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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。本書に記

載しているメソッドは、発明されたのではなく、必要な時に様々な

チャネルを通して自然に生まれました。私はこのメソッドを、

TwitterのDM(ダイレクトメッセージ)を通じて人々にシェアしてき

ました。 

 
本書は初心者ガイドです。なるべくシンプルに分かりやすく作りま

した。ソーシャルメディアで自分のエネルギーを守る方法は沢山あ

ります。内容には、自分で実践し有効だと思ったメソッドのみを記

載しました。 

 
本書は、短く読みやすいシンプルなガイドブックです。本書内のメ

ソッドに従い実践すれば、ソーシャルメディア上で自分を守ること

が出来、エネルギーについての道を歩み始めることになります。ゆ

くゆくは、様々な物事をエネルギーの視点で見ることが多くなり、

自分のエネルギーを守る方法を自然に得ていくことになるでしょう。 

 
2020年11月、このガイドブックをか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願っています。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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ソーシャルメディアで疲弊する理由 
 
人は様々なお願いをしてきます。 

私の固定ツイートをリツイートしてくれない？ 

私のYoutubeチャンネルに登録してくれない？など。 
 
こうしてあなたは疲れ切ってしまいます。 

疲れてしまうのは、自分らしさや自分の気持ちに逆らうからです。 
 
 
お願いごとをされても、自分らしさや自分の気持ちに合っている

ものであれば、体が疲れていたとしても、手助けをすることに疲

れはしないでしょう。 

 

断れない、      

周りに合わせたい、 

喜ばせたい、 

見返りが欲しい、 

どう思われるか気になる、            

相手の幸せは自分の責任だと思う、        

など。 

そんな時に承諾するということは、自分らしさや自分の気持ちに

逆らうということです。そして疲弊してしまいます。 

こうして自分らしさを失っていくのです。



 

自分に正直でいてください。 

自分の欲しいもの、いらないものを理解して下さい。      

断ってください。 

自分と他人の間に境界線を引いてください。 
 
その境界線は、相手に対する感情よりも強くして下さい。 

 

自分の責任は自分自身に対してであり、相手に対してではありま

せん。 
 
誰にも、あなたの注意、時間、エネルギーを奪う権利はないので

す。 
 
 
人に与えすぎているのではなく、自分に与えなさ過ぎているので

す。 



 

他人のエネルギーに影響されない 
 
他人のエネルギーに影響されないで下さい。人のエネルギーはあな

たの責任ではありません。これは100%、あなたのコントロールの範

囲内です。個人的に受け取らないことがカギです。人の言動は、そ

れぞれの波動から来るものです。あなたの言動は、あなたの波動か

ら来ています。自分の波動に留まりましょう。継続は力なり、です。 
 
例 1: 

 

 例 2: 
 

 

彼は怒り、暴言を吐いてきました。 

私は何も言いませんでした。 

数時間後「ちっとも影響されてなかったけど、なぜ？」と聞いてきたので、 

「あれはあなたの怒りであって、私の怒りではないから」と答えました。 

聞こえたろ。おたくの主張には根拠がなくて、正直に言ってバカバカしい。 

聞こえています。ご意見共有いただきありがとうございます。 



 

サイキックアタックとは？ 

 
何かを考えたり感じたりする時、思考の実体や形が作られます。

その思考の実体は、考えや感情に応じてポジティブにもネガティ

ブにもなります。怒りはネガティブな思考の実体を作り出し、思

いやりはポジティブな思考の実体を作り出します。 

インターネット上で悪意のある人があなたに怒りを持ったとする

と、その怒りはネガティブな思考の実体を作り出し、あなたに向

けられます。誰かがあなたを何度も見下したとして、あなたがこ

のネガティブな思考の実体を受け入れてしまうと、自己イメージ

の低下、自己価値の低下、自信の喪失につながります。 

サイキックアタックとは、誰かが故意に、または故意せずともネ

ガティブな思考の実体を作り出し、あなたにそれを向けることで

す。
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オーラの強化 
 
右手の中指か小指にダイヤモンドの指輪をつけましょう。ダイヤ

モンドは大きくなくても、高級なものでなくても構いません。あ

なたのオーラを強化し、ほとんどのサイキックアタックからあな

たを守ってくれます。 

 
また、ガーネットの指輪を右手の中指か小指につけてもいいでし

ょう。しかし、ガーネットの指輪には欠点があります。ネガティ

ブでいたり、落ち込んでいると、不運を運んできます。ポジティ

ブでいたり、気分が上がっていると、幸運をもたらします。ネガ

ティブになったり、落ち込んでいる時は、ガーネットの指輪を外

すようにしましょう。 

 
オーラが強ければ、他人や目に見えない実体は、あなたのエネル

ギーフィールドに侵入しづらくなります。 

 
運が良くなります。 

 
免疫力が上がります。 

 
善意のある人が集まり、悪意のある人は避けていきます。 

 
感情体はオーラの一部なので、感情がより安定します。 

 
精神体はオーラの一部なので、思考がよりはっきりとします。 

 
等々。 
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朝のルーチン – プラニック呼吸法 

このメソッド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。 

 
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。 

 
プラニック呼吸法を3～10分程度行います。
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朝のルーチン – サイキックシールド – ルーティング 

 
背骨の付け根にあるルートチャクラ意識を向けます。 

 
根っこを作るような意識で、7秒1秒7秒1秒のプラニック呼吸法を

少なくとも9回行います。 
 
ルートチャクラから、光の根が15フィート(5メートル弱)の深さで

大地に降りていく様子をイメージしてください。 

 

その主根から、支根が伸びていく様子をイメージしてください。 

 
 静かにアファメーションを行います。 

「私に向けられた全てのサイキックアタックや悪い影響を、今す

ぐ地球に流し込むことをここに宣言します。」 

 
「母なる大地よ、私に向けられたサイキックアタックや悪い影響

を吸収してくださり感謝します。さぁ、どうぞ。このサイキック

ルートとプログラムが、7日間続くことを宣言します。さぁ、ど

うぞ。」 

 
このルート(根)は、最長7日間もたせることができます。私はた

いてい、1日だけにしているので、毎朝このルーティングを行っ

ています。 
 
ルーティングを、「朝のルーチン - サイキックシールド - ワー

リング」と併せて行うと、ソーシャルメディア上のサイキックア

タックに対してびくともしなくなります。 



10  

朝のルーチン - サイキックシールド - ワーリング 

 
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。 

 

あなたのオーラが時計回りに12回まわるところを想像して下さい。 

 

静かにアファメーションを行います。 

 

「全てのサイキックアタックや精神的な汚染が私から逸れて、大

地に流されていくことをここに宣言します。さぁ、どうぞ。」 

 

サイキックシールドは、サイキックアタックを振り落としたり、

サイキックエネルギーを大地に流したりします。 

 

暴言を吐かれたり、精神的攻撃を受けた時に、サイキックシール

ドはとても効果的です。 

 

あなたの力にもよりますが、サイキックシールドは大抵4時間から

6時間、もしくはそれ以上持続します。ですので、1日に何度も行

う必要があります。 

 

ワーリングを「朝のルーチン – サイキックシールド – ルーティ

ング」と併せて行うと、ソーシャルメディア上でのサイキックア

タックに対してびくともしなくなります。 
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朝のルーチン – グラウンディング 
 
裸足で芝生の上に立ちましょう。 

リラックスしてください。 

呼吸をします。 

プラニック呼吸法を行えば、尚良いでしょう。 

 

目に見えない力の助けと加護をもたらすことが出来ます。 

 

これを、10～15分行います。 

 

芝生の上に寝転ぶと、ルートチャクラが芝生に触れます。個人的

に、立っているよりも寝転ぶ方が良いと感じます。 

 
このメソッドは、自己基盤を強め、自分自身と繋がることが出来

ます。 



 

朝のルーチン – 心を決める 

 
 
心を決めることは、現在と未来の流れを整えることです。 

 

いくつか例を出してみましょう。 

 

ノーと言う。 

 

スクロールして流す。 

 

自分の境界線を守る。 

 

全員に返信する必要はない。 

 

人のエネルギーや抱えている問題を私が引き受けることはしない。 

 

ソーシャルメディア上で自分を見失っていることに気付いたら、

ログアウトする。 

 

エネルギーが悪いとき、暗いとき、ネガティブなとき、違和感が

あるとき、変なときは関わらないようにする。 

 

他人の私に対する思い込み、非難、嫉妬、投影、軽蔑を受け止め

ない。 

 

自分を愛し、自分を大切にし、自分を守る。 
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サイキックシールド – 腕を組む、足を組む 

 
「困ったひと」や毒々しいエネルギーに対処する際、自分を守る

ためにこれを試してみてください。 

 
腕を組み、足を組んでください。 

 
腕と足を組むと、オーラが凝縮して小さくなります。 

 
凝縮し小さくなったオーラには、ネガティブな思考の実体が入り

込みにくくなります。 

 
教室で学ぶ時は、腕や足を組まないようにしましょう。勉強もエ

ネルギーの交換なので、腕や足を組んでいると教えに対する受容

性が低くなります。 

 
腕を組むと反抗的に見られることが多いので、職場の上司に対す

る際などは足を組んで手でお腹を覆いましょう。下半身だけでな

く、全身を守ることが出来ます。 

13 
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自分と相手の間にあるエネルギー線を切る 
 
ソーシャルメディア上で誰かとやり取りをした後に、汚く感じた

り、違和感があると感じたり、おかしいと感じたら、自分と相手

の間にあるエネルギー線を切りましょう。 

 

座りましょう。 

 

呼吸をします。プラニック呼吸法を行えば、尚良いでしょう。 

 

リラックスしてください。 

 

心の中で、相手が目の前に立っているのを想像してください。 

 

自分と相手がエネルギーの線で繋がっているのを明確に想像して

ください。 

 

このエネルギー線は、胸元、喉、お腹などから出ています。 

 

利き手で、金色の輝く剣を持ちましょう。 

 

準備が出来たら、この金色の剣を振りかざし、線を断ち切ります。 

 

剣で切られた線は地面に落ちていきます。 

 

線を切るように、利き手を振りかざしてもいいでしょう。 

 

こうして、あなたは相手から距離を取ることが出来ます。 
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身体に戻る – ボディスキャン 
 
ソーシャルメディアには様々なエネルギーが溢れています。何時

間もソーシャルメディア上にいると、自分自身の身体から離れて

しまっている場合があります。自分の身体に戻るため、こちらを

行ってください。 

 
横になりましょう。呼吸をして、リラックスしてください。右足

とつま先に意識を向け、数秒感じてみましょう。 

 

このプロセスを、下記の部位にも行っていきます。 

 

右ひざ、ひざ下 

右の太もも 

 

左足とつま先 

左ひざ、ひざ下 

左の太もも 

 

股関節、骨盤、お尻 

お腹 

胸 

腰 

背骨、背中 

 
右手 

右手首、前腕 

右ひじ、二の腕 



 

左手 

左手首、前腕 

左ひじ、二の腕 

 

首、喉 

あご 

顔 

頭 
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自分のエネルギーを取り戻す 
 
ソーシャルメディア上には様々なエネルギーが溢れています。何時間

もソーシャルメディア上にいると、自分のエネルギーに対して感覚を

失っている場合があります。感覚を戻すため、こちらを行ってくださ

い。 
 
横になります。 

 

リラックスしましょう。 

 

呼吸をします。プラニック呼吸法を行えば、尚良いでしょう。 

 

胸部に優しく意識を向けます。 

 

どんな感覚がしますか？ 

 

何も感じなくても問題ありません。時間をかけましょう。感覚は突然

やってきます。 

 
どんな感覚が現れても、受け入れて出来るだけ感じきりましょう。 

眠ってしまっても構いません。 

これを30～60分続けます。 

私は、学んだことを人にシェアする際は、目的を持って意識的に自分

の時間を使い、定期的に離れて自分自身や自分のエネルギーを取り戻

すようにしています。そうでなければ、自分を見失い、ソーシャルメ

ディアを使うのではなく、ソーシャルメディアに使われてしまうから

です。 
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クリスタルの浄化方法 
 
セレナイトのクリスタルは自浄作用があるので、普段は浄化する必要

はありません。 
 
ブラックトルマリンのクリスタルは汚れたエネルギーを吸収するので、

浄化する必要があります。 

 

クリスタルを見てください。 

 

そして祈りましょう。 

 

「全知全能の者よ、霊的長老よ、聖なる天使よ、このクリスタルから、

汚れたエネルギーや、以前のサイキックな痕跡や、古いプログラムを

浄化してくださり感謝します。心から信じています。さぁ、どうぞ。」 
 
これを3回繰り返します。 
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浄化 – セレナイトとブラックトルマリン 

 
このメソッドはあなたのエネルギー体を浄化します。さらに、汚れたエネ

ルギーを除染します。 

 

横になりましょう。 

 

リラックスしてください。 

 

呼吸をします。プラニック呼吸法だと、なお良いでしょう。 

 

セレナイトクリスタルを額に乗せます。 

 

左手でブラックトルマリンを持ちます。 

 
 これを10-15分続けます。 
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浄化 – コーヒーとソルトバス 
 
この入浴は、あなたのオーラとエネルギー体を浄化します。さら

に、汚れたエネルギーを除染します。また、一部のサイキックア

タックを緩和できます。 

 
暖かいお湯をお風呂にためましょう。 

 
2～3キロのエプソムソルトを入れてください。 

 
200～250グラムの純粋なインスタントまたはレギュラーコーヒー

を入れてください。 
 
15～20分ほど、お湯に浸かってください。神の助けと加護を呼び

掛けると良いでしょう。 

 
そして、シャワーを浴びて体を流します。 

 
知らない人と性的関係を持ったあとは、これを行って体を浄化し

ましょう。 
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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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