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奇跡的なスピリチュアルな力が私たちの中で働いて
います。肉体の感覚では見えないものの、それは生
き生きと生きており、活発です。それは私たちの一
部で、私たちはその一部です。この力はオーラとし
て知られています。バーバラ・Y・マーティンとディミトリ・モライティス

　　　　　　　　『オーラを変えて人生を変えなさい』



オーラを変えて
人生を変えなさい
基礎コース
受賞した著者でスピリチュアルな教師であるバーバラ・Y・マー
ティンとディミトリ・モライティスが作った
6週間の神の聖なる光の瞑想の訓練

神の聖なる光を用いた瞑想を学びます
あなたが考え、感じ、そしてすることすべてが、さまざまな色彩や色調で現れるスピリ
チュアルエネルギーを放射します。これがあなたのオーラです。オーラの質を変えるこ
とで、人生の質を変えることができます。

ベストセラーの本『オーラを変えて人生を変えなさい』と50年の透視研究と研究に基
く、この特徴的なコースは、あなたの人生のすべての部分を豊かにするために、あなた
のオーラ力の源―あなた自身の神の聖なる光のスピリチュアルな銀行口座―にアクセス
する方法を教えます。あなたの人生を改善し、スピリチュアルな成長を加速する最も効
果的な瞑想の一つを発見するでしょう。神の光で瞑想することで、あなたはあなたの人
生をより速く、より効果的に、そして持続的な成功の大きなチャンスで変化させること
ができます。



成長するにつれて、あ
なたは、あなたの周囲
のあらゆる命の光を見
はじめます。友人や家
族の顔に、逆境の瞬間
に、インスピレーショ
ンの喜びの瞬間に、毎
日の通勤で挨拶する
ホームレスの人に、あ
らゆるあなたの幸運と
不幸の中に。

— バーバラ・Y・マーティンとディ
ミトリ・モライティス『オーラを変

えて人生を変えなさい』



コースでは次のテーマを扱います
•神の聖なる光と共に瞑想する方法

•愛、繁栄、癒し、英知、インスピレーションを含む、スピリチュアルな
豊かさの力光線とともに働く方法

•オーラの全体像はどのように見えるか

•チャクラシステムへの新しい洞察

•天のサポートシステムとともに働く方法

注意: オーラを変えて人生を変えなさい基礎コースは、７つのスピリチュアル
な技術プログラムの最初で、インスティトゥートでの継続する訓練への登竜門
です。このコースは、他の７つのスピリチュアルな技術を受講するための前提
条件です。



神の聖なる光と共に瞑想することの恩恵
•体、精神、感情の状況の癒し
•自己信頼と自信の感覚の増大
•個人的な目的と方向性についてのより深い感覚
•過去のトラウマとネガティブな習慣の解放と癒し
•才能や能力の発達の加速化
•あらゆる人間関係におけるより良い調和

科学的研究により、1日に30分間3か月瞑想すると、脳に認識可能
な生理学的変化が生じることが示されています。瞑想をライフス
タイルの選択とする人々は、長期的な精神的および感情的な利益
を獲得します。瞑想はストレス、不安を軽減し、創造性、全体的
な健康と幸福を高めます。

コース中に発見すること
•愛、繁栄、癒し、英知、インスピレーションを含む、スピリチュアル
な豊かさの力光線とともに働く方法

•オーラの全体像はどのように見えるか
•チャクラシステムへの新しい洞察
•天のサポートシステムとともに働く方法
•瞑想は、あなたをあなたの神性に近づけ、あなたの魂の可能性を広
げるのを助けます。

スピリチュアルな旅を始めているか、何年も形而上学的な道を歩
んでいるかどうかにかかわらず、このプログラムはあなたのスピ
リチュアルな展開に新しい扉を開きます。

コース
の恩恵

オーラを変えて
人生を変えなさい
基礎コース





よくある
質問

オーラはどのように助けてくれますか。
オーラはあなたのスピリチュアルなサポートシステムであり、あなたがあなたの意識の
どこにいるかを教えてくれます。人生の状態を変えるには、まずオーラを変えなければ
なりません。
オーラが見えなくてもオーラに働きかけることはできますか。

はい！心臓が鼓動していることを知るために心臓を見る必要がないように、それを扱う
ためにオーラを見る必要はありません。オーラを感知し、その特性を理解することによ
り、それをあなたの人生に適用し、結果を見ることができます。

オーラを変えるにはどうすればいいですか。

あなたのオーラは、あなたのあらゆる良い言葉、思考、行動、感情で向上します。さら
に、スピリチュアル・エネルギーで瞑想することでオーラを変えることができます。

オーラを扱うことは、スピリチュアルな成長にどのように役立ちますか。

オーラは、あなたがあなたのスピリチュアルな気性を鍛え、あなたのスピリチュ
アルな展開が発芽する場所です。

オーラの読み方を教えていますか。

このコースの焦点は、オーラを見ることを学ぶことではなく、オーラを改善し、変
えることです。透視は、スピリチュアルな進化の副産物です。スピリチュアルな発
達に集中すれば、オーラを見ることはちょうどよい時期に開花します。

チャクラで瞑想することを学びますか。

はい。オーラは人生で最初に変化を起こす場所であるため、チャクラはオーラを変化
させる最初の場所です。

私はすでに私が好きな瞑想の練習をしています。神の聖なる光で瞑想することを
学びながら、それを練習し続けることはできますか。

神の光で瞑想の価値を体験するには、瞑想の実践を混ぜないことを強くお勧めしま
す。別の瞑想を中断することが現実的でない場合は、1日の異なる時間に他の瞑想を練
習することをお勧めします。



コースを開始する前に、『オーラを変えて人生を変えてなさい』という本を読む必要がありますか。
『オーラを変えて人生を変えてなさい』はコースのための教科書です。トレーニングを最大限に活用するに
は、コース開始までに本を読むことをお勧めします。

 
直接でもオンラインでも参加できますか。

はい。カリフォルニア州エンシニータスの訓練センターで直接参加できます。あるいは、コンピューター、
タブレット、携帯電話からオンラインのビデオ会議に参加できます。単なるビデオ会議ではなく、教師と生
徒は本当にバーチャルな環境でお互いに会って交流します。ウェブサイトをチェックして日時を確認してく
ださい。

トレーニングセッションを欠席するとどうなりますか。

『オーラを変えて人生を変えてなさい』はコースのための教科書です。トレーニングを最大限に活用するに
は、コース開始までに本を読むことをお勧めします。

毎週どのくらいの時間を神の聖なる光で瞑想に費やすべきですか。

毎週どのくらいの時間を神の聖なる光で瞑想に費やすべきですか。

クラスの大きさはどれくらいですか。

これらはトレーニングセッションであるため、クラスサイズは小さく、クラスごとに約10人の生徒がいます。.

返金ポリシーはどうなっていますか。

I最初のセッションの後で完全に満足していない場合、100％の払い戻しを受け取ります。質問されることは
ありません。
オーラとスピリチュアルなエネルギーに関するこれらの教えはどこから来たのでしょうか。

インスティテュートが提供するすべての教えは、古くからの形而上学の実践を通して、各魂のスピリチュ
アルな進化を促進することに向けられています。これは、スピリチュアルな成長と覚醒の探求において多
くの魂を成功に導いた規律です。本とコースは、バーバラY.マーティンによる50年にわたる透視観察と研
究に基づいており、「光界の教え」と呼ばれる4,000年間の形而上学的な伝統に基づいています。



形而上学とは何ですか。

「形而上学」は、「物質的なものの後に来るもの」を意味し、肉体の命のスピリチュアルな根源の研究です。 
このように、形而上学は、一般的な精神性、神学、哲学、神秘主義、神智学、オントロジーなどの他の高貴な
研究と同様の目標を共有しています。

光界の教えとは何ですか。

光界の教え™（KOL）は、4,000年前に遡る形而上学的な伝統です。神の聖なる光を用いた包括的な実践を提供し
ます。 「光界」という用語は、これらの啓発されたスピリチュアルな原理が出てくる天の領域を指します。 そ
れらは、これらの教えに惹かれていると感じる人が人生のより高い次元に到達するのを助けるように設計され
ています。

光界の教えは、スピリチュアルな進化のペースを大幅に速めることができます。 すべての純粋なスピリチュア
ルな実践を尊重し、神の家族の一員として私たち全員をひとつにする共通の絆を照らし出します。より多くの
人々がスピリチュアルな生活に目覚め、最高のスピリチュアルな願望を実現するのに役立つ教えを探そうと
願っているため、今日その復興を享受しています。

光界の教えは、オーラ、瞑想、祈りから、癒し、天使、転生、スピリチュアルな成長にいたるまで、形而上学
のすべての側面を包含しています。 あなたがスピリチュアルな成長の新鮮なインスピレーションを探している
か、深く掘り下げるための形而上学的な伝統を探しているかどうかにかかわらず、光界の教えは神へと至るの
道の最も美しい解釈を提供します。

ミステリースクールとは何ですか。

ミステリースクールは、形而上学トレーニングセンターの古語です。 これらの学校で、あなたは「人生の謎」
を学びました。それらは古代ギリシャ、エジプト、そして世界の他の地域の時代に栄えました。 インドでは、
これらの霊的学習システムはアシュラムと呼ばれています。 ミステリースクールの目標は、知識、トレーニン
グ、および応用を通じて、形而上学の芸術と実践について生徒を最初に教育することでした。 徐々に、このト
レーニングは、「偉大なミステリー」としても知られる、直接的な神秘経験と才能へと導きました。これらの
学校は、神秘的な芸術において高度な才能を持ち、訓練されたイニシエートによって導かれていました。 スピ
リチュアル・アーツ・インスティテュートは、ミステリースクールの伝統に従い、プログラムとコースが構成
され、教えられています。



スピリチュアルな教師の役割

I自助と自立のこの時代では、教師が必要だという考えは、人々を間違った方法で刺激する可能性がありま
す。 その結果、自分でスピリチュアル的なはしごを登ろうとしている人が大勢います。 彼らは、さまざまな
源から、また自分自身の経験から知識を引き出し、自分自身のスピリチュアルなな道を築こうとします。 も
ちろん、私たちは自分で成長しなければなりませんが、人生のあらゆることと同じように、自分ですべてを学
ぶことはできません。 技術や商売を学ぶために学校に行くように、形而上学にも同じことが言えます。 私た
ち自身ですべてを学び行おうとするには、あまりにも多すぎます。

スピリチュアル指導の実践は、古来からの偉大な形而上学の訓練センターの古くからの伝統です。 スピリ
チュアルな知識や千里眼の経験を共有できる人はたくさんいますが、それだけで教師にはなれません。神の
聖なる光の資格のある教師は、あなたがスピリチュアルな可能性に到達するのを助けることができる人で
す。 これができるのは、彼らが自分自身のためにその場所に到達し、教師になるために何年もトレーニング
をしてきたからです。 真のスピリチュアルティーチャーは、高次の存在への直接の導管であることで架け橋
を築き、生徒が自分自身の直接知の場所に到達するまで使者として行動することができます。 教師は生徒の
ために成長を行うことはできませんが、スピリチュアルな成長を加速するために操縦し、力を与えることが
できます。

バーバラとディミトリはスピリチュアル・アーツ・インスティトゥートでどんな役割を演じますか。

バーバラ・Y・マーティンとディミトリ・モライティスは、スピリチュアル・アーツ・インスティテュートの
共同創設者であり、共同スピリチュアルディレクターです。 インスティテュートで提供されるインスピレー
ションを受けた本、ワークショップ、プログラム、およびコースは、バーバラの長年の透視経験と教えに基づ
いて、そして光界の教えに基づいて、バーバラとディミトリによって作成されました。 バーバラとディミトリ
は、進行中のすべてのトレーニングクラスを率いて、光界の教えを世界に広めるミッションを指揮します。

50年以上の献身的な奉仕の後、バーバラは、執筆を追求し、インスティトゥートとスピリチュアルな使命の
範囲を大幅に拡大する実際の教育からは部分的に引退しました。彼女はディミトリが自分自身のような神秘
的な教師となって、今後長年にわたりスピリチュアルな仕事を続けられるように訓練しました。

バーバラとディミトリの履歴書やその他の情報は次のサイトにあります。

http://spiritualarts.org/about-us/



７つのスピリチュアルな技術のプログラム
オーラを変えて人生を変えなさい基礎コースは、７つのスピリチュアルな技術訓練プログラ
ムの最初です。 基礎コースを無事終えたら、７つのスピリチュアルな技術訓練プログラムに
参加することをお勧めします。
７つのスピリチュアルな技術のプログラムは、ハイヤーセルフ瞑想をさらに深め、オーラ
フィールドをより深く構築し、スピリチュアルと物質両方の活動の幅広い領域で神の聖な
る光と共に瞑想する最先端の個人的な形而上学トレーニングです。

７つのリベラルアーツが人生の知的な厳しさのために魂を準備するように設計されてい
るように、これらの７つの神秘的な技術は、キャリア、経済状況、人間関係からあなた
のスピリチュアルな成長を加速することまで、人生のあらゆる側面に利用できるスピリ
チュアルなスキルの永続的な基礎を構築するのに不可欠な神の聖なる光の原則を提供し
ます。

詳しくは次のサイトで: http://spiritualarts.org/classes/seven-spiritual-arts-training-program/ 



覚醒したオーラは、私た
ち全員が目指す理想で
す。人生で最も欲しいも
のの理想的なイメージを
構築する際に、あなたの
ハートとマインドに視覚
化すべきオーラのイメー

ジです。
— バーバラ・Y・マーティンとディ
ミトリ・モライティス『オーラを変

えて人生を変えなさい』



今登録できます.

登録サイト: http://spiritualarts.org/classes/
seven-spiritual-arts-training-program/
change-your-aura/ 



肉眼では見えない、私たち一人一人の中
で起こる活動の深さは、本当に驚くべき

ものです。
— バーバラ・Y・マーティンとディミトリ・モライティス

『オーラを変えて人生を変えなさい』



成長の
ための
ガイド



オーラを変えて人生を変えなさい
–改訂版
あなたのスピリチュアルな力を広げるステップバイステップの
ガイドブック  バーバラ・Y・マーティンとディミトリ・モライ
ティス体のオーラのエネルギーと共に働くベストセラーの傑作が改訂され新しくなりました！
無限のスピリチュアルエネルギーの源を発見してください。 あなたが考え、感じ、行う
ことはすべて、さまざまな色彩や色調で現れるスピリチュアルエネルギーを放射しま
す。これがあなたのオーラ、あなたのスピリチュアルな青写真です。 オーラの質を変え
ることで、人生の質を自動的に変えることができます。 この画期的な本の中で、有名な
オーラの専門家であるバーバラ・Y・マーティンは、形而上学のモーツァルトとして知ら
れていますが、オーラを改良し、強化するために神の聖なる光を用いた瞑想の技術へと
いざないますが、これは数十年にわたり数千人の生徒に教えてきたものです。

オーラが見えても見えなくても、この画期的な本は次のことを明らかにします

•オーラの多様な色があなたについて何を語るのか
•愛、繁栄、癒し、英知といったスピリチュアルな豊かさの力光線と共に働く方法

• 90以上の瞑想により、個人的な人間関係を深め、キャリアを伸ばし、破壊的
な感情を変えます。

•スピリチュアルな進化に関連するオーラ
•オーラを拡大させるために洋服で着る色
•よりスピリチュアルになり、神に近づくための方法

Barbara Y. Martin and 

Dimitri Moraitis



スピリチュアル・
アーツ・インス
ティトゥート
について



スピリチュアル・アーツ・インスティテュートは、オー
ラ、スピリチュアルな健康と進化のための最高の形而上
学の学校です。私たちは、神との直接的なつながりを築
き、魂の可能性に火をつけるように設計された、直接参
加とオンラインで教えられる感動的なワークショップと
クラスを提供します。 私たちは、単一のワークショッ
プから安定した継続的なトレーニングまで、あらゆるレ
ベルのプログラムを提供しています。

私たちの使命は、魂のスピリチュアルな進化を支援す
るように設計された、明確で実用的で質の高いスピリ
チュアルな教育を提供することです。

2005年にバーバラ・Y・マーティンとディミトリ・モ
ライティスによって設立されたスピリチュアル・アー
ツ・インスティトゥートは、 501(c) (3)  カリフォルニ
ア州エンシニタスにある非課税の教育法人です。 イン
スティトゥートの目標は、人生のあらゆる歩からスピ
リチュアルな理解と進化を加速するように人々を助け
ることです。 私たちの目的は、生命と人間の発達の研
究において形而上学を適切な場所に再配置し、人生の
あらゆる面で自信、愛、自立、慈善、親切、創造性、
内なる知識を啓発することです。 



スピリチュアル・アーツ・
インスティトゥートの目的

私たちの仕事の目的は、魂の成長を助けること
です。あたのスピリチュアルな可能性を達成さ
せるために、私たちは、これを、形而上学、神
の聖なる光、ヒーリング技術、瞑想体系的な学
びを提供することによって行います。

私たちは a 501(c) (3) の非営利組織で、成長する
コミュニティへの支援に感謝しています。
クラスの受講方法、ワークショップへの参加、
組織の支援についてもっと知りたい人は、こち
らへどうぞ： http://spiritualarts.org/




