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前回のおさらい

2

なかなかいのちが 
花咲かないのはなぜ？

3
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否定するから！
4

ダメワールド
そのままでは 
自分は 
他人は 
世界は 

ダメになる！ジリ貧

尻すぼみ

お先真っ暗

下りの 
エスカレーター

死

欠乏 ない

5

究極の否定は

自己否定
「そのままの私ではダメ」

6
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多くの人は 
「そのままの自分」
「本当の自分」 
はとてもヤバイ 
ものだと 
信じている

7

私は××な 存在 だ 
コアビリーフ

する・やる・できる（行動と能力）がない、
いるだけの自分＝ 存在　 
ではダメだと言っている

8

ただいること 
ただここに在る私 

「存在」とは？

9
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すべての悩みの根本にあるものは 

自己否定 
自分の存在に ×つけている 

ただし、 
無意識（潜在意識）下で

10

苦しい

しんどい

生き辛いうまく 
いかない

自分が 
わからない

いつも 
傷つく

他人が 
こわい

無理 
我慢

責め葛藤

虚無感

罪悪感

無力感

悩み

劣等感

ストレス

自己 
否定

11

苦しい

しんどい

生き辛いうまく 
いかない

自分が 
わからない

いつも 
傷つく

無理 
我慢

責め葛藤

虚無感

罪悪感

無力感

悩み

劣等感

ストレス

自己 
否定
無意識 

自覚がない

他人が 
こわい

12
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自己否定の根源 
コアビリーフ

例：私・僕・自分は　←主語が自分 
・××だ ・××な存在だ　・××な人間だ 
・××される　〇〇してもらえない 

↑自分に対する低い見積もり、否定的な定義

13

コアビリーフ は「キャラ設定」

自分で 
「そういう人間」 
だと信じて 
そのつもりで 
生きている

14

コア ビリーフ

コーピング ビリーフ

そのままの私はダメな存在
だから
◯◯しないと！

態度・行動

そうならないために何する？

しなかったら？→ ダメになる！
◯◯しないと、××になる

しなきゃ！やらなきゃ！ 
こうでなきゃ！「ならないため」の行動

恐れへの対策

根源的な恐れ

恐れを動機とした行動

現実 しんどい・満たされない 嘘・無理

15
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コアビリーフを元にした 
３つのモード

強化
コア 
ビリーフ

回避

補償

無意識レベル 行動レベル
例：私はダメな存在

例：やっぱりダメだと実証する

例：ダメがバレないようにやらない

例：ダメを克服しようと 
　　　しゃかりきに努力する

16

ビリーフが現実を作る 
３つのモード

17

1. 強化モード

私は 
ダメな人間
コアビリーフ

きっと

出来事、結果、状況 
人の言葉、人の顔色

やっぱり

現実

仮説 実証

証拠

どうせ

18
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1. 強化モード

証拠をみつけて傷つき続ける人生
「やっぱり私はダメな人間」

19

2. 回避モード

やらない

挑戦なし・変化なし・見送って悪化

言わない

現実

関わらない

コアビリーフ

私は 
ダメな人間

20

2. 回避モード

危険を避けるだけの人生
「何もしなければダメにならない」

21
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3. 補償モード

私はダメな人間

成果が出ても、まだ不十分
現実

否認 否定

克服！ 闘う！ がんばる！

自分はそんな 
人じゃない

これでもか！

コアビリーフ
そんな人間じゃ 

ダメ！

22

3. 補償モード

終わりなきがんばりの人生
「ダメじゃなくなるようにがんばるのだ！」

23

ダメになる 
を避けるための 
努力が 

コーピングビリーフ

24
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そもそも 
存在そのものがダメだ 
という信じ込みが 
コアビリーフ

25

「どうダメなのか」 
のネタを 

かき集めているのが 
９種類のコアビリーフ

26

1. 私には欠陥がある 欠陥ビリーフ
2. 私は存在価値がない 無価値ビリーフ
3. 私は悪い人間だ 罪悪ビリーフ
4.私は被害を受ける 被害ビリーフ
5.私は見捨てられる 見捨てられビリーフ
6.私はもらえない 愛情失望ビリーフ
7.私は異質で孤立する 異質ビリーフ
8.私は無力だ 無力ビリーフ
9. 私はいない方がいい 存在否定ビリーフ

9つのコアビリーフ 
27

27



◎欠陥ビリーフとは
 
「自分は生まれつき欠陥がある、ダメな存在だ」
という信じこみです。

・私は人として欠けている 
・私はダメだ 
・私はまだまだ足りない 
・私にはとんでもない欠陥がある。
・・・ような気が、どうしてもしてしまいます。

28

◎欠陥ビリーフが入っていると 

・自分に欠陥がある理由を探す傾向があります。
・人のささいな言動に対しても 
「私が足りないからだ」と 
　自分を責めることが多いです。
・自分の実績を評価できず「まだまだ」と 
　頑張り続けます。

29

◎脱出のヒント
・「ないもの」ではなく「すでにあるもの」。 
「できていないこと」ではなく「できていること」 
に目を向けましょう。

・人の言動やまわりの出来事の理由を 
「自分の足りなさ」にすぐ結びつける癖に 
まずは気づきましょう。
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◎インナーチャイルドのイメージワーク

イメージで幼いころの自分を思い出し、 
「できなくてあたりまえだよ。 
あなたのせいじゃないよ。 
そのままで大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。

31

◎無価値ビリーフとは
 
「そのままの自分には価値がない」
という信じこみです。

 ・そのままの自分では存在価値がない 
 ・ありのままの自分では愛される価値がない 
 ・本当の自分は必要ない人間だ、 
 ・何もしなければ生きている意味がない
・・・ような気がどうしてもしてしまいます。

32

◎無価値ビリーフが入っていると 

・何か有用な行動をしなければと 
　力が入る傾向があります。
・役に立つことや人に尽くすことに 
　こだわりすぎて消耗します。
・人の評価や承認が得られないと、 
　焦りや恐怖に苛まれます。
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◎脱出のヒント
・「有用、効率、生産性」以外にも、 
見えない価値をいろいろなものに 
みつけてみましょう。

・何かすることを一旦やめて、 
ただボーッとする時間を過ごすことに 
慣れましょう。瞑想してみるのもよいでしょう。

34

◎インナーチャイルドのイメージワーク

イメージで幼いころの自分を思い出し、 
「いるだけでいいんだよ。 
あなたは大切な子だよ。 
そのままで大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。

35

◎罪悪ビリーフとは
 
「自分は悪くて罪深い存在だ」
という信じこみです。

・本当の私は
（心が醜い、性根が悪い、罪を背負った
汚れた、人を傷つけるような）人間だ
・・・のような気がどうしてもしてしまいます。
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◎罪悪ビリーフが入っていると 

・罪悪感や自責感を背負い込む傾向があります。
・心から喜んだり楽しんだりすることが 
　できません。
・苦労や不幸を呼び込んで、 
　いつも「大変だ」とがんばる人生が続きます。

37

◎脱出のヒント
・善悪をキッパリ分けすぎず、 
自分の中のネガティブなものにも 
「あっていい」と寛容になりましょう。

・親や家族、皆それぞれに自分の意思と選択で 
その人生を生きているので 
「ああ見えても大丈夫なのだ」 
と受け止めていきましょう。

38

◎インナーチャイルドのイメージワーク

イメージで幼いころの自分を思い出し 
「あなたのせいじゃないよ。 
あなたが悪いんじゃないよ。 
しかたがなかったんだよ。 
大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。
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◎被害ビリーフとは
 
「自分は攻撃される」
という信じこみです。

私は、攻撃される、傷つけられる、 
　裏切られる、拒絶される、 
　バカにされる、なめられる、 
　ひどいめにあう、理不尽な扱いを受ける 
・・・ような気がどうしてもしてしまいます。

40

◎被害ビリーフが入っていると

・人を疑い、警戒し、恐怖や怒りを 
　溜め込む傾向があります。
・自分を被害者側に置き、誰かを加害者として 
　責めて怒りにかられることが多いです。
・「やられる」「される」という恐れが強いので、 
　人を信じられず、いつも心は戦闘態勢になります。

41

◎脱出のヒント
・自分の内側には、誰にも汚されない力と尊厳が 
　あることをまずは自分が認めていきましょう。

・自分の繊細な本心や優しさなど、 
　あなたが「弱さ」と感じるものを自分で認めて、 
　それを大切な人に少しずつ分かち合って 
　みましょう。
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◎インナーチャイルドのイメージワーク

イメージで幼いころの自分を思い出し、 
「しんどかったね。悔しかったね。 
よくがんばったね。もう大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。

43

◎見捨てられビリーフとは
 
「自分は見捨てられる」
という信じこみです。

大切な人に私はいつか
見捨てられる、 
愛想を尽かされる、 
見放される、
置いていかれる
・・・ような気がどうしてもしてしまいます。

44

◎見捨てられビリーフが入っていると

・いつも不安で寂しがりやの傾向があります。
・今は問題がなくても「いつか捨てられる未来」 
を予測して悲観的になってしまいます。
・見捨てられたくないあまり、 
しがみついたり束縛したりして、 
かえって相手を重くさせることがあります。
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◎脱出のヒント
・わからない未来のことを決めつけず、 
今得ているものを十分に受け取り、 
喜びましょう。

・「こうならないために」ではなく 
「こうなりたいから」という動機で 
行動してみましょう。
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◎インナーチャイルドのイメージワーク 

イメージで幼いころの自分を思い出し、 
「寂しかったね。こわかったね。 
一緒にいるよ。もう大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。

47

◎愛情失望ビリーフとは
 
「自分は愛されない、わかってもらえない」 
という信じこみです。

どうせ私は 
愛してもらえない、受け入れてもらえない、
わかってもらえない、助けてもらえない、
守ってもらえない、支えてもらえない
・・・ような気がどうしてもしてしまいます。

48



◎愛情失望ビリーフが入っていると
・「どうせ」と拗ねていて、他人からの 
　愛情や支援を期待しない傾向があります。
・頼ったり甘えたりできず、なんでも自分で 
　やる人になります。良い意味で自立的ですが、 
　一人で抱え込みすぎて疲弊することがあります。
・恵まれているはずなのになぜか心が満たされない 
　という謎の虚しさを 
　感じていることがあります。

49

◎脱出のヒント
・本当は寂しい自分、本当は愛がほしい自分を 
認めてあげましょう。

・ちょっぴり「できない人」になって、 
人に頼んだりお願いしたりしてみましょう。
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◎インナーチャイルドのイメージワーク 

イメージで幼いころの自分を思い出し、 
「ほしいって言っていいんだよ。 
甘えてもいいんだよ。 
愛されてるから大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。
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◎異質ビリーフとは
 
「自分は人とは違う、異質で仲間外れだ」
という信じこみです。

・私は人とは異質だ。
・私には居場所がない。 
・私は仲間外れだ。
・普通になれない自分はおかしい。
・・・ような気がどうしてもしてしまいます。
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◎異質ビリーフが入っていると
・常に集団の周囲にいるか、 
　属そうとしない傾向があります。
・どこへ行っても「ここは私のいる場所じゃない」 
　と感じます。
・「普通のあの人たち」と「そうじゃない自分」 
　という位置付けをとって、 
　普通になれない自分への劣等感や、 
　反動の優越感などで揺れ動きます。
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◎脱出のヒント
・自分独特の感覚や考え方のおもしろさを 
　自分が認め、人と同じでなくてもいいと 
　OKしましょう。

・自分の感性に共感してくれる人も 
　必ずいることを信じて 
　自分を表現してみましょう。
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◎インナーチャイルドのイメージワーク 

イメージで幼いころの自分を思い出し、 
「間違ってないよ。 
あなたの感じ方でいいんだよ。 
お母さん（お父さん）と違っていても 
大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。
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◎無力ビリーフとは
 
「自分は無力だ」
という信じこみです。

・私は無力だ。 
・私はできないから無理。 
・私は一人では生きていけない。 
・私には（動かす力、決める力、 
　やれる力、自分で生きる力）がない
・・・ような気がどうしてもしてしまいます。
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◎無力ビリーフが入っていると
・自分で意思決定や行動ができず、 
　人に頼る傾向があります。
・やりたいことや望むことがあっても、 
　無理だと感じて行動できません。
・自分の感覚や力を信じられないので、 
　確かそうな他人や権威や組織などを 
　拠り所にしがちです。
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◎脱出のヒント
・小さな目標を立てる→やってみる→できた！ 
　と喜ぶ
　というサイクルを回して 
　「自分もできる」という実感を積み重ねましょう。

・怖くてもやってみる、言ってみる、動いてみる 
　という「チャレンジの練習」のつもりで 
　一歩出てみましょう。
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◎インナーチャイルドのイメージワーク 

イメージで幼いころの自分を思い出し、 
「自分でやっていいんだよ。 
できてもいいんだよ。 
力を持っても大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。
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◎存在否定ビリーフとは
 
「自分はいない方がいい」
という信じこみです。

・私は生まれてこない方がよかった。 
・私はここにいてはいけない。 
・私がいなければ迷惑をかけない。
・・・ような気がどうしてもしてしまいます。
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◎存在否定ビリーフが入っていると

・生きること自体が辛く、 
　エネルギーが衰弱する傾向があります。
・何に対してもやる気がおきず、 
　生きている意味がわからなくなります。
・生きる実感に乏しく、消えたい、 
　いなくなりたい思いにさいなまれます。
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◎脱出のヒント
・そうは言っても今も生きているということは、 
宇宙が「いていい」と言っているのだと 
思ってみましょう。

・あなたのことを「いるだけでいい」と 
言ったり思ったりしてくれた人は 
これまで一人もいないか、思い出してみましょう。
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◎インナーチャイルドのイメージワーク

イメージで幼いころの自分を思い出し、 
「いていいんだよ。 
生まれてきてよかったんだよ。 
あなたのせいじゃないから大丈夫だよ。」 
と言ってあげましょう。
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ビリーフは自分ではない 
自分の中に「入って」いるもの
そのままじゃ 
ダメー！
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入っただけなので 
気づけば取り出せる

あれ、 
大丈夫だった！

信じるのをやめる、手放す、離れる、よける
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ビリーフは 
思い込み・幻想・呪い・染脳

「コアビリーフのリセット」とは 
「自分そうじゃなかった！」 
と誤解に気がつくこと
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コアビリーフが変わるということは
・自己定義が変わる 

・自分の「つもり」が変わる 
・人と世界の見え方が変わる 
・行動の「原動力」が変わる 
・体験する出来事が変わる 

・人生が変わる
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「本当の自分」のこと 
どんな存在だと思っていますか？
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