
 

自分を愛する実践！ 
6つの魔法のワークブック

こんにちは♡ 
ビジョン心理学リレーションシップセラピストの東美栄です。 

これは、 

「自分を愛する」という感覚を体験しながら学んでいくための 
魔法のワークブック✨  

私自身が心理学・スピリチュアルを長年学び 
実践した中から、 

”実際に効果を感じたもの”だけを厳選して詰め込みました。 

ぜひ、「自分のための時間」としてしっかりお時間を確保し、 

素敵なカフェなどの”心地良い空間”で行ってみてくださいね♡ 



 

- はじめる前に…☆ （P.３） 

- 【ワーク１】どれだけ自分を愛してる？自己愛診断ワーク（P.４） 

- 【ワーク２】インナーチャイルドの声を聞くワーク（P.５） 
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- プロフィール・活動紹介（P.14-15） 

 

あなたのためだけの、 
素敵な時間となりますように…♡ 
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【 はじめる前に…☆ 】 

● このワークをやる上で、知っておきたい”原則”があります。 

それは、『他人は自分を映し出す鏡』だということ。 

あなたが普段抑圧してしまって、気づくことができない”自分の一部”を、他人はそ
の言動をもって見せてくれています。 

特に、パートナーや彼氏彼女、家族や親友など、あなたにとって”近い人”は、あな
たをよく映し出してくれるクリアな鏡。 

なので、このワークではよりあなたの本心に気づくために、「パートナー/大事な
人」を使っていきます。 

以下ワーク内では、”パートナー”と表現するので、ご自身の中であなたに”近い人”
を思い浮かべて行ってみてくださいね。 

● もう一つ、お伝えしておきたいこと。 

それは、ワークの間に出てきた自分の答えや気持ち、直感を信頼してほしいという
こと。 

例えば、「パートナーの嫌いなところを３つ挙げてください」というワークがあっ
たときに、 

「こんなことを思ったらわたしは悪い人になってしまうからダメだ」とか、 

「こんなひどい思いを抱いてはダメだ」という風に、あなたの気持ちを否定する必
要はないということです。 

あなたが素直に感じたこと、はじめに思い浮かんだことこそが、あなたの本心。 

この時間だけは、本心を出すことを自分に許してあげましょう。 
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＊ワーク１＊ 
どれだけ自分を愛してる？自己愛診断ワーク

あなたは、どれだけ自分のことを愛していますか？ 
そんなこと考えたこともない！という方も、きっと多いのではないでしょうか。 

このワークでは、心理学の法則を使って、 
「自分がどれだけ自分を愛しているか」 

を診断していきます。 

直感で答えてくださいね。

Q1, あなたはパートナーや家族などの「大事な人」に、どれくらい愛されていると思
いますか？「100％」が”どんな私も完全に愛してくれる”と信頼している状態だとす
ると、それは「何パーセント」ですか？

A1,  

                                                                                      

さぁ、何パーセントと書きましたか？ 

実はそれは、そっくりそのまま 
【あなたがどれだけ自分を愛しているか】を表しています✨  

これは、心理学の法則の1つ、 
『他人からどう扱われるかは、自分が自分をどう扱っているかを映し出す』 

という原則から生まれています。 

「他人からとても愛されている」と感じる人は、 
気づいていてもいなくても自分のことをとても愛している人。 

そうでない結果になっても…大丈夫。 
これから一緒に自己愛を高めていきましょう♡
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＊ワーク2＊ 
インナーチャイルドの声を聞くワーク

「インナーチャイルド」とは、あなたの中にいる 
もう一人の”子供のあなた”のこと。 

どんなに立派な大人になっても、 
インナーチャイルドの声こそがあなたの本音です。 

自分を愛するということは、 
インナーチャイルドを抱きしめ大事にするということ。 

ここで、あなたのインナーチャイルドからのメッセージを受け取りましょう。 

Q2, あなたは、パートナーや家族などの「大事な人」に対して、どんな”不満や文句”
をもっていますか？３つ書いてみてください。 

そしてそれぞれに、”あなたが感じていること”も書いてください。あなたはそれに対
して、本当はどんなことを感じているのでしょう？自分と向き合ってみてください。 

例：いつも仕事仕事って！少しは家のことも考えてよ！（不満・文句） 
➡寂しい、愛されていない気がする、頑張りを認めてほしい（感じていること）

A2,  
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ここで書き出したものは、 
実は「インナーチャイルドからあなたへのメッセージ」✨  

私たちは普段、 
インナーチャイルドの声に耳を傾けることはほとんどありません。 

なので、インナーチャイルドは 
自分のメッセージに気づいてもらうために、 

それを「他人への不満」としてあなたにお知らせしてきます。 

「不満・文句」と「感じていること」の2つを書き出していただきましたが、 
大事なのは「感じていること」✨  

寂しい、かまってほしい 
もっと私を大事にしてほしい 
もっと愛してほしい 
尊重してほしい 

頑張っているのを認めてほしい… 

それこそが、あなたのインナーチャイルドのからのメッセージ。 

もし目の前に小さな子供がいて、 
”それ”を訴えていたら、あなたはその子に何をしてあげますか？ 

それをあなた自身が、”自分に”してあげましょう。 

「寂しい、かまってほしい」と言っているなら、 
自分だけの時間を作って、存分に好きなことをしてあげましょう。 

「頑張りを認めてほしい」と言っているなら、 
今まで頑張ってきた過去を振り返り、大げさなくらいに褒めてあげてください。 

インナーチャイルドの声を聞き、 
それを満たしてあげることが、 

自分を抱きしめ大事にしてあげることになりますよ♡
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＊ワーク3＊ 
ありのままの自分を受け入れ、 
自己愛を高めるワーク

「こんな自分は好きだけど、こんな自分は許せない！」 

それは、”条件付きの愛”であり本当の愛とは違います。 

本当に自分を愛している人は、 
「自分の嫌いなところも受け入れる」ことができる人。 

自分の苦手や失敗を、 
”かわいいね”と笑ってあげたり、 

”そんな私でもいいよ”と言ってあげられること。 

それが”無条件の愛”であり、 
あなたの自己愛を揺るぎないものにしてくれます。 

Q3, 自分の嫌いなところを２つ書いてください。 
そして、それぞれに対して、「そんなわたしも許してあげる」と10回唱えましょう。 

例：「人付き合いが不器用。そんなわたしも許してあげる。」×10回唱える 

A3,  

                                                                                      

「他人は自分を映し出す鏡」。 

自分の嫌いなところを許し受け入れることで、 

他人の苦手やネガティブ面も許して、 
多めにみてあげることができるようになります。 

「許し」によって、自己愛が高まるだけでなく、 
人間関係もスムーズで穏やかになっていきますよ✨
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＊ワーク4＊ 
あなたの隠れた素晴らしさを 

発見するワーク

自分の”魅力や素敵なところ”というのは、 
なかなか自分では自覚しづらいものですよね。 

ここでは、あなたの中に隠れている 
あなたの魅力や素晴らしさ、才能を発見していきましょう。 

A4,  

                                                                                      

Q4, あなたのパートナーの尊敬できるところ、素敵だなと思うところをできる限り書い
てみましょう。パートナーがいない方は、”尊敬できる人”を１人あげて、その人のどこ
が尊敬できるのか書いてみましょう。 

例：人を思いやれるところ、自分を信じて突き進むところ…etc. 
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もう何度もお話ししましたが、 

「他人は自分を映し出す鏡」✨  

ここで書き出したたくさんの”魅力・素敵なところ”は、 
実は全てあなたのものでもあります。 

「確かにそうかも！」と思う部分は、 
そんな自分を思いっきり喜び誇りに思ってください。 

「私にそんなところはない…」と思うのなら、 

それはあなたが過去に傷ついた体験をして、 
その「魅力」を投げ捨ててしまった部分。 

または、今はまだあなたの中に眠っていて、 
いつか花開く「素質」の場合もあります。 

そういう時は、 

彼らの魅力を認めて祝福し、 
「素晴らしいね！」と心から一緒に喜ぶことで、 

あなたに秘められた同じ魅力が、 
どんどんと花開いていきますよ♡ 
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＊ワーク5＊ 
自分を応援しエールを送るワーク

自分を心から応援したことはありますか？ 

あなたは毎日、一生懸命生きています。 
何をしていてもしていなくても、 

毎日自分なりに精一杯生きているんです。 

あなた自身が、そんなあなたの一番の親友となり、 
一番の応援者となりましょう。 

A5,  

                                                                                      

Q5, あなたのパートナーは今、あなたにどんな応援を求めているでしょうか？あなたの
どんな助けを必要としていますか？パートナーがいない方は、近い友人や兄妹を思い浮
かべてみてください。 

例：成功を心から信じてあげる、弱さを受け入れてあげる…etc. 

これは、「あなたが自分に求めていること」を表します。 

「成功を信じる」とかいたなら、 
あなた自身の成功をあなたが心から信じてあげること。 

それをしてあげることが、 
あなたを最も力づけてくれるエールとなります。 

今日から、自分にそのエールを与え続けてあげましょう。



11

＊ワーク6＊ 
自分に愛のプレゼントを贈るワーク

なんでもない日に、自分にプレゼントを贈る。 

”最愛の自分へ。いつもそばで応援し、愛しています” 
そんなメッセージを添えて。 

自分に愛を表現してあげる、 
そんな新しい愛の習慣をはじめましょう。 

A6,  

                                                                                      

Q6,今あなたが、”誰かにされたらうれしこと”はなんですか？想像力を働かせて、出来
るだけたくさん、自由に書いてみましょう。 

例：お花をプレゼントされること、美味しいレストランでご馳走してもらうこと…etc. 
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自分を愛するとっておきの”愛のルール”。 

それは、 

「人にされて嬉しいことを自分にしてあげる。 
人にされて嫌なことは自分にしない。」 

ということ✨  

今のあなたはどうでしょうか？ 
もしかすると、逆のことをしているかもしれませんね。 

人から責められたら嫌なのに、 
自分のことを散々に責めていたり。 

人からお花をもらったらとっても嬉しいのに、 
自分ではお花を買わなかったり…。 

今日からは、今書き出したものを少しずつでいいので、 
自分にプレゼントとして贈ってあげましょう。 

高価なものや何かを「買えばいい」という事とは違います。 

大事になのは「自分のために」と思いを込めて贈ること。 

そして、 
それをたっぷりと堪能して味わうこと。 

プレゼントがうまくいった時は、 
自分に対して「ありがとう」と感謝が湧き上がってきます。 

自分との仲を深める新しい習慣として、 
取り入れてみてくださいね♡ 
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おつかれさまでした…♡ 

6つの魔法のワークをやってみて、 
どんな気づきがあったでしょうか？ 

少しでも、「自分を愛するってこういうことかな？」 
と感覚を感じていただければとても嬉しいです。 

この6つの魔法のワークを「自分を愛する実践」として、 
ぜひ”日常生活”で何度もやってみてください。 

少しずつ感覚も変わってきて、 
どんどん自分への愛が深まっていくのが感じられるはずです。 

あなたの自己愛が深まり、 
幸せで心満たされる人生へとシフトすることを願って… 

愛を込めて。 

ビジョン心理学リレーションシップセラピスト　東美栄



ブログやInstagramでも、 
「自分を愛し満たされて生きる」ためのヒントをたっぷり更新中♡ 

 
＊＊＊ 

★ビジョン心理学個人セッションモニター 

スピチュアルと心理学が融合した「ビジョン心理学」を
ベースにしたセッション。 

心の成長段階を目に見える図にした「三角形モデル」を
使い、あなたの「現在地（問題）」と「抜け道（解決
法）」を潜在意識レベルから明確にしていきます。 

【 モニター価格 2,500円/60分 】※通常5,000円/60分 

➡お申し込み、詳細はこちらから 

★公式ブログ『スピ＊LIFE』 

スピリチュアルと心理学をベースに、「自分を愛する方法・自分らしく生きるヒント」をたっぷ
り配信中！ 

記事の一部をご紹介… 

●『自分を愛する感覚がわからない人へ』 
●『自分を愛する実践！基礎編①大事な人にするように』 
●『自分を愛する実践！基礎編②お姫様ごっこ』 
●『自分を愛し大事にすると起こる３つの変化』 
●『自己肯定感を上げる簡単すぎる練習方法』 

などなど、まだまだこれからのたくさん更新していく予定ですので、お見逃しなく♡ 

★公式Instagram 

自分らしく生きるための”一言心理学”と”今日のカードメッセージ”を配信中！ 
➡ https://www.instagram.com/mieazuma/ 
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https://remember-universe.xyz/session/
https://remember-universe.xyz
https://remember-universe.xyz/2019/05/16/feeling-of-selflove/
https://remember-universe.xyz/2019/05/18/basic-1/
https://remember-universe.xyz/2019/05/20/basic-2/
https://remember-universe.xyz/2019/06/20/3-changes/
https://remember-universe.xyz/2019/05/23/practice-for-selfconfidence/
https://www.instagram.com/mieazuma/


【 プロフィール 】 

東 美栄（あずま みえ） 

ビジョン心理学リレーションシップセラピスト。 
1994年6月25日生まれ。北海道札幌市在住。 

幼少期から親の重度のうつ病、自身の精神疾患と不登校を経験。自分が大嫌いで、人と比較して
は自分を責める日々を送る。 

大学時代、あるメンターとの出会いをきっかけに、「自分を愛する」新しい生き方を模索し始め
る。 

その後、スピリチュアルと心理学が融合した「ビジョン心理学」に出会い、心の仕組みと癒しを
学び、自分自身も大きく癒される体験をする。 

また、生活の中で自分を愛し大事にすることを実践し、「自分に生まれて幸せだ」と思うように
なったことで人生が大きく好転。 

現在は、ビジョン心理学リレーションシップセラピストとして、幼少期から夢だった心を扱う仕事
をライフワークとし、個人セッションやイベント/ブログ/SNSを通して、「自分を愛し満たされて
生きる」人を増やす活動を精力的に行っている。 
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