
課題を全てクリアすると、初段を獲得することができる。クリアの判断基準は、聖者ババシの師匠である高次元意識体集団がもつ。
概要

心理学
発達心理学、人格心理学、深層
心理学、トランスパーソナル心理
学について把握する。

肉眼解剖学 肉体の内部構造を把握する。

医学
仏教と医学、中医学について把
握する。

歴史学
世界の歴史についておおまかに
把握する。

社会学
社会システム理論的な知見を獲
得する。

宗教学
洋の東西からバランスよく、最低
７つの宗教を選び、概要を把握す
る。

生命の１６階層 知識として把握する。

オーラ１５０階層 知識として把握する。

霊的な存在について
霊、意識体、守護霊など様々な
存在の違いについて明確に把握
する。

一念三千

知識として把握する。

気功

気功の種類や歴史などについ
て、概要を知識として把握する。

ヨガ

ヨガの種類や歴史などについて、
概要を知識として把握する。

　下記に紹介するテキストのうちどれか一冊を一読した後で、レポート課題の設問を請求すること。レポート一通につき８００字以上が条
件。合格するまで再提出となる。テキストが入手できない、または推奨するテキストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があった
り他の本で学習したい場合は、該当するジャンルについて自力で調査を行ってから、レポート課題の設問を請求すること。

・現代が受けている挑戦(新 潮文庫)((文庫)) A.J. トインビー(著)
・トインビーとの対話―現代 への挑戦・希望の道(レグル ス文庫)((新書)) 吉澤五郎(著)
・わかりやすいトインビー (1976年)((-)) 山本新(著)
・歴史の研究　アーノルド・トインビー

レポート１通

如来秘密生命秘沈∞神通力覚醒法
初段を獲得するための訓練内容（伏字版）

詳細

　紹介するテキストを一読した後で、レポート課題の設問を請求すること。レポート一通につき８００字以上が条件。合格するまで再提出と
なる。テキストが入手できない、または推奨するテキストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があったり他の本で学習したい場合
は、該当するジャンルについて自力で調査を行ってから、レポート課題の設問を請求すること。

●発達心理学「発達心理学エチュード―新しいオーソドクシー（川島書店）」：レポート１通
●人格心理学「人格心理学 パーソ ナリティと心の構造（河出書房新社）」：レポート１通
●深層心理学「精神分析が面白いほどわかる本―人間のアブ ナイ本能が見えてくる絵解き入門書（心の謎を探る会）」：レポート１通
●トランスパーソナル心理学：レポート１通　課題＜トランスパーソナル心理学を完成させるための道筋を考察せよ＞

　紹介するテキストを一読した後で、レポート課題の設問を請求すること。レポート一通につき８００字以上が条件。合格するまで再提出と
なる。テキストが入手できない、または推奨するテキストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があったり他の本で学習したい場合
は、該当するジャンルについて自力で調査を行ってから、レポート課題の設問を請求すること。

●肉眼解剖学「ぜんぶわかる人体解剖図（成美堂出版）」：レポート１通

　紹介するテキストを一読した後で、レポート課題の設問を請求すること。レポート一通につき８００字以上が条件。合格するまで再提出と
なる。テキストが入手できない、または推奨するテキストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があったり他の本で学習したい場合
は、該当するジャンルについて自力で調査を行ってから、レポート課題の設問を請求すること。

●仏教と医学「仏法と医学（レグルス文庫）」：レポート１通
●中医学：レポート１通　課題＜中医学について関心のある分野を一つ選び、その限界について言及し、改良するための道筋を考察せよ
＞

　下記に紹介するテキストのうちどれか一冊を一読した後で、レポート課題の設問を請求すること。レポート一通につき８００字以上が条
件。合格するまで再提出となる。テキストが入手できない、または推奨するテキストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があった
り他の本で学習したい場合は、該当するジャンルについて自力で調査を行ってから、レポート課題の設問を請求すること。

・我関わる、ゆえに我あり ―地球システム論と文明(集 英社新書)((新書)) 松井孝典(著)
・地球システムの崩壊(新潮 選書)((単行本)) 松井孝典(著)
・地球-人間システムの科学 入門((単行本)) 牧野融(著)

レポート１通

　下記の中から７つを選び、学習した後で、レポート課題の設問を請求すること。レポート１通につき８００字以上が条件。合格するまで再
提出となる。テキストが入手できない、または推奨するテキストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があったり他の本で学習した
い場合は、該当するジャンルについて自力で調査を行ってから、レポート課題の設問を請求すること。７つの宗教について学び、レポート
７本を提出することになる。必須の創価学会１８冊、神道１冊、キリスト教１冊は特に指定した書籍を読破すること。

●＜必須＞創価学会「人間革命　全１２巻、法華経の智慧　全６巻」
●＜必須＞神道　「神道とは何か―自然の霊性を感じて生きる (PHP新書)」
●＜必須＞キリスト教　「キリスト教は初めてという人のための本 新装―ヨハネの福音書3章16節から (1st step series)  」
●＜選択＞儒教　「[新訳]老子 （PHP研究所）」：レポート１通
●＜選択＞真言宗　「空海と真言密教（読売新聞社）」
●＜選択＞道教　「中国人の宗教・道教とは何か (PHP新書) 」
●＜選択＞イスラム教　「イスラーム文化−その根柢にあるもの (岩波文庫) 」
●＜選択＞陰陽道　「隠された神々―古代信仰と陰陽五行（人文書院）
●＜選択＞バラモン教　「古代インドの神秘思想 (講談社学術文庫)」
●＜選択＞ヒンドゥー教「ヒンドゥー教の〈人間学〉 (講談社選書メチエ)」
●＜選択＞ユダヤ教「ユダヤ教 (〈1冊でわかる〉シリーズ)岩波書店」
●＜選択＞その他　どの宗教や特定の団体でも構わない

　下記の課題について８００字以上のレポート１通を作成せよ。

課題　＜生命体の構造と状態について説明せよ＞

　下記の課題について８００字以上のレポート１通を作成せよ。

課題　＜「オーラ１５０階層」と「生命の１６階層」の関連について考察せよ＞

　下記の課題について８００字以上のレポート１通を作成せよ。

課題　＜霊、意識体、守護霊など様々な存在の違いについて説明せよ。尚、体験的に理解したエピソードを３つ以上含めよ。＞

　紹介するテキストを一読した後で、レポート課題の設問を請求すること。レポート一通につき８００字以上が条件。合格するまで再提出と
なる。テキストが入手できない、または推奨するテキストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があったり他の本で学習したい場合
は、該当するジャンルについて自力で調査を行ってから、レポート課題の設問を請求すること。

●一念三千とは何か（レグルス文庫）」：レポート１通

　下記に紹介するテキストのうちどれか一冊を一読した後で、レポート課題の設問を請求すること。レポート一通につき８００字以上が条
件。合格するまで再提出となる。テキストが入手できない、または推奨するテキストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があった
り他の本で学習したい場合は、該当するジャンルについて自力で調査を行ってから、レポート課題の設問を請求すること。

・気功の基礎入門―これだけは知っておきたい （日東書院本社）
・図解 気功のすべて （PHP研究所）

　紹介するテキストを一読した後で、下記の課題について８００字以上のレポートを作成せよ。テキストが入手できない、または推奨するテ
キストが存在しない場合、既にそのジャンルで知識があったり他の本で学習したい場合は、該当するジャンルについて自力で調査を行っ
てから、レポート課題の設問を請求すること。

●ヨガのすべてが分かる本 [ムック]

課題　＜ヨガの種類や歴史について概要を述べ、ヨガのルーツが指し示す目的について考察せよ＞



課題を全てクリアすると、初段を獲得することができる。クリアの判断基準は、聖者ババシの師匠である高次元意識体集団がもつ。
概要

如来秘密生命秘沈∞神通力覚醒法
初段を獲得するための訓練内容（伏字版）

詳細

宇宙システムについて

・【功徳と罰の宇宙システム28+19
と各種マントラ一覧表】について
把握する。
・宗教や哲学の霊格や意識体と
の関係について知る。

変性意識状態の獲得

・オンとオフの切り替えができる。
・現身の術ができる。
・菩薩のリングができる。

言霊健康法
知識として把握する。

高次元意識体の利用法
（神力）

自分から自分に対するヒーリング
効果を自覚している。

気功４８手 全てマスターする。
気功交流法52手 全てマスターする。
古代丹田覚醒法 100％覚醒
古代聴覚覚醒法 1%覚醒
身体バランス覚醒法 -

小脳活性法

前頭葉活性法１

前頭葉活性法２ -

第七チャクラ覚醒法

菩薩のリング

三種類の気、気の強さ等といった
初歩的な測定を行うことができ
る。

霊体開発
オーラ・パワーアップLv４
（Fマントラの人はLv8）

人間的成長

・自分自身の霊格や、蓄積してい
る霊格エネルギーについて知る。
・仏界の存在を知識として把握
し、仏界の内容を３割程度は知識
として理解する。

利他行

・自分と相性のよい利他行を３種
類以上知る。
・気功やマントラを用いたヒーリン
グを８種類以上、行うことができ
る。

利自行
自らの精神的な安定と肉体的な
健康に取り組むことができる。

虫眼鏡の覚醒法

直接透視同調法 -

遠隔透視同調法

空間の観察法

人間、動物、植物の観察法

未来式∞人間生命マッサージ 知識として把握する。

潜在能力開花
自らの潜在能力について調べる
ことができる。

念クロック回数アップ -

超マントラ行

超利他行

ほとんどの受講者は、オート伝法灌頂プログラミング１のアチューンメントを受ける必要があるだろう。
霊視にて合否を判断する。

　受講者に配布する未公開のＰＤＦデータも参考にして、下記の課題について８００字以上のレポート１通を作成せよ。

課題　＜宇宙システムや意識体との関係をふまえ、７つの宗教または宗教団体の傾向性について考察せよ＞

霊視にて合否を判断する。

７つの具体的な病気を選び、それぞれの回復を促進する言霊を作成せよ。霊視にて合否を判断する。

霊視にて合否を判断する。

霊視にて合否を判断する。
霊視にて合否を判断する（練習相手がいない人の場合は、基準を甘くする）。
霊視にて合否を判断する。
霊視にて合否を判断する。
判定なし。

霊視にて合否を判断する。

霊視にて合否を判断する。

判定なし。

霊視にて合否を判断する。

霊視にて合否を判断する。

該当する施術を受けていれば合格。

・自分と相性のよい利他行を３種類以上、述べよ。字数は手短に。
・気功やマントラを用いたヒーリングを８種類以上、述べよ。字数は自由。自分で開発したもの、誰かから学んだもの、何でもよい。

霊視にて合否を判断する。

霊視にて合否を判断する。

判定なし。

詳細な事例を７つ挙げよ。字数は自由。

霊視にて合否を判断する。

霊視にて合否を判断する。

伏字版でよいので、内容を覚えること。自己申告で合否を決める。

自らの潜在意識に問い合わせ、訓練次第では開きやすい潜在能力について１つ以上、調べた結果を報告せよ。字数は自由。

判定なし。



課題を全てクリアすると、初段を獲得することができる。クリアの判断基準は、聖者ババシの師匠である高次元意識体集団がもつ。
概要

如来秘密生命秘沈∞神通力覚醒法
初段を獲得するための訓練内容（伏字版）

詳細

送信する気の波形調整法

秘沈チャクラ用法

【伝心発声法】

秘伝結界師
結界について８分類以上に立て
分けて説明することができる。

一道悟達

自分と相性のよいジャンルで、肉
体を用いた活動をしている。（例：
身体表現、スポーツ、武道、武
術、ヨガ、新ヨガ28行法、歌、楽
器、茶道、華道、書道、料理、
ガーデニング、肉体労働など）

一神悟達

自分と相性のよいジャンルで、精
神的または文化的な研究をして
いる。（例：宗教・哲学・数学・物理
学・文化論・芸術・美術・作詞・作
曲・文芸・教育学・心理学・歴史
学・各国の伝統的な医学など）

マントラ行

・自他への実践効果を体感してい
る。
・各種マントラの機能の違いを理
解している。

Fマントラ
Vマントラ
第９チャクラ∞マントラ
地獄界E -
餓鬼界E -
畜生界E -
修羅界E -
人界E -
天界E -
声聞界E -
縁覚界E -
菩薩界E 0ではない
仏界E 0ではない
F値 -
V値 -
Z値 -

判定なし。

霊視にて合否を判断する。

霊視にて合否を判断する。

結界について８分類以上に立て分けて説明せよ。

あなたの人生の中で、どのジャンルが該当するか、報告せよ。霊視にて合否を判断する。

あなたの人生の中で、どのジャンルが該当するか、報告せよ。霊視にて合否を判断する。

体験談を述べよ。字数制限なし。

どれかを実践している
霊視にて合否を判断する。

判定なし。
判定なし。
判定なし。

判定なし。
判定なし。
判定なし。

判定なし。
判定なし。
判定なし。
判定なし。
霊視にて合否を判断する。
霊視にて合否を判断する。


