
スピリットボイス 21日間ツアー

1日15分のスピリトボイス体験

－ １ －

21日間ツアーでは、スピリットボイスの基本について詳しく説明をしていませんので、

まず、こちらのビデオをご覧ください。

【２１日間ツアー目次】

1日目 はじめに

2日目 ベーシック1：息をコントロールしてみましょう

3日目 ベーシック2：効果的な発声法

4日目 アドバンス1：「俯瞰」の位置を体感する

5日目 アドバンス2：印象に残る音の高低

6日目 マスター1：「俯瞰」とは

7日目 マスター2：上を意識する 意識を広げる

8日目 マスター3：後ろを意識する 後で聴く

9日目 マスター4：左右を意識する 心地の良い場を作る

10日目 マスター6：前を意識する 未来を見てみる

11日目 マスター5：中を意識する 自分の中の自分に出会う

12日目 マスター7：足元を意識する 価値観を探る

13日目 マスター8：下を意識する 今ココを感じる

14日目 スペシャル1：態度を決める

15日目 スペシャル2：過去の出来事から私を探る

16日目 スペシャル3：感動的な出来事を受け取るために

17日目 スペシャル4：自分を見守る世界に立ってみよう

18日目 スペシャル5：本来の自分に近づくために

19日目 スペシャル6：さらに受け取り上手になろう

20日目 スペシャル7：自分らしく動き始める

21日目 スペシャル8：世界を広げる



【練習】 「言葉」は人を表す ・普通に読んで見る

・息を止めて読んで見る

・後ろに向かって読んで見る

－ ２ －

１．息をもらさない

２．話す前に息を吸わない

胸で息を吸わずに話す。

２日目．息をコントロールしてみましょう ベーシック1



－ ３ －

３日目．効果的な発声法 ベーシック2

うちわを使って練習しましょう。

「言葉」は人を表す

同じ内容でも伝え方によって、相手の受ける話の印象は違ってきます。

良いコミュニケーションをとるために、また言葉を大切に使うために、

日頃から言葉遣いを意識して、｢言葉」に磨きをかけてみてください。

意識することでこれまで以上に、言葉で自分らしさを表現することが

楽しくなります。

〈今までの私の声の印象〉 〈今の私の声の印象〉

１．まずは体で感じてみましょう



４日目．「俯瞰」の位置を体感する アドバンス1

－４－

「俯瞰」の目で文字を見ながら、１音１音ゆっくりしっかり発音してみましょう。

相手に安心・信頼を感じてもらうためには、字をゆっくり読むことが１番の練習方法です。

ア： 青は藍より出でて藍より青し

イ： 威勢のいい医者が椅子にもかけず忙しく動きまわる

ウ： 瓜売りが瓜売りに来て売り残し売り売り帰る瓜売りの声

エ： 絵を描かない絵かき

オ： お綾や母親におあやまりなさい

１．いい声アイテム：エビ！



－５－

言葉を伝える時、出だしは高く強い音で始まり、だんだんと下降して、

低い音で終わる自然な山形を作ると相手の耳にすっと入っていきます。

自分の伝えたい意味の一区切りを、この自然な山形で声に出します。

声の準備がととのわないまま話し始めたり、内容に関係なく区切ったりすると、

途中で音程を持ち上げて強調してしまい不自然なフシをつくり出してしまいます。

① 「学生時代の友人と、久しぶりに、電話で話をしました」

② 「学生時代の友人と、久しぶりに、電話で話をしました」

③ 「明日は１０時に、会議室に、お集まりください」

④ 「明日は１０時に、会議室にお集まりください」

１．話すことと音の高低の関係

５日目．印象に残る音の高低 アドバンス2

同じ言葉でも高い声低い声で話し手の心持ちが違います。

どんな印象でしょうか？

「こんにちは（こんばんは）、○○です」

・半音程度、高めの声 ：

・半音程度、低めの声 ：

２．声の高低による印象



１．俯瞰すると・・・
スピリットボイスは、自分の脳が過去の経験で作った限界のある世界から飛び出して、

宇宙へ続く広い世界に存在できるようにするもの。
宇宙からの情報をキャッチして、そして実践していくことができるようになっていきます。

え？と思われるかもしれませんが、この21日間ツアーのマスター・スペシャルの内容で、

つかんでいってください。

スピリットボイスは、声を使って、俯瞰できる場所に意識を移動させるトレーニングが

中心のボイストレーニングです。

それは、本物の自分の力（オーセンティック パワー）とつながるということです。

目の前に意識をおいたまま話しているときは、

「自分」という慣れているパーソナリティの声の出し方になってしまうのですが、

意識を「自分」から遠く離したとき、自分のパーソナリティの色がついていない

ニュートラルな意識、本物の自分とアクセスすることができるのです。

本物の自分は、とても滑らかで、心地が良く、

そこに至ることで、本来の実力を発揮できるようになるのです。

－６－

６日目．「俯瞰」とは マスター1



－７－

２．「自分でなんとかしよう」をやめたとき、人生が開ける！

後ろに意識を置いたままで、文章は読めます。

しかし読んでいるうちに、意識はだんだん前に戻ってきます。

なぜでしょうか？

なんとか今までの慣れた方法でこの場をクリアしようとするからです。

自分でなんとかやってやろうとするからです。

この気持ちをやめてみましょう。

後ろに意識を置いたままで読むとどうなるのか！という実験だと思って、

後ろに意識を置いたまま、字を読む練習をしてみてください。

後ろの意識のままでも字は見えます。

「自分でなんとかしよう」をやめたとき、人生が開ける！

後ろの意識で読もうとすると視野が変わります。

開けてきます。

この練習、慣れないうちは、読むのに精一杯で意味など細かいことが考えられず、

もういいや〜って気持ちになります。

もう、どうでもいいや〜っていうのを続けることができたとき、

今までの自分にとらわれない自分になっています。

自分の概念で動いていない。

大人の判断ではなく、純粋な子供のような感覚。

良く見せようという気持ちがない状態。

ただやるだけの私。

すると、息は漏れていない。

声がまとまっている。

存在感がある。

そして、天、宇宙とつながった感じになる。

宇宙とつながると、その場のみんなともつながるのです。

自分の目の前に意識があると、自分一人の世界になってしまいますが、

後ろに意識が行くと、みんなとつながる感覚になります。

すると、もう大丈夫、いいじゃ〜〜んて気分になります。

そして、これが人の心を打ちます。



－８－

３．読んでみましょう

ゆっくり進むことの大切さを、理解し始めてこそ、人生が見えてきます。

あなたの力を発揮できるのは、こういうときからなのです。

周りを気にせず、自分流で進んでいくのです。

好き嫌いもなく、ただ黙々と進んでいく姿に、人々は魅力を感じます。

あなたの力を発揮することで、ようやくあなたは、日々を楽しむことができます。

「楽しむこと」、この優雅な言葉を、ぜひ大切にしてください。

一つ一つを楽しむことで、あなたの人生は輝くのです。

忘れてはいけないのは、はじめからあなたの人生は、楽しむためにあった

ということです。



１．真上に意識を広げてみましょう

①上に向かって呼吸をしてみる

②頭の上に広がりを感じる

③意識を天に広げる

④心を広げる

⑤心の大きさが豊かさになる

さて、今どんなご気分ですか？

ちなみに、しばらく続けてみた私の感想は、

・やる気以外ない ・やることをやっていくのみ

・いつも安心している ・心の底から楽しくなってきた

・何も考えずに自分を表現できる

・人と一緒にいて感じた楽しさを、自分で生み出すことができる

・自分一人で生きていけるのが実感できる（私一人で楽しい）

－９－

７日目．上を意識する マスター2



－１０－

２．広がりを感じてみる

あなたがさらに豊かに生きていくには、リラックスすることが大切です。

自然な自分ってどんな感じ？

さらに力が抜けている自分って？

広がりを感じてみましょう。

自分の手の2倍の距離まで、自分のエネルギーを広げてみます。

どんな気分ですか？

さらに、もっともっと広げることもできます。

風を感じ、光を感じ、

それだけで、喜びが生まれてくる。

広がりを感じてみる。

リラックスした自分を感じてみる。

広がりを知ると、世の中の流れが、「俯瞰」で見えてくる。

ゆったり、豊かな流れ。

この中で、私は、生きているんだ。

３．読んでみまよう



－１１－

①聴き手の作法

・ アイコンタクトを絶やさず （相手に視線を合わせること）

・ 適度な相づちをうち （全くしないのも、やり過ぎなのも問題）

・ 温かみのある表情で （無表情では話しづらい）

②相づちとは

・ ただうなずくだけ、 「はい」「いいえ」 だけではいけない

・ 相手の話を復唱して興味を示す （なるほど○○ということですね）

・ 相手の話を引き取って会話を広げる （そういえば私も○○…）

上手な相づちを入れるためには、相手の話を真剣に聴こうとする姿勢と、会話の

中の「ちょっとした一言」を聞き逃さないことが大切です。

１．聴き上手のコツ

８日目．後ろを意識する マスター3

顔の前にある、思考のフィルターがなくなる聴き方

①意識は常に後ろ 頭で聴く感じではない

②視界がぼやける感じ 心で聴いているイメージ

③目の前の人以外、見える世界がスクリーンのように平面になって、

リアル感がなくなっていくイメージ

池本 ： テーマ「私の休日の過ごし方」について話します （1分３０秒）

２．後ろで聴く



－１２－

２．私の幸せ話、分かち合い

あなたの思い出の幸せ話をしてみましょう。

自分の世界に没入です。

優しい気持ちや嬉しい気持ち、愛が、そのままダイレクトに伝わるイメージで話します。

俯瞰で、状況判断をしながら楽しんではなしましょう。

どれだけ自分のエネルギー満々でいられるでしょうか。

９日目．左右を意識する マスター4

１．声が横に響くサラウンド効果

自分の心地の良い場を作ることができる。

この中に人を入れることもできる。

人数によって大きさが変えられる。

３．心が幸せになる時間を増やそう

幸せな気持ちは、日々の生活の中では、意外とはかなくもろいもの。

なので、自分で幸せな気持ちを大きくしていくことが大切です。

幸せを、自分で生み出して、自分でその世界を広げていくのです。

いつも、いつも。

そして、

あなたの幸せなエネルギーを周りに発信していきましょう。

幸せなあなたが、幸せな空間と時間を、発信するのです。



－１３－

１．未来を見てみる

水平線の彼方を未来の世界に見立てて、見てみましょう。

①水平線の彼方を見てみる

②水平線に光があたり、美しい色に輝いている

③その視野で、生きてみるとどうなる？

この視野が、俯瞰状態です 今まで視野が近かったことがわかります

④この心の状態を感じてみる

ワクワクしてくる 朗らかになってくる

⑤遠くを見つめたまま、さらに感覚を広げてみる

全方位に感覚を広げる

⑥水平線の輝きとともに、未来が輝いているのが見えてくる

何が始まるのか期待が膨らむ

⑦その大きな視野で見つめることで、回路が開けます

あなたの未来を見てみましょう。

遠くを見つめたまま、望む未来をイメージしてみます。

◆ こうなったらすごいなあ、と思う、あなたの人生の未来をイメージしてみましょう

私は、楽しむことができる、もっともっと楽しむことができる！！

見つめたまま、イメージを広げてみます。 広げる、、、宇宙まで、、、。

全方位に感覚も広げます。

大きな視野で見つめることで、回路が開けてきます。

するとラッキーを手に入れ易くなります。 いいことが多くなります。

今まで視界に入らなかった、ラッキーなポイントまでも見えてくるからです。

「もう、私は大丈夫！」と、顔が微笑みます。

〈どんな感じ？〉

１０日目．前を意識する マスター6

２．あなたの未来は？



１．広がりを感じてみる

広がりを感じてみましょう。（マスター2でやりました）

自分の手の２倍の距離まで、自分のエネルギーを広げてみます。

さらに、もっともっと広げることもできます。

３．真上に意識を広げてみましょう

①上に向かって呼吸をしてみる

②頭の上に広がりを感じる

③意識を天に広げる

④心を広げる

⑤心の大きさが豊かさになる

２．俯瞰すると・・・

俯瞰で自分の範囲を大きくすると、少々のことが許容範囲内で、

待っていられたり、見守ることができたりします。

心をばたばたと動かすこともなく、安心していられる。もう動揺しません。

つまり、俯瞰とは、ドラマがドラマでなくなるということです。

小さい範囲で小さいことに目を向ければ、ドタバタを体感してします。

けれど、大きな自分だと、それは、ほんの小さな竜巻にすぎません。

目の前の物事をゆっくり見つめて、感じて、そして動いてみる。

すると、無駄がなくなります。

時間に余裕が生まれます。

焦る気持ちがないからゆったりしていられます。

なるようになることを信じることができます。

つまり、いい流れに乗ることができるということです。

１１日目．中を意識する マスター5

－１４－



４．自分の中の自分を、探してみましょう

自分の中にいる自分は、どんな人？ 俯瞰の目で見てみましょう！

ふっと、思い浮かんだイメージで大丈夫です。

そして、あなたに何か言っていますか？ 赤いペンで、浮かんだ言葉を書いてみましょう。

－１５－



－１６－

1．価値観を探る その１

あなたに充実感や満足感、イキイキした感情をもたらす要素

（大切にしていること・心がけていること）は何ですか？

私が大切にしている、今日の価値観ＢＥＳＴ５！

１位

２位

３位

２．価値観を探る その２

自分の中の自分が大切に思っているものは何でしょう。赤ペンで書きましょう。

１位

２位

３位

（自分の中の自分）が大切にしている価値観ＢＥＳＴ５！

１２日目．足元を意識する マスター7



－１７－

１．今ココに入っていく （下・奥を意識する）

今を感じてみます。

今という時を選択してみるのです。

今！この時があなたの瞬間です。

脳を膨らませるように、深呼吸をしてみましょう。

しばらくしたら、上の呼吸をしてみましょう。

そして、自分の世界が大きく広がったら、

数を数えながら、下へ下へ、今を、奥へ奥へと、、、深めていきます。

１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０・・・

空気の質を感じてみます。

そのまま、その質をもっと感じていきます。

そして、その空気の中へ、奥へ奥へと、どんどん入っていきます。

シュワシュワするゼリー状の空気の中のような感覚かもしれません。

どんどん潜ってもいいし、そのまま前へ進んでいくこともできます。

ここが、濃い今。

しばらくいると、頭も冴えてくる！

１３日目．下を意識する マスター8



－１８－

２．私が進む目的は

集中できる私になる。

宇宙とつながった私になる。

そこで、あなたの目的を見つけ出しましょう。

さあ、あなたの目的は、何？

自分の中の自分に聞いてみましょう。赤ペンで書きましょう。

心の中の言葉を見つけ出したら、ただひたむきにこの道を進むのです。

ただひたむきに。

しばらく、今ココを感じ、目を閉じて集中しながら、

「目的」を見つめ楽しんでみましょう（3分間）。

幸せな風を感じながら進んでいくときが、最高ですね！



－１９－

１．輝く場を作るリーダーになるために

輝く場を作るリーダーとは、経営者、職場のリーダー、グループのリーダー、

家庭のリーダーなど様々です。

スペシャルコースであなたの心の在り方をどんどん発見していきましょう。

自分の中にある、本当に願うものを探していくという発想です。

何が出てくるのか、お楽しみです。

心の中から、自分の本物の言葉 ＝ ひらめきが、どんどん出てきます。

そのひらめきで生きていくことを実践していくことで、

自分を信じることができるようになり、さらにあなたは自由になるのです！

自分の頭の中の概念を、あなたの本当の言葉でどんどん書き換えていきましょう。

１４日目．態度を決める スペシャル1



－２０－

２．要素を取り上げる

まだまだ自分の魅力に気づいていないあなた、しっかりと自分自身を見つめてみましょう。

まず黒ペンで書いてみて、その後、赤ペンであなたの中の人に聞いて横に書いてみましょう！

◎ 私の楽しいことは何？

◎ その時どんな私になっているの？

◎ その時の最高の私はどんな魅力に満ちている？

その魅力を存分に感じてみましょう。

🔴 何が私を魅力的にさせているの？

自分ではもうすっかり当たり前のこと、つまらないことなのかもしれませんが、

人々からすると、とてつもなく魅力のあることもあるのです。

◎ 最高の時の私はどんな人？

◎ どんなパワーを持っているの？



－２１－

３．私の魅力とは？

ゆとりがある時、あなたの魅力が輝く時。

たとえば、

交通渋滞で、立ち往生してしまっている車の中で、

ふと深呼吸すると、見える景色が変わるようなもの。

焦る気持ちが、自分も周りの状況も、これから進む道も、わからなくさせていたのです。

ゆとりとは、こんな状態のことです。

ふと立ち止まり深呼吸して周りを眺めてみると、違った景色が見えるのです。

この状態をキープするのが、俯瞰です。

ただ立ち止まって深呼吸。

いつでもできるワークです。

ただ立ち止まってみることが、大切なのです。

深呼吸をしてみましょう。

そしてあなたを魅力的にさせているもの 『 』の

エネルギーを増幅させましょう。

しっかり体感できるまで、深呼吸を続けてください。

今までの少し緊張した環境が、全く気にならなくなる時間。

そよ風がすり抜けていくような時間。

ふと、ゆだねてみる空間。

何を考えている？何を見ている？何を願っている？

実は、何もいらないことに気づく瞬間。

自分が満たされる一瞬。

充実するこの時。

その一瞬をキープしながら、本来の流れに流れていくことも可能です。

あなたが魅力的に今を生きるということは、そんな感じなのです。

次に何をする？と考えなくても、あなたは動けるのです。

あなたは、もう知っているのです。

わかっているのにわざわざ考えていたのです。遠回りの方法を！

しっかりとした道のりを知っている私たちは、迷うことなく歩いて行けるのです。

前ページの🔴の言葉



－２２－

１．私を作った出来事

なりたい自分をイメージしてみるには、過去の自分というエッセンスも必要です。

未来への願望は、果てしなく広がっていくのだけれど、

過去の出来事の、一つ一つ、どれもがあなたの宝物です。

だから、どの一つだって大切なのです。

大小ではないのです。

出来事が大きいから、小さいから、、、

喜びが大きくなるから、小さくなるから、、、

複雑になるから、ならないから、、、

何がこうだからこうなる、、、

なんて、決まりはないわけです。

過去の自分は、良いことばかりが続いたわけではないけれど、

つまらないことや、失敗したことさえ、あなたの気持ちを動かしたのです。

その一つ一つが、あなたを作る。

魅力ある人達は、いつも毎日感謝をしています。

人に感謝、物に感謝、出来事に感謝です。

さあ、過去のあなたが大きく変化した価値のある出来事を、

呼び起こしてみましょう。

１５日目．過去の出来事から私を探る スペシャル2



－２３－

その時の行動・気持ち出来事１

２．あなたが大きく変化した価値のある出来事の要素

出来事２

出来事３

その時の行動・気持ち

その時の行動・気持ち



3つのポイントに、内容(出来事）を加えて具体的に伝えましょう。

＜テーマ＞ 例： 私を大きく変えた「 」についてのポイントを3つお話します。

＜ポイント①＞

＜ポイント②＞

＜ポイント③＞

３．私が大きく変化したあの３つできごとから、私について語る

テーマを繰り返し、締めくくる。
－２４－



＜テーマ＞

＜ポイント①＞

＜ポイント②＞

＜ポイント③＞

【例：池本の場合】

テーマを繰り返し、締めくくる。

ネガティブから一転、私が努力なく次のステージに切り替わったポイント3つ

あきらめから一転

どうしようから一転

おちこみから一転

事務所に入って2年、全くTV番組のオーディションに受からなかった私。

今回のオーディションも最後に残った方がすごい方で、こりゃだめだと

心の底からあきらめていたら、下手な私のほうが受かった。こんな事があるなんて！！

ぼーっとして、できない私が、反対に良かったらしい。

フリーアナウンサーになってから12年目の3月、TV番組などが一気に終了した。

司会の仕事はしていたのだが、次どうしよう〜と、何も考えられなかったとき、

友人が、セミナー講師しない？と誘ってくれた。

他にすることもなかったので、誘われるままやってみると、これがおもしろい！

誰からも習わず、ノリでボイトレの方法を考えたら、受けた。

大失恋し、数年後父が亡くなり、相当落ち込んだ毎日を過ごしていた。

翌年愛犬が死に、またまた落ち込んでいると、2週間後ぐらいに、ふと、天から

「俯瞰」という言葉が降ってきた。

なんだか希望の光が差し込んだように思え、この言葉を受け取り、

セミナーを作ろうと思うことができた。

－２５－



－２６－

幸せを発見できるあなたには、これからきっと感動的な出来事が、いっぱいやってくるはず。

その時あなたは、申し分なくそれを受け取る資格が、ある？ない？

受け取るためには、キャパが必要なのです。

受け取るためのキャパを、広げる必要があるのです。

わかりますか？

キャパを広げる方法はカンタンです。

受け取るに値する自分だと信じることです。

信じることの強さは、計り知れないのです。

信じる力はとてつもなく、限りなく、大きいのです。

そのためにどうするのでしょうか？

１．受け取り上手な自分になる

１６日目．感動的な出来事を受け取るために スペシャル3



－２７－

限りない大きさに値する自分に、限りないパワーを与えます。

それは、夢を広げてみることなのです。

真正直に夢を語るのは恥ずかしいものですが、ここは勝負のしどころです。

広げるしか、受け取る方法はないのです。

両手をいっぱいに広げて、

心を広げて、

頭の中もめいっぱい広げて、開放します。

そして、心地よく、アーーーと、声を出してみます。ワーーーでもいいです。

そうすると、頭の周りにいろいろなものがあるのが見えてきます。

空中にキラキラ輝く光が見えるとしましょう。

その光を見るように周辺視野になってみましょう。

この、心、頭の開放が、次へ進むステップなのです。

どんな感じですか？

他に何が見えますか？

ココにいながら、ココではないものを見ている感じです。

でも、ココでゆっくり呼吸もできます。

この感覚のまま、平常の自分に徐々にすり替えていきます。

開放されたままのあなたが、今ココこの場にいることもできるのです。

２．受け取り上手になるワーク その１



－２８－

◆ 開放されたあなたが、黒ペンで書いてみます。

書きながら声に出して読んでみて、録音してみましょう。

さあ、今したいことは何？

これからしたいことは何？

欲しいものは何？

本当に欲しいものは何？

あなたの最高って何？

あなたの幸せって何？

◆ 意識をさらにさらにぐーんと広げて、もう一度、思いつくことを横に書いていきましょう。

答えていくあなたは、いつものあなたを超えた存在です。

ペンの色を変えて、書き込んでいきましょう。

書きながら声に出して読んでみて、録音してみましょう。

さあ、受け取る準備ができました！

あなたのキャパが大きく広がったのです。

自由であることを感じます。

大きく開いた目で、あなたの毎日、そして人生を過ごしていきましょう。

３．受け取り上手になるワーク その２



－２９－

１．自分を見守る世界 その１

あなたの過去の出来事を、

で、話してみましょう。

あなたの過去の出来事を、明るいイメージで話してみます。

ワーイ、楽しい、やる気、前進、パラダイス、上機嫌、絶好調など、

好きな言葉を入れてみましょう。

ワーイゆったりワーイイライラワーイクラメ

【ちょっとネガティブな出来事を書いてみましょう】

２．自分を見守る世界 その２

ワーイワーイワーイ

【明るい過去の出来事】

１７日目．自分を見守る世界に立ってみよう スペシャル4



－３０－

３．魅力あるあなたを選択しましょう

相手のキラキラの瞳をさらにキラキラさせる、あなたの話、口調、態度。

相手を引き込んで、引き込んで、そして、その場、時間を、一緒に楽しむ。

一緒にいる今を楽しむことが、最高の時間を作り出します。

それが作り出せる、あなたなのです。

そんなあなたは、普段、どんな人？

どんな感じでカップの飲み物を飲む？

魅力的なあなたは、どんな笑顔？

いつも魅力あるあなたを選択することが、あなたにはできるのです。



－３１－

１８日目．本来の自分に近づくために スペシャル5

１．あなたの毎日は豊かに過ぎる

実質的なあなたの毎日を、より楽しくしていくシステムを考えましょう。

それは、一瞬一瞬を大切にしていくということです。

あなたの毎日が豊かに過ぎていく。

それはあまりにもステキで、自分でも疑ってしまうほどです。

豊かなあなたはあたり前のように、それを満喫していくことができます。

朝起きてからどんな一日をあなたは過ごしていますか？

これは夢・希望ではありません。

明日から始める新しい一日なのです。

もうあなたは、そんな一日を過ごすことができるのです。

「朝どんな目覚めですか？」

ここからストーリーが始まります。

あなたの一日を朝から詳しく書いてみましょう。

できるできないではありません。昨日までのあなたから離れてください。

今までより、さらに大きくなった新しいあなたの朝です。

仕事の日でも休日でもいいです。



－３２－

２．ある日の私の一日

行動 気持ち



－３３－

行動 気持ち



－３４－

３．本来のあなたからのメッセージ

あなたの一日について、本来のあなたからのメッセージ。（赤ペン）

４．自分を実践する

ステキな一日が、できましたね。

これは、すぐに活用することができるので、明日からやっていきましょう。

楽しみながらがポイントです。

少しずつでいいので、実践していくことなのです。

もうあなたは、この一日を過ごすことを体感しているので、たやすいはずです。

本当の自分を実践することで、あなたはさらに魅力的になっていきます。

夢の実現は、ここからスタートです。

夢は追うというより、実際に少しずつやっていくことなのです。

「本来の自分」がイキイキと活動を始めるということなのです。

幸せとは、こういう一日。

本来のあなたの望む一日を、思うままに実践していくことは可能ですね。

一日を大切にしていくことで、あなたの未来はさらに輝くのです。

今、今日を輝かせることで、さらにまばゆく輝きます！



－３５－

１．さらに、受け取り上手になろう

あなたは、もうすっかり自分らしさを満喫していますね。

すべての出来事が、あなたに喜びを与えてくれることでしょう。

それを一つ一つ味わってください。

ありがとうという気持ちで受け取ることで、その出来事の価値が上がります。

たったそれだけのことなのです。

同じ出来事でも、受け取り手の心の在り方で値打ちが変わるのです。

これが、受け取り上手な人のコツです。

受け取ることの上手な人の元へは、喜ばしい出来事がどんどんやってきやすくなります。

あなたは喜びを引き寄せる人になっているのです。

もっともっと楽しむことは可能です。

喜び方がわかったあなたの元には、宇宙からどんどん喜びが送り込まれてくるのです。

どうぞ、ご遠慮無く！

受け取ってください。

そして心から喜んでください。

さらに新たな喜びを引き込むように！

１９日目．さらに受け取り上手になろう スペシャル6



－３６－

２．宇宙からのメッセージ

最高のあなたの出来事は、

「おもしろい」「楽しい」ことで、できあがっていくはずです。

楽しみながら人生を謳歌していくなんて最高ですね。

今が最高と思う時、あなたの中から宇宙へ贈り物が届けられるのです。

平和な気持ちが宇宙へ届くのです。

あなたが楽しく平和であること、幸せを感じること、信じること、全て宇宙のためになるのです。

そのために、さらに思いを大きくしていく必要があるのです。

なので、ここで満足して立ち止まってはいけません。

さらに高いところを目指していくのです。

宇宙に聞いてみましょう。

「私のさらに高いところとは、どういうことなのでしょうか？」

「まだまだ不十分な私ですが、何ができるのでしょうか？」

答えを待ってみましょう。

あなたの「次の目標」です。

《宇宙の答え》



－３７－

３．次の目標を伝える

次の目標を掲げたあなたは、みんなに思いを伝えることができます。

「人々に今の私の目標を伝える」ために、考えてみましょう。

そのための取り組みは？何ができるのか

どうやってやっていくのか

その結果、何を得ることができるのか

周りの反応はどうか（イメージ）

社会にどのように影響を及ぼすことができるか

自分の満足度は

周りの満足度は



－３８－

かけがえのない今をどんな気持ちで過ごすのか

大切なものを強固にするには、さらに何が必要か

どうすればいいのか

幸い人々に受け入れられたとき、

あなたは周りの皆さんに対してどんな気持ちになっているのか

さらにできることは何か

喜びを感じる一瞬とはどんな瞬間か

魂の声を伝えることができるか



－３９－

１．愛を受け取るための理屈って

２０日目．自分らしく動き始める スペシャル7

これから愛は、これまで以上にあなたにとって大切なキーワードになります。

愛を受け取るためには、理屈（筋道）があります。

物を受け取るには準備がいるということです。

受け取ることを気むずかしく考え待ち構えていると、おかしな空気になってしまいます。

もっとラクに気軽に、受け取れるほうがいいですね。

ラクチンである、カンタンであると、とらえることほどむずかしいものはありません。

世の中にはまだまだ、がんばることで手に入れるという風習があるからです。

もっとラクチンに、もっとカンタンに、欲しいものを受け取るのです。

これには、この流れを「認め許す」ことが必要です。

この世の中にあなたにとってむずかしいことは、実はないのです。

むずかしいという設定をあなたがしてしまっているために、むずかしく装われているのです。

ゆっくりお茶を飲むことができるあなた。

そんなふうになんだって楽しむことが可能なのです。

夢の中に出てくる出来事のような奇想天外な出来事だって、

あなたが生み出しているのですから。

むずかしいことを選べるあなたは、カンタンなことを選ぶこともできるのです。

もっとラクに、カンタンに、世の中を考えてみましょう。

他人の頭の中を考え始めると、むずかしくなります。

でも、自分の中の状況を改善していくことは可能ですね。

雨が降れば、晴れる時もあります。

風の日もあれば、雷もあります。

楽しみ方を知っている人は、どの日もどの瞬間も楽しめるのです。

人にどう見られるかではなく、自分がどうあるかなのです。

もっと自分に没頭していくのです。

自分が何をやりたいのか、もっと注目すべきなのです。



－４０－

２．自分自身を自由に動かす

今まで、あまりにも人の気持ちを考えすぎていました。

これではいつまでたっても、あなたは愛を受け取ることができません。

愛を受け取る、、、。

天からの愛を受け取る、、、。

それは、あなたが自分自身を自由に動かしてみることなのです。

人がどうこうではなく、自分を自由に開放してみることなのです。

許してみてください、自分の自由を。

追われる毎日は、もういりません。

今この瞬間の自分を自由にさせてあげてください。

それはもしかしたら、ほんの少し動きが変わるだけのことかもしれません。

思考を止めて、体の中のエネルギーで動くことのできる自由さを味わってみてください。

いつもより、ほんの少し、腕を伸ばす。

ほんの少し、背中を伸ばす。

ほんの少し、足幅を広げて歩く。

ほんの少し、大きく伸びをしてみる。

ほんの少し、ゆっくり歩いてみる。

ほんの少し、何もしない時間を楽しむ。

ほんの少し、空を眺める。

ほんの少し、ほんの少し、ほんの少し、、、。

これらのことであなたはどんどん自由になり、

天からの愛を受け取ることができるようになるのです。

ほんの少し、今までとは違う自分。

誰も気がつかない、ほんの少しの違い。

頭の中の「次は、次は？」ではなく、「今ココ」。

すると心が動き始めます。

新しいスイッチが入ります。



－４１－

３．愛があふれる

一体どうやって愛を注ぐのか、、、と考えるとむずかしいと感じるかもしれませんが、

いつもあなたの愛があふれていれば、あえて何をするということもなくなるわけです。

あなたの愛があふれていることを意識しながら生きてみてください。

どの瞬間もあなたの愛があふれていることを感じてください。

愛のエネルギーがいつも動きあふれているイメージです。

これはとどまることはありません。

いつもいつも動き流れあふれているのです。

しばらく味わってみましょう。

イメージは何でも大丈夫です。

心のつぼから愛があふれている。

体の中を大きな愛の流れがどんどん広がっていく。

体からいつも愛のエネルギーがトーラス状にぐるぐるまわっている。

など、お好きなイメージでOKです。

愛があふれている状態は、どんな感じなのでしょうか？

永遠を感じる

とらえどころのないエネルギー

目の前が明るい

いつも自分らしくいられる

心が踊る

いつもあなたの周りは、あなたの愛で包まれているのです。

なのでラクチンなのです。

実際に感じ続けてみてください。

《あなたはどんなイメージ？》

《あなたはどんな感じ？》



－４２－

１．広がるあなたの世界を感じてみましょう

楽しい夢（未来のイメージ）を見続けることが、

楽しい毎日を作り上げていくことだとわかってきました。

夢とは、あなたのエネルギーだったのです。

力強く優しいあなたを創り出す根源だったのです。

毎日を大切にしていくことができる自分を、さらにもっと大切にしていくことが、

大きな夢につながっていくのです。

楽しいことが広がる世界をさらに見てみましょう。

喜びが広がる世界に踏み込んでみましょう。

美しい世界はさらにあるのです。

輝くあなたのための美しい世界がさらにあるとしたら、あなたは何を見ますか？

ただ感じるだけで、その世界がすでにあることもわかってくるのです。

天の光が、あなたの元に降ってくるように。

２．深呼吸

さらに背中を伸ばし深呼吸してみましょう。

天（宇宙）を意識します。

天からの情報があります。

あなたは静かにその情報を受け取ることができるでしょう。

«天の掲示»

迷いはもはやあなたには関わることはありません。

ネガティブな情報は、もうあなたには必要ありません。

もし周りに集まってくるものがあれば、

すぐに消えていくものとして見つめなさい。

あなたのあふれる愛で溶けていくのです。

絡んでくるものがもしあれば、慈悲の心で見つめなさい。

２１日目．世界を広げる スペシャル8



－４３－

３．困るものは手放す

困ったなと思うことは、

あなたがそれをしっかり握ってしまっているからなのかもしれません。

手放すことができるかもしれませんし、

考え方を変えることで、質が変わってくるかもしれません。

そんなふうに自分の周りの困った物事を、一つ一つ丁寧に見直してみてください。

いつまでもそこに縛られていますか？

あなたはそれを手放すことができます。

いつまでその思いに付き合っていきますか？

あなたはそれを開放することができます。

疲れた心は新しい思いを引き寄せることはありません、、、。

あなたにとっていらないものに引っ張られることを、見逃さないでください。

そこには必要なものはありません。

手放し、それらを開放してください。

それらは、あなたから離れ、必要なところに運ばれていくのです。

だから心配しないでください。

甘える気持ちで、世の中の愛をどんどん取り入れてみてください。

そして、どんどん愛を笑顔に変えていってください。

ただそれだけです。

手放すとは、こういうことなのです。



－４４－

４．これからのあなた

楽しいひとときは、夢のように過ぎていく〜。

そして、また、楽しいひとときがやってくる〜。

この繰り返し〜。

素敵な瞬間は、どんどん目の前にやってくるのです。

次の瞬間、何がやってくるのかわかりません。

でも、あなたは楽しむ力を持っていますので、

それをしっかり受け止め、余裕で楽しんでいけます、いつも、いつも。

それがあなたです！

もう、信じることのできるあなたです。

さて、これからあなたはあなたをどんなふうに楽しんでいきますか？

書いてみましょう。

そのまま、この道を歩んでいってください。

心豊かに！意気揚々と！足取り軽く！

さあ、出発です！新しい世界へ！


