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【著作権】

このレポートの著作権は著者に属します。

このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。

著作権等違反の行為を行った時は関係法規に基づき

損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず

法的手段による解決を行う場合があります。

【免責事項】

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、

不正確な情報等がありましても、著者は一切の責任を負わないことを

ご了承願います。

このレポートを利用することにより生じた、いかなる結果につきましても

著者は一切の責任を負わないことをご了承願います。
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■はじめに

はじめまして、金悟空です。

このレポートは、

少しでも多くの人に自信をもってもらいたい、

もっと楽しくてワクワクするようなことを味わってもらいたい

そして、夢を叶えて自由で幸せで裕福な生活を送っていただきたい

といった気持ちで作りました。

今回は、私自身が心の悩みを癒し、

そして自信や希望を取り戻した方法の一つを

ご紹介していきたいと思います。

心の傷を癒すことによって自信を取り戻し、

コミュニケーション上手になり、人間関係を改善させ、

セルフイメージも向上させて、自己肯定感を高めて、

自分を許すことができるようになります。

このレポートによって

あなたも自分に自信を持ち、自分の決断に自信を持ち、

成功体質になって、楽しい人生を送ることができるようになれるよう

少しでもあなたのお役に立つことができれば光栄です。
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■第一章　成功できない理由とは？

このレポートのタイトルでもお伝えしていますが

なぜ過去の心の痛みが成功できない理由となるのでしょうか？

ここでは、まずその理由について簡単にお話したいと思います。

例えば、あなたはこのようなことで

悩んでいるようなことはありませんか？

1. すぐに怒りっぽい。

2. いつもイライラしている。

3. 他人のちょっとした言葉が気になって

4. いつまでもクヨクヨしたり憎んだりしてしまう。

5. 人をなかなか許すことができない。

6. 断るのが苦手で思っていることをはっきり伝えられない。

7. なにかと我慢することが多い。

8. 「私なんかどうせ・・・」とすぐ思う癖がある

9. 自分はだめな人間だと思っている。

10. いつも失敗ばかり繰り返してしまう。

11.子育てに自信がない。

12. 人を愛せない 。愛されるに値しない。

13.恋愛など、つい束縛し過ぎてしまう。

14. 見捨てられることを非常に恐れている。

15.失恋したり、人に去っていかれて

自暴自棄になったり自殺を考えたことがある。

16. 人を信じることができない

17. 人間関係に悩みがある。

18. 無気力で人生を楽しむことができない

19. いつも孤独感や無力感を感じている。

20. 自分で何もきめられない

21.プラス思考をしようとしても、

どうしてもマイナス思考になってしまう。
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このような悩みを持っている人は

あなたが幼い頃に親からの愛情不足などによって

負ってしまった心の傷が悪影響を

及ぼしてしまっているかも知れません。

その悪影響によって、ネガティブ思考となってしまい、

成功への大きな壁となってしまっているのです。

それは、「インナーチャイルド」と呼ばれる

あなたの「心の中にいる子ども」が傷ついて

未熟なまま癒されていない可能性があります。

幼いころに愛情不足で育った場合、心のどこかに

いつまでも不安を抱えた状態となってしまいます。

その不安感によって、自信を失ったり

劣等感や無力感を感じるようになってしまったり

はたまた、愛情を求めるあまり

嫉妬やイライラといった感情が抑えきれないといった

ことが多くなってしまいます。

そんな傷ついたインナーチャイルドを癒すことによって

今まで情けなくて許せなかった自分を

心から許すことができるようになって

愛情を感じられるようになり

自信が取り戻せるようになり
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そして、ポジティブになって成功するまで

チャレンジし続けられるようになるでしょう。

これが、成功体質になるということです。

ですから、この無料レポートでは成功体質になるためにも

傷ついたインナーチャイルドを癒す方法を

ご紹介したいと思います。
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■第２章　傷ついたインナーチャイルドとは？

インナーチャイルドについて

もう少し詳しくお話いたします。

傷ついたインナーチャイルドとは

子供のころに体験した心の痛みや辛い経験、記憶などによって傷つき

成長を止めてしまった、あなたの心の中の一部分

パーソナリティを指します。

幼いときから親から十分な愛情を与えられて

育った環境であればインナーチャイルドも安心して

成長することができます。

そして、成長したインナーチャイルドは

愛されている、認められているなどといった安心感から

自信を持つことができ、何事にも前向きに

ポジティブにチャレンジすることができます。

 わたしならきっとできる

 わたしは愛されている

 わたしは成功することができる

などといったセルフイメージを持ちながら

成長することができるのです。

しかし、愛情に乏しく育てられた場合

もしくは愛情を感じられずに育ってきた場合、
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インナーチャイルドは十分に育つことがなく

 愛されていない

 認められていない

 きっと私では無理なんだ

などといった低いセルフイメージを

抱いてしまうことになってしまっているのです。

その原因の一つは今まで育ってきた家庭環境や

親との確執などによって、親から愛されていないと感じていた

親などからの教えを間違って受け取っていたことなどがあげられます。

また、原因となるのは何も親からの影響だけではないでしょう。

幼いときに受けたイジメであったり

周りの人から受けた傷ついた一言だったり

自分自身に関する何かしらのコンプレックスだったり

様々な原因によってインナーチャイルドが

傷ついてしまっていることがあるかと思います。

それが心の痛みとして様々な悪影響を

与えてしまっているのです。

しかし、そんな心が病んでいるときには

その原因を隠していては癒したことにはなりません。
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嫌な過去だとしても、しっかりと受け入れることによって

心の痛みを癒すことができます。

ただ単純に嫌な過去を受け入れるといっても

その方法が分からなければ受け入れようがありません。

しかも、簡単に受け入れられるようなら

とっくに受け入れているよという方もいらっしゃるでしょう。

そんな嫌な過去・辛い過去だからこそ

受け入れられずに苦しんでいるんだという

考えもあることでしょう。

しかし、そんな辛い過去も受け入れられて、

心を癒せる方法をご紹介いたします。
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■第３章　傷ついたインナーチャイルドを癒す方法

まず、紙とペンを用意します。

準備ができましたら、今の自分から過去の自分へ 

過去の自分から今の自分へ手紙を書いてみましょう。

これは心理療法のひとつで、

幼かった当時の自分とのコミュニケ

ーションをとることによって過去の

心の痛みを癒す方法です。

辛かった過去や心の痛みというのは、

どうしても思い出したくないこととして

心の奥底へ隠してしまいこんでしまうものです。

しかし、隠し続けていることによって

抑圧されているという感情が心の中に溜まっている結果、

心の痛みという形で心に残ってしまいます。

それが原因で無気力になってしまったり、劣等感に悩まれたりなどと

ネガティブ思考になってしまい失敗を繰り返して

人生をつまらないものへと変えてしまっているのです。

これ以上、悪影響を引きずらないためにも

そして、人生をポジティブなものに変えるためにも

過去の自分に手紙を書き、傷ついた当時の自分を癒しましょう。  
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この癒しの方法によって、過去の自分の立場を振り返り、

そして、今現在の自分に手紙を書くことによって

過去の感情を再体験し受け入れられるようになります。 

この方法は、ごく幼いときの心の痛みに効果的です。

幼ければ幼いほど、受けた心の傷というものは

残りやすいものです。

今現在、つらい思いをしている人や

劣等感や無力感などの心の痛みの原因が良く分からない人は、

ひょっとしたら幼い頃に悲しい体験をしていた

可能性があるかもしれません。

この機会に、傷ついたインナーチャイルドを

癒してみてはいかがでしょうか？

それでは、手紙の書き方をご紹介いたします。
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☆今の自分から過去の自分へ手紙を書くとき☆

今のあなたが、過去の自分を養子に取りたい、

もしくは、過去の自分を「我が子として育てている」と

イメージして手紙を書きましょう。

過去の自分に対して、愛情を注ぐようなことを

手紙のメッセージとして伝えていきましょう。

 「大切にしていること」

 「認めてあげること」

 「愛していること」

そして、

 「とても辛い思いをしていたんだね」

 「何も悪くないんだよ」

 「よく我慢してきたね」など

などのほかにも、あなた自身が求めている言葉を

過去の自分に対して伝えていきましょう。

あなたの赤ちゃんに対して

この世に生まれたことを歓迎する言葉を

語りかけてあげましょう。

そして、手紙を書き終えたら

声に出して読んでみるといいでしょう。
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きっと、様々な思いがこみ上げてくるかも知れません。

そのときの感情をそのまま感じることがとても大切です。 
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☆過去の自分から今の自分へ手紙を書くとき☆

次に今度は、過去のあなた（幼い時の自分）から

今の自分への手紙を書いてみましょう。

このとき、利き手とは逆の手で書くことがポイントです。  

 

実は、利き手ではないほうの手で書くことによって

難しいことを考えずに子どものようにシンプルで率直な気持ちを

書けるようになるでしょう。

この手紙も書き終わったら、

声に出して読んでみるとよいでしょう。

今までずっと我慢していた気持ちや感情に

改めて気付くことができるかもしれません。

このときに感じた感情を大切にし

「我が子」を愛することによって

少しずつインナーチャイルドが癒されることでしょう。

--------------------------------------------------------

以上が、傷ついたインナーチャイルドを

癒す方法でした。

15

Copyright (C)2008 kingoku all right reserved



成功できない理由は過去の心の痛みが原因だった!?

あなたの心の傷を癒して成功体質になる方法（レター編）

インナーチャイルドが癒されてくると

自分に対して優しくなれるだけでなく

自分らしく人生を送ることに自信が出てくるでしょう。

否定的に考えていたことも

プラスに考えられるようになってきます。

そうなると、希望や願望も芽生えてくるようになりますし

その願望を達成するまで、簡単に諦めることがなくなり

いずれ願望が達成されるようになっていくでしょう。

あなたも「内なる子ども」と語り合って心を癒し

自信と幸せを取り戻してはいかがでしょうか？
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■第４章　mixiで見つけた心を癒す言葉

傷ついたインナーチャイルドは

時として、自分自身を許すことができずに

「どうせダメなんだ」と思いがちです。

そこで「自分を許す」ことができるようになるためにも、

次の言葉をご紹介いたします。

Mixi「幸せはいつも自分の心が決める トピック」より引用しています。

--------------------------------------------------------

《　許すということ　》

～学びに至らなかった問題は再び起こる～ 

とよく言われます。 

他人をゆるせないとき、 

それは今まで目を背けてきた

あなた自身を見ているときかもしれません。 

あなたが親・兄弟・過去の恋人・友達、

またはそのほかの大切な関係で、学ぶべきレッスンを完了していないと、

それは現在のあなたの人間関係を邪魔することになります。 

現在の関係を癒すことによって、

そのレッスンをいま学ぶことができます。 
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すると過去の関係を別の視点から見ることができ、

癒すことが可能になります。 

現在の成熟した視点から過去の状況を理解し、

その問題を手放しましょう。 

過去の亡霊が退散したとき、当時のしあわせな時間と

祝福があなたを力づけてくれます。

あなたは相手と自分自身を裁くのをやめるだけで、幸せになれます。 

愛とゆるしは奇跡をもたらすからです 

あなたを幸せにできるのは、あなただけです 

私達は人間ですから、どうしてもみにくい感情を

抱いてしまうことはあります。 

まず、そういう自分の弱さを認め、

受け入れてあげなくてはなりません。 

許すことは、甘やかすこととは異なります。 

むしろ、現実を受け入れず、自分の感情を

押し殺してごまかすことのほうが、

自分を甘やかしていることになるのです。 
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ゆるしとは、「その人のとったひどい行動を許す」という意味ではなく、 

「その人の行動で 傷ついた心や執着を手放す」という意味です。 

そうすれば あなたは安らぎと自由を得ることができます。 

人をゆるせない人は、まだ 他人の支配下にある人です。 

でも、もしゆるせないとしても、無理せず 

「ゆるせない自分をゆるす」と

深呼吸しながら宣言してみてください。 

「ゆるす」とは、「ゆるむ」ことであり、

リラックス状態があなたの心を軽くしていきます。　
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■最後に

いかがでしたでしょうか？

少しでも心の傷が癒せて、自信が取り戻せましたでしょうか？

もし、このような方法だけでは

充分に心の痛みが取り除けないようでしたら

セラピストによる専門的なセラピーも

ご検討されてみてはいかがでしょうか？

または、こちらのように自宅で行えるセラピー方法もありますので

ご参考にされてみてはいかがでしょうか？

★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆

あなたの中にいる傷ついた子供を癒す

～インナーチャイルドヒーリング～

★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆

わたし自身、このe-bookを活用して

心を癒して自信を取り戻すことができました。

あなたも自信を取り戻して新たな目標に向かってチャレンジし

明るく楽しく幸せな人生を歩んでいってほしいと願っています。

心より応援いたします。
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【金悟空】無料レポートをご紹介いたします。

毎日たった30 分タダで●●をするだけで

誰でも無意識にお金持ちになれる方法

誰もが持っている潜在能力をフル活動させて夢を叶える12 の秘訣

⇒　http://xam.jp/get.php?R=6885

これからも夢を叶えようと頑張っているあなたを

心より応援いたします。

少しでも、多くの人に希望と

夢を叶えるチャンスを分け与えられたらと思っています。
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最後の最後に、

セラピスト：ウェイン・マーラーの言葉を

引用させていただきます。

★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★

「子供のことに傷ついた人には、特別の強さや、深い知恵や、

　素晴らしい創造性や洞察力が必ず見られる」

「心の奥深い場所に-------いわば傷の下に-------

　深い精神的な活力が、静かな知恵が、

　真善美を見分ける能力が潜んでいるのだ。」

★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★:*:☆★

もし今回のレポートを気に入っていただけましたら、

下記の URL からメールマガジンも購読していただけたら幸いです。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

感謝しています。

著者：金悟空（吉田 悟）

お問い合わせ

s.yoshida11@gmail.com

ブログ：http://kingoku.livedoor.biz/

メルマガ：http://www.mag2.com/m/0000259619.html

22

Copyright (C)2008 kingoku all right reserved

http://www.mag2.com/m/0000259619.html
http://kingoku.livedoor.biz/
mailto:s.yoshida11@gmail.com

	■はじめに
	■第一章　成功できない理由とは？
	■第２章　傷ついたインナーチャイルドとは？
	■第３章　傷ついたインナーチャイルドを癒す方法
	■第４章　mixiで見つけた心を癒す言葉
	■最後に

