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ウェルカムレクチャー



シェアリング

ジャッジメントビリーフを知って
この2週間の気づきをシェアしてください。



ビリーフとは

① 無意識レベルに入り込んだ「思い込み」「信念」「考え」

② 自分という存在への定義

③ 他人や、世界、物事への定義する

④ それに基づいた行動
→ 〇〇させる／〇〇させない 思考プログラム



ビリーフとは

幼少期にかけられた「暗示」

➡「呪い」という人も（！）

その「暗示」は、潜在意識にインプットされ
それが、観念や信念の基盤となる

➡ 人生に大きく影響を与える



ビリーフが大問題になるわけ！！

無意識であること

自分にとっての当たり前、それが自分自身、

だから疑いもせず、その思いに支配される



① いつも同じようなタイプの人が周りに現れ関わりに苦労する

② いつも同じようなタイプの人の言動に感情がざわつく

③ 恋愛関係で同じようなパターンを繰り返す

④ いつも同じような失敗をする

⑤ いつも同じような状況で、同じような行動を取ってしまう

⑥ 毎度おなじみの「嫌な感情」が現れる

⑦ わかっているのについやってしまう行動パターンがある



でも、なぜかわからない

なんでこうなってしまうんだろう

同じパターンを繰り返し
同じパターンで傷つき
いつも同じような気持ちになる

でもそれがなぜだかわからない

モヤモヤ
モヤモヤ



ビリーフリセットとは

入ってしまった「思考のプログラム」に気づくこと

そして

インストール されたものは、
アンインストールできる！
➡ 暗示や呪いなら、とける！！



ビリーフ ＝ 思い込みや信念

◆プラスの信念
・自分を健全に定義するもの
・物事をありのまま認識するもの
・自分にとっての肯定的な物事の捉え方

◆マイナスの信念
・自分を不健全に定義するもの
・物事を誤って認識するもの、思いこむもの
・自分にとっての否定的な物事の捉え方
・自分の行動、前に進もうとする力を制限するもの



＜コーピングビリーフ＞

私たちを制限している行動のマイルール



私たちの中の「たい」

・はじめたい！
・やりたい！
・なりたい！
・こうしたい！
・進みたい！
・やめたい！



なのに



（実際には）できない・・・

・自信がない
・踏み出せない
・きっと無理
・不安、怖い

やっぱりできない・・・



となるのはなぜか



ビリーフとは

潜在意識に
埋め込まれた
プログラム

やりたい！！

そんなことしたら
いけない！！

こうしなければ
いけない！！



「しなければいけない」
「してはいけない」

この考えが、
前向きな行動を妨げる



マイナスの信念

自分から力を奪う信念が強かったら

顕在意識
5％

潜在意識
95％

消しあってる

行動にブレーキをかける



マイナスの信念 ＝ 無意識

なぜ、こんなに「やりたい」のに、
思った方向へ、夢や望む方向へ
進めないんだろう・・・

もやもや

やりたいなら、
やればいいだけなのに・・・
それができないから苦しいんだよね。



やりたいなら、
やればいいだけなのに・・・

それができないから苦しいんだよね。



マイナスの信念

無意識に思い込んでいる
マイナスの信念に気づくしかない！！

そっかぁ、だからか。

自分の力を奪っているんだな。



＜コーピングビリーフ＞

私たちを制限している行動のマイルール



〇〇したらいけない

だから（したくても）しない

もし、しちゃったら？？

禁止！！！



・いやがられる ・嫌われる ・怒られる ・馬鹿にされる
・責められる ・迷惑をかける ・傷つく ・傷つける ・悲しませる

・価値がない人間になる
・人が離れていく ・ひとりぽっちになる

・仕事がなくなる ・お金がなくなる
・家がなくなる ・食べ物がなくなる



ダメになる！！！



〇〇しなければいけない

だから（いやでも）する

もし、やらなかったら？？

禁止！！！



・いやがられる ・嫌われる ・怒られる ・馬鹿にされる
・責められる ・迷惑をかける ・傷つく ・傷つける ・悲しませる

・価値がない人間になる
・人が離れていく ・ひとりぽっちになる

・仕事がなくなる ・お金がなくなる
・家がなくなる ・食べ物がなくなる



ダメになる！！！



＜コーピングビリーフ＞

〇〇したら

〇〇しないと

△△になる

△△になる

自分の行動と起こる結果を
恐怖で結び付けて信じ込んでいる
マイルール

恐怖

恐怖



＜コーピングビリーフ＞

このマイルールは、

ある時期までは私たちを守るもの

ある時期からは、

もっと自分らしく可能性を開いて

生きることを制限するものとなる



＜コーピングビリーフ＞

目的

① 生き残れない恐怖を避けるため
② 生き残るための安全を得るため

私たちが幼少期から、
親や社会との関わりの中で身につけた

マイルール



＜コーピングビリーフ＞

なぜか？

子どもにとって、親とは、

見捨てられたら生きていけない
生存を保証する存在



＜コーピングビリーフ＞

好きなことをしたら
迷惑をかけたら
目立ったら
失敗したら
思ったことを言ったら

役に立たないと
いい子でないと
言うことを聞かないと
成果を出さないと
これだけできないと

禁
止

義
務

・嫌われる
・愛されない
・価値がない
・責められる
・叩かれる
・見捨てられる
・受け入れてもらえない
・仲間外れにされる

恐怖

➡ 生き残れない



＜コーピングビリーフ＞

自分が我慢すれば
迷惑をかけなければ
目立たなければ
失敗しなければ
わがままを言わなければ

制
限

努
力

・嫌われない
・愛される
・価値がある
・責められない
・叩かれない
・見捨てられない
・受け入れてもらえる
・認めてもらえる

安心

➡ 生きていける

役に立てば
いい子でいれば
従っていれば
成果を出せば
これだけできれば



＜コーピングビリーフ＞

目的

恐怖を避けて
➡ 「そうならないように」

安全を得るために
➡ 「よかった、そうならなくて」



＜コーピングビリーフ＞

「安全」を得てるはずなら
それで幸せなはず

でもなんでこんなに
苦しく、しんどいの？？？



＜コーピングビリーフ＞

そのビリーフ

賞味期限
耐用年数

過ぎてますから！！



＜コーピングビリーフ＞

このマイルールは、

ある時期までは私たちを守るもの

ある時期からは、

もっと自分らしく可能性を開いて

生きることを制限するものとなる



＜コーピングビリーフ＞

〇〇したら

〇〇しないと

△△になる

△△になる

恐怖と結び付けて信じ込んでいるマイルール

それは本当ですか？？



悩みの奥に自己否定あり！

自分で
気づける部分
＝顕在意識

自分で
気づけない部分
＝潜在意識

自信がない
自己肯定感が低い

自信がない
自己肯定感が低い

自分のことを
ダメだと思っている

➡存在の否定



悩みの奥に自己否定あり！

自分で
気づける部分
＝顕在意識

自分で
気づけない部分
＝潜在意識

人にどう思われるか
本当の自分を出せない

本当の自分は
悪い人間だ
何かが欠落した、
ダメな人間
➡存在の否定

人にどう思われるか
本当の自分を出せない



悩みの奥に自己否定あり！

自分で
気づける部分
＝顕在意識

自分で
気づけない部分
＝潜在意識

やりたいのに踏み出せない
できない、難しい、無理

失敗する
やれる力がない
責任を負う力がない

➡存在の否定

やりたいのに踏み出せない
できない、難しい、無理



コアビリーフをもとに行動が生まれる



＜コアビリーフチェックシート＞

Aグループ

1、自分の足りないところばかりよく見える
2、他人と自分を比較して落ち込むことが多い
3、自分の欠陥がばれるのが怖い
4、自分は基本的にダメな人間だと思う。
5、自分はまだまだ未熟だから
努力しなければならないと思う。



＜コアビリーフチェックシート＞

Bグループ

1、何もできないのだったら、その場にいる資格が
ないような気がする

2、自分は大した価値のある人間ではないと思う
3、自分は歓迎されていないと感じるときがある
4、自分は特にとりえも特別な才能もないと思う
5、必要のない人間だと思われるのが怖い



＜コアビリーフチェックシート＞

Cグループ

1、本当の私は醜い心を持った嫌な人間だ
2、自分の行動に後ろめたさを感じることが多い
3、自分の中には絶対に人に見せられない闇がある
4、なぜか怒られたり、
濡れぎぬを着させられることがある

5、私の中には汚れたものが流れているような気がする



＜コアビリーフチェックシート＞

Dグループ

1、人に対して「嘘をついているのでは」「だますのでは」
「裏切られるのでは」と疑うことがある

2、人になめられないように気を張っている
3、人に弱みを見せるわけにはいかない
4、バカにされたと激しく怒りがわくことがある
5、人から理不尽なことを押し付けられることが多い



＜コアビリーフチェックシート＞

Eグループ

1、メールの返信がすぐに帰ってこないと不安になる
2、連絡がつかないと見捨てられたような気持になる
3、大切な人がいつか去ってしまうような気がする
4、けっこう嫉妬深い方だ
5、大切な人がそばにいないと不安になる



＜コアビリーフチェックシート＞

Fグループ

1、人に愛してもらおうとか、助けてもらおうとか
期待していない

2、自分の欲求を人に伝えない傾向にある
3、私一人で頑張るしかないと思うことがある
4、自分が話してもわかってくれる人はいないと思う
5、「どうせ自分は」と思うことがよくある



＜コアビリーフチェックシート＞

Gグループ

1、よく仲間外れにされていると感じる
2、集団の中にいて疎外感を感じることがある
3、自分は変わり者だからいつも浮いてしまう
4、ここは私の居場所ではないと思うことがよくある
5、良くも悪くも自分は他人とは異質な存在だと
思うことがある



＜コアビリーフチェックシート＞

Hグループ

1、問題解決や新しい課題へのチャレンジが苦手
2、自分ひとりではなかなか決められないことがある
3、何かを変えるような力は自分にはないと思う
4、責任ある立場には立ちたくないと思う
5、周りに頼れる人を探すことが多い



＜コアビリーフチェックシート＞

Iグループ

1、自分がここにいていいのか不安になる
2、何かを望んだことも、楽しいと思ったこともない
3、自分がいない方がみんなに迷惑がかからなくて
いいと思う

4、生きている意味がよくわからない
5、朝起きると今日も生きなくてはならないのかと思う


