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エネルギー一覧「コミュニケーション編」 

 

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「人」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「人」の定義を入れる 

 

・私の「人間」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「人間」の定義を入れる 

 

・私の「会話」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「会話」の定義を入れる 

 

・私の「コミュニケーション」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「コミュニケーション」の定義を入れる 

 

・私の「人間関係」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「人間関係」の定義を入れる 

 

・私の「人との付き合い」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「人との付き合い」の定義を入れる 

 

・私の「人とのつながり」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「人とのつながり」の定義を入れる 

 

・私の「理解する」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「理解する」の定義を入れる 

 

・私の「理解される」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「理解される」の定義を入れる 

 

・私の「理解し合う」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「理解し合う」の定義を入れる 

・私の「調和する」の定義を宇宙に返す 
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・宇宙の「調和する」の定義を入れる 

 

・意見が違ってもいい、意見が違わなくてもいい 

・考え方が違ってもいい、考え方が違わなくてもいい 

・価値観が違ってもいい、価値観が違わなくてもいい 

 

・意見の違いを受け入れても安心安全です 

・意見の違いを受け入れてもいい 

・意見の違いを受け入れる方法を知っている 

・意見の違いをいつ受け入れるか知っている 

・意見の違いを受け入れるとはどんな感じか知っている 

・意見の違いを楽しむとはどんな感じか知っている 

・意見の違いを活かす方法を知っている 

・意見の違いを活かすとはどんな感じか知っている 

 

・意見の違いを受け入れられても安心安全です 

・意見の違いを受け入れられてもいい 

・意見の違いを受け入れられる方法を知っている 

・意見の違いをいつ受け入れられるか知っている 

・意見の違いを受け入れられるとはどんな感じか知っている 

・意見の違いを活かされる方法を知っている 

・意見の違いを活かされるとはどんな感じか知っている 

 

・考え方の違いを受け入れても安心安全です 

・考え方の違いを受け入れてもいい 

・考え方の違いを受け入れる方法を知っている 

・考え方の違いをいつ受け入れるか知っている 

・考え方の違いを受け入れるとはどんな感じか知っている 

・考え方の違いを楽しむとはどんな感じか知っている 

・考え方の違いを活かす方法を知っている 

・考え方の違いを活かすとはどんな感じか知っている 

 

・考え方の違いを受け入れられても安心安全です 

・考え方の違いを受け入れられてもいい 

・考え方の違いを受け入れられる方法を知っている 

・考え方の違いをいつ受け入れられるか知っている 
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・考え方の違いを受け入れられるとはどんな感じか知っている 

・考え方の違いを活かされる方法を知っている 

・考え方の違いを活かされるとはどんな感じか知っている 

 

・価値観の違いを受け入れても安心安全です 

・価値観の違いを受け入れてもいい 

・価値観の違いを受け入れる方法を知っている 

・価値観の違いをいつ受け入れるか知っている 

・価値観の違いを受け入れるとはどんな感じか知っている 

・価値観の違いを楽しむとはどんな感じか知っている 

・価値観の違いを活かす方法を知っている 

・価値観の違いを活かすとはどんな感じか知っている 

 

・価値観の違いを受け入れられても安心安全です 

・価値観の違いを受け入れられてもいい 

・価値観の違いを受け入れられる方法を知っている 

・価値観の違いをいつ受け入れられるか知っている 

・価値観の違いを受け入れられるとはどんな感じか知っている 

・価値観の違いを活かされる方法を知っている 

・価値観の違いを活かされるとはどんな感じか知っている 

 

・理解してもいい、理解しなくてもいい 

・理解されてもいい、理解されなくてもいい 

・理解し合ってもいい、理解し合わなくてもいい 

 

・私の「相手を理解する」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「相手を理解する」の定義を入れる 

・相手を理解しても安心安全です 

・相手を理解してもいい 

・相手を理解する方法を知っています 

・相手をいつ理解したらいいか知っています 

・相手を理解するとはどんな感じか知っています 

・相手を理解しなくてもいいです 

 

・私の「人から理解される」の定義を宇宙に返す 

・宇宙の「人から理解される」の定義を入れる 
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・人から理解されても安心安全です 

・人から理解されてもいい 

・人から理解される方法を知っています 

・人からいつ理解されたらいいか知っています 

・人から理解されるとはどんな感じか知っています 

・人から理解されなくてもいいです 

 

・人の顔色を見なくても安心安全です 

・人の顔色を見なくてもいい 

 

・自分の考えを話しても安心安全です 

・自分の考えを話してもいいです 

・自分の考えをいつ話せばいいか知っています 

・自分の考えを話す方法を知っています 

・自分の考えを話すとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の考えを話せます 

・自分の考えを話せなくてもいいです 

 

・自分の考えを聞いてもらっても安心安全です 

・自分の考えを聞いてもらってもいいです 

・自分の考えをいつ聞いてもらえばいいか知っています 

・自分の考えを聞いてもらう方法を知っています 

・自分の考えを聞いてもらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の考えを聞いてもらえています 

・自分の考えを聞いてもらえなくてもいいです 

 

・自分の考えを受け入れてもらっても安心安全です 

・自分の考えを受け入れてもらってもいいです 

・自分の考えをいつ受け入れてもらえるか知っています 

・自分の考えを受け入れてもらう方法を知っています 

・自分の考えを受け入れてもらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の考えを受け入れてもらっています 

・自分の考えを受け入れてもらえなくてもいいです 

 

・人の考えに耳を傾けても安心安全です 

・人の考えに耳を傾けてもいいです 
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・人の考えにいつ耳を傾ければいいか知っています 

・人の考えに耳を傾ける方法を知っています 

・人の考えに耳を傾けるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の考えに耳を傾けることができます 

・人の考えに耳を傾けることができなくてもいいです 

 

・人の考えを聞いても安心安全です 

・人の考えを聞いてもいいです 

・人の考えをいつ聞くか知っています 

・人の考えを聞く方法を知っています 

・人の考えを聞くとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の考えを聞くことができます 

・人の考えを聞けなくてもいいです 

 

・人の考えを受け入れても安心安全です 

・人の考えを受け入れてもいいです 

・人の考えをいつ受け入れるか知っています 

・人の考えを受け入れる方法を知っています 

・人の考えを受け入れるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の考えを受け入れることができます 

・人の考えを受け入れられなくてもいいです 

 

・自分の意見を言っても安心安全です 

・自分の意見を言ってもいいです 

・自分の意見をいつ言えばいいか知っています 

・自分の意見を伝える方法を知っていいます 

・自分の意見を言うとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の意見を言えます 

・自分の意見が言えなくてもいいです 

 

・自分の意見を聞いてもらっても安心安全です 

・自分の意見を聞いてもらってもいいです 

・自分の意見をいつ聞いてもらえばいいか知っています 

・自分の意見を聞いてもらう方法を知っています 

・自分の意見を聞いてもらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の意見を聞いてもらえています 
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・自分の意見を聞いてもらえなくてもいいです 

 

・自分の意見を受け入れてもらっても安心安全です 

・自分の意見を受け入れてもらってもいいです 

・自分の意見をいつ受け入れてもらえるか知っています 

・自分の意見を受け入れてもらう方法を知っています 

・自分の意見を受け入れてもらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の意見を受け入れてもらっています 

・自分の意見が受け入れられなくてもいいです 

 

・人の意見に耳を傾けても安心安全です 

・人の意見に耳を傾けてもいいです 

・人の意見にいつ耳を傾ければいいか知っています 

・人の意見に耳を傾ける方法を知っています 

・人の意見に耳を傾けるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の意見に耳を傾けることができます 

・人の意見に耳を傾けられなくてもいいです 

 

・人の意見を聞いても安心安全です 

・人の意見を聞いてもいいです 

・人の意見をいつ聞くか知っています 

・人の意見を聞く方法を知っています 

・人の意見を聞くとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の意見を聞くことができます 

・人の意見を聞けなくてもいいです 

 

・人の意見を受け入れても安心安全です 

・人の意見を受け入れてもいいです 

・人の意見をいつ受け入れるか知っています 

・人の意見を受け入れる方法を知っています 

・人の意見を受け入れるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の意見を受け入れることができます 

・人の意見を受け入れられなくてもいいです 

 

・自分のことを話しても安心安全です 

・自分のことを話してもいいです 
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・自分のことをいつ話せばいいか知っています 

・自分のことを話す方法を知っています 

・自分のことを話すとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分のことを話せます 

・自分の事が話せなくてもいいです 

 

・自分のことを聞いてもらっても安心安全です 

・自分のことを聞いてもらってもいいです 

・自分のことをいつ聞いてもらえばいいか知っています 

・自分のことを聞いてもらう方法を知っています 

・自分のことを聞いてもらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分のことを聞いてもらえています 

・自分のことを聞いてもらえなくてもいいです 

 

・自分のことを受け入れてもらっても安心安全です 

・自分のことを受け入れてもらってもいいです 

・自分のことをいつ受け入れてもらえるか知っています 

・自分のことを受け入れてもらう方法を知っています 

・自分のことを受け入れてもらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分のことを受け入れてもらっています 

・自分の事を受け入れてもらえなくてもいいです 

 

・人のことに耳を傾けても安心安全です 

・人のことに耳を傾けてもいいです 

・人のことにいつ耳を傾ければいいか知っています 

・人のことに耳を傾ける方法を知っています 

・人のことに耳を傾けるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人のことに耳を傾けることができます 

・人のことに耳を傾けることができなくもてもいいです 

 

・人のことを聞いても安心安全です 

・人のことを聞いてもいいです 

・人のことをいつ聞くか知っています 

・人のことを聞く方法を知っています 

・人のことを聞くとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人のことを聞くことができます 
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・人のことを聞けなくてもいいです 

 

・人のことを受け入れても安心安全です 

・人のことを受け入れてもいいです 

・人のことをいつ受け入れるか知っています 

・人のことを受け入れる方法を知っています 

・人のことを受け入れるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人のことを受け入れることができます 

・人のことを受け入れられなくてもいいです 

 

・自分の気持ちや思いを話しても安心安全です 

・自分の気持ちや思いを話してもいいです 

・自分の気持ちや思いをいつ話せばいいか知っています 

・自分の気持ちや思いを話す方法を知っています 

・自分の気持ちや思いを話すとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の気持ちや思いを話せます 

・自分尾気持ちや思いを話せなくてもいいです 

 

・自分の気持ちや思いを聞いてもらっても安心安全です 

・自分の気持ちや思いを聞いてもらってもいいです 

・自分の気持ちや思いをいつ聞いてもらえばいいか知っています 

・自分の気持ちや思いを聞いてもらう方法を知っています 

・自分の気持ちや思いを聞いてもらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の気持ちや思いを聞いてもらえています 

・自分の気持ちや思いを聞いてもらえなくてもいいです 

 

・自分の気持ちや思いを受け入れてもらっても安心安全です 

・自分の気持ちや思いを受け入れてもらってもいいです 

・自分の気持ちや思いをいつ受け入れてもらえるか知っています 

・自分の気持ちや思いを受け入れてもらう方法を知っています 

・自分の気持ちや思いを受け入れてもらうとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分の気持ちや思いを受け入れてもらっています 

・自分の気持ちや思いを受け入れてもらえなくてもいいです 

 

・人の気持ちや思いに耳を傾けても安心安全です 

・人の気持ちや思いに耳を傾けてもいいです 
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・人の気持ちや思いにいつ耳を傾ければいいか知っています 

・人の気持ちや思いに耳を傾ける方法を知っています 

・人の気持ちや思いに耳を傾けるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の気持ちや思いに耳を傾けることができます 

・人の気持ちや思いに耳を傾けることができなくてもいいです 

 

・人の気持ちや思いを聞いても安心安全です 

・人の気持ちや思いを聞いてもいいです 

・人の気持ちや思いをいつ聞くか知っています 

・人の気持ちや思いを聞く方法を知っています 

・人の気持ちや思いを聞くとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の気持ちや思いを聞くことができます 

・人の気持ちや思いを聞くことができなくてもいいです 

 

・人の気持ちや思いを受け入れても安心安全です 

・人の気持ちや思いを受け入れてもいいです 

・人の気持ちや思いをいつ受け入れるか知っています 

・人の気持ちや思いを受け入れる方法を知っています 

・人の気持ちや思いを受け入れるとはどんな感じか知っています 

・もうすでに人の気持ちや思いを受け入れることができます 

・人の気持ちや思いを受け入れられなくてもいいです 

 

・会話するとはどんな感じか知っています 

・周りと調和しながら楽しく会話するとはどんな感じか知っています 

・周りと調和しながら楽しく会話する方法を知っています 

・いつ周りと調和しながら楽しく会話するのか知っています 

・もうすでに周りと調和しながら楽しく会話できています 

 

・おしゃべりするとはどんな感じか知っています 

・周りと調和しながら楽しくおしゃべりするとはどんな感じか知っています 

・周りと調和しながら楽しくおしゃべりする方法を知っています 

・いつ周りと調和しながら楽しくおしゃべりするのか知っています 

・もうすでに周りと調和しながら楽しくおしゃべりできています 

 

・自分をよく見せようとしなくてもいいです 

・自分を良く見せなくてもいいです 



幸せ思考メソッド 

©2020 KeikoKitaguchi 

 

・かっこつけようとしなくてもいいです 

・かっこつけなくてもいいです 

・自分を頭がいい人に見せようとしなくてもいいです 

・自分を頭がいい人に見せなくてもいいです 

・自分を知的な人に見られようとしなくてもいいです 

・自分を知的な人に見せなくてもいいです 

・なめられないようにしようと思わなくてもいいです 

・できる人に見られようとしなくてもいいです 

・できる人に見せなくてもいいです 

・バカだと思われてもいいです 

・かっこ悪いと思われてもいいです 

・つまらない人だと思われてもいいです 

・話が下手な人と思われてもいいです 

・自分のダメなところを隠そうとしなくてもいいです 

・自分のダメなところを隠そうとしてもいいです 

・初対面の人の前で緊張してもいいです 

・初対面の人の前で緊張しなくてもいいです 

・人前で緊張してもいいです 

・人前で緊張しなくてもいいです 

 

・自分らしくリラックスして話しても安心安全です 

・自分らしくリラックスして話してもいいです 

・自分らしくリラックスして話す方法を知っています 

・自分らしくリラックスして話すとはどんな感じか知っています 

・もうすでに自分らしくリラックスして話すことができます 

・自分らしくリラックスして話せなくてもいいです 


