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マリアージュコース 1日目 テキスト 
 
 
■ご参加の際の注意点■  
守秘義務に関して: この講座にご参加いただいた方の個人情報・及び、個人に関する

あらゆる会話などは、当事者に無断でこの場以外で話すことを禁止いたします。それ

ぞれの参加者の方が、深いご自身の悩みなども、安心してシェアできますよう、ご協

力をお願いいたします。  
転載禁止(著作権)に関して: この講座の内容・及び、講師が話した授業内容、チェック

シートの内容を、無断で他者に公開することを禁 止いたします。録音や撮影も禁止で

す。 無断で掲載・使用などした場合は法律で罰せられます。ご了承ください。  
 
 
 
■自分を構成している要素を見ていく（無意識にやってきたことの確認・潜在意識の

確認） 
 
□愛されていない 
□大切にされていない 
□配慮されていない 
□すてきな独身男性が来ない（いない） 
□理解されていない 
□イケメンがいない 
□社会的に成功した人がいない 
□経済的に豊かな男性がいない 
□助けてくれる人がいない 
 
■あなたが受け入れている愛されなさ・あなたがしてしまっている愛されない癖 
 
□私は無視されることを受け入れています 
□私は無視されることよりもひどい目に遭うことを受け入れています 
□私は無視されることよりも暴力を振るわれることを受け入れています 
□私はそこまでして、痛みで自分の存在を認めている 
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□私は苦労させられることを受け入れながら、自分の存在を人に認めてもらっている 
□私は犠牲になることで、あなたを愛していると伝えている 
□私は犠牲になることで、私の美しさと正しさを証明している 
□私は私を愛さない人に翻弄されて、私の正しさを証明している 
□私は私をきちんと扱わない人に献身して、私の愛の深さを証明している 
□私は私のアイデンティティがないと思いながらも、私の家族の生き方をしている 
□私は私の人生を選んでいると思いながらも、いやな人に影響されて動かされている 
□私は私の人生を、何かがいやだと感じながら、そこから離れて幸せになりたいと、

逃避として考えてしまっている 
□私は幸せな結婚をしたいのに、結婚相手以外のことを考えている（正しい努力をし

ていない） 
 
 
 
■歴代の家族で持っている罪悪感の解消 
 
１．あなたの家族は、「どんなことをしてはいけない」という罰のルールの下で生き

ていましたか？ 
 
□豊かさの排除 
□暖かい肉体の触れあい（肉体関係含む）の排除 
□優しい言葉よりも見栄・社会的な正解 
□自分を大切にすること 
□その場で優しい言葉や対応をして、暖かい気持ちになること 
□ただ楽しい、幸せで生きること 
□許し合い、理解し合い、絶対に拒絶し合わない 
□時には、自分が折れたり、素直に謝ること 
□子供であっても大人であっても対等であること 
 
２．それらにより、あなたはどれくらい、悲惨な・苦しい・辛い人生が当然だと思

い、今の生き方になってしまっていますか？ 
 
３．あなたが本当に得たい人生を書き出してみてください。 
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■歴代の家族で持っている愛の問題の解消 
 
１．あなたの家族はどんなふうに「愛されない痛み」を隠していましたか？あなたに

見せまいと思っていても、愚痴や無意識の態度で出てしまっていたことを書き出して

みてください。 
 
□やってくれないことへの不満 
□与えられないことへの苦しみ 
□見てもらえないことへの孤独感 
□肉体的な負担の痛み 
□精神的に支えがない苦しさ 
□金銭的に余裕がないつらさ 
□お互いにお互いが満足させ合うという与え愛の気持ちのない冷たさ 
□同じ方向を見て、協力しながら生きる喜びを感じていないし、そもそもばらばら 
□愛よりもお金、でもお金もない 
□自己否定しながら、家族を否定する 
□まっすぐに努力して、まっすぐに幸せを受け取る素直さの欠如 
□心の余裕や精神的な豊かさの欠如 
 
２．あなたは、それらを受け入れてきました。そして、微妙に現れるそれらの家族の

パターンをずっと無意識にフォローしてきました。どんなフォローをしてきました

か？ 
 
３．あなたはそれらによって、そういった人たちに反応するようになりました。あな

たが反応する人はどんな特徴を持っているでしょう？（あなたが関わる男性） 
 
４．捨てられなかった家族をここまで抱えてきたあなたを抱きしめましょう。 
 
 
■DNAレベルで植え付けられている恐怖・パターンの改善 
 
１．あなたが家族から怒られて怖かったことを書き出してみてください 
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２．あなたが家族から無視されてつらかった、切り裂かれるような痛みがあったこと

を書き出してみてください 
 
３．心の中のその子は、まだ家族やひどいことを言う人が怖いです。どれくらい怖い

でしょう。 
 
４．大人のあなたは、その人たちからこの子を守るために、がちがちに武装し、強く

あろうとしてきました。戦ってきました。どんなふうに戦ってきましたか？ 
 
５．純粋に戦うこともなく強くある必要もなく、守られていいとしたら、どう守られ

るべきでしょうか？そして、そう守られたとしたら、どう戦うことをやめられます

か？あるいは逃げられるでしょう？ 
 
６．逃げるということを教わらなかったのはなぜですか？あらゆることから逃げたら

どうなるでしょう？ 
 
 
■家族が持っている権威との葛藤・不幸のパターン 
 
１．あなたの家族は、権威（社会的な成功者・上司・有名人）に対して、どんな反発

や愚痴を持っていましたか？書き出してみてください。 
 
２．それによって、あなたは「守られる」「力のある人に頼る」「お金持ち（お金）

にケアしてもらう」「失敗してもかばわれる」「完璧ではなくても、堂々と生きてい

ていい」「誰しも許される価値がある」と、どれくらい思えなくなりましたか？ 
 
３．あなたと、権威を持った、お金を稼げる、素晴らしい男性との距離を書き出して

みてください。何メートルくらいの距離感がありますか？ 
 
４．あなたが無意識に権威に対してしてしまっていた拒絶・軽蔑を書き出してみまし

ょう。 
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５．１００％権威を受け入れたあなたは、どういう男性と関われるようになるでしょ

うか。 
 
 
■バーストラウマ（生まれながらに持たされたトラウマ） 
 
１．	 私が生まれたとき、周囲はこれくらい大変でした。 
 
２．	 私は私が生まれたとき、それが「○○」にとって、「××」の負担になると

思いました。 
 
３．	 私は私が生まれてしまったことで、周囲が私に△△の態度をすることで、

「私の存在はこんなにもいけない・ネガティブなものなんだ」と思いました。 
 
４．	 私はそのとき、「私は周囲の人のことを幸せにできない存在なんだ」と思い

込みました。 
 
５．	 私はそれによって、私はこれからこれくらい周囲を幸せにしなければならな

いと、あらゆる責任を背負いました。 
 
○これによって、あなたが背負っていた責任を書き出してみてください。 
 
○あなたはどれくらい、周囲の人の感情や機嫌の負担を背負ってきましたか？どれく

らい、あなたが悪いと思い込んできたのでしょう？ 
 
○今、あなたが、周囲の人があなたにぶつける感情や不満をどれくらい受け入れてし

まっていますか？ 
 
○責任によって、あなたはどれくらい「責任をとらなければならない・責任を負わな

ければならない男性」を選んでいますか？ 
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■家族が持っている感情のパターンの解放 
 
１．	 あなたの家族は、どんな行動をして、どんな感情を抱き、さらにその感情を

抱いたことでどんな行動をする、というネガティブなパターンを繰り返していま

すか？ 
 

２．	 その中心になる「価値と自己愛のなさ」を書き出してみてください。 
 
３．	 彼らは本当は何があれば、幸せになれたのでしょう？正直に。 
 
４．	 あなたが３の内容を否定しているのはなぜですか？ 
 
 
 
■結婚をさせない・誤った家族愛のパターンの解放 
 
１，あなたのためを思っているの。あなたはこうするべき。あなたはこうするのが正

しい 
 
２．	 あなたがこうしてくれることでこんなふうに助かる（依存） 
 
３．	 （無言で）あなたは私たちをこう助けるべき（そうしないと罰があたる） 
 
４．あなたは私たちと同じくらい幸せでなければならない、そうでなければあなたは

私たちを裏切ったことになる。親不孝だ 
 
５，	 あなたは幸せになったら、私たちにこれくらいの奉仕をすべきだ。だってそ

れは親子なのだから当然でしょう 
 

６，	 あなたは誇りを持つべきだ、成功するべきだ、私たちを喜ばせるように 
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○これらの社会的な価値観によって、どれくらい、あなたは家族に縛られているでし

ょう？ 
 
○でも、正しい愛をくれなかった人の奴隷になる必要はありません。あなたが幸せに

なったとしても、ここからは自由です。その自分を許しましょう。 
 
 
 
■家族との反動形成 
 
○家族が身につけなかったような社会性や社会的な立場 
○家族が得られなかったような技術 
○家族が得られなかったような強さ・精神的な崇高さ 
○家族が持たないような弱者を守る精神 
○家族が持たないような正しさ、忍耐強さ 
○家族が持たないような自立心 
 
１．	 これらによって、あなたはどれくらい「望んだ結婚生活」「得たいパートナ

ー」から離れてきましたか？ 
 
２．	 これらによって、あなたはどれくらい、「この性質があるからこそ、こうし

た性質に甘んじる男性」と引き合ってきてしまったでしょうか？ 
 
３．	 それをやめると決断してみてください。 
 
４，これらの感性を、逆に「足りないケア」として与えるのではなく、同質のマッチ

ングにしたら、どんな男性を引き寄せられますか？ 
 
 
 
■結婚のパターンを変える感情・思考・動機・会話の改善レッスン 
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１．	 もし結婚できる私だったとしたら、こんな会話・態度はしないということ

を、今までの家族のあり方と照らし合わせて書き出してみてください。 
 
２．	 もし結婚できる私だったとしたら、「今している」こんな会話や態度はしな

いということを書き出してみてください。 
 
３．	 結婚したら楽になるのに、かたくなに一人で頑張ろうとしていることを書き

出してみてください。 
 
４．	 結婚したらもういらないものなのに、まだ大切にしていること・思い込み・

こだわりを書き出してみてください。 
 
５．	 結婚している私は、いつもどんな幸せを実感しながら、どんなことを考えな

がら、どんな動機で、どんな態度で旦那様に接していますか？ 
 
６．	 あなたが５をしないのはなぜでしょう？あなたがそれを捨てないのはなぜで

すか？ 
 
 
■各・潜在意識分析→繰り返すパターンの下には何があるのか？ 
 
１．	 私は最終的に愛されないことを受け入れて、一人になって、孤独感を感じる

生活に戻る。その生活とはどんな生活ですか？ 
 
２．	 その生活になったときに恨む相手は？そして何を恨んでいますか？ 
 
３．	 私はその人に何をわかってもらいたかったのでしょうか？私はその人に何を

させたかったのでしょうか？ 
 
４．	 将来、あなたを大切にしてくれる男性が、その人の代わりに謝ってくれまし

た。あなたはどう思いますか？ 
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■自動的なネガティブ・愛ではないコミュニケーションの受けいれを改善する 
 
□無視されることに苦しみを覚え、そこに反応している 
□愛されないことを辛いと感じながら、その感情を粘り強く感じ続けている 
□運命の相手ではない人のことばかりを考えている 
□もし○○になったら、という危機管理がすぎる 
□自分のすべきことはしっかりと（しすぎていて任せない） 
□まじめすぎて、多少の不真面目さが許せない（ゆえに自分にも他人にも許さない） 
 
○愛ではない選択をどれくらいしていますか？そして、愛の感受性をどれくらい排除

しながら生きていますか？ 
 
○デートや喜び、緩さ、リラックス、楽であることをどれくらい自ら選択できていま

すか？ 
 
○あなたの結婚生活はこのままいくとどれくらい厳しいものになりますか？ 
 
 
 
 
 
■自分の本当の個性（ネガティブ・マイノリティ・セクシャリティ含む）自己受容ワ

ーク 
 
○ネガティブな側面 
○世間的に受け入れられづらい側面 
○通常は人からいやがられるのではないかと思う側面 
○誰にもいえない「恥」の部分 
○他人から見たら弱いところ 
○過去、いじめられたりしたところ 
 
１．あなたはそれらを「自分が」許していません。なぜでしょうか。 
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２．人の弱さをあなたが見たとしたら、その人を嫌いますか？ 
 
４．	 人を嫌わないあなたに、あなたを見せて受け入れてもらってください。 
 
 
■誰を恐れて幸せにならない？誰をかばって幸せにならない？不幸の本質チェックシ

ート 
 
□私は家族から否定された人間である。そして私は、私を否定する家族を否定できな

い 
□私は家族から愛されなかった人間である。そして私はその家族を理解しようとして

いる 
□私は家族から愛されなかった人間である。そして私はその家族をよくしようとして

きた 
□私は家族から与えられなかった愛を、家族に、家族のような人に与え続けている。 
□私は家族ができない我慢をしている。それが私の間から 
 
１．	 私は親に虐待をされました。（あるいは愛を与えられませんでした）でもそ

の親を責めてしまうと、「親が不完全だ」と知って傷つくからかばってしまいま

す。 
 
２．	 私は私を否定した・いじめた人を本当は責めたいけれど、その人たちのこと

が怖いから、だからまだ責めきれません。 
 
３．	 それゆえに私は心の中でもまだ、その人たちに踏まれて圧倒されています。 
 
○この自分の自己価値はどんなものですか？ 
 
○どれくらい「最初から負け」ていますか？ 
 
○その私が愛する人と対等に接することができますか？ 
 
○こんな自分をどんなふうに助けたいでしょうか？ 
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○こんな自分はどんな人から愛されるべきでしょうか？そして、どんな人を愛すべき

ではないでしょうか？ 
 
○愛さない許可を出してみましょう。 
 
 
 
 
■人間性アイデンティティ・揺るぎない価値を創る→潜在意識マッチング 
 
１．	 私は怒りを感じる正当な理由として、○○の美徳を持っています。 
２．	 私は悲しみを感じる正当な理由として、○○の感受性と深い愛情を持ってい

ます。 
３．	 私は喜びを感じる正当な理由として、○○の権利を持っています。 
４．	 私は楽に生きる正当な理由として、これまで努力してきた○○の人生があり

ます。 
５．	 私は尊敬できるあり方をしています。 
６．	 私は人を許せる人でした。 
７．	 私は私が嫌うひとをきちんと嫌う感性を持っていました。 
８．	 私は世界をそこまで絶望的に見ていません。 
 
 
○私という人は、本当はどういう人とマッチングすべきでしょうか？ 
 
 
■ネガティブな意識のフォーカス・何を現実化している？ 
 
１．あなたが感じがちな感情はどんなものでしょうか？ 
 
２．あなたはその痛みにフォーカスし、その痛みを感じ続けているのは、その痛みに

対してどんなこだわりがあるからでしょうか？ 
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３，	 その痛み自体は、「あなたに何をわかってもらいたい」と思っていますか？ 
 
４，あなたはその痛みに対して、どんなケアをしていなかったでしょう？そして、こ

れからどんなことをしてあげたいですか？ 
 
５，その痛みは、あなたがどう行動すべき、あなたにどう行動してもらいたいと思っ

ていますか？ 
 
６，その痛みは、あなたに何を学ばせるために、まだあなたの中に居続けてくれるの

でしょう？ 
 
７，	 痛みは、あなたがこれ以上傷つかないように、あなたを守ってくれました。

でも、もう違う世界をあなたは知っています。どんなことを痛みに教えて安心さ

せてあげたいですか？ 
 
 
 
■嫉妬・攻撃・裏切り・元々ある不幸のパターン 
 
１．あなたはもともと、どれくらい嫉妬してきましたか？そして、「嫉妬を感じさせ

られるくらい、差別的な環境」にいたでしょうか？ 
 
２．あなたはどれくらい、攻撃されてきましたか？それによってあなたはどれくらい

自分を守るために、攻撃し返すことを自動的に余儀なくされてきましたか？ 
 
３，	 あなたは信頼し、そして裏切られてきました。それによってあなたはどんな

恨みを抱え、その人たちを恐怖し、世界を恐怖してきましたか？ 
 
４，	 しかし、これらをあなたはしたくなかったはずです。すべて、したくなかっ

たとまずは否定してみましょう。その上で、「加害者になってしまった自分」と

向き合い、その悲しみを感じてみてください。 
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５，	 加害者になったことで、あなたはどんな苦しい恋愛を繰り返してきました

か？ 
 
６，	 加害者になってしまった自分を許しましょう。 
 
 
 
■依存（トラウマから逃げるための逃避行動）苦しみ依存度チェック 
 
□私が幸せになるのはただの夢かもしれない 
□私はあの人たちの世界から抜けられないかもしれない 
□私の運命の人はいないかもしれない 
□私は変われないかもしれない 
□私は幸せになれないかもしれない 
□私は結婚できないかもしれない 
□私は愛されないかもしれない 
□誰も私のことを見てくれないかもしれない 
 
 
○あなたが運命の人を見ていないのはなぜですか？ 
 
○あなたが運命の人を愛さないのはなぜですか？ 
 
○あなたが自分で自分の人生をデザインしようと思わないのはなぜですか？ 
 
○あなたの人生のシナリオを自分で書いてみてください。 
 
○あなたは幸せになる責任からどう逃れているでしょうか？ 
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■罪悪感→自罰行為→愛されないのパターン 
 
１．私はこんなことをしてしまった。私はこれができなかった。私はこれをすべきだ

ったのにしなかった。そんな後悔と、その後にセットになっている行動を書き出して

みてください。 
 
２．それによって、あなたはさらに、何を、どんなことをせずに済んでいますか？さ

らに何を滞らせていますか？ 
 
３．慰める、共感する、優しくするということをあなたに教えなかった人は誰です

か？ 
 
 
 
■抑圧した感情の解放→喜び・悦び愛の開花 
 
１．あなたが感じなれているネガティブ感情を書き出してみてください。 
 
２．あなたが嫌いきれない、あなたが憎みきれない相手を書き出してみてください。 
 
３．あなたが軽蔑をしないように避けているのはなぜですか？ 
 
４．あなたが馬鹿にしないように避けているのはなぜですか？ 
 
５．あなたが見下さないように避けているのはなぜですか？ 
 
 
○あなたの感情を、外側に感じてしまうことを恐れているのはなぜでしょうか？ 
 
○あなたの周囲の人は、その感情を感じていませんか？それとも感じていますか？ 
 
○むしろ、あなたがこうしたネガティブな感情をきちんと感じないことによって、ど

れくらい他人が入ってきてしまっていましたか？ 
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○いやだと思えた結果、「では私が好きなもの」をどれくらい色鮮やかに感じられる

でしょうか？ 
 
○相手を拒絶した結果、どれくらい「私の素晴らしさ」を感じられるでしょうか？ 
 
○いやだと思っていいと思えたとき、世界はどんなふうに彩りができますか？ 
 
 
 
■アイデンティティがない状態→しっかりとした自己の確立、その際のエネルギー・

内的な状態 
 
１．	 あなたが拒否したいことを素直に書き出してみてください。 
 
２．	 だからと言って、それは悪いことではありません。けれど、それを拒絶しな

かったのはなぜですか？ 
 
３．	 あなたが拒絶しないことで、どれくらい、あなたの中に「いやなこと」が入

ってきてしまっていましたか？ 
 
４．	 あなたがいやなことでいっぱいだった時、それはあなたの人生ではなく、

「いやな人」の人生です。どれくらい、あなたは「他人の価値観や思想や感情」

を生きていたでしょうか？ 
 
○しっかりと拒絶しましょう。 
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■世界との関わり・開いた新たなセルフイメージの構築 
 
 
１．私は家族から独立した○○という人間として、この世界の○○な人と関わること

を誓います。 
 
２．私は今まで家族のような△△の人に、自分をあえて搾取させてきました。でもも

う、それが必要ないことがわかります。 
 
３．私は家族から独立した純粋な人間として、人に愛を与えることを誓います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CopyrightⒸ2017 yoshino saito All Rights Reserved. 
 

17 

マリアージュコース 2 日目 

 

 

 

 

■	結婚に対する感情を変える 

 

□	私は孤独への焦りのために結婚したいと思っている 

□	私は私のことを受け止めて欲しいから結婚したいと思っている 

□	私は私の人生から逃げたいから結婚したいと思っている 

□	私は私のことが嫌いだから結婚したいと思っている 

□	私は私のネガティブさを分かち合いたいから結婚したいと思っている 

□	私は私の家族から逃げたいから結婚したいと思っている 

□	私は私の価値を感じたいから結婚したいと思っている 

□	私は私の淋しさを満たしたいから結婚したいと思っている 

 

■	自分の愛への誤解 

 

□	私の愛は犠牲の上に成り立つ（私が苦しい想いをして初めて、愛される） 

□	私の愛は楽しいことではない、ぎりぎりのところで人に尽くすこと 

□	私は丸ごと愛されて良い存在ではない 

□	いつも批判されながら愛される・その程度のもの 

□	私の愛はたいしたことがない、評価されない小さなもの 

□	私の愛は取るに足りない、どうでもいいもの 

□	私の愛は小さく、私の存在も小さく、やっていることはたいしたことない 

□	私は美しくはない 

□	私は女性として男性を満足させられる女性ではない 

□	私は欠けている人間である、私は愛されない人間である 

 

 

■	正しい結婚とは何か？ 
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■あなたにとっての正しく軽蔑すべき愛情のない人は誰か？（どんな生き方か？） 

 

■	感受性をネガティブに使う（悲劇のヒロイン）ことによる弊害の改善 

 

□	私の苦しみを分かって欲しい！こんなに辛かったのに！ 

□	私の怒りを分かって欲しい！なぜあなたはこの怒りを分からないの？ 

□	私の悲しみはあふれるよう。あなたに同じ悲しみを理解してほしい 

□	あなたもまたどうせ、あの人のように接するのね？ 

□	どうせまたふられる、どうせあなたも不幸を私に与えるの。だから攻撃する 

 

１．あなたに苦しみを与えた人のネガティブ感情を、どれくらい引き受けていますか？ 

 

２．あなたはそれを引き受けながら生きていたいですか？ 

 

３．あなたはどれくらい、その人と一体化してしまっていますか？ 

 

４．あなたがしていることで、その人と同じことはどれくらいありますか？ 

 

５．あなたがその人から背負わされた不運をすべて書き出してみて下さい。そして、そ

こから自由になりましょう。 

 

 

 

■	女性としての心の傷を癒し、女の子としての自分を０から作り直す 

 

１．女の子としてこう生きたかったのに、禁止されたことを書き出してみて下さい。 

 

２．そのときの自分が、本当はどう魅力的だったかを書き出してみて下さい。 

 

３．その自分の女性性は、どんなふうに男性を幸せにできる要素でしょうか？詳しく書

き出してみて下さい。 
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■	セクシャリティ・男性を肉体的にも精神的にも喜ばせる方法 

 

1.私は私の傷みを理解してもらうために、男性に対しても同じような気持ちを持ってい

てほしいし持たせたい…とどれくらい思っていますか？ 

 

2.傷みを持たない人への軽蔑をどれくらい持っていますか？ 

 

3.あなたはどれくらい痛みに耐えられることができますか？ 

 

4.あなたはどれくらい痛みを人生の一部にして、それを耐えることをアイデンティティ

だと思っていますか？ 

 

 

□	私のわかちあうものは傷みである 

□	私のわかちあうものは悲劇である 

□	私のわかちあうものは神経質な苦しみである 

□	私のわかちあうものは過去である（未来ではない） 

□	私のわかちあうものは他の人との人生である（あなたではない） 

□	私のわかちあうものは苦しみと貧困である（協力して未来を築けない） 

 

５．あなたが上記のようにしてしまう、それくらい、あふれるくらい苦しみを背負わさ

れたのは誰のせいですか？ 

 

６．そのあなたは女性として、どれくらい「個」として生きられていますか？ 

 

７．あなたはその背負わされた苦しみを、もう背負わなくていいんです。どういう人生

を歩ませてあげたいですか？ 

 

○	分かち合いたい幸せな感情 

○	分かち合いたい喜び 
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○	分かち合いたい豊かさ 

○	分かち合いたい楽しさ 

○	分かち合いたい満足感 

 

８．あなたが幸せな結婚生活を送れる、その能力（根拠）を書き出しましょう。 

 

 

 

 

■	自分の魅力マーケティング・どこで・だれに・どんな形で発揮されるか？シミュレ

ーション 

 

【あなたの趣味】 

 

【あなたの生き方】 

 

【あなたの過去から学んだ智慧】 

 

【あなたの美しい感受性】 

 

【あなたの愛】 

 

【あなたの誠実な在り方】 

 

【あなたの優しさ】 

 

【あなたの日常】 
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■	男性から愛される女性性の感受性開花ワーク 

 

１．心細い私はどう守られる？（どう守りたい？） 

２．弱い私はどう支えられる？（どう支えたい？） 

３．悲しい私をどう喜ばせたい？（どう喜ばせられる？） 

４．完璧では無い私をどうケアできる？（どうケアしたい？） 

５．私は私にどう触れられる？（どう触れたい？） 

６．私はどう自分の話を理解できる？（どう理解したい？） 

 

 

○	それを自分にしてみると、自分はどう変化しますか？ 

○	  

○	それを愛する人に与えると、自分はどう変化しますか？ 

○	  

○	それを子供自体の自分にしてみると、子供時代の自分はどう変化しますか？ 

 

 

 

 

■あなたが軽蔑している自分の女性性について 

 

□	社会の意見が○○だったので、私も○○のように自分を打ち付ける 

□	一部の人の意見を採用し、私は自分のことを○○のように否定する 

□	あの人が○○で評価されている、私は○○だから評価されない 

□	雑誌で見た○○と私は違いすぎる 

□	私は○○で失敗したからだめだ 

□	私は○○な相手に対して失恋したからだめだ 

 

１ 自分に対してどれくらい文句を言っていますか？ 

 

２ そのことを謝罪してみましょう。 
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■父親と私による女性性の構築→結果、男性とのパターン構築 

 

１．父親は女性に対してどう扱っていましたか？ 

 

２．父親はあなた（子供・弱きもの）に対してどう扱っていましたか？ 

 

３．父親は社会が見る女性性に対して、どう思っていましたか？ 

 

４．父親は母親に対してどう接していましたか？ 

 

５．父親は家庭に対してどう接していましたか？ 

 

 

○	あなたはこれらの接し方から、「女性はどんなものだ」と思いましたか？ 

 

○	あなたはそれによって、どう男性を攻撃したり、反抗するようになりましたか？ 

 

○	あなたはどれくらい、自分が女性だということを劣っていると思いますか？ 

 

○	それらを謝罪してみて下さい。 

 

 

 

■女性らしいエネルギーを生む・男性と潜在意識でつながる方法 

 

○	目の前の自分に対する愛しさを書き出してみて下さい。 

 

○	自分と同じように、英雄的な生き方をしている男性に対して、その愛しさを書きだ

してみて下さい。 

 

○	あなたがその愛を向けるべき人ではない、あなたが同情は持てても、（格下）対等に

愛するべきではない人を書きだしてみてください。 
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○	目の前の自分を撫でてみて下さい。その時のエネルギーを感じてみて下さい。 

 

○	そのエネルギーはどんなものですか？ 

 

 

 

■私の美を最大限発揮する服装の選び方 

 

 

【自分の美しさを感じる・感受性】 

 

◎	私の愛はとても深い 

◎	私の女性的な感性はとても繊細である 

◎	私の美しさは激しくはない 

◎	私は情熱を持っている 

◎	私は清らかである 

◎	私は純粋な想いを持っている 

 

【イメージを具現化→分かりやすくする】 

 

◎	私の感受性にふさわしいのは○色である 

◎	私の穏やかな愛はまるで○の花のよう 

◎	私の存在は、美しい○○の景色のようだ 

◎	私の深い愛は、○色に広がる美しい光 

 

【それに似合った服やメイクを選ぶ】 

 

◎私には○○が似合う・ドレスアップできる 

 

■	恋を落とすしぐさ・会話・私の魅力の表現の仕方 

 

１.	私はこんなに美しい世界を信じている。あなたはどれくらい、世界を信じている？ 
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２．私はこれくらい人生を乗り越えてきたの。だから、あなたの気持ちが分かる。 

 

３．私はこれくらい、生きることが大変だと分かるの。だから、あなたを大切にできる。 

 

４．私はこれくらい、人生を頑張って生きてきたの。だから私はあなたに協力すること

ができる。 

 

５．私はずっと一人で耐えていたの。だから私はあなたを助けることができる。 

 

６．私はあなたの人生に、生きている意味をこれくらい与えられる。 

 

 

 

 

 

■犠牲にならない母性の表現の仕方 

 

□	私はできるから、やってしまえる 

□	私は大丈夫、だから我慢できる 

□	私は大人だから許すことができる 

□	私は孤独に慣れている 

□	私は一人で何かをすることに慣れている 

□	私は裏切られることに慣れている 

□	私は辛さに慣れている 

□	私は無視されることに慣れている 

 

１．あなたが上記のように思うようになってしまったのは、なぜですか？ 

 

２．どれくらい、普段、感情を抑えて生きているでしょうか？ 

 

３．どれくらい、作ったあなたで生きていますか？ 
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４．どれくらい、本当のあなたは、「それに慣れていません」か？ 

 

５．本当はしたいことを、許可してあげてください。あなたがあなたを救います。 

 

 

 

■	子供性開花〜甘える・愛させる・守らせる・助けさせる潜在意識〜 

 

○	私の苦しみを理解して欲しい 

○	私はこれだけ人生が辛かったの 

○	私はこれだけ不安だった、寂しかった 

○	私はひとりぼっちだった 

○	私は分かってもらいたかった 

○	私は味方してもらいたかった 

○	私は話を聞いてもらいたかった。 

 

１．いたたまれなかった自分を抱きしめてあげてください。 

 

２．愛しい、どんなふうにその自分を助けたいと思いますか？ 

 

３．その自分は、どんなマリア様のような慈愛を持っているでしょうか？ 

 

４．それをしてあげたときの、あなたの満足感を受け取って下さい。 

 

 

 

 

 

■	母親との癒着・どれだけ母の人生を生きているか 

 

○	私のお母さんは幸せではない 

○	私のお母さんは健康ではない 
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○	私のお母さんは 1 番に愛されてはいない 

○	私のお母さんは豊かではない 

○	私のお母さんは成功していない 

 

○	私のお母さんは大切にされていなかった 

○	私のお母さんはお父さんからないがしろにされていた 

○	私のお母さんは世の中に怒っていた 

○	私のお母さんは世の中を信じていなかった 

○	私のお母さんは大切に育てられなかった 

○	私のお母さんは自分の人生を生きていなかった 

○	私のお母さんは愛を知らなかった 

○	私のお母さんは自由が無い 

 

1. あなたはその母親を理解するために、どれくらい、自分も同じ目に遭わせてきまし

たか？ 

 

2. あなたはどれくらい母親を愛してきましたか？ 
 

3. あなたはもう、母親と同じことをしないでも、母親とつながっています。それを認

めてみて下さい。 

 

 

 

 

 

■	愛の感受性開花・愛される・祝福される感受性開花 

 

１．私は私という存在を愛している。それは、私が○○な過去を乗り越えてきたから。 

 

２．私は私という存在を愛しく思う。それは、私という女性が○○というけなげさを持

っているから。 

 

３．私は私という女性を愛している。それは、私が○○という人生を送ってきたから。 
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４．私は私という女性を尊敬している。それは、私という女性が○○でもくじけずに生

きてきたから。 

 

５．私は私という女性を大切にしたい。それは、私という女性が○○くらい繊細だから。 

 

 

□上記の事柄をまとめたうえで、今までそれをしていなかったことを謝罪しましょう。 

 

 

 

 

 

■	愛の状態になったときの自分を知る 

 

１.	私はどんなふうに、相手を包み込むことができますか？ 
 

２．私はどんなふうに、愛情を持って相手と接することができますか？ 

 

３．私はどんなふうに、相手に寄り添うことができますか？ 

 

４．私はどんなふうに、相手をかばってきましたか？ 

 

５．私はどんなふうに、相手の気持ちになってきましたか？ 

 

○	ソレをしてもらった方の喜びを受け取ってみて下さい。 

 

○	してもらったほうから見れば、あなたはどんな女性に見えますか？ 

 

○	その相手からの感謝と、救われた気持ちを受け取ってみて下さい。 
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■	あなたを愛させるためのレッスン 

 

 

１.	あなたが一人で頑張らなくなったら、どんなことがたちいかなくなりますか？ 
 

２.	それによって、相手はどんなふうにあなたに対して力を発揮することができます

か？ 

 

３．あなたが今まで、誤解して受け取ってきた誤った支配はどんなネガティブなパワー

でしたか？ 

 

４．あなたが受けいれてきた間違った人達を書き出してみて下さい。 

 

５．あなたはどれくらい、ネガティブなものがなくなったら美しい女性になるでしょう

か？ 

 

６．そのエネルギーには、どんな現実が引き寄せられてきますか？ 
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マリアージュコース 3 日目 

 

 

 

■あなたの愛の間違え方 

 

□	罵り合うことが愛情である 

□	自分の都合を押しつけ、それを相手が受けいれることが愛情である 

□	私が最初からへりくだることで、愛は成立する 

□	私はわがままなどの感情を言ってはいけない、そういう愛は成立しない 

□	私は与えるだけで、もらってはいけない 

□	私はもらうことが先ではいけない 

□	私は無償の愛を与えなければならない 

□	私は女性として褒められたりすることはない 

□	私は自分のことが嫌いだから、皆も私のことを嫌っているはずだ 

□	私はこの程度の人間なので、重要な人ではない 

□	私の個性はありがちで、大切なものではない 

 

１．	 あなたはどれくらい、自分が愛されない生き方をあえてしてきましたか？ 

 

２．	 あなたはどれくらい、自分が愛されることを許していませんか？ 

 

３．	 あなたはどれくらい、自分を愛して理解してくれる人を拒絶していますか？ 

 

 

 

 

■見捨てられ不安（トラウマ）克服ワーク 

 

□	過去のあの人みたいにそうするかもしれない 

□	親とまったく同じである 

□	あの人は○○だったから、あなたも○○である 

□	私は無力な存在である 
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□	置いて行かれる、そして着いて行くことができない 

□	私は世界から置き去りにされた存在である 

□	私は置き去りにされた状態で、そのまま我慢し続けなければならない存在だ 

 

１．	 あなたがそう思わざるをえなくなったのは、誰のせいですか？ 

 

２．	 そのときのあなたは、どれくらい自分が「追いつけない」存在だと思いました

か？ 

 

３．	 それにより、そこに置き去りになっているあなたの存在を動かしてあげます。 

 

４．	 これからは、あなたの人生をどれくらい一緒に歩いて行くことができます

か？ 

 

 

 

 

■	パワーストラグルのコミュニケーション改善 

 

□	精神的な脅迫（これをしたらこうするぞ） 

□	悲劇（こんな私だからこうされたい） 

□	見返り（こうしているから必ずこうしてほしい） 

□	強制（○○だと思っているんでしょう？） 

□	被害者（あなたは加害者である） 

□	加害者（あなたは加害者に決まっている） 

□	男女関係の強要（私と恋に落ちるか落ちないか） 

□	道具（あなたがいることで私は幸せになれる） 

□	救済（こんな状態に変わらずいるので助けて下さい） 

□	逆救済（私はあなたを助ける救世主です） 

□	演技（私はピエロ、あなたを喜ばせる） 

□	喪失（私には何もない） 

 

１．	 これらのコミュニケーションは、あなたを幸せにしないものです。にもかか
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わらず、あなたはどれくらい、このパターンを継続していますか？ 

 

２．	 今まで苦しんできたパターンを書きだしてみましょう。 

 

３．	 あなたは誰との関係で、こうした心理的な「最初から不幸になる駆け引き」を

行っていますか？ 

 

 

 

 

■	男性恐怖症・家族で持っている男性への敵意改善ワーク 

 

□	男性はお金を稼がない 

□	男性は頼らせてくれない 

□	男性は性的なものだけを要求する 

□	男性は女性を守らない 

□	男性は女性を顔で判断する 

□	男性はメリットが無いと人と関わらない 

□	男性は優しさや愛を持たない 

□	男性には大変なことなどない 

□	男性はいつも社会的に優遇されていて、女性はいつも被害者である 

□	男性はいつも女性の上に立っている 

□	男性はいつも女性を我慢させる 

□	男性はいつも女性をふりまわす 

□	男性がいなければ、女性は生きていけない 

□	男性がいないと、女性はまともに生活できない 

□	男性がいないと、女性は社会からおかしな目で見られる 

□	男性を愛することで、はじめて自分の価値が生まれる 

□	男性は決定権がある、女性は決定権がない 

□	男性はすぐに女を変えられる、女性は変えられない 

□	男性は女性ほど悩むことはない 

□	男性は女性ほど厳しい人生を歩んでいない 

□	男性は女性ほど外見で判断されない 
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１．	 あなたはどれくらい、男性に対して差別意識を持っていましたか？ 

 

２．	 最初から、どれくらい男性を批判していたでしょうか？ 

 

 

 

■	無意識の男性への攻撃・拒絶パターンの見つけ方 

 

 

【不幸の原因】 

 

□	あなたもやっぱり○○してくれない 

□	あなたもやっぱり○○と同じだね 

□	あなたも過去の○○のように振る舞っている 

□	あなたもどうせ○○するんでしょう？ 

□	○○しないなら、その証拠を見せてください 

□	あなたは○○だと決まっている 

□	あなたがさっき○○したのは、△△だという内面からに決まっている 

□	あなたの○○の態度は、私のことを悪く思っているからだ 

□	あなたは私のことを○○のように差別している 

□	あなたは私のことを○○のようにジャッジして裁いている 

 

 

【改善案】 

 

１．	 信頼を失っているのはなぜでしょうか？男性を信頼できなくなった原因を書

き出してみて下さい。 

 

２．	 あなたはこう想いながら、普段、どんな態度をしていますか？ 

 

３．	 あなたがもし、男性を純粋な目で見たとしたら、彼らは本当に「あなたの妄想

のまま」ですか？ 



   CopyrightⒸ2017 yoshino saito All Rights Reserved. 
 

33 

 

４．	 あなたはこれから出逢う真摯な男性に対して、こういった態度をしたいでし

ょうか？したくないなら、別の態度をここで創りましょう。 

 

５．	 男性の信頼できるところを書きだしてみましょう。 

 

 

 

 

 

■過去のトラウマに起因する男性への攻撃の改善 

 

あなたが男性に対してしていたことを、客観視してみてください。 

そして、それを優しさと愛に変えていきましょう。 

 

 

 

■適切な人・不適切な人へのエネルギー・コミュニケーション選択法 

 

□最初から負けている、「私はこんなダメな女性です」 

□最初から相手を持ち上げている「あなたは私より素晴らしい」 

□最初から自分を小さく見せている「私は矮小です」 

□最初から自分を汚く見せている「私はブスです」 

□最初から奴隷になっている「私は働きます」 

□最初から自分を出さずにいる「私を見ないで」 

 

 

１．	 あなたはどんなエネルギー状態・感情の状態でしたか？ 

 

２．	 それによって、どんな人が当然のように引き寄せられますか？ 

 

３．	 それによって、どんな苦しい現実を当たり前にしますか？ 
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４．	 実際に、どんな状態でしたか？ 

 

 

□	私は素晴らしい女性です。あなたに○○を与えられます。 

□	私は美しい女性です。あなたに○○ができます。 

□	私は豊かな女性です。あなたを○○に引き上げられます。 

□	私は優しい女性です。あなたを○○に癒すことができます。 

□	私は世界の喜びを知っています。あなたと世界で楽しく過ごすことができます。 

 

５．	 あなたはどんなエネルギー状態・感情の状態でしたか？ 

 

６．	 それによって、どんな人が当然のように引き寄せられますか？ 

 

７．	 それによって、どんな苦しい現実を当たり前にしますか？ 

 

 

 

 

 

■	基本的な男性性の接し方 

 

□	セクシャリティ（性欲はあるもの） 

□	愛情（男性なりの大切にする方法） 

□	見捨てられ不安（他の男性との比較・コンプレックス） 

□	自尊心の欠如（対社会での振る舞い） 

□	親との関係のバランス（親に愛されていない） 

□	プレッシャー（仕事で○○しなければならない） 

□	コンプレックス（できないこと、容姿が嫌い） 

□	愛されない悩み（何をしても評価されない） 

□	生きる悩み（これから生きていけるのか） 

□	金銭のこと（稼げるのか稼げないのか） 
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１．	 こうした想いを受け止めて、１００％の愛情を与えてみてください。 

 

２．	 そのうえで、接し方を変えてみてください。 

 

３．	 その反対に、あなたができないことを、彼はどれくらい支えてくれますか？

どれくらい男性を信頼できますか？ 

 

 

 

 

 

■	男性を幸せにする価値観・褒める・対等に愛しあうコミュニケーション 

 

【あなたの美しい世界に招く】 

 

【あなたの美しい感受性を共有する】 

 

【あなたの人生で得た智慧を分かち合う】 

 

【あなたが乗り越えてきた苦しみから、彼を支える】 

 

【あなたが夢見る確固たる希望を分かち合う】 

 

【あなたと二人でいることで、一人で達成できない世界を分かち合う】 

 

【あなたがいることで、人生に喜びを増やすことができる】 

 

【あなたがいることで、悲しみを癒すことができる】 

 

【あなたがいることで、彼もまた彼の苦しみを癒すことができる】 

 

【あなたがいることで、楽しい時間をより増やすことができる】 
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【あなたがいることで、私の弱さを支えてもらうことができる】 

 

 

 

１．	 これらのエネルギーを感じてみてください。 

 

２．	 そのあなたを客観的に見てください。 

 

３．	 あなたはどれくらい、男性にとっての宝物でしょうか？ 

 

４．	 そんな宝物のあなたを、誰の視点で、どんなふうに、今まで罰していました

か？ 

 

５．	 あなたは本当は、どんなに結婚にふさわしい女性でしたか？ 

 

６．	 あなたにふさわしい男性の本質を書き出してみてください。 

 

 

 

 

 

■	最高の結婚を可能にするための自立（自律）レッスン 

 

□	一緒に同じ人生の目的を達成していく 

□	私の苦しんでいる材料を、二人の関係性に持ち込まない（相手に背負わせようとし

ていない） 

□	私の目的を一方的に押しつけない 

□	相手の苦しみを必要以上に背負わない 

□	相手のネガティブな要素を我慢して許しすぎない 

□	私の期待を、相手に押しつけない 

□	私の都合を相手に押しつけない 

□	相手の期待に応えるだけの生き方をしない 
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□	相手のできないところはしっかりと見抜く 

□	サポートできることとできないことの切り分け 

 

このような在り方をしたら、どれくらい自律できますか？ 

 

 

 

 

■	尊敬と尊重・傲慢の差 

 

□	相手への期待 

□	相手へのコントロール 

□	自分はできる、あなたはできない 

 

１，	 どれくらいコントロールを失うのが怖いですか？ 

 

２，	 自分ができる自分でいることでどれくらい自分を守っていますか？ 

 

３，	 どれくらい相手を自分の思い通りにしたいですか？ 

 

４，	 人生を思い通りにするためのコマとしたいですか？ 

 

○	どれくらい自分が愛のシナリオを恐れていますか？ 

 

○	どれくらい相手に振り回されて自分が自分でなくなることが怖いですか？ 

 

○	それがあることによって、自分の世界がどう壊れますか？ 

 

 

 

 

■	セックスに関する誤解・セクシャリティに関する誤解を解く 
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□	共に美しい快感を互いに感じることは悪いことではない 

□	触れあってお互いの存在を確認し合うことはとても美しいことだ 

□	私が必要とされているということを肉体をつうじて感じていたい 

□	言葉や知性ではなく、本能で愛されることは低脳 

□	親の目は怖い 

□	社会の目が怖い 

□	自分が気持ちよくなることが怖い、怠惰になりそう 

 

１．	 どんなふうに「周囲を使って」自分をせき止めていますか？ 

 

２．	 あえて周囲をそのようにさせたのは、あなたがどんな恐怖を持っているから

ですか？ 

 

３．	 恐怖を抱いていた自分を抱きしめてあげましょう。 

 

 

 

 

 

 

■	恋愛カモ度 

 

□	見返りなく親のような愛情を与えてしまっている 

□	やってあげたい、と最初から母性丸出しで聖母のように生きている 

□	最初から男性に対して「許しすぎ」ている 

□	最初から断るのが苦手で、「断れない」と思っている 

□	最初から性的に捧げなければならないと思っている 

□	最初から素敵な男性と付き合うのを諦めている 

□	最初から「この程度の人生だ」と思って不幸を受けいれている 

１．	 あなたはどんな役割を演じてきましたか？ 

 

２．	 あえてその役割を最初から演じてきたのはなぜでしょうか？ 
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３．	 あなたと同じように演じていたのは誰ですか？（親はどんな役を演じていま

したか？） 

 

４．	 その人から離れて、あなたも別のように演じてみましょう。 

 

５．	 親の役割に御礼を言って、卒業し、幸せな花嫁としてのシナリオを描いてい

きましょう。 

 

 

 

 

 

■	男性を癒す・男性の居場所を創る、エネルギー心理ワーク 

 

１．	 慈愛と慈悲を持って、相手の苦しみに寄り添ってみる 

 

２．	 理解と母性を持って、相手の意見をきちんと聞いてみる 

 

３．	 相手の存在に感謝している 

 

４．	 相手が頑張ってきたことを言わずとも理解している 

 

５．	 相手の素晴らしいところを褒めて尊敬している 

 

６．	 相手を曇りなき目で見て、ニュートラルに愛を育んでいる 

 

 

○こうしたことをしてくれる女性がいたときに、あなたはどう思いますか？心の居場所

に関して、安心感を得てみましょう。 
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■	不適切な男性を見極め、もう 2 度とマッチングしないようにしていく 

 

１．	 あなたがどんなふうに犠牲を受けいれていたから、そういう相手がやってきま

したか？ 

 

２．	 あなたがどういうふうに我慢していたから、我慢させる人がやってきていまし

たか？ 

３．	 あなたは自分の幸せにどんな制限をかけていたからこそ、それ以上の男性がや

ってこなかったですか？ 

４．	 あなたの人生の目的はどんなものですか？その優先順位を考えていますか？そ

れを達成するための努力をしていますか？ 

 

５．	 自分が心地よくされることをどれくらい受け取っていますか？ 

 

６．	 自分が大切にされないことをどれくらい拒絶できていますか？ 

 

７．	 生理的に嫌な人をちゃんと拒絶していますか？ 

 

 

【解決ワーク】 

 

あなたのフィールドを守るルールを作りあげましょう。 

 

 

 

 

 

■	男性を愛する愛情の示し方 

 

□	理解と労り 

□	信頼し、尊重し、慈しむ 
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□	同意する・共感する 

□	心の中で相手を受けいれて理解し、共感する 

□	相手の気持ちを察する 

□	相手のことを手伝う 

□	相手ができないことをしてあげる 

□	相手が言えない言葉を伝えてあげる 

□	相手の感受性がないところを一緒に創り上げていく 

□	あなたが与えられる心地よさ、快感 

 

 

１．	 相手の男性はどれくらい幸せになりますか？ 

 

２．	 こうしたことをしてあげられるあなたにふさわしい男性は、どんな社会的な

立場にいて、どんな人間性を持っていて、どんな職業に従事していますか？ 

 

３．	 相手の男性の優しさ・愛情は、どんなものですか？ 

 

４．	 相手はこう接することができるあなたを、どう大切にすべきですか？ 

 

５．	 その男性は、どんなところにいますか？あなたはその場所に行っています

か？ 

 

６．	 あなたは今までどんな場所にいて、どんな男性を見て、どんな人とつながり

あっていましたか？ 
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【あなた大辞典】 

 

 

【愛情ベース】 

 

１．	 あなたが与えられる愛の深さ 

２．	 あなたが学んで来た人生の学び、その智慧 

３．	 あなたが今まで身につけてきた処世術 

４．	 あなたが実際にできる日常のケア 

５．	 あなたが実際に二人で目的を目指せる向上心（相手を引き上げる力） 

６．	 そのあなたの美しさ（いるだけでいい） 

７．	 そのあなたの価値・貴重さ（他の人との正しい区別） 

８．	 あなただけの乗り越えてきた美しい強さ 

９．	 あなたの美しい感受性、優しさ 

１０．	 あなたの朗らかさ、純粋さ 

 

 

【結婚ベース】 

 

１．	 あなたが一緒にいることで、より向上できる 

２．	 あなたが一緒にいることで、温かい居場所を創ることができる 

３．	 あなたが一緒にいることで、苦しみを分かち合うことができる 

４．	 あなたが一緒にいることで、共に努力し、目的に向かうことができる 

５．	 あなたが一緒にいることで、一人では得られなかった幸せを得ることができ

る 

６．	 あなたが一緒にいることで、安心・安全な感覚を互いに得ることができる 

７．	 あなたが一緒にいることで、健康に生きることができる 

８．	 あなたが一緒にいることで、精神的に安定することができる 

９．	 あなたが一緒にいることで、死ぬまで一緒に居られる人ができる 

１０．	 あなたが一緒にいることで、新しい可能性を開くことができる 
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【生活ベース】 

 

１．	 あなたが一緒にいることで、温かい家を作ることができる 

２．	 あなたが一緒にいることで、食生活など充実できる 

３．	 あなたが一緒にいることで、より素敵な住宅に住める 

４．	 あなたが一緒にいることで、苦しい時もサポートしてあげられる 

５．	 あなたが一緒にいることで、励まし、味方になることができる 

６．	 あなたが一緒にいることで、財産的に豊かになることができる 

７．	 あなたが一緒にいることで、よりよい環境で生きることができる 

８．	 あなたが一緒にいることで、より笑顔で過ごすことができる 

９．	 あなたが一緒にいることで、より毎日を充実して生きることができる 

１０．	 あなたが一緒にいることで、より楽しい時間を過ごすことができる 

 

 

【あなたの美のワーク】 

 

＊私は美しくなるためにこれから◎◎できる	

＊私は自分の今まで美しくなかった◎◎の部分を変えて、これからは◎◎したい	

＊私が美しさを手に入れるために◎◎を捨てられる	

＊私の今までの習慣の中で美しくなかったものは◎◎だ	

＊私の美に対するよいところは◎◎だ	

＊日常ですぐに取り入れたい美は◎◎だ	

＊私が考える美しい癖とは、◎◎だ	

＊私の考える美しい人とは、◎◎のような人だ	

＊私の考える醜い（美しくない）人とは、◎◎のような人だ	

＊私がすでに美しいところは◎◎だ（内面）	

＊私がすでに美しいところは◎◎だ（肉体的）	

＊美に対して、今まで私に足りなかったのは◎◎だ	

 

 

【私の結婚のシナリオ・本当に望んでいた愛の形は？】 


