＯリングテスト医学会　認定医授与式

問題解決能力と
ビジネスマインドをあわせもつ
心理のプロを養成します。

一般社団法人国際ＴＡＷ協会認定資格
フラクタル心理カウンセラー３級授与

フラクタル心理カウンセラー養成講座

賢者ＴＡＷとその弟子サトルの物語は、「賢者タウの質問箱」
というタイトルで、ＴＡＷＰＲＥＳＳ創刊当時に連載していた
伝説の物語です。復活のラブコールにお応えして、今月号か
らパワーアップして再開します！

マスターＴＡＷってなんですか？

賢者タウの　成功脳のつくり方

第１話

タウ星のあるじ。ＴＡＷ理論の
研究に人生をかけている。

賢者タウの弟子。熱心だが、
まだまだ頼りない少年。

賢者タウ サトル

 　　先生、お母さんから、「おまえは何の勉強をしてるの？ 」と聞か
れたんですが、ボク、何を勉強しているんでしたっけ？

　　なんじゃ、なさけない！　おまえはＴＡＷを勉強しているんじゃ
なかったのか。
ＴＡＷの仕組みから実践まで、みっちり学びたいと言ってたじゃない
か。それが可能なコースこそ、マスターＴＡＷ講座じゃ。

　　そ、そうでした。

　　「思考が現実化する。１００％例外なく！ 」。ＴＡＷはこれが基本
じゃ。まあ、これだけではイメージがつかんかもしれんのう。サトルよ、
おまえが勉強しようと思ったのはなぜじゃ？

　　思い通りに生きたかったからです。それには、人生の法則を知
るのが一番早いと思ったんです。

　　そうじゃ。人生の法則がわかれば、もっと意識的に望みを叶え
られるからのう。
思い通りに生きたい。太古の昔から、人間の究極の願いじゃ。これ
だけ科学万能な時代になっても、巷では占いやチャネリングが流行っ
ている。みんな、なんとなく未来に不安を持っている証拠じゃ。

　　そうなんですよ。漠然とした「不安」がいつもあります。いい就
職先はあるだろうか、将来、結婚できるだろうか、病気にならないだ
ろうか、お金持ちになれるだろうか、地震や災害が起きないだろうか
…。
もちろん、普段、こんなこといちいち考えていませんよ。でも、ふと
した瞬間に、「大丈夫かな？ 」って思ってしまうんです。それがイヤ
だから、予定を詰め込んで忙しくしているようなもんです。

　　サトルよ、おまえの思考が現実化していなかったときはないぞ。
それが、「思考が現実化する。１００％例外なく！ 」ということじゃ。
でも、普通はそんな風に思っていないから、「不安」を無意識に押し
込めて生きている。「触らぬ神に祟りなし」というわけじゃ。
「不安」とは、出来事を自分がコントロールできないという怖れじゃ。
これが根本的な被害者意識じゃ。
この怖れがあるから、冒険しないように、自分で可能性を閉じ込め
て生きている人がたくさんおる。若いおまえにわかるかのう？

　　なんとなく。未来への漠然とした怖れはわかります。ボクのお母
さんも、いつもお金の心配ばかりしています。「疲れた、疲れた」と
よく言うんですよ。「もう年だから」が口癖です。
　　疲れるのも被害者意識があるからなんじゃ。目の前のことを自
分が創っていると思えないので、やらされているという感覚が抜けな
い。そして、「もう年だから」と自分をごまかすから、本当に老化し
ていくんじゃ。まあ、お母さんは心配ない。おまえがしっかり夢を現
実化していけば元気になるじゃろう。

　　さて、ワシは長年、思考の使い方（＝脳の使い方）を研究してきた。
その目的は、怖れから人間を解放するためじゃ！！　
包丁をイメージしてほしい。包丁は、美味しい料理をつくり、人を幸
福にする道具にもなるし、犯罪にも使える。だから、子どもやこころ
の成長が足りない人には、包丁は鍵をかけられた場所に隠される必
要がある。すべての道具は、こころの成長度合いによって、使い方が
明かされるのじゃ。
人類は、まだ脳の数％しか使っていないと言う科学者もおるぞ。だか
ら、「人生の法則」をいくら教えても、使いこなせる人が少なかった
のじゃ。
脳を数％しか使えていないということは、ほとんどの法則（道具）が
鍵のかかった戸棚に隠されたままという意味じゃ。
わしは、長年の経験から、積極的に生きていきたいなら、まず、こ
ころをバージョンアップすることが先だとわかったんじゃ。被害者意
識がどれだけ能力を制限しているかを知ったら、驚くじゃろう。ストッ
パーを外さないと、前に進めないぞ。

　　ううう！　なんだか、面白い！　こんな勉強ができるなんて、幸
せです！

　　サトルよ、ようやくおもしろい時代になってきたぞ！
　　はい！

サトルがＴＡＷを学びはじめたわけ

将来に不安を感じるのはどうして？
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