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前書き 
 
本書は無料のガイドブックです。もし、あなたがこのガイドブック

にお金を払ったとすれば、騙されているかもしれません。このガイ

ドブックは、出来るだけわかりやすく、シンプルに作りました。本

書のステップに従うことで、あなたのシャドウワークの旅が始まり

ます。 

 
シャドウワークを行うには、様々な方法があります。本書には、私

自身が実践しているもののみ紹介しています。本物であり続けるこ

とが大事なので、紹介したことを実践するのでなく、自分で実践し

ていることを紹介しています。 

 
私は医学の学位や、精神科医、心理学者、セラピストの資格は保有

しておりません。このガイドでは、カール・G・ユング博士のアー

キタイプ、エナンチオドロミア、ドリームワークは扱っておりませ

ん。 

 
2020年12月、このガイドブックを書かなければいけないと思い立ちま

した。あなたのお役に立てることを心より祈っています。あなたは

愛されています。あなたには価値があります。あなたはあなたであ

るだけで十分です。あなたは美しい。 

 
愛と祝福を込めて！ 

ゾン・ジャン a.k.a. インナープラクティショナー 
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シャドウワークとは？ 
 
シャドウワークとは、自分の無意識の部分を特定し、理解し、統合

していくプロセスのことです。自分の無意識の部分は「シャドウセ

ルフ（影の自分）」と呼ばれています。あなたのシャドウセルフは、

闇ではなく、無意識の部分です。シャドウセルフには沢山の影があ

ります。 

 
シャドウワークは、とても恥ずかしく、不快で、苦痛に感じること

があります。これは一生をかけたプロセスです。ご自身の時間やス

ケジュールに合わせて行ってください。特定のシャドウに合わせて

シャドウワークを行うことが簡単で早い場合がありますが、何層に

も深く重なったシャドウにより、同じシャドウでも長い時間がかか

る場合もあります。 
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シャドウワークを行うメリット 
 

1. 創造性の向上 

2. より良い健康 

3. 生命エネルギーのより良い流れ 

4. 自己認識の向上 

5. 感情成熟度の発達 

6. より自由になり、気付きや満たされた感覚を得る 

7. 自分自身や他人とのより良い関係性 

8. 自分自身や他人に対しての、より深い理解、愛、そして思いや

りを持てる 

9. その他
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シャドウワークを行わないことで 

起こり得る影響 

 
1. つきまとう不安感 

2. 他人に対する激しい批判 

3. 未成熟な感情 

4. エネルギーや情熱の不足 

5. 絶え間ない疎外感 

6. 操作的でうさんくさい印象を持たれる 

7. 噛み合わない人間関係や仕事 

8. 自分自身や他人との繋がり辛さ 

9. その他 
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シャドウ的思考の例 

シャドウから発動する思考は沢山あります。 

下記のようなものが例です。 

「男が嫌い」 

「女が嫌い」 

「自分が愛されることはない」 

「他人を利用することが好き」 

「被害者ぶることが好き」 

「男は弱いと思う」 

「女は弱いと思う」 

「彼女より自分の方が優れている」 

「彼より自分の方が劣っている」 

「賢そうに振る舞わなければいけない」 

「弱い奴らは死んでしまえばいい」 

「無邪気なフリをすることが好き」 

「他人の心で遊ぶのが好き」 

「悪いことをしても、咎められずに逃げるのが好き」 

「IQの低い人間は子供を持つべきでない」 

「優れている自分はもっとお金をもらうべきだ」 

「自分がして欲しいことを他人にさせるのが好き」 

「他人を喜ばせないと自分の気分が良くならない」 

「他人の痛みより、自分の痛みの方が辛い」 

「欲しいものを得るために他人を操作することが好き」 

「時間を戻せたら、あの野郎をボコボコにしてやりたい」 
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シャドウ的感情の例 

シャドウから発生する感情は沢山あります。 

 

 下記のようなものが例です。 

「自分が嫌い」 

「よく不安を感じる」 

「自分が無価値に感じることが多々ある」 

「よく苛立ちを感じる」 

「彼を殺してやりたい」 

「他人より劣っているように感じることがよくある」 

「他人より優れているように感じることがよくある」 

「誰にも愛される気がしない」 

「誰からも好かれていないように感じることがよくある」 

「無難な方が楽に感じることがよくある」 

「孤立して感じることがよくある」 

「他人から反対されているように感じることがよくある」 

「自分がダメな人間だと思うことが多々ある」 

「どこにも居場所がないように感じる」 

「価値のない自分が心地よく感じる」 

「注目されると愛されていると感じる」 
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私の実践しているシャドウワーク 
 
私の実践しているシャドウワークを紹介します。 

1. プラニック呼吸法を行う 

2. 目標を立てる 

3. 自分のシャドウを特定する 

4. 負の感情をしっかり感じる 

5. 自分のシャドウを理解する 

6. 負の感情をしっかり感じる 

7. シャドウを統合する 
 
 
 
 
 
 
 



10  

始める前に – プラニック呼吸法 

プラニック呼吸法は生命エネルギーを高め、ストレスを軽減し、リラ

ックスを与え、心拍数や血圧を下げ、インナーマッスルの安定感を高

め、少しずつ心を安定させていきます。プラニック呼吸法はシャドウ

ワークにとても有効です。 

 
口を閉じます。 

 
口蓋（口の上）を舌で触ります。これにより、体の前と後ろのエネル

ギーチャネルが繋がります。 

横隔膜を使い、鼻で呼吸します。  

息を吸い、7秒数えます。 

息を止め、1秒数えます。 
 
息を吐き、7秒数えます。

息を止め、1秒数えます。 

 
これを繰り返します。 

 
これが、7秒1秒のプラニック呼吸法です。 

 
可能であれば、6秒-3秒-6秒-3秒で試してみてください。少し難しくな

りますが、7秒-1秒-7秒-1秒よりも生命エネルギーを高める効果があり

ます。 

 
シャドウワークを始める前に、プラニック呼吸法を3～10分程行ってく

ださい。 
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始める前に – 目標を立てる 

 
毎日、自分のシャドウを特定し、理解し、統合することを目標にし

ましょう。意志とはとても力強いものです。意志は無意識の意識に

望みを伝えます。そして、宇宙に対しても望みを伝えます。 

 
自分のシャドウを特定し、理解し、統合することを目標にすればす

るほど、無意識の意識や宇宙が助けようと反応してくれます。 

 
下記のようなものが例です。 

私は、自分のシャドウを受け入れ愛していきます。 

私は、自分のシャドウを特定し、理解し、統合します。 

私は、自分の光と闇の両方を受け入れ一つになります。 



 

自分のシャドウを特定する 

 
次の方法で自分のシャドウを特定できます。 

1. 繰り返す感情に注意を払う 

2. 繰り返す感情的な反応に注意を払う 

3. 非難、批判、軽蔑、投影に注意を払う 

4. 自分のトリガーに注意を払う 

5. 書くことを通して自分自身と正直に対話する 

6. 日記をつける 
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繰り返す感情に注意を払う 

 
感情には大体パターンがあり、知らず知らずのうちに様々な感情の間を

行き来しています。 そのため、繰り返す感情に注意を払うことがカギと

なります。 

 
例えば次のようなものです。 

1. よく不安に感じる 

2. 自分に価値がないと感じることが多々ある 

3. 愛されていないと感じることがよくある 

4. 自分がダメな人間だと感じることが多々ある 

5. その他 
 
繰り返す感情には理由があります。その感情はシャドウ・ビリーフ（リ

ミッティング・ビリーフとも呼ばれる）であり、あなたのシャドウによ

って突き動かされます。 

 
例えば、自分に価値がないとよく感じるのであれば、それがあなたの

シャドウ・ビリーフです。この無価値感を自分のシャドウとして考え

れば、それが心の内側を調べていく焦点になります。 

 
自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合がありま

す。 
 
シャドウを特定したら、自分自身のイメージと合わず、負の感情が生ま

れてしまう場合があります。 

 
負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかり感じること

です。負の感情がなければ、次のステップは自分のシャドウを理解する

ことです。
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似た状況下で繰り返す感情的反応に注意を払う 

 
全ての感情的反応がシャドウから発生するわけではありません。あな

たの感情的反応が、その状況で「適切」であることもあります。従っ

て、似た状況下で繰り返す感情的反応に注目してください。 

 
ある特定の状況があなたのシャドウを刺激し、感情的反応が繰り返さ

れることになります。例えば、怒り、嫌悪、いら立ち、恐怖、悲しみ、

動揺、極度の不快感、ショックや興奮を誘発する何か、などです。  

 
例えば、私は長年お人好しでした。誰かに何かをしてあげても、そ

の人が喜んでいるように見えなかったら（状況）、私は動揺してい

ました（繰り返す感情的反応）。 

 
上記の例でいえば、この状況と動揺の組み合わせはシャドウから生み

出されたものと考えられ、心のうちを調べていく焦点になるのです。 

 
自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合があり

ます。 
 
シャドウを特定したら、自分自身のイメージと合わず、負の感情が生

まれてしまう場合があります。 

 

負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかり感じるこ

とです。負の感情がなければ、次のステップは自分のシャドウを理解

することです。  
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非難、批判、軽蔑、投影に注意を払う 

 
全ての非難、批判、軽蔑、投影がシャドウから発生するわけではあり

ません。エゴや「低い波動」から発生する場合もあります。 

 
シャドウがシャドウのままである原則は下記です。 

1. 自分のシャドウを認識したくない 

2. 自分のシャドウについて考えたくない 

3. 自分のシャドウに向き合いたくない 

4. 自分のシャドウを拒絶している―自分の外側に投影するものは、

自分の内側で拒絶しているものです。 

 
この原則により、無意識に他人を非難、批判、軽蔑したり、他人に投

影している場合があります。 

 
例えばこのようなもの。 

自分のシャドウを目の当たりにしたことで、無意識に他人を責める。 
 
自分のシャドウの特性により、無意識に他人を批判する。 

 
自分のシャドウに向き合いたくないため、無意識に他人を軽蔑する。 

 
拒絶している自分のシャドウを無意識に他人に投影する。
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非難、批判、軽蔑、投影のパターンに注意を払うことがカギになりま

す。 

 
例えばこのようなもの。 

私は以前、自分を不安にさせる他人を責めていました。ですが、相手

と接する前からすでに、シャドウが原因で自分がダメな人間だと感じ

ていることに気付いていませんでした。 

 
私は以前、弱みを見せる他人を批判したり軽蔑したりしていました。

弱みを見せることは弱さだと思い、自分の弱さを見せることを怖がっ

ていました(自分のシャドウ)。批判や軽蔑は、自分はその人達とは違

う人間だと伝える手段でもあったのです。 

 
私は以前、人が嫌いでした。それは自己嫌悪を他人に投影しているか

らだ、ということに気付いていませんでした。自分のシャドウのせい

だったのです。 

 
他人を非難、批判、軽蔑したり、他人に投影をしてしまう時は、自分

の心の内側に注目を払い、理由を理解するために調べてみてください。

そうすれば、たいてい自分のシャドウが見えてきます。 

 
自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合があり

ます。 
 
シャドウを特定したら、自分自身のイメージと合わず、負の感情が生

まれてしまう場合があります。 

 

負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかり感じるこ

とです。負の感情がなければ、次のステップは自分のシャドウを理解

することです。  
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自分のトリガーに注意を払う 
 
あなたのトリガーは、まだ癒されていない傷の敏感な神経末端かもしれ

ませんし、シャドウに対する反応かもしれません。その見分け方は、ト

リガー反応のタイプで判断します。 

 
原則： 他人の中に見出す自分の無意識の部分がトリガーになることが多

い 

 
無意識のうちに、あなたは自分のシャドウを認識したくない、思い知りた

くないと思い拒絶しています。ですので、大抵、トリガー反応の種類には

特定のシャドウの性質を拒絶することが含まれます。 

 
例えば、あなたが自分に価値が無い、愛されないと感じているとします。

すると、他人が自分自身を愛しているのを見ると、トリガー反応が発動

することがあります。この場合、シャドウから発生しているのは無価値

感や自己愛の無さになります。 

 
私は以前、弱みを見せることは弱さだ、と無意識のうちに思い込み拒絶

していました。ですので、自分が弱みを見せていることを誰かに指摘さ

れることがトリガーになっていました。この場合、弱みを見せることは

弱さである、という考えが私のシャドウの性質です。 

 
自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合があります。 
 
シャドウを特定したら、自分自身のイメージと合わず、負の感情が生まれ

てしまう場合があります。 

 
負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかり感じることで

す。負の感情がなければ、次のステップは自分のシャドウを理解すること

です。
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書くことを通して自分自身と正直に対話する 

 
書くことを通して自分と対話をしてください。自分自身に難しい質

問をして、そして正直に答えてください。本当の気持ちや目的、シ

ャドウが見えてくるかもしれません。 

 
下記が具体例です。 

Q: 私の恐れていることは何？ 

A: 誰にも愛されないこと。 
 
Q: なぜ意見をはっきり言えないの？ 

A: 否定されるのが怖いから。 

 
Q: なぜ新しいことに挑戦しないの？ 

A: 失敗して馬鹿を見たくないから。 
 

Q: 違うと思っていても、他人に同意してしまうのはなぜ？ 

A: 反対したら、嫌われてしまうかもしれないから。 
 
自分自身に難しい質問を投げ続けてください。答えに正しいも間違

っているもありません。徐々に慣れていくと、自分の本当の気持ち、

目的、そしてシャドウが少しずつ見えてきます。
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下記が具体例です。 

Q: なぜ、ノーと言えないの？ 

A: ノーというのが怖いから。 

 
Q: なぜ、ノーというのが怖いの？ 

A: ノーと言うと、嫌われてしまうかもしれないから。 

 
Q: 嫌われることがなぜ怖いの？ 

A: 自分で自分が嫌いだから。 

 
Q: なぜ自分のことが嫌いなの？ 

A: 自分に価値がないと思っているから。 

 
このような感じです。深いところで、私は自分に価値がないと思っ

ている。それはシャドウからきています。 

 

自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合があ

ります。 

 

シャドウを特定したら、自分自身のイメージと合わず、負の感情が

生まれてしまう場合があります。 

 

負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかり感じる

ことです。負の感情がなければ、次のステップは自分のシャドウを

理解することです。



20  

日記をつける 

 
他人の嫌いな部分を書いてください。 

例えばこのようなもの。 

「彼は失礼だ」 
「彼女は意固地だ」 
「彼は自分の話ばかりする」 
「彼女はいつも馬鹿にしてくる」 
「彼はウジウジしている」 
「彼女に嫌われている」 
等々。 

 
頭に浮かぶものを何でも書いてください。少しずつ慣れてください。

自由に書いていきましょう。正しいも間違いもありません。 

 
原則として、人は自分の中で拒絶しているものを他人に投影します。 

自分のシャドウを認識したくない、思い知りたくない、向き合いたく

ないせいで、無意識にシャドウを拒絶し、他人に投影します。 

 
自分の書いた内容に注意を払ってください。自分に正直になってくだ

さい。本当に自分のことを書いているかに気を払ってください。例え

ば、彼がウジウジしていることについて書いているのか、それとも、

自分自身について書いているのか。例えば、彼の自信の無さについて

言及しているのか、それとも自分自身について言及しているのか。 

 
自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合があり

ます。 
 
シャドウを特定したら、自分自身のイメージと合わず、負の感情が生

まれてしまう場合があります。 
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負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかりと感じるこ

とです。負の感情がなければ、次のステップはシャドウを理解すること

です。 
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負の感情をしっかり感じる 
 
シャドウや、潜在的なシャドウを特定した今、自分自身のこの部分

と向き合うことが難しく、怒り、嫌悪感、恐怖、罪悪感、悲しみ、

恥などの負の感情が発生しているかもしれません。 

 
シャドウワークのこの段階では、まだ受け入れなくても問題はありま

せんが、自身の負の感情をしっかりと感じることは必要です。深呼吸

またはプラニック呼吸法を行ってください。負の感情を感じてくださ

い。 

 
負の感情を感じる際、次のステップを試してみましょう。 

1. 呼吸をする。 

2. 可能であれば、意識的に自分の負の感情を特定する。例えば、

私は今怒りと悲しみを感じている、など。 

3. 「私は私の負の感情ではない」と自分に言い聞かせる。 

4. 呼吸をする。 

5. 負の感情を感じる。 

6. 負の感情とひとつになる。 

7. 呼吸をする。 

8. 「私は私の負の感情ではない」と自分に言い聞かせる。 

9. 呼吸をする。 

10. 負の感情を手放す。息を吐く時に意識するとやりやすいです。 

11. 呼吸をする。 

12. 必要であれば、このステップを繰り返す。



23  

負の感情を感じる時、次の兆候に気を付けてください。 

1. 負の感情を批判する 

2. 負の感情を拒絶する 

3. 負の感情を軽蔑する 

4. 負の感情から逃げる 

5. 負の感情に抗う 

6. 負の感情を軽視する 

7. 負の感情を否認する 

8. 負の感情を抑え込む 

9. 負の感情を頭で考える 

10. 負の感情など無いように振舞う 

11. 特定の感じ方をしてはいけないと自分に言い聞かせる 

12.  負の感情に関連するストーリーや信念について考える 

 
これらの兆候が表れていることに気付いたら、感情をきちんと感じ

られていないのですぐ止めて下さい。意識をゆっくりと負の感情へ

戻してください。 

 
原則： 

1. あなたの負の感情は妥当です。 

2. 感じ方に正しいも間違っているもありません。 

3. 負の感情は、あなたに感じてほしいのです。 

4. 負の感情は感じても良いのです。 

5. 負の感情を抑えれば抑えるほど、より鬱々とするでしょう。
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6. 体から負の感情のエネルギーを解放するために、きちんと感

じることが必要です。 

7. 自分に優しくしてください。焦らずにゆっくりと時間をかけて

下さい。継続は力なり、です。 

 
負の感情を感じることが出来たら、次のステップは自分のシャドウ

を理解することです。 



 

自分のシャドウを理解する 
 
シャドウや、潜在的なシャドウを特定した今、次のステップはシャ

ドウを理解することです。シャドウを理解しようとすると、表層意

識は嫌悪感を持つでしょう。ですので、そこから発生しうる想念は

無視してください。 

 
シャドウを理解するために、次のステップを踏んでください。 

1. 書くことを通して、自分自身と正直に対話をする 

2. シャドウの発動を観察する 

3. 深層意識に問いかけ、答えを受け止める

25 
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書くことを通して、自分自身と正直に対話する 

自分のシャドウを文字にして書いてください。書くことを通して、

自分自身と対話をしてください。自分自身に難しい質問をして、そ

して正直に答えてください。答えに正しいも間違っているもありま

せん。これにより、シャドウに対して理解することができます。 

 
例: 

私は自分に価値がないと思うことがよくある。この考えはシャド

ウ・ビリーフから発生している。 

 
Q: なぜ、価値がないと思うことがよくあるのか？ 

A: わからない。長年、自分に価値がないと思ってきた。 

 
Q: どのくらいの期間？ 

A: 物心がついた時から。 

 
Q: 子供の頃から？

A: そう。 

 
Q: 両親にどんなことをされて、自分に価値がないと思うようになっ

た？ 

A: わからない。だけど、母は家庭内で独裁者だった。全ては母を中

心に回っていた。 
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Q: 全ては母中心で、私は二の次だった？

A: そう。 

 
Q: どういう気持ちになる？ 

A: 私の事はどうでもよくて、母だけが大事であるかのような。 

 
Q: 自分自身をどうでもいい存在だと感じているなら、価値があるな

んて思えないのでは？ 

A: なんと！それだ！ 

 
自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合があ

ります。 

 
自分のシャドウを理解出来たら、その部分が意識のもとに現れるこ

とになるので、負の感情が発生することがあります。これからは、

より深い感情を持つようになるでしょう。 

 
負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかり感じる

ことです。負の感情がなければ、次のステップはシャドウを統合す

ることです。 
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   シャドウの発動を観察する 
 
シャドウは常にバックグラウンドで動作しており、「適切な」状況で

発動します。シャドウの発動時に注意を払い、自分の置かれている状

況をよく観察してください。 

 
例えば、自分がダメな人間だと頻繁に思うことがシャドウ・ビリー

フだとすると、いつ自分をダメな人間だと思ってしまうかに注意を

払ってください。 

 
批判された時に、自分をダメな人間だと思ってしまいますか？ 

褒められた時に、自分をダメな人間だと思ってしまいますか？ 

権威者と接する時に、自分をダメな人間だと思ってしまいますか？ 

 
どのような状況でシャドウが発動するのかを明白にしましょう。必要

であれば、書き出してください。あなたは、未解決のシャドウの手が

かりを探す探偵です。手がかりが集まるにつれ、自分のシャドウにつ

いて理解が深まるでしょう。 

 
自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合があり

ます。 
 
自分のシャドウを理解出来たら、その部分が意識のもとに現れること

になるので、負の感情が発生することがあります。これからは、より

深い感情を持つようになるでしょう。 

 
負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかり感じるこ

とです。負の感情がなければ、次のステップはシャドウを統合するこ

とです。 
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無意識の意識 

 
無意識の意識とは、体中に張り巡らされたニューロコンピュータ

ーのようなものです。心拍、血流、脳の機能などをコントロール

しています。さらに、体中の生命エネルギーをコントロールし、感

情、記憶、行動、知識などを蓄えています。 

 
無意識の意識の最も重要な側面は、あなたを守り、生き延びさせる

ことです。苦しみを伴う思考、信念、考え、感情やトラウマ的記憶

を抑え込み、意識的に痛み続けなくてすむようにしています。 

 
例えば、あなたが小さな頃に母親によってクローゼットに閉じ込

められたとします。あなたは母親にとても怒っていました。あな

たの無意識の意識が、この状況の記憶と怒りの感情を抑制したの

で、あなたはこの痛みを経験しません。時間が経つとともに、認

識されなかったこの怒りがパニック発作の引き金になったとしても、

あなたには理由がわかりません。 

 
無意識の意識は起きた出来事全てを記憶しており、あなたのシャ

ドウを知り理解しています。無意識の意識に問いかけ、答えを得

ることができます。 
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無意識の意識に問いかけ、答えを得る 

 
水分補給をしっかり行います。 

横になります。  

深呼吸、もしくはプラニック呼吸法で体をリラックスさせ、心を落ち
着けます。 

 
心から答えを知りたい、という気持ちで自分自身に質問を投げかけて

みてください。 

 
身体の感覚を感じてください。 

 
初めのうちは、身体に何も感じることはないかもしれません。これは全

く普通で自然なことです。眠ってしまっても大丈夫です。身体の感覚に

注意を払ってください。 

 
無意識の意識は、下記の方法であなたに語り掛けます。 

1. 特定の感情 

2. 特定のイメージ 

3. 身体的苦痛 

4. 特定の印象 

5. 身体的不快感 

6. 突然何かに気付く 

7. 突然何かをつぶやく 

8. 過去に知っていた誰かの声が聞こえる(大体は子供の頃の誰か)
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一番大切なのは、これらを信じることです。   

 

このステップを行っている時に沸く感情を疑わないで下さい。  

 

このステップを行っている時に沸くイメージを疑わないで下さい。 

 

このステップを行っている時に気付く物事を疑わないで下さい。 

  

このステップを行っている時に呟く事を疑わないで下さい。 
 
このステップを行っている時に聞こえる過去からの言葉を疑わないで

下さい。 
 
身体的苦痛や不快感のある箇所は、そこにエネルギーが溜まってい

るということです。 

 
拒絶しないで下さい。 

抵抗したり、逃げようとしないで下さい。 

気付いてないフリをしないで下さい。 

自然に消えることを願わないで下さい。 

 
リラックスして下さい。 

そして呼吸をし、 

お任せして下さい。 

向き合って下さい。 

受け入れて下さい。 

自然な流れに任せて下さい。 
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痛みや不快感のある箇所に、ゆっくりと意識を向けて下さい。 

 
このプロセスを過去に何度も行ったことがあるとしても、何が起きる

かという期待はしないで下さい。期待がプロセスの妨げになる場合が

あります。 

 
何も起きなくても、それは自然なことであり、失敗ではありません。 

 
このプロセスを行うことで、あなたは無意識の意識に「抑えつけたり、

ブロックすることで自分を守ることはやめて」と伝え、溜まっていた

エネルギーを解放するのです。 

 
溜まっていたエネルギーを解放すればするほど、無意識の意識は先ほ

ど述べた方法であなたに語り掛けます。エネルギーの解放を強制する

ことは出来ません。自然に任せるしかないのです。 

 
何層にもわたって解放されることもあります。同じ層から部分的に開

放されることもあります。大事なことは、このプロセスを日々行うこ

とです。エネルギーが全て解放されれば、自分でわかるでしょう。 

 
自分に優しくしてください。このステップは時間がかかる場合があり

ます。 
 
自分のシャドウを理解出来たら、その部分が意識のもとに現れること

になるので、負の感情が発生することがあります。これからは、より

深い感情を持つようになるでしょう。 

 
負の感情が生まれたら、次のステップはその感情をしっかり感じるこ

とです。負の感情がなければ、次のステップはシャドウを統合するこ

とです。 
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 無意識の意識とのコミュニケーション例 

 
私のシャドウ  頻繁に自分をダメな人間だと思うこと。 

 
理由はわからない。無意識の意識がその理由を知っていることはわか

っている。無意識の意識に理由を教えてほしい。 

 
まず、横になる。 

 
何度か深呼吸をして、身体をリラックスさせ、心を落ち着かせる。 

 
リラックスしたら、自分自身に問いかける。「なぜ、自分がダメな人

間だと頻繁に思ってしまう？」 

 
そして、心から知りたいと願う。 

意識をゆっくりと身体に向ける。 

何も無い。 
 
このプロセスを5度繰り返す。

何も無い。 

このプロセスを約1か月、毎日繰り返す。 
 
 
何も無い。 
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ある日、突然イメージが浮かぶ。 
 
それは私の幼い頃のイメージ。算数のテストで100点中98点を取って、

私はとても喜んでいた。テストの紙を持って、うきうきしながら家路

につき、母に見せた。 

 
「ママ！見て、100点中98点取れたよ！」母に喜んでほしかった。母

は冷たい目で私を見て「次は100点を取りなさい」と言った。 

 
幼い頃の私は、がっかりして傷ついていた。 

そして、頭でも心でも、自分はダメだと感じていた。 

自分がダメな人間だと感じるようになった種は、その時植えられてい
たのだ。 

 
私は幼い自分を抱きしめ言った。「あなたはあなたであるだけで十分。

あなたには価値がある。あなたは美しい。あなたは愛されている。」 

 
深呼吸をして、ほっと一息ついた。 

 
真実に突然気付いたその時以降も、自分がダメな人間だと感じてしま

うことはまだあります。それを克服するため、インナーワークを行い

ました。「インナーワーク初心者ガイド」を読んでみてください。 

 
このプロセスを繰り返すことで、幼かった頃の自分を受け入れ愛すこ

とが出来ます。ですが、これ以上は治癒やインナーチャイルドワーク

の範疇になるので、ここまでとします。
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負の感情をしっかり感じる 
 
シャドウを特定し理解した今、自分自身のその部分と向き合うこと

が難しく、怒り、嫌悪感、恐怖、罪悪感、悲しみ、恥などの負の感

情が発生しているかもしれません。 

 
シャドウワークのこの段階では、まだ受け入れなくても問題はありま

せんが、自身の負の感情をしっかりと感じることは必要です。深呼吸

またはプラニック呼吸法を行ってください。負の感情を感じてくださ

い。 

 
負の感情を感じるために、次のステップを試してみましょう。 

1. 呼吸をする。 

2. 可能であれば、意識的に自分の負の感情を特定する。例えば、

私は今怒りと悲しみを感じている、など。 

3. 「私は私の負の感情ではない」と自分に言い聞かせる。 

4. 呼吸をする。 

5. 負の感情を感じる。 

6. 負の感情とひとつになる。 

7. 呼吸をする。 

8. 「私は私の負の感情ではない」と自分に言い聞かせる。 

9. 呼吸をする。 

10. 負の感情を手放す。息を吐く時に意識するとやりやすいです。 

11. 呼吸をする。 

12. 必要であれば、このステップを繰り返す。
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負の感情を感じる時、次の兆候に気を付けてください。 

1. 負の感情を批判する 

2. 負の感情を拒絶する 

3. 負の感情を軽蔑する 

4. 負の感情から逃げる 

5. 負の感情に抗う 

6. 負の感情を最小限に抑える 

7. 負の感情を否認する 

8. 負の感情を抑え込む 

9. 負の感情を頭で考える 

10. 負の感情など無いように振舞う 

11. 特定の感じ方をしてはいけないと自分に言い聞かせる 

12. 負の感情に関連するストーリーや信念について考える 

 
これらの兆候が表れていることに気付いたら、負の感情をきちんと

感じられていないのですぐ止めて下さい。意識をゆっくりと負の感

情へ戻してください。 

 
原則: 

1. あなたの負の感情は妥当です。 

2. 感じ方に正しいも間違っているもありません。 

3. 負の感情は、あなたに感じてほしいのです。 

4. 負の感情は感じても良いのです。 

5. 負の感情を抑えれば抑えるほど、より鬱々とするでしょう。  

6. 体から負の感情のエネルギーを解放するために、きちんと感じ

ることが必要です。 
7. 自分に優しくしてください。焦らずにゆっくりと時間をかけて

下さい。継続は力なり、です。
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負の感情を感じることが出来たら、次のステップは自分のシャドウ

を統合することです。 
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シャドウを統合する 
 
シャドウは特定できました。理解することもできました。次のステ

ップは、シャドウを統合することです。シャドウの統合は、とても

恥ずかしく、不快で苦しいものですが、これらのステップを踏むと

少し楽に行うことができます。 

 
シャドウを統合するために、次のステップを踏んでください。 

1. セルフラブ・アファメーション 

2. シャドウセルフラブ・アファメーション 

3. シャドウと折り合いをつける 

4. シャドウが現れた時に気付く
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セルフラブ・アファメーション 

こちらは、表層意識用です。

鏡の中の自分を見て下さい。 

次の言葉を口に出して下さい。(好きに付け足しても結構です) 
私は満たされている。 

私には価値がある。 

私は私であるだけで十分だ。 

私は美しい。 

 

私は私を愛している。 

私は私自身を選ぶ。 

私は私を信じている。 

私は私を誇りに思っている。 

 

私は愛されるに値する。 

私は成功に値する。 

私は幸せに値する。 

私は豊かさに値する。 

 
これを一日何度か繰り返してください。 

 
これを行えば行うほど、表層意識側の自身を愛し、受け入れること

が出来るでしょう。 
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シャドウセルフラブ・アファメーション 

 
こちらは、シャドウセルフ(無意識の意識)用です。 

 

鏡の中の自分を見てください。 

 
次の言葉を口に出してください。(好きに付け足しても結構です) 
 
私は自分の欠点を愛している。 

私は自分の傷跡を愛している。 

私は、私を作る全ての部分を肯定する。 

 

私は、自分の光を愛している。 

私は、自分の闇が愛している。 

私は、光と闇のどちらも受容する。 
 
私は、自分のシャドウセルフを受け入れる。 

私は、自分のシャドウセルフを尊重する。 

私は、自分のシャドウセルフを愛している。 
 
私は、自分のシャドウを受け入れる。 

私は、自分のシャドウを尊重する。 

私は、自分のシャドウを愛している。 

 
これを一日何度か繰り返してください。 

 
これを行えば行うほど、シャドウセルフを自分の一部として愛し、

受け入れることが出来るでしょう。 
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シャドウと折り合いをつける 

 
自分のシャドウと、シャドウについて理解したことをスマートフォ

ンのノートアプリにでも書き留めておきましょう。そして、毎日読

んでください。読めば読むほど、自然にシャドウと折り合いをつけ

ることが出来るでしょう。 

 
例: 

私はお人好しで、それが私のシャドウです。私がお人好しに

なった理由: 

1. 両親に肯定されたことが無かった。 

2. 家の外で、他人に肯定してもらおうとした。 

3. 他人を喜ばせて、その代わりに肯定してもらおうとした。 

 
読んでいるうちや、読んだ後に負の感情が生まれるようであれば、

35ページの「負の感情をしっかり感じる」を参考にしてください。 

 
あなたに落ち度はありません。シャドウがあってもいいのです。人

間として、とても自然で当たり前なことです。 

 
シャドウはあなたの無意識の部分です。シャドウと折り合いを付け

ることによって、あなたは少しずつシャドウを統合し始めます。さ

らに、自分にも他人にも、もっと優しくなれるでしょう。
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シャドウが現れた時に気付く 

 
あなたのシャドウは、あなたと常に共にありました。以前はただ、

その存在に気が付かなかっただけです。その存在に気付いた今、

自身の一部であるシャドウと慣れ親しんでいくようにしましょう。 

 
シャドウが現れたら: 

1. 嫌わないこと。 

2. 否定しないこと。 

3. 抗わないこと。 

4. 排除しようとしないこと。 

5. 批判しないこと。 

6. 責めないこと。 

7. 軽蔑しないこと。 

8. 逃げようとしないこと。 

9. 抑え付けないこと。 

10. 軽視しないこと。 

11. 否認しないこと。 

12. 心を麻痺させないこと。 

13. シャドウが存在していないように振舞わないこと。 

 
あなたに落ち度はありません。シャドウがあってもいいのです。人

間として、とても自然で当たり前なことです。シャドウを認識し

「これはただの私のシャドウだ」と自分に優しく伝えてあげるだけ

でいいのです。
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シャドウを認識することは、今この瞬間に身を任せるということで

す。シャドウが現れた時に認識をするという練習をすればするほど、

シャドウを自分の一部として受け入れられるようになるでしょう。 

 
継続は力なり、です。自分に優しくしてください。このステップに

は時間がかかる場合があります。 
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シャドウに対する怒り 

 
シャドウを統合してしばらくすると、シャドウに対する怒りが生ま

れる可能性があります。 

 
これは自然で当たり前なことです。心の底では、自分のシャドウに

嫌悪感を抱いている場合もあるからです。 

 
シャドウの原因が両親にあると考えている場合、両親に対して無意

識に怒りを感じている可能性もあります。 

 
この怒りは、シャドウの裏にあるシャドウです。  

 

この怒りが原因で自分を批判したりしないでください。 

 
自分に優しくしてください。 

 
怒りを認識してください。 

 
35ページの「負の感情をしっかり感じる」を参考にし、怒りをちゃ

んと感じてください。 

 
セルフラブ・アファメーションとシャドウセルフラブ・アファメー

ションをもっと行ってください。
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シャドウから生まれる行動を止める 

 
シャドウを特定し、理解し、シャドウに向き合い、そしてシャドウ

を統合し受け入れました。 

 
次はシャドウから生まれる行動を止めることです。例えば、他人か

ら認められるために行動することを止める、などです。これはイン

ナーワークの範疇になります。 

 
無料の「インナーワーク初心者ガイド」をダウンロードしてくださ

い。 
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著者について 
 
私の名前はゾン・ジャンです。私は台湾で生まれ、13歳の時にロサ

ンゼルスへ移住しました。 

 
私は弱く、臆病でした。以前の私を言葉で表すと、精神的虐待者で、

かまってちゃんで、他人依存で、他人をコントロールしようとし、

嘘つきで、マニピュレーターで、ナルシストで、お人好しで、見栄

っ張りで、そして他人からの承認を求めていました。私を傷つける

ような波動の低い人ばかりを周りに引き付け、そんな人たちをどう

やって精神的に傷つけられるかも学びました。 

 
33歳の時、私の体はほとんどボロボロでした。そして、私は覚者に

出会い、体は治癒されました。その覚者は神秘の力を使い、仏教を

学ぶよう私を誘ってきました。この覚者による内側からの圧力に26

時間耐え続け、そして私の自己愛的コアはひび割れ、とうとう心が

目覚めました。 

 
生まれ変わった時、自分自身や他人に引き起こしてきた害悪に気付

き、私は泣きました。これまで傷つけた人々全員に電話をかけ、謝

罪をしました。何度も気付きを経験していましたが、人々の中でこ

っそりと隠れながら、インナーワークやシャドウワークを行ってい

ました。 

 
2017年10月、突然、Twitterに投稿するよう内側から声が聞こえま

した。その声は4度無視しましたが、5度目でTwitterに投稿するこ

とにしました。 
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2017年11月、私の心は突然ニュートラルになりました。その結果、私

は様々な内側の変化や覚醒を経験しました。スピリチュアルな本に

書かれているようなことで、私の内側で真実になったものもありま

す。 

 
2018年2月、母なる大地は世界中に多くのエネルギーを送り、私に

さらなる変化をもたらしました。2019年には、多くのことが明らか

になりました。例えば、Twitterで私の真実をシェアしていくこと

が、私の魂の契約の一部であること、などです。 
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お問合せ 
 

Twitter https://twitter.com/MindTendencies2 
 

Instagram https://www.instagram.com/mindtendencies2 
 

ブログ https://innerpractitioner.com 
 

ニュースレター https://tinyletter.com/Inner_Practitioner 
 

メールアドレス innerpractitioner@gmail.com 
 

Buy Me Coffee https://www.buymeacoffee.com/mindtendencies2 
 

Spiritual Twitter Products https://www.spiritualtwitter.com 
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