勉強嫌いな子ども
が「勉強が好きに
なる！」講座です
2 時間
■受講料 : 6,000 円
（税込 6,480 円）

人を変える魔法コース

他人を変え、我慢
しているあなたを
解放します
2 時間
■受講料 : 6,000 円
（税込 6,480 円）

ＬＤＰコース

人 生の 羅 針 盤を
手に入れる方法を
お伝えします
2 時間
■受講料 : 6,000 円
（税込 6,480 円）

ビジネスマインド
コース

仕事をする脳を鍛
える講座です
時間・受講料は講師に
お問い合わせください

ダイエットコース

マインドを変えてダイ
エット成功へ導きます
6 時間
■受講料 : 50,000 円
（税込 54,000 円）
※フォロー 3 回付き

６０歳から始める健
康をつくる誘導瞑想

PRESS

フラクタル心理学

健 康 や 寿 命、お 金
の不安を退治します
2 時間 5 回セット
■受講料 : 15,000 円
（税込 16,200 円）

内閣府所管 一般財団法人生涯学習開発財団 ライフラーニングメンバーズ

講座に関するお問い合わせ、お申込みは下記ステーションまで

フラクタル心理学協会パートナー

株式会社 アクエリアス・ナビ 本社

代表 菊澤 有一
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824
FAX : 03-6805-1931
Email : info@navi.ac
http://www.navi.ac/

Aquarius Navi Institute

代表 一色 真宇
255 W 5th Street #0115, San Pedro, CA 90731
USA
TEL : +1-310-614-8921
Email : infous@navi.ac

関東エリア

◆ キーステーション

有限会社 スタットワーク

代表 牧野内 直美
〒141-0021
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303
Mobile : 090-2624-0709
TEL : 03-6459-3770
FAX : 03-6459-3771
Email : mail@statwork.jp
statwork@taw.ac
http://statwork.jp/
http://statwork.jp/blog/

中国・四国エリア

◆ キーステーション

代表 吉永 富貴子
〒730-0016
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611
Mobile : 090-3638-8175
Email : tawhiroshimast@yahoo.co.jp
http://taw-hiroshima.com
◆ ステーション

リクラシオ

代表 橋本 久美
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4
101セントラルビル 702
Mobile：080-9893-8224
Email：info@recracio.com
http://recracio.com
http://ameblo.jp/kttaw/
中部・甲信越エリア

PROGRES

◆ ステーション

代表 山田 佐代子
〒939-8212
富山県富山市掛尾町 504 スペル 2 階
TEL・FAX：076-471-5588
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac
http://ameblo.jp/sayochan0345/

カウンセラー視点を手に入れて

◆ ステーション

グランコンパス

株式会社 ピンクダイヤ

関東エリア

関西エリア

代表 高橋 治子
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1 丁目 5-2
四ツ橋新興産ビル 303
TEL : 06-6555-6400
FAX : 06-6555-6642
Mobile : 090-6555-9902
Email : osaka@taw.ac
http://www.taw-osaka.net
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/
九州・沖縄エリア

◆ ステーション

ファースト・ブレイン

代表 辻 亜生（松岡 安代）
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1
JRJP 博多ビル 3F リージャス
TEL : 092-686-8676
Email : ﬁrstbrain@taw.ac
http://ﬁrstbrain-academy.com/
http://ameblo.jp/ﬁrstbrain-academy

カウンセリング・オフィス

はぴあ

代表 新垣 真治
〒901-0145
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/
http://ameblo.jp/360happier/

特 集

思考を変えたら外見も
パートナーシップも変化！

ダイエット＆
パートナーシップ

フラクタル心理学は人生運転メソッド

フラクタル心理学を使いこなしましょう!

■ 待ちに待ったオンライン講座を受講
８年前、初めての子を死産して、人生どん底のときに、

お問合せは各キーステーションまで ● http://www.taw.ac/counselor/

家事や育児、夫婦関係についてオンライン講座「フロー

講談社刊）
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編集責任者 / 林 浩子
取材・編集 / ㈱ mamu&Co.
代表 真宗理香子
レイアウト / オリーブツリー

欲に注いでいたエネルギーを美に注ぐことで、得られるメ

持ってくれ、「家事や育児が楽しい」「モチベーションが上

リットをインナーチャイルドに教えました。

で講座を受けたいと思っていると、

めた」と繰り返し唱えて意志を固めました。深層意識を

それから３年後、オンライン講座の

変えるために、講座で課題に出る修正文も暗記できるくら

「The Venus Project」（現フローラプ

い唱えました。家事や育児を一生懸命することで得られ

ログラム）がリリースされ、飛びつく

るメリットをインナーチャイルドが理解し始めたのでしょ

講座では、深層意識のなかにインナ―チャイルド＊とい

した。夫からは「やっと普通になってくれた」と言われま

われる未熟な自己がいて、このインナ―チャイルドがさま

した。当たり前のことが本当にできていなかったと反省し

ざまな問題を引き起こすと解説されていました。学び進め

て、それからは、やるべきことを済ませてから、やりたい

ると、私にも「自分がしたいことだけをして、したくない

ことに取りかかるようにしました。

ことはしない」子どものようにわがままなインナーチャイル
ドがいることに気づきました。
＊ インナーチャイルド：深層意識の中の成長しきれていない未熟な一部

TAWPRESS No.54

作業療法士として総合病院に勤務して２４年になりま

B

山田 ひろ子

石川県在住

するよ」と言っては、勉強や手伝いなど、するべきことか
ら逃げてきたのです。

昨年４月に、フラクタル心理学を知ってマスターコース

キレイになると自分に自信がでて自己評価があがり、お

を受講すると、今おきている問題は全部私の思考がつく

しゃれな服を着たり、食事やサプリメントも質の高いもの

りだしたものと聞いて驚きました。フラクタル心理学は問

を摂りたくなりました。良質なものを自分に与えて、自分

題を根本的に解決するカギになると思い、上級まで一気

を大切に扱いたいと思うようになったのです。

に受講しました。
初級では、娘たちが学校に行き渋るのは、
「されたこと

■ 十勝でフラクタル心理カウンセラー養成講座を開催
私が講座の開催で忙しいときには、夫の両親が娘の面

ダイエットしてファッションのレッスンを受け、
選ぶ服もずいぶん変りました。入門講座受講
時（上）から約１年後、メイクレッスンのあと
に撮影した写真です。

境であることに感謝しています。

行くわけがありませんよね」と言われて、娘の問題も私の

それでお子さんが学校に

問題として自分を顧みる必要があることを知りました。

After

みの日に送り迎えで１日拘束されることを苦痛に感じてい
ました。すると、いきなりぎっくり腰になってしまったので

がいるからと言って、やるべきことから逃げていました。

す。結果的に、遠征について行けなくなりました。

家では家で、仕事があるからと言って家事をきちんとせ

成長を促すこと、相手を信頼すること」

あれだけできなかったダイエットです

心理カウンセラー

■ カウンセリングで勘違いに気づく
結婚８年目で、小学１年生の息子が１人いましたが、夫

efore

B

鈴木 知子

と学んで、「愛の勘違い」に気づかされ

講座での鈴木さん（左）

さん

が、気持ちがブレることなく続けることができました。体

たことで、息子に対する態度を１８０度変えました。手をか

宮城県在住

重が落ちていくのが楽しくなり、３週間で５キロ減量に成

けなくなると、息子も別人のようにしっかりしてきたのです。

功しました。
ダイエットで結果を出したら自信が生まれて、もっとき

とは同居しているだけで意思の疎通もなく、夫婦とは名

仕事も息子が帰ってくる時間に合わせて選んでいました
が、その必要もなくなりました。息子は小学２年生になり、

うのかもしれない」という思いが強くありました。生きて

くなったのです。メガネからコンタクトに変え、お化粧も

講師からは「ジムに行くのは、お子さんの自立と成長のた

いることにむなしさを感じて、心理療法やスピリチュアル

きちんとするようになり、身体の線が出るシャープなライ

めにちょうどいいでしょう」と言われました。

キロの減量に成功したのです。

系のセラピーをいくつも受けてきましたが、人との間の違

ンの服やハイヒールも履いてみたいと思えるようになりま

和感はなくなりませんでした。思いあまって精神科に行く
仕事や家事から逃げるのを止めたら、エネルギーをしっ
かり出せるようになり、以前よりも疲れなくなりました。ま
た、研究発表に向けて論文も書き始めました。
目標通り痩せたことで、もっときれいになって、印象を

と、人間関係が不得意なだけで病名はつかないと帰され
ました。

いつもお腹周りが隠れるゆったりした服を着て
いました。ワンピースは喪服しか持っていなかっ
たので、ダイエット後の写真を撮るときに、慌
てて買いに行きました。

した。
結局は怠慢な心が元にあって、太っていることを言い訳
にして、いろいろなことをやらないで済ませてきたのです。

「あなたは自分が一番偉いと思って、女王さまのつもり

きく変化しました。「私は変わることができた！」と心から

何を言い出すのかと、両親はびっくりしていました。私が

解決法がある』（一色真宇著

でいますね。どれだけ自分を特別視しているんですか」

の喜びを感じました。

とても明るくなったと喜んでくれて、フラクタル心理学を

アクエリアス・ナビ刊）を

すぐにカウンセリングの予約を入れました。

いう感覚は、「私は下々の者と違うのよ」という優越感で

いました。また、学会で発表することを考えて、ボイストレー

コースの受講生がトータルで３０名を超えました。これか

さい頃は洋服を選ぶところから始まり、母に何もかも全部

合わせて」と身体を張って言いたかったのだと思います。

らも北海道でフラクタル心理学を広めていきたいと思って

した。

やってもらっていました。講座のワークのなかで、３人の

います。

先輩には子育てもしながら、講師として全国をまわって

娘の母親になったとはいえ、私の深層意識には「お母さ

カウンセリングでは現状を一通り話したあとに、現在の

「思考が現実化する。１００％例外なく！」というＴＡＷ
理論の根幹を学ぶ基本講座。人生を思い通りに生き
る技術を手に入れます。

フラクタル心理学を駆使して講師になる！ 教えるこ
とを通して自分の人生がバージョンアップします。

あって、一方ではそれは通用しないとわかっているから、

夫との関係も変わりました。これまで夫が自分の話をす

■ 長年の父への思いが変わる

入門

Basic

2 日間（1day あり）

フラクタル心理学の土台を学びます

初回 : 30,000 円（税込 32,400 円）
再受講 : 15,000 円（税込 16,200 円）

■受講料

初級

Elementary

中級

Intermediate

初回 : 240,000 円（税込 259,200 円）
再受講 : 140,000 円（税込 151,200 円）

ビジネスマインドコース講師養成講座

せて会話を中断させていました。それも「私の思い通りに

した。いつもいない父、無責任な父と不満に思ってきまし

フラクタル心理学をベースに世界最高レベルのカウンセラーを目指す

義母にも合わせようとしなかったので、上手くいってい

があります。今までは、上司に論文を出しても何か言われ

けた心理療法でも、小さい頃のシーンをたびたび見ました

本となり、責任を取れる人です。あなたは何も努力をせ

させて欲しい」という思いからでした。深層意識のなか

たが、それは私の勝手な解釈による見方でしかありませ

いる方もいます。そういう方に比べると、私はエネルギー

なかったのでしょう。ぎっくり腰になって、まわりに合わ

て否定されるのではないかと思ってきましたが、「まわりは

が、毎回、親に怒られて外に放り出されるシーンで、「な

ずにラクがいいと言い、それでいて、自分は正しくて、

の自分を特別視する思いや、人を見下す思いを変えると、

んでした。父を見下すことで、自分が女王さまでいられま

＊「教育心理コース」、「人を変える魔法コース」、「LDP コース」、
「ビジネスマインドコース」講師資格も取得できます。

ん〜」と、実母に甘える気持ちが、まだたくさん残って

の出し方がぜんぜん足りていませんでした。先輩のように

せることの大切さを学びました。その方がスムーズに物事

正しい」と自分に言い聞かせると、安心して論文を上司

んであんなことをされたのだろう？」と、恨みがましい思

両親や夫が間違っていると攻撃して、女王さまでいようと

夫に対して申し訳ない気持ちが出てきました。

した。実際には、父は事業を興して、家族を養うために

いるとわかってきたのです。

なりたいと憧れていたので、
「このままではいけない、もっ

が進むのだと知りました。

に見せることができました。上司からいくつか指摘があり、

いに駆られました。

するから問題になるんです」と諭され、「変えるつもりが

「今まですみませんでした」と頭を下げて夫に謝りました。

仕事を頑張っていたのです。

ないのなら、次の講座にはこなくていいです」と講師か

夫は驚いたようでしたが、私が揚げ足を取らなくなったの

父への思い違いもなくなり、父を尊敬できるようになる

らぴしゃりと言われてしまいました。

で、よく話かけてくるようになりました。息子と夫と私が

と、夫が私に悩みを話してくるようになりました。今まで

自然と同じ部屋に一緒にいるようになり、３人で会話をす

は家庭が自分の気持ちを打ち明けられるような安心でき

ることが普通になりました。

る場所ではなかったのです。そのことも夫に申し訳なく思

ることがありますが、今までなら好みでなければ袖すら通

協力し合いながら、同じ目標に向かって進む同志でもあり

に対して、実母のように何でもしてくれることを求めてい

しませんでした。夫の意見を尊重して試着するようになる

ます。結婚１１年目にして今が最高に幸せな関係となって

と、案外似合って、新しい自分を発見するといったことが

います。

仕事をしていないのではないか？ 娘を３人育てていても、

結果的に、学会も通り、今年９月には東京で行われた

たシーンとは違っていました。私は料理をしている母の足

それからは、仕事を頑張り、家での食事の支度や家事

あまりいいお母さんではないのではないか？ と自信がなく

全国の作業療法士学会で、とても満足のいく研究発表を

にまとわりつき、注意しても止めないので、しかたなく外

たからです。講座で、
「お世話するのが愛ではなく、成

もしっかりするようになりました。すると、行き渋りがあっ

なることがありました。気持ちがぐらつくのは、誰かにやっ

することができました。

に出されていました。私は言うことを聞かないわがままな

長を促すのが愛」ということも知り、
「逃げるのはやめて、

た娘たちは、進んで学校に行くようになったのです。私

てもらいたい意識の表われなのかもしれません。精神的

やるべきことをちゃんとしようね」と繰り返し深層意識に

がやるべきことをすれば、娘たちもやるべきことをするの

に自立することと共に、「今まで自分がしてきたことをしっ

フラクタル心理学の講座を受けて、私自身やまわりの

言い聞かせました。

だと、今度こそ実体験でわかりました。娘たちに影響す

かり認めることも必要」と講師から言われました。深層意

環境が劇的に変わりました。責任を持って仕事をするよう

るので、いい加減なことはしていられないと悟ったのです。

識に「ちゃんと自分で自分を褒めようね」と言い聞かせ、

になり、痩せて自分に自信が持てるようにもなりました。

キレイなママたちをどんどん増やしていきたいと思います。

仕事にも家事にも責任を持つ！」と決めました。

■ 仕事と家事に責任を持つと、娘の行き渋りがなくなる

このとき、主人の言うことに耳を傾けていなかったこと

私が仕事に身が入らなければ、娘たちも勉強に身が入

をすごく反省しました。「やることやってないぞ」「自分が

違う」と反発していた思いが、
「自分と同じだ」と思うと「愛

らないとわかってはいても、なかなか変えられないでいま

やっていないのに子どもに言っても聞かない」と、講師と

を感じる」ように変化していったのです。

した。

同じことを、以前から主人に言われていたからです。「夫

作業療法士として２４年目で、中堅からベテランになり、

できたことに関しては、「ちゃんとできたね」と認めるよう
にしました。

子だったのです。ひどい仕打ちをされたのではなく、母

今まで、内輪で自分だけの仕事をイヤイヤしていたのが、

何か大きな勘違いをしてきたように思えて、もっと先が
知りたくなり、フラクタル心理学のマスターコースと家族
関係コースを受けることにしたのです。

仕事内容を外に伝えていこうという意欲が生まれ、後進
の育成にも目を向けるようになりました。主人や義母、娘

■ 太っていた理由がわかりダイエットに成功する

は躾のためにそうしたのでした。

■ 自分を特別視する思考があるとわかる

たちとの関係もとても良くなり、家庭が和やかになりまし

初級講座では、受講生がそれぞれ、最近あった話をし

は自分の深層意識だから、良く聞くように」とも、講座で

中級で目標を決めるワークのときに、「作業療法士とし

た。これからもフラクタル心理学の考えに照らし合わせな

ました。私の弟は小さい頃に両親からされたことを覚えて

■ ダイエットで自分の怠慢な思いに気づく

いました。

講師から言われたことはその通りに違いありません。恥

フラクタル心理学では「相手は自分の深層意識」と言

ずかしくて自分に腹が立ちました。次の中級講座まで１ヵ

いますが、私がトレーニングに精を出すと、夫も急にアク

月間あったので、なんとしてでも何か結果が見えることを

ティブになりました。これまで、頭が痛い、風邪を引いた、

すると決めて、ダイエットに挑戦することにしました。

眠れないと、毎日のようにどこかしら不調を訴えていまし

夫を責めてきました。自分の思い違いに気づいて、深層

たが、毎朝ランニングをするようになりました。週末には、

意識を変えることでダイエットに成功し、新しい自分に出

て、満たされない思いを紛らわしていたからでしょう。バ

家から３０分ほどかけて海まで行き、サーフィンを楽しむ

会ったような気分で、オシャレも楽しめるようになりまし

イキングにも一人で行くほど食べることが好きで、家では

など、とても健康的な生活スタイルに変わりました。

た。長らく不仲だった夫との関係も修復でき、息子の心

結婚後５キロ太ってしまいましたが、食べることによっ

配をすることもなくなり、両親ともとてもよい関係になりま

焼きそば一袋３食分を一人で完食するほど食べていまし
■ 愛の勘違いで息子や両親との関係が変わる

た。

フラクタル心理学で未来を創ろう！

論文発表や学会発表、後進の育成もしなければなりませ

言われていました。主人は正しかったとわかり、主人の言

て学会発表する」と決めました。素敵にスーツを着こなし

がら、歩みを止めることなく前進していきたいと思ってい

いて、両親を謝らせたという話をすると、弟は自分の投

家では録音した講座の内容を繰り返し聞きました。何

https://ameblo.jp/hokkaidotaw

んでした。指導的な立場であるにもかかわらず、子ども

うことを素直に聞くようになりました。

て、自信あふれる姿で発表したいと思いました。そのた

ます。

影なので、私のなかに両親に謝らせたい思いがあると指

度も悔しい思いがこみ上げ、それをダイエットへの活力に

小さい頃の思い違いから、親を責め、結婚してからも

自分が変わればまわりが変わることを息子でも実感しま
した。フラクタル心理学を学び始めたころ、息子は小学１

した。これからは、もっと夫を立てて、家庭を心地よく安
心できる場所にして、夫が仕事に集中できる環境をつくっ
ていきたいと思っています。

1 日間

自分の深層意識からメッセージを読み取る方法を教える

8 日間

■受講料

: 60,000 円（税込 64,800 円）

＊初年度登録料 10,000（税込 10,800 円）込み

各講座の詳細についてはフラクタル心理学協会ホーム
ページをご覧ください。

初回 : 320,000 円（税込 345,600 円）

＊初年度登録料 20,000 円（税込 21,600 円）込み

フラクタル心理学講座

: 60,000 円（税込 64,800 円）

＊初年度登録料 10,000（税込 10,800 円）込み

＜プロの心理カウンセラーの技術を学ぶ＞

「女王さまとは、人よりも知識があり、努力して人のお手

ら小言を言われると反発を感じていたのは、義母や主人

1 日間

自分の深層意識からメッセージを読み取る方法を教える

■受講料

初回 : 120,000 円（税込 129,600 円）
再受講 : 60,000 円（税込 64,800 円）

によって小さい頃のシーンを見ていきました。これまで受

いた」と実感するようになりました。夫とは互いに尊重し、

ＬＤＰコース講師養成講座

3 日間

■受講料

■受講料

: 60,000 円（税込 64,800 円）

＊初年度登録料 10,000（税込 10,800 円）込み

フラクタル心理学の神髄を学ぶ最終講座。あなたの人生
の質が完全に変わります。

フラクタル心理カウンセラー養成講座

1 日間

他人を変え、我慢している人を解放する方法を教える

■受講料

■受講料

Advanced

: 60,000 円（税込 64,800 円）

人を変える魔法コース講師養成講座

あなたの人生の方向性を明確にし、創造の過程を通じて、
ゆるぎない人生の羅針盤を手に入れます。

上級

1 日間

＊初年度登録料 10,000（税込 10,800 円）込み

8 日間

フラクタル心理学には「まわりは正しい」という解決法

ところが、フラクタル心理学で見たのは、今まで見てい

: 200,000 円（税込 216,000 円）

子どもを勉強好きにすることを通して思考の変え方を教える

■受講料

初回 : 150,000 円（税込 162,000 円）
再受講 : 90,000 円（税込 97,200 円）

上級講座を受けると、父に対する思いもひっくり返りま

書き直してから提出しました。

1 日間

フラクタル心理学の画期的なダイエット法を教える

■受講料

教育心理コース講師養成講座

■受講料

ると、揚げ足を取り、アラ探しをしては、夫を不機嫌にさ

長年、作業療法士として仕事をしてきたのに、ちゃんと

ダイエットコース講師養成講座

＊ライセンス取得料 50,000 円（税込 54,000 円）込み

理論と感情の両面からフラクタル心理学を自分の人生で
使えるようにします。

人を避けてきたというのです。

と自分を変えなければ」と思いました。
「逃げるのを止めて、

矢印は
学習の順番です

6 日間

問題と関連のある過去の出来事を知るために、誘導瞑想

主人や義母も家事を手伝ってくれていましたが、義母か

各種養成講座

フラクタル心理学 マスターコース

学ぶことをすごく応援してくれています。
■ 自分優先をやめて夫との関係が良くなる

い人は

講師になりた

入門から上級まで全１９日間

〈一般の方に教える講師資格が得られる〉

てきたのです。
いつまでも恨めしく思っていたことを両親に謝まると、

フラクタル心理学が学べる講座をご紹介します。

＜人生を思い通りに生きる技術を学ぶ＞

と思っていたので、両親がやってくれないのを不満に思っ

つけたのがフラクタル心理学でした。『すべての問題には

と言われました。私が抱いてきた「他の人たちと違う」と

私は親や上司の意見を素直に聞かず、人に合わせるこ

ました。息子にしていたように、「やって上げることが愛」

深層意識を変えることで、痩せることができ、気持ちも大

読むと、「私に必要なのはこれだ！」と心が動かされて、

ずにいました。仕事と家事を両立しているとはいえ、どち

両親に対しても長年「愛の勘違い」をしてきたと気づき

摘されました。

何か手立てが欲しくてインターネットを検索していて、見

良くしたいと思い、先生についてファッションとメイクを習

自分を磨く努力をしました。

◆本田理恵さんのブログ

フラクタル心理学で、「愛とは相手の

意識に聞かせるように唱えながら筋トレ

それと共に食事の見直しと運動をすることで、４ヵ月で７

痛だったのでしょう。だから、ぎっくり腰になって、「私に

ジョンアップしていきたいと思います。

ていたからです。

ちゃんとやろうね」と繰り返し自分に言い聞かせました。

らも逃げて、責任を取ろうとしていない」と指摘されま

ようなところがあると気づくようになりました。「自分とは

講座で習ったアファメーション＊を、深層

で痩せてからも、引き続き夕食後にジムに通っていますが、

のかを分析するワークがありました。私は一人っ子で、小

働く女性として、妻として、母として、若々しく美しく、バー

ヤな思いをさせない」ことが愛だと思っ

怯えるように生きてきたのが嘘のように、自分を表現した

ル心理カウンセラー養成講座の開催を実現し、マスター

タル心理学で「相手は自分の深層意識」と学ぶと、同じ

「機 嫌 悪くさせない、泣かせない、イ

ろ！ 人を見下すな！ 結果を出せ！」と、

人付き合いも全般に苦手で、「自分は何か他の人たちと違

ニングを受けたり、ウォーキングレッスンにも行ったりして

ていくことで、それぞれが持つ才能を活かし、自立した

ました。トレーニング中も「傲慢をやめ

変えるために、「食べ物でごまかさずに、やるべきことを

とをしてこなかったので、自分の子どもに合わせるのも苦

私自身が常に向上し、フラクタル心理学をまわりに伝え

せ、何から何までやってあげていました。

自分のことは全部自分でするようになりました。ダイエット

らも中途半端な状態だったのです。講師から「どちらか

フラクタル心理学を学ぶ前には、夫とは「離婚してやる」

たジムでも真剣にトレーニングに取り組み

れいなりたいという感覚も目覚めました。いつも何かに

中級を受けると、実母に対してどんな感情を持っている

きで結婚したんだ」「夫からも家族からもずっと愛されて

昨年１２月には、ダイエットコース講師養成講座を受け

剣道をしている長女が試合で遠征することがあり、休

After

年生でしたが、幼稚園までは靴下をはか

ばかりの仮面夫婦でした。夫と上手くいかないだけでなく、

にもなりました。その後、９月には北海道十勝でフラクタ

みると、良い結果となりました。

■ ダイエットで痩せて自己評価が上がる

なんということかと思いました。深層意識を

■ 作業療法士として学会発表する
■ ぎっくり腰でまわりに合わせることを知る

形になっていると、講師から指摘されました。
「自分の仕
事をイヤイヤしていませんか？

と思っていましたが、今では「私は本当に夫のことが好

夫の性格は私とは正反対だと思っていましたが、フラク

東京で行われた全国の作業療
法士学会で満足のいく研究発
表ができました。

はしたこと」で、私がしている行為と同じパターンの相似

倒を喜んで見てくれています。まわりが応援してくれる環

だと思ったことも、「自分で創りだした」のだからとやって

にしています。

太っていたのは私がするべきことから逃げてきた証だっ

夫もサーフィンを始めて
夫婦で健康で
仲良くなりました。

理論を学びた

しました。食べる量を減らし、通ってい

をしました。

たのだと思い至りました。「今ご飯食べているからあとで

さん

参加してくれました。夫も講師の話を聞いて興味を持ち、

ありました。それからは夫の意見を素直に受け入れるよう

プールにも娘を連れて週３回通うようになりました。そのう

■ 実母への甘えを断ち切る

efore

女王さまの思考を止めて
３週間で５キロのダイエットに成功！

い人は

女王さまの思考を止めて３週間で５キロのダイエットに成功！

フラクタル心理学は人生運転メソッド ―― 受講生の感動ストーリー 3
ダイエット＆
傲慢な思いを変えて、愛の勘違いを正すと、夫との関係が改善し、
パートナーシップ 息子も一人で何でもするようになったという鈴木知子さんからお聞きしたお話です。

小さい頃を思い返すと、食べていたら文句を言われなかっ

作業療法士

を行き渋るようになったことで悩んでいました。

ショッピングに行くと、夫が私に似合う服を選んでくれ

家事をするうちに、身体を動かすことが楽しくなって、

なぜ、今もすぐに太る体質なのか？ を探っていきました。

らＭへと変わりました。

思考が創りだしたこと」と言います。夫から頼まれてイヤ

ると、夫の仕事も順調にすすみ、全てが好循環になりま

ダイエット講座で、なぜ、私はあんなに太っていたのか？

されてきました。体重は７キロ減って、服のサイズもＬか

フラクタル心理学では、「目の前に現れたことは自分の

う。家事や育児がイヤではなくなってきたのです。

気づけば、結婚当時より１０キロ以上太ってしまいました。

た。ほかの講座も合わせて、３日間で延べ６０人以上が

■ 夫の意見を尊重すると良い結果に

自分のなかに原因があるとわかると、「私は変わると決

逃げるのをやめて責任を持つと
作業療法士として
学会発表できました。

たとは！！

マスターコース入門講座
を初開催しました。

けていました。夫が怒るのもムリはありませんでした。

私は小学生の頃、肥満児でした。中学生でちょうどい
い体型になりましたが、出産のたびに体重は増え続け、

義母とはあまり上手くいっておらず、上の娘２人が小学校

今年５月には、東京に通ってフラクタル心理カウンセラー

めたくても、私の住む北海道十勝では講座の開催はあり

に向けて秋からダイエット講座を受け始めました。

湧けば湧くほど、体も動かすようになり、シェイプアップ

上級講座も順次開催していきました。

専業主婦でありながら家事も料理以外はまともにせず、

４ヵ月で７キロ減！ 私自身や
まわりの環境が劇的に変化！

めには絶対にダイエットして痩せると決めて、翌年の発表

なり、講師を招いてマスターコース入門講座を開催しまし

知りたくなり、受講された方たちの要望も受けて、中級、

After

自分のやるべきことから逃げずに責任を持つようにすると、ダイエットも成功し、学会でも発表でき、
家族の関係も改善したという山田ひろ子さんからお聞きしたお話です。

す。主人と娘３人と共に、
義理の両親と同居していますが、

めたりと皆さん美しく変化していきました。私ももっと先を

思考が変わるとダイエットできただけでなく、
自分を大切にするようになり、雰囲気も変わ
りました。娘からも「ママ、キレイだね」と
言ってもらえるようになりました。

４ヵ月で７キロ減！ 私自身やまわりの環境が劇的に変化！

―― 受講生の感動ストーリー 2

て」注目されたいに変わってきました。美に対する意欲が

受講された方たちも仕事で頑張り出したり、運動し始

北海道在住

フラクタル心理学は人生運転メソッド

昨年４月には、フラクタル心理学のコーディネーターに

クタル心理学の活動を応援してくれるようになりました。

ゴミ出しの日すら知らず、育児を理由に夫に家事を押しつ

フローラ受講時代の目標リスト

これまで私は、
「ちょっと太っていて人なつこいイメージ」
で注目されようとしていたようです。今では「キレイになっ

内容に共感した夫は「素晴らしい理論だね」と、フラ

ケンカが絶えませんでした。フラクタル心理学に答えを求

■ わがままなインナーチャイルドを変える

東京都渋谷区神宮前 5-47-11-302
TEL
03-6805-1828
URL
http://www.taw.ac
Email info＠taw.ac

私の容姿や雰囲気の変化を感じたママ友たちが興味を

入門講座と初級講座を一緒に受講してくれました。

イヤではないどころか、自分からどんどんするようにな

Fractal Psychology Association

という欲を「もっとキレイになりたい」に転換させて、食

できました。それから、２年後、無事に娘を出産しました。

ようにして受講し始めたのです。

フラクタル心理学協会

と思うようになり、自宅を会場にして勉強会を始めました。

ました。

さん

た！！」と大声で決意するように言われましたが、深層意
識まで声が届いたように思いました。「もっと食べたい」

がる」と好評となり、定期的に参加してくれるようになり

フラクタル心理カウンセラー
フラクタル心理学ダイエットコース講師

の「なりたい未来の姿」をイメージして、「痩せると決め

ラプログラム」で学んだことを、ママ友たちにも話したい

るのなら、「絶対に元気な子を産む」と意を決することが

ませんでした。オンラインでもいいの

フラクタル心理カウンセラー３級授与

座の講師になりました。

度自分」などの考えに心動かされ、考えたことが現実にな

子どもが生まれる前から、夫とはぶつかることもあり、

一般社団法人フラクタル心理学協会認定資格

た体も少しずつしまっていったのです。

講談社刊）に出会い、
「思考が現実化する」
「周りは３６０

になりました。

プロのカウンセラーを目指す方
最高峰の心理分析法を知りたい方
▶ 仕事に応用して成功したい方
▶

After

―― 受講生の感動ストーリー 1

本田 理恵

て、私自身もダイエット講

■ 講師を招いてフラクタル心理学の講座を開催

『人生乗り換えの法則』（宮崎なぎさ（現、一色真宇）著

のように年齢を感じさせない若いママでいたいと思うよう

▶

http://www.taw.ac/

なりたかった自分になれる！
７キロ減量でＬからＭにサイズダウン！
re
Befo

ちに１キロメートルほど泳げるようにもなり、太り気味だっ

講 座では、痩せ たあと

結婚１１年目で夫とも最高の関係に！
フラクタル心理学の講座も
定期的に開催しています。

美容瞑想』（宮崎なぎさ（現、一色真宇）著

このような方に

No.

ＴＡＷプレスでは毎号、フラクタル心理学を生かして人生をバージョンアップした方たちの
感動ストーリーをお届けします。今回のテーマは
「ダイエット＆パートナーシップ」
です。
まずトッ
プは思考が変わると家事や育児に積極的になり、フラクタル心理学の講座を開催！ダイエッ
トも成功し、夫とも良好な関係になったという本田理恵さんからお聞きしたお話です。

３９歳で初めての子でしたので、『「きれい」を引き寄せる

集

募
受講生

54

一色先生にお礼が言いたくて、家族
でロサンゼルスを訪れました。

ダイエット＆
パートナーシップ

特 集

⇧

ステーション Information

一般社団法人フラクタル心理学協会 会報誌

なりたかった自分になれる！ ７キロ減量でＬからＭにサイズダウン

特 集

⇧

教育心理コース

Mindset Revolution（マインドセットレボリューション） http://www.mindset.top を検索してください。

⇧

スケジュールは

フラクタル心理学のご案内

⇧

◆ 認定資格者による各種講座・セミナー まずはお気軽に実感してください

http://www.taw.ac

マスターコース未受講者受講可
※マスターコース未受講のかたも受講可能ですが、入門以上受講済のほうが理解しやすくなります。

＜ビジネスの成功を手に入れる＞ リーダーシップコース

＜真実の愛を手に入れる＞

家族関係コース

仕事で大成功したい人たちのための講座。フラクタル心理学の
手法を駆使した経営術が学べます。フラクタル心理学を応用し
て効率よく成功する珠玉の方法がつまっています。

母と子の関係をテーマに家族間の愛と感情の問題を読み解く講
座。人間関係を改善し自己成長を促します。独身のかたや男性
にも学んでいただきたい内容です。

2 日間 ■受講料 初回 : 120,000 円（税込 129,600 円）
再受講 : 60,000 円（税込 64,800 円）

2 日間 ■受講料 初回 : 30,000 円（税込 32,400 円）
再受講 : 15,000 円（税込 16,200 円）

＜美と健康を手に入れる＞

美容・健康コース

脳の錯覚を取り除き、美や健康を作り出すことに特化した講座。
自己評価が高まり、パートナーに巡り合う、ライフステージが上
がるなどの相乗効果も。男性にも学んでいただきたい講座です。
1日

■受講料 初回 : 30,000 円（税込 32,400 円）
再受講 : 15,000 円（税込 16,200 円）

＜医療の現場で働く人の生きがいのために！＞メディカルスタッフコース
医療者や介護者がいつまでも健康で幸せに働けるように、｢人は
鏡｣という心の仕組みを活用し、心身の疲れを自分で癒やす方
法をお伝えする講座。バーンアウト予防にも。
メディカルスタッフコース序章
1日

■受講料 : 20,000 円（税込 21,600 円）

＊ アファメーション：肯定的な自分への宣言
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