
ディマティーニ・メソッド® 
ホーム スタディ マニュアル 
The Demartini Method ®Home study Manual

ディマティーニ・メソッド（The Demartini Method）は商標であり、著作権で保護され
ています。 

私的かつ非商業目的のみに限定してご利用ください。 

「ブレイクスルー・エクスペリエンス（The Breakthrough Experience）」、「ディマ
ティーニ・メソッド・トレーニング・プログラム（The Demartini Method Training 
Program）」を修了せずに商業目的で本メソッドを使用することは固く禁じられています。

このマニュアルの一部もしくは全部を、いかなる手段においても複製、転載、伝達、流用、
転売等なさらないようにお願いします。 
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ディマティーニ・メソッド®とは 

ディマティーニ・メソッド®は、世界中で２００万人以上の人生を変えた最先端の自己変
容のためのプログラムです。 

短期間であなたの人生に、目覚ましい変化を起こします。 

開発者は世界2,000万部のベストセラー「ザ・シークレット」にも登場し、”現代の哲人”
と呼ばれる、Dr.ジョン・ディマティーニです。 

量子物理学、神経学、人間行動学、数学、天文学、心理学、生理学、形而上学、神学、哲
学など、数多くの学問分野で 

４０年以上の研究とリサーチを行い、集大成としてディマティーニ・メソッド®を体系化
しました。 

ディマティーニ・メソッド®は、”１４の質問プロセス”で出来ており、 
”思考すること”（自分の内側に、質問の答を探す）と”紙に書くとめること”（気づきを書
く）を一定時間、連続的に行います。 

１４の質問に答えていくことで、私たちの人生に起きる様々な困難や課題（人間関係のト
ラブルや、恋愛・夫婦関係のトラブル、お金、仕事、健康に関するトラブルなど未解決の
問題）を、短期間で劇的に解消します。 

これまでのやり方で、何ヶ月、何年かかっても解消できなかった問題を、ものの数時間で
解決・解消することが可能です。 

海外では、ハリウッドスターや、プロスポーツ選手、政治家、国連大使、企業役員、医師
が、日本国内では、国立大学教授、医師、コンサルタント、上場企業のCEO、映画監督、
作詞家、広告クリエーター、CMディレクター、神社の神主、歌手、高校教諭、陸上自衛
官、など、様々な職種・経歴の人々が、ディマティーニ・メソッド®を活用しています。 
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このマニュアルの使い方 

本マニュアルでは、もっとも使用することが多い、ディマティーニ・メソッド®のA
面とB面のやり方を解説しています。 

ディマティーニ・メソッド®のフォーム（ワークシート）には、「あなた以外の誰か 
A面・B面」と、「あなた自身 A面・B面」があります。 

他者への「強いネガティブ感情」（怒り、嫌悪感、憤り、恨み等）を解消したり、他
者への「強いポジティブ感情」（崇拝、心酔、あこがれ、夢中になる等）を解消する
ときには、「あなた以外の誰か A面・B面」を使います。 

自分自身への「強いネガティブ感情」（自己否定、罪悪感、後悔、自分を責める気持
ち等）を解消したり、自分自身への「強いポジティブな感情」（思い上がり、うぬぼ
れ、プライド等）を解消するときには、「あなた自身 A面・B面」を使います。 

「あなた以外の誰か」と「あなた自身」には、それぞれ14の質問（列1～14）があり、
各質問の答えを、フォームの所定の箇所に、書き出していくようになっています。 

本マニュアルでは、列ごとに「ワークのやり方」を解説していますので、解説に従っ
て、質問の答えをどんどん書き出していきましょう。 

「ワークのやり方」の最後に、「ユキコさん」という仮想体験者が個人セッション
でディマティーニ・メソッド®に取り組んでいる様子をリポートします。 （あなた以
外、A面・B面のみ） 

ワークしていて答えにつまったら、「ユキコさんのリポート」の部分を読んで、流れ
をつかんでください。 

ぜひ、このマニュアルを参考にして、ワークのやり方のコツをつかんでください。 
そして、繰り返し何度もディマティーニ・メソッド®に取り組みましょう。 

ドクター・ディマティーニは、最低１２人にワークすることを推奨しています。 
あなたも、ぜひ１２人のワークのコンプリートを目指してください。 

１２人にワークを完了したら、あなたの人生はどのくらい大きく変化するでしょう？ 

ワークするために、用意するのは、ディマティーニ・メソッド®のフォームと、ペン
だけ。 
では、さっそく始めましょう! 
Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  4



ワークの対象を選ぶ 
ワークのやり方 
Step１ 
まず最初に、ディマティーニ・メソッド®を行う対象者を決めます。 

ディマティーニ・メソッド®の効果を最大限に発揮して、人生に劇的な変化を起こすため
には、”特に強い感情を持っている人”を対象に選ぶ必要があります。 

特に強い感情を持っている人とは、「怒りや恐れ、悲しみ、嫌悪感といったネガティブな
感情を持っている人」、そして「あこがれや賞賛、魅了されるといったポジティブな感情
を持っている人」です。 

特に強い感情を持っている人は、過去、現在、未来（将来その人にネガティブな感情を持
つことになることが今から見えている等）のどの地点から選んでもかまいません。 

今はそれほどネガティブに感じていなくても、過去に強いネガティブな感情を感じたので
あれば、その人もワークの対象になります。 

初めてディマティーニ・メソッド®を行う場合は、特に強いネガティブな感情を持ってい
る人（あなた以外の誰か）を対象に選びましょう。 

ディマティーニ・メソッド®は、出来事や物、組織や団体（企業、学校など）に行うこと
もできます。 

その場合は、対象を擬人化してワークしてください。 

また、ワークに慣れてきたら、ぜひ、あなた自身を対象にメソッドを行ってください。 

特に強い感情を持っている人をリストアップするときは、下記の質問を参考にしてくださ
い。 

自分に正直になって、強い感情を持っている人をリストアップしましょう。 

<ネガティブな感情を持っている人を探す質問> 

●人生で最も嫌っているのは誰ですか？ 

●最も怒りを感じているのは誰ですか？ 
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●人生で最も重荷になっていると感じているのは誰ですか？ 

●あなたの感情を最も逆なでするのは誰ですか？ 

●最も軽蔑しているのは誰ですか？ 

●その人に傷つけられた、傷つけられていると感じているのは、誰ですか？ 

●今その人がこの部屋にいて、あなたのすぐ隣に座るとしたら、絶対に嫌なのは誰ですか？

●この人だけには口が裂けても絶対にありがとうと言えないというのは誰ですか？ 

●接するのが難しいと感じているのは誰ですか？ 

●もし、これから２人きりで食事をしなければならないとしたら、絶対に嫌なのは誰です
か？ 

●もっと愛せるようになりたいのは誰ですか？ 

<ポジティブな感情を持っている人を探す質問> 

●最も尊敬しているのは誰ですか？ 

●最もあこがれているのは誰ですか？ 

●最も素晴らしいと思っているのは誰ですか？ 

●この人のようになりたいと思っているのは誰ですか？ 

●最も魅力的と感じているのは誰ですか？ 

●ずっと一緒にいたいと思うのは誰でしょう？ 

●あなたにとってのヒーローは誰ですか？ 
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対象となるのは、以下の誰かかもしれません。 

祖父／祖母 

父／母 

継父／継母 

兄弟／姉妹 

息子／娘 

孫（男）／孫（女） 

叔父・伯父／叔母・伯母 

夫（配偶者）／妻（配偶者） 

前の夫／前の妻 

彼氏・ボーイフレンド／彼女・ガールフレンド 

男性の雇用主／女性の雇用主 

男性の従業員／女性の従業員 

男性の同僚／女性の同僚 

男性の強姦者／女性の強姦者 

男性の近親相姦者／女性の近親相姦者  

男性の訴訟者／女性の訴訟者 

男性の殺人者／女性の殺人者 

男性の医者／女性の医者 
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ポジティブな感情を持っている人 ネガティブな感情を持っている人
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ユキコさんは、嫌いな人を書き出してくださいと言われても、嫌いな人が思い浮かび
ませんでした。 
 
ファシリテーターは、そんなユキコさんに次のように質問をしました。 

「もし、この人にそっくりだと言われたら嫌なのは誰ですか?」 

「もし、今、この部屋に入ってきてあなたの隣に座るとしたら、すごく不快になった
り、居心地が悪かったりして、動揺してしまうのは誰ですか?」 

「あなたの人生の中で、家族で、あるいは職場やコミュニティーで、その人と関わら
ないように避けているのは誰ですか?」 

”嫌いな人”という言葉にピンとこなかったユキコさんも、この質問には何人か思い当
たる人がいました。 

ユキコさんは、実家に帰ったとき、できるだけお母さんと2人きりにならないように
避けていることを思い出しました。 

そして、職場の人や、取引先の人、お客さん、お母さん仲間の中に、苦手で関わるの
を避けている人が何人もいることに気が付きました。 

実はユキコさんには、「人を嫌ってはいけない」「人のことを悪く言ってはいけない」
という強い思い込みがありました。 

だから、なるべく人を嫌わないようにして生きていたのです。 

ユキコさんのリポート



Step２ 
リストアップした人の中から、ワークの対象者を１人、決めます。 

対象者が決まったら、その人の名前をディマティーニ・メソッド®のＡ面とＢ面（あなた
以外の誰か）に書き込みましょう。 

Step３ 
列の進め方について 

嫌いな人（ネガティブに感じている人）を対象にワークを行うときは、 
列８→１→９→２→１０→３→１１→４→１２→５→１３→６→１４→７ 
の順に列を進めてください。 

好きな人（ポジティブに感じている）を対象にワークを行うときは、 
列１→８→２→９→３→１０→４→１１→５→１２→６→１３→７→１４ 
の順に列を進めてください。 

Step４ 
各列のワークのやり方については、「あなた以外の誰か A面・B面」(P.11～)、「あなた
自身 A面・B面」(P.95～)を、参考にしてください。 
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何か傷つくようなことがあっても、ネガティブな感情を感じた瞬間に、それにフタを
するクセを持っていました。 

ですから”嫌いな人”という言葉にはピンとこなかっただけなのです。 

そして、ユキコさんは、「お母さん」「上司の水野さん」「取引先の藤田さん」「お
客さんの安東さん」「お母さん仲間の森田さん」の5人の名前を書き出しました。 
そして、ひとりひとりのことを思い出しながら、誰に一番ネガティブな感情を持って
いるかを感じてみました。 

それは「お母さん」でした。 
ユキコさんは、まず最初に、お母さんに対してディマティーニ・メソッドをすること
にしました。



あなた以外の誰か A面 列１ 

<列１の目的> 
「特に強い、ポジティブな感情を明確にする」 
ワークの対象者について、あなたが「もっとも良いと思っている」「もっとも素晴らしい
と思っている」「もっとも好きと感じている」「もっとも尊敬している」のは、どんなと
ころ(性格や、特徴、 行動)かを明確にします。 
そして、その性格や、特徴、行動(素晴らしいと思っているところ)を、より具体的な言葉
にしていきます。 

<列１の主となる質問> 
その人について、あなたが「最も良いと思っている」「最も魅力的だと感じている」「最
も尊敬している」「最も素晴らしいと思っている」のは、どんなところですか？ 

<ワークの進め方> 
Step１ 
その人の良いと思うところ、好きなところ、素晴らしいと思うところを４つリストップし
てください。 

<ポイント> 
a.  特徴や性格、行動（したこと、しないこと）は、必ず、”具体的”かつ短い言葉”で表現
してください。（重要） 

特徴が具体的であればあるほど、この後のワークがスムーズになります。 

特徴が漠然としていれば、それだけワークの進みが遅くなります。 

例えば、あなたは、会社の上司の「頭がいい」ところが、素晴らしいと思っていたとしま
す。 

「頭がいい」とは、あなたにとって具体的にどういう意味なのでしょうか？ 

もしかしたら、あなたは、物事を「論理的」に話すところが好きなのかもしれないし、職
業的に「知識が豊富」なところをすばらしいと思っているのかもしれません。 

または、「発想力」があるところが好きなのかもしれないし、「応用力がある」ところを
素晴らしいと思っているのかもしれません。 

あなたにとって、「頭がいい」とは具体的にどういう意味なのか？ 必ず明確にしてくださ
い。 
Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  11



b.　ワークの対象者の特徴や性格、行動を具体的にするときは、その人がその特徴を示し
たときの出来事の記憶に戻って、考えましょう。（重要） 

その人は、「いつ」「どこで」その特徴を示したのでしょうか？　必ず出来事の記憶に戻
りましょう。 

c. 類義語が含まれないように、すべて別々の性格や、特徴、行動を書きましょう。 

例えば、「思いやりがある」「優しい」「人の気持ちが分かる」は、同じことを違う言葉
で言っているだけの可能性がありますので、どれか１つに絞ります。 

d. 人から又聞きしたことを、ワークの対象者の特徴として書かないでください。 

例えば、あなたが小さい頃、母親が父親のことを、「責任感が強くて、頼れる人だ」と何
度も言っていたとしましょう。 

父親が「責任感が強くて、頼れる人だ」という認識（見方、捉え方）は、母親のものであ
り、あなたのものではありません。 

列１には、他人の認識ではなく、あなたの認識を書いてください。 

e. あなたのフィーリング（感じたこと）を、ワークの対象者の特徴として書かないでくだ
さい。 

例えば、あなたは、その人（ワークの対象者）に、「助けられた」「安心感をもらった」
と感じているのかもしれません。 

これらの感情は、その人が、あなたに示した特徴や性格、行動によってあなたが感じた
フィーリングであり、その人の特徴ではありません。 

あなたは、その人のどんな特徴や性格や行動によって、「助けられた」または、「安心感
をもらった」と感じたのでしょうか？ 

例えば、その人があなたを「経済的に支援をした」からあなたは「助けられた」と感じた
のかもしれませんし、その人が「私の気持ちを理解した」から、「安心感をもらった」と
感じたのかもしれません。 

このケースでは、「経済的な支援をする」「人の気持ちを理解する」ことを、その人のポ
ジティブな特徴として、列１に書きます。 

Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  12



特徴や性格、行動（したこと、しなかったこと）をリストアップするときは、下記の質問
を参考にしてください。 

<質問> 
●その人の最も良いところは具体的にどこですか？ 

●その人の最も好きなところは具体的にどこですか？ 

●その人の最も尊敬できるところは具体的にどこですか？ 

●その人の最も素晴らしいと思うところは具体的にどこですか？ 

●最も魅力的だと思うところは具体的にどこですか？ 

●自分にはないけれど、その人にある素晴らしいところは具体的にどこですか？ 

●もし、その人の特徴を１つ自分が得られるとしたら、どれが一番欲しいですか？ 

<具体的にする質問> 
・○○とは具体的にどういう意味ですか？ 
・その特徴を短い言葉で表現するとしたら、具体的に何と言いますか？ 

Step２ 
最も良い、素晴らしいと思っている特徴や行動（したこと、しなかったこと）から順番
に、列１のフォームに書き込んでください。 

<特徴や行動の例> 
行動力がある／自分に自信がある／リーダーシップがある／責任感が強い／影響力がある
／コミュニケーションが上手／尊重してくれる／誠実／認めてくれる／几帳面／自立して
いる／優しい／美しい／健康的／謙虚／素直／知識が豊富／思いやりがある／社交的／正
直／誠実　など 

Step３ 
特徴は、必ず4つ書き出してください。 

その人の具体的な特徴や行動は、過去、現在、潜在的な未来から取り出してもかまいませ
んし、人生の７領域から取り出してもかまいません。 
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<人生の７領域> 
スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、健康・肉体 

Step４ 
書き出した4つの特徴以上に、ポジティブに感じている特徴は他にはありませんか？ 

その4つの特徴が、その人の好きなところベスト4であると確信を持って言えますか？ 

答えがYESなら列１は完了です。 

もし、この質問に確信を持ってYESと言えないなら、その人の好きなところをさらに探し
ましょう。 
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列１のリポート

ユキコさんは、思いつくままに、お母さんの好きなところ、尊敬するところ、素晴ら
しいと思うところを書き出しました。 

それは以下のようなものでした。 

「経済的に支援してくれること」 
「社交的で、人とのコミュニケーションが上手なこと」 
「思いやりがあること」 
「責任感が強いこと」 
「行動力があること」 
「精神的に自立していること」 
「健康で、美しいこと」 

そして、この中から、お母さんの特に好きなところ、”ベスト4”を絞り込みました。 

◎「経済的に支援してくれること」 
◎「思いやりがあること」 
◎「社交的で、人とのコミュニケーションが上手なこと」 
◎「健康で、美しいこと」



 

 

 

Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  15

次に、もっともポジテブに感じている特徴から、順位を付けていきました。 
そのために、お母さんがその特徴を示した出来事の記憶を、ひとつひとつ思い出して
みました。 
出来事の記憶に戻ると、そのときに感じた嬉しさや、お母さんを誇らしく感じる”ポ
ジティブな感情”を、もう一度、感じることができました。 

そして、ポジティブな感情が強いものから順に、並び替えていきました。 

1位「思いやりがあること」 
2位「経済的に支援してくれること」 
3位「社交的で、人とのコミュニケーションが上手なこと」 
4位「健康で、美しいこと」 

このままでもワークを進めることはできるのですが、より表現を「具体的で短い言葉」
にするために、ファシリテーターに手伝ってもらうことにしました。 
特徴が具体的になっていればいるほど、この後のワークがスムーズになるからです。 

ファシリテーターは、ユキコさんに次のように質問しました。 
「思いやりがある」とは、あなたにとって具体的にはどういう意味ですか? 
近い言葉に、「人の気持ちがわかる」「優しい」「親切」「人を大切にする」「人を
尊重する」などがありますね。 
「思いやりがある」という言葉も含めて、あなたにとって、一番しっくりくる表現は
何ですか? 
”一番しっくりくる短い言葉を探すゲーム”みたいなものだと思ってください。 
あなたにとって、どの言葉がしっくりきますか? 

ユキコさんは、この質問を聞いて、「人の気持ちがわかる」とう表現がぴったりだと
感じました。 
感覚的に「この言葉だ!」と分かりました。 

ファシリテーターは、「では、”人の気持ちがわかる”の正反対の言葉は何ですか?」
と聞きました。 
ユキコさんは、「”人の気持ちが理解できない”です。」と答えました。 
特徴がきちんと「具体的で短い言葉」になっているかどうかは、正反対の言葉がすぐ
に思い浮かぶかどうかでも判断することができます。 

ユキコさんは、「人の気持ちがわかる」という特徴を、列1(ディマティーニ・メソッ
ドA面)の1番目に書き込みました。 
そして、まったく同じやり方で、2～4位の特徴も、「具体的で短い言葉」に変換し
ていきました。



あなた以外の誰か A面 列２ 

<列２の目的> 
「鏡の法則と透明性の法則を確認する」 

●鏡の法則 
ワークの対象者に見ているポジティブな特徴を、あなたも相手とまったく同じだけ持って
います。 
あなたの人生に登場する人はすべて、あなたをうつす鏡です。 
ワークの対象者の中に見ている特徴は、あなたが自分にその特徴があることを認めていな
い「自分自身の素晴らしさ」なのです。 
目の前の人は、あなたの素晴らしさをあなたに見せてくれている鏡です。 
「見ている人」「見られている人」「見ているもの」は同じであり、すべて自分自身の投
影（鏡）であるということを知ることが列２の目的です。 

●透明性の法則 
列１の特徴が、あなたの中にあることを、周りの人たちは、お見通しです。 
あなたは透明な存在なのです。 
あなたの中にあるその特徴を、周りから見えないように、隠しておくことなど決してでき
ません。 
自分の中にある特徴が、他人から丸見えであることがわかると、自分を良く見せようとす
る行為には、まったく意味がないことに気づきます。 

<列２の主となる質問> 
あなた自身が、その特徴（列１）を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」です
か？　そして、それを知っていたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたは、その特徴(列１)を、「いつ」「どこで」「誰に対して」示しましたか？ 特定の
出来事の記憶を思い出してください。 

例えば、列１に「価値を認める」いう特徴を書いたとします。 

では、あなたが誰かに対して、「価値を認めた」のは「いつ」「どこで」「誰に対して」
だったでしょうか？ その特定の出来事の記憶を思い出してください。 

Step２ 
その場面にいて、そのことを見ていた人、またはそのことを誰かから聞いて間接的に知っ
ていた人は誰ですか？ その人の”イニシャル”を列２のマスの中に、書いてください。 
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また、その場面で、あなたが自覚があってその特徴を示していた場合は、自分のイニシャ
ルを書いても構いません。 

例えば、あなたが誰かに「価値を認めた」場面にいて、それを見ていた人、そのことを
知っている人は誰ですか？ その人のイニシャルを書き出してください。 

Step３ 
２０～５０のイニシャルを書き出しましょう。 

あなたがその特徴を示した特定の出来事の記憶を次々に思い出し、イニシャルを書き続け
てください。 

あなたにも、その人と同じだけ(質も量も)、その特徴があると思えるまでワークを続けま
しょう。 

そのためには、１つの特徴につき２０～５０のイニシャルを書く必要があるでしょう。 

フォームに書き出した4つの特徴それぞれに２０～５０のイニシャルを書き出しましょ
う。 

合計すると８０～２００のイニシャルを書くことになります。 

イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示しましたか？「それを見たり
聞いたりして知っているのは誰ですか？」 

●あなたがワークの対象者とまったく同じやり方で、その特徴を示したのは、「いつ」「ど
こで」「誰に対して」ですか？ それを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたがワークの対象者とは違うやり方で、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」
「誰に対して」ですか？ それを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたにその特徴があることを知っているのは、他には誰ですか？ 

●あなたは、人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）
のどこで、その特徴を示しましたか？ そしてそれを知っているのは誰ですか？ 
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●過去にあなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示しましたか？ そして
それを知っているのは誰ですか？ 

●現在、あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示していますか？ そして
それを知っているのは誰ですか？ 

<ポイント> 
a. あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず、特定の出来
事の記憶に戻って考えましょう。 

b. あなたが過去にその特徴を示したのはいつですか？　そして、現在は人生のどの部分で、
その特徴を示しているでしょうか？ 現在と過去で、あなたが「いつ」「どこで」「誰に
対して」その特徴を示しているかを次々に探し続け、そのことを知っている人のイニシャ
ルを書き続けてください。 

c. 一度にたくさんの人があなたがその特徴を示した場面を見ていた場合は、そこにいたす
べての人のイニシャルを書いてください。 

または、あなたがその特徴を示した場面を１人の人が何度も見ている場合は、同じ人のイ
ニシャルを何度も書いてください。 
（その人が、あなたがその特徴を示した場面を目撃した数だけ） 

d. 人生の７領域で考えましょう。 
「あなたが学校で○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたがお金のことで○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたが会社で○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたが恋人や結婚相手に○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたが友だちに○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたが肉体的（容姿、ルックス）なこと○○（列１）だったのはいつですか？」 
  
e.  名前がわからない場合は、XやAと書いてください。 

Step４ 
あなたにもその人とまったく同じだけ(質も量も)、その特徴があると確信を持って言えま
すか？ 本当に同じぐらいあると言えますか？ 

答えがYESなら列２は完了です。 

もし、この質問に確信を持ってYESと言えない場合は、自分にもその特徴があることを知っ
ている人たちのイニシャルを書き続けましょう。 
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列２のリポート

ユキコさんは、自分が、「いつ」「どこで」「誰に対して」、「人の気持ちがわかる」
ということをしていたかを考えてみました。 
まずは、「過去」で考えてみました。 
ユキコさんは、以前、親友のアサコちゃんが、彼氏の浮気で悩んでいたときに、相談
に乗ったことを思い出しました。 
アサコちゃんは、そのとき、ユキコさんのことを、「人の気持ちがわかる人」だと感
じたでしょう。 
そして、そのことを知っている人のイニシャルを列２のマスの中に書き出しました。 

次にユキコさんは、高校生の頃に、仕事で忙しいお母さんのことを気遣って、何も言
われなくても自分から進んで、夕飯の買い物や支度を毎日のように手伝っていたこと
を、思い出しました。 

ユキコさんは、ひとつひとつの出来事を思い出しならが、そのことを見たり聞いたり
して知っていた人のイニシャルを書いていきました。  
名前を思い出せないときは、Xと書きました。 
ひとつの出来事で、たくさんのイニシャルを書けるときもあれば、1人しか書けない
ときもありました。 
また、実は、親友のアサコちゃんに何度も「人の気持ちがわかる」ということをして
いたことが分かり、その出来事の回数だけアサコちゃんのイニシャルを書きました。 

そして、自分が「人の気持ちがわかる」という特徴を示した出来事が思い出せなくなっ
てきたときは、”人生の7つのエリア”で考えてみました。 

お金のことで、「人の気持ちがわかる」ということしたのは、「いつ」「どこで」「誰
に対して」だったか？



 

「時間と空間の中で、原因と結果が同じであることを認めるまでは決してセラピーは 完
了ではない。」 
―ドクター・ジョン・F・ディマティーニ 
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肉体的なことや健康に関することで、「人の気持ちがわかる」ということしたのは、
「いつ」「どこで」「誰に対して」だったか？ 

仕事のことで、「人の気持ちがわかる」ということしたのは、「いつ」「どこで」「誰
に対して」だったか？ 

家族に対して、「人の気持ちがわかる」ということしたのは、「いつ」「どこで」「誰
に対して」だったか？ 

と、いうように質問していくことで、自分が他者に対して、「人の気持ちがわかる」
ということをした出来事を次々に思い出すことができました。 

そして、「現在」は誰に対して、「人の気持ちがわかる」ということをしているのか
も考えました。 
ユキコさんは、夕食のときに、夫の話にしっかり耳を傾けて聞いてあげていることを、
思い出しました。 
夫は、会社であった嫌なことや、上司のグチをよく話すのですが、ユキコさんは、夫
の気持ちを、受け止めるように話を聞くことが多かったのです。 

このようにして、ユキコさんは、自分の人生をスキャンするようにして、いつ誰に「人
の気持ちがわかる」ということをしていたかを探し続けました。 
そして、そのことを直接見て知っていた人、間接的に聞いて知っていた人のイニシャ
ルを書き続けました。 

イニシャルを50個以上書き出したときのことです。 
ユキコさんは、「ああ、なんだ私もお母さんと同じぐらい、人の気持ちがわかる人だっ
たのね。」「人の気持ちがわかるという特徴は、私のものでもあったのね」と納得し
ました。 

そして、「あなたにも”人の気持ちがわかる”という特徴が、お母さんとまったく同じ
ぐらいあると言えますか?」という質問に確信を持って「はい」と答えました。 
この瞬間、ユキコさんは今まで認めていなかった特徴を、自分のものとして、所有し
たのでした。



あなた以外の誰か A面 列３ 

<列３の目的> 
「他者崇拝と、自己否定を解消する」 
他者を崇拝したり、夢中になっている傾向を解消し、同時に、自己否定の感情も解消しま
す。 
他者に夢中になると、相手を自分よりも上に見てしまい、結果的に自己否定や、劣等感を
感じます。 
また、他者を崇拝したり、夢中になると、相手の価値観や考え方が、自分の価値観や考え
方よりも、素晴らしいと錯覚し、相手の価値観や考え方を無意識のうちに、自分の中に取
り入れようとします。 
そして、崇拝し、夢中になっている相手のようになろうとして、自分を変えようとします。
その結果、あなたは、自分らしさを失います。 
列３の目的は、他者を上に見て、自分を下に見る傾向を解消することで、あなたの中に侵
入を許してしまった、他者の価値観を排除し、あなたが自分らしさを取り戻すことをサポー
トすることです。 

「嫉妬は、無知のしるしであり、人まねは、自殺行為である。」 
ーラルフ・ワルド・エマーソン 

<列３の主となる質問> 
その人のその特徴や性格、行動（列１）のせいで、あなたに、具体的にどのような不利益
やデメリット、マイナスがありましたか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人は、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴（列１）を示しましたか？　特定
の出来事の記憶に戻ってください。 

中でも、ポジティブな感情（素晴らしい、魅力的など）が特に強い出来事を選んでくださ
い。 

例えば、列１に「価値を認める」と書いたとします。 

その人が「価値を認める」ということをしたのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」だっ
たでしょうか？  特定の記憶に戻ってください。  

Step２ 
その人のその特徴のせいで、あなたにどんな不利益やデメリット、マイナスがありました
か？ 
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不利益やデメリットを列３のマスの中に書き出してください。 

不利益・デメリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●その人のその特徴のせいで、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、具体的にどのよう
な不利益やデメリットがありましたか？ 

●その人のその特徴のせいで、人生の７つのエリア（スピリチュアル、知性、仕事、お
金、家族、社会、肉体）で、どんなデメリットがありましたか？ 

●その人がその特徴を示したことで、その後、どうなりましたか？　どんな状況が起きて
きましたか？　そのことによるデメリットは何ですか？ 

●その人がその特徴を示したことで、具体的に何が起こりましたか？ 具体的に何をしま
したか？　そのことによるデメリットは何ですか？ 

●その人がその特徴を示したことで、何ができなくなりましたか？ 

●その人がその特徴を示したことで、何をしなければならなくなりましたか？ 

●さらにそのことでどんなデメリットがありましたか？（２次的デメリット、３次的デメ
リット、４次的デメリット･･･につなげる） 

Step３ 
１つの特徴につき２０～５０の不利益、デメリット、マイナスを書いてください。 

その特徴に対する良い、素晴らしいという気持ちが消えるまで、不利益やデメリットの最
初の２文字を書き続けてください。  

<ポイント> 
a. その人は、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず特定の出来
事に戻って考えましょう。（重要） 

b. その人のその特徴が、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、どのようなデメリットを
与えているかを最優先に考えましょう。（重要） 
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c. 不利益やデメリットを書き出すときは必ず「最初の２文字だけ」にしてください。 

例えば、お父さんがあなたの「価値を認めた」せいで、あなたは「親の期待に応えなけれ
ばならなくなっていた」とします。 
その場合は、「おや」と書いてください。 
あとで何を書いたか分からなくなっても大丈夫ですので、このルールを守ってください。 

d. その人のその特徴が、人生の７つのエリア（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家
族、社会、肉体・健康）で、あなたに、どのようなデメリットを与えているかを考えま
しょう。 

e. その人のその特徴が、あなたに与えた一次的なデメリットだけでなく、二次的、三次的
なデメリットについても考えましょう。 

例えば、お父さんがあなたの「価値を認めた」せいで、あなたは「親の期待に応えなけれ
ばならなくなっていた」とします。これが、一次的なデメリットです。 
そして、そのせいで、「自分がどうしたいか、何をやりたいかより、親の価値観や考えを
優先する習慣ができてしまった」とします。これが、二次的なデメリットです。 
さらに、その習慣のせいで、「学校や仕事は、親がすすめるところを選び、自分が行きた
かった学校や仕事を選べなかった」とします。これが、三次的なデメリットです。 

f. その人がその特徴を示した出来事は、１つだけでなく、他にいくつもあるはずです。 
特にポジティブに感じている出来事から順に、「いつ」「どこで」「誰に対して」を明確
にした上で、そのほかの出来事についても、デメリットを書き出しましょう。 

g.  その人があなた以外の人にその特徴を示していた場合は、あなたとその人たちの不利
益やデメリット、マイナスも書き出します。 

h. デメリットを多く書きすぎて、その特徴に対して、ネガティブな感情を持ってしまうま
でワークしないように注意してください。 
列３の目的は、その特徴に対して、感情的にニュートラル（中立）になることです。 
その特徴には、”メリットとまったく同じだけのデメリットがある”と言えるようになった
ら、ワークは完了です。 

Step４ 
その人のその特徴は、メリットであったのと同じぐらい、あなたにとってデメリットであっ
たと、確信を持っていえますか？ 
答えがYESなら列３は完了です。 

もしそうでない場合は、不利益やデメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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列３のリポート

ユキコさんは、お母さんが「人の気持ちがわかる」ということをしたのは、「いつ」
「どこで」「誰に対して」だったか、特定の出来事の記憶を思い出しました。 
その中でも、いちばん素晴らしいと感じた出来事を選びました。 
ワークを効果的に短時間で終わらせるコツは、特にポジティブな感情が強い出来事を
選ぶことです。 

それは「１８歳の頃、ひどいインフルエンザにかかって寝込んでいたとき、 
お母さんが、食材を大量に買い込んで、当時、一人暮らしをしていたアパートまで来
てくれたこと」でした。 

そして、そのとき、お母さんが「人の気持ちがわかる」ということをしたことが、自
分にどんなデメリットだったかを考えてみました。 
でも、最初は、デメリットがなかなか思いつきませんでした。 

そこで、ファシリテーターにサポートしてもらうことにしました。 

ファシリテーター: 
お母さんが、「人の気持ちがわかる」ということをしたのは、「いつ」「どこで」 
「誰に対して」ですか？　出来事を１つ思い出してください。 

ユキコさん： 
「１８歳のとき、当時住んでいた神田のアパートの部屋です。お母さんは、私の気持
ちをわかってくれました。」 

ファシリテーター: 
「お母さんが、そのとき”人の気持ちがわかった”ことがきっかけで、あなたが、その
後、するようになったことはなんですか？　 

ユキコさん： 
「困ったことがあると、すぐにお母さんに電話して、相談するようになりました。」 

ファシリテーター: 
「何かあると、お母さんにすぐに相談するようになったことのデメリットは何です
か?」



 

Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  25

ユキコさん: 
「親に相談しないと、自分のことは、何も決められなくなりました。」 

ファシリテーター: 
「それは、”自分の人生の選択や決断をするときに、自分の頭で考えなくなった” 
”選択や決断を、他人に委ねてしまうようになった”ということを言っているのです
か?」 

ユキコさん: 
「はい、その通りです。」 

ファシリテーター: 
「自分の人生の選択を、自分の頭で考えないことのデメリットは何でしょうか？」 

ユキコさん: 
「自分がどうしたいのか、何が好きなのか、わからなくなりました。」 

ファシリテーター： 
「自分で考えないから、自分が何をしたいのか、何が好きなのか、わからなくなった。
つまり、”自分の気持ちがわからなくなった”ということでしょうか？ 

ユキコさん: 
「ええ、その通りです。」 

ファシリテーター 
「あのとき、お母さんが、あなたに”人の気持ちがわかる”ということをしたせいで、
あなたは自分の頭で考えなくなった。 
そして、自分がどうしたいのか、何が好きなのか、”自分の気持ちがわからなくなっ
た”。 
つまり、”人の気持ちがわかる”お母さんのせいで、あなたは”自分の気持ちがわから
なくなった”のですね？ 

ユキコさん: 
「あー、本当にそうなっていますね・・・。 
そんなこと、今まで考えたこともありませんでした。」
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ファシリテーター： 
ちなみに、価値観のワーク(ディマティーニ・バリュー・ディタミネーション)で、１
位だった価値観は何でしたか？ 

ユキコさん: 
私は、「心理学を学び、カウンセラーとして独立すること」が、１位でした。 

ファシリテーター： 
「”自分の気持ちがわからない”ことは、あなたの大切な価値観である、心理学を学び、
カウンセラーとして独立することに、具体的にどんなデメリットになっていますか？ 

ユキコさん： 
「自分の気持ちがわからなかったら、人の気持ちなんて、わかるはずありませ
ん・・・。」 

ファシリテーター： 
「心理学は、人の気持ちをわかろうとする学問なのに、 
人の気持ちがわからないのは、とても困りますね。」 

ユキコさん： 
「本当に、そうですね・・・。」 

（このように、ワークの対象者の素晴らしいと思っている特徴が、自分の大切な価値
観に、どんなデメリットになっているかを考えると、ワークを短時間で終えることが
できます。） 

ファシリテーター: 
「”自分の気持ちがわからないこと”は、人生の7つのエリアには、どんなデメリット
になっていますか？ 
まず、”お金の面”ではどんなデメリットがありましたか?」 

ユキコさん: 
「自分のやりたいこでないことにお金を使ったり、好きでないものを買ったりしまし
た。 
本当に、無駄なお金ですね。」



 

「喜びのない痛みも、痛みのない喜びもありません。」 
ードクター・ジョン・ディマティーニ 
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ファシリテーター: 
「”知性の面や仕事の面”では、どんなデメリットがありましたか?」 

ユキコさん: 
「親がすすめる大学に入り、就職も、親の意見を聞いて決めました。 
自分が行きたくて行った大学ではないので、勉強はまったく身になっていないし、 
仕事もとくべつ興味がない分野なので、やりがいを感じませんでした。」 

ファシリテーター: 
「”人間関係”ではどんなデメリットがありましたか?」 

ユキコさん: 
「自分の気持ちを言わないので、表面的な人間関係になることが多いです。」 

ファシリテーター: 
「”家族関係やパートナーシップ”では、どんなメリットがありましたか?」 

ユキコさん: 
「夫にも自分の気持ちをあまり伝えないので、彼も、あまり自分の気持ちを言ってく
れません。 
そのせいで、お互いのことを、深く理解できていないように思います。」 

ユキコさんは、このようにして、どんどんデメリットを書き出していきました。 
そして、50個近いデメリットを書き出したときのことです。 
お母さんの「人の気持ちがわかる」という特徴には、メリットと同じだけのデメリッ
トがあったことがはっきりとわかりました。 



あなた以外の誰か A面 列４ 

<列４の目的> 
「思い上がりと、うぬぼれの気持ちを解消する」 
強い思いあがりや、うぬぼれの気持ち（自己増長）は、悲劇や、試練、謙虚にさせられる
ような出来事を、人生に引き寄せる原因となります。 
宇宙は、そのような出来事を起こすことで、あなたの思いあがり、うぬぼれを解消し、バ
ランスが取れたニュートラル（中立）な状態に、あなたを戻そうとします。 
列４に取り組むことで、自らバランスを取り、ニュートラルに戻ることで、悲劇や試練、
謙虚にさせられるような出来事を、未然に防ぐことができます。 

<列４の主となる質問> 
あなたのその特徴や性格、行動（列１）のせいで、それを示した相手にどのような不利益
やデメリットがありましたか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなた自身が列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」だったでしょ
うか？　特定の出来事の記憶に戻って考えてください。（重要） 

中でも、特に強くポジティブに感じている出来事を選んでください。 

例えば、列１に「価値を認める」と書いたとします。 

あなたが誰かに「価値を認めた」特定の出来事の記憶をに戻ってください。  

Step２ 
あなたがその特徴を誰に対して示した（または、見せた）のか、対象者（方向）を明確に
してください。（重要） 

Step３ 
あなたがその特徴を示した相手にどんな不利益やデメリット、マイナスがありましたか？ 

不利益やデメリットを列４のマスの中に書き出してください。 

不利益やデメリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたのその特徴のせいで、相手に具体的にどんなデメリットや不利益がありました
か？ 
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●その後どうなりましたか？ そのことによるデメリットは何ですか？ 

●具体的に何が起こりましたか？ 具体的に何をしましたか？  そのことによる相手のデメ
リットは何ですか？ 

●相手は、何ができなくなりましたか？ 

●相手は、何をしなければならなくなりますか？ 

●さらにそのことで相手にどんなデメリットがありましたか？（２次的デメリット、３次
的デメリット、４次的デメリット･･･につなげる） 

●人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、社会、肉体）で、具体的に
相手に、どんなデメリットがありましたか？ 

●相手が最も大切にしていることに、どんなデメリットとなりましたか？ 

●あなたは、その特徴を示すことで、相手に具体的にどんなメリットを与えたと思ってい
るのでしょうか？　明確にしてください。 
では、そのことが、相手に、具体的にどんなデメリットになったでしょうか？ 

Step４ 
１つの特徴につき２０～５０の不利益やデメリットを書いてください。 

自分のその特徴に対する良い、素晴らしい、誇らしいという気持ちが消えるまで、不利益
やデメリットの最初の２文字を書き続けてください。  

<ポイント> 
a. あなたは、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず特定の出来
事に戻って考えましょう。（重要） 

b. 「きっと◯◯なデメリットがあったはず」や「多分、◯◯だったことがデメリットのは
ず」など、「空想」や「推測」で、デメリットを書いてはいけません。 
確信を持って言える「事実」のみを、デメリットとして書き出してください。 

c.  列３では、列１の特徴があなたにどんなデメリットを与えていたかが分かりました。 
そして列４では、あなた自身が列１の特徴を示したときに相手にどんなデメリットがあっ
たかを見ていくのですが、実は、列３と同じことが起こっているのです。 
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例えば、お父さんが「あなたの価値を認めた」ことで、あなたは「親の期待に応えなけれ
ばならなくなっていた」とします。 
同じように、あなたが他者に対して「価値を認める」ことで、その人は「あなたの期待に
応えなければならなくなっている」はずです。 
あなたに起こったデメリットが、相手にもそのまま同じように起こっています。 
列３と列４はリンクしています。 
このことを意識しながらワークに取り組んでみてください。 

Step５ 
あなたのその特徴は、メリットであったのと同じぐらい、相手にデメリットであったと確
信を持って言えますか？　本当に同じぐらいですか？ 

答えがYESなら列４は完了です。 

もしそうでない場合は、不利益やデメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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列４のリポート

ユキコさんは、自分自身が「人の気持ちがわかる」ということをしたのは、「いつ」
「どこで」「誰に対して」だったか、特定の出来事の記憶を思い出しました。 
その中でも、自分のことをいちばん誇らしく思う出来事を選びました。 
ワークを効果的に短時間で終わらせるコツは、特にポジティブな感情が強い出来事を
選ぶことです。 

それは「２１歳の頃、親友のアサコちゃんが、彼の浮気で悩んでいたときに、 
親身になって彼女の相談を聞いてあげたこと」でした。 

そして、そのとき自分がアサコちゃんに「人の気持ちがわかる」ということをしたこ
とが、彼女にどんなデメリットだったかを考えてみました。 
でも、最初は、デメリットがなかなか思いつきませんでした。 

そこで、ファシリテーターにサポートしてもらうことにしました。
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ファシリテーター: 
「あなたが、”人の気持ちがわかる”ということをしたのは、いつ、どこで、誰に対し
てですか？　出来事を１つ思い出してください。 

ユキコさん： 
「２１歳のとき、渋谷のファミレスです。親友のアサコちゃんに、”人の気持ちがわ
かる”ということをしました。」 

ファシリテーター: 
「そのとき、アサコさんに”人の気持ちがわかる”ということをしたことで、彼女にど
んなメリットを与えたと、思っているのでしょうか？　 
まずは、相手に、いちばんメリットになったと思っていることを、教えてください。」

ユキコさん： 
「アサコちゃんは、私に話を聞いてもらって、とても気持ちが楽になったと言ってい
ました。 
”彼女の気持ちが楽になって、悩みが軽くなったこと”が、いちばんのメリットだと思
います。」 

ファシリテーター: 
「では、アサコさんの気持ちが楽になり、悩みが軽くなったことは、彼女にどんなデ
メリットだったでしょうか？」 

ユキコさん： 
「難しいですね・・・。 
悩みが軽くなることに、デメリットなんてあるでしょうか？」 

ファシリテーター： 
「デメリットは、必ずあります。よく考えてください。 
悩みが軽くなったことで、彼女がしなくなったこと、できなくなってしまったことは
何ですか？」 

ユキコさん： 
「悩みが軽くなったから、それを解決する必要性を感じなくなって、 
主体的に、自分の内面と向き合うことをしなくなりました。」
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ファシリテーター： 
「主体的に、自分の内面と向き合うことをしないことのデメリットは何ですか？」 

ユキコさん： 
「主体的に、自分の内面と向き合わなかったら、本当の意味で、悩みは解決しませ
ん。」 

ファシリテーター： 
「あなたは、アサコさんが、自分の悩みを解決するために、主体的に、自分の内面と
向き合う機会を奪った。 
そして、彼女は、自分の悩みが解決したと、誤解してしまった。 
そういうことでしょうか？」 

ユキコさん： 
「ああ、本当に、その通りですね・・・。」 

ファシリテーター： 
「悩みが解決したと誤解して、主体的に、自分の内面と向き合わないことのその他の
デメリットは何ですか？」 

ユキコさん： 
「自分の内面と向き合わないと、自分がどう思っているのか、 
どうしたいと思っているのか、自分の本当の気持ちがわかりません。」 

ファシリテーター： 
「つまり、あなたがアサコさんに、”人の気持ちがわかる”ということをしたせいで、 
彼女は、”自分の本当の気持ちを理解することができなかった”のですね？ 

ユキコさん： 
「ああ、本当にそうだ・・・。 
私は、アサコちゃんの悩みを解決することを手助けしたと思っていたけど、 
あのことは、悩みを解決する邪魔にもなっていたんですね・・・。」 

ファシリテーター： 
「今までそのことに気づいていませんでしたね。 
でも、今は、そのことがわかりますか？」
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ユキコさん： 
「はい、わかります。」 

ファシリテーター： 
「あなたの”人の気持ちがわかる”という特徴は、アサコさんに、メリットと同じだけ
のデメリットを与えていたと、確信を持って言えますか？」 

ユキコさん： 
「はい、言えます。」 

（このように、あなたが列１の特徴を示したことで相手に与えたと思っている、 
”いちばんのメリット”を明確にし、そのことのデメリットを考えると、ワークを短時
間で効果的に終わらせることができます。） 



あなた以外の誰か A面 列５ 

<列５の目的> 
「相手への偏見を解消し、コミュニケーションを円滑にする」 
あの人は「いつも◯◯だ」「◯◯なところがまったくない人だ」「すべてにおいて◯◯な
人だ」といった、他者への偏見・決めつけ（レッテル）を解消します。 
人間は皆、ポジティブな特徴とまったく同じだけ、正反対のネガティブな特徴を持ってい
ます。 
誰もが「優しさと冷酷さ」「謙虚さと傲慢さ」「知恵があると無知」「自立と依存」といっ
たように、相反する特徴を、両方ともまったく同じだけ持っているのです。 
「優しさだけしかない人」も、「冷酷さしかない人」もいません。 
列５に取り組むことで、「あの人は、いつも自立していてパワーにあふれる人だ」といっ
た偏見・決めつけが解消されます。その人には、まったく同じだけ「依存していて、気弱
なところ」もあると気づくことで、相手に親近感が持てるようになり、コミュニケーショ
ンが円滑になります。 
また、列５に取り組みバランスの取れたものの見方ができるようになることで、自律神経
（交感神経と副交感神経）のバランスも整い、免疫力がアップすることがわかっています。

<列５の主となる質問> 
その人が、列１と正反対の特徴を、同じ相手に示したのは「いつ」「どこで」ですか？　 
そして、そのことを見たり、聞いたりして、知っていたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人が列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？　特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。（重要） 

例えば、列１に「価値を認める」と書いたとします。 
その人が、「価値を認める」ということをした特定の出来事の記憶（いつ、どこで）に戻
ります。  

Step２ 
出来事の記憶の中で、その人が「誰に対して」その特徴を示していたか？対象者（方向）
を明確にしてください。 

その人はその特徴を、特定の個人（あなた、または他者）に示していたかもしれないし、
グループや集団に対して示していたかもしれません。 
あるいは、ありとあらゆるすべてのもの（社会、全世界）に対して示していたかもしれま
せん。 
例えば、その人は「価値を認める」という特徴を、あなたに示したとします。 
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Step３ 
列１の特徴の正反対の特徴は何ですか？ 

例えば、「価値を認める」の正反対のことは何かを考えます。 
「否定する」「価値を認めない」「尊重しない」など、あなたが一番しっくりくる表現を
一つ決めてください。  

Step４ 
同じ相手に対して、その人が正反対の特徴を示したのはいつ、どこでですか？　そして、
それを見ていた人は誰ですか？　または誰かから聞いて間接的にそのことを知っている人
は誰でしょう？ 
その人にイニシャルを列５のマスの中に書き込んでください。 

例えば、その人はあなたの「価値を認めた」とします。 
では、その人があなた（同じ相手）に対して「尊重しない」ということ（正反対のこと）
をしたのはいつですか？  
そのことを知っている人、見ていた人のイニシャルを書き出してください。 
一人の人が一度だけ見ているかもしれないし、何度も見ているかもしれません。 
あるいは大勢の人たちが一度だけ見ているかもしれないし、何度も見ているかもしれませ
ん。 

イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●その人が同じ相手に対して、正反対のことをしたのはいつですか？ そしてそのことを見
たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●その人が同じ相手に対して、○○面（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間
関係、肉体）で正反対の特徴を示したのはいつですか？ 

●その人が同じ相手に対して○○（正反対）だったのは他にはいつですか？ そのことを
知っていのは誰ですか？ 他には誰ですか？ 他には？ 

Step５ 
２０～５０のイニシャルを書き出してください。  

その人の中にその特徴と正反対の特徴が同じぐらい（５０％／５０％）あると実感できる
までイニシャルを書き続けてください。 
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<ポイント> 
a. その人は、誰に対してその特徴（列１）を示したのか、対象者（方向）を、必ず明確に
してください。(重要) 

b. 列１と正反対の特徴が何であるか、”あなたにとってしっくりくる表現”を明確にしてく
ださい。 

c. 列５のいちばんのポイントは、その人が、同じ相手（a.）に正反対の特徴（b.）を、い
つ、どこで示していたか？という点です。必ず、対象者（方向）が同じになるようにして
ください。（重要） 

d. その人が同じ相手に正反対の特徴を示したことを、一度にたくさんの人が見ていた場
合は、そこにいたすべての人のイニシャルを書いてください。 
または、その人が同じ相手に正反対の特徴を示したことを、１人の人が何度も見ていた場
合は、同じ人のイニシャルを何度も書いてください。 

e. ７つのエリアで考えてみましょう 
「その人が同じ相手にお金のことで○○（列１の正反対の特徴）だったのはいつですか？」
「その人が同じ相手に知性や教育のことで○○だったのはいつですか？」 
「その人が同じ相手に人間関係や友人関係のことで○○だったのはいつですか？」 
「その人が同じ相手に家族に関することで○○だったのはいつですか？」 
「その人が同じ相手に体や健康のことで○○だったのはいつですか？」 

f. その人が同じ相手に正反対の特徴を示した出来事を次々に思い出し、そのことを知って
いた人たちのイニシャルを書き続けてください。 
  
Step６ 
その人には、○○なところ（列１）と同じぐらい、○○なところ（正反対の特徴）がある
と確信を持って言えますか？ 

答えがYESなら列５は完了です。 

もしそうでない場合は、その人に正反対の特徴があることを知っている人のイニシャルを
書き続けましょう。 

（注）列５のユキコさんのリポートは割愛します。列５と列１２はやり方がまったく同じ
です。列１２のユキコさんのリポート（P.7６～）を参照してください。 
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あなた以外の誰か A面 列６ 

<列６の目的> 
「シンクロニシティ（共時性）と、宇宙の隠れた秩序に気づく」 
ワークの対象者が、列１の特徴（ポジティブ）を示すときにはいつでも、まったく同じレ
ベルで正反対の特徴（ネガティブ）を示す人が現れているという驚くべき、真実に気づく
ことが、列６の目的です。 
この宇宙ではいつでも、目には見えない知性が働いていて、どの瞬間にも、ポジティブと
ネガティブが、見事なバランスで両立し、完全なる秩序を保っています。 
列６に繰り返し取り組みトレーニングすることで、隠された宇宙の知性と秩序をはっきり
と認識できるようになり、”壮大に計画するデザイナー”（Grand Organizing Designer＝
GOD＝神）が存在していることを、理解できるようになります。 

<列６の主となる質問> 
その人がその特徴を示したまさにその瞬間に、同時に正反対の特徴を示していたのは誰で
すか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人が列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。そして、その出来事の記憶の中にいる自分の体にすっぽりと入
り込んでください。（重要） 

例えば、列１に「価値を認める」と書いたとします。 
その人が、「価値を認める」という特徴を示した特定の出来事の記憶に戻り、そのときの
自分の体の中に入ります。 

Step２ 
出来事の記憶の中でその人がその特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明確
にしてください。（重要） 

その人はその特徴を、特定の個人（あなた、または他者）に示していたかもしれないし、
家族などのグループや集団に示していたかもしれません。 
あるいは、ありとあらゆるすべてのもの（社会、全世界）に対して示していたかもしれま
せん。 
例えば、その人は「価値を認める」という特徴を、あなた１人に示したとします。 
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Step３ 
その人は列１の特徴を、具体的にどんなやり方・方法で示していましたか？ 明確にしてく
ださい。（重要） 

例えば、その人は、「価値を認める」という特徴を「あなたの仕事の成果を褒める」とい
うやり方で示していたとします。 

Step４ 
列１の正反対の特徴は何ですか？　 

例えば、「価値を認める」の正反対の特徴は「尊重しない」だとします。 

Step５ 
その人が列１の特徴を示したやり方と、意味的に正反対のことは何ですか？ 

例えば、その人は、「あなたの仕事の成果を褒める」というやり方で、「あなたの価値を
認めていた」とします。 

この場合の意味的な正反対は、「あなたの仕事の成果をけなす」というやり方で、「あな
たを尊重しない」になります。 

Step６ 
その人が、列１の特徴を示した”まさにその瞬間”に、同じ相手に対して、正反対の特徴を
意味的に正反対のやり方で示したのは誰ですか？　その人のイニシャルを列６のマスの中
に書いてください。 

例えば、その人は「価値を認める」ということを、「あなたの仕事の成果を褒める」とい
うやり方で、あなたに示していたとします。 

では、そのまったく同じ瞬間に、「尊重しない」ということを、「あなたの仕事の成果を
けなす」というやり方で示していたのは、誰ですか？ 

同時に正反対の特徴を示したのは、１人の人かもしれないし、複数の人かもしれません。 
男性かもしれ ないし、女性かもしれません。 
同じ場所にいる人かもしれませんし、遠く離れた場所にいる人かもしれません。  

Step７ 
その人がその特徴を示した出来事をすべて思い出し、同時に正反対の特徴を、意味的に正
反対のやり方で示していた人のイニシャルを書き出してください。 
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イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
その人が、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」ですか？　出来事
の記憶にすっぽりと戻って考えてください。 
その人がその特徴を示したまさにその瞬間、同じ対象（方向）に対して、正反対の特徴を
示したのは誰ですか？　他には誰ですか？　他には誰ですか？  

<ポイント> 
a. その人がその特徴を示した出来事（いつ、どこで）の記憶に戻り、記憶の中の自分の
体にすっぽりと入り込んで考えたください。（重要） 

b. 記憶の中で、その人が誰に対して、その特徴を示していたか、対象者（方向）を明確に
してください。(重要) 

c. 列１の正反対の特徴を明確にした上で、意味的に正反対のやり方が何であるかを明確に
してください。(重要) 

d. その人が、その特徴を示したまさにその瞬間に、同じ相手（b.）に対して、正反対の特
徴を意味的に正反対のやり方（c.）で示していた人は誰であったか、出来事の記憶の中で、
スキャンするように探し続けてください。 

e. 同時に正反対の特徴を示した人は、その現場（同じ場所）にはいない人かもしれませ
ん。 
遠く離れた場所にいて、同じ時間の中に存在している人かもしれません。 

例えば、今あなたがこの文章を読んでいるその場所には、あなた一人だけしかいないかも
しれません。 
けれど、この瞬間に、親や、友達、パートナーは、離れた場所に存在していて、この同じ
瞬間にあなたに対して愛情や、友情を示してくれています。（ただ、同じ場所にいないだ
けです） 

f.  同時に正反対の特徴を示した人は、人間ではなくペットの犬や猫かもしれません。 
または、ＣＤの中の歌手や、本の著者、映画の中の登場人物である場合もあります。 
または、ワークの対象者が、あなたに「価値を認めない」ということをしていたその瞬間
に、同時に、あなたに対して「尊重する」ということをしているという場合もあります。 
柔軟になって、同じ瞬間に正反対の特徴を示した人を探してください。 

g. その人がその特徴を示したすべての出来事を思い出し、それぞれの出来事で、正反対の
特徴を同時に示していた人を探し続けてください。 
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Step８ 
その人がその特徴を示すときにはいつでも、正反対の特徴を示す人が現れていたことがわ
かりましたか？ 

完全にバランスが取れていたということが実感できましたか？ 

答えがYESなら列６は完了です。 

もしそうでない場合は、同じ瞬間に正反対の特徴を示した人のイニシャルを書き続けましょ
う。 

（注）列６のユキコさんのリポートは割愛します。列６と列１３はやり方がまったく同じ
です。列１３のユキコさんのリポート（P.８２～）を参照してください。 
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あなた以外の誰か A面 列７ 

<列７の目的> 
「幻想や悪夢を解消する」 
その人の列１の特徴を「もっとも好き」「良いこと」「魅力的」と感じているということ
は、あなたは、無意識のうちに、列１と正反対の特徴を、「もっとも嫌い」「悪いこと」
「見たくもない」と感じていることになります。 
つまり、あなたにとって、列１の正反対の特徴は、もっとも好ましくない、最悪の特徴（悪
夢）であるということです。 
列７に取り組むことで、たとえ、”あなたにとって最悪のこと”が起きたとしても、同じだ
けのメリットがあることがわかります。 
そのことにより、無意識に感じていた恐れや、不安感が消滅します。 
こうした恐れや不安感は、あなたの行動にブレーキをかける心理的抵抗（メンタルブロッ
ク）になっていることがよくあります。 

<列７の主となる質問> 
その人が列１の特徴を示したとき、もし仮に正反対の特徴を示していたとしたら、どんな
利益やメリット、プラスがありますか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人が列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。（重要） 

中でも、ポジティブな感情（良い、素晴らしいなど）が特に強い出来事を選んでください。

例えば、その人が「価値を認める」ということをした特定の出来事の記憶に戻ります。  

Step２ 
出来事の記憶の中でその人がその特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明確
にしてください。（重要） 

その人はその特徴を、特定の個人（あなた、または他者）に示していたかもしれないし、
家族などのグループや集団に示していたかもしれません。 
あるいは、ありとあらゆるすべてのもの（社会、全世界）に対して示していたかもしれま
せん。 
例えば、その人は「価値を認める」という特徴を、あなた１人に示したとします。 
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Step３ 
列１特徴の正反対の特徴は何でしたか？ 

例えば、「価値を認める」の正反対の特徴は「尊重しない」だとします。 

Step４ 
もし、その人がそのとき仮に、正反対の特徴を示していたとしたら、あなたに、どんな利
益やメリット、プラスがありましたか？ 

例えば、そのときにもし、その人が「尊重しない」ということをしていたら、あなたにど
んな利益やメリットがあったでしょうか？  

Step５ 
その人が正反対の特徴を示していたら、受けていたと思う利益やメリットを列７のマスの
中に書き出してください。 

Step６ 
２０～５０の利益やメリットを書き出してください。 

列１の特徴に対する良い、素晴らしいという気持ちが消えるまで、メリットの最初の２文
字を書き続けてください。  

利益やメリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●その人が○○（正反対の）だったら、どうなっていたと思いますか？ あなたは何がで
きましたか？  何が起きましたか？ そのことによるメリットは何ですか？ 

●もし、そのときその人が○○（正反対の特徴）だったら、あなたの大切な価値観（上位
３つ）に、具体的にどのような利益やメリットがありましたか？ 

●さらにそのことでどんなメリットがありましたか？（二次的メリット、３次的なメリッ
ト、４次的メリット･･･につなげる） 

●人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）で、どん
なメリットがありましたか？ 
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<ポイント> 
a. その人は、「いつ」「どこで」 その特徴を示したのか、必ず特定の出来事に戻って考
えましょう。（重要） 

b. 記憶の中で、その人が誰に対して、その特徴を示していたか、対象者（方向）を明確に
してください。(重要) 

c. もし、その人が正反対の特徴を示していたら、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、
どのようなメリットがあったかを、最優先に考えましょう。（重要） 

d. もし、その人が正反対の特徴を示していたら、人生の７つのエリア（スピリチュアル、
知性、仕事、お金、家族、社会、肉体・健康）で、どんなメリットになっていたかを考え
ましょう。 

e. 一次的なメリットだけでなく、二次的、三次的なメリットについても考えましょう。 

f. その人がその特徴（列１）を示した出来事は、１つだけでなく、他にいくつもあるはず
です。 
すべての出来事を思い出し、もし、その人が正反対の特徴を示していたら、どんなメリッ
トがあったかを、出来事ごとに書き出してください。 

g. その人がその特徴（列１）をあなた以外の人にも示していた場合は、その人たちの利
益、メリット、プラスも書き出します。 
もし、ワークの対象者が正反対の特徴の人だったら、その人たち（特徴が向けられた対象
者）に、どんなメリットがあったでしょうか？ 

Step７ 
もし、その人が正反対の人だったら、デメリットと同じぐらいメリットがあったことがわ
かりましたか？ 

答えがYESなら列７は完了です。 

もしそうでない場合は、メリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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列７のリポート

ファシリテーター： 
お母さんが、「人の気持ちがわかる」ということをしたのは、「いつ」「どこで」で
したか？ いちばんポジティブな気持ちが強い出来事を思い出してください。 

ユキコさん： 
「１８歳の頃、１人暮らし、していた神田のアパートです。」 

ファシリテーター： 
「そのとき、お母さんは、誰に”人の気持ちがわかる”ということをしたのですか？」 

ユキコさん： 
「私です。」 

ファシリテーター： 
「”人の気持ちがわかる”の正反対の特徴は何ですか？ しっくりくる言葉を一つ決めて
ください。」 

ユキコさん： 
「”人の気持ちを理解できない”という表現がしっくりきます。」 

ファシリテーター： 
「もし、あのとき、お母さんが、あなたに”人の気持ちを理解できない”ということを
していたら、あなたに、どんなメリットがあったでしょうか？ 出来事の記憶の中に
すっぽり入って考えてください。」 

ユキコさん： 
「あのときは、ひどいインフルエンザにかかって寝込んでいたんですが、もし、母が
私の気持ちを理解せずに、助けに来なかったら、私は、自力でその状況を乗り切るた
めにどうすればいいか、必死で考えたと思います。」



 

Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  45

ファシリテーター： 
「助けてほしいときに、助けが現れず、困難な状況を、自力で乗り切るしかないとい
う状況に追い込まれることのメリットは何ですか？」 

ユキコさん： 
「他人ではなく、自分を頼るようになります。 
困ったときに、すぐ人に頼るのではなく、自分の力で何とかしようとする習慣が身に
つきます。」 

ファシリテーター： 
「その習慣が身につくことのメリットは何ですか？」 

ユキコさん： 
「自分のことを自分で決めて、自分のことは自分でできるようになります。」 

ファシリテーター： 
「何でも、自分で決めて、自分でできることのメリットは何ですか？」 

ユキコさん： 
「私は自由です。」 

ファシリテーター： 
「ではもし、１８歳のときに、自分で決めて自分でできる自由を手に入れていたら、 
具体的に、どんなメリットがありますか？ まず”お金の面”では、どうですか？」 

ユキコさん： 
「学生時代に、親の仕送りに頼らずに、アルバイして、自分でお金を稼ぐことができ
ます。 
経済的に、自立できることがメリットです。」 

ファシリテーター： 
「知性や仕事の面では、どんなメリットがありますか？」 

ユキコさん： 
「就職先を自分で決めることができます。 
自分にどんな仕事が向いているのか、どんな仕事をしたいのか、ちゃんと自分で考え
て仕事を選べます。 
自分がやりたい仕事なら、やりがいがあるし、向上しようという意欲も高くなります。
これも、自立ですね。」
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ファシリテーター: 
「”人間関係”では、どんなメリットがありますか？」 

ユキコさん： 
「人付き合いも、自分の好きなように決められます。 
付き合いたい人、一緒にいたい人と時間を過ごせます。 
付き合いたくない人と付き合わない、行きたくない飲み会は行かない、引き受けたく
ない頼みごとは断る。 
自分に決定権があるので、他人に振り回されません。 
あ、これも自立ですね。」 

ファシリテーター: 
「もし、あのとき、お母さんが”人の気持ちがわかる人”ではなく、”人の気持ちを理
解できない人”だったら、あなたは、１８歳の若さで、強い自立心を身につけること
ができていた。 
そして、お金の面でも、仕事の面でも、人間関係の面でも、自立した人になることが
できていたのですね？」 

ユキコさん： 
「あー、そうだったんだ・・・。 
私、２０代の頃、自分が自立できていないことが、ずっとコンプレックスだったんで
す。 
あのとき、母が正反対の人だったら、私は、もっと早く自立できて、自分の好きなこ
とをやって生きる自由を手にできていたんですね。」 

ファシリテーター: 
「では、もっと早く、自立して、自分の好きなことをやって生きる自由を手にしてい
たら、あなたの大切な価値観である、心理学を学び、カウンセラーとして独立するこ
とに、具体的にどんなメリットがありますか？」 

ユキコさん： 
「カウンセラーとして独立する夢を叶えることができます。 
自由と自立心があれば、”自分の好きな仕事で、お金を稼ぐ”ことを実現できます。 

ファシリテーター: 
「では、もし、あのとき、お母さんがあなたに、”人の気持ちを理解できない”という
ことをしていたら、あなたに、デメリットと同じだけのメリットがあったと言えます
か？」
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ユキコさん： 
「はい、言えます。」 

ファシリテーター: 
「”人の気持ちを理解できないこと”は、良いことですか、それとも、悪いこと、どち
らですか？」 

ユキコさん： 
「良いことでも、悪いことでもありません。」 

ファシリテーター: 
「素晴らしい。完璧なお答えですね。」



あなた以外の誰か B面 列８ 

<列の目的> 
「特に強い、ネガティブな感情を明確にする」 
ワークの対象者について、あなたが「もっとも悪いと思っている」「もっとも嫌だと思っ
ている」「もっとも怒りを感じている」「もっとも軽蔑している」「その人は変わるべき
だと感じている」のは、どんなところ(性格や、特徴、 行動)かを明確にします。 

そして、その性格や、特徴、行動(悪いと思っているところ)を、より具体的な言葉にして
いきます。 

<列８の主となる質問> 
その人について、あなたが「最も軽蔑している」「最も憤りを感じている」「最も怒りを
感じている」、「最も悪いと思っている」「最も嫌だと思っている」のは、どんなところ
でしょうか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人の悪いと思うところ、嫌いなところを4つリストップしてください。 

<ポイント> 
a.  特徴や性格、行動（したこと、しないこと）は、必ず、”具体的”かつ短い言葉”で表現
してください。（重要） 

特徴が具体的であればあるほど、この後のワークがスムーズになります。 

特徴が漠然としていれば、それだけワークの進みが遅くなります。 

例えば、あなたは、お父さんの「酒癖が悪い」ところを嫌っていたとします。  

「酒癖が悪い」では曖昧ですので、これを具体的にする必要があります。 

「酒癖が悪い」とは、あなたにとって、具体的にどういう意味なのでしょうか？ 

もしかしたら、あなたは、お酒を飲むと「暴力的」になるお父さんに腹を立てているのか 
もしれないし、「自己管理できない」ところを嫌っているのかもしれません。 

または、お酒に「依存している」ところに腹を立てているのかもしれないし、「自分を大
切にしない」ことに怒っているのかもしれません。 

Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  48



あなたにとって、「酒癖が悪い」とは具体的にどういう意味なのか？ 必ず明確にしてくだ
さい。 

また、例えば、あなたは、お母さんの「口うるさい」ところを嫌っていたとします。 

「口うるさい」とは、あなたにとって具体的にどういう意味なのでしょうか？ 

もしかしたら、あなたは、過剰に「干渉する」お母さんに腹を立てているのかもしれない
し、「人をコントロールしようとする」ところを嫌っているのかもしれません。 

または、「感情的になる」ところに腹を立てているのかもしれないし、「人の気持ちを考
えない」ことに怒っているのかもしれません。 

あなたにとって、「口うるさい」とは具体的にどういう意味なのか？ 必ず明確にしてくだ
さい。 

b.　ワークの対象者の特徴や性格、行動を具体的にするときは、その人がその特徴を示し
たときの出来事の記憶に戻って、考えましょう。（重要） 

その人は、「いつ」「どこで」その特徴を示したのでしょうか？　必ず出来事の記憶に戻
りましょう。 

c. 類義語が含まれないように、すべて別々の性格や、特徴、行動を書きましょう。 

例えば、「支配的」「コントロールする」「制限する」「自分の思い通りにする」は、同
じことを違う言葉で言っているだけの可能性がありますので、どれか１つに絞ります。 

d. 人から又聞きしたことを、ワークの対象者の特徴として書かないでください。 

例えば、あなたが小さい頃、母親が父親のことを、「ズルくて、だらしのない人だ」と何
度も言っていたとしましょう。 

父親が「ズルくて、だらしのない人だ」という認識（見方、捉え方）は、母親のものであ
り、あなたのものではありません。 

列８には、他人の認識ではなく、あなたの認識を書いてください。 

e. あなたのフィーリング（感じたこと）を、ワークの対象者の特徴として書かないでくだ
さい。 
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例えば、あなたは、その人（ワークの対象者）に、「傷つけられた」「悲しい気分にさせ
られた」と感じているのかもしれません。 

これらの感情は、その人が、あなたに示した特徴や性格、行動によってあなたが感じた
フィーリングであり、その人の特徴ではありません。 

あなたは、その人のどんな特徴や性格や行動によって、「傷つけられた」または、「悲し
い気分にさせられた」と感じたのでしょうか？ 

例えば、その人があなたを「拒絶した」からあなたは「傷つけられた」と感じたのかもし
れませんし、その人が「人の気持ちを理解しなかった」から、「悲しい気分にさせられた」
と感じたのかもしれません。 

このケースでは、「拒絶する」「人の気持ちを理解しない」ことを、その人のネガティブ
な特徴として、列８に書きます。 

特徴や性格、行動（したこと、しなかったこと）をリストアップするときは、下記の質問
を参考にしてください。 

<質問> 
●その人の最も嫌いなところは具体的にどこですか？ 

●その人の最も軽蔑しているところは具体的にどこですか？ 

●その人を変えられるとしたら、どこを一番変えたいですか？ 

●一番傷ついたことは何ですか？ 

●その特徴が自分の子供に備わってしまったら最も嫌なものは何ですか？ 

●その人が何をしたせいであなたは傷ついたのですか？ 

●その人が改めるべきだと思うのは具体的にどんなところですか？ 

●その人のどんなところに、最もうんざりさせられるのですか？ 

●特に我慢できないのは、具体的にどういうところですか？ 

●最も好感が持てないのは、具体的にどんなところですか？ 
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<具体的にする質問> 
●○○とは具体的にどういう意味ですか？ 

●その特徴を短い言葉で表現するとしたら、具体的になんて言いますか？ 

Step２ 
最も悪いと思っている特徴や行動（したこと、しなかったこと）から順番に、列８の
フォームに書き込んでください。 

<特徴や行動の例> 
尊重してくれない／認めない／自分勝手／思いやりがない／軽視する／無神経／無責任/
依存する／見下す／つめたい／攻撃的人の気持ちが分からない／無関心／傲慢／行動力が
ない／否定する／やるべきことをやらない／感情的になる／拒絶する／受け入れない／臆
病／感情をコントロールできない／押し付ける　など 

Step３ 
特徴は、必ず4つ書き出してください。 

その人の具体的な特徴や行動、しない行動は、過去、現在、潜在的な未来から取り出して
もかまいませんし、人生の７領域から取り出してもかまいません。 

 <人生の７領域> 
スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、健康・肉体 

Step４ 
書き出した4つの特徴以上に、ネガティブに感じている特徴は他にはありませんか？ 

その4つの特徴が、その人の嫌いなところワースト4であると確信を持っていえますか？ 

答えがYESなら列８は完了です。 

もし、この質問に確信を持ってYESと言えないなら、その人の嫌いなところをさらに探し
ましょう。 
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列８のリポート

ユキコさんは、思いつくままに、お母さんの嫌いなところ、変って欲しいところ、軽
蔑するところ、怒りを感じているところを書き出しました。 

それは以下のようなものでした。 

「私を馬鹿にすること」 
「私のことを見下していること」 
「自分の考えを押し付けてくること」 
「自分の思い通りにしようとして、私をコントロールすること」 
「人の気持ちが分からないところ」 
「感情的になってその気持ちを私にぶつけてくること」 
「過剰に干渉してくること」 

そして、この中から、お母さんの特に嫌いなところ”ワースト4”を絞り込みました。 

◎私を馬鹿にすること 
◎自分の考えを押し付けてくること 
◎感情的になってその気持ちを私にぶつけてくること 
◎過剰に干渉してくること 

次に、もっともネガティブに感じている特徴から、順位を付けていきました。 
そのために、お母さんがその特徴を示した出来事の記憶を、ひとつひとつ思い出して
みました。 
出来事の記憶に戻ると、そのときに感じた悲しみや怒りといった”ネガティブな感情”
を、再び感じました。 

そして、ネガティブな感情が強いものから順に、並び替えていきました。 

１位「私を馬鹿にすること」 
２位「感情的になってその気持ちを私にぶつけてくること」 
３位「自分の考えを押し付けてくること」 
４位「過剰に干渉してくること」 

このままでもワークを進めることはできるのですが、より表現を「具体的で短い言葉」
にするために、ファシリテーターに手伝ってもらうことにしました。
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特徴が具体的になっていればいるほど、この後のワークがスムーズになるからです。 

ファシリテーターは、ユキコさんに次のように質問しました。 
「私を馬鹿にする」とは、あなたにとって具体的にはどういう意味ですか? 
近い言葉に、「否定する」「見下す」「価値を認めない」「拒絶する」「尊重しない」
「大切にしない」などがありますね。 
「馬鹿にする」という言葉も含めて、あなたにとって、一番しっくりくる表現は何で
すか? 
”一番しっくりくる短い言葉を探すゲーム”みたいなものだと思ってください。 
あなたにとって、どの言葉がしっくりきますか? 
ユキコさんは、この質問を聞いて、「価値を認めない」とう表現がぴったりだと感じ
ました。 
感覚的に「この言葉だ!」と分かりました。 

ファシリテーターは、「では、”価値を認めない”の正反対の言葉は何ですか?」と聞き
ました。 
ユキコさんは、「”尊重する”です。」と答えました。 
特徴がきちんと「具体的で短い言葉」になっているかどうかは、正反対の言葉がすぐ
に思い浮かぶかどうかでも判断することができます。 

ユキコさんは、「価値を認めない」という特徴を、列8(ディマティーニ・メソッドB面)
の1番目に書き込みました。 
そして、まったく同じやり方で、2～4位の特徴も、「具体的で短い言葉」に変換して
いきました。



あなた以外の誰か B面 列９ 

<列の目的> 
「鏡の法則と透明性の法則を確認する」 

●鏡の法則 
ワークの対象者に見ている列８の特徴を、あなたも相手とまったく同じだけ持っています。
あなたの人生に登場する人はすべて、あなたをうつす鏡です。 
ワークの対象者の中に見ているネガティブな特徴は、あなたが自分にその特徴があること
を認めたくない、自分の愛せない部分（心理学用語で「シャドー」と呼ばれる ）なので
す。 
目の前の人は、無意識に抑圧している、自分のネガティブな側面（ダークサイド）を、見
せてくれている鏡です。 
「見ている人」「見られている人」「見ているもの」は同じであり、すべて自分自身の投
影（鏡）であるということを知ることが列９の目的です。 

●透明性の法則 
列８の特徴が、あなたの中にあることを、周りの人たちは、お見通しです。 
あなたは透明な存在なのです。 
あなたの中にあるその特徴を、周りから見えないように、隠しておくことなど決してでき
ません。 
自分の中にあるネガティブな特徴が、他人から丸見えであることがわかると、自分の欠点
や恥ずかしいと感じている特徴や性格、行動を隠そうとする行為には、まったく意味がな
いことに気づきます。 

<列９の主となる質問> 
あなた自身が、その特徴（列８）を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」です
か？　そして、それを知っていたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
あなたは、その特徴（列８）を、「いつ」「どこで」「誰に対して」示しましたか？ 特
定の出来事の記憶を思い出してください。 

例えば、列８に「尊重しない」という特徴を書いたとします。 

では、あなたが誰かのことを「尊重しなかった」のは、「いつ」「どこで」「誰に対し
て」だったでしょうか？ その特定の記憶を思い出してください。 

Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  54



Step２ 
その場面にいて、そのことを見ていた人、またはそのことを誰かから聞いて間接的に知っ
ていた人は誰ですか？ その人の”イニシャル”を列９のマスの中に、書いてください。 

また、その場面で、あなたが自覚があってその特徴を示していた場合は、自分のイニシャ
ルを書いても構いません。 

例えば、あなたが誰かを「尊重しなかった」場面にいて、それを見ていた人、そのことを
知っていた人は誰ですか？ その人のイニシャルを書き出してください。 

Step３ 
２０～５０のイニシャルを書き出しましょう。 

あなたがその特徴を示した特定の出来事を次々に思い出し、イニシャルを書き続けてくだ
さい。 

あなたにも、その人と同じだけ(質も量も)、その特徴があると思えるまでワークを続けま
しょう。 

そのためには、１つの特徴につき２０～５０のイニシャルを書く必要があるでしょう。 

フォームに書き出した4つの特徴それぞれに２０～５０のイニシャルを書き出しましょ
う。 

合計すると８０～２００のイニシャルを書くことになります。 

イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示しましたか？ 「それを見た
り聞いたりして知っているのは誰ですか？」 

●あなたがワークの対象者とまったく同じやり方で、その特徴を示したのは、「いつ」「ど
こで」「誰に対して」ですか？ それを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたがワークの対象者とは違うやり方で、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」
「誰に対して」ですか？ それを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたにその特徴があることを知っているのは、他には誰ですか？ 
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●あなたは、人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）
のどこで、その特徴を示しましたか？ そしてそれを知っているのは誰ですか？ 

●過去にあなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示しましたか？ そして
それを知っているのは誰ですか？ 

●現在、あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示していますか？ そして
それを知っているのは誰ですか？ 

<ポイント> 
a. あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず、特定の出来
事の記憶に戻って考えましょう。 

b. あなたが過去にその特徴を示したのはいつですか？　そして、現在は人生のどの部分で、
その特徴を示しているでしょうか？ 現在と過去で、あなたが「いつ」「どこで」「誰に
対して」その特徴を示しているかを探し続け、そのことを知っている人のイニシャルを書
き続けてください。 

c. 一度にたくさんの人があなたがその特徴を示した場面を見ていた場合は、そこにいたす
べての人のイニシャルを書いてください。 

または、あなたがその特徴を示した場面を１人の人が何度も見ている場合は、同じ人のイ
ニシャルを何度も書いてください。 
（その人が、あなたがその特徴を示した場面を目撃した数だけ） 

d. 人生の７領域で考えましょう。 
「あなたが学校で○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたがお金のことで○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたが会社で○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたが恋人や結婚相手に○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたが友だちに○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたが肉体的（容姿、ルックス）なこと○○（列８）だったのはいつですか？」 
  
e.  名前がわからない場合は、XやAと書いてください。 

Step４ 
あなたにもその人とまったく同じだけ(質も量も)、その特徴があると確信を持って言えま
すか？ 本当に同じぐらいあると言えますか？ 

答えがYESなら列９は完了です。 
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もし、この質問に確信を持ってYESと言えない場合は、自分にもその特徴があることを知っ
ている人たちのイニシャルを書き続けましょう。 

<よくあるケース> 
Ｑ. 
イニシャルを２０～５０個書きましたが、自分にもその特徴がその人と同じぐらいあると
言えません。 
私はその人とほどひどくありません。 

Ａ. 
その人と比べて、自分はまだその特徴を示した”量が少ない”と感じる場合 

その人は、その特徴（列８の）を、あなた１人だけに強く示していたのかもしれません。 
一方、あなたはその特徴をたくさんの人に細かくやっていたのではないでしょうか？ 

そのエネルギーをコネて丸めて一つにしたら、その人と同じになりますか？ それともま
だ自分のエネルギーの方が小さいですか？ 

小さく感じる場合は、引き続きイニシャルを書き続けてください。 

”質が違う”と感じる場合 

例えば、暴力をふるうという行為があります。 

人によっては、物を投げつけて相手を傷つけるということをします。 

人によっては、言葉を投げつけて相手を傷つけることをします。 

一見して、物を投げつける方がより暴力的で悪いように感じます。 

でも、徹底的に言葉を投げつけて精神的ダメージを与え、時にはそのことで相手を自殺に
追い込んでしまう場合もあります。 

ですから、どちらの方法がより悪いということではなく、物を投げるのも言葉を投げるの
も本質的には同じことをしていると言えます。 

たしかにあなたはその特徴をその人とは違う方法で示していたのかもしれません。 
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でも、本質的には同じことをしていたと言えませんか？ この話を聞いてどう感じました
か？ 

それでもまだ違うという場合は、引き続きワークを続けてください。 
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列９のリポート

ユキコさんは、自分が、「いつ」「どこで」「誰に対して」「価値を認めない」とい
うことをしていたかを考えてみました。 
まずは、「過去」で考えてみました。 
ユキコさんは、以前、知人の男性からのデートの誘いを断ったことを思い出しました。

彼はきっと「自分は価値を認めてもらえなかった」と感じたでしょう。 
そして、そのことを知っている人のイニシャルをノートに書き出しました。 

次にユキコさんは、高校生の頃にお母さんのことを無視していたこと、言うことを聞
かかったことを思い出しました。 
無視することも、言うことを聞かないことも、その人の「価値を認めていない」こと
を意味する場合があります。 
ユキコさんは、ひとつひとつの出来事を思い出しならが、そのことを見たり聞いたり
して知っていた人のイニシャルを書いていきました。 名前を思い出せないときは、X 
と書きました。 

ひとつの出来事で、たくさんのイニシャルを書けるときもあれば、1人しか書けない
ときもありました。 

また、実は、お母さんに何度も「価値を認めない」ということをしていたことが分か
り、その出来事の回数だけお母さんのイニシャルを書きました。 
そして、誰かのことを認めなかった出来事が思い出せなくなってきたときは、”人生
の7つのエリア”で考えてみました。



「時間と空間の中で、原因と結果が同じであることを認めるまでは決してセラピーは 完
了ではない。」 
―ドクター・ジョン・F・ディマティーニ 
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お金のことで誰かの「価値を認めなかった」のはいつか? 

肉体的なことや健康に関することで誰かの「価値を認めなかった」のはいつか? 

仕事のことで誰かの「価値を認めなかった」のはいつか? 

家族に対して「価値を認めなかった」のはいつか? 

とうように質問していくことで、自分が誰かに「価値を認めなかった」出来事を次々
に思い出すことができました。 

そして、「現在」は誰に対してどんな方法で、「価値を認めていない」かも考えまし
た。 
ユキコさんは、夫のグチや悪口を友達によく話していることを思い出しました。 
悪口を言うことは、その人の「価値を認めていない」ことを意味する場合もあります。

このようにして、ユキコさんは、自分の人生をスキャンするようにして、いつ、どこ
で、誰に「価値を認めない」ということをしていたかを探し続けました。 
そして、そのことを直接見て知っていた人、間接的に聞いて知っていた人のイニシャ
ルを書き続けました。 

イニシャルを50個以上書き出したときのことです。 
ユキコさんは、「ああ、なんだ私もお母さんと同じぐらい、他者に対して、価値を認
めていなかったのね」「価値を認めないという特徴は、私のものでもあったのね」と
納得しました。 

そして、「あなたにも”価値を認めない”という特徴が、お母さんとまったく同じぐら
いあると言えますか?」という質問に確信を持って「はい」と答えました。 
この瞬間、ユキコさんは今まで認めていなかった自分の”影の部分”を自分のものとし
て所有したのでした。



あなた以外の誰か B面 列１０ 

 <列１０の目的> 
「他者へのネガティブな感情と、思いあがりを解消する」 
他者への怒りや、恨み、嫌悪感、恐れといったネガティブな感情を解消し、同時に、あな
たの思い上がりや、うぬぼれの感情も解消します。 
他者に対して怒りや恨み、嫌悪感を持つと、自分は相手より正しいと思い込み、あなたは
うぬぼれや、思いあがりの気持ちを持つようになります。 
また、自分が正しいと思いあがると、自分の価値観や考え方が、相手の価値観や考え方よ
りも、素晴らしいと錯覚し、自分の価値観を相手に押し付けて、相手を変えようとしま
す。 

 <列１０の主となる質問> 
その人のその特徴や性格、行動（列８）のおかげで、あなたに、具体的にどのような利益
やメリット、プラスがありましたか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人は、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴（列８）を示しましたか？　特定
の出来事の記憶に戻ってください。 

中でも、ネガティブな感情（怒りや嫌悪感など）が特に強い出来事を選んでください。 

例えば、列８に「尊重しない」と書いたとします。 

その人が「尊重しない」ということをしたのは「いつ」「どこで」「誰に対して」だった
でしょうか？  特定の記憶に戻ってください。  

Step２ 
その人のその特徴のおかげで、あなたにどんな利益やメリット、プラスがありましたか？ 

利益やメリットを列１０のマスの中に書き出してください。 

Step３ 
１つの特徴につき２０～５０の利益、メリット、プラスを書いてください。 

その特徴に対するネガティブな感情（怒りや恨み、嫌悪感、恐れなど）が消えるまで、利
益やメリットの最初の２文字を書き続けてください。  
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利益・メリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●その人のその特徴のおかげで、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、具体的にどのよ
うな利益やメリットがありましたか？ 

●その人のその特徴のおかげで、人生の７つのエリア（スピリチュアル、知性、仕事、お
金、家族、社会、肉体）で、どんなメリットがありましたか？ 

●その人がその特徴を示したことで、その後、どうなりましたか？　どんな状況が起きて
きましたか？　そのことによるメリットは何ですか？ 

●その人がその特徴を示したことで、具体的に何が起こりましたか？ 具体的に何をしま
したか？　そのことによるメリットは何ですか？ 

●その人がその特徴を示したことで、何ができるようになりましたか？ 

●その人がその特徴を示したことで、何をしなくてすみましたか？ 

●さらにそのことでどんなメリットがありましたか？（２次的メリット、３次的メリット、
４次的メリット･･･につなげる） 

<ポイント> 
a. その人は、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず特定の出来
事に戻って考えましょう。（重要） 

b. その人のその特徴が、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、どのようなメリットを
与えているかを最優先に考えましょう。（重要） 

c. 利益やメリットを書き出すときは必ず「最初の２文字だけ」にしてください。 

例えば、お父さんがあなたのことを「尊重しなかった」おかげで、あなたは、「自分で何
でもやるようになり、自立できていた」とします。 
その場合は、「じぶ」と書いてください。 
あとで何を書いた分からなくなっても大丈夫ですので、このルールを守ってください。 

d. その人のその特徴が、人生の７つのエリア（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家
族、社会、肉体・健康）で、あなたに、どのようなメリットを与えているかを考えましょ
う。 
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e. その人のその特徴が、あなたに与えた一次的なメリットだけでなく、二次的、三次的
なメリットについても考えましょう。 

例えば、お父さんがあなたを「尊重しなかった」おかげで、あなたは「親の期待に応えな
くてすんだ」とします。これが、一次的なメリットです。 
そして、そのおかげで、「親の価値観や考えよりも、自分がどうしたいか、何をやりたい
かを優先する習慣ができた」とします。これが、二次的なメリットです。 
さらに、その習慣のおかげで、「自分が行きたかった学校や仕事を、自由に選べた」とし
ます。これが、三次的なメリットです。 

f. 「その人が、人を大切にしないということをしたから、私は人を大切にするようになっ
た。」というように、”反面教師”を意味することを、メリットとして書いてはいけません。
なぜなら、反面教師は、その特徴がネガティブであることを前提にしており、こういった
ことをいくら書き出しても、その特徴に対する見方・捉え方が、ニュートラル（中立）に
ならないからです。 
列１０は、列８の特徴がネガティブでもポジティブでもなく、ニュートラルであることに
気づくためのワークです。反面教師以外のメリットを書き出しましょう。 

g. その人がその特徴を示した出来事は、１つだけでなく、他にいくつもあるはずです。 
特にネガティブに感じている出来事から順に、「いつ」「どこで」「誰に対して」を明確
にした上で、そのほかの出来事についても、メリットを書き出しましょう。 

h.  その人があなた以外の人にその特徴を示していた場合は、あなたとその人たちの利益
やメリット、プラスも書き出します。 

i. メリットを多く書きすぎて、その特徴に対して、ポジティブな感情を持ってしまうまで
ワークしないように注意してください。 
列１０の目的は、その特徴に対して、感情的にニュートラル（中立）になることです。 
その特徴には、”デメリットとまったく同じだけのメリットがある”と言えるようになった
ら、ワークは完了です。 

Step４ 
その人のその特徴は、デメリットであったのと同じぐらい、あなたにとってメリットで
あったと、確信を持っていえますか？ 

答えがYESなら列１０は完了です。 

もしそうでない場合は、利益やメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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列１０のリポート

ユキコさんは、お母さんが「価値を認めない」ということをしたのは、「いつ」「ど
こで」「誰に対して」だったか、特定の出来事の記憶を思い出しました。 
その中でも、いちばんショックだった出来事を選びました。 
ワークを効果的に短時間で終わらせるコツは、特にネガティブな感情が強い出来事を
選ぶことです。 

それは「２９歳のときに、実家のリビングで、あなたはそんなこともできないの!本
当に馬鹿ね。」と言われた出来事でした。 

そして、お母さんが「価値を認めなかった」ことが、自分にどんなメリットだったか
を考えてみました。 
でも、最初は、メリットがなかなか思いつきませんでした。 
そこで、ファシリテーターにサポートしてもらうことにしました。 

ファシリテーター: 
お母さんが、「価値を認めない」ということをしたのは、「いつ」「どこで」「誰に
対して」ですか？　出来事を１つ思い出してください。 

ユキコさん： 
「２９歳のとき、実家のリビングです。お母さんは、私の価値を認めませんでした。」

ファシリテーター: 
「お母さんが”あなたの価値を認めなかった”ことで、どんなことが起こりましたか？　
認めてもらえなかった後、どうなりましたか？」 

ユキコさん: 
「お母さんと口を利かなくなりました。お母さんのことが嫌いになりました。」 

ファシリテーター: 
「お母さんを嫌いになって、口を利かなくなったことのメリットは何ですか?」 

ユキコさん: 
「親の言うことを一切聞かずに、何でも自分で考えて決めるようになりました。」
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ファシリテーター: 
「それは、”他人の価値観や考えで何かを決めるのではなく、自分の頭で考えて決め
る習慣ができた”ということを言っているのですか?」 

ユキコさん: 
「はい、そうです。」 

ファシリテーター: 
「自分の人生の選択を、自分の頭で考えて決められることのメリットは何でしょう
か？」 

ユキコさん: 
「自分が、どうしたいのか、何が好きなのか、わかるようになりました。」 

ファシリテーター： 
「自分の頭で考えるようになったことで、あなたは、自分が何をしたいのか、何が好
きなのか、わかるようになった。 
つまり、”自分の気持ちがわかるようになった”ということでしょうか？ 

ユキコさん: 
「ええ、その通りです。」 

ファシリテーター： 
「自分の気持ちわかるようになったことのメリットは、なんですか？ 

ユキコさん： 
「自分の気持ちを大切にできるようになりました。」 

ファシリテーター： 
「お母さんが、”あなたの価値を認めなかった”おかげで、あなたは、お母さんに頼る
のをやめた。 
そして、自分の頭で考えるようになり、自分の気持ちがわかるようになった。 
そして、自分の気持ちを大切にできるようになった。 
つまり、お母さんが、”あなたの価値を認めなかった”から、あなたは、”自分を大切
にできるようになった”のですね？ 

「あー、本当にそうなっていますね・・・。 
そんなこと、今まで考えたこともありませんでした。」 
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ファシリテーター： 
「”自分を大切にできる”ことは、あなたの大切な価値観である、心理学を学び、カウ
ンセラーとして独立することに、具体的にどんなメリットになっていますか？ 

ユキコさん： 
「自分の気持ちがわかり、大切にできるので、人の気持ちもわかり、大切にできま
す。」 

ファシリテーター： 
「”自分と人の気持ちがわかること”、これこそが、お母さんが、あなたに与えてくれ
た贈り物なのではないでしょうか？ 
贈り物は、英語で、"gift"ですが、この言葉には、才能という意味もあります。 
お母さんがくれたその才能があれば、心理学をマスターし、カウンセラーとして独立
することも、きっと実現できるでしょうね。」 

ユキコさん 
「ありがとうございます。」 

（このように、ワークの対象者のネガティブな特徴が、自分の大切な価値観に、どん
なメリットになっているかを考えると、ワークを短時間で終えることができます。） 

ファシリテーター: 
「”自分の気持ちがわかり、大切にできること”は、人生の7つのエリアには、どんな
メリットになっていますか？ 
まず、”お金の面”ではどんなメリットがありましたか?」 

ユキコさん: 
「自分のやりたいことにお金を使ったり、好きなものを買うことができます。 
有効に、お金を使うことができています。」 

ファシリテーター: 
「”知性の面や仕事の面”では、どんなメリットがありましたか?」 

ユキコさん: 
「自分のやりたい仕事に、転職できました。 
心理学の勉強もはじめました。今まで、勉強することがこんなに楽しいと思ったこと
はありません。 
きっと、自分の好きなことを、自分の意思でやっているからだと思います。」



 

「喜びのない痛みも、痛みのない喜びもありません。」 
―ドクター・ジョン・ディマティーニ 
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ファシリテーター: 
「”人間関係”ではどんなメリットがありましたか?」 

ユキコさん: 
「自分の気持ちと、相手の気持ちを大切にできるので、心で繋がったコミュニケーショ
ンができるようになりました。」 

ファシリテーター: 
「”家族関係やパートナーシップ”では、どんなメリットがありましたか?」 

ユキコさん: 
「結婚することができました。主人とは転職した職場で出会ったのです。」 

ユキコさんは、このようにして、どんどんメリットを書き出していきました。 
そして、50個近いメリットを書き出したときのことです。 
お母さんに感謝の気持ちが持てるようになってきました。 
お母さんが「価値を認めてくれなかった」おかげで、 
他人の考えや価値観で生きるのではなく、自分の頭で考え、自分の行動や選択を自分
で決められるようになっていたのです。 
そして、自分の気持ちがわかるよになり、その気持ちを大切にできるようになりまし
た。 
人の気持ちも、わかるようになりました。 
人と心で繋がったコミュニケーションができるようになりました。 
夫と出会うこともできていました。 
お母さんは、娘の価値を認めず、自分を嫌わせることで、 
ユキコさんに、「自分を大切にすること」を、教えてくれていたのです。 
ユキコさんは、今までそんな風に考えたことは一度もありませんでした。 
でも、今、すべてのことがつながっていたことがわかりました。 
そして、「お母さんのその特徴は、デメリットであったのと同じぐらい、あなたにとっ
てメリットであったと、確信を持っていえますか?」という質問に、確信を持って「は
い」と答えました。



あなた以外の誰か B面 列１１ 

<列１１の目的> 
「自己否定や罪悪感、恥の気持ちを解消する」 
列９を行ったことで、ワークの対象者の特徴（列８）は、実はあなた自身の”もっとも愛
せない部分”であることがわかりました。  
あなたは過去に誰かに対して、その特徴を示したことをすごく後悔しているのではないで
しょうか？  
列１１を完了させることで、強い罪悪感や後悔から解放され、「ありのままの自分」を愛
せるようになります。 

<列１１の主となる質問> 
あなたのその特徴や性格、行動（列８）のおかげで、それを示した相手にどのような利益
やメリット、プラスがありましたか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなた自身が列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」だったでしょ
うか？　特定の出来事の記憶に戻って考えてください。（重要） 

中でも、特に後悔や罪悪感、恥の気持ちが強いものを選んでください。 

例えば、列８に「尊重しない」と書いたとします。 

あなたが「尊重しない」という特徴を示した特定の記憶に戻ってください。  

Step２ 
あなたがその特徴を誰に対して示した（または、見せた）のか、対象者（方向）を明確に
してください。（重要） 

Step３ 
あなたがその特徴を示した相手にどんな利益やメリット、プラスがありましたか？ 

利益やメリットを列１１のマスの中に書き出してください。 
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利益・メリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたのその特徴のおかげで、相手に具体的にどんなメリットや利益がありましたか？ 
そのことで何が起こりましたか？ それは、その人に具体的にどんなメリットになりまし
たか？ 

●そのことでその人は何をしましたか？　それはその人に具体的にどんなメリットになり
ましたか？ 

●そのことでその人に何か償いというか埋め合わせをしませんでしたか？ 

●さらにそのことでどんなメリットがありましたか？（２次的メリット、３次的メリット、
４次的メリット･･･というようにメリットにつなげる） 

●人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）で、具体
的にどんなメリットがありましたか？ 

●その人が最も大切にしていることに、どのように役立ちましたか？ 

●あなたは、その特徴を示すことで、相手に具体的にどんなデメリットを与えたと思って
いるのでしょうか？　明確にしてください。 
では、そのことが、相手に、具体的にどんなメリットになったでしょうか？ 

Step４ 
１つの特徴につき２０～５０の利益やメリット、プラスを書いてください。 

自分のその特徴に対する申し訳ない気持ちや、罪悪感、恥じ、後悔、軽蔑の気持ちが消え
るまで、相手が得た利益やメリットの最初の２文字を書き続けてください。 

<ポイント> 
a. あなたは、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず特定の出来
事に戻って考えましょう。（重要） 

b. 「きっと◯◯のメリットがあったはず」や「多分、◯◯だったことがメリットのは
ず」など、「空想」や「推測」で、メリットを書いてはいけません。 
確信を持って言える「事実」のみを、メリットとして書き出してください。 

c. 列１０では、列８の特徴があなたにどんなメリットを与えていたかがわかりました。 
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そして列１１では、あなた自身が列８の特徴を示したときに相手にどんなメリットがあっ
たかを見ていくのですが、実は列１０と同じことが起こっているのです。 
例えば、お父さんがあなたを尊重しなかったことで、あなたは「自立できていた」としま
す。 
同じように、あなたが相手を尊重しないことで、その人は「自立できている」はずです。 
あなたに起こったメリットが、相手にもそのまま同じように起こっています。 
列１０と列１１はリンクしています。 
このことを意識しながらワークに取り組んでみてください。 

Step５ 
あなたのその特徴は、デメリットであったのと同じぐらい、相手にメリットであったと確
信を持って言えますか？　本当に同じぐらいですか？ 

答えがYESなら列１１は完了です。 

もしそうでない場合は、利益やメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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列１１のリポート

ユキコさんは、自分自身が他の人に「価値を認めない」ということをしたのは、 
「いつ」「どこで」「誰に対して」だったか、特定の出来事をひとつ思い出しました。
なかでも、もっとも罪悪感や後悔の気持ちを持っている出来事を選びました。 

それは、「２２歳のときに、実家で、お母さんのやることなすことをすべて認めず、
お母さんに対して酷い態度を取り続けたこと」でした。 

実はユキコさんは、お母さんから価値を認めてもらえなかったことでお母さんを嫌っ
ていた一方で、お母さんの価値を認めずに酷い態度を取り続けている自分のことも責
め続けていたのです。 
ユキコさんは、お母さんのことを思い出すたびに、お母さんへの怒りと、罪悪感でいっ
ぱいになりました。 
そして、そのことが長い間ずっと心の重荷となって、彼女を苦しめていたのです。 
そこで、ユキコさんがお母さんをの価値を認めなかったことが、お母さんにどんなメ
リットだったか、ファシリテーターといっしょに考えてみました。
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ファシリテーター: 
あなた自身が、「価値を認めない」ということをしたのは、「いつ」「どこで」「誰
に対して」ですか？　出来事を１つ思い出してください。 

ユキコさん： 
「２２歳のとき、実家のリビングです。私は、お母さんの価値を認めませんでした。」

ファシリテーター: 
「あなたがお母さんの”価値を認めなかった”ことで、まず、どんなことが起こりまし
たか?　その後どうなりましたか?」 

ユキコさん: 
「お母さんはとても落ち込んで、お父さんに私のことを相談していました。」 
   
ファシリテーター: 
「お母さんが、お父さんに相談したことのメリットはなんですか?」 

ユキコさん: 
「お父さんと話す機会が増えて、二人の関係が以前よりも良くなりました。」 

ファシリテーター: 
「自分の気持ちを正直に人に伝えることは、人と深くつながり、より良い関係を築く
ヒケツであることを知っていますか? 深刻な悩みを打ち明けて相談することで、相手
と深くつながり、強い信頼関係を築くことができるのです。」 

ユキコさん: 
「それを聞いて思い出しました。お母さんは、友達にも私のことを相談していました。
そして、その友達との関係もよくなって、親友のようになっています。 
私はお母さんに、人と絆を深めて、自分のことを何でも話せる親友をつくることを助
けていたのですね。」 

ファシリテーター: 
「お父さんとの絆が深まったことで、お母さんにさらにどんなメリットがありまし
た?」
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（1つ大きなメリットが見つかったら、そのメリットの 2 次的メリット、3 次的メリッ
ト、 4 次的メリット......というように、メリットをどんどんつなげていくのがコツ
です。） 

ユキコさん: 
「お母さんは、お父さんから優しくしてもらえるようになりました。」 

ファシリテーター: 
「お父さんから、具体的にどんなことをしてもらえましたか?」 

ユキコさん: 
「家事を手伝ってもらえるようになりました。」 

ファシリテーター: 
「家事を手伝ってもらえることで、お母さんにさらに、どんなメリットがありました
か?」 

ユキコさん: 
「お母さんは普段はパートの仕事をしているのですが、お父さんから家事を手伝って
もらえることで、家にいるときは体を休めたり、好きな本を読むことができます。」 

ファシリテーター: 
「そのことによるさらなるメリットは何ですか?」 

ユキコさん: 
「お互いを思いやって、助け合うようになりました。そして、二人はさらに仲が良く
なって、一緒に旅行に行ったり、外食に出かけたりするようになりました。最近では、
夫婦というよりも親友という感じです。」 

ファシリテーター: 
「お母さんと、お友達との関係でも同じようなことが起きていませんか?」 

ユキコさん： 
「そういえば、最近は友達と外食したり、一緒に旅行に行く機会が増えました。 
お母さんは以前はあまり友達がいない人だったのですが・・・」



 

あなたが何をしたとしても何をしなかったとしてもあなたは愛に値します。 
―ドクター・ジョン・ディマティーニ 
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ファシリテーター: 
「あなたはお母さんの”価値を認めなかった”ことで自分を責めていたと言っていまし
たが、それがあったからこそ、埋め合わせとして何かしたことはありませんか?」 

ユキコさん: 
「実家に帰る回数が増えていると思います。」 

ファシリテーター: 
「そのことによるお母さんのメリットは何ですか?」 

ユキコさん: 
「孫と頻繁に会うことができて、面倒を見ることができます。孫の成長を身近なとこ
ろで見守ることができます。」 

このようにして、ユキコさんは、お母さんの「価値を認めない」ことで、お母さんに
どんなメリットがあったかをどんどん書き出していきました。 

そして、50個近いメリットを書き出したときのことです。  
お母さんを認めなかった自分は何も間違っていなかったことに気が付きました。 
もし、あのとき、お母さんの価値を認めていたら、お父さんとこれほど良い関係にな
ることはなかったでしょう。 
それどころか、二人の関係は、冷え切ったものになっていたでしょう。 
もともと二人は、そんなに仲が良かったわけではないのです。 
そして、お母さんには、自分のことを何でも話せる親友もできなかったでしょう。 
そして、ユキコさんが実家に帰る回数も減り、お母さんは愛する孫たちにも会うこと
ができません。 
もし、ユキコさんがお母さんの「価値を認めてあげて」いたら、お父さん、友達、孫
たちとの関わりがほとんどない、孤独な毎日を過ごすことになっていたのです。 
ユキコさんは、「価値を認めない」という方法で、お母さんに”家族とのつながり”を
与えていたのです。 
そして、お母さんの「価値を認めなかった」からこそ、お母さんは、お父さんや友人、
孫たちから「価値を認められ」、尊重されていたのです。 
ユキコさんは、今までそんな風に考えたことは一度もありませんでした。 
お母さんにとって何よりも大切な家族を守っていたのは、実は自分だったのです。 
そのことに気が付いた瞬間、ユキコさんは、ありのままの自分に感謝できるようにな
りました。



あなた以外の誰か B面 列１２ 

<列１２の目的> 
「相手への偏見を解消し、コミュニケーションを円滑にする」 
あの人は「いつも◯◯だ」「◯◯なところがまったくない人だ」「すべてにおいて◯◯な
人だ」といった、他者への偏見・決めつけ（レッテル）を解消します。 
人間は皆、ネガティブな特徴とまったく同じだけ、正反対のポジティブな特徴を持ってい
ます。 
誰もが「冷酷さと優しさ」「傲慢さと謙虚さ」「無知と知恵がある「依存と自立」といっ
たように、相反する特徴を、両方ともまったく同じだけ持っているのです。 
「優しさだけしかない人」も、「冷酷さしかない人」もいません。 
列１２に取り組むことで、「あの人はいつも思いやりのない、冷たい人だ」といった偏見・
決めつけが解消されます。その人には、まったく同じだけ「人を思いやるあたたかい気持
ち」もあると気づくことで、相手に親近感が持てるようになり、コミュニケーションが円
滑になります。 
また、列１２に取り組みバランスの取れたものの見方ができるようになることで、自律神
経（交感神経と副交感神経）のバランスも整い、免疫力がアップすることがわかっていま
す。 

<列１２の主となる質問> 
その人が、列８と正反対の特徴を、同じ相手に示したのは「いつ」「どこで」ですか？　 
そして、そのことを見たり、聞いたりして、知っていたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人が列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？　特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。（重要） 

例えば、列８に「尊重しない」と書いたとします。 
「尊重しない」ということをその人がした特定の出来事の記憶に戻ります。  

Step２ 
出来事の記憶の中で、その人が「誰に対して」その特徴を示していたか？対象者（方向）
を明確にしてください。 

その人はその特徴を、特定の個人（あなた、または他者）に示していたかもしれないし、
グループや集団に対して示していたかもしれません。 
あるいは、ありとあらゆるすべてのもの（社会、全世界）に対して示していたかもしれま
せん。 
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例えば、その人は「尊重しない」という特徴を、あなたに示したとします。 

Step３ 
列８の正反対の特徴は何ですか？ 

例えば、「尊重しない」の正反対のことは何かを考えます。 
「価値を認める」「受け入れる」「大切にする」「尊重する」など、あなたが一番しっく
りくる表現を一つ決めてください。  
  
Step４ 
同じ相手に対して、その人が正反対の特徴を示したのはいつ、どこでですか？　そして、
それを見ていた人は誰ですか？　または誰かから聞いて間接的にそのことを知っている人
は誰でしょう？ 
その人のイニシャルを列１２のマスの中に書き込んでください。 

例えば、その人はあなたのことを「尊重しなかった」とします。 
では、その人があなた（同じ相手）に対して「尊重する」ということ（正反対のこと）を
したのはいつですか？  
そのことを知っている人、見ていた人のイニシャルを書き出してください。 
一人の人が一度だけ見ているかもしれないし、何度も見ているかもしれません。 
あるいは大勢の人たちが一度だけ見ているかもしれないし、何度も見ているかもしれませ
ん。 

イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●その人が同じ相手に対して、正反対のことをしたのはいつ、どこでですか？ そしてその
ことを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●その人が同じ相手に対して、○○面（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間
関係、肉体）で正反対の特徴を示したのはいつ、どこでですか？ 

●その人が同じ相手に対して○○（正反対）だったのは他にはいつ、どこでですか？ そ
のことを知っていのは誰ですか？ 他には誰ですか？ 他には？ 

Step５ 
２０～５０のイニシャルを書き出してください。  

その人の中にその特徴と正反対の特徴が同じぐらい（５０％／５０％）あると実感できる
までイニシャルを書き続けてください。 
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<ポイント> 
a. その人は、誰に対してその特徴（列８）を示したのか、対象者（方向）を、必ず明確に
してください。(重要) 

b. 列８と正反対の特徴が何であるか、”あなたにとってしっくりくる表現”を明確にしてく
ださい。 

c. 列１２のいちばんのポイントは、その人が、同じ相手（a.）に正反対の特徴（b.）を、
いつ、どこで示していたか？という点です。必ず、対象者（方向）が同じになるようにし
てください。（重要） 

d. その人が同じ相手に正反対の特徴を示したことを、一度にたくさんの人が見ていた場
合は、そこにいたすべての人のイニシャルを書いてください。 
または、その人が同じ相手に正反対の特徴を示したことを、１人の人が何度も見ていた場
合は、同じ人のイニシャルを何度も書いてください。 

e. ７つのエリアで考えてみましょう 
「その人が同じ相手にお金のことで○○（列８の正反対の特徴）だったのはいつですか？」
「その人が同じ相手に知性や教育のことで○○だったのはいつですか？」 
「その人が同じ相手に人間関係や友人関係のことで○○だったのはいつですか？」 
「その人が同じ相手に家族に関することで○○だったのはいつですか？」 
「その人が同じ相手に体や健康のことで○○だったのはいつですか？」 

f. その人が同じ相手に正反対の特徴を示した出来事を次々に思い出し、そのことを知って
いた人たちのイニシャルを書き続けてください。 

Step６ 
その人には、○○なところ（列８）と同じぐらい、○○なところ（正反対の特徴）がある
と確信を持って言えますか？ 

答えがYESなら列１２は完了です。 

もしそうでない場合は、その人に正反対の特徴があることを知っている人のイニシャルを
書き続けましょう。 
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列１２のリポート

ファシリテーター： 
「お母さんが、”価値を認めない”ということをした出来事を、一つ思い出してくださ
い。それは、”いつ”、”どこで”ですか？」 

ユキコさん： 
「２９歳のとき、実家のリビングです。」 

ファシリテーター： 
「そのとき、お母さんは、誰に、”価値を認めない”ということをしたのですか？」 

ユキコさん： 
「私です。」 

ファシリテーター： 
「”価値を認めない”の正反対のことは、なんですか？ 
”価値を認めない”の正反対は、”価値を認める”といったように、たんに、国語辞典的
な正反対の言葉を聞いているのではありません。 
あなたは、そのとき、お母さんに、どんな人であってほしかったのですか？」 

ユキコさん： 
「もっと、私のことを、尊重してほしかったです。」 

ファシリテーター： 
「では、”価値を認めない”の正反対は、”尊重する”ですか？ この表現は、しっくりき
ますか？」 

ユキコさん： 
「はい、しっくりきます。」 

ファシリテーター： 
「では、お母さんが、あなたのことを”尊重した”のは、”いつ”、”どこで”だったでしょ
うか？　出来事を一つ思い出してください。」 
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このように、列１２では、ワークの対象者が、同じ相手に、列８の正反対の特徴を、
いつ、どこで、示したのかを、質問します。 
ユキコさんのケースでは、ワークの対象者は「お母さん」、同じ相手は「ユキコさ
ん」、列８の正反対の特徴は「尊重する」になります。 

ファシリテーター： 
「列１２は、人生の７つのエリアごとに考えると、答えを見つけやすくなります。 
まず、”お金のこと”で、お母さんが、あなたのことを”尊重した”のは、”いつ”、”どこ
で”だったでしょうか？」 

ユキコさん： 
「１９歳のとき、当時一人暮らしていた神田のアパートです。 
お母さんは、生活費の仕送りをしてくれることで、私を尊重しました。」 

ファシリテーター： 
「そのことを直接、見ていた人、間接的に聞いて知っていたのは、誰ですか？」 

ユキコさん： 
「直接見ていたのは、私と父と兄。間接的に聞いて知っていたののは、親友のアサコ
ちゃんです。」 

ファシリテーター： 
「では、その人たちのイニシャルを、すべてフォームに書いてください。 
その他には、いますか？」 

ユキコさん： 
「いいえ、この場面ではもういません。」 

ファシリテーター： 
「”知性や勉強のこと”で、お母さんが、あなたのことを”尊重した”のは、”いつ”、”ど
こで”だったでしょうか？」 

ユキコさん： 
「１８歳の大学受験のとき、自宅のリビングです。 
お母さんは、私が行きたかった神田女子大学の英文学科を受験することを、許可する
ことで、私の考えを尊重しました。」 

ファシリテーター： 
「そのことを知っていた人は、誰ですか？」
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ユキコさん： 
「私と、父と兄、高校時代の友人のMと、Kと、Sと、Nです。」 

ファシリテーター： 
「”仕事やキャリアのこと”で、お母さんが、あなたのことを”尊重した”のは、”い
つ”、”どこで”だったでしょうか？」 

ユキコさん： 
「２４歳のとき、実家の自分の部屋です。そのときは、毎日のように深夜まで残業し
ていて、自分のことが何もできなかったのですが、母は、洗濯や部屋の掃除、食事の
準備など、私の身の回りの世話をぜんぶやってくれました。」 

ファシリテーター： 
「そのことを知っていたのは、誰ですか？」 

ユキコさん： 
「私と父と、兄、それと、当時の彼のKくんです。」 

ファシリテーター： 
「では、”家族のこと”や、”人間関係のこと”、”健康のこと”で、お母さんが、あなた
のことを”尊重した”のは、”いつ”、”どこで”だったでしょうか？」 

このように、人生の７つのエリアごとに、お母さんが、自分に、いつ、どこで、”価
値を認めない”の正反対である”尊重する”ということをしていたか、出来事を一つ一
つ、思い出していきました。 
そして、そのことを見ていた人、知っていた人のイニシャルを書き出していきました。

イニシャルを50個以上書き出したときのことです。 
ユキコさんは、「お母さんは、私のことを尊重してくれるときも、ちゃんとあったの
ね」とわかりました。 
そして、「お母さんには、”価値を認めない”という特徴と、まったく同じだけ、 
”尊重する”という特徴があると確信を持って言えますか？」という質問に確信を持っ
て「はい」と答えました。



あなた以外の誰か B面 列１３ 

<列１３の目的> 
「シンクロニシティ（共時性）と、宇宙の隠れた秩序に気づく」 
ワークの対象者が、列８の特徴（ネガティブ）を示すときにはいつでも、まったく同じレ
ベルで正反対の特徴（ポジティブ）を示す人が現れているという驚くべき、真実に気づく
ことが、列１３の目的です。 
この宇宙ではいつでも、目には見えない知性が働いていて、どの瞬間にも、ポジティブと
ネガティブが、見事なバランスで両立し、完全なる秩序を保っています。 
列１３に繰り返し取り組みトレーニングすることで、隠された宇宙の知性と秩序をはっき
りと認識できるようになり、”壮大に計画するデザイナー”（Grand Organizing Designer
＝GOD＝神）が存在していることを、理解できるようになります。 

<列１３の主となる質問> 
その人がその特徴を示したまさにその瞬間に、同時に正反対の特徴を示していたのは誰で
すか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人が列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。そして、その出来事の記憶の中にいる自分の体にすっぽりと入
り込んでください。（重要） 

例えば、列８に「尊重しない」と書いたとします。 
その人が、「尊重しない」という特徴を示した特定の出来事の記憶に戻り、そのときの自
分の体の中に入ります。 

Step２ 
出来事の記憶の中でその人がその特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明確
にしてください。（重要） 

その人はその特徴を、特定の個人（あなた、または他者）に示していたかもしれないし、
家族などのグループや集団に示していたかもしれません。 
あるいは、ありとあらゆるすべてのもの（社会、全世界）に対して示していたかもしれま
せん。 
例えば、その人は「尊重しない」という特徴を、あなた１人に示したとします。 
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Step３ 
その人は列８の特徴を、具体的にどんなやり方・方法で示していましたか？ 明確にしてく
ださい。（重要） 

例えば、その人は、「尊重しない」という特徴を「ランチに行きましょうという内容のメー
ルを無視する」というやり方で示していたとします。 

Step４ 
列８と正反対の特徴は何でしたか？ 

例えば、「尊重しない」の正反対の特徴は「尊重する」だとします。 

Step５ 
その人が列８の特徴を示したやり方と、意味的に正反対のことは何ですか？ 

例えば、その人は、「ランチに行きましょうという内容のメールを無視する」というやり
方で、「あなたを尊重しなかった」とします。 

この場合の意味的な正反対は、「食事の誘いを受け入れる」というやり方で、「あなたを
尊重する」になります。 

Step６ 
その人が、列８の特徴を示した”まさにその瞬間”に、同じ相手に対して、正反対の特徴を
意味的に正反対のやり方で示したのは誰ですか？　その人のイニシャルを列１３のマスの
中に書いてください。 

例えば、その人は「尊重しない」ということを、「ランチに行きましょうという内容のメー
ルを無視する」というやり方で、あなたに示していたとします。 

では、そのまったく同じ瞬間に、「尊重する」ということを、「食事の誘いを受け入れる」
というやり方であなたに、示していたのは、誰ですか？ 

同時に正反対の特徴を示したのは、１人の人かもしれないし、複数の人かもしれません。 
男性かもしれ ないし、女性かもしれません。 
同じ場所にいる人かもしれませんし、遠く離れた場所にいる人かもしれません。  

Step７ 
その人がその特徴を示した出来事をすべて思い出し、同時に正反対の特徴を、意味的に正
反対のやり方で示していた人のイニシャルを書き出してください。 
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イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 
  
<質問> 
その人が、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」ですか？　出来事
の記憶にすっぽりと戻って考えてください。 
その人がその特徴を示したまさにその瞬間、同じ対象（方向）に対して、正反対の特徴を
示したのは誰ですか？　他には誰ですか？　他には誰ですか？  

<ポイント> 
a. その人がその特徴を示した出来事（いつ、どこで）の記憶に戻り、記憶の中の自分の
体にすっぽりと入り込んで考えたください。（重要） 

b. 記憶の中で、その人が誰に対して、その特徴を示していたか、対象者（方向）を明確に
してください。(重要) 

c. 列８の正反対の特徴を明確にした上で、意味的に正反対のやり方が何であるかを明確に
してください。(重要) 

d. その人が、その特徴を示したまさにその瞬間に、同じ相手（b.）に対して、正反対の特
徴を意味的に正反対のやり方（c.）で示していた人は誰であったか、出来事の記憶の中で、
スキャンするように探し続けてください。 

e. 同時に正反対の特徴を示した人は、その現場（同じ場所）にはいない人かもしれませ
ん。 
遠く離れた場所にいて、同じ時間の中に存在している人かもしれません。 

例えば、今あなたがこの文章を読んでいるその場所には、あなた一人だけしかいないかも
しれません。 
けれど、この瞬間に、親や、友達、パートナーは、離れた場所に存在していて、この同じ
瞬間にあなたに対して愛情や、友情を示してくれています。（ただ、同じ場所にいないだ
けです） 

f.  同時に正反対の特徴を示した人は、人間ではなくペットの犬や猫かもしれません。 
または、ＣＤの中の歌手や、本の著者、映画の中の登場人物である場合もあります。 
または、ワークの対象者が、あなたに「価値を認めない」ということをしていたその瞬間
に、同時に、あなたに対して「尊重する」ということをしているという場合もあります。 
柔軟になって、同じ瞬間に正反対の特徴を示した人を探してください。 

g. その人がその特徴を示したすべての出来事を思い出し、それぞれの出来事で、正反対の
特徴を同時に示していた人を探し続けてください。 
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Step８ 
その人がその特徴を示すときにはいつでも、正反対の特徴を示す人が現れていたことがわ
かりましたか？ 

完全にバランスが取れていたということが実感できましたか？ 

答えがYESなら列１３は完了です。 

もしそうでない場合は、同じ瞬間に正反対の特徴を示した人のイニシャルを書き続けましょ
う。 
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列１３のリポート

ファシリテーター： 
「お母さんが、”価値を認めない”ということをしたのは、”いつ”、”どこで”だったで
しょうか？ 特定の出来事を１つ思い出してください。 
そして、記憶の中にいる、自分の体にすっぽりと入ってください。」 

ユキコさん： 
「２９歳のときに、実家のリビングです。」 

ファシリテーター： 
「あなたは、どこにいますか？　今、何が見えますか？」 

ユキコさん： 
「リビングのテーブルの前に立っています。テーブルに並んだ夕ご飯のおかずと、目
の前に立っているお母さんが見えます。」 

ファシリテーター： 
「そのとき、お母さんは、誰に”価値を認めない”ということをしたのですか？」 

ユキコさん： 
「私です。」
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ファシリテーター： 
「そのとき、お母さんは、具体的にどんなやり方で、”価値を認めない”ということを
したのですか？」 

ユキコさん： 
「私、そのとき、晩御飯をつくる手伝いをしていたのですが、魚の三枚おろしが、上
手にできなくて、身がグチャグチャになってしまったんです。 
それを、お皿に盛り付けて、テーブルに運んだら、それを見たお母さんが、あなた、
魚もおろせないの、そんなこともできないの、本当にバカね！って言ったんです。」 

ファシリテーター： 
「では、お母さんがしたことの、意味的に正反対のことは何でしょうか？ 
そのとき、お母さんは、”あなたの料理の腕前をけなす”ことで、”あなたの価値を認
めなかった”わけですが、その正反対のことは何ですか？」 

ユキコさん： 
「意味的な正反対は、”私の料理の腕前を褒める”です。」 

ファシリテーター： 
「では、”価値を認めない”の正反対の特徴は何ですか？ しっくりくる言葉を一つ決
めてください。」 

ユキコさん： 
「”尊重する”という表現がしっくりきます。」 

ファシリテーター： 
「では、もう一度、そのときの出来事の記憶の中にいる、自分の体にすっぽりと入り
込んで考えてください。 
お母さんが、あなたの料理の腕前をけなした（あなたの価値を認めなかった）まさに
その瞬間に、”あなたの料理の腕前を褒めていた”（あなたを尊重していた）人は誰で
すか？」 

ユキコさん： 
「その場所には、私とお母さんしかいません。」
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ファシリテーター： 
「必ずしも、場所は同じである必要は、ありません。遠く離れている場所にいる人で
も構いません。 
まったく同じ瞬間に、”あなたの料理の腕前を褒めていた人”は、誰ですか？ 
その人は、頭で考えても、決して見つかりません。 
列１３のポイントは、目を閉じて、出来事の記憶の中にすっぽりと入り込み、当時の
記憶の中を、スキャンするように探すことです。 
記憶の中に、完全に入りきることができると、あなたは、正反対のことをしていた人
を、直感的に見つけることができます。」 

ユキコさん： 
「あ、いました！　親友のアサコちゃんです。 
その日の数日前に、手作りのマフィンを彼女の家にお土産に持っていったのですが、
そのお礼のメールが、まったく同じ日に届いていました。」 

ファシリテーター： 
「メールには、なんて書いてありますか？　記憶の中に完全に戻れば、その文面をあ
りありと思い出せるはずです。」 

ユキコさん： 
「マフィンとっても美味しかった。ユキは、料理とっても上手ね。うちのお母さんも
褒めてたよ。って書いてありました。」 

（このように、出来事の記憶の中に、完全に入りこむことで直感力が働き、無意識の
領域にある過去の記憶にピンポイントで、アクセスすることが可能になります。 
記憶の中に完全に入り込めず、頭で考えてしまっているときは、直感力が働かず、無
意識の領域にある過去の記憶を引き出すことはできません。） 

ファシリテーター： 
「お母さんが、”あなたの料理の腕前をけなすことで、あなたの価値を認めなかった”
まさにその瞬間に、アサコさんと、彼女のお母さんが、”あなたの料理の腕前を褒め
ることであなたを尊重していた”のですね。 
時間は、まったく同時ではありませんか？
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ユキコさん： 
「はい、本当にびっくりですが、同時です。 
メールを受け取った時間は、少しあとですが、お母さんとの一件があったまさにその
瞬間に、アサコちゃんと、彼女のお母さんが、私のマフィンを褒めてくれていたこと
は、間違いありません。」 

ファシリテーター： 
「仮に、お母さんがそのとき、-１０のエネルギーで、”あなたの価値を認めていなかっ
た”としましょう。 
まったく同じ瞬間に、アサコちゃんと、彼女のお母さんが二人合わせて、+１０のエ
ネルギーで、”あなたを尊重していた”と言えますか？ 
つまり、あなたは、まったく同じ瞬間に、”価値を認めない”（ネガティブ）と”尊重
する”（ポジティブ）をまったく同じレベルで受け取り、完全にバランスが取れてい
たと言えますか？ 

ユキコさん： 
「はい、完全にバランスしています。」 

ファシリテーター： 
「素晴らしい。 
では、お母さんが、”価値を認めない”ということをした別の出来事を１つ思い出して
ください。 
それは、”いつ”、”どこで”だったでしょうか？ 思い出したら、記憶の中にいる、自分
の体にすっぽりと入ってください。」 

ユキコさん： 
「思い出しました。１ヶ月前、自宅の電話の前です。」 

ファシリテーター： 
「あなたは、どこにいますか？　今、何が見えますか？」 

ユキコさん： 
「リビングの電話の前に立っています。電話の本体と、白い壁が見えます。」 

ファシリテーター： 
「記憶の中に、ちゃんといますね。素晴らしい。 
そのとき、お母さんは、誰に”価値を認めない”ということをしたのですか？」
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ユキコさん： 
「私です。」 

ファシリテーター： 
「そのとき、お母さんは、具体的にどんなやり方で、”価値を認めない”ということを
したのですか？」 

ユキコさん： 
「娘の育て方について、私のやり方が間違っているということを、延々と批判しまし
た。」 

ファシリテーター： 
「では、お母さんがしたことの、意味的に正反対のことは何でしょうか？ 
そのとき、お母さんは、”あなたの娘の育て方を、電話で批判する”ことで、”あなた
の価値を認めなかった”わけですが、その正反対のことは何ですか？」 

ユキコさん： 
「意味的な正反対は、”私の娘の育て方を、認める”です。」 

ファシリテーター： 
「では、もう一度、そのときの出来事の記憶の中にいる、自分の体にすっぽりと入り
込んで考えてください。 
お母さんが、あなたの娘の育て方を、電話で批判した（あなたの価値を認めなかった）
まさにその瞬間に、”あなたの娘の育て方を、認めていた”（あなたを尊重していた）
人は誰ですか？」 

ユキコさん： 
「あ、いました！主人の両親です。 
主人の両親は、まったく電話をしてこないんです。 
私の母は、週に１度は電話してきて、その度に、娘の育て方に批判的なことをいうの
ですが、主人の両親は、年に数回、かけてくる程度で、娘の育て方については、まっ
たく何も言いません。 
何も口出ししないということは、私の育て方を認めてくれている証拠です。」
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ファシリテーター： 
「つまり、あなたのお母さんが、”電話で娘の育て方を批判した”まさにその瞬間に、 
ご主人のご両親が電話しないことで、”娘の育て方を認めていた”ということですか？」

ユキコさん： 
「ああ、本当にそうですね。これ、すごいです。 
私の親が電話で、娘の育て方に口出しして、批判したまさにその瞬間に、 
主人の親が電話しないことで口出しせず、私の娘の育て方を認めていた・・・。 
びっくりするぐらいバランスが取れていますね。」 

ファシリテーター： 
「あなたのお母さんが-１０のエネルギーで、”あなたの価値を認めていなかった”ま
さに、その瞬間に、ご主人のご両親が、+１０のエネルギーで、”あなたを尊重してい
た”と言えますか？ 
あなたは同時に、”価値を認めない”（ネガティブ）と”尊重する”（ポジティブ）をまっ
たく同じレベルで受け取り、完全にバランスが取れていたと言えますか？ 

ユキコさん： 
「はい、言えます。」 

このように、ユキコさんは、お母さんが、「価値を認めなかった」出来事を思い出せ
なくなるまで、一つずつ、思い出していきました。 
そして、まったく同じ瞬間に、正反対の特徴を示していた人を、探し続けました。 
そして、お母さんが、「価値を認めない」ときには、いつでもまったく同じレベルで、
正反対の特徴である「尊重する」ということをしている人が現れていたことに気づき
ました。 



あなた以外の誰か B面 列１４ 

<列１４の目的> 
「幻想や悪夢を解消する」 
もし、その人が、列８の特徴を示さなければ、「自分は悲しい思いをしなくてすんだはず
なのに・・・」「もっとより良い人生になっていたはずなのに・・・」という、幻想（実
際には存在しない理想的な想像）を解消します。 
こういった幻想を強く持っていると、今の人生（ありのままの状態＝今）を、惨めで不幸
なものにしてしまいます。 
なぜなら、「もっとこうなっていたら幸せなのに・・・」という想像は、”現状否定”その
ものであり、「今の人生に私は満足していない」と断言していることと同じだからです。 
列１４に取り組むことで、もし仮に、あなたが考える”理想的な状態”が実現していたとし
ても、その状況には、メリットと同じだけのデメリットがあることがわかり、理想的な状
態というのは、文字どおり、幻想（そんなものは、どこにも存在しない）であったことが
わかります。 
その瞬間に、あなたは、今の人生こそが、素晴らしく、欲しいものはすべて与えられ、何
一つ変える必要なないことに気づきます。 
そして、”ありのままの今”に感謝できるようになります。 

<列１４の主となる質問> 
その人が列８の特徴を示したとき、もし仮に正反対の特徴を示していたとしたら、どんな
デメリットがあるでしょうか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
その人が列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。（重要） 

中でも、ネガティブな感情（怒りや嫌悪感など）が特に強い出来事を選んでください。 
例えば、その人が「尊重しない」ということをした特定の出来事の記憶に戻ります。  

Step２ 
出来事の記憶の中でその人がその特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明確
にしてください。（重要） 

その人はその特徴を、特定の個人（あなた、または他者）に示していたかもしれないし、
家族などのグループや集団に示していたかもしれません。 
あるいは、ありとあらゆるすべてのもの（社会、全世界）に対して示していたかもしれま
せん。 
例えば、その人は「尊重しない」という特徴を、あなた１人に示したとします。 
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Step３ 
列８特徴の正反対の特徴は何でしたか？ 

例えば、「尊重しない」の正反対の特徴は「尊重する」だとします。 

Step４ 
もし、その人がそのとき仮に、正反対の特徴を示していたとしたら、あなたに、どんな不
都合やデメリット、マイナスがありましたか？ 

例えば、そのときにもし、その人が「尊重する」ということをしていたら、あなたにどん
な不都合やデメリットがあったでしょうか？  

Step５ 
その人が正反対の特徴を示していたら、受けていたと思う不都合やデメリットを列１４の
マスの中に書き出してください。 

Step６ 
２０～５０の不都合やデメリットを書き出してください。 

その特徴に対する怒りや嫌悪感が消え、その人に対して深い感謝の気持ちを持てるように
なるまで、不利益やデメリットの最初の２文字を書き続けてください。 

不都合・デメリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●もし、そのときその人が○○（正反対の特徴）だったら、どうなっていたと思います
か？あたは具体的に何をしなかったですか？ 何が起こりませんでしたか？ そのことによ
るデメリットは何ですか？ 

●もし、そのときその人が○○（正反対の特徴）だったら、あなたの大切な価値観（上位
３つ）に、具体的にどのような不利益やデメリットがありましたか？ 

●さらにそのことでどんなデメリットがありましたか？（２次的デメリット、３次的なデ
メリット、４次的デメリット･･･につなげる） 

●人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）で、どん
なデメリットがあったと思いますか？ 
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<ポイント> 
a. その人は、「いつ」「どこで」 その特徴を示したのか、必ず特定の出来事に戻って考
えましょう。（重要） 

b. 記憶の中で、その人が誰に対して、その特徴を示していたか、対象者（方向）を明確に
してください。(重要) 

c. もし、その人が正反対の特徴を示していたら、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、
どのようなデメリットがあったかを、最優先に考えましょう。（重要） 

d. もし、その人が正反対の特徴を示していたら、人生の７つのエリア（スピリチュアル、
知性、仕事、お金、家族、社会、肉体・健康）で、どんなデメリットになっていたかを考
えましょう。 

e. 一次的なデメリットだけでなく、二次的、三次的なデメリットについても考えましょ
う。 

f. その人がその特徴（列８）を示した出来事は、１つだけでなく、他にいくつもあるはず
です。 
すべての出来事を思い出し、もし、その人が正反対の特徴を示していたら、どんなデメリッ
トがあったかを、出来事ごとに書き出してください。 

g. その人がその特徴（列８）をあなた以外の人にも示していた場合は、その人たちの不利
益、デメリット、マイナスも書き出します。 
もし、ワークの対象者が正反対の特徴の人だったら、その人たち（特徴が向けられた対象
者）に、どんなデメリットがあったでしょうか？ 

Step７ 
もし、その人が正反対の人だったら、メリットと同じぐらいデメリットがあったことが分
かりましたか？ 
その人は全く変わる必要がないと言えますか？ 
それをしてくれたその人に今、ありがとうと言えますか？ 

答えがYESなら列１４は完了です。 

もしそうでない場合は、デメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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列１４のリポート

ファシリテーター： 
お母さんが、「価値を認めない」ということをしたのは、「いつ」「どこで」でした
か？ いちばんショックだった出来事を１つ思い出してください。 

ユキコさん： 
「２９歳のときに、実家のリビングです。」 

ファシリテーター： 
「そのとき、お母さんは、誰に”価値を認めない”ということをしたのですか？」 

ユキコさん： 
「私です。」 

ファシリテーター： 
「”価値を認めない”の正反対の特徴は何ですか？ しっくりくる言葉を一つ決めてくだ
さい。」 

ユキコさん： 
「”尊重する”という表現がしっくりきます。」 

ファシリテーター： 
「もし、あのとき、お母さんが、あなたのことを尊重していたら、どんなデメリット
があったでしょうか？ 出来事の記憶の中にすっぽり入って考えてください。」 

ユキコさん： 
「もし、お母さんが尊重してくれていたら、お母さんをあれほど嫌いになることはな
かったでしょう。 その逆にお母さんのことを好きになっていたと思います。 
そして、何かするときは必ずお母さんに相談してから決める習慣ができていました。」

（これは、列１０の反対のことだったので、ユキコさんは、すぐにデメリットを思い
つきました。）
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ファシリテーター： 
「その習慣が、できてしまうことのデメリットは何ですか？」 

ユキコさん： 
「私、２０代の頃は、親にとても依存的だったんです。 
もし、親に相談しないと決められない習慣ができていたら、もっと依存的になって、
自分ひとりでは何も決められない人になっていました。 
そうなっていたら、自分の考えや価値観ではなく、人の考えや価値観で生きる人生に
なってしまいます。」 

ファシリテーター： 
「人の考えや価値観で生きる人生になってしまうことのデメリットは何ですか？」 

ユキコさん： 
「そんなの、まったく私らしくありません。」 

ファシリテーター： 
「”もし、人の考えや価値観で生きる人生になっていたら、あなたの大切な価値観で
ある、心理学を学び、カウンセラーとして独立することに、具体的にどんなデメリッ
トになっていますか？」 

ユキコさん： 
「もしそうなっていたら、そもそも、心理学を学んでいません。 
心理学は、私が好きで学んでいることです。 
もし、人の考えや価値観を優先して生きていたら、自分が何をしたいのか、 
何が好きなのか、わからない人になっていました。」 

ファシリテーター: 
「もし、”人の考えや価値観で生きる人生”になっていたら、人生の7つのエリアでは、
どんなデメリットがありますか？ 
まず、”仕事の面”ではどんなデメリットがありますか？」 

ユキコさん: 
「今の仕事に、転職できていません。以前の職場で、いまだに働いています。 
親にすすめられて入った会社なので、好きな仕事でも、やりたい仕事でもありません
でした。 
当時は、鬱っぽくなることが多かったのですが、それが今でも続いているかと思うと、
ゾッとします。」
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ファシリテーター: 
「”人間関係”ではどんなデメリットがありますか？」 

ユキコさん: 
「友達がいなくなってしまいます・・・。 
今、親しくしている友達のほとんどは、心理学の講座で知り合った人たちです。 
もし、人の考えや価値観で生きていたら、心理学の講座なんて、ぜったいに行きませ
んから。」 

ファシリテーター: 
「”家族関係やパートナーシップ”では、どんなデメリットがありますか？」 

ユキコさん: 
「今の夫に出会えません。彼とは、転職した会社で出会ったんです。 
もし、そうなっていたら、娘も生まれてこないことになりますね・・・。」 

ファシリテーター： 
「もし、あのとき、お母さんがあなたのことを尊重していたら、今のあなたは、どう
なっているのでしょうか？ どこに住んでいますか？　どんな仕事をしていますか？　
どんな風に生きていますか？　誰と過ごしていますか？ リアルに想像してみてくださ
い。」 

ユキコさん： 
「まだ実家で親と暮らしていて、地元の会社で働いています。 
自分がやりたくて選んだ仕事ではなく、親のすすめで就職した会社です。 
いつも人の考えや価値観で物事を決めているので、自分が何を好きなのか、何をした
いのかもわかりません。 
表明的な付き合いの友達はいても、深くつながった親友と呼べるような友達はいない
でしょう。 
結婚はしているかもしれません。 
けれど、今の夫との間にしか、最愛の娘は生まれてきません・・。 
こんなの、私の人生じゃありません、ぜんぜん私らしくありません・・・。」



 

「愛だけが真実です。それ以外は、すべて幻想です。」 
ードクター・ジョン・ディマティーニ 
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ファシリテーター： 
「お母さんは、あなたに、自分の考えや価値観を優先して生きる人生”を送ってほし
かったのではないでしょうか？ 
それこそが、”あなたらしい人生”であり、本当の意味で、”自分に価値を認め、自分
を尊重する生き方”だからです。 
お母さんは、あなたを愛していたから、あなたがあなたらしく生きられるように、心
を鬼にして、自分を嫌わせたのです。 
自分が認めてあげることよりも、娘が自分のことを自分で認められるようになること
の方が大切だと、深い部分では、わかっていたのです。」 

ユキコさんは、ついに真実に気がつきました。 
瞳からは、”愛と感謝の涙”が溢れこぼれました。 
お母さんを愛する気持ちと、感謝の気持ちが溢れてきて、涙が止まらなくなりました。

この瞬間、ユキコさんのハートは、大きく開きました。



あなた自身 A面 列１ 

<列１の目的> 
「特に強い、ポジティブな感情を明確にする」 
自分自身について、あなたが「もっとも良いと思っている」「もっとも素晴らしいと思っ
ている」「もっとも好きと感じている」「もっとも誇りに思っている」「自分は正しい、
正義だと思っている」のは、どんなところ(性格や、特徴、 行動)かを明確にします。 
そして、その性格や、特徴、行動(素晴らしいと思っているところ)を、より具体的な言葉
にしていきます。 

<列１の主となる質問> 
自分自身について、あなたが「最も良いと思っている」「最も好きだと思っている」「最
も素晴らしいと思っている」「最も誇りに思っている」のは、どんなところですか？ 

<ワークの進め方> 
Step１ 
自分自身の良いと思うところ、好きなところ、素晴らしいと思うところを４つリストップ
してください。 

<ポイント> 
a.  特徴や性格、行動（したこと、しないこと）は、必ず、”具体的”かつ短い言葉”で表現
してください。（重要） 

特徴が具体的であればあるほど、この後のワークがスムーズになります。 

特徴が漠然としていれば、それだけワークの進みが遅くなります。 

例えば、あなたは、自分の「頭がいい」ところを、素晴らしいと思っていたとします。 

「頭がいい」とは、あなたにとって具体的にどういう意味なのでしょうか？ 

もしかしたら、あなたは自分が、物事を「論理的に説明できる」ところが好きなのかもし
れないし、職業的に「知識が豊富」なところをすばらしいと思っているのかもしれません。

または、「発想力」があるところが好きなのかもしれないし、「応用力がある」ところを
素晴らしいと思っているのかもしれません。 

あなたにとって、「頭がいい」とは具体的にどういう意味なのか？ 必ず明確にしてくださ
い。 
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b.　特徴や性格、行動を具体的にするときは、あなたがその特徴を示したときの出来事の
記憶に戻って、考えましょう。（重要） 

あなたは、「いつ」「どこで」その特徴を示したのでしょうか？　必ず出来事の記憶に戻
りましょう。 

c. 類義語が含まれないように、すべて別々の性格や、特徴、行動を書きましょう。 

例えば、「思いやりがある」「優しい」「人の気持ちが分かる」は、同じことを違う言葉
で言っているだけの可能性がありますので、どれか１つに絞ります。 

特徴や性格、行動（したこと、しなかったこと）をリストアップするときは、下記の質問
を参考にしてください。 

<質問> 
●自分自身について、最も良いところは具体的にどこですか？ 

●自分自身について、最も好きなところは具体的にどこですか？ 

●自分自身について、最も尊敬できるところは具体的にどこですか？ 

●自分自身について、最も素晴らしいと思うところは具体的にどこですか？ 

●自分自身について、最も魅力的だと思うところは具体的にどこですか？ 

●自分自身について、最も誇らしく思うところは具体的にどこですか？ 

<具体的にする質問> 
・○○とは具体的にどういう意味ですか？ 
・その特徴を短い言葉で表現するとしたら、具体的に何と言いますか？ 

Step２ 
最も良い、素晴らしいと思っている特徴や行動（したこと、しなかったこと）から順番
に、列１のフォームに書き込んでください。 

<特徴や行動の例> 
行動力がある／自分に自信がある／リーダーシップがある／責任感が強い／影響力がある
／コミュニケーションが上手／尊重してくれる／誠実／認めてくれる／几帳面／自立して
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いる／優しい／美しい／健康的／謙虚／素直／知識が豊富／思いやりがある／社交的／正
直／誠実　など 

Step３ 
特徴は、必ず4つ書き出してください。 

あなた自身の具体的な特徴や行動は、過去、現在から取り出してもかまいませんし、人生
の７領域から取り出してもかまいません。 

<人生の７領域> 
スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、健康・肉体 

Step４ 
書き出した4つの特徴以上に、ポジティブに感じている特徴は他にはありませんか？ 

その4つの特徴が、自分自身の好きなところベスト4であると確信を持って言えますか？ 

答えがYESなら列１は完了です。 

もし、この質問に確信を持ってYESと言えないなら、自分自身の好きなところをさらに探
しましょう。 
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あなた自身 A面 列２ 

<列２の目的> 
「透明性の法則を確認する」 

●透明性の法則 
列１の特徴が、あなたの中にあることを、周りの人たちは、お見通しです。 
あなたは透明な存在なのです。 
あなたの中にあるその特徴を、周りから見えないように、隠しておくことなど決してでき
ません。 
自分の中にある特徴が、他人から丸見えであることがわかると、自分を良く見せようとす
る行為には、まったく意味がないことに気づきます。 

<列２の主となる質問> 
あなたが、その特徴（列１）を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」ですか？　
そして、それを知っていたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたは、その特徴(列１)を、「いつ」「どこで」「誰に対して」示しましたか？ 特定の
出来事の記憶を思い出してください。 

例えば、列１に「人を思いやる」いう特徴を書いたとします。 

では、あなたが「人を思いやる」ということをしたのは、「いつ」「どこで」「誰に対し
て」だったでしょうか？ その特定の出来事の記憶を思い出してください。 

Step２ 
その場面にいて、そのことを見ていた人、またはそのことを誰かから聞いて間接的に知っ
ていた人は誰ですか？ その人の”イニシャル”を列２のマスの中に、書いてください。 

また、その場面で、あなたが自覚があってその特徴を示していた場合は、自分のイニシャ
ルを書いても構いません。 

例えば、あなたが誰かに「人を思いやる」ということをした場面にいて、それを見ていた
人、そのことを知っていた人は誰ですか？ その人のイニシャルを書き出してください。 

Step３ 
２０～５０のイニシャルを書き出しましょう。 
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あなたがその特徴を示した特定の出来事の記憶を次々に思い出し、イニシャルを書き続け
てください。 

「あなたのその特徴は、常に人に見られていること」「周りの人たちはみんな、あなたに
その特徴があることを知っていること」が腑に落ちて実感できるまで、ワークを続けましょ
う。（透明性の法則） 

そのためには、１つの特徴につき２０～５０のイニシャルを書く必要があるでしょう。 

フォームに書き出した4つの特徴それぞれに２０～５０のイニシャルを書き出しましょ
う。 

合計すると８０～２００のイニシャルを書くことになります。 

イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示しましたか？「それを見たり
聞いたりして知っているのは誰ですか？」 

●あなたが一つのやり方で、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」
ですか？ それを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたが、別のやり方で、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」
ですか？ それを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたにその特徴があることを知っているのは、他には誰ですか？ 

●あなたは、人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）
のどこで、その特徴を示しましたか？ そしてそれを知っているのは誰ですか？ 

●過去にあなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示しましたか？ そして
それを知っているのは誰ですか？ 

●現在、あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示していますか？ そして
それを知っているのは誰ですか？ 

<ポイント> 
a. あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず、特定の出来
事の記憶に戻って考えましょう。 
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b. あなたが過去にその特徴を示したのはいつですか？　そして、現在は人生のどの部分で、
その特徴を示しているでしょうか？ 現在と過去で、あなたが「いつ」「どこで」「誰に
対して」その特徴を示しているかを次々に探し続け、そのことを知っている人のイニシャ
ルを書き続けてください。 

c. 一度にたくさんの人があなたがその特徴を示した場面を見ていた場合は、そこにいたす
べての人のイニシャルを書いてください。 

または、あなたがその特徴を示した場面を１人の人が何度も見ている場合は、同じ人のイ
ニシャルを何度も書いてください。 
（その人が、あなたがその特徴を示した場面を目撃した数だけ） 

d. 人生の７領域で考えましょう。 
「あなたが学校で○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたがお金のことで○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたが会社で○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたが恋人や結婚相手に○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたが友だちに○○（列１）だったのはいつですか？」 
「あなたが肉体的（容姿、ルックス）なこと○○（列１）だったのはいつですか？」 
  
e.  名前がわからない場合は、XやAと書いてください。 

Step４ 
あなたにその特徴があることを、周りの人たちは、みんな知っていることがわかりました
か？ 

答えがYESなら列２は完了です。 

もし、この質問に確信を持ってYESと言えない場合は、自分にその特徴があることを知っ
ている人たちのイニシャルを書き続けましょう。 
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あなた自身 A面 列３ 

<列３の目的> 
「思い上がりと、うぬぼれの気持ちを解消する」 
強い思いあがりや、うぬぼれの気持ち（自己増長）は、悲劇や、試練、謙虚にさせられる
ような出来事を、人生に引き寄せる原因となります。 
宇宙は、そのような出来事を起こすことで、あなたの思いあがり、うぬぼれを解消し、バ
ランスが取れたニュートラル（中立）な状態に、あなたを戻そうとします。 
列３に取り組むことで、自らバランスを取り、ニュートラルに戻ることで、悲劇や試練、
謙虚にさせられるような出来事を、未然に防ぐことができます。 
あなたは、「謙虚」になり、しっかりと「地に足をつけること」（グラウンディング）が
できるようになります。 

<列３の主となる質問> 
自分自身のその特徴や性格、行動（列１）のせいで、あなたに、具体的にどのような不利
益やデメリット、マイナスがありましたか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたは、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴（列１）を示しましたか？　特定
の出来事の記憶に戻ってください。 

中でも、ポジティブな感情（素晴らしい、魅力的など）が特に強い出来事を選んでくださ
い。 

例えば、列１に「人を思いやる」と書いたとします。 

あなたが「人を思いやる」ということをしたのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」だっ
たでしょうか？  特定の記憶に戻ってください。  

Step２ 
自分自身のその特徴のせいで、あなたにどんな不利益やデメリット、マイナスがありまし
たか？ 
不利益やデメリットを列３のマスの中に書き出してください。 

不利益・デメリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●自分自身のその特徴のせいで、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、具体的にどのよ
うな不利益やデメリットがありましたか？ 
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●自分自身のその特徴のせいで、人生の７つのエリア（スピリチュアル、知性、仕事、お
金、家族、社会、肉体）で、あなたに、どんなデメリットがありましたか？ 

●あなたが、その特徴を示したことで、その後、どうなりましたか？　どんな状況が起き
てきましたか？　そのことによるあなたのデメリットは何ですか？ 

●あなたが、その特徴を示したことで、具体的に何が起こりましたか？ 具体的に何をし
ましたか？　そのことによるあなたのデメリットは何ですか？ 

●あなたが、その特徴を示したことで、あなたは何ができなくなりましたか？ 

●あなたがその特徴を示したことで、あなたは何をしなければならなくなりましたか？ 

●さらにそのことでどんなデメリットがありましたか？（２次的デメリット、３次的デメ
リット、４次的デメリット･･･につなげる） 

Step３ 
１つの特徴につき２０～５０の不利益、デメリット、マイナスを書いてください。 

その特徴に対する良い、素晴らしいという気持ちが消えるまで、不利益やデメリットの最
初の２文字を書き続けてください。  

<ポイント> 
a. あなたは、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず特定の出来
事に戻って考えましょう。（重要） 

b. 自分自身のその特徴が、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、どのようなデメリット
を与えているかを最優先に考えましょう。（重要） 

c. 不利益やデメリットを書き出すときは必ず「最初の２文字だけ」にしてください。 

例えば、あなたが、母親に「人を思いやる」ということをしたせいで、あなたは「自分の
仕事を後回しにした」とします。 
その場合は、「じぶ」と書いてください。 
あとで何を書いたか分からなくなっても大丈夫ですので、このルールを守ってください。 
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d. 自分自身のその特徴が、人生の７つのエリア（スピリチュアル、知性、仕事、お金、
家族、社会、肉体・健康）で、あなたに、どのようなデメリットを与えているかを考えま
しょう。 

e. 自分自身のその特徴が、あなたに与えた一次的なデメリットだけでなく、二次的、三次
的なデメリットについても考えましょう。 

例えば、あなたが、母親に「人を思いやる」ということをしたせいで、あなたは「自分の
仕事を後回しにした」とします。これが、一次的なデメリットです。 
そして、そのせいで、「自分よりも、母親を優先する習慣ができてしまった」とします。
これが、二次的なデメリットです。 
さらに、その習慣のせいで、「自己犠牲的になり、母親に対して、恨みの感情を持つよう
になっていた」とします。これが、三次的なデメリットです。 

f. あなたがその特徴を示した出来事は、１つだけでなく、他にいくつもあるはずです。 
特にポジティブに感じている出来事から順に、「いつ」「どこで」「誰に対して」を明確
にした上で、そのほかの出来事についても、デメリットを書き出しましょう。 

g. デメリットを多く書きすぎて、その特徴に対して、ネガティブな感情を持ってしまうま
でワークしないように注意してください。 
列３の目的は、その特徴に対して、感情的にニュートラル（中立）になることです。 
その特徴には、”メリットとまったく同じだけのデメリットがある”と言えるようになった
ら、ワークは完了です。 

Step４ 
自分自身のその特徴は、メリットであったのと同じぐらい、あなたにとってデメリットで
あったと、確信を持っていえますか？ 

答えがYESなら列３は完了です。 

もしそうでない場合は、不利益やデメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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あなた自身 A面 列4 

<列４の目的> 
「思い上がりと、うぬぼれの気持ちを解消する」 
強い思いあがりや、うぬぼれの気持ちを持つと、あなたは、「自分が正しい」と錯覚し、
自分を上に見て、相手を下に見るようになります。 
その結果、自分の考えや価値観を相手に押し付けて、相手を変えようとします。 
列４に取り組むことで、そのような傲慢な態度が解消され、あなたは謙虚になります。 

<列４の主となる質問> 
あなたのその特徴や性格、行動（列１）のせいで、それを示した相手にどのような不利益
やデメリットがありましたか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたが列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」だったでしょう
か？　特定の出来事の記憶に戻って考えてください。（重要） 

中でも、特に強くポジティブに感じている出来事を選んでください。 
例えば、列１に「人を思いやる」と書いたとします。 
あなたが誰かに「人を思いやる」ということをした特定の出来事の記憶をに戻ってくださ
い。  

Step２ 
あなたがその特徴を誰に対して示した（または、見せた）のか、対象者（方向）を明確に
してください。（重要） 

Step３ 
あなたがその特徴を示した相手にどんな不利益やデメリット、マイナスがありましたか？ 

不利益やデメリットを列４のマスの中に書き出してください。 

不利益やデメリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたのその特徴のせいで、相手に具体的にどんなデメリットや不利益がありました
か？ 

●その後どうなりましたか？ そのことによるデメリットは何ですか？ 
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●具体的に何が起こりましたか？ 具体的に何をしましたか？  そのことによる相手のデメ
リットは何ですか？ 

●相手は、何ができなくなりましたか？ 

●相手は、何をしなければならなくなりますか？ 

●さらにそのことで相手にどんなデメリットがありましたか？（２次的デメリット、３次
的デメリット、４次的デメリット･･･につなげる） 

●人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、社会、肉体）で、具体的に
相手に、どんなデメリットがありましたか？ 

●相手が最も大切にしていることに、どんなデメリットとなりましたか？ 

●あなたは、その特徴を示すことで、相手に具体的にどんなメリットを与えたと思ってい
るのでしょうか？　明確にしてください。 
では、そのことが、相手に、具体的にどんなデメリットになったでしょうか？ 

Step４ 
１つの特徴につき２０～５０の不利益やデメリットを書いてください。 

自分のその特徴に対する良い、素晴らしい、誇らしいという気持ちが消えるまで、不利益
やデメリットの最初の２文字を書き続けてください。  

<ポイント> 
a. あなたは、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず特定の出来
事に戻って考えましょう。（重要） 

b. 「きっと◯◯なデメリットがあったはず」や「多分、◯◯だったことがデメリットのは
ず」など、「空想」や「推測」で、デメリットを書いてはいけません。 
確信を持って言える「事実」のみを、デメリットとして書き出してください。 

Step５ 
あなたのその特徴は、メリットであったのと同じぐらい、相手にデメリットであったと確
信を持って言えますか？　本当に同じぐらいですか？ 

答えがYESなら列４は完了です。 

もしそうでない場合は、不利益やデメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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あなた自身 A面 列５ 

<列５の目的> 
「自分自身への偏見を解消し、自分とのコミュニケーションを円滑にする。」 
「私は、いつも◯◯だ」「私は、◯◯なところがまったくない人だ」「私は、すべてにお
いて◯◯な人だ」といった、自分への偏見・決めつけ（レッテル）を解消します。 
人間は皆、ポジティブな特徴とまったく同じだけ、正反対のネガティブな特徴を持ってい
ます。 
誰もが「優しさと冷酷さ」「謙虚さと傲慢さ」「知恵があると無知」「自立と依存」といっ
たように、相反する特徴を、両方ともまったく同じだけ持っているのです。 
「優しさだけしかない人」も、「冷酷さしかない人」もいません。 
列５に取り組むことで、「私は、いつも自立していてパワーにあふれる人だ」といった偏
見・決めつけが解消されます。自分には、まったく同じだけ「依存していて、気弱なとこ
ろ」もあると気づきます。 
列５に取り組みバランスの取れたものの見方ができるようになることで、自律神経（交感
神経と副交感神経）のバランスも整い、免疫力がアップすることがわかっています。 

<列５の主となる質問> 
あなたが、列１と正反対の特徴を、同じ相手に示したのは「いつ」「どこで」ですか？　 
そして、そのことを見たり、聞いたりして、知っていたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたが列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？　特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。（重要） 

例えば、列１に「人を思いやる」と書いたとします。 
あなたが、「人を思いやる」ということをした特定の出来事の記憶（いつ、どこで）に戻
ります。  

Step２ 
出来事の記憶の中で、あなたが「誰に対して」その特徴を示していたか？対象者（方向）
を明確にしてください。 

あなたは、その特徴を、特定の個人（自分、または他者）に示していたかもしれないし、
グループや集団に対して示していたかもしれません。 
あるいは、ありとあらゆるすべてのもの（社会、全世界）に対して示していたかもしれま
せん。 
例えば、あなたは「人を思いやる」という特徴を、母親に示したとします。 
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Step３ 
列１の特徴の正反対の特徴は何ですか？ 

例えば、「人を思いやる」の正反対のことは何かを考えます。 
「思いやりがない」「人の気持ちがわからない」など、あなたが一番しっくりくる表現を
一つ決めてください。  

Step４ 
同じ相手に対して、あなたが正反対の特徴を示したのはいつ、どこでですか？　そして、
それを見ていた人は誰ですか？　または誰かから聞いて間接的にそのことを知っている人
は誰でしょう？ 
その人のイニシャルを列５のマスの中に書き込んでください。 

例えば、あなたは、母親に「人を思いやる」ということをしたとします。 
では、あなたが、母親（同じ相手）に対して「思いやりがない」ということ（正反対のこ
と）をしたのはいつですか？  
そのことを知っている人、見ていた人のイニシャルを書き出してください。 
一人の人が一度だけ見ているかもしれないし、何度も見ているかもしれません。 
あるいは大勢の人たちが一度だけ見ているかもしれないし、何度も見ているかもしれませ
ん。 

イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたが同じ相手に対して、正反対のことをしたのはいつですか？ そしてそのことを見
たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたが同じ相手に対して、○○面（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間
関係、肉体）で正反対の特徴を示したのはいつですか？ 

●あなたが同じ相手に対して○○（正反対）だったのは他にはいつですか？ そのことを
知っていのは誰ですか？ 他には誰ですか？ 他には？ 

Step５ 
２０～５０のイニシャルを書き出してください。  

自分自身の中に、その特徴と正反対の特徴が同じぐらい（５０％／５０％）あると実感で
きるまでイニシャルを書き続けてください。 
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<ポイント> 
a. あなたは、誰に対してその特徴（列１）を示したのか、対象者（方向）を、必ず明確に
してください。(重要) 

b. 列１と正反対の特徴が何であるか、”あなたにとってしっくりくる表現”を明確にしてく
ださい。 

c. 列５のいちばんのポイントは、あなたが、同じ相手（a.）に正反対の特徴（b.）を、い
つ、どこで示していたか？という点です。必ず、対象者（方向）が同じになるようにして
ください。（重要） 

d. あなたが同じ相手に正反対の特徴を示したことを、一度にたくさんの人が見ていた場
合は、そこにいたすべての人のイニシャルを書いてください。 
または、あなたが同じ相手に正反対の特徴を示したことを、１人の人が何度も見ていた場
合は、同じ人のイニシャルを何度も書いてください。 

e. ７つのエリアで考えてみましょう 
「あなたが同じ相手にお金のことで○○（列１の正反対の特徴）だったのはいつですか？」
「あなたが同じ相手に知性や教育のことで○○だったのはいつですか？」 
「あなたが同じ相手に人間関係や友人関係のことで○○だったのはいつですか？」 
「あなたが同じ相手に家族に関することで○○だったのはいつですか？」 
「あなたが同じ相手に体や健康のことで○○だったのはいつですか？」 

f. あなたが同じ相手に正反対の特徴を示した出来事を次々に思い出し、そのことを知って
いた人たちのイニシャルを書き続けてください。 
  
Step６ 
あなたには、○○なところ（列１）と同じぐらい、○○なところ（正反対の特徴）がある
と確信を持って言えますか？ 

答えがYESなら列５は完了です。 

もしそうでない場合は、あなたに正反対の特徴があることを知っている人のイニシャルを
書き続けましょう。 
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あなた自身 A面 列６ 

<列６の目的> 
「シンクロニシティ（共時性）と、宇宙の隠れた秩序に気づく」 
あなたが自分自身に、列１の特徴（ポジティブ）を示すときにはいつでも、あなたは自分
自身にまったく同じレベルで正反対の特徴（ネガティブ）を、示しています。 
また、あなたが他者に、列１の特徴（ポジティブ）を示すときにはいつでも、同じ人に対
して、まったく同じレベルで正反対の特徴（ネガティブ）を示す人が現れています。 
この驚くべき、真実に気づくことが、列６の目的です。 
この宇宙ではいつでも、目には見えない知性が働いていて、どの瞬間にも、ポジティブと
ネガティブが、見事なバランスで両立し、完全なる秩序を保っています。 
列６に繰り返し取り組みトレーニングすることで、隠された宇宙の知性と秩序をはっきり
と認識できるようになり、”壮大に計画するデザイナー”（Grand Organizing Designer＝
GOD＝神）が存在していることを、理解できるようになります。 

<列６の主となる質問> 
●あなたが自分自身にその特徴を示したまさにその瞬間に、あなたは自分自身にどのよう
なやり方で、正反対の特徴を示していましたか？ 

●あなたがその人に、その特徴を示したまさにその瞬間に、その人に同時に正反対の特徴
を示していたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
●あなたが、「自分自身」に列１の特徴を示していた場合 

Step１ 
あなたが列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。 
そして、その出来事の記憶の中にいる自分の体にすっぽりと入り込んでください。（重
要） 

例えば、列１に「先延ばしせずに、すぐに行動する」と書いていたとします。 
あなたが、「先延ばしせずに、すぐに行動する」という特徴を示した特定の出来事の記憶
に戻り、そのときの自分の体の中に入ります。 

Step２ 
出来事の記憶の中であなたが、その特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明
確にしてください。（重要） 
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あなたはその特徴を、「あなた自身」に示していたのかもしれないし、「他者」（特定の
個人）に示していたかもしれないし、「家族などのグループや集団」に示していたかもし
れません。 
あるいは、「ありとあらゆるすべてのもの」（社会、全世界）に対して示していたかもし
れません。 
ここでは、あなたが自分自身に、「先延ばしせずに、すぐに行動する」という特徴を示し
ていたとします。 

Step３ 
あなたは、列１の特徴を、具体的にどんなやり方・方法で示していましたか？ 明確にして
ください。（重要） 

例えば、あなたは「先延ばしせずに、すぐに行動する」という特徴を「仕事の資料を作成
する」というやり方で示していたとします。 

Step４ 
列１の正反対の特徴は何ですか？　 

例えば、「先延ばしせずに、すぐに行動する」の正反対の特徴は「ぐずぐずと後回しにす
る」だとします。 

Step５ 
あなたが、列１の特徴を示したやり方と、意味的に正反対のことは何ですか？ 

例えばあなたは、「仕事の資料を作成する」というやり方で、「先延ばしせずに、すぐに
行動」していたとします。 

この場合の意味的な正反対は、「仕事の資料を作り始めない」というやり方で、「ぐずぐ
ずと後回しにする」になります。 

Step６ 
あなたが、列１の特徴を示した”まさにその瞬間”に、あなた自身に対して、正反対の特徴
を、意味的に正反対のやり方で示したのは、具体的に、どんなことについてですか？ 
その事柄を表す、省略文字を、列６のマスの中に書いてください。 

例えば、あなたは「先延ばしせずに、すぐに行動する」ということを、「仕事の資料を作
成する」というやり方で、あなたに示していたとします。 
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では、そのまったく同じ瞬間に、「ぐずぐずと後回しにする」ということを、「仕事の資
料を作り始めない」というやり方で示していたのは、具体的に、どんなことについてです
か？ 

Step７ 
あなたが列１の特徴を示した出来事をすべて思い出し、同時に正反対の特徴を意味的に正
反対のやり方で、どんなことについて、自分に示していたかを、探し続けてください。 

列６に取り組むときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
あなたが、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？　出来事の記憶にすっぽ
りと戻って考えてください。 
あなたがその特徴を示したまさにその瞬間、自分自身に対して、どんな事について、正反
対の特徴を示していましたか？ 
他にはどんなことについて？　他にはどんなことについて？  

●あなたが「他者」に列１の特徴を示していた場合 

Step１ 
あなたが列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。そして、その出来事の記憶の中にいる自分の体にすっぽりと入
り込んでください。（重要） 

例えば、列１に「人を思いやる」と書いたとします。 
あなたが、「人を思いやる」という特徴を示した特定の出来事の記憶に戻り、そのときの
自分の体の中に入ります。 

Step２ 
出来事の記憶の中であなたがその特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明確
にしてください。（重要） 

あなたはその特徴を、「特定の個人」（自分以外の他者）に示していたかもしれないし、
「家族などのグループや集団」に示していたかもしれません。 
あるいは、「ありとあらゆるすべてのもの」（社会、全世界）に対して示していたかもし
れません。 

例えば、あなたは「人を思いやる」という特徴を、あなたの母親に示したとします。 
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Step３ 
あなたは列１の特徴を、具体的にどんなやり方・方法で示していましたか？ 明確にしてく
ださい。（重要） 

例えば、あなたは、「人を思いやる」という特徴を「入院している母親のところに、お見
舞いに行く」というやり方で示していたとします。 

Step４ 
列１の正反対の特徴は何ですか？　 

例えば、「人を思いやる」の正反対の特徴は「思いやりがない態度を示す」だとします。 

Step５ 
あなたが列１の特徴を示したやり方と、意味的に正反対のことは何ですか？ 

例えば、あなたは、「お見舞いに行く」というやり方で、母親を「思いやっていた」とし
ます。 

この場合の意味的な正反対は、「お見舞いに行かない」というやり方で、母親に「思いや
りがない態度を示す」になります。 

Step６ 
あなたが、列１の特徴を示した”まさにその瞬間”に、同じ相手に対して、正反対の特徴を
意味的に正反対のやり方で示したのは誰ですか？　その人のイニシャルを列６のマスの中
に書いてください。 

例えば、あなたは「人を思いやる」ということを、「入院している母親のところに、お見
舞いに行く」というやり方で、母親に示していたとします。 

では、そのまったく同じ瞬間に、「思いやりがない態度を示す」ということを、母親に対
して、「お見舞いに行かない」というやり方で示していたのは、誰ですか？ 

同時に正反対の特徴を示したのは、１人の人かもしれないし、複数の人かもしれません。 
男性かもしれ ないし、女性かもしれません。 
同じ場所にいる人かもしれませんし、遠く離れた場所にいる人かもしれません。  

Step７ 
あなたが列１の特徴を示した出来事をすべて思い出し、同時に正反対の特徴を、意味的に
正反対のやり方で示していた人のイニシャルを書き出してください。 
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イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
あなたが、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」ですか？　出来事
の記憶にすっぽりと戻って考えてください。 
あなたが、その特徴を示したまさにその瞬間、同じ対象者（方向）に対して、正反対の特
徴を示したのは誰ですか？　他には誰ですか？　他には誰ですか？  

<ポイント> 
a. あなたが、その特徴を示した出来事（いつ、どこで）の記憶に戻り、記憶の中の自分
の体にすっぽりと入り込んで考えたください。（重要） 

b. 記憶の中で、あなたが誰に対して、その特徴を示していたか、対象者（方向）を明確に
してください。(重要) 

c. 列１の正反対の特徴を明確にした上で、意味的に正反対のやり方が何であるかを明確に
してください。(重要) 

d. あなたが、その特徴を示したまさにその瞬間に、同じ相手（b.）に対して、正反対の特
徴を意味的に正反対のやり方（c.）で示していた人は誰であったか、出来事の記憶の中
で、スキャンするように探し続けてください。 
あなたが、自分自身に対して、列１の特徴を示していた場合は、その同じ瞬間に、自分に
対して、どんなことで正反対の特徴示していたかを、探し続けます。 

e. 同時に正反対の特徴を示した人は、その現場（同じ場所）にはいない人かもしれませ
ん。 
遠く離れた場所にいて、同じ時間の中に存在している人かもしれません。 

例えば、今あなたがこの文章を読んでいるその場所には、あなた一人だけしかいないかも
しれません。 
けれど、この瞬間に、親や、友達、パートナーは、離れた場所に存在していて、この同じ
瞬間にあなたに対して愛情や、友情を示してくれています。（ただ、同じ場所にいないだ
けです） 

f.  同時に正反対の特徴を示した人は、人間ではなくペットの犬や猫かもしれません。 
または、ＣＤの中の歌手や、本の著者、映画の中の登場人物である場合もあります。 
または、あなたがその人に「人を思いやる」ということをしていたその瞬間に、同時にあ
なたがその人に、「思いやりのない態度を示す」ということをしている場合もあります。 
柔軟になって、同じ瞬間に正反対の特徴を示した人を探してください。 
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g. あなたがその特徴を示したすべての出来事を思い出し、それぞれの出来事で、正反対の
特徴を同時に示していた人を探し続けてください。 
あなたが、自分自身に対して、その特徴を示していた場合は、同時に自分に対して、どん
なことで正反対の特徴示していたかを、探し続けてください。 

Step８ 
●あなたが自分に列１の特徴を示すときにはいつでも、あなたが自分に正反対の特徴を示
していたことがわかりましたか？ 

完全にバランスが取れていたということが実感できましたか？ 

●あなたがその人に、列１の特徴を示すときにはいつでも、その人に正反対の特徴を示す
人が現れていたことがわかりましたか？ 

完全にバランスが取れていたということが実感できましたか？ 

答えがYESなら列６は完了です。 

もしそうでない場合は、ワークを続けましょう。 
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あなた自身 A面 列７ 

<列７の目的> 
「幻想や悪夢を解消する」 
自分の列１の特徴を「もっとも好き」「良いこと」「誇りに思っている」ということは、
あなたは、無意識のうちに、列１と正反対の特徴を、「もっとも嫌い」「悪いこと」「恥
ずかしい」と感じていることになります。 
つまり、あなたにとって、列１の正反対の特徴は、もっとも好ましくない、最悪の特徴（悪
夢）であるということです。 
列７に取り組むことで、「たとえ、あなたがその最悪のことをしたとしても、同じだけの
メリットがある」ことがわかります。 
そのことにより、無意識に感じていた恐れや、不安感が消滅します。 
こうした恐れや不安感は、あなたの行動にブレーキをかける心理的抵抗（メンタルブロッ
ク）になっていることがよくあります。 

<列７の主となる質問> 
あなたが列１の特徴を示したとき、もし仮に正反対の特徴を示していたとしたら、あなた
や、その特徴を向けた人たちに、具体的にどんな利益やメリット、プラスがありますか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたが列１の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。（重要） 

中でも、ポジティブな感情（良い、素晴らしいなど）が特に強い出来事を選んでください。

例えば、あなたが「人を思いやる」ということをした特定の出来事の記憶に戻ります。  

Step２ 
出来事の記憶の中であなたがその特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明確
にしてください。（重要） 

あなたは、その特徴を、「特定の個人」（自分自身、または他者）に示していたかもしれ
ないし、「家族などのグループや集団」に示していたかもしれません。 
あるいは、「ありとあらゆるすべてのもの」（社会、全世界）に対して示していたかもし
れません。 
例えば、あなたは「人を思いやる」という特徴を、母親に示したとします。 
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Step３ 
列１特徴の正反対の特徴は何でしたか？ 

例えば、「人を思いやる」の正反対の特徴は「思いやりのない態度を示す」だとします。 

Step４ 
もし、あなたがそのとき仮に、正反対の特徴を示していたとしたら、あなたやその特徴を
向けた人に、具体的にどんな利益やメリット、プラスがありましたか？ 

例えば、そのときにもし、あなたが「思いやりのない態度を示す」ということをしていた
ら、あなたと母親に、具体的にどんな利益やメリットがあったでしょうか？  

Step５ 
あなたが正反対の特徴を示していたら、得られていたと思う利益やメリットを列７のマス
の中に書き出してください。 

Step６ 
２０～５０の利益やメリットを書き出してください。 

列１の特徴に対する良い、素晴らしいという気持ちが消えるまで、メリットの最初の２文
字を書き続けてください。  

利益やメリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたが○○（正反対の）だったら、どうなっていたと思いますか？ あなたは何がで
きましたか？  何が起きましたか？ そのことによるメリットは何ですか？ 

●もし、そのときあなたが○○（正反対の特徴）だったら、あなたの大切な価値観（上位
３つ）に、具体的にどのような利益やメリットがありましたか？ 

●さらにそのことでどんなメリットがありましたか？（二次的メリット、３次的なメリッ
ト、４次的メリット･･･につなげる） 

●人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）で、どん
なメリットがありましたか？ 
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<ポイント> 
a. あなたは、「いつ」「どこで」 その特徴を示したのか、必ず特定の出来事に戻って考
えましょう。（重要） 

b. 記憶の中で、あなたが誰に対して、その特徴を示していたか、対象者（方向）を明確に
してください。(重要) 

c. もし、あなたが正反対の特徴を示していたら、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、
どのようなメリットがあったかを、最優先に考えましょう。（重要） 

d. もし、あなたが正反対の特徴を示していたら、人生の７つのエリア（スピリチュアル、
知性、仕事、お金、家族、社会、肉体・健康）で、どんなメリットになっていたかを考え
ましょう。 

e. 一次的なメリットだけでなく、二次的、三次的なメリットについても考えましょう。 

f. あなたがその特徴（列１）を示した出来事は、１つだけでなく、他にいくつもあるはず
です。 
すべての出来事を思い出し、もし、あなたが正反対の特徴を示していたら、どんなメリッ
トがあったかを、出来事ごとに書き出してください。 

g. あなたがその特徴（列１）を、あなた以外の他者に示していた場合は、その人たちの利
益、メリット、プラスも書き出します。 
もし、あなたが正反対の特徴の人だったら、その人たち（特徴が向けられた対象者）に、
どんなメリットがあったでしょうか？ 

Step７ 
もし、あなたが正反対の人だったら、デメリットと同じぐらいメリットがあったことがわ
かりましたか？ 

答えがYESなら列７は完了です。 

もしそうでない場合は、メリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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あなた自身 B面 列８ 

<列８の目的> 
「特に強い、ネガティブな感情を明確にする」 
自分自身ついて、あなたが「もっとも悪いと思っている」「もっとも嫌だと思っている」 
「罪悪感や後悔、恥の気持ちを持っている」「自分は変わるべきと思っている」のは、ど
んなところ(性格や、特徴、 行動)かを明確にします。 

そして、その性格や、特徴、行動(悪いと思っているところ)を、より具体的な言葉にして
いきます。 

<列８の主となる質問> 
あなた自身について、あなたが「最も悪いと思っている」「もっとも嫌だと思っている」
「罪悪感や後悔、恥の気持ちを持っている」「自分は変わるべきと思っている」のは、ど
んなところでしょうか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
自分自身について、悪いと思うところ、嫌いなところを4つリストップしてください。 

<ポイント> 
a.  特徴や性格、行動（したこと、しないこと）は、必ず、”具体的”かつ短い言葉”で表現
してください。（重要） 

特徴が具体的であればあるほど、この後のワークがスムーズになります。 

特徴が漠然としていれば、それだけワークの進みが遅くなります。 

例えば、あなたは、自分の「頭が悪い」ところを嫌っていたとします。  

「頭が悪い」では曖昧ですので、これを具体的にする必要があります。 

「頭が悪い」とは、あなたにとって、具体的にどういう意味なのでしょうか？ 

もしかしたら、あなたは、物事を「論理的に説明できない」自分を嫌っているのかもしれ
ないし、職業的に「知識が乏しい」ところを悪いと思っているのかもしれません。 

または、「大切なことをすぐに忘れてしまう」ところが嫌なのかもしれないし、「理解力
がない」ことを恥じているのかもしれません。 
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あなたにとって、「頭が悪い」とは具体的にどういう意味なのか？ 必ず明確にしてくださ
い。 

また、例えば、あなたは、自分の「ヒステリー」なところを嫌っていたとします。 

「ヒステリー」とは、あなたにとって具体的にどういう意味なのでしょうか？ 

もしかしたら、あなたは、「自分の感情をコントロールできない」ことを嫌っているのか
もしれないし、「感情を人にぶつける」ところを悪いと思っているのかもしれません。 

または、「感情的になって暴力的になる」ところを恥じているのかもしれません。 

「ヒステリー」とは、あなたにとって、具体的にどういう意味なのか？ 必ず明確にしてく
ださい。 

b.　自分自身の特徴や性格、行動を具体的にするときは、あなたがその特徴を示したとき
の出来事の記憶に戻って、考えましょう。（重要） 

あなたは、「いつ」「どこで」その特徴を示したのでしょうか？　必ず出来事の記憶に戻
りましょう。 

c. 類義語が含まれないように、すべて別々の性格や、特徴、行動を書きましょう。 

例えば、「支配的」「コントロールする」「制限する」「自分の思い通りにする」は、同
じことを違う言葉で言っているだけの可能性がありますので、どれか１つに絞ります。 

特徴や性格、行動（したこと、しなかったこと）をリストアップするときは、下記の質問
を参考にしてください。 

<質問> 
●自分自身について、最も嫌いなところは具体的にどこですか？ 

●自分自身について、最も悪いと感じているのは、具体的にどこですか？ 

●罪悪感や、後悔、恥の気持ちを持っているのは、具体的にどんなところですか？ 

●自分自身を変えられるとしたら、どこを一番変えたいですか？ 

●自分自身の特徴があなたの子供に備わってしまったら最も嫌なものは何ですか？ 
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●あなたが、改めるべきだと思うのは具体的にどんなところですか？ 

●自分自身について、最もうんざりするのは、どんなところですか？ 

<具体的にする質問> 
●○○とは具体的にどういう意味ですか？ 

●その特徴を短い言葉で表現するとしたら、具体的になんて言いますか？ 

Step２ 
最も悪いと思っている特徴や行動（したこと、しなかったこと）から順番に、列８の
フォームに書き込んでください。 

<特徴や行動の例> 
自分勝手／思いやりがない／無神経／無責任/依存する／人を見下す／つめたい／攻撃的
人の気持ちが分からない／無関心／傲慢／行動力がない／否定する／やるべきことをやら
ない／感情的になる／拒絶する／受け入れない／臆病／感情をコントロールできない／押
し付ける　など 

Step３ 
特徴は、必ず4つ書き出してください。 

あなたの具体的な特徴や行動、しない行動は、過去、現在から取り出してもかまいません
し、人生の７領域から取り出してもかまいません。 

 <人生の７領域> 
スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、健康・肉体 

Step４ 
書き出した4つの特徴以上に、ネガティブに感じている特徴は他にはありませんか？ 

その4つの特徴が、自分自身の嫌いなところワースト4であると確信を持っていえますか？ 

答えがYESなら列８は完了です。 

もし、この質問に確信を持ってYESと言えないなら、自分の嫌いなところをさらに探しま
しょう。 
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あなた自身 B面 列9 

<列9の目的> 
「透明性の法則を確認する」 

●透明性の法則 
列８の特徴が、あなたの中にあることを、周りの人たちは、お見通しです。 
あなたは透明な存在なのです。 
あなたの中にあるその特徴を、周りから見えないように、隠しておくことなど決してでき
ません。 
自分の中にあるネガティブな特徴が、他人から丸見えであることがわかると、自分の欠点
や恥ずかしいと感じている特徴や性格、行動を隠そうとする行為には、まったく意味がな
いことに気づきます。 

<列9の主となる質問> 
あなたが、その特徴（列８）を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」ですか？　
そして、それを知っていたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたは、その特徴(列８)を、「いつ」「どこで」「誰に対して」示しましたか？ 特定の
出来事の記憶を思い出してください。 

例えば、列８に「思いやりがない態度を示す」という特徴を書いたとします。 

では、あなたが「思いやりがない態度を示した」のは、「いつ」「どこで」「誰に対し
て」だったでしょうか？ その特定の記憶を思い出してください。 

Step２ 
その場面にいて、そのことを見ていた人、またはそのことを誰かから聞いて間接的に知っ
ていた人は誰ですか？ その人の”イニシャル”を列９のマスの中に、書いてください。 

また、その場面で、あなたが自覚があってその特徴を示していた場合は、自分のイニシャ
ルを書いても構いません。 

例えば、あなたが誰かに「思いやりがない態度を示す」ということをした場面にいて、そ
れを見ていた人、そのことを知っていた人は誰ですか？ その人のイニシャルを書き出して
ください。 
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Step３ 
２０～５０のイニシャルを書き出しましょう。 

あなたがその特徴を示した特定の出来事の記憶を次々に思い出し、イニシャルを書き続け
てください。 

「あなたのその特徴は、常に人に見られていること」「周りの人たちはみんな、あなたに
その特徴があることを知っていること」が腑に落ちて実感できるまで、ワークを続けましょ
う。（透明性の法則） 

そのためには、１つの特徴につき２０～５０のイニシャルを書く必要があるでしょう。 

フォームに書き出した4つの特徴それぞれに２０～５０のイニシャルを書き出しましょ
う。 

合計すると８０～２００のイニシャルを書くことになります。 

イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示しましたか？「それを見たり
聞いたりして知っているのは誰ですか？」 

●あなたが一つのやり方で、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」
ですか？ それを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたが、別のやり方で、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」
ですか？ それを見たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたにその特徴があることを知っているのは、他には誰ですか？ 

●あなたは、人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）
のどこで、その特徴を示しましたか？ そしてそれを知っているのは誰ですか？ 

●過去にあなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示しましたか？ そして
それを知っているのは誰ですか？ 

●現在、あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示していますか？ そして
それを知っているのは誰ですか？ 
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<ポイント> 
a. あなたは「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず、特定の出来
事の記憶に戻って考えましょう。 

b. あなたが過去にその特徴を示したのはいつですか？　そして、現在は人生のどの部分で、
その特徴を示しているでしょうか？ 現在と過去で、あなたが「いつ」「どこで」「誰に
対して」その特徴を示しているかを次々に探し続け、そのことを知っている人のイニシャ
ルを書き続けてください。 

c. 一度にたくさんの人があなたがその特徴を示した場面を見ていた場合は、そこにいたす
べての人のイニシャルを書いてください。 

または、あなたがその特徴を示した場面を１人の人が何度も見ている場合は、同じ人のイ
ニシャルを何度も書いてください。 
（その人が、あなたがその特徴を示した場面を目撃した数だけ） 

d. 人生の７領域で考えましょう。 
「あなたが学校で○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたがお金のことで○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたが会社で○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたが恋人や結婚相手に○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたが友だちに○○（列８）だったのはいつですか？」 
「あなたが肉体的（容姿、ルックス）なことで○○（列８）だったのはいつですか？」 
  
e.  名前がわからない場合は、XやAと書いてください。 

Step４ 
あなたにその特徴があることを、周りの人たちは、みんな知っていることがわかりました
か？ 

答えがYESなら列９は完了です。 

もし、この質問に確信を持ってYESと言えない場合は、自分にその特徴があることを知っ
ている人たちのイニシャルを書き続けましょう。 
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あなた自身 B面 列１０ 

 <列１０の目的> 
「自己否定を解消し、自信を取り戻す」 
自己否定の原因となっている、自分の性格や特徴、行動についての、ネガティブな感情を
解消します。 
列１０を完了させることで、「自分は間違っている」「自分は変わるべきだ」といった思
い込みが解消され、自信を取り戻すことができるようになります。 

 <列１０の主となる質問> 
あなたのその特徴や性格、行動（列８）のおかげで、あなたに、具体的にどのような利益
やメリット、プラスがありましたか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたは、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴（列８）を示しましたか？　特定
の出来事の記憶に戻ってください。 

中でも、ネガティブな感情（自己否定や自分を責める気持ち）が特に強い出来事を選んで
ください。 

例えば、列８に「ぐずぐずと先延ばしにする」と書いたとします。 

あなたが「ぐずぐずと先延ばしにする」ということをしたのは「いつ」「どこで」「誰に
対して」だったでしょうか？  特定の記憶に戻ってください。  

Step２ 
あなたのその特徴のおかげで、あなたにどんな利益やメリット、プラスがありましたか？ 

利益やメリットを列１０のマスの中に書き出してください。 

Step３ 
１つの特徴につき２０～５０の利益、メリット、プラスを書いてください。 

その特徴に対するネガティブな感情（自己否定や、自分を責める気持ち）が消えるまで、
利益やメリットの最初の２文字を書き続けてください。  
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利益・メリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●自分自身のその特徴のおかげで、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、具体的にどの
ような利益やメリットがありましたか？ 

●自分自身のその特徴のおかげで、人生の７つのエリア（スピリチュアル、知性、仕事、
お金、家族、社会、肉体）で、あなたにどんなメリットがありましたか？ 

●あなたがその特徴を示したことで、その後、どうなりましたか？　どんな状況が起きて
きましたか？　そのことによるあなたのメリットは何ですか？ 

●あなたがその特徴を示したことで、具体的に何が起こりましたか？ 具体的に何をしま
したか？　そのことによるあなたのメリットは何ですか？ 

●あなたがその特徴を示したことで、あなたは何ができるようになりましたか？ 

●あなたがその特徴を示したことで、あなたは何をしなくてすみましたか？ 

●さらにそのことでどんなメリットがありましたか？（２次的メリット、３次的メリット、
４次的メリット･･･につなげる） 

<ポイント> 
a. あなたは、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず特定の出来
事に戻って考えましょう。（重要） 

b. 自分自身のその特徴が、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、どのようなメリット
を与えているかを最優先に考えましょう。（重要） 

c. 利益やメリットを書き出すときは必ず「最初の２文字だけ」にしてください。 

例えば、あなたが「ぐずぐずと先延ばしにする」ということをしたおかげで、あなたは、
「ゆっくりと休息をして、体力を回復することができた」とします。 
その場合は、「ゆつ」と書いてください。 
あとで何を書いた分からなくなっても大丈夫ですので、このルールを守ってください。 

d. 自分自身のその特徴が、人生の７つのエリア（スピリチュアル、知性、仕事、お金、
家族、社会、肉体・健康）で、あなたに、どのようなメリットを与えているかを考えましょ
う。 
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e. 自分自身のその特徴が、あなたに与えた一次的なメリットだけでなく、二次的、三次
的なメリットについても考えましょう。 

例えば、あなたが、「ぐずぐずと先延ばしにする」ということをしたおかげで、あなたは
「ゆっくりと休息をして、体力を回復することができた」とします。これが、一次的なメ
リットです。 
そして、そのおかげで、「効率よく仕事ができて、毎日、残業せずに定時で家に帰ること
ができた」とします。これが、二次的なメリットです。 
さらに、そのおかげで、「帰宅後に心理学の勉強をする時間ができた」とします。これ
が、三次的なメリットです。 

f. あなたがその特徴を示した出来事は、１つだけでなく、他にいくつもあるはずです。 
特にネガティブに感じている出来事から順に、「いつ」「どこで」「誰に対して」を明確
にした上で、そのほかの出来事についても、メリットを書き出しましょう。 

g. メリットを多く書きすぎて、その特徴に対して、ポジティブな感情を持ってしまうまで
ワークしないように注意してください。 
列１０の目的は、その特徴に対して、感情的にニュートラル（中立）になることです。 
その特徴には、”デメリットとまったく同じだけのメリットがある”と言えるようになった
ら、ワークは完了です。 

Step４ 
あなたのその特徴は、デメリットであったのと同じぐらい、あなたにとってメリットで
あったと、確信を持っていえますか？ 

答えがYESなら列１０は完了です。 

もしそうでない場合は、利益やメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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あなた自身 B面 列１１ 

<列１１の目的> 
「自己否定や罪悪感、恥の気持ちを解消する」 
他者に対する「罪悪感」や「申し訳ない気持ち」「後悔」「恥」「自分を軽蔑する気持ち」
を解消します。 
列１１を完了させることで、強い罪悪感や後悔から解放され、「ありのままの自分」を愛
せるようになります。 

<列１１の主となる質問> 
あなたのその特徴や性格、行動（列８）のおかげで、それを示した相手にどのような利益
やメリット、プラスがありましたか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなた自身が列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」だったでしょ
うか？　特定の出来事の記憶に戻って考えてください。（重要） 

中でも、特に後悔や罪悪感、恥の気持ちが強いものを選んでください。 

例えば、列８に「思いやりのない態度を示す」と書いたとします。 

あなたが「思いやりのない態度を示す」という特徴を示した特定の記憶に戻ってくださ
い。  

Step２ 
あなたがその特徴を誰に対して示した（または、見せた）のか、対象者（方向）を明確に
してください。（重要） 

Step３ 
あなたがその特徴を示した相手にどんな利益やメリット、プラスがありましたか？ 

利益やメリットを列１１のマスの中に書き出してください。 
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利益・メリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたのその特徴のおかげで、相手に具体的にどんなメリットや利益がありましたか？ 
そのことで何が起こりましたか？ それは、その人に具体的にどんなメリットになりまし
たか？ 

●そのことでその人は何をしましたか？　それはその人に具体的にどんなメリットになり
ましたか？ 

●そのことでその人に何か償いというか埋め合わせをしませんでしたか？ 

●さらにそのことでどんなメリットがありましたか？（２次的メリット、３次的メリット、
４次的メリット･･･というようにメリットにつなげる） 

●人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）で、具体
的にどんなメリットがありましたか？ 

●その人が最も大切にしていることに、どのように役立ちましたか？ 

●あなたは、その特徴を示すことで、相手に具体的にどんなデメリットを与えたと思って
いるのでしょうか？　明確にしてください。 
では、そのことが、相手に、具体的にどんなメリットになったでしょうか？ 

Step４ 
１つの特徴につき２０～５０の利益やメリット、プラスを書いてください。 

自分のその特徴に対する申し訳ない気持ちや、罪悪感、恥じ、後悔、軽蔑の気持ちが消え
るまで、相手が得た利益やメリットの最初の２文字を書き続けてください。 

<ポイント> 
a. あなたは、「いつ」「どこで」「誰に対して」その特徴を示したのか、必ず特定の出来
事に戻って考えましょう。（重要） 

b. 「きっと◯◯なデメリットがあったはず」や「多分、◯◯だったことがメリットのは
ず」など、「空想」や「推測」で、メリットを書いてはいけません。 
確信を持って言える「事実」のみを、メリットとして書き出してください。 
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Step５ 
あなたのその特徴は、デメリットであったのと同じぐらい、相手にメリットであったと確
信を持って言えますか？　本当に同じぐらいですか？ 

答えがYESなら列１１は完了です。 

もしそうでない場合は、利益やメリットの最初の２文字を書き続けてください。 
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あなた自身 B面 列１２ 

<列１２の目的> 
「自分自身への偏見を解消し、自分とのコミュニケーションを円滑にする。」 
「私は、いつも◯◯だ」「私は、◯◯なところがまったくない人だ」「私は、すべてにお
いて◯◯な人だ」といった、自分への偏見・決めつけ（レッテル）を解消します。 
人間は皆、ネガティブな特徴とまったく同じだけ、正反対のポジティブな特徴を持ってい
ます。 
誰もが「優しさと冷酷さ」「謙虚さと傲慢さ」「知恵があると無知」「自立と依存」といっ
たように、相反する特徴を、両方ともまったく同じだけ持っているのです。 
「優しさだけしかない人」も、「冷酷さしかない人」もいません。 
列１２に取り組むことで、「私は、いつもぐずぐず先延ばしにするだらしのない人だ」と
いった偏見・決めつけが解消されます。自分には、まったく同じだけ「すぐに行動すると
ころ」もあると気づきます。 
列１２に取り組みバランスの取れたものの見方ができるようになることで、自律神経（交
感神経と副交感神経）のバランスも整い、免疫力がアップすることがわかっています。 

<列１２の主となる質問> 
あなたが、列８と正反対の特徴を、同じ相手に示したのは「いつ」「どこで」ですか？　 
そして、そのことを見たり、聞いたりして、知っていたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたが列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？　特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。（重要） 

例えば、列８に「思いやりのない態度を示す」と書いたとします。 
あなたが、「思いやりのない態度を示す」ということをした特定の出来事の記憶（いつ、
どこで）に戻ります。  

Step２ 
出来事の記憶の中で、あなたが「誰に対して」その特徴を示していたか？対象者（方向）
を明確にしてください。 

あなたは、その特徴を、「特定の個人」（自分、または他者）に示していたかもしれない
し、「グループや集団」に対して示していたかもしれません。 
あるいは、「ありとあらゆるすべてのもの」（社会、全世界）に対して示していたかもし
れません。 
例えば、あなたは「思いやりのない態度を示す」という特徴を、母親に示したとします。 
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Step３ 
列８の特徴の正反対の特徴は何ですか？ 

例えば、「思いやりのない態度を示す」の正反対のことは何かを考えます。 
「人を思いやる」「人を大切にする」「人を尊重する」など、あなたが一番しっくりくる
表現を一つ決めてください。  

Step４ 
同じ相手に対して、あなたが正反対の特徴を示したのはいつ、どこでですか？　そして、
それを見ていた人は誰ですか？　または誰かから聞いて間接的にそのことを知っている人
は誰でしょう？ 
その人のイニシャルを列１２のマスの中に書き込んでください。 

例えば、あなたは、母親に「思いやりのない態度を示す」ということをしたとします。 
では、あなたが、母親（同じ相手）に対して「人を思いやる」ということ（正反対のこ
と）をしたのはいつですか？  
そのことを知っている人、見ていた人のイニシャルを書き出してください。 
一人の人が一度だけ見ているかもしれないし、何度も見ているかもしれません。 
あるいは大勢の人たちが一度だけ見ているかもしれないし、何度も見ているかもしれませ
ん。 

イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●あなたが同じ相手に対して、正反対のことをしたのはいつですか？ そしてそのことを見
たり聞いたりして知っているのは誰ですか？ 

●あなたが同じ相手に対して、○○面（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間
関係、肉体）で正反対の特徴を示したのはいつですか？ 

●あなたが同じ相手に対して○○（正反対）だったのは他にはいつですか？ そのことを
知っていのは誰ですか？ 他には誰ですか？ 他には？ 

Step５ 
２０～５０のイニシャルを書き出してください。  

自分自身の中に、その特徴と正反対の特徴が同じぐらい（５０％／５０％）あると実感で
きるまでイニシャルを書き続けてください。 
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<ポイント> 
a. あなたは、誰に対してその特徴（列８）を示したのか、対象者（方向）を、必ず明確に
してください。(重要) 

b. 列８と正反対の特徴が何であるか、”あなたにとってしっくりくる表現”を明確にしてく
ださい。 

c. 列１２のいちばんのポイントは、あなたが、同じ相手（a.）に正反対の特徴（b.）を、
いつ、どこで示していたか？という点です。必ず、対象者（方向）が同じになるようにし
てください。（重要） 

d. あなたが同じ相手に正反対の特徴を示したことを、一度にたくさんの人が見ていた場
合は、そこにいたすべての人のイニシャルを書いてください。 
または、あなたが同じ相手に正反対の特徴を示したことを、１人の人が何度も見ていた場
合は、同じ人のイニシャルを何度も書いてください。 

e. ７つのエリアで考えてみましょう 
「あなたが同じ相手にお金のことで○○（列８の正反対の特徴）だったのはいつですか？」
「あなたが同じ相手に知性や教育のことで○○だったのはいつですか？」 
「あなたが同じ相手に人間関係や友人関係のことで○○だったのはいつですか？」 
「あなたが同じ相手に家族に関することで○○だったのはいつですか？」 
「あなたが同じ相手に体や健康のことで○○だったのはいつですか？」 

f. あなたが同じ相手に正反対の特徴を示した出来事を次々に思い出し、そのことを知って
いた人たちのイニシャルを書き続けてください。 
  
Step６ 
あなたには、○○なところ（列８）と同じぐらい、○○なところ（正反対の特徴）がある
と確信を持って言えますか？ 

答えがYESなら列１２は完了です。 

もしそうでない場合は、あなたに正反対の特徴があることを知っている人のイニシャルを
書き続けましょう。 
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あなた自身 B面 列１３ 

<列13の目的> 
「シンクロニシティ（共時性）と、宇宙の隠れた秩序に気づく」 
あなたが自分自身に、列８の特徴（ネガティブ）を示すときにはいつでも、あなたは自分
自身にまったく同じレベルで正反対の特徴（ポジティブ）を、示しています。 
また、あなたが他者に、列８の特徴（ネガティブ）を示すときにはいつでも、同じ人に対
して、まったく同じレベルで正反対の特徴（ポジティブ）を示す人が現れています。 
この驚くべき、真実に気づくことが、列１３の目的です。 
この宇宙ではいつでも、目には見えない知性が働いていて、どの瞬間にも、ポジティブと
ネガティブが、見事なバランスで両立し、完全なる秩序を保っています。 
列１３に繰り返し取り組みトレーニングすることで、隠された宇宙の知性と秩序をはっき
りと認識できるようになり、”壮大に計画するデザイナー”（Grand Organizing Designer
＝GOD＝神）が存在していることを、理解できるようになります。 

<列13の主となる質問> 
●あなたが自分自身にその特徴を示したまさにその瞬間に、あなたは自分自身にどのよう
なやり方で、正反対の特徴を示していましたか？ 

●あなたがその人に、その特徴を示したまさにその瞬間に、その人に同時に正反対の特徴
を示していたのは誰ですか？ 

<ワークのやり方> 
●あなたが、「自分自身」に列８の特徴を示していた場合 

Step１ 
あなたが列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。 
そして、その出来事の記憶の中にいる自分の体にすっぽりと入り込んでください。（重
要） 

例えば、列８に「ぐずぐずと先延ばしにする」と書いていたとします。 
あなたが、「ぐずぐずと先延ばしにする」という特徴を示した特定の出来事の記憶に戻り、
そのときの自分の体の中に入ります。 

Step２ 
出来事の記憶の中であなたが、その特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明
確にしてください。（重要） 
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あなたはその特徴を、「あなた自身」に示していたのかもしれないし、「他者」（特定の
個人）に示していたかもしれないし、「家族などのグループや集団」に示していたかもし
れません。 
あるいは、「ありとあらゆるすべてのもの」（社会、全世界）に対して示していたかもし
れません。 
ここでは、あなたが自分自身に、「ぐすぐすと先延ばしにする」という特徴を示していた
とします。 

Step３ 
あなたは、列８の特徴を、具体的にどんなやり方・方法で示していましたか？ 明確にして
ください。（重要） 

例えば、あなたは「ぐずぐずと先延ばしにする」という特徴を「部屋の整理整頓をしな
い」というやり方で示していたとします。 

Step４ 
列８の正反対の特徴は何ですか？　 

例えば、「ぐずぐずと先延ばしにする」の正反対の特徴は「すぐに行動する」だとしま
す。 

Step５ 
あなたが、列８の特徴を示したやり方と、意味的に正反対のことは何ですか？ 

例えばあなたは、「部屋の整理整頓をしない」というやり方で、「ぐずぐずと先延ばしに
する」という特徴を示していたとします。 

この場合の意味的な正反対は、「整理整頓をする」というやり方で、「すぐに行動する」
になります。 

Step６ 
あなたが、列８の特徴を示した”まさにその瞬間”に、あなた自身に対して、正反対の特徴
を、意味的に正反対のやり方で示したのは、具体的に、どんなことについてですか？ 
その事柄を表す、省略文字を、列１３のマスの中に書いてください。 

例えば、あなたは「ぐずぐずと先延ばしにする」という特徴を、「部屋の整理整頓をしな
い」というやり方で、あなたに示していたとします。 

では、そのまったく同じ瞬間に、「すぐに行動する」ということを、「整理整頓をする」
というやり方で示していたのは、具体的に、どんなことについてですか？ 
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Step７ 
あなたが列８の特徴を示した出来事をすべて思い出し、同時に正反対の特徴を、意味的に
正反対のやり方で、どんなことについて、自分に示していたかを、探し続けてください。 

列１３に取り組むときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
あなたが、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？　出来事の記憶にすっぽ
りと戻って考えてください。 
あなたがその特徴を示したまさにその瞬間、自分自身に対して、どんな事について、正反
対の特徴を示していましたか？ 
他にはどんなことについて？　他にはどんなことについて？  

●あなたが「他者」に列８の特徴を示していた場合 

Step１ 
あなたが列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。そして、その出来事の記憶の中にいる自分の体にすっぽりと入
り込んでください。（重要） 

例えば、列８に「思いやりがない態度を示す」と書いたとします。 
あなたが、「思いやりがない態度を示す」という特徴を示した特定の出来事の記憶に戻
り、そのときの自分の体の中に入ります。 

Step２ 
出来事の記憶の中であなたがその特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明確
にしてください。（重要） 

あなたはその特徴を、「特定の個人」（自分以外の他者）に示していたかもしれないし、
「家族などのグループや集団」に示していたかもしれません。 
あるいは、「ありとあらゆるすべてのもの」（社会、全世界）に対して示していたかもし
れません。 

例えば、あなたは「思いやりがない態度を示す」という特徴を、あなたの母親に示したと
します。 
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Step３ 
あなたは列８の特徴を、具体的にどんなやり方・方法で示していましたか？ 明確にしてく
ださい。（重要） 

例えば、あなたは、「思いやりがない態度を示す」という特徴を「入院している母親のと
ころに、お見舞いに行かない」というやり方で示していたとします。 

Step４ 
列８の正反対の特徴は何ですか？　 

例えば、「思いやりがない態度を示す」の正反対の特徴は「人を思いやる」だとします。 

Step５ 
あなたが列８の特徴を示したやり方と、意味的に正反対のことは何ですか？ 

例えば、あなたは、「お見舞いに行かない」というやり方で、母親に「思いやりがない態
度を示す」ということをしていたとします。 

この場合の意味的な正反対は、「お見舞いに行く」というやり方で、母親を「思いやる」
になります。 

Step６ 
あなたが、列８の特徴を示した”まさにその瞬間”に、同じ相手に対して、正反対の特徴を
意味的に正反対のやり方で示したのは誰ですか？　その人のイニシャルを列１３のマスの
中に書いてください。 

例えば、あなたは「思いやりがない態度を示す」ということを、「入院している母親のと
ころに、お見舞いに行かない」というやり方で、母親に示していたとします。 

では、そのまったく同じ瞬間に、「人を思いやる」ということを、母親に対して、「お見
舞い行く」というやり方で示していたのは、誰ですか？ 

同時に正反対の特徴を示したのは、１人の人かもしれないし、複数の人かもしれません。 
男性かもしれ ないし、女性かもしれません。 
同じ場所にいる人かもしれませんし、遠く離れた場所にいる人かもしれません。  

Step７ 
あなたが列８の特徴を示した出来事をすべて思い出し、同時に正反対の特徴を、意味的に
正反対のやり方で示していた人のイニシャルを書き出してください。 
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イニシャルを書き出すときは、下記の質問を参考にしてください。 

<質問> 
あなたが、その特徴を示したのは、「いつ」「どこで」「誰に対して」ですか？　出来事
の記憶にすっぽりと戻って考えてください。 
あなたが、その特徴を示したまさにその瞬間、同じ対象者（方向）に対して、正反対の特
徴を示したのは誰ですか？　他には誰ですか？　他には誰ですか？  

<ポイント> 
a. あなたが、その特徴を示した出来事（いつ、どこで）の記憶に戻り、記憶の中の自分
の体にすっぽりと入り込んで考えたください。（重要） 

b. 記憶の中で、あなたが誰に対して、その特徴を示していたか、対象者（方向）を明確に
してください。(重要) 

c. 列８の正反対の特徴を明確にした上で、意味的に正反対のやり方が何であるかを明確に
してください。(重要) 

d. あなたが、その特徴を示したまさにその瞬間に、同じ相手（b.）に対して、正反対の特
徴を意味的に正反対のやり方（c.）で示していた人が誰であったか、出来事の記憶の中
で、スキャンするように探し続けてください。 
あなたが、自分自身に対して、列８の特徴を示していた場合は、その同じ瞬間に、自分に
対して、どんなことで正反対の特徴示していたかを、探し続けます。 

e. 同時に正反対の特徴を示した人は、その現場（同じ場所）にはいない人かもしれませ
ん。 
遠く離れた場所にいて、同じ時間の中に存在している人かもしれません。 

例えば、今あなたがこの文章を読んでいるその場所には、あなた一人だけしかいないかも
しれません。 
けれど、この瞬間に、親や、友達、パートナーは、離れた場所に存在していて、この同じ
瞬間にあなたに対して愛情や、友情を示してくれています。（ただ、同じ場所にいないだ
けです） 

f.  同時に正反対の特徴を示した人は、人間ではなくペットの犬や猫かもしれません。 
または、ＣＤの中の歌手や、本の著者、映画の中の登場人物である場合もあります。 
または、あなたがその人に「思いやりのない態度を示す」ということをしていたその瞬間
に、同時にあなたがその人に、「人を思いやる」ということをしている場合もあります。 
柔軟になって、同じ瞬間に正反対の特徴を示した人を探してください。 
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g. あなたがその特徴を示したすべての出来事を思い出し、それぞれの出来事で、正反対の
特徴を同時に示していた人を探し続けてください。 
あなたが、自分自身に対して、その特徴を示していた場合は、同時に自分に対して、どん
なことで正反対の特徴示していたかを、探し続けてください。 

Step８ 
●あなたが自分に列８の特徴を示すときにはいつでも、あなたが自分に正反対の特徴を示
していたことがわかりましたか？ 

完全にバランスが取れていたということが実感できましたか？ 

●あなたがその人に、列８の特徴を示すときにはいつでも、その人に正反対の特徴を示す
人が現れていたことがわかりましたか？ 

完全にバランスが取れていたということが実感できましたか？ 

答えがYESなら列１３は完了です。 

もしそうでない場合は、ワークを続けましょう。 
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あなた自身 B面 列１４ 

<列１４の目的> 
「幻想や悪夢を解消する」 
もし、自分に列８の特徴がなかったら、「自分はこんなに不幸にならなかったはずなの
に・・・」「もっと良い人生になっていたはずなのに・・・」という、幻想（実際には存
在しない理想的な想像）を解消します。 
こういった幻想を強く持っていると、今の人生（ありのままの状態＝今）を、惨めで不幸
なものにしてしまいます。 
なぜなら、「もっとこうなっていたら幸せなのに・・・」という想像は、”現状否定”その
ものであり、「今の人生に私は満足していない」と断言していることと同じだからです。 
列１４に取り組むことで、もし仮に、あなたが考える”理想的な状態”が実現していたとし
ても、その状況には、メリットと同じだけのデメリットがあることがわかり、理想的な状
態というのは、文字どおり、幻想（そんなものは、どこにも存在しない）であったことが
わかります。 
その瞬間に、あなたは、今の人生こそが、素晴らしく、欲しいものはすべて与えられ、何
一つ変える必要なないことに気づきます。 
そして、”ありのままの今”に感謝できるようになります。 

<列１４の主となる質問> 
あなたが列８の特徴を示したとき、もし仮に正反対の特徴を示していたとしたら、あなた
や、その特徴を向けた人たちに、どんなデメリットがあるでしょうか？ 

<ワークのやり方> 
Step１ 
あなたが列８の特徴を示したのは、「いつ」「どこで」ですか？ 特定の出来事の記憶を
１つ思い出してください。（重要） 

中でも、ネガティブな感情（自己否定や、自分を嫌う気持ちなど）が特に強い出来事を選
んでください。 
例えば、あなたが「ぐずぐずと先延ばしにする」ということをした特定の出来事の記憶に
戻ります。  

Step２ 
出来事の記憶の中であなたがその特徴を誰に対して示していたか？ 対象者（方向）を明確
にしてください。（重要） 

あなたはその特徴を、「特定の個人」（自分自身、または他者）に示していたかもしれな
いし、「家族などのグループや集団」に示していたかもしれません。 

Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  139



あるいは、「ありとあらゆるすべてのもの」（社会、全世界）に対して示していたかもし
れません。 
例えば、あなたは「ぐずぐずと先延ばしにする」という特徴を、あなたと、母親に示した
とします。 

Step３ 
列８の特徴の正反対の特徴は何でしたか？ 

例えば、「ぐずぐずと先延ばしにする」の正反対の特徴は「すぐに行動する」だとしま
す。 

Step４ 
もし、あなたが、そのとき仮に、正反対の特徴を示していたとしたら、あなたや、その特
徴を向けた人たちに、具体的にどんな不都合やデメリット、マイナスがありましたか？ 

例えば、そのときにもし、あなたが「すぐに行動する」という特徴を、自分と母親に示し
ていたら、あなたと母親に、どんな不都合やデメリットがあったでしょうか？  

Step５ 
あなたが正反対の特徴を示していたら、受けていたと思う不都合やデメリットを列１４の
マスの中に書き出してください。 

Step６ 
２０～５０の不都合やデメリットを書き出してください。 

その特徴に対する自己否定や嫌悪感が消え、自分自身に対して深い感謝の気持ちを持てる
ようになるまで、不利益やデメリットの最初の２文字を書き続けてください。 

不都合・デメリットを探すときは、以下の質問を参考にしてください。 

<質問> 
●もし、そのときあなたが、○○（正反対の特徴）だったら、どうなっていたと思います
か？あたは具体的に何をしなかったですか？ 何が起こりませんでしたか？ そのことによ
るデメリットは何ですか？ 

●もし、そのときあなたが、○○（正反対の特徴）だったら、あなたの大切な価値観（上
位３つ）に、具体的にどのような不利益やデメリットがありましたか？ 

●さらにそのことでどんなデメリットがありましたか？（２次的デメリット、３次的なデ
メリット、４次的デメリット･･･につなげる） 
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●人生の７領域（スピリチュアル、知性、仕事、お金、家族、人間関係、肉体）で、自分
と、その特徴を向けた人たちに、具体的に、どんなデメリットがあったと思いますか？ 

<ポイント> 
a. あなたは、「いつ」「どこで」 その特徴を示したのか、必ず特定の出来事に戻って考
えましょう。（重要） 

b. 記憶の中で、あなたが誰に対して、その特徴を示していたか、対象者（方向）を明確に
してください。(重要) 

c. もし、あなたが正反対の特徴を示していたら、あなたの大切な価値観（上位３つ）に、
どのようなデメリットがあったかを、最優先に考えましょう。（重要） 

d. もし、あなたが正反対の特徴を示していたら、人生の７つのエリア（スピリチュアル、
知性、仕事、お金、家族、社会、肉体・健康）で、自分とその特徴を向けた人たちに、具
体的にどんなデメリットになっていたかを考えましょう。 

e. 一次的なデメリットだけでなく、二次的、三次的なデメリットについても考えましょ
う。 

f. あなたがその特徴（列８）を示した出来事は、１つだけでなく、他にいくつもあるはず
です。 
すべての出来事を思い出し、もし、あなたが正反対の特徴を示していたら、どんなデメリッ
トがあったかを、出来事ごとに書き出してください。 

g. あなたがその特徴（列８）をあなた以外の人にも示していた場合は、その人たちの不利
益、デメリット、マイナスも書き出します。 
もし、あなたが正反対の特徴の人だったら、その人たち（特徴が向けられた対象者）に、
どんなデメリットがあったでしょうか？ 

Step７ 
もし、あなたが正反対の人だったら、メリットと同じぐらいデメリットがあったことが分
かりましたか？ 
あなたは全く変わる必要がないと言えますか？ 
自分自身に今、ありがとうと言えますか？ 

答えがYESなら列１４は完了です。 

もしそうでない場合は、デメリットの最初の２文字を書き続けてください。 

Dr. John F. Demartini © 1989... 2016 Property of the Demartini Institute Editing: Takao Tobita  141



知恵と、インスピレーションのしるし 

ディマティーニ・メソッドのワークを完了すると、あなたは、以下のような心理状態や、
体の感覚を、体験します。 

●愛と感謝の涙が溢れる 
 
●無条件の感謝の気持ち 
 
●無条件の愛を知る 
 
●真理への確信が生まれる 

●軽さ、重さを感じない 
 
●ワークの対象を、抱きしめたくなる 
 
●自己価値(セルフイメージ)が飛躍的に高まる 
 
●思考から自由になり、頭の中の雑音が減る 
 
●頭と視線が、自然と上を向く 
 
●無言になる、心の中が、とても静かになる(「明鏡止水」の心境) 
 
●思考のバランスが取れる、中心に戻る、統合する 
 
●緊張感と圧迫感がやわらぎ、リラックスする 
 
●恐れ、後ろめたさ、罪悪感が、消えてなくなる 
 
●過去の出来事の意味(ドミノ効果)をより深く理解する 
 
●愛する人が場所の制約を受けずに存在していること(非局所性)がわかる 
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ドクター・ディマティーニからのアドバイス 

ディマティーニ・メソッドに取り組む上で、ひとつアドバイスがあります。 

途中であきらめたくなる衝動や「この方法は自分には合わない!」と言いたくなったとし
ても、ぜんぶ無視してください！ 

それは真実ではないからです。 

メソッドを、一度はじめたら途中で止めてはいけません。 

フォームの各列に完了したかどうか確認するための質問を設けていますので、その質問に
対して正直に「はい」と答えられるまで続けてください。 

メソッドを途中で投げ出すということは、あなたが現実に背を向け、大切なことを見逃し
てしまうことになります。 

メソッドを5分で終わらせる必要はありません。 

実際、それよりももっと多くの時間、おそらく数時間はかかると思います。 

ですから、何回か休憩を取る必要があるかもしれません。 

その場合は、少し休んでから新鮮な気持ちでメソッドに取り組んでみてください。それで
大丈夫です。 

ただし、質問に対して空想で答えたり、「自分ひとりでは完了することも深い恩恵も得る
こともできない」と勝手に、自分をあざむくことがないようにしてください。 

それはあなた自身にとって何の意味もないのですから。 

あなたは必ずできます! 

実際に世界中で何万人もの人がやり遂げているのですから。 

―ドクター・ジョン・ディマティーニ 『心を知る技術』(フォレスト出版刊)より抜粋 
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