
【マインドセット】



1、あなたの世界、あなたの人生は
思考と感情で創られている

仕事行くの
嫌だなぁ
ドヨーン

今日は何
食べよう！
ウキウキ！

今月はお金を
遣い過ぎた！
しまった！

子供が心配だわ！
学校にちゃんと行って
るかしら・・・

ソワソワ落ち着かない

夫が家事を
手伝ってくれた

助かった！嬉しい！

宝くじが当たった！
私ってツイてる
なぁ！

ルンルン！喜び！

楽しい
出来事

焦る
出来事

ホッとしたり
ハッピーな
出来事

気分が
沈む
出来事

心配
不安な出来事

喜び、気分が
上がる出来事



2、同じ出来事でも受け取り方は人それぞれ
みんな違う世界を生きている

例えば「仕事」のイメージは？

やりがい、自分を成⾧させてくれるもの
生きていくためにしなければ
いけないもの、楽しいもの
苦労するもの、辛いもの、
大変なもの、責任、我慢するもの

人それぞれ思っていることが違う



3、創造主目線で物事を捉える

・この世界は私が創った
・この人生も自分が創った
・出会う人たちは私の人生と
いう舞台を彩ってくれる人
たち

今の現状も悩みも全部自分で創ったのだ
から全部自分で理想の人生に創りかえる
ことができる

この世界は私が創った！



4、意識の話

顕在意識：全体の10～3％
ものごとの判断や決断、善悪、優劣などの判断など

潜在意識：全体の90～97％
感情、思考、信念、記憶などの保管、思考や行動のパター
ン化

時間の概念がない、過去も未来も関係なく「今」しかない、
時空を超えて情報が一瞬で伝わる

自分と他人の区別がつかない「一人称」でしか認識しない
ものごとの善悪の判断がつかない



5、集合意識とは？

日本人の
集合意識

アメリカ人の
集合意識

仏教徒の
集合意識

キリスト教徒
の集合意識

ある特定の団体が共通して持って
いる認識のこと

例えば・・・
日本人：お化けには足がないと
思っている
アメリカ人：お化けにも足がある
と思っている

仏教徒：輪廻転生があると信じて
いる
キリスト教徒：生まれ変わりはな
いと信じている



6、思考や感情が現実化するとは？

顕在意識では
お金が欲しい
と思っている

潜在意識では
・お金をたくさん持つと狙われる
・お金持ちは悪いことをしてお金持
ちになったんだ
・お金は人生を狂わせる
貧乏な人の方が苦労をしていていい
人が多いと思っている

顕在意識でお金が欲しいと思っていても潜
在意識ではお金が欲しいと思っていなかっ
たら90～97％の潜在意識の思いの方が現
実化する

思考も感情もエネルギーなので何度も思う
こと何度も考えること何度も感じる感情は
どんどんエネルギーが注がれ現実化する

思い通りの現実がほしければ顕在意識と潜
在意識を一致させることがポイント



7、ハマってしまいがちな罠

無理にいい考えを思い込もうとしない
「どうせ無理だ」と思っているのに「私にはできる」と思い込
もうとしない
余計に苦しくなるだけ

こんな時は本当の自分の気持ちに寄り添うことで根っこにある
思い込みが出てくる
「どうせ無理だと思っているよね？」
「どうして無理だと思っているんだろうね？」
「できるかもしれないのにね？」
「無理な方がいいの？」
「できると困ることがあるの？」



8、自分を美化しない

私たちは自分を良く見せたい、善い人と思われたい
ちゃんとしている人に見られたいという気持ちが働きます。

まじめに努力して、人にも迷惑をかけないように頑張って生きて
きたという気持ちがあると、自分の中にある腹黒い部分、例えば
嘘をつく自分、人をだます自分、ズルをする自分、卑怯な自分、
無責任な自分などが実は潜在意識にあるのに、そんな自分はいな
い、私はそんなにひどい人間じゃない、私は悪くないという思い
になり
「私にはそんな部分はありません」と自分を美化することがあり
ます。変化しにくいということが起こります。



9、現実化する仕組み

「お金がない」と潜在意識が思っているのに上から
「お金がある」という情報を入れても入らない

まずは「お金がない」という思いを空っぽにする

空っぽにしてから「お金がある」という思いを入れて
いく

そうすることで望みを現実化しやすくなる

新しい思考や感情を入れる前に、妨げている思考や感
情を先に取り除く

「お金がない」
という思いを
空っぽにする

「お金がない」
という思いで
いっぱい

「お金がある」
と入れても
入らない

「お金がある」
と入っていく



10-1、現実化する時のポイント
言葉の定義、イメージに注目する

例えば・・・
お金の定義、イメージは？

生きていくのに必要なもの、ないと死ぬ
得るのが難しそう、汚いもの、怖いもの
豊かにしてくれるもの
たくさん持っているところをイメージすると不安になる、落
ち着かない
など

あなたが使う言葉にどんな定義、どんなイメージを持ってい
るか注目してみる



10-2、現実化する時のポイント
二元論の考え方に囚われないようにする

優劣、正しい間違い、勝ち負け、上とか下とか、普通特別な
どに善悪のジャッジを持ち込まないようにする。ジャッジを
すると裁きが生まれ、劣等感や争いが生まれる。

善悪を超えた考え方を身につける
出来事はただの「事象」それに意味を付けるのは人間

宇宙の観点では善悪はない
例えば「戦争反対」ということで戦争に焦点があたり戦争を
現実世界に生み出してしまうことになる
過剰に反応しない、「戦争」というものがある「以上」と
「在る」ことを認めるだけでよい



10-3、現実化する時のポイント
この世界はノー！いらない！嫌だ！と
思うものほど現れる

拒否拒絶するものほど現れる世界
嫌いなものほど目が行く、何度も嫌だと言う
本当に嫌いだわ腹が立つわ！と何度も感情を感じる
どんどんエネルギーが注がれる、嫌な現実が現れる

あるがままを見る、ノー！と言いたくなる理由は？

ノー！いらない！嫌だ！というものは、あなたがその
テーマを手放すときですよ、というサイン
嫌なものから逃げるのではなく、どうして嫌なのか？
自分と向き合いましょう



10-4、現実化する時のポイント
この世界は彩り豊かな世界

この世界のあらゆる事象は「色」のようなもの「色」に善
いも悪いもない
「黒」が悪で「白」が善ではない
ポジティブもネガティブもただのエネルギー質が違うだけ

陰と陽、プラスとマイナス、男性性と女性性両方ないと成
り立たない世界
両方とも重要ということ
両方を受け入れることで人生の自由度が増す



11、この世界の全ては「愛」

どんな酷いことにも「愛」が底に流れている
その人が、または人類が気づきを得るために、成⾧するた
めにこの世界では誰かが悪役を買ったり、酷いことが起き
たりします。

受け入れがたい考え方であると思いますが、頭の片隅に置
いておいてください。

いつか腑に落ちる日がくるかもしれません。
今は「そうなんだ」くらいに思っておいてください。



12、この世界を一人称で見る

潜在意識は他人と自分の区別がつかない

「あなたはダメな子ね」は「私はダメな子ね」となる
「人の不幸が大好き」は「私の不幸が大好き」となる
「あの人かわいそう」は「私はかわいそう」となる
「Aさんに悪口を言われた」は「Aさん＝私」となるの
で「私は悪口を言う」となる

全ては「私」の潜在意識にあることが投影され、
「私」がしたことが返ってくる世界

なので、被害者意識から卒業しよう！



13、原因と結果の法則

「AだったからBになった」「あの時こうしたからこうなっ
た」と考えるのは脳がつじつまを合わせるために創りだし
た理由で本当の理由はもっと深いところにある

どうしてその結果を得たのか？その結果を得たかった理由
は何か？を見つけることがポイント

失敗したのは努力をしなかったせいでもなく失敗という経
験をしたかったから
努力をしなくても成功する人はする
表面的なことではなく「在り方」を見よう



14、得るための条件をつけない

「結婚したら幸せになれる」
「成功したら裕福な暮らしをしよう」
「○○になったら」と望みの物を受取るのに条件をつけない

「結婚すること＝幸せ」「成功=裕福」ではなく条件や環境
に関係なく「幸せ」「裕福」な「在り方」になることが望み
の物を受取るコツ

わざわざ条件を付けて受け取るのを先延ばしにしない
自分の条件付けを手放すことがポイント



15、望んだ状態になっていないのを
自分以外のせいにしない

「親に愛されなかったから私は不幸になった」
「夫が言うことを聞いてくれないから私は不満だ」
これも親や夫に何かしてもらうことで「私は幸せを得られ
る」となり、他人や環境の影響で「私は幸せにも不幸にもな
る」という「外に影響される無力な私」という「在り方」に
なります。

外や環境、他人に影響されたと自分の状態を周りのせいにせ
ず、自分で自分を幸せにするようにしましょう。自分の気分
をコントロールするのは「私」です。



16、被害者意識をやめる

「～してくれない」「～して欲しい」という思いは子供思考
あなたはもう大人なので自分のことは自分で満たせます。

「～してくれない」「～して欲しい」は欲しがる思考で欠乏
感、無力、人のエネルギーを使って何かを得るという奪う思
考なので、貧しさを創りだします。

被害者になるのをやめ大人思考にしていきましょう！



17、自分に都合のいい
メッセージ探し、意味探しをやめよう

「これは行くな！というメッセージ？」「これはやめてお
け！というメッセージ？」「これはこっちを選べ！という
こと？」と日常のあらゆることにメッセージや意味を探し
出し、それを進むか進まないかの判断基準にする人がいま
す。

何のためにメッセージ探しをしているのか？
正解を知りたい？間違いたくない？失敗したくない？損し
たくない？変化したくない？前に進みたくない？
正当化したり言い訳したりする自分はいない？



18、あなたにとっての現実とは何か？

現実とは自分の五感で感じれるもののこと
自分の目で見、耳で聞き、手で触れられるもののこと

テレビのニュースでやっていることは、自分の目で見たものでは
ない「自分の現実」ではない

ですがテレビのニュースで感情がひどく揺れるとき、激しい怒り、
悲しみなど感じるものは「今」現実に現れていなくても、怒りや
悲しみなどを感じる現実を創造し、いつか現実化します。人の話
でも同様です。

感情が激しく揺れたり、出てくる時はそのテーマに取り組むとき
です。



19、頭の中のシュミレーションも
現実化の種をまいているのと同じ

「これしたいけど反対されるかなぁ、やったらやったで
失敗して、ほら見たことか！って嫌味を言われそうだ
なぁ」と何度も頭の中でシュミレーションすることも現
実化の種をまいているのと同じです。

「怒られそうだなぁ」と思って、本当に怒られたという
経験はありませんか？

いい気分になるシュミレーションができるように思考を
変えることがポイントです。



20、この世界は相似形（フラクタル）である

自然界の相似形で有名なのはロマネスコという野菜やシダの葉
一部分にも全体と同じ構造があり、その構造がずっと続くことを
相似形、フラクタルという

私たちの世界もフラクタルになっている
世界で起こっていることはあなたの心でも起こっている
争いをよく目にする場合はあなたの心の中も葛藤があるかもしれ
ません

世界から自分の思考を見つけることができる



21、感情はどんなふうに作用する？

私たちは何のために行動しているのか？

喜びたかったり、満足したかったり、優越感を得たかったり、
安心を感じたかったり、共感したかったり、実は心を満たした
くて行動している。

「感情」が行動を促したり、制したり、止めたりする働きをし
ている。

私たちは「得たい感情」を得られさえすれば、実は環境や物質
はそれほど重要ではない生き物なのかもしれない・・



22、何度も感じる感情は現実化を促す

喜びをたくさん感じれば、喜びを感じる出来事が多くなり
不安をたくさん感じれば、不安を感じる出来事が多くなる

感じたくない「感情」に蓋をしてしまうと、その感情がな
くなったわけではないので自分の周りに蓋をした感情の人
が多く現れる
怒りに蓋をすると怒っている人が周りに増える

感じたくないと思えば思うほど、感じたくない感情を感じ
るような出来事が回りに増える



23、感情を握りしめるから現状から抜け出せない

例えば
恨み、許したくない、許さないという思い
復讐したくていつまでも握りしめている

手放して許すと、自分も復讐から解放され幸せに向かうが、同
時に相手も許され幸せに向かうことになる

相手が幸せになるのを許せなくて、自分も相手も許さずともに
地獄行きになっていることがある

他にも被害者意識、可哀そうな私、過去の栄光など握りしめて
いるものはないか？手放すほど幸せになる。



24、感情も思考も色のようなもの
善い悪いで判断しない

怒り、悲しみ、落ち込み、みじめさなど感じたくない感情もあ
るかもしれないが、どの感情もただのエネルギー

様々な種類のエネルギーに人間が勝手に「怒り」とか「悲し
み」と定義をつけただけ色のようなもので善い悪いもない

どの感情も感じられるのが「豊さ」どの感情からも逃げないで
感じてみよう

そして感じたら手放す、握りしめないこと
「喜び」や「楽しい」も執着になることがある、どの感情も握
りしめないことが人生を楽しむコツ


