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エネルギー一覧 「男性性、女性性編」 

自分の定義や観点を宇宙に返し、新たに定義や観点、感覚を入れていきましょう。 

他にも気になることがあれば自分で足してエネルギーを入れていきましょう。 

 

・私の「女性」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「女性」の定義を入れる 

 

・私の「女」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「女」の定義を入れる 

 

・私の「女の人」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「女の人」の定義を入れる 

 

・私の「女性性」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「女性性」の定義を入れる 

 

・私の「女の子」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「女の子」の定義を入れる 

 

・私の「少女」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「少女」の定義を入れる 

 

・私の「男性」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「男性」の定義を入れる 

 

・私の「男」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「男」の定義を入れる 

 

・私の「男の人」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「男の人」の定義を入れる 

 

・私の「男性性」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「男性性」の定義を入れる 

 

・私の「男の子」の定義を宇宙に返す 
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・宇宙の「男の子」の定義を入れる 

 

・私の「少年」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「少年」の定義を入れる 

 

・私の「性」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「性」の定義を入れる 

 

・私の「セックス」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「セックス」の定義を入れる 

 

・私の観点の「女性」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「女性」を入れる 

 

・私の観点の「女」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「女」を入れる 

 

・私の観点の「女の人」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「女の人」を入れる 

 

・私の観点の「女性性」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「女性性」を入れる 

 

・私の観点の「女の子」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「女の子」を入れる 

 

・私の観点の「少女」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「少女」を入れる 

 

・私の観点の「男性」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「男性」を入れる 

 

・私の観点の「男」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「男」を入れる 

 

・私の観点の「男の人」を宇宙に返す 
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・宇宙の観点の「男の人」を入れる 

 

・私の観点の「男性性」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「男性性」を入れる 

 

・私の観点の「男の子」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「男の子」を入れる 

 

・私の観点の「少年」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「少年」を入れる 

 

・私の観点の「性」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「性」を入れる 

 

・私の観点の「セックス」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「セックス」を入れる 

 

・私の「妻」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「妻」の定義を入れる 

・私の観点の「妻」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「妻」を入れる 

 

・私の「夫」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「夫」の定義を入れる 

・私の観点の「夫」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「夫」を入れる 

 

・私の「夫婦」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「夫婦」の定義を入れる 

・私の観点の「夫婦」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「夫婦」を入れる 

 

女性性 

・自分を可愛いと思ってもいいです 

・自分を美しいと思ってもいいです 

・あざとくなってもいいです 
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・自分の欲求を言っても安心安全です 

・自分の欲求を言ってもいいです 

・自分の欲求を言葉にして伝える方法を知っています 

・自分の欲求をいつ言えばいいか知っています 

・自分の欲求を伝えるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の欲求を伝えることができています 

 

・自分の欲求が叶えられても安心安全です 

・自分の欲求が叶えられてもいいです 

・自分の欲求が叶えられる方法を知っています 

・自分の欲求が叶えられるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の欲求が叶えられています 

 

・自分の望みで心が満たされても安心安全です 

・自分の望みで心が満たされてもいいです 

・自分の望みで心が満たされる方法を知っています 

・自分の望みで心が満たされるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の望みで心が満たされています 

 

男性性 

・自分をカッコいいと思ってもいいです 

・自分を強いと思ってもいいです 

・素直さを出してもいいです 

 

・期待、欲求に応えても安心安全です 

・期待、欲求に応えてもいいです 

・期待、欲求に応える方法を知っています 

・期待、欲求にいつ応えばいいか知っています 

・期待、欲求に応えるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに期待、欲求に応えることができています 

 

・期待、欲求、望みを叶えても安心安全です 

・期待、欲求、望みを叶えてもいいです 

・期待、欲求、望みを叶える方法を知っています 

・期待、欲求、望みをいつ叶えればいいか知っています 

・期待、欲求、望みを叶えるとはどんな感じか知っています 
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・もうすでに期待、欲求、望みを叶えることができています 

 

・望みで心を満たしても安心安全です 

・望みで心を満たしてもいいです 

・望みで心を満たす方法を知っています 

・望みで心を満たすとはどんな感じか知っています 

・もうすでに望みで心を満たしています 

 

・私の「愛」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「愛」の定義を入れる 

・私の観点の「愛」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「愛」を入れる 

・宇宙の「愛」とはどんな感じか知っています 

 

・私の「愛を受取る」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「愛を受取る」の定義を入れる 

・私の観点の「愛を受取る」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「愛を受取る」を入れる 

・「愛」を受取っても安心安全です 

・「愛」を受取ってもいいです 

・「愛」を受取る方法を知っています 

・「愛」をいつ受取るのか知っています 

・「愛」を感じながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに「愛」を感じ受け取りながら生きています 

・私の「愛を与える」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「愛を与える」の定義を入れる 

・私の観点の「愛を与える」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「愛を与える」を入れる 

・「愛」を与えても安心安全です 

・「愛」を与えてもいいです 

・「愛」を与える方法を知っています 

・「愛」をいつ与えるのか知っています 

・すでに「愛」を感じ与えながら生きています 

 

・私の「男性の愛」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「男性の愛」の定義を入れる 
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・私の観点の「男性の愛」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「男性の愛」を入れる 

・宇宙の「男性の愛」とはどんな感じか知っています 

・「男性の愛」を受取っても安心安全です 

・「男性の愛」を受取ってもいいです 

・「男性の愛」を受取る方法を知っています 

・「男性の愛」をいつ受取るのか知っています 

・「男性の愛」を感じながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに「男性の愛」を感じ受け取りながら生きています 

 

・私の「女性の愛」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「女性の愛」の定義を入れる 

・私の観点の「女性の愛」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「女性の愛」を入れる 

・宇宙の「女性の愛」とはどんな感じか知っています 

・「女性の愛」を受取っても安心安全です 

・「女性の愛」を受取ってもいいです 

・「女性の愛」を受取る方法を知っています 

・「女性の愛」をいつ受取るのか知っています 

・「女性の愛」を感じながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに「女性の愛」を感じ受け取りながら生きています 

 

・私の「パートナーシップ」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「パートナーシップ」の定義を入れる 

・私の観点の「パートナーシップ」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「パートナーシップ」を入れる 

・「パートナーシップ」を築いても安心安全です 

・「パートナーシップ」を築いてもいいです 

・「パートナーシップ」を築く方法を知っています 

・いつ「パートナーシップ」を築けばいいか知っています 

・「パートナーシップ」を築くとはどんな感じか知っています 

・「パートナーシップ」を発揮しても安心安全です 

・「パートナーシップ」を発揮してもいいです 

・「パートナーシップ」を発揮する方法を知っています 

・いつ「パートナーシップ」を発揮すればいいか知っています 

・「パートナーシップ」を発揮するとはどんな感じか知っています 
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・すでに「パートナーシップ」を発揮しています 

 

 

・私の「夫婦の愛」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「夫婦の愛」の定義を入れる 

・私の観点の「夫婦の愛」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「夫婦の愛」を入れる 

・「夫婦の愛」とはどんな感じか知っています 

・「夫婦の愛」を育む方法を知っています 

・「夫婦の愛」を育むことができると知っています 

・「夫婦の愛」を感じながら生活するとはどんな感じか知っています 

・「夫婦の愛」を育みながら生きるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに「夫婦の愛」を感じ、育みながら生きています 

 

・男性の能力や存在を認めても安心安全です 

・男性の能力や存在を認めてもいいです 

・男性の能力や存在を認めるとはどんな感じか知っています 

・男性の能力や存在を認める方法を知っています 

・男性の能力や存在を認めながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性の能力や存在を認めています 

 

・女性の能力や存在を認めても安心安全です 

・女性の能力や存在を認めてもいいです 

・女性の能力や存在を認めるとはどんな感じか知っています 

・女性の能力や存在を認める方法を知っています 

・女性の能力や存在を認めながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性の能力や存在を認めています 

 

・男性から能力や存在を認められても安心安全です 

・男性から能力や存在を認められてもいいです 

・男性から能力や存在を認められるとはどんな感じか知っています 

・男性から能力や存在を認められる方法を知っています 

・男性から能力や存在を認められながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性から能力や存在を認められています 

 

・女性から能力や存在を認められても安心安全です 
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・女性から能力や存在を認められてもいいです 

・女性から能力や存在を認められるとはどんな感じか知っています 

・女性から能力や存在を認められる方法を知っています 

・女性から能力や存在を認められながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性から能力や存在を認められています 

 

・同性の能力や存在を認めても安心安全です 

・同性の能力や存在を認めてもいいです 

・同性の能力や存在を認めるとはどんな感じか知っています 

・同性の能力や存在を認める方法を知っています 

・同性の能力や存在を認めながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに同性の能力や存在を認めています 

 

・同性から能力や存在を認められても安心安全です 

・同性から能力や存在を認められてもいいです 

・同性から能力や存在を認められるとはどんな感じか知っています 

・同性から能力や存在を認められる方法を知っています 

・同性から能力や存在を認められながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに同性から能力や存在を認められています 

 

・男性を尊敬しても安心安全です 

・男性を尊敬してもいいです 

・男性を尊敬するとはどんな感じか知っています 

・男性を尊敬する方法を知っています 

・男性を尊敬しながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性を尊敬しています 

 

・女性を尊敬しても安心安全です 

・女性を尊敬してもいいです 

・女性を尊敬するとはどんな感じか知っています 

・女性を尊敬する方法を知っています 

・女性を尊敬しながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性を尊敬しています 

 

・同性を尊敬しても安心安全です 

・同性を尊敬してもいいです 
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・同性を尊敬するとはどんな感じか知っています 

・同性を尊敬する方法を知っています 

・同性を尊敬しながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに同性を尊敬しています 

 

・男性から尊敬されても安心安全です 

・男性から尊敬されてもいいです 

・男性から尊敬されるとはどんな感じか知っています 

・男性から尊敬される方法を知っています 

・男性から尊敬されながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性から尊敬されています 

 

・女性から尊敬されても安心安全です 

・女性から尊敬されてもいいです 

・女性から尊敬されるとはどんな感じか知っています 

・女性から尊敬される方法を知っています 

・女性から尊敬されながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性から尊敬されています 

 

・同性から尊敬されても安心安全です 

・同性から尊敬されてもいいです 

・同性から尊敬されるとはどんな感じか知っています 

・同性から尊敬される方法を知っています 

・同性から尊敬されながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに同性から尊敬されています 

 

・男性を尊重しても安心安全です 

・男性を尊重してもいいです 

・男性を尊重するとはどんな感じか知っています 

・男性を尊重する方法を知っています 

・男性を尊重しながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性を尊重しています 

 

・女性を尊重しても安心安全です 

・女性を尊重してもいいです 

・女性を尊重するとはどんな感じか知っています 
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・女性を尊重する方法を知っています 

・女性を尊重しながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性を尊重しています 

 

・同性を尊重しても安心安全です 

・同性を尊重してもいいです 

・同性を尊重するとはどんな感じか知っています 

・同性を尊重する方法を知っています 

・同性を尊重しながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに同性を尊重しています 

 

・男性から尊重されても安心安全です 

・男性から尊重されてもいいです 

・男性から尊重されるとはどんな感じか知っています 

・男性から尊重される方法を知っています 

・男性から尊重されながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性から尊重されています 

 

・女性から尊重されても安心安全です 

・女性から尊重されてもいいです 

・女性から尊重されるとはどんな感じか知っています 

・女性から尊重される方法を知っています 

・女性から尊重されながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性から尊重されています 

 

・同性から尊重されても安心安全です 

・同性から尊重されてもいいです 

・同性から尊重されるとはどんな感じか知っています 

・同性から尊重される方法を知っています 

・同性から尊重されながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに同性から尊重されています 

 

・男性を大切にしても安心安全です 

・男性を大切にしてもいいです 

・男性を大切にするとはどんな感じか知っています 

・男性を大切にする方法を知っています 
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・男性を大切にしながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性を大切にしています 

 

・女性を大切にしても安心安全です 

・女性を大切にしてもいいです 

・女性を大切にするとはどんな感じか知っています 

・女性を大切にする方法を知っています 

・女性を大切にしながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性を大切にしています 

 

・同性を大切にしても安心安全です 

・同性を大切にしてもいいです 

・同性を大切にするとはどんな感じか知っています 

・同性を大切にする方法を知っています 

・同性を大切にしながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに同性を大切にしています 

 

 

・男性から大切にされても安心安全です 

・男性から大切にされてもいいです 

・男性から大切にされるとはどんな感じか知っています 

・男性から大切にされる方法を知っています 

・男性から大切にされながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性から大切にされています 

 

・女性から大切にされても安心安全です 

・女性から大切にされてもいいです 

・女性から大切にされるとはどんな感じか知っています 

・女性から大切にされる方法を知っています 

・女性から大切にされながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性から大切にされています 

 

・同性から大切にされても安心安全です 

・同性から大切にされてもいいです 

・同性から大切にされるとはどんな感じか知っています 

・同性から大切にされる方法を知っています 
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・同性から大切にされながら生きるとはどんな感じか知っています 

・すでに同性から大切にされています 

 

・私の「親密になる」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「親密になる」の定義を入れる 

・私の観点の「親密になる」を宇宙に返す 

・宇宙の観点の「親密になる」のを入れる 

 

・私は男性と親密になっても安心安全です 

・私は男性と親密になってもいい 

・私は男性と親密になる方法を知っています 

・私はいつ男性と親密になればいいか知っています 

・私は男性と親密なるとはどんな感じか知っています 

・すでに男性と親密になれます 

 

・私は女性と親密になっても安心安全です 

・私は女性と親密になってもいい 

・私は女性と親密になる方法を知っています 

・私はいつ女性と親密になればいいか知っています 

・私は女性と親密なるとはどんな感じか知っています 

・すでに女性と親密になれます 

 

・私は同性と親密になっても安心安全です 

・私は同性と親密になってもいい 

・私は同性と親密になる方法を知っています 

・私はいつ同性と親密になればいいか知っています 

・私は同性と親密なるとはどんな感じか知っています 

・すで同男性と親密になれます 

 

・性欲を感じても安心安全です 

・性欲を感じてもいいです 

・官能的になっても安心安全です 

・官能的になってもいいです 

・パートナーにセックスを誘っても安心安全です 

・パートナーにセックスを誘ってもいいです 

・セックスしている時に自分の感情を出しても安心安全です 
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・セックスしている時に自分の感情を出してもいいです 

・色っぽくなっても安心安全です 

・色っぽくなってもいいです 

・自分をセクシーだと思ってもいいです 

・魅力が溢れても安心安全です 

・魅力が溢れてもいいです 

 

・パートナーとセックスを楽しんでも安心安全です 

・パートナーとセックスを楽しんでもいいです 

・パートナーとセックスを楽しむ方法を知っています 

・パートナーとセックスをいつ楽しむか知っています 

・パートナーとセックスを楽しむとはどんな感じか知っています 

・すでにパートナーとセックスを楽しむことができています 

 

・お互いを尊重し合うセックスをする方法を知っています 

・お互いを尊重し合うセックスとはどんな感じか知っています 

・もうすでにお互いを尊重し合うセックスができています 

 

・お互いに愛し合うセックスをする方法を知っています 

・お互いに愛し合うセックスとはどんな感じか知っています 

・もうすでにお互い愛し合うセックスができています 

 

・セックスについてパートナーとどのようにコミュニケーションをとればいいか知っています 

・セックスについてパートナーとコミュニケーションとるとはどんな感じか知っています 

・もうすでにセックスについてパートナーとコミュニケーションがとれています 

 

・お互いに愛し合う方法を知っています 

・お互いに愛し合うとはどんな感じか知っています 

・もうすでにお互い愛し合うことができています 

 

・パートナーと精神的にも肉体的にも愛し合う方法を知っています 

・パートナーと精神的にも肉体的にも愛し合うとはどんな感じか知っています 

・もうすでにパートナーと精神的にも肉体的にも愛し合うことができています 

 

・パートナーを信頼しても安心安全です 

・パートナーを信頼してもいいです 
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・パートナーを信頼する方法を知っています 

・パートナーを信頼するとはどんな感じか知っています 

・もうすでにパートナーを信頼することができています 

 

・自分の身体に敬意をはらう方法を知っています 

・自分の身体に敬意をはらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の身体に敬意をはらうことができています 

 

・自分の身体を愛する方法を知っています 

・自分の身体に愛するとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の身体を愛することができています 

 

・自分の容姿を愛する方法を知っています 

・自分の容姿を愛するとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の容姿を愛することができています 

 

 


