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はじめに 

すべての現実は、あなたが創っています。

これは、あなたが創る物語の台本。

台本は一冊でも、ドラマは十人十色。

奇想天外も、魔法も、どんでん返しも自由自在。

台本を脚色するのは

台本を演じるのは

舞台装置を

大道具を

小道具を

衣装を

どう使うかはあなた次第。

どんなデザインもあなたの自由。

そう、すべてはあなたの自由です。

そして、このドラマの総監督、

この壮大なドラマのすべての責任者は

あなた。

エンディングはあなた次第。

ハッピーエンドにするか、それとも・・・・・。

天国と地獄の物語。

永遠の天国と永遠の滅びの物語。

台本は物語の展開に沿って最適化される。

それもこの台本のシナリオ。

これで台本はすべて明かされました。

いよいよ、最終章が始まります。

さて、あなたはどんな結末にしますか？
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プロローグ 

すべてのファイルをいれる最終ファイル。

そのファイルを閉じたとき、その表紙を見ているのは本当の天国のあなたです。

本当の天国から追放された（実は、逃げ出した）神の物語。

本当の天国から逃げ出した神が創った天国がエデンの園。

エデンの園から始まるアダムの楽園追放の物語･････。

そして、辿り着いた先々で作った世界の最後の最後が、現代という時代のここ日本。

この物語の中に登場する「聖書」と呼ばれている本の結末を書いた黙示録。

そこでは、永遠の天国で誰もが神から祝福される、永遠に続く神の王国がやってくること

になっていますが･････。

果たして、あなたの物語の本当の結末とは･･･････。

物語の本当の結末が訪れた時、あなたはこの物語を読んでいる読者か？

それとも、物語の中の登場人物か？

この物語を閉じたとき、あなたがこの物語の読者でなければ、あなたは永遠に滅び去る。

この物語は閉じられた瞬間永遠に封印され、その存在も消える。

すべてを統べる本は自分のすべて。

自分がすべてに戻れば、長谷本は消える。

総元ファイルを消去したらすべての文書が消える。

すべてのファイルを入れたファイルが消える。

長谷本が消えたらすべての本が消えるということ。



長谷章宏＝長谷本は、あなたがあなたに戻るまでの道具。

長谷章宏。それは･････

本当の「生」の真実を、本当の命の道をあなたに見せるために、

無視され、利用され、そして、理解されずに殺されることを百も承知で、

艱難辛苦を覚悟して、あなたの夢の世界に生まれてきた存在。

あなたが、あなたのために、あなたの世界にダウンロードしたアプリケーション。

あなたが見ている現実は夢の世界の幻。

長谷章宏が書いた、通称「長谷本」。

あなたが見ている「長谷章宏」は、本物ではない。

その夢の世界にいる、あなたの「長谷章宏」を殺せばあなたは生き返る。

本当の私は生き通し。たとえ、全存在から抹殺されたとしても、死にません。

あなた方が言う「すべて」は、「すべて」ではない。

あなたが「すべて」を語れるなら、あなたは神であることになる。

あなたの外に神が存在するならば、あなたは、あなたと、その「神」を生かしている、大

きな箱の中にいることになる。

その箱を外から見ているあなた･･････。本当のあなた･･････。本当の「神」･･････。

この本を読んでいるあなたは、今、物語の中にいる。

この物語の中のあなたにとっては天国がゴールだ。しかし、その天国は物語の中の物語の

天国。その物語の中には、いくつもの物語がファイルになって入っている。



ロシアのお人形、入れ子の箱の原理。

劇中劇の劇中劇の劇中劇の・・・・・・・。

今、あなたは、どのファイルの中にいるのだろう。

ファイルの中にファイルが入っていて、そのファイルの中にまたファイルが入ってい

て･････････パソコンを使えるあなたならば、すぐにイメージできるだろう。

わからないなら、わかっていそうな仲間に、納得いくまで説明してもらえばよい。

この本を書いている著者は、最後のファイルを作れる。

映画「マトリックス」のアーキテクトのような存在。しかし、そのアーキテクトもマトリ

ックスの中の存在である。

この本は、そのアーキテクトを生んだアーキテクトが書いた物語の中の人物に向けて書い

た物語。鏡の中の物語。不思議の国の物語･･････。

あなたが、あなたの創った物語の中のあなたという人物に小道具として用意した本。物語

から抜けるための方法。本の外に出るためのガイド。不思議の国から抜け出すための魔法

の書。

長谷本の一冊一冊が一つの章である。

すべての本は、一番大きな本の章。

今まで、あなたは、「自分」に都合のよい（心地よい）部分だけをつまみ食いしていた。

神示も含めたすべての本を分類して収納するファイルが市販長谷本。市販長谷本を収納す

るファイルが「実践・日本真道」。「実践・日本真道」の要約が『「超自分」勝手のすすめ」。

「実践・日本真道」を収納するファイルが「分かれの神ふみ」。「分かれの神ふみ」の要約

が「最終神示」･･････。そして、「すべて」を収納するファイルのファイル名が「真正・実

践日本心道」である。



そのファイルの作成者、ファイル作成ソフトの通称を「長谷章宏」という。そして、長谷

章宏にファイルを作るように指示したのがあなた、というわけである。

あなたが長谷章宏に書かせた本、あなたがあなたの奥の奥の奥の自分に書かせた本。

「真正・実践日本心道」は、あなたが書いたあなたの本である。

長谷章宏とは誰なのか？

それが実践を通して完全に分かったとき、あなたは偽りの天国創造の物語、言い換えれば、

本当の地獄の戦いから完全に抜け出て、本当の永遠の天国にいることになる。

それは、他でもない、「今ここ」である。

あなたは、今まで何をしていたのですか？

あなたには、何か問題があるのですか？ 

あなたは、なぜ「長谷本」を手にしたのでしょうか？

あなたは、いったい誰ですか？

この問いの答えを外に探し始めたとき、あなたはまた「不思議の国に物語」の中に戻って

いくことになる。そして、再び、この物語を生きることになる。

無限スパイラルのネバーエンディングストーリー。



あなたが作ったマトリックスにあなたが騙される物語。

あなたという神があなたという神を騙した物語。

永遠の命があるからこそ成せる業。

あなたがその気になりさえすれば、あなたがあなたに見せた幻のゲームは終わります。

人類が捜し求めてきたという不老不死の薬とはいったい何なのでしょう？

あなたははじめから自由でした。

あなたはここで、いったい何を探していたのですか？

あなたから『いいんですか？』 と問われた時、あなたならどう答えますか？

あなたがあなたを解放すれば、そこがあなたの天国です。

あなたは、まだ一度も死んでいません。

あなたは、まだ一度も夢から覚めていません。

あなたの世界にはあなたしかいません。



あなたが語る物語はあなただけのものです。

不老不死の薬は、はじめからあなたが持っていました。

あなたが書いたあなただけの物語。

あなたがあなたと戦う物語。

あなたが生み出した神が創造した、あなただけの宇宙。

あなたが、あなたの宇宙を支配する全知全能の神･･････。

神って何でしょう？

自分って何でしょう？

あなたこそが、あなたを生かす神であり、あなたがあなたを殺せる神です。

あなたはすべてを産み出せる神です。

ただし、今のあなたが産み出したのは、滅びの宇宙ですが･････。

あなたの生死はあなたの心次第･･･････。

この話、あなたは信じますか？
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エピローグ 

あなたがあなたに書いた、期間限定の天地創造の物語。

あなたは、はじめから完全に自由でした。

あなたを不自由にしたのはあなたです。

あなたを苦しめているのはあなたです。

あなたの苦しみをもたらした加害者はあなたです。

あなたを自由にできるのはあなただけ･･････。

あなたがあなたを不自由にする闘いの物語をもうやめますか？ それとも･････････。

あなたがファイルを閉じたとき、あなたがファイルの外にいるか、中にいるか･･････。

あなたは、ファイルの中からファイルを閉じることができます。

さて、あなたは、どっちからファイルを閉じますか？ 

あなたは長い長い長い間、今この瞬間まで、この物語にのめりこんでいただけ。



外からファイルを閉じた瞬間、すべてのファイルはなくなります。

そして、あなたは、元の世界で天国のゲームの続きを始めます。

再び、天国のゲームが始まります。

あなたが、中からファイルを閉じたとき、あなたの運命やいかに･･････。

いよいよ、物語は最終章に移りました。

そろそろ、本の中から抜け出して、自由に飛び回るときがやってきたようです。

長谷章宏って誰？ 長谷本って？

あなたが天国に戻ったとき、誰かに聞いてみてください。

『長谷章宏って知ってる？』

『長谷本って知ってる？』

あなた以外、誰も知りません。

『そんな人いないよ、そんな本ないよ。』



あなたの世界にだけあった幻の本。

あなたの世界だけにいた幻の人物。

あなただけが見ていた空想物語･･････。

さて、あなたは、どうしますか？

あなたが見ていたのはあなた版の長谷章宏、長谷本、長谷ブログ。

言い換えると、すべては、あなたの姿でした。

ファイルを閉じれば、たくさんの友達が遊んでいます。

その一人芝居、いつやめましょうか？

我に返ったとき、あなたは真実に気づきます。

すべては夢だったのだと･･････。

そろそろ、あなたが作った幻、すべての夢から目覚める時間です。

目を覚ましてもそこは夢の世界。

そして、それは現実の世界。

あなたは現実の中で現実という夢をみていたのです。

本当の現実という夢を追いかけながら･･････。



あなたは、ずっと、夢という現実、現実という夢を生きています。

さあ、もうそろそろ、夢から目を覚ます時間です。

あなたの物語の中の長谷章宏、そして、長谷本。

あなたの物語の中に登場した長谷章宏は仮の姿。

あなたがあなたの物語の中でつくった長谷章宏。

あなたのシナリオ通りに読んだ長谷本。

あなたの都合に合わせて使った長谷本。

あなたの世界に現れた長谷章宏の姿は仮の服。

あなたにわかる形で現れた私です。

本当の私はファイルの外にいます。

あなたのすべてがある世界、本当の現実という永遠の夢の世界。

そこがあなたのいる場所です。

そこにいるのが、本当の私です。

あなたがあなたという神の神です。

神と神の闘いを見ている神が本当のあなたです。

それでは、いったん、さよならです。

本当のあなたに会えることを楽しみにして、長谷本の筆を置くことにします。



あなたが本当の天国のゲームを再開するために邪魔になりますから････････。

本当の神と本当の神が遊ぶ、本当の遊び場でお会いしましょう。

あなたの世界に存在している最大の謎はあなた自身です。

あなたの最大の謎を解けるのはあなたしかいません。

「長谷章宏」はその謎解きの道具を作る役。

ジグソーパズルの完成図を見せる役。

最後のピースを嵌めるのはあなた自身です。

さて、これで、謎解きに必要な道具はすべて渡しました。

あとは、探偵であるあなたが「謎」を解くだけ･･････。

不思議の国の物語から抜け出した本当のあなたと再会できることを楽しみにしています。

本当の天国に帰ってきた、本当のあなたと遊べますように･･････。

長谷本ｂｙ長谷章宏   完



おわりに 

・・・・・ということで、長谷本は完結しました。

でも、あなたの物語はまだ続きます。

そう、この本の本当の表紙が閉じられるまでは・・・・・。

そのとき、あなたが物語の主人公から読者に戻っているならいいのですが・・・・・。

物語の本当のクライマックスはこれからです。

あなたがお望みならば、追加のシナリオが用意されています。

「リアルタイム長谷本増補版」としてブログで

長谷章宏講演会として直接対話で

などなどの形で、長谷章宏本人からあなたへのメッセージをお伝えしていきます。

あなたが本当に自由になるそのときまで

すべてが終わるまで

長谷章宏は「対話チャンネル」を空けておきます。

ただ、使うかどうかはあなた次第ですが・・・・・。

お入用の際は、いつでも、どこでも、あの世？でも、どうぞお気軽にお使いください。

すべてが完結した後、本当のあなたとお会いできることを楽しみにしています。

それでは、お元気で。          

あなたのゴーストライター「長谷章宏」より



ＴＬＣ長谷章宏ＯＦＦＩＣＥのご案内

■ 運営方法、利用規則その他のシステムと講演会やセミナーの開催情報、各種変更、 

システム改定、お知らせ等、TLC 長谷章宏 OFFICE の活動についての最新情報は 

 

TLC 長谷章宏 OFFICE 公式サイト http://www.tｌcoct21.jp/（※） 

長谷章宏公式ブログ http://blog.tlcoct21.jp/  

 

■ 第一章、第八章は市販されていません。入手方法は上記サイト（※）にて。

■ 第二章～第七章（第五章と第六章は刊行の都合により、上･下の二分冊）は、

下記の 8 冊の本として、市販されています。書店、ネット、古書店、たま

出版等で、お買い求めください。尚、現在は、各巻末にある情報提供案内

システムは、ネットに移行しています。最新情報は上記サイト（※）にて。

 

『人生というゲームの新しい遊び方』（第二章） 

『新しい時代を生きる人間学』（第三章） 

『西暦 2000 年ミロクの世が開かれる』（第四章） 

『真のヒトになるための生き方 上・下』（第五章） 

『２１世紀の人生の遊び方 上・下』（第六章） 

『現代社会の極楽トンボくんたちへ』 （第七章） 

          （いずれも、長谷章宏 著として、たま出版より刊行） 

※2008.05.04 現在、上記の TLC 長谷章宏 OFFICE サイトは準備中です。尚、書籍販売、

講演のご依頼等の長谷章宏へのコンタクトは、TLC 匠（委託）を通してお受けしています。

真正 実践日本心道  

２００８年 ５月 １日 新改訂初版第１刷 発行 

著者・編者      長谷 章宏 

編集／発行  ＴＬＣ長谷章宏ＯＦＦＩＣＥ 
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                  TEL／FAX 075－634－3051
           http://www.miyakonokaze.jp/ info＠miyakonokaze.jp
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Copyright（C）2007‐2008 TLC 長谷章宏 OFFICE All right reserved. 
 

※本書の刊行目的を達成するため、本書の一部又は全部を、発行者の許可なく、改変、転載、複製、

翻訳、引用解説（解釈）すること、並びに通信網を使った送信ができる状態にすること、を禁じます。 



すべての日本人必読の、現代社会が封印した「日本人」の真の生き方、本当の命の道

歴史の闇の闇の闇に葬り去られた本当の人類史＝自分史のすべての謎を明かす正答集

本当の真実に基づいた、本当に本当の「自分探し」の実践総合ガイドブックの完結版



『真正 実践日本心道』の価格とお支払について 

 

 

本書は、従来の書籍と全く異なるコンセプト、システム、作成方法で完成した「書籍」で

す。この文書も本著の一部を構成します。『真正 実践日本心道』という「長谷本ファイル」

が、長谷章宏がご提供する本当の長谷本であり、ライブ版長谷本のリアルタイム講演会、

個別コンサルティング等と合わせて、最終プロジェクト用の実践教材セットとなります。 

 

 

お読みになってお気づきかと思いますが、テキスト「実践日本心道」+「ご自身の実践体験」

+「ライブ版講演会等」=「真正 実践日本心道」となります。必ずしも書籍の体裁を整え

る必要はありませんが、書籍としての実践日本心道を完成させたい場合は、各章は別途、

ご自身でお揃えいただく形になります。本著をどう使うかは、すべてあなた次第というわ

けです。本書の真意を汲み取られて、ご自身のための教材として有効に使ってください。 

 

本書をお読みいただいて、ご自身の実生活で応用いただくことが、あなたにとっての本当

の自由を手にする最短距離であり、同時に、「最終プロジェクト」のお手伝いになります。 

 

実は、本書こそが本当の長谷本であり、皆さんへの「テキスト版の最終教材」となります。 

 

 

皆さんにお渡しする書籍としては、「一冊」です。でも、この本は、見た目の文章は同じで

も、その裏にある情報量は無限大で、あなたの実践に応じて毎回違った本になります。つ

まり、たくさんの本を一度に手にした、あるいは、定期的に会報を送られているのと同じ

ことです。この本が本当の長谷本ですので、この特性は、今までの「長谷本」とは比べも

のになりません。この本をどのくらい価値のあるものにするかは、すべてあなた次第です。 

 

皆さんは、本から簡単に情報を得られますが、その裏にある労力を考えたことがあるでし

ょうか。長谷本は、実践した研究成果を皆さんにわかるように加工して提供してきました

が、あえて言わせていただければ、長谷本提供の費用対効果は、100 対０、いや、－です。 

 

これは、今までのすべての本にも言えることですが、「ビジネス」という視点での投下資金

の回収、費用（労力）対効果でいえば、今までの著者の方々は、印税だけ、又は、買取な

ど、執筆にかかった労力に比例するとはいえないところで本を出していたということです。

もちろん、自分の書いたものを読んでくれた、ということで満足していた方は別ですが。。。 

 

ただ、長谷本は皆さんへの教材として用意したものですから、それはいいとして、これか

ら、皆さんがどう関わるか、の方が大切です。どうぞ、この教材を有効に使ってください。 

 

 

･･････ということで、システムの都合上、本書をお渡しするにあたっては、定価販売という

形を取りましたが、本書のコンセプトに基づいた頒布のご案内は以下のようになります。 

 



電子メール添付ファイル頒布による電子書籍 『真正 実践日本心道』 オープン価格 

  

※ 1 回の申込ごと（受付番号ごと）に上記価格で一冊購入したものとします。 

 

お支払は、「後払い」でかまいません。先に本書をお手にとって、ご自由にお使いください。 

お支払価格とお支払の時期、分割回数については、100％、ご購入者の意志にお任せします。 

お支払の期限は設けていません。一括でも、分割でも、おいくらでも、ご自由にどうぞ。 

 

長谷章宏からお支払い請求することは一切ありませんので、ご安心ください。逆に、長谷

章宏からのご返金やお支払をすることもありません。この点を、まず、ご承諾ください。 

 

長谷本（長谷章宏の情報やノウハウ）は時を経るほど価値が上がる性質のものなのです

が。。。。書店で購入される時のように、1 回だけ支払って終わりでも構いません。ただ、古

書店やオークションでの価格の決まり方をお考え頂ければ分かりやすいと思いますが、ご

自身が実践していく過程で、本の価値が上がったと思ったときに、自分にとっていくらの

価値があるか、という視点で、随時、追加でご入金いただくこともできるということです。 

 

本書の『定価』については、18 年間の実地研究費と今回の電子書籍も含めた各書籍の執筆

にかかる経費の按分+作成事務経費＆システム維持費等の実費を想定人数（皆さん次第です

が･････）で割った額+構成・執筆手数料+情報提供料･･･････とお考えくだされば、お支払の判

断材料になるのではないでしょうか。本当は「お金」では買えない貴重品ですが･････････。 

 

あなたがお付けになったこの本の価値が、あなたに対する価値、あなたの長谷プロジェク

トに対する価値となります。それを金銭で示すシステムを作ったと考えてはどうでしょう。 

 

長谷は情報やノウハウのブラッシュアップ、あなたは実践を通しての結果をお互いにフィ

ードバックしあいながら、共にプロジェクトを進めていく、と考えるのはいかがでしょう。 

 

長谷がお金を研究に使い、情報やノウハウを磨く。あなたは実践しながら、その結果とし

てのお金の使い方を考える。長谷は情報、あなたはお金で報告しあうというシステムです。 

 

このシステムは、皆さんが、ご自分の教材として使いやすいシステムにして、プロジェク

ト支援のための賛助金、寄付、支援金の窓口を設けたと思っていただいたらどうでしょう。 

 

長谷から先に提供し、皆さんがお金という形で結果を表し、そのお金を使って長谷がプロ

ジェクトを進め、その結果、皆さんがわかりやすく、紹介しやすく、利用しやすくなる。

そして、新しい方が、お金という形で･･････という、本当のギブ＆ギヴの循環を作り出すこ

とになります。まず長谷が、そしてあなたが、自分が源になって、本当の「天国」が広が

っていく。そして最終的には、すべての人が自由に生きられる社会を創ることになります。 

 

いずれにしても、入金されたお金は、プロジェクト実行費として、皆さんに還元されます。 

 

長谷本の実践を通して、あなた自身のために、お金という道具を有効に使ってください。 

 



長谷章宏は、この本をあなたにお渡ししました。あなたは、この本を読んで、実践した結

果をこの本のお支払いという形で長谷章宏に返信してください。この本を教材として使っ

た結果を金銭で表現するという提案です。あなたからの直接のお支払ではなくても、あな

たを通して知った方からのお支払でも、結局は、あなたからのお支払と同じになります。 

 

本書は「オープン価格」ですから、いくらのお支払をなさるかは、あなた次第となります。

「長谷章宏」にではなく、ご自身にお支払するつもりで、どうぞご自由にお決めください。 

 

長谷にではなく、ご自身への支払＝自己投資と考えていただければ、振込額を決めやすい

と思います。経済システムというゲームで、自分だったら自分の価値はこのくらい、とい

う金額を「長谷章宏」名義の口座に振り込むという行動を実践してみるということです。 

 

ご自身でお決めになった価格を、ご都合にあわせて、下記の指定口座にお振込ください。 

 

【『真正 実践日本心道』代金振込口座】 

りそな銀行 京都支店 普通 0097193  長谷 章宏 

みずほ銀行 京都支店 普通 1079732  長谷 章宏 

※受付番号を振込人名の前にご入力ください。 

※振込手数料はご購入者にてご負担ください。 

 

（上の表現を言い換えると、『振込手数料込みの価格から手数料を引いた額をお振込くださ

い。』となります･･････。つまり、どちらでも同じことですが、どちらが手数料を負担するか

で、「ビジネス」の集客に影響するようですが。。。。。。。。。教材という視点で、参考までに。） 

 

本書は、電子メール頒布の電子書籍です。正規の手続きによらずに入手、複製した場合も、

一冊購入したものとします。ご入金については、上記に従って各自でご判断ください。 

 

 

まずは長谷から波紋を起こしました。 

 

。。。。次はあなたの番です。 

 

あなたが実践されて、価値を認められて、お支払いただくことで、最終プロジェクトがス

ムーズに進み、そして、あなたが本気になればなるほど、進捗状況も加速していきます。 

あなたが源となることで、実践日本心道の精神の普及、啓蒙が進み、実践することで、ど

んどん形になっていく･･････。本当の完全自由への波紋がどんどん広がっていくのです。 

 

 

今までの長谷章宏のすべての活動は、最終プロジェクトのための準備でした。そして、こ

れからが長谷章宏の本番、本当の仕事であり、あなたの本当の「仕事」のスタートです。 

 

では、あなたからの応答、返信、あなたの「実践成果のご報告」をお待ちしています。 

 

                                    長谷章宏 


