
【自分と対話】



1、現実と逆のことを自分に質問をしてみる

その悩みは自分が創った
自分が望んだことと考える

例）お金がないという悩み
お金がない方がよかったからその現実があると考える

現実と逆の質問をする
お金があったらどんなマイナスなことがあると思って
いる？

お金があるとマイナスなことがあると思ったからお金
がないという現実を創ったと考える



2、プラスのことがマイナスを起こすこともある

例：お金がない
お金がある方が良いが、そのおかげでマイナスなこ
とになるという思い込みがないか考えてみる

お金あると欲しいものがたくさん買える
でも、買い物が止められなくなる

お金があると安心できる
でも、安心すると怠けて何もしなくなってしまう
など

プラスに伴うマイナスはないか考える



3、第三者をイメージして考える
例）お金がないという悩み
お金があった時のプラスのことやマイナスなことがわからな
いとき
第三者のお金がある人をイメージする
その人がどんな暮らしをしているかイメージしてプラスのこ
とやマイナスなことを考える

プラスの部分
何でも欲しいものを買える、お金の心配がないから人生を楽
しんでいそう

マイナスの部分
ダマす人が寄ってきそう、人間性ではなくお金に人が寄って
きそうで周りの人を信頼できないかも、責任の大きい仕事を
してそう、遺産相続とか揉めそう



4、言葉の定義やイメージを見直してみる

例えば・・・仕事とは？
生きていくためにしなければいけないこと
やりがい、生きがい、楽しいもの、しんどいこと
疲れるもの、人が嫌がることを請け負うこと
苦労するもの、趣味、遊び、豊かさを生み出すもの
社会貢献、仕事していないと認めてもらえない
人を喜ばすもの、厳しいもの、大変なもの

自分の思い込み「普通はこうだよね」と思っていることを疑
い見直し、再定義することで世界は変わる



私の～という定義を抜いて宇宙に返し～という宇宙の定義を
私は理解していますというエネルギーを入れなさい

例）「仕事」という定義に大変、しんどいとか勘違い定義を
持ってしまっている、だから宇宙の「仕事」の定義に入れ替
えよう
⇒「私の仕事の定義を抜いて宇宙に返し、宇宙の仕事の定義
を私は理解しています」というエネルギーを入れなさい

例）「愛」という定義に束縛とか重いという勘違い定義を
持ってしまっている、だから宇宙の「愛」の定義に入れ替え
よう
⇒「私の愛の定義を抜いて宇宙に返し、宇宙の愛の定義を私
は理解しています」というエネルギーを入れなさい

4-2、定義イメージの変え方



5、善いこと悪いことと決めつけている
ことはないか見直す

善いこと、悪いことと決めつけることで苦しくなっている
ことはないか？見直す

善い悪いを超えた、どちらも存在を許容するという在り方

ある出来事を悪いから抹消するのではなく、そういうもの
も存在していてもいいと存在することを許容する考え方に
シフトさせる



5-2、人間には善もあれば悪もある
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私たちの中には善も悪もある、片方の悪を毛嫌いして抹殺する
と悪も自分の一部なので、自分の一部を無視するような状態に
なり苦しくなる
エネルギーの違いだけ善も悪も人間が創りだした定義
ただ在ってもいいと許容するエネルギーを入れていく
善悪を超えていく

例）人を嫌いになってもいいというエネルギーを入れなさい
人を嫌いにならなくてもいい
人の悪口を言ってもいい・人の悪口を言わなくてもいい
嘘をついてもいい・嘘をつかなくてもいい



6、条件を付けているものはないか探す

AだったからBだ
AのせいでBになった
AしなかったらBだったのに
AしないとBにならない（なれない）

AとBの因果関係はありません
AがなくてもBになることを理解する
AがなくてもBになることが理解できない場合は理解で
きない理由、理解したくない理由をさがす



6-2 因果関係を切り離していく

理由に関係なく望みを叶えるエネルギーを入れていく

AだろうがAにならなかろうがBになる
AをしてもしなくてもBになる

例）私はお金持ちになったら幸せになれる
お金持ちになろうが、お金持ちにならなかろうが
私は幸せだというエネルギーを入れなさい

例）私は夫がいるから自由がない
夫のせいとか関係なく私は自由だというエネルギーを
入れなさい



7、「～しなければいけない」と思いこんで
いるものを探す

義務や脅迫観念になっているものがある
「～しなければいけない」の裏に隠れている本音は
「～したくない」
本音を認める

例）仕事をしなければいけない
仕事をしなければお金が得られなくて生きていけなくなる
一人前の大人として認めてもらえない
だから仕事をする（義務や脅迫観念）



仕事をしなくても生きていけて社会の目を気にしなくてもいいなら
仕事なんかしたくない、遊んで暮らしたい（本音）

仕事をしなければいけないという思い込みを解放するために次のよ
うなエネルギーを入れていく

仕事しなくてもいい
仕事をしてもいい
仕事なんかしたくないと思ってもいい
仕事をしたいと思ってもいい
遊んで暮らしらしたいと思ってもいい
遊んで暮らしたいと思わなくてもいい
仕事をしなくても生きていけてもいい
仕事をして生きてもいい
社会の目を気にしなくてもいい
社会の目を気にしてもいい

7-2、義務や脅迫観念から解放する



8、禁止しているものを探す

「やってはいけない」と止めたり、自分を制御して抑え込んで
いるものがある場合、その裏にある本音は「やりたい」「やっ
てしまうかも」という思い

例）人を傷つけてはいけない
人を傷つけることは悪いことだと思っているが、でも人を傷つ
けてしまうことがあるかもしれないという思いがあり
人を傷つけてしまうことを恐れている

人を傷つけてしまうことで自分も傷つくかもしれないし、自分
を責めてしまうかもしれないし、人からも「傷つけた」と思わ
れたり責められたりするかもしれない思うから人を傷つけるこ
とに過剰に反応してしまう



8-2、禁止していることから解放する

「人を傷つけてはいけない」という思い込みを解放するた
めに次のようなエネルギーを入れていく

人を傷つけなくてもいい
人を傷つけてもいい
自分も傷つかなくてもいい
自分も傷ついてもいい
人から傷つけられなくてもいい
人から傷つけられてもいい
人を傷つけて自分を責めなくてもいい
人を傷つけて自分を責めてもいい
傷つけた人を責めなくてもいい
傷つけた人を責めてもいい
人から責められなくてもいい
人から責められてもいい



9、逃げたい、避けたいと思っていること
を探す

起こって欲しくないことが起こりそうだと思っていると
き、そういったものから逃げたいと思う

そして逃げよう、避けようといろんなことを頭で画策し
行動し、逃げることばかり考えて疲れ果て、人生を楽し
むどころか逃げてばかりで何のために生きているかわか
らない状態になっていないか？

例)失敗したくない
失敗したくないと思うのは「失敗するかも」と思ってい
るから
前提に「私は失敗する」という思考がある



9-2、逃げたい、避けたいことの先に何が
あると思っているのか見つける

失敗した先に何があると思って逃げいるのか？見つ
ける

失敗して笑われて恥をかくのが嫌なのか
失敗してバカにされるのが嫌なのか
失敗をしてやっぱり自分をはダメなのかと惨めな思
いになるのが嫌なのか

本当は何から逃げたいと思っているのか
何を避けたいと思っているのか見つける



逃げたいこと、避けたいことは逃げれば逃げるほど、避けれ
ば避けるほど追いかけてくる

なので解放ではなく受容するために次のようなエネルギーを
入れていきます

失敗してもいい
失敗しなくてもいい
失敗して笑われてもいい
失敗して笑われなくてもいい
失敗して恥をかいてもいい
失敗して恥をかかなくてもいい
失敗してバカにされてもいい
失敗してバカにされなくてもいい
失敗して惨めな気持ちになってもいい
失敗して惨めな気持ちにならなくてもいい

9-3、逃げたいこと避けたいことを受容する



10、「できない」と思い込んでいないか気づく

「～できない」「～なれない」と思いこんでいないか気
づく
出来ない方がいい理由、なれない方がいい理由も探して、
そちらも解放するといい

不可能と思いこんでいることを可能にしていくために次
のようなエネルギーを入れていく

例）成功できない
成功できなくてもいい
成功できてもいい



11、拒否したいこと

「～されたくない」「～したくない」という気持ちの裏側
には「～される」「～しなければいけない」「～させられ
る」という気持ちがあります。
被害者と加害者の関係や怠慢の思考が隠れている。

例）責められたくない
この気持ちの裏には「責められる」がある、だから責めら
れたくないと思う気持ちが出てくる
「責められたくない」と思えば思うほど「責められる」現
実が創られる

そして自分にも「責めたい」「責める」という思考がある
責めてくる相手は自分の投影



11-2 拒否したい気持ちを受容していく

拒否すればするほど拒否したい現実が創られるので
拒否したい気持ちを受容するエネルギーを入れていく

例）責められたくない
責められてもいい
責められなくてもいい
責めてもいい
責めなくてもいい

怠慢な例）働きたくない
働いてもいい
働かなくてもいい



12 満たされなかった思いを見つける

「～してもらいたい」「～して欲しい」「～してもらえ
なかった」という思いを持っていると「～してあげた
い」「～してあげたかった」「～してあげられなかっ
た」こんな思いとセット

根底にあるのは「自分で自分を満たさない」「お母さん
やってー」という怠け者思考や駄々っ子思考がある
赤ちゃんの頃、十分にしてもらったことを思い出す

人にしてもらうことばかり考えている自分と、相反する
人にしてあげることばかり考えている自分が存在する

それを親子、夫婦間で演じる関係性を作ってしまう



12-2、思考を大人にしていく、自立させていく
怠慢な自分、駄々っ子の自分を大人に成⾧させ自立する思考に変
える
人を使って自分を満たすのはエネルギー泥棒、自分で自分を満た
すことができると自覚すること

次のようなエネルギーを入れていく
例）愛してもらいたかった
「愛してもらえなくてもいい」「愛してもらってもいい」
「愛されなくてもいい」「もう十二分に私は愛してもらいました」
「もうすでに私は愛されている」「私は自分を愛することができます」
「十分に与えてくれた親に感謝しています」

例）愛してあげられなかった
「愛してあげられなくてもいい」「愛してあげることができてもいい」
「愛さなくてもいい」「もう十二分に○○を愛しました」
「もうすでに○○は愛されている」「○○は自分で自分を愛することが
できます」「○○に十分に与えることができた私は豊かです」



13 自己否定、嫌いな自分を好きになる

「こんな自分が嫌いだ」「こんな自分はダメだ」と思う
根底には「前に進みたくない」「変化したくない」「幸
せになりたくない」「受取りたくない」という自分が隠
れている

こんな自分はダメだからこんな人生なんだと落ち込み、
その場から動こうとしない、本来の自分の人生を生きる
ことから逃げている

自己否定や自己嫌悪は本来の人生を生きないためのカモ
フラージュ



13-2、自分を認め受け入れていく

どんな自分も受け入れていくエネルギーを入れていく

例）～ができない自分はダメだ
～ができなくてもいい
～ができてもいい
～ができようができなかろうが私という命、存在は素晴らしい
～ができないまま認められてもいい
～ができないまま受け入れられてもいい
～ができないまま愛されてもいい
～ができなまま幸せになってもいい
～ができないまま豊かになってもいい



14 人の目が気になってしまうとき

人の目は自分の目
人から「～って思われるんじゃないか」
「～って見られるんじゃないか」
「～って言われるんじゃないか」
と思うときは

自分が「そんな人」を見るとそう思うし、そんな目で見
るし、そんな風に言うから



14-2、人の目から解放される

これも拒否拒絶するのではなく受容していくエネルギーを
入れていく

例）役立たずと思われるんじゃないか
役立たずと思われてもいい・役立たずと思われなくてもいい
～な人を役立たずと思ってもいい・～な人を役立たずと思わなく
てもいい
役立たずな人と見られてもいい・役立たずな人と見られなくても
いい
～な人を役立たずと見てもいい・～な人を役立たずと見なくても
いい
役立たずだと言われてもいい・役立たずだと言われなくてもいい
～な人を役立たずと言ってもいい・～な人を役立たずと言わなく
てもいい



15、望まない感情を手放す

感情は行動を促す、制する、止めるなど行動と繋がっている
望んでいない感情はどんなふうに役に立っているか探す

例）お金が無くなる心配、不安
心配や不安を感じることでお金を遣わないようにしようと思
う
心配や不安がなくなったらお金を遣ってしまう
お金を遣ってはいけないと思っている

またはお金が無くなる心配や不安があるから、もっと収入を
あげようと仕事のスキルをあげる、仕事の成績が上がるよう
に頑張る転職しようか考えるなど



15-2、その感情がなくても行動できるようになる

その感情を感じなくても行動できるようになれば、感じたくな
い感情を感じる必要はなくなる

次のようなエネルギーを入れていく
心配や不安を感じなくてもお金の管理ができる
お金が無くなる心配や不安がなくても向上心をもてる
お金が無くなる心配や不安がなくても仕事を頑張れる

「～の感情を感じなくても～できる」というエネルギーを入れていく



16、理想の自分、理想の人生になるように
エネルギーを入れていく

したいことをしてもいい
なりたい自分になってもいい
できるようになってもいい
得たいものを得てもいい
感じたいことを感じてもいい

このようなエネルギーを入れていき理想の自分、理想の人生を
創造していく



エネルギーパターン一覧
①私の～という定義を抜いて宇宙に返し、宇宙の～という定義を理解しています
②私の観点の～を抜いて宇宙に返し、宇宙の観点の～を理解しています
③私は～をしてもいいです・私は～をしなくてもいいです
私は～されてもいいです・私は～されなくてもいいです
私は～してもらえてもいいです・私は～してもらえなくてもいいです
私は～してあげてもいいです・私は～してあげなくてもいいです
私は～なってもいいです・私は～ならなくてもいいです
私は～できてもいいです・私は～できなくてもいいです
④Aになろうが、ならなかろうがBになります
⑤～と思われてもいい・～思われなくてもいい
～と見られてもいい・～と見られなくてもいい
～と言われてもいい・～と言われなくてもいい
～という感情を感じなくても～できます
⑥私は～をしても安心安全です
⑦私は～はどんな感じか知っています
⑧私は～する方法を知っています
⑨私は～することが可能だと知っています・できると知っています
⑩私はいつ～するのか知っています・タイミングを知っています
⑪私は～を日常の中で感じています
⑫もうすでに～できている私です
というエネルギーを入れなさいと心の中で言ってイメージしましょう


