
円満ライフメソッド
本講座 vol.1

2021.10.24



⾝体をほぐして
１０呼吸から始めましょう！



ウェルカムレクチャー



すべては⼼が思うこと
から⽣まれ、

すべては⼼が思うこと
によって創られる。



今の我々は、
我の考えの結果である。



＊ワーク＊



⽷を通した5円⽟



理想の未来を想像し

意図することで、

潜在意識が働き、

現実が創造することを

体感してみよう！



5円⽟が想像どおり

回り出したでしょう！

「回る」と意図することで、

無意識に⼿と腕の筋⾁が

微妙に動き、

5円⽟を回しているのです。



意図して想像することで、
潜在意識が働き出し現実を創造する



現実創造の仕組み



⾵の時代



占星術に⾒る
グレート・コンジャンクション
グレート・ミューテーション



星座の4つのエレメント

⽕：牡⽺座、獅⼦座、射⼿座
⼟：牡⽜座、⼄⼥座、⼭⽺座
⾵：双⼦座、天秤座、⽔瓶座
⽔：蟹座、蠍座、⿂座



3⽉22⽇
7⽉2⽇
12⽉17⽇
12⽉19⽇
12⽉22⽇

「⾵の時代」に⼊ったサイン

⼟星と⽊星のグレートコンジャンクション
➡20年に⼀度の天体現象

⼟星が⽔瓶座に⼊った
⼟星逆⾏ ⼭⽺座に戻り
⼟星は再び⽔瓶座に⼊る
⽊星も⽔瓶座に⼊る
⼟星と⽊星がぴったり重なる
冥王星も⽔瓶座に⼊る
本格的な⾵の時代のスタート

2020年

2023年
2024年



エレメント 年 星座
⾵ 2020年 ⽔瓶座
⼟ 2000年 牡⽜座
⾵ 1981年 天秤座
⼟ 1961年 ⼭⽺座
⼟ 1941年 牡⽜座
⼟ 1921年 ⼄⼥座
⼟ 1901年 ⼭⽺座
： ： ：
⼟ 1842年 ⼭⽺座
⽕ 1821年 牡⽺座
⼟ 1802年 ⼄⼥座

⼟星と⽊星のグレートコンジャンクション
20年に1度の天体現象



エレメント 年 星座
⾵ 2020年 ⽔瓶座
⼟ 2000年 牡⽜座
⾵ 1981年 天秤座
⼟ 1961年 ⼭⽺座
⼟ 1941年 牡⽜座
⼟ 1921年 ⼄⼥座
⼟ 1901年 ⼭⽺座
： ： ：
⼟ 1842年 ⼭⽺座
⽕ 1821年 牡⽺座
⼟ 1802年 ⼄⼥座

⼟星と⽊星のグレートコンジャンクション
20年に1度の天体現象

約200年に1度のエレメントの移動

＝グレートミューテーション



グレート・ミューテーション
↓

突然変異



3⽉22⽇
7⽉2⽇
12⽉17⽇
12⽉19⽇
12⽉22⽇

「⾵の時代」に⼊ったサイン

⼟星と⽊星のグレートコンジャンクション
➡20年に⼀度の天体現象

⼟星が⽔瓶座に⼊った
⼟星逆⾏ ⼭⽺座に戻り
⼟星は再び⽔瓶座に⼊る
⽊星も⽔瓶座に⼊る
⼟星と⽊星がぴったり重なる
冥王星も⽔瓶座に⼊る
本格的な⾵の時代のスタート

2020年

2023年
2024年



2021年から2024年は

めちゃくちゃ⼤事な時期なのです！



パラダイムシフト



⼟の時代 ➡ ⾵の時代

2020年末 約200年続いた
「⼟の時代」が終わりを告げ

「⾵の時代」への転換期が訪れる

パラダイムシフト



パラダイムシフト

その時代や分野において

当然のことと考えられていた認識や思想、
社会全体の価値観などが

⾰命的にもしくは劇的に変化すること



パラダイムシフト

■天動説から地動説 （地球は丸かった。）
■明治維新（⻄洋化・科学主義）
■産業⾰命（⼤量⽣産・⼤量消費）
■パソコンの普及 (データ/電⼦化、情報社会)
■⼈⼯知能(AI)の進化（労働⼒/働き⽅の変化）



社会的なパラダイムシフト

これまでの

常識、価値観、固定観念、ルール

の崩壊



コロナ禍におけるパラダイムシフト

▶オンライン化 ➡ ZOOMの常識化
▶通勤・通学のない世界 ➡ リモートワーク、学習
▶おうち時間の拡⼤ ➡ 家族との関わりの⾒直し
▶都市部 ➡ 地⽅へ
▶組織に属す ➡ 独⽴・起業
▶お⾦やモノ・地位や名声 ➡ 質のよい情報、価値観の合う⼈脈
▶修⾏、キャリア ➡ アイディア、独創性、オリジナリティー



個のパラダイムシフト

そのパラダイムシフトに備え、

私たちひとりひとりの

意識を変えていくべき時！



地球規模のパラダイムシフト

物やお⾦などに価値を置く
物質重視の価値観

地・⼟の時代
1802年〜2020年

資本主義経済
「⽬に⾒えないもの」
「物質ではないもの」

⾵の時代
2020年〜2219年

⼈類レベルで体験する時代の流れ



地球規模のパラダイムシフト

物やお⾦などに価値を置く
物質重視の価値観

地・⼟の時代
1802年〜2020年

資本主義経済
「⽬に⾒えないもの」
「物質ではないもの」

⾵の時代
2020年〜2219年

⼈類レベルで体験する時代の流れ

それって
なに？



「⾵の時代」は
⾒えないものに価値をおく時代



これまでの時代、
誰もが信じていた

常識、価値観、固定観念、ルール



これまでの時代の最⼤の常識

現実を体験して⼼が動く



これまでの時代の最⼤の常識

良いことが起こればハッピー💕

嫌なことが起これば嫌な気分💦



これまでの時代の最⼤の常識

〇〇が嫌な態度をとったから、
○○がこれをやらなかったから、、、

嬉しかった！ or ムカついた！



これまでの時代の最⼤の常識

休みが取れたら○○しよう。
お⾦があったらどこどこ⾏こう。

彼⽒ができたら、、、
あれがあったら、、、
これができたら、、、



これまでの時代の最⼤の常識

休みが取れたら○○しよう。
お⾦があったらどこどこ⾏こう。

彼⽒ができたら、、、
あれがあったら、、、
これができたら、、、



これまでの最⼤の常識

⾒えるもの と ⾒えないもの

現
実 ⼼



これからの常識は逆！

⾒えるもの と ⾒えないもの

現
実 ⼼



これからの時代の常識

ハッピーだから良いことが起こる💕

嫌な気分だから嫌なことが起こる💦



捉え⽅、解釈の仕⽅は無限通り！

⾒えるもの と ⾒えないもの

現
実 ⼼



これからの時代の常識

現実を体験して、
その現実をどう捉えるか、
どう解釈するかが個⼈に委ねられる



時代の流れ＝意識の変化

【所有：Having】
貧しさの中からの
物質的な豊かさの時代
国家・社会軸

【⾏為：Doing】
⽐較競争の価値観
勝ち負けの時代
他⼈軸

【存在：Being】
個々の存在価値
⾃他を肯定
⾃他を愛する

⾃然体・⾃分軸

参考：
⼼理学者ラバーテ提唱HDBモデル



時代の流れ

【所有：Having】

昭和
1926〜1989年

【⾏為：Doing】

平成
1989〜2019年

【存在：Being】

令和
2019〜

⼼理学者ラバーテ提唱HDBモデル

40代以降の私たちが
軽やかに転換するためには

明治1868年〜
⼤正1912年〜



「Be → Do → Have」 の法則

私たちの現実はこの順で創られている

•Be＝在り⽅
•Do＝⾏動
•Have＝結果



これまでは「Have → Do → Be 」

お⾦を稼げれば（Have＝結果）
好きなものが買えて（Do＝⾏動）
豊かな気持ちになる（Be=在り⽅）



これまでは「Have → Do → Be 」

夫婦の仲がよければ（Have＝結果）
夫が優しくなり（Do＝⾏動）
私に笑顔が増える（Be=在り⽅）



これからの常識は逆！

⾒えるもの と ⾒えないもの

現
実 ⼼



「Be → Do → Have」 の法則

①⾏動の源泉となる⾃分⾃⾝の在り⽅がある
（Be=在り⽅）

②それがエネルギーとなって⾏動する
（Do＝⾏動）

③その⾏動の積み重ねが結果となって現れる
（Have＝結果）



「Be → Do → Have」 の法則

⽇々感謝し豊かな気持ちで（Be=在り⽅）
買い物をするから（Do＝⾏動）
豊かな現実が⼿に⼊る（Have＝結果）



「Be → Do → Have」 の法則

私が笑顔で過ごし（Be=在り⽅）
毎⽇の暮らしを⼼地よく
夫に笑顔で接するから（Do＝⾏動）
夫婦の仲が良くなる（Have＝結果）



「Be → Do → Have」 の法則

もし欲しいものが幸せな⽣活ならば、、、

その幸せな⽣活を
⼿に⼊れている⾃分は
どんな在り⽅か？



「Be → Do → Have」 の法則

もし欲しいものが豊かな⽣活ならば、、、

その豊かさを⼿に⼊れ
てる⾃分は
どんな在り⽅か？



「Be → Do → Have」 の法則

⼿に⼊れたい現実を体験している
⾃分はどんな在り⽅か？

その在り⽅に近づくことで、
⼿に⼊れたい未来の現実を
潜在意識で創造していく！



⾒えないもの＝⼼の在り⽅
＝潜在意識を整えることが重要！



引き寄せの法則の原理・原則



引き寄せの法則



現実創造の仕組み



現実とは
⼼が映し出されたもの

現実創造の仕組み



現実とは
⼼が映し出されたもの

現実創造の仕組み

潜在意識



現実創造の仕組み



⼼の在り⽅の整え⽅

①過去の未完了の感情が
クリーニングされているか

②思い込みがどこまで
クリアリングされているか



⼼の在り⽅とは

①⾃⼰肯定感、⾃⼰受容感

②⾃⼰愛

③事象をどう捉えるか・解釈するか
中庸の⽬線を持つこと



クリーニング=感情

親との⼼理的な和解

＝幼少期に両親との関係の中で感じた
負の感情が、潜在意識（⾝体）に
未完了の感情エネルギーとして
残っている



クリアリング＝ビリーフ・思考パターン

親から受け継いだ古い価値観を
リセット・中庸化して
思考・感情、⾏動の新しい選択をする

＝「思い込み」が潜在意識に存在し、
それが「在り⽅」となる

















０~７歳



親をはじめとした

周りの⼤⼈たちから

起こる出来事から



否定されたり、⾮難されたり。

⼈と⽐べられて劣ってると感じたり。

恥ずかしい思いをしたり、悲しい思いをしたり、
孤独を感じたり、無⼒感を感じたり、罪悪感を感じたり、

不安で⼼配で怖い

⼩さな⼦どもの胸では処理できない感情



癒されていない感情を
抱いたままの「内なる⼦ども」

感じきれずに閉じ込めてしまった感情
抑圧した感情＝未完了の感情
封印した記憶

インナーチャイルド



私たちの内側に
傷ついたままの⼦どもがいる

この⼦どもの思考パターンが残っている

➡ビリーフ（思い込み、信じ込み、信念）

インナーチャイルド





まぁ絵が上⼿ねー

将来は絵描きさんに
なるかもしれないわね

もう天才！

お絵かき楽しそうねー

好きなことをどんどんやりなさい



うれしい❤
私は絵がうまい
絵描きさんになりたい！
私は好きなことをどんどんやろう！



いつまでそんなことやってるの

もうテーブル汚さないで

ほら、早く⽀度しなさい

お絵かきなんてしてないで
外で遊んでらっしゃい！

〇〇ちゃんのほうが
上⼿だったわね



かなしい、、、。
そっか、親の⾔うことを

聞かないと怒られるんだな。
そっか、好きなことをしてはいけないだな。
そっか、、、私は絵が下⼿なんだな。



8歳~14歳~21歳



▶正解はいつも外側にある
▶100点はどこか別の場所にある

▶⾃分は間違っている＝減点
▶⽐較されて優劣をつける

１００点症候群



容姿
〇⽬が⼤きい
〇⿐が⾼い
〇⾜が細い
〇痩せている

性別
〇男
〇⼥
×LGBT性格

〇社交的
〇明るい
〇穏やか

考え⽅
〇ポジティブ
〇前向き

⾏動
〇⻭を磨く
〇朝ごはんを⾷べる
〇⼈に迷惑をかけない
〇みんなと仲良くする
〇電⾞で席を譲る
〇歌や踊りがうまい



親の意⾒

先⽣の意⾒

兄弟の意
⾒

世間の意⾒

友だちの意⾒私



親の意⾒

先⽣の意⾒

兄弟の意
⾒

世間の意⾒
友だちの意⾒

受けいれてしまった
採⽤した意⾒



インナーボイスの正体



⾃分に対してそんな否定的な
ことをいうのは誰？？



エゴ
⾃我



エゴ＝⾃我

内なる⼥性性
VS

内なる男性性



エゴキンマン


