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2 ヶ月 1 週目②インナーチャイルド 

思考パターンワーク 
 

私たちは親を選んで生まれてくると言われています。 

その両親のもとに生まれてどんな経験をし、どんなことを言われて、どんなふうに扱われて育つか、

魂は了解して生まれてきています。 

 

その両親のもとでしか学べないこと、身につけられないこと、考え方などがあるのです。 

そうやって人生の第一段階は親や世界から様々なものを刷り込まれて生きる段階です。 

そして人生の第二段階は苦しいことと共にやってくることが多いのですが、自分の生き方や考え

方などに疑問を持ち出す機会がやってきます。 

 

そして自分を見つめだすことが始まるのですが、そこで始まるのが人生の検証です。 

自分がやってきたこと、思っていたこと、考え方などそれらは本当に正しかったのか？自分の考え

なのか？他人からの刷り込みなのではないか？ということに気が付き始めます。 

 

そしてその中からもう一度自分にとって必要なものを選び直すという作業が始まります。 

ただ刷り込みの量は膨大で特に両親からの刷り込みは愛に絡むことも多く一人では解消できにく

いことも多々あります。 

 

このセクションではそんな親からの呪縛をできるだけたくさん解放できるようにプログラムされてい

ます。 

自分らしくないものは解放し本当の自分に還りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

幸せ思考メソッド 

2 

Copyrihts@KeikoKitaguchi2017 

目次 

1  赤ちゃんのときの自分を癒す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

2  捨てられる・繋がるテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

3  虐待・自尊心のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

4  満たされない思い・～してもらえないテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・9 

5  足らない・恥のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

6  疎外感・周りとなじめないテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

7  依存・無能のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

8  危険・恐怖心のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

9  威厳・威圧・支配のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

10 いつも失敗する・やっても無駄のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

11 自己犠牲・我慢のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

12 評価・認められたいテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

13 警戒心・抑制のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

14 感情表現のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

15 自分に厳しくするテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

幸せ思考メソッド 

3 

Copyrihts@KeikoKitaguchi2017 

1 赤ちゃんのときの自分を癒す 

私たちは赤ちゃんの頃から言葉はわからなくてもエネルギーは感じています。 

ですから赤ちゃんであっても親や周りからの発せられるエネルギーを感じて快不快は感じていま

す。その頃の無意識に創られた思考というものがあります。 

それらを解放していきましょう。 

 

 

□私は生まれてきたくなかった 

□私は生まれてきてはいけなかった 

□私は間違えて生まれてきた 

□私は女で生まれてきたのが間違いだ 

□私は男で生まれてきたのが間違いだ 

□私が生きているのは間違いだ 

□私は生存してはいけない 

□私は生存する価値がない 

□私は無力だ 

□私は何もできない 

□私はバカだ 

□私は何もわからない 

□私は愚かだ 

□赤ちゃんは無力だ 

□赤ちゃんは何もできない 

□赤ちゃんはバカだ 

□赤ちゃんは何もわからない 

□赤ちゃんは愚かだ 

□赤ちゃんは劣っている 

□子供は無力だ 

□子供は何もできない 

□子供はバカだ 

□子供は何もわからない 

□子供は愚かだ 

□子供は劣っている 

□私は赤ちゃんでいなければいけない 

□私は赤ちゃんのままでいないと愛されない 

□私は赤ちゃんでいたい 
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□無力な子はかわいい 

□何もできない子はかわいい 

□バカな子はかわいい 

□何もわからない子はかわいい 

□愚かな子はかわいい 

□劣っている子はかわいい 

□私は無力な子しか愛さない 

□私は何もできない子しか愛さない 

□私はバカな子しか愛さない 

□私は何もわからない子しか愛さない 

□私は愚かな子しか愛さない 

□私は劣っている子しか愛さない 

□私は子供でいなければいけない 

□私は子供のままでいないと愛されない 

□私は子供でいたい 

□私は母親がいないと生きていけない 

□私は父親がいないと生きていけない 

□私は身の回りのことを母親がいないとできない 

□私は身の回りのことを父親がいないとできない 

□私は大きくなってはいけない 

□私は成長してはいけない 

□みんな私の思い通りになるべきだ 

□みんな私のために動くべきだ 

□みんな私のために働くべきだ 

□みんな私の世話をするべきだ 

□みんな私に仕えるべきだ 

□みんな私を愛すべきだ 

□みんな私を大切にするべきだ 

□みんな私を一番に優先すべきだ 

□みんな私を喜ばせるべきだ 

□みんな私に食べさせるべきだ 

□私は欲しいもが与えてもらえない 

□私は欲しくないものばかり与えられる 
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2 捨てられる、繋がるテーマ 

親の離婚や片親しかいないなどの環境にいると子供は「親に捨てられた」と思い込みができること

があります。親は捨てた気はなくても子供は「自分が悪いから捨てられた」と思います。そこから罪

悪感を持つようになることもあります。 

また、たまたま気が付いたときに親がいないと不安になり「捨てられた」と感じたかもしれません。

それらの経験が「自分は存在してはいけないんだ」という存在価値に影響することがあります。 

思考をチェックして解放していきましょう。 

 

□私は母親（父親）に見捨てられる 

□私は母親（父親）を見捨てる 

□私は子供に見捨てられる 

□私は子供を見捨てる 

□私は母親（父親）に捨てられる 

□私は母親（父親）を捨てる 

□私は子供に捨てられる 

□私は子供を捨てる 

□私は母親（父親）に見放される 

□私は母親（父親）を見放す 

□私は子供に見放される 

□私は子供を見放す 

□私は母親（父親）に置き去りにされる 

□私は母（父親）親を置き去りにする 

□私は子供に置き去りにされる 

□私は子供を置き去りにする 

□私は母親（父親）に見殺しにされる 

□私は母親（父親）を見殺しにする 

□私は子供に見殺しにされる 

□私は子供を見殺しにする 

□私は母親（父親）に殺される 

□私は母親（父親）を殺す 

□私は子供に殺される 

□私は子供を殺す 

□私は母親（父親）に独占される 

□私は母親（父親）を独占する 

□私は子供に独占される 
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□私は子供を独占する 

□私は母親（父親）に繋がってもらえない 

□私は母親（父親）に繋がりたくない 

□私は子供に繋がってもらえない 

□私は子供に繋がりたくない 

□私は母親（父親）に親密な関係になってもらえない 

□私は母親（父親）と親密な関係になりたくない 

□私は子供に親密な関係になってもらえない 

□私は子供と親密な関係になりたくない 

□私は母親（父親）に裏切られる 

□私は母親（父親）を裏切る 

□私は子供に裏切られる 

□私は子供を裏切る 

□私は母親（父親）を奪われる 

□私は母親（父親）を奪う 

□私は子供を奪われる 

□私は子供を奪う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

幸せ思考メソッド 

7 

Copyrihts@KeikoKitaguchi2017 

3 虐待、自尊心のテーマ 

親も自分のインナーチャイルドが癒されていないと子供に感情的になったり、八つ当たりしてしま

います。自分が無力であったり抑圧されたり我慢したこと経験が自分の子供に重なり、当時対処

できなかった弱い自分への嫌悪感や抵抗できなかった自分を許せない思いから虐待に至ること

があります。自己顕示欲や自尊心、自己表現のテーマもあります。 

これらのテーマも解放していきましょう。 

 

□私は虐待される 

□私は虐待する 

□私は体罰を受ける 

□私は体罰を与える 

□私は辱め（はずかしめ）を受ける 

□私は辱め（はずかしめ）を与える 

□私はさらし者にされる 

□私はさらし者にする 

□私は暴言を吐かれる 

□私は暴言を吐く 

□私は怒鳴られる 

□私は怒鳴る 

□私はいじめられる 

□私はいじめる 

□私は攻撃される 

□私は攻撃する 

□私は侮辱される 

□私は侮辱する 

□私は揚げ足をとられる 

□私は揚げ足をとる 

□私は陥れられる 

□私は陥れる 

□私は暴力を振るわれる 

□私は暴力をふるう 

□私は服従させられる 

□私は服従させる 

□私は屈服させられる 

□私は屈服させる 
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□私は脅（おど）される 

□私は脅（おど）す 

□私は脅（おびや）かされる 

□私は脅（おびや）かす 

□私は搾取される 

□私は搾取する 

□私は利用される 

□私は利用する 

□私は支配される 

□私は支配する 

□私は軽く扱われる 

□私は人を軽く扱う 

□私はあざ笑われる 

□私は人をあざ笑う 
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4 満たされない思い、～してもらえないテーマ 

親がいくら与えていても本人が望む形でなければ「してもらえなかった」「満たされなかった」という

思いになります。 

また、実際に与えてもらえなかったかもしれません。これらも「満たされてはいけない」「してもらっ

てはいけない」思考があるからです。 

これらの思いも解消していきましょう。 

 

□私は大切（大事）にしてもらえない 

□私は人を大切（大事）にしない 

□私は人を大切（大事）にしたくない 

□私は愛してもらえない 

□私は人を愛さない 

□私は人を愛したくない 

□私は守ってもらえない 

□私は人を守らない 

□私は人を守りたくない 

□私は甘えさせてもらえない 

□私は人を甘えさせない 

□私は人を甘えさせたくない 

□私は優しくしてもらえない 

□私は人に優しくしない 

□私は人に優しくしたくない 

□私は受け入れてもらえない 

□私は人を受け入れない 

□私は人を受け入れたくない 

□私は理解してもらえない 

□私は人を理解しない 

□私は人を理解したくない 

□私は助けてもらえない 

□私は人を助けない 

□私は人を助けたくない 

□私は教えてもらえない 

□私は人に教えない 

□私は人に教えたくない 

□私は話を聞いてもらえない 
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□私は人の話を聞かない 

□私は人の話を聞きたくない 

□私は誰にも注目してもらえない 

□私は誰にも注目しない 

□私は誰にも注目したくない 

□私はかまってもらえない 

□私は人をかまわない 

□私は人をかまいたくない 

□私は欲しいものを与えてもらえない 

□私は人が欲しと思っているものを与えない 

□私は人が欲しいと思っているものを与えたくない 

□私は支えてもらえない 

□私は人を支えない 

□私は人を支えたくない 

□私は頼らせてもらえない 

□私は人を頼らせない 

□私は人を頼らせたくない 

□私は擁護してもらえない 

□私は人を擁護しない 

□私は人を擁護したくない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

幸せ思考メソッド 

11 

Copyrihts@KeikoKitaguchi2017 

5 足らない、恥のテーマ 

私たちは「これができないとダメだ」と条件付けで愛されることがあります。すると自分には欠陥が

ある思い、欠陥部分を埋めようと努力したり、欠陥のない人間になろうとします。そして欠陥部分

が埋まらなかったり、欠陥のない人間になれないと自分を諦めることもあります。そんな自分を羞

恥する心が生まれることもあります。 

これらの思いも解消していきましょう。 

 

□私はダメな人間です 

□私はできない人間です 

□私はバカです 

□私はのろまです 

□私は頭が悪い 

□私は恥ずかしい人間です 

□私は変わり者です 

□私は裸の王様です 

□私は醜いです 

□私は汚い、私はけがれている 

□私は人より劣っています 

□私には価値がない 

□私は卑屈です 

□私は自分を卑下します 

□私は見下されます 

□私は粗探しされます 

□私は批判されます 

□私は侮辱される 

□私はさげすまれる 

□私は自意識過剰です 

□私は自分の欠点を隠したい 

□私は自尊心がない 

□私は未熟です 

□私は完璧でなければいけない 

□私は無能です 

□私は才能がない 

□私は一人で生きていけない 

□私は本音を見せられない 
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□私は本音が言えない 

□私は本心がバレてはいけない 

□私は本当の自分を隠さなければいけない 

□私はひどい人間です 

□私は惨めな存在です 

□私は情けない存在です 

□私は貧しい存在です 

□私は役に立たない存在です 

□私は人を不快にさせる 

□私は人をイラつかせる 

□私は人を怒らせる 

□私は人を傷つける 

□私は人を悲しませる 

□私は人をがっかりさせる 

□私は人に迷惑をかける 

□私は人を困らせる 
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6 疎外感、普通でない、周りとなじめないテーマ 

疎外感は一見嫌なことのように思いますが、潜在意識的には自分を守る行為の一つになっている

ことがあります。周りとの境界線をうまく持てないとか、周りとなじむことで自分を抑圧することにな

ると疎外されていた方が安全なのです。 

また得たいものを得るために疎外されるというポジションをとることもあります。 

 

□私は仲間外れにされる 

□私は人を仲間外れにする 

□私は孤独だ 

□私は人を孤独にさせる 

□私は普通じゃない 

□私は変わっている 

□私は特別だ 

□私だけ違う 

□私は周りと合わさなければいけない 

□みんなと同じでなければいけない 

□私は問題のある人間だ 

□私は障害を持っている 

□私は病気だ 

□私は変な人間だ 

□私だけ恵まれている 

□私だけ恵まれていない 

□私だけ豊かだ 

□私だけ貧しい 

□私だけ愛されている 

□私だけ愛されない 

□私だけ可愛がられる 

□私だけ可愛がってもらえない 

□私だけかわいい 

□私だけ不細工 

□私だけ美しい 

□私だけ醜い 

□私だけ得をしている 

□私だけ損をしている 

□私だけ頭がいい 
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□私だけ頭が悪い 

□私だけできる 

□私だけできない 

□私だけ才能がある 

□私だけ才能がない 

□私だけ器用 

□私だけ不器用 

□私だけ理解してもらえる 

□私だけ理解してもらえない 

□私だけ認めてもらえる 

□私だけ認めてもらえない 

□私だけ賛成してもらえる 

□私だけ反対される 
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7 依存、無能のテーマ 

親からの刷り込みと親からどう扱われてきたか？が影響します。 

自分に力がある、力があると信じること、力の使い方など力パワーのテーマと、自分を信じる自己

信頼のテーマ、自分には価値があるという自己価値のテーマ、エネルギーの循環のテーマなどが

あります。 

 

□私は無能だ 

□私は無能でいなければいけない 

□私は無能でいた 

□私は無力だ 

□私は無力でいなければいけない 

□私は無力でいたい 

□私は支配される 

□私は支配されなければいけない 

□私は支配されたい 

□私は支配したい 

□私は支配しなければいけない 

□私は権力を持ってはいけない 

□私は力を持ってはいけない 

□私は力を持てない 

□自分の力が怖い 

□私は自立できない 

□私は自立してはいけない 

□私は自立したくない 

□私は一人で生きていけない 

□私は一人で生きてはいけない 

□私は一人で生きたくない 

□私が考えることはいつも間違っている 

□私がすることはいつも間違っている 

□私の言うことはいつも間違っている 

□親の言うことが正しい 

□私は親の言うことを聞かなければいけない 

□私は親に従わなければいけない 

□自分で決断できない 

□自分で決断してはいけない 
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□自分で決断したくない 

□自分で判断できない 

□自分で判断してはいけない 

□自分で判断したくない 

□私は依存する 

□私は依存される 

□私は依存したい 

□私は依存されたい 

□私は依存しなければいけない 

□私は依存されなければいけない 

□私は寄生する 

□私は寄生される 

□私は寄生したい 

□私は寄生されたい 

□私は寄生しなければいけない 

□私は寄生されなければいけない 

□私は利用する 

□私は利用される 

□私は利用したい 

□私は利用されたい 

□私は利用しなければいけない 

□私は利用されなければいけない 

□私は搾取する 

□私は搾取される 

□私は搾取したい 

□私は搾取されたい 

□私は搾取しなければいけない 

□私は搾取されなければいけない 

□私はコントロールする 

□私はコントロールされる 

□私はコントロールしたい 

□私はコントロールされたい 

□私はコントロールしなければいけない 

□私はコントロールされなければいけない 

□私は人を助けたい 

□私は助けてもらいたい 
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□私は人を助けなければいけない 

□私は人に助けてもらわなければいけない 

□私は与えたい 

□私は与えてもらいたい 

□私は与えなければいけない 

□私は与えてもらわなければいけない 

□私は守りたい 

□私は守ってもらいたい 

□私は守らなければいけない 

□私は守ってもらわなければいけない 

□私は稼ぎたい 

□私は稼いでもらいたい 

□私は稼がなければいけない 

□私は稼いでもらわなければいけない 

□私は奪う 

□私は奪われる 

□私は奪いたい 

□私は奪われたい 

□私は奪わなければいけない 

□私は奪われなければいけない 

□私は騙す 

□私は騙される 

□私は騙したい 

□私は騙されたい 

□私は騙さなければいけない 

□私は騙されなければいけない 

□私は断れない 

□私は断りたい 

□私は断らなければいけない 

□私はいいなりになる 

□私はいいなりになりたい 

□私はいいなりにならなければいけない 

□私は頼りたい 

□私は頼られたい 

□私は頼らなければいけない 

□私は頼られなければいけない 
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□私は役に立ちたい 

□私は役に立たなければいけない 

□私は必要とされたい 

□私は必要とされなければいけない 
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8 危険、恐怖心のテーマ 

恐怖心というのは他人からの刷り込みや過去生からの影響のものもありますが、行動すること、

パワーを使うこと、前進すること、成長することなど様々なものとストップさせる働きがあります。自

分を守るために必要な感情ですが過剰に反応する必要はありません。 

思考をチェックして解放していきましょう。 

 

□私は病気が怖い 

□私は事故が怖い 

□私は災害が怖い 

□私は死が怖い 

□私は死ぬことが怖い 

□私は自殺が怖い 

□私は自殺しそうで怖い 

□私は気が狂うのが怖い 

□私はお金（財産）をなくすのが怖い 

□私は犯罪に遭うのが怖い 

□私は被害者になるのが怖い 

□私は加害者になるのが怖い 

□私は犯罪者になるのが怖い 

□私は警察に捕まるのが怖い 

□私は刑務所に入れられるのが怖い 

□私は訴えられるのが怖い 

□私は誤解されるのが怖い 

□私は暴力が怖い 

□私は未来が怖い 

□私は把握できないのが怖い 

□私は何が起こるかわからないのが怖い 

□私は経験したことないことを経験するのが怖い 

□私は外が怖い 

□私は家が怖い 

□私は家族が怖い 

□私は母が怖い 

□私は父が怖い 

□私は兄弟姉妹が怖い 

□私はすべてが怖い 
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□私は世界が怖い 

□私は水が（高いところなど思いつくもの）怖い 

□私は人が怖い 

□私は男が怖い 

□私は女が怖い 

□私は子供が怖い 

□私は赤ちゃんが怖い 

□私は先生が怖い 

□私は権威者が怖い 

□私は人前に出るのが怖い 

□私は視線が怖い 

□私は人のうわさが怖い 

□私は妬まれるのが怖い 

□私は嫉妬されるのが怖い 

□私は目立つのが怖い 

□私は注目されるのが怖い 

□私は人気者になるのが怖い 

□私は人気者になれないのが怖い 

□私は有名になるのが怖い 

□私は有名になれないのが怖い 

□私は成功するのが怖い 

□私は失敗するのが怖い 

□私は幸せになるのが怖い 

□私は不幸になるのが怖い 

□私は親に認めてもらえないことが怖い 

□私は怒られるのが怖い 

□私は存在できないのが怖い 

□自分自身を認識できなくなるのが怖い 

□私はすべてを忘れるのが怖い 

□愛する人を忘れるのが怖い 

□私がおかしくなるのが怖い 

□私が壊れるのが怖い 
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9 威厳、威圧、支配のテーマ 

ここでは強い者と弱い者のテーマが出てきます。力の扱い方、権力などの扱い方がテーマです。 

 

□私は父に従わなければいけない 

□私は母に従わなければいけない 

□私に従うべきだ 

□私は父の期待に応えなければいけない 

□私は母の期待に応えなければいけない 

□私の期待に応えるべきだ 

□私は父の機嫌を取らなければいけない 

□私は母の機嫌を取らなければいけない 

□私の機嫌を取るべきだ 

□私は父を喜ばせなければいけない 

□私は母を喜ばせなければいけない 

□私を喜ばせるべきだ 

□私は何をするのも父に許可をとらなければいけない 

□私は何をするのも母の許可をとらなければいけない 

□私の許可をとるべきだ 

□私は父にいつも自分のことを報告しなければいけない 

□私は母にいつも自分のことを報告しなければいけない 

□私に報告するべきだ 

□私は父が怖い 

□私は母が怖い 

□私は父に逆らえない 

□私は母に逆らえない 

□私は父を怨んでいる 

□私は母を怨んでいる 

□私は父が嫌いだ 

□私は母が嫌いだ 

□私は権威者に従わなければいけない 

□私は権威者になる 

□私は威圧される 

□私は威圧する 

□私は支配されなければいけない 

□私は支配する 
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□私は権力者に従わなければいけない 

□私は権力者になる 

□私は押さえつけられる 

□私は人を押さえつける 

□私は抑圧される 

□私は人を抑圧する 

□私は能力のある人に従わなければいけない 

□私は能力を持つと人を従わせる 

□私は頭のいい人に従わなければいけない 

□私は頭がいいと人を従わせる 

□私は力の強いものに従わなければいけない 

□私は力が強くなると人を従わせる 

□私は優秀な人に従わなければいけない 

□私は優秀になると人を従わせる 

□私は逆らいたい 

□私は逆らわなくてはいけない 

□私は反抗したい 

□私は反抗しなければいけない 

□私は反対したい 

□私は反対しなければいけない 

□私は従いたくない 

□私はねじ伏せられる 

□私はねじ伏せられなければいけない 

□私は言い返したい 

□私は言い返さなければいけない 

□私は反撃したい 

□私は反撃しなければいけない 

□私は仕返ししたい 

□私は仕返ししなければいけない 

□私は復讐したい 

□私は復讐しなければいけない 

□私は攻撃したい 

□私は攻撃しなければいけない 

□私は言いなりになりたい 

□私は言いなりにならなければいけない 

□権力者はバカだ 
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□私は弱い 

□私は敗北者だ 

□私は負け犬だ 

□私は気が弱い 

□私は気が小さい 
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10 いつも失敗する、やっても無駄のテーマ 

ここでは失敗することにメリットがあったり、上手くいくことにデメリットがあったりします。また何度

も挑戦して結果が出ないと諦める、など失敗を諦めるための理由に使うこともあります。本気にな

らないための理由にしたり、失敗や無駄は進むことを止める言い訳に使われることもあります。 

 

 

□私は愚かだ 

□私は愚かでなければいけない 

□私は不器用だ 

□私は不器用でなければいけない 

□私は才能がない 

□私は才能があってはいけない 

□私は無知だ 

□私は無知でいなければいけない 

□私は人生に失敗する 

□私は人生に失敗しなければいけない 

□私は失敗作だ 

□私は失敗作にならなければいけない 

□私は恋愛に失敗する 

□私は恋愛に失敗しなければいけない 

□私は不幸になる 

□私は不幸にならなければいけない 

□私は結婚に失敗する 

□私は結婚に失敗しなければいけない 

□私は離婚する 

□私は離婚しなければいけない 

□私は努力しても無駄だ 

□私は何をやっても報われない 

□私は何をやってもダメだ 

□私は何をしても無駄だ 

□私は課題を先延ばしする 

□私は挑戦するのが怖い 

□私には向いているものがない 

□私にできるものがない 

□私は何もできない 
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□私は頑張りたくない 

□私は努力したくない 

□私は何もしたくない 

□私は私を諦めたい 

□私は私を諦める 

□私は楽しいことがない 

□私は幸せになれない 

□私は成功できない 

□私はお金持ちになれない 

□私は人生を諦める 

□私は人生を諦めなければいけない 

□私は自分の才能を諦める 

□私は自分の才能を諦めなければいけない 
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11 自己犠牲、我慢のテーマ 

犠牲や我慢を美徳とする思考や、争いを避けるためや迷惑をかけないようにするためという思い

から持つことが多い思考です。本当に美徳なのか本当に争いや迷惑があるのか真実を検証する

ことがポイントです。 

 

 

□私は自分より人を優先しなければいけない 

□私は人より自分を優先する 

□私は自己中心的な人間になる 

□私は家族のために犠牲にならなければいけない 

□私は家族を犠牲にする 

□私は母親（父親）の犠牲になる 

□私は母親（父親）を犠牲にする 

□私は子供の犠牲になる 

□私は子供を犠牲にする 

□私は夫（妻）の犠牲になる 

□私は夫（妻）を犠牲にする 

□犠牲になることは美しい 

□犠牲になると徳をつめる 

□私が犠牲になることで平和になる 

□私が犠牲になることで丸く収まる 

□私は犠牲にならなければいけない 

□私は犠牲になりたい 

□犠牲になると英雄（ヒーロー）になれる 

□犠牲になると尊敬される 

□犠牲になると喜ばれる 

□犠牲になることは価値がある 

□私は我慢しなければいけない 

□私は我慢したくない 

□私はわがままになってはいけない 

□私はわがままだ 

□我慢することは美しい 

□私は家族のために我慢する 

□私は母親（父親）のために我慢する 

□私は母親（父親）に我慢させる 
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□私は子供のために我慢する 

□私は子供に我慢させる 

□私は夫（妻）のために我慢する 

□私は夫（妻）に我慢させる 

□私が我慢すると丸く収まる 

□私が我慢すると平和になる 

□私は我慢すると尊敬される 

□我慢することは価値がある 

□私は我慢したい 

□私は病気になりたい 

□私は病気にならなければいけない 

□私は病気なると愛される 

□私は病気になると解放される 

□私は病気になると構ってもらえる 

□私は病気になると休める 

□私は病気になると注目される 

□私は病気になると嫌なことから逃げられる 
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12 評価、認められたいテーマ 

自己肯定のテーマがあります。 

どんな自分なら OK、どんな自分はダメだと条件を付けているのでしょう？ 

自分で自分を肯定し認めれば他人からの評価は必要なくなります。 

 

 

□私は人の目が気になる 

□私は人の評価が気になる 

□私は人の地位が気になる 

□私は称賛されたい 

□私は良い人と思われたい 

□私は良い人と言われたい 

□私は良い人に見られたい 

□私は優しい人と思われたい 

□私は優しい人と言われたい 

□私は優しい人に見られたい 

□私はできる人と思われたい 

□私はできる人と言われたい 

□私はできる人に見られたい 

□私は優秀な人と思われたい 

□私は優秀な人と言われたい 

□私は優秀な人に見られたい 

□私は役に立つ人と思われたい 

□私は役に立つ人と言われたい 

□私は役に立つ人に見られたい 

□私は思いやりがある人と思われたい 

□私は思いやりがある人と言われたい 

□私は思いやりのある人に見られたい 

□私はよく気が付く人と思われたい 

□私はよく気が付く人と言われたい 

□私はよく気が付く人に見られたい 

□私は寛容な人と思われたい 

□私は寛容な人と言われたい 

□私は寛容な人に見られたい 

□私は器の大きな人と思われたい 
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□私は器の大きな人と言われたい 

□私は器の大きな人に見られたい 

□私は成功者と思われたい 

□私は成功者と言われたい 

□私は成功者に見られたい 

□私は貧しい人と思われたくない 

□私は貧しい人と言われたくない 

□私は貧しい人に見られたくない 

□私はかわいそうな人と思われたくない 

□私はかわいそうな人と言われたくない 

□私はかわいそうな人に見られたくない 

□私は惨めな人と思われたくない 

□私は惨めな人と言われたくない 

□私は惨めな人に見られたくない 

□私はバカだと思われたくない 

□私はバカだと言われたくない 

□私はバカに見られたくない 

□私はカモだと思われたくない 

□私はカモだと言われたくない 

□私はカモに見られたくない 

□私は常識がない人だと思われたくない 

□私は常識がない人と言われたくない 

□私は常識がない人に見られたくない 

□私はせこい人と思われたくない 

□私はせこい人と言われたくない 

□私はせこい人に見られたくない 

□私は自分に価値があると思ってはいけない 

□私は認められたい 

□私の価値は人の評価で決まる 

□私は自分を認めてはいけない 

□私は自分を肯定してはいけない 

□私は優秀でなければいけない 

□私は完璧でなければいけない 

□私は見栄っぱりになってはいけない 

□私は自慢してはいけない 

□私はカッコつけてはいけない 
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□私は八方美人になってはいけない 

□私は美人だと思ってはいけない 

□私は可愛いと思ってはいけない 

□私はごう慢になってはいけない 

□私は偉そうに振る舞ってはいけない 

□私は高飛車になってはいけない 
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13 警戒心と抑制のテーマ 

なにごとも悲観的、ネガティブに捉える人は未来に良くないことが起こるんじゃないか？という思い

に駆られることが多いです。前進しないため成長しないための理由であることもあります。 

もう一つは自分の中の悪を見る必要があります。 

自分が人に危害を加えたり、攻撃したり、事故を起こしたり、事件を起こしたり、嫉妬したり、いじわ

るしたりそんな自分がいないか見てみましょう。 

悪の自分を受容してあげることが重要です。 

 

□私はいつも心配していなければいけない 

□私は心配したい 

□私はいつも不安でいなければいけない 

□私は不安でいたい 

□私にいいことなんて起こるわけがない 

□いいことは長く続かない 

□良いことの後には悪いことが起こる 

□私は幸せになれない 

□幸せは長く続かない 

□幸せなんてない 

□物事がうまくいくことはない 

□人生は思い通りにいかない 

□いつも損ばかりしている 

□私だけが不幸だ 

□私だけが上手くいかない 

□人は私のことを悪く言う 

□人は私をダメな人間だと思っている 

□誰も信じてくれない 

□誰も信じられない 

□誰も理解してくれない 

□いつも孤独だ 

□いつも一人だ 

□いつも私は狙われている 

□未来は悪い方向へ行くだろう 

□未来にいいことなんてない 

□生きていてもいいことはない 

□生きることは辛い 
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□生きることは苦労の連続だ 

□生きることは修行だ 

□私は不幸になる 

□私は自分が怖い 

□私は死にたい 
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14 感情表現のテーマ 

感情を「悪いもの」と思ったり、感情そのものを感じるが辛くなると感情を感じることを拒否し蓋をし

てしまうことがあります。 

辛いや悲しいもあまり感じなくなり麻痺しますが、楽しいや嬉しい喜びの感情も感じれなくなります。 

感情とも健全に付き合えるようになりましょう。 

 

 

□感情は悪いものだ 

□私は感情を感じてはいけない 

□私は感情を持ってはいけない 

□感情的になることは恥ずかしいことだ 

□私は感情を出してはいけない 

□私は感情をコントロールできない 

□私は感情を抑制しなければいけない 

□感情を出すことは悪いことだ 

□感情を持つことは悪いことだ 

□自分の感情を話すのが怖い 

□私は感情を出すと捨てられる 

□私は感情を出すと拒絶される 

□私は感情を出すと罰を与えられる 

□私は感情を表現する（出す）のが怖い 

□感情を出す人はきちがいだ 

□私は楽しんではいけない 

□私は悲しみを感じたくない 

□私は怒りを感じたくない 

□私は怒りたくない 

□私は喜んではいけない 

□私は嬉しいと感じてはいけない 

□私は傷つきたくない 

□私は悩みたくない 

□私は不安を感じたくない 

□私は心配したくない 

□私は恐怖を感じたくない 

□私は苦しみを感じたくない 

□私は辛さを感じたくない 
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□私は痛みを感じたくない 
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15 自分に厳しくするテーマ 

自分に厳しくすることで何を守っているのでしょうか？ 

ありのままの自分を見せられずいつも気が張った状態や緊張する場面が多くなります。 

また自分の期待に応えられない、理想の自分像から離れると自分を責めてしまう傾向があります。 

ありのままの自分に OK を出せるようになりましょう。 

 

□私は失敗してはいけない 

□私は失敗すると愛してもらえない 

□私は失敗すると罰を受けなければいけない 

□私は失敗すると死ななければいけない 

□私は失敗するから最初から挑戦しない 

□失敗する自分を見たくない 

□失敗する自分を見られたくない 

□私は失敗を認めてはいけない 

□私は失敗すると捨てられる 

□私は完璧でなければいけない 

□完璧でないと進んではいけない 

□完璧にできないなら意味がない 

□結果が出ないなら意味がない 

□成果が出ないなら意味がない 

□私は人にも自分と同じ水準を求める 

□私はプレッシャーが怖い 

□私はプレッシャーに弱い 

□私は完璧にできない自分を見たくない 

□私は完璧でない自分を人に見られたくない 

□私は完璧でないと拒絶される 

□愛してもらうには私は完璧でなければいけない 

□私は完璧でないと罰を受ける 

□私は完璧でないと捨てられる 

□私はミスしてはいけない 

□私はミスをすると罰を受けなければいけない 

□私はミスをしたことを認めてはいけない 

□人のミスはすべて許さなければいけない 

□私のミスは許されない 

□私は期待に応えなければいけない 
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□私は期待に応えないと罰を受ける 

□私は罰を受ける 

□私は間違ってはいけない 

□私は間違うと罰を受けなければいけない 

□私は間違いを認めてはいけない 

□私の間違いは許されない 

□私は自分の非を認めてはいけない 

□私は常に正しい 

□私は自分に厳しくしなければいけない 

□私は甘えてはいけない 

□私はいつも頑張らなければいけない 

□私はいつも努力しなければいけない 

□私はいつも励まなければいけない 

□私は修行しなければいけない 

□私は苦労しなければいけない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


