
全国KJ合同 12/31・１/1・１/２ 

意識改革再起動合宿 
テーマ「意識改革ブートキャンプ３日間」 

大晦日からの３日間でしか出来ない意識改革 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

意識改革＝考え方を大きく変えて行動を変えること 
人間の行動において一番大切なのはマインドセット(心の持ち方、物事の捉え方)です。
勉強に一番大切なのもマインドセットです。１年で一番ダレてしまう大晦日～年始２
日間に、頭脳に「意識革命」が起こせたらどんなに凄いことでしょうか。世間の誰も
が休んでいる年末年始の世界から離れ、隔離された別世界で意識改革して学習出来
る・・想像しただけでも、とてつもなく凄いことだと思いませんか？　受験生はもち
ろん、これから受験を迎える１，２年生が受けておくとかなりの効果があります。  
合宿参加者特典として、「豪華マインドセット手帳」をプレゼント！いつでも手元に

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

置いて、勉強MSを確認できます。 

正しい意識（マインドセット）に満ちた、正しい身体に、正しい食事が摂取される
と、いったい何が起こるのか？ 

  
あなたはまだ、経験したことがない
し、本気で脳が活性化された時の凄ま
じさをまだ知らないはずです。 
 

「３日間３つの要素」を本気で守った生活を徹底的に実践・行動してみる。 
そして３日後、とてつもなく進化した自分を体感する。 
 
●意識改革に必要な３つ要素とは？ 
　「正しい身体」　＝規則正しい生活と瞑想 
　「正しい意識」　＝コーチングと瞑想（呼吸・沈黙・食事） 
　「正しい食事」　＝身体に悪い食事の排除・無添加弁当 
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特別イベント

元旦と2日、冬合宿ではこの朝陽を８０人で
感じることになります



12/31から1/2の３日間合宿は、自分が知る限りのこれまでの最高を超え、信じられ
ない程の、新たな自己を体感することが出来るものです。 
  
「身体」「感情」「食事」を、3日間で可能な限り同時に、バランス良く最良なものに
コントロール出来ればそれが可能となるのです。 
  
最強の自分に再起動した後に、学習内容をどんどん注入していくとどうなるか？ 
  
それが今回の合宿のテーマ 『最高の自分にする再起動』です。 
自分では不可能な、すべての環境を最強のものに整えました。 
あなたを最大に進化させる３日間は「最強の人体改造」となるであろう。 

①正身=しょうみ（正しい身体） 

早寝早起き完全実施　5:00起床10:00前就寝（7時間睡眠） 
早朝散歩運動　6:00Asampo　瞑想による姿勢矯正 

②正意=しょうい（正しい意識） 

総長コーチング、瞑想、マインドセットによる意識改革。 
感情が良くないと、何をするにもマイナス意識に囚われた
り、それに邪魔されてしまったりするようなことが多くなり
ます。それを正していきます。 

③正食=しょうじき（正しい食事） 
東京、亀戸のレストラン「升本」から健
康に一番留意した弁当を支給。 
朝のホテルでの健康朝食に加え、今回の
超目玉、夕食は何と大晦日元旦で、しか
も配達範囲外（通常は都内、近辺のみの
配達）にも係わらず、遥々運んでもらえ

ることとなりました。この食事で「特別食瞑想」を実践します。本校やっくん、てん
てんのお爺ちゃんである、秋山木工の社長が直々に頼んで下さいました。社長には深
く感謝します。 
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ホテルの朝食について 

徹底的に拘った食事が「ホテル
GREEN CORE 土浦」のウリだ
そうです。 
そして、最近このような食事に変
えたそうで、何と、ホテルの食事
だけを食べに来るお客さんもい
るのだそうです。 

その添加物や素
材に拘った、食
事を朝晩２食た
べられるのは、
普通のホテル食
事ではあり得な
いことです。 

 

そして、やっと、ここで勉強のやり方に入ってきま
す。これがメインになる勉強です！ 
全国からたくさんのKJ生が集まる集中空間はとてつも
なく凄いものになるのは言うまでもありません。 

そして最後に「頭脳」。これがマインドセットです。 
瞑想エクササイズによって、気づきを大きく促し、そして、今や、多くの著名
人も必ずしている”瞑想”こそが頭の整理をしていく作業です。 

ご存知の通り、全てのスピードの速い現代社会にの中で勉強するのに必要なの
は、まさしくマインドフルネスの知識と実践です。 

そして、３日間でみなさんが大きく変わり、まるで別人のようになってしまう
ほどの「気づき」を、全力で提供したいとおもっております。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総長・河原利彦 
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合宿スケジュール 

１日目 

13：00　ホテルグリーンコアロビー　　　　　 
　　　　・各校の校長の引率にて、土浦駅東口徒歩２分 
　　　　・昼食は済ませてきてください。 

13：30　会場教室　 
　　　　　オープニングマインドセット 
　　　　　～呼吸瞑想～幸せの瞑想 
14：00　学習開始 
　　　　　冬期特別テキストに沿って 
18：00　食事瞑想（夕食＝高級割烹弁当）ホテル教室にて 
19：00　総長講話～学習 
20：30　終了 
22：00　就寝 

２日目 
 
　５：００　起床 
　５：１５　教室集合/スペシャルPSM６０分 
　　　　　　＊普段出来ないPSMをします。 
　６：１５　アサンポ①霞ヶ浦に向け出発　  
　７：１５　ホテルに戻り　 
　　　　　　中学生（朝食）高校生（入浴）  
　７：４５　中学生（入浴）高校生（朝食） 
　８：１５　教室集合　呼吸瞑想～幸せの瞑想 
　８：３０　学習開始 
１２：００　昼食（自由） 
　　　　　　休憩 
１４：００　学習再開 
１８：００　食事瞑想（夕食＝高級割烹弁当）ホテル教室にて 
１９：００　総長講話～学習 
２０：３０　終了 
２２：００　就寝　 
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３日目 
  
　５：００　起床　 
　５：１５　教室集合 
　　　　　　スペシャルPSM６０分 
　　　　　　＊普段出来ないPSMをします。　　　　 
　６：１５　アサンポ②霞ヶ浦に向け出発　  
　７：１５　ホテルに戻り朝食  
　８：００　教室集合　呼吸瞑想～幸せの瞑想 
　８：３０　学習開始 
１１：３０　合宿エンディング　各校の校長の指示にしたがってください。 
１２：００　解散 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

●日時 １２/３１(月) １/１(火) １/2(水)  

●集合時間・場所１３：００～１３：１５ホテルグリーンコア土浦ロビー 

　〒300-0034茨城県土浦市港町1-8-26　TEL：029-822-4111 

●持ち物  

・合宿中の朝昼夕食はすべて付きます。ホテル自販機やコンビニなどで
使う小銭をお持ち下さい。 

・中学生 冬期テキスト、LF、、筆記用具。  
・高校生 合格手帳、DUO、KJストラテジー参考書 
 　　　　　　　　　自分のメイン学習教材。  
 
・常備薬、保険証のコピー、着替え  
*ホテルには、基本アメニティ(シャンプー、リンス、歯ブラシ、タオル) が付いています。 
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❑合宿中の緊急連絡先 　各校の校長に連絡して下さい。  

　本    校  070-5453-1679  
 いわき校  090-2276-7704　 
 西茨城校  090-4544-2252 
 　横浜校  090-3686-2479 
 名古屋校  090-5613-0048 
東京国分寺校 090-2730-3906 

冬期合宿での学習について 
冬期は、受験直前への総長指導の集大成です。これまでに構築してきた、とっ
ておきの技術、コーチング、さまざまな練習や修行を重視して指導します。 

●Asampo学習について 
今回のテーマのひとつとして、「早朝からの散歩→野外学習→室内瞑想」 

があります。この理想的なエクササイズを2日に渡って実施出来ます。 
これは、普段では、なかなか出来ない事で、合宿での実践はとても貴重です。 

　・Asampoコース（ホテル～ホテル港町半島1週３ｋｍ） 
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●参加各校長からひとこと 

 
名古屋校　校長 森 聖樹 

 毎年進化を続けるKJの合宿、今年の冬も ホテルグリーンコア土浦を根城に開催です～！ 

心躍らせながら、その日を待っていて下さい。今年は夏合宿が終わると同時にホテルを押さえ開催場所を確保、今回も
あの素敵な升本のお弁当が食べられると思います。楽しみだね～。 

今回の冬合宿は、正身・正意・正食 に追加して、 肉体改造 が入ります。 
食事の品質の大幅改善がされ、体の内部(食べたもの)からも、頭脳の改善が図るだけでなく、身体も健全なものにする
ことによって より集中力も高まり学習する力に跳ね返ります。 

筋トレはたぶんしませんが 心身一如（しんしんいちにょ)です。心と体は一体だから当然ですよね。 
日頃別々なものとして考えがちな心と体をひとつにすれば さらに大きなパワーを手に入れることが可能です。 
どんなことをするか？は合宿まで楽しみにしていて下さい。 

Asampoコース直結のホテル、そして感動の初日の出、湖岸でのマインドフルネス、質の高いKJ生同士が刺激し合う意
識の高い場とシナジー効果 
そこに総長によるスペシャルマインドセットが加わり、身心が別人へと書き換えられます。 
合宿後は学力が大きくランクアップしてしまうのは当然です。 

年末年始を自宅で過ごしてしまう残念な受験生とは訣別し、2018年はスタートから飛躍の時間にしてしまいましょう。
 
本気でレベルアップしたい皆さんに、期待以上の合宿を提供し結果を出し続けているKJの合宿。 
絶対に自分をカイゼンしたい人、もっとランク上げたい人、そして勉強以上のものを求めている人 
その気持ちを持ってワクワクして参加して下さい。 

西茨城校　校長 前鬼一憲 

いよいよ冬合宿が近づいてきました。 

もう年末年始のKJ冬合宿は恒例となりつつありますが、ここでよく考えてみてください。もしも、年末年始に合宿がな
かったら、みなさんは大晦日・元旦をどのように過ごすでしょうか？  

紅白歌合戦、お年玉、初詣、おせち料理、御雑煮、お餅、テレビ特番、、、これらで生活習慣が大いに乱れ、食っちゃ
寝してデブって、気分は勉強どころではありませんね。 

年末年始くらいゆっくりと過ごしたいと思うのは誰でもそうです。でも、ここで大勢の人が過ごす普通の年末年始とまっ
たく異なった生活ができれば、自信に満ちた1年がスタートできると思いませんか？ 

今でも覚えています。去年の冬合宿、元旦アサンポでの初日の出。霞ケ浦から太陽が昇っていくあの風景。静寂の中で
見たあの生命の営み。太陽が昇るにつれ、動物たちも活動を始めていく。そして、河原塾超のマインドセット『人間だ
からといって、決してえらいわけではない。人間は大自然のほんの一部分であり、末端に位置する。そんなちっぽけな
存在でしかないのだ、どうして悩むことなんてあろうか。』 

朝の澄んだ空。日の出と共に、水鳥たちも太陽の方に向かっていく。毎日見てきた光景なのですが、毎日違う光景だと
いうことを多くの人は気が付きません。というより、朝の忙しさに負けて、自然が作り出す朝の光景に見向きもしない
人がほとんどだと思います。河原総長はこのことを、身をもって僕たちに教えてくれているのです。 
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河原総長の考える企画には強烈なインパクトがあり、それがみなさんの脳裏にも焼き付いていきます。そしてKJの冬合
宿は、そこら辺の塾の勉強ばっかりの合宿ではなく、生活面、食事面、意識面にも相当な気を配り、参加した皆さんは、
身も心も別人になって生まれ変わるのです！ 

河原総長の受験マインドセット・特殊コーチングによって、１年の最初に新たな自分に生まれ変わり自信が持てるよう
になれば、あせらず落ち着いて受験に臨めることででしょう。 

年末年始を「家で食っちゃ寝してデブって過ごすのか」、それとも、「KJの合宿で身も心も別人になるのか」、どち
らの選択が正しいかはもうお分かりですね。 

多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

いわき校 校長 ゴルビー矢吹 

 いよいよ冬合宿の時期が近づいてきました。 

これまでの合宿に参加した生徒は、前回の強烈なインパクトと感動の余韻がまだ残っているかもしれない。しかし、KJ
の合宿では前回が最高のものだったとしても、同じ内容の合宿を続けたりはしない。毎回バージョンアップして、どん
どんレベルの高いものに進化しています。大手塾のあたかも恒例行事のようなマンネリ合宿とは根本的に次元が違うの
です。  

 昨年の冬合宿では、早朝の澄んだ空気の中で元旦アサンポが行なわれました。 霞ヶ浦から太陽が昇っていく風景を眺
めていると、人間は大自然の中でほんの一部であり、小さな存在であることに気づかされます。また大多数の人は元旦
の初日の出には感動するけれど、翌日、翌々日の日の出には見向きもしない。日の出は毎日あり、自然の中で季節とと
もに日々の風景も変わっていく。 これから受験を向かえるということの前に、一年の初めの日に人間である自分を見
つめる素晴らしい機会だったと思いました。 

 KJの冬合宿では年末年始の３日間、勉強でのレベルアップはもちろんのこと、真剣に生活面、意識の面、食事面を本
気で守った生活を徹底的に実践・行動します。 そして、河原塾超の受験マインドセット・特殊コーチングにより、あな
たの意識と精神面は飛躍的に向上することでしょう。 すべての環境を最強にした、今までの自分を大きく超えるため
の３日間。 信じられない程の、新たな自己を体感することができるのです。 

 想像しているだけで、わくわくしてきます。ぜひ、冬合宿３日間の終了後に「とてつもなく進化した自分」を体感して
ください。 

冬の合宿でお会いしましょう、お待ちしています！ 

東京国分寺校 校長　近藤 龍之介 

「正身」「正意」「正食」、そして「肉体改造」 これが冬期合宿のテーマです。   
定着した感のある、この合宿テーマですが、毎年その意味合いは全く違ってきます。 
そこに昨年と同じ自分はいないからです。  
今やKJ生の多くがすでに進化してしまっています。   
日ごろからみなさんがPSMを実践している上での話。   
自信をもって言いましょう！   

KJ生である君たちは、その辺を歩いているフツーの中高生からすれば異質であることは間違いなし。笑   

確率でいうなら1/1000の存在。   
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何か、とてつもないことが起こる予感が。 
KJ合宿は単なる勉強合宿ではありません。  
勉強は、今さら言うまでもないですが、勉強以上のこと、、 勉強だけして  
いる中高生には決して得られない、もっと大きな "何か" をつかむことができます。   

"何か" は人によって、それこそさまざま。 そこにはあなたなりのドラマがあり、 
何か言葉では言い表せない体験をすることでしょう。   

KJ合宿とは、まさしく勉強を "超" えた合宿なのです。  たった3日間、されど3日間。   
PSM学習で、君たちの感覚は自分でも気づかないくらい研ぎ澄まされています。   
そうしたKJ生が一堂に集まったときに、そこには、とてつもないパワーが生まれます。   

間違いなく、最高の3日間となることでしょう。   
3日後、自分はいったいどんなことになるのだろうか？   

「合宿は体感。」   

それは参加した人だけにしか分かりません。   
また合宿でみなさんに会える！今からとてもワクワクしています(^^) 

横浜校　前田俊彦  

昨年に引き続き、“最強の人体改造”！！  
さて、お母さま、お父さま、日頃お子さまは、勉強を一生懸命にやっていることと思います。  
（やってない子は論外です、、）  

しかし、いまいち集中デキない、思うように伸びない、ミスを連発してしまうなど、いろいろなことでその学習の成果
を出すことができない場合が多くあります。  

今はたとえ点数が取れていたとしても、入試本番はまったく違うものです。  
普段の学力とは別次元でもある入試本番独特の空気の中でどのように過ごすのか？  

数々のハプニングにどう対処するのか？  
入試に向けては、ただ勉強だけすれば大丈夫ということではありません。  

もっともっと大切なことがたくさんあるのです。それを指導歴３０年の河原総長がこの合宿でしっかりと教えるわけで
すが、それがなんと今回も・・  

“最強の人体改造”！！  

 考えてもみてください。  

「人体改造」などというおどろおどろしいネーミングを、どこの塾が勉強合宿のテーマに掲げるでしょうか？ そうい
うブッ飛んだ発想をするのは日本広しといえどもきっと河原総長唯一人です！  

ブッ飛んでると言えば、かつて日本中に豚骨ラーメン大ブームを巻き起こし、往年の人気番組「マネーの虎」にレギュ
ラー出演したものの、全国展開していたラーメン店「なんでんかんでん」が全店舗閉鎖に追いこまれた後CDデビュー
でコケたり、挙げ句の果ては「催眠術師」になったあの“川原ひろし”でさえブッ飛びレベルは総長の足元にも及びませ
ん。  

さて「人体改造」とは？  
ギター片手に悪者を成敗した人造人間キカイダーのようにされるのか！？  
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仮面ライダーに変身した本郷猛（ほんごうたけし）のように改造人間にされるのか！？  
あるいは、ターミネーターのような最強スーパーサイボーグにされてしまうのか！？  

いやいやそんなことではない。  
ある「３つの要素」を徹底して実践することで、とてつもない進化を遂げるというのだ。  

なるほど、たった３日間でそれが実現できるとすれば、まさに“人体改造”ではないか！！  

総長、恐るべし、、である。  
今回の冬合宿も １２／３１、１／１，２の２泊３日。  

この年末年始、何かとせわしない３日間に受験生がひとりで計２０時間以上の自宅学習をするというのはかなりの困難
があると思います。 いや、そもそもこの期間、勉強自体ができるのかも怪しいです。。   

ＫＪ合宿の凄さのひとつとして、河原総長からダイレクトに“特殊コーチング”を受けられることです。  

これだけでも、心の書き換え、脳の書き換えがなされるのですが、今回は「３つの要素」が加わることで、どれほどま
で生徒たちは進化してしまうのだろうと今から楽しみで楽しみでしょうがありません！  

瞑想の実践によるミス絶滅法（ケアレスミス完全撲滅）、そして受験合格という共通の目標を持ってがんばっている他
のＫＪ生と寝食をともにし、机を隣にしながら内容の濃い学習をする２泊３日の２０時間の方が、はるかに高品質、高
価値であるのは言うまでもありません。  

合宿の３日間は、自宅学習の１か月以上にも匹敵する学習効果があるでしょう。  

よく他塾でも勉強合宿というものがありますが、とにかくひたすら授業、授業、あるいは演習、演習、、のようです。 
でもそんな合宿なら、自宅でやる方がいいし、わざわざ電車で出かけてお金かけてホテルに２泊する必要はありませ
ん。  

河原塾＆河原総長が、そんなくだらない合宿を主催するわけがないのです。  
日本一のカリスマ塾講師・河原総長をナメてはいけないのです。笑   

この塾長コメントで僕は毎回紹介している話ではありますが、  

かつて総長が訪問したインドの学校の子どもたちの前で、いきなり英語で２，３分ほどスピーチをしたら、子どもたち
の目が輝きだし、それ以来、授業での集中力がすごくアップしたと校長先生から連絡が入ったとのこと。たった２，３
分のトークで、総長は子供たちの頭脳そして心を改善してしまうのです。インドのこども達にしてみれば、日本から来
たどっかの知らないオヤジからいきなり話しを聞かされただけの事。それなのにです、、  

これこそが、河原総長が習得した特殊コーチング『DRC（ダイレクト・レスポンス・コーチング）』なのです。  

 合宿に参加すれば、たったの２，３分ではなく、３日間も塾超のいる空間を共有できるのです！ これはマジでヤバい
のです、、  

ちなみに行き帰りの電車の中でも、しっかり勉強します！ 受験最強兵器“ＬＦ学習法”！（いつの間にかＫＪの伝統になっ
ています）電車で酔う人は、酔い止め薬を忘れずに。   
ＫＪ合宿は、家を出てから家に帰って来るまで、一切のムダな時間をつくりませんので、心配無用です！  

またみんなと会えるのが今から楽しみで楽しみでしょうがない今日この頃、皆さま方におかれましてはいかがお過ごし
でしょうか。  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合宿参加費詳細 
【特典】豪華マインドセット手帳  参加者プレゼント  → 
 
内訳・研修応援プラン(素泊り)6,500円×2日 
　　・朝食       500円×2日 
　　・昼食       600円 
　　・夕食      1,782円(税込)(1日目)  
　　　　　　　1,620円(税込)(2日目)　　 
　　・授業料3日間 、プリント代、雑費 
　　　　　　　29,500円(消費税2,360円) 

     　　　       合宿費参加合計49,860円（税込）        　　　　　 

　　　　　　　　通い合宿料金(宿泊費13,000円除く)　合計36,860円(税込) 

<各種割引> 
◎合宿費早期予約割引　12/5（水）までに予約の場合 
　参加合計48,000円（ *早めに注文や準備が出来るお礼として1,860円引き) 

◎兄弟割引 　両者から2,000円(合計4,000円引き) 

　　申込み方法　下記に記入し料金を添えてお持ちください。 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

ーーーーーーーーーキーーリーートーーリーーーーーーーーーーーー 

意識改革・再起動合宿　申込書
生徒氏名

保護者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

連絡可能電話 
メールアドレス

☎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　　　　 　            @

希望コース □通常合宿　　□通い合宿

割　引 □早期予約（通常合宿）　□兄弟割引
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このマインドセット⼿帳は、携帯
すれば、いつでもあなたを正しく
導いてくれますます。
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