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1 ヶ月目 2 週目【変化を妨げる思考を変えよう！】 

 

変化を妨げる思考があると、いくらヒーリングをしても効果が出ませんし、効果を感じられないこと

もあります。 

 

【宇宙】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・私の「宇宙」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「宇宙」の定義 

・「宇宙」は安心安全です 

・「宇宙」を感じてもいいです 

・私は宇宙を感じます 

 

 

【宇宙とつながる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・私の「宇宙とつながる」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「宇宙とつながる」の定義 

・宇宙とつながっても安心安全です 

・宇宙とのつながりを感じてもいいです 

・私は宇宙とつながっています 

 

 

【宇宙エネルギー】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の宇宙エネルギ」ーの定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「宇宙エネルギー」の定義 

・「宇宙エネルギー」は安心安全です 

・「宇宙エネルギー」を感じてもいいです 
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・私は宇宙エネルギーを感じます 

 

 

【本音】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の本音」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「本音」の定義 

・「本音」は安心安全です 

・「本音」を感じてもいいです 

・私は本音を感じます 

・私は宇宙の定義の「自分の本音」を知っています 

・私は「自分の本音」を知っても安心安全です 

・私は「自分の本音」を知ってもいいです 

・私は「自分の本音」を知ることができます 

・私は「自分の本音」を聞いて安心安全です 

・私は「自分の本音￥を聞いてもいいです 

・私は「自分の本音」を聞くことができます 

 

 

【潜在意識】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の潜在意識」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「潜在意識」の定義 

・「潜在意識」は安心安全です 

・「潜在意識」を感じてもいいです 

・私は潜在意識を感じます 

・私は「潜在意識」の声を聴いても安心安全です 

・私は「潜在意識」の声を聴いてもいいです 

・私は「潜在意識」の声を聴くことができます 
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【現実】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の現実の定義」やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「現実」の定義 

・「現実」は安心安全です 

・「現実」を感じてもいいです 

・私は現実を感じます 

・私は「現実」を知っても安心安全です 

・私は「現実」を知ってもいいです 

・私は「現実」を知ることができます 

・私は「現実」を見ても安心安全です 

・私は「現実」を見てもいいです 

・私は「現実」を見ることができます 

 

 

【変化】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の変化」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「変化」の定義 

・私は「変化」しても安心安全です 

・私は「変化」してもいいです 

・私は最高最善のタイミングで「変化」します（変化できます） 

 

 

【変わる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の変わる」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「変わる」の定義 

・私は変わっても安心安全です 

・私は変わってもいいです 
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・私は最高最善のタイミングで変わります 

 

 

【変化を感じる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の変化を感じる」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「変化を感じる」の定義 

・私は変化を感じても安心安全です 

・私は変化を感じてもいいです 

・私は変化を感じることができます 

 

 

【効果が出る】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の効果が出る」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「効果が出る」の定義 

・私は効果が出ても安心安全です 

・私は効果が出てもいいです 

・私は効果が出ます 

 

 

【効果を感じる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の効果を感じる」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「効果を感じる」の定義 

・私は効果を感じても安心安全です 

・私は効果を感じてもいいです 

・私は効果を感じます 
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【成果が出る】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の成果が出る」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「成果が出る」の定義 

・私は成果が出ても安心安全です 

・私は成果が出てもいいです 

・私は成果が出ます 

 

 

【成果を感じる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の成果を感じる」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「成果を感じる」の定義 

・私は成果を感じても安心安全です 

・私は成果を感じてもいいです 

・私は成果を感じます 

 

 

【進化】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の進化」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「進化」の定義 

・私は進化しても安心安全です 

・私は進化してもいいです 

・私は進化します 

 

 

【進化を感じる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の進化を感じる」の定義やイメージ 
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次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「進化を感じる」の定義 

・私は進化を感じても安心安全です 

・私は進化を感じてもいいです 

・私は進化を感じます 

 

 

【成長】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の成長」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「成長」の定義 

・私は成長しても安心安全です 

・私は成長してもいいです 

・私は成長します 

 

 

【成長を感じる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の成長を感じる」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「成長を感じる」の定義 

・私は成長を感じても安心安全です 

・私は成長を感じてもいいです 

・私は成長を感じます 

 

 

【前に進む】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の前に進む」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「前に進む」の定義 
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・私は前に進んでも安心安全です 

・私は前に進んでもいいです 

・私は前に進みます 

 

 

【前に進むと感じる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の前に進むと感じる」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「前に進むと感じる」の定義 

・私は前に進んでいると感じても安心安全です 

・私は前に進んでいると感じてもいいです 

・私は前に進んでいると感じます 

 

 

【癒される】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の癒される」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「癒される」の定義 

・私は癒されても安心安全です 

・私は癒されてもいいです 

・私は癒されます 

 

 

【癒す】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の癒す」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「癒す」の定義 

・私は癒しても安心安全です 

・私は癒してもいいです 

・私は癒します 
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【癒されると感じる】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の癒されると感じる」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「癒されると感じる」の定義 

・私は癒されていると感じても安心安全です 

・私は癒されていると感じてもいいです 

・私は癒されていると感じます 

 

 

【受取る】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の受取る」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「受取る」の定義 

・私は受取っても安心安全です 

・私は受け取ってもいいです 

・私は受取ることができます 

 

 

【ヒーリング】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私のヒーリング」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「ヒーリング」の定義 

・私はヒーリングをしても安心安全です 

・私はヒーリングをしてもいいです 

・私はヒーリングをします 

 

 

【優しい】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の優しい」の定義やイメージ 
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次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「優しい」の定義 

・私は優しくされても安心安全です 

・私は優しくされてもいいです 

・私は優しくされます 

 

 

【愛される】 

次のエネルギーを宇宙に返してみましょう。 

・「私の愛される」の定義やイメージ 

 

次のエネルギーを入れてみましょう。 

・宇宙の「愛される」の定義 

・私は愛されても安心安全です 

・私は愛されてもいいです 

・私は愛されます 
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下記にある思考がないか筋反射テストをしてチェックしてみましょう。 

 

・私は変化したくない 

・私は変わりたくない 

・私は変化を感じたくない 

・私は効果を出したくない 

・私は効果を感じたくない 

・私は成果を出したくない 

・私は成果を感じたくない 

・私は進化したくない 

・私は進化を感じたくない 

・私は成長したくない 

・私は成長を感じたくない 

・私は前に進みたくない 

・私は前に進んでいると感じたくない 

・私は癒されたくない 

・私は癒したくない 

・私は癒しを感じたくない 

・私は受取りたくない 

・私はヒーリングをしたくない 

・私は優しくされたくない 

・私は愛されたくない 

 

 

どこか引っかかったものがあればワークしてみましょう。 

 


