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Fractal Psychology Association
フラクタル心理学協会

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

フラクタル心理学協会パートナー

ステーション Information

PROGRES
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/

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/

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/

株式会社 ピンクダイヤ
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

グランコンパス 
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/

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/ 

九州・沖縄エリア                　    ◆ ステーション

関東エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

関西エリア             　　　　　　 ◆ ステーション中国・四国エリア                   ◆ キーステーション

関東エリア　　　                   ◆ キーステーション

中部・甲信越エリア         　　 　◆ ステーション

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

カウンセラー視点を手に入れて

フラクタル心理学を
使いこなしましょう!

フラクタル心理カウンセラー養成講座 フラクタル心理カウンセラー養成講座 

 フラクタル心理カウンセラー３級授与
一般社団法人フラクタル心理学協会認定資格

このような方に
▶ 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

◆ 認定資格者による各種講座・セミナー　

教育心理コース
勉強嫌いな子ども
が「勉強が好きに
なる！」講座です

■受講料 : 6,000 円
　（税込 6,480 円）
　　　　

2 時間

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

■受講料 : 6,000 円
　（税込 6,480 円）
　　　　

2 時間

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

■受講料 : 6,000 円
　（税込 6,480 円）
　　　　

2 時間

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

■受講料 : 50,000 円
　（税込 54,000 円）
　　　　

6 時間

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

６０歳から始める健
康をつくる誘導瞑想
健康や寿命、お金
の不安を退治します

■受講料 : 15,000 円
　（税込 16,200 円）
　　　　

2 時間　5回セット

まずはお気軽に実感してください
スケジュールは　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。

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

※フォロー 3回付き

受講生募集
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■ 結婚する気になり、会社を継ぐ宣言をする
  「フラクタル心理学で人生が変わった」とブログに紹介され
ていたのを読んで、私も学んでみようと、５年前にマスターコー
スの入門を受講しました。
　その頃、すでに今の主人とお
付き合いしていましたが、ケンカも
多く、上手くいっていませんでした。
ところが、講座のあとに受けた個
人セッションで、私が考え方を変
えると、彼の態度が変わり、彼の
ほうから結婚の話をするようになっ
たのです。私はバツイチで、その
ときはすぐに結婚しようという気持
ちにはなれませんでした。
　続けて受けた初級講座では、
講師から「たとえば、結婚して子どもを産むとか、女性を選
んで産まれてきた理由を考えてみなさい」と言われました。
ワークでペアを組んだ既婚男性から、「結婚はすごくいいも
のだ」と聞き、講座の中で「結婚して子どもを産むことで仕
事の幅が広がる」とも言われ、仕事で成功したいと思って
いたこともあって、結婚に意識が向き始めたのです。　
　中級講座の「人生の目的を見つける」ワークでも、人生
の５ヵ年計画として、結婚して子どもをつくり、会社も従業員
の人数を増やして株式会社にすること、と書きました。
　目標が決まると、最初の個人セッションのときに言われた、

「次は責任を取ることをやってみなさい」「逃げてきたことを
やってみなさい」という言葉が頭をよぎりました。
　設計事務所に勤めて１９年になりますが、社長から「会
社を継いで欲しい」と言われ、責任ある立場は荷が重く感
じて断っていたのです。私は覚悟を決めて、「会社を継が

せてください」と自分から社長
に申し出ました。
　ちょうど同じ頃、主人が結婚の
ことで、親に挨拶に来てくれました。
私が仕事で責任を取ると決めると、結婚という人生の責任
を取る方向も進み出したのです。フラクタル心理学では、現
象は同じパターンで起こるとしていますが、まさに「相似形」
の出来事でした。

■ 家族への思いを変える
　上級でのひっくり返しのワークの後でのことです。フラクタ
ル心理学の講師やアドバイザーの集まりで、私が「うちの母
は兄のことが一番好きなのだと思ってきました」と言うと、「母
親は女の子を授かったときにダイヤモンドを手に入れたと思う
んです」「男の子はかわいいけれど、女の子は自分の親友
を育てるようなものです」と言われて、娘さんをお持ちの方
がみんな頷いたのを見て、「そうだったのか !」と長い間の
勘違いに気づいたのです。
　家に帰ると、その日は３月３日のお雛祭りで、はまぐりのお
吸い物とちらし寿司が用意されていました。母が私のために
わざわざ作ってくれたのです。「私はずっと大事にされてきた」
そう感じて、不満に思っていたことを心から申し訳なく思いま
した。
　再び、個人セッションを受けたときに、私の中で引っかかっ
ていた元夫と病気で亡くなった兄の話になりました。二人とも
同じように借金を抱えていましたが、彼らは私の深層意識の
投影で、「環境が違うからあなたにその性質が出ていない
だけで、同じ環境になれば、あなたも元夫や兄と同じことに
なる傾向があります」と言われて衝撃を受けました。
　兄に対して怒りの思いがあるはずだから、それを全部書

フラクタル心理学
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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 1

一般社団法人フラクタル心理学協会 会報誌一般社団法人フラクタル心理学協会 会報誌 http://www.taw.ac/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

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。今回は「結婚・出産」特集です。まずトップは家族への思いを変えて、
目上の人の言うことに従うことで、結婚・出産を果たした中川由夏さんからお聞きしたお話です。

※1　パンチ法：シャドーボクシングのように、言葉を発しながらパンチをする思考の軌道修正法
※2　ＬＤＰ：深層意識のメッセージを身の回りの出来事から拾う方法
※3　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
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未来の自分に従うと決めて
４３歳で出産

未来の自分に従うと決めて４３歳で出産

自分の人生は自分で責任を取ると決めると業績がアップし、結婚・出産を実現！

株式会社AEA設計室 取締役
１級建築士

中川 由夏 さん
福岡県在住

※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
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■ 親との関係性を見直す
　母から、おもしろい心理学
があると教えられて、昨年春
からマスターコースを受講し
始めました。１つの講座が終
わるごとに、定期的にカウン
セリングも受けました。
　最初に受けたカウンセリン
グで、私にはかまって欲しい
という思いがかなりあり、精
神的に自立していないと指摘
されました。「親にしてきたこ
とを反省していませんね。ま
ずは親に謝りなさい」と言わ
れたのです。
　両親のことは長いこと避け
てきて、好きと嫌いが同居したような複雑な思いがありました。
関係を修復しようとこれまでさまざまな方法を試し、気持ちも
安定してきていたので、関係性も良くなったと思っていました。
ところがそれはうわべのことで、深層意識から読み解くフラク
タル心理学でみると、深層意識では親に対する意識が変
わっていないというのです。
　そもそも親に対して反抗心を持ったのは、小さい頃のこと
でした。「将来こうなりなさい」「こうした方がいい」と指図され、

「なんで押しつけられるの」と反発を感じました。妹ばかりか
まって、私はかまってもらえず、うるさいことを言われると思っ
てきたのです。
　講座で自分の深層意識を見ていくと、私はわがままで、
自分勝手に何でもやろうとしていたとわかりました。親は私の
ためを思って、言ってくれていたのです。私にはそうされな
ければならない理由があったと納得し、両親にわがままを言っ
て迷惑をかけてきたことを詫びました。

■ まわりの人を叩いて落とす必要がないと知る
　私には大学時代に知り合い、一度別れてから再び付き合
いだして、結婚も考えている人がいました。彼は出向の身
分ではあるけれど、契約の研究者でした。彼のポジション
が安定していないことをカウンセリングで相談すると、「それ
は単純にあなたが決めてないからです」と言われました。「本
当に正社員になれるの？」という目で、彼のことを見ていて、
 「彼に早く安定したポジションを得てほしい」と思う一方で、

深層意識では「向こうが私より上の立場になるのは気に食
わない」と思っているのだというのです。
　そういえば、大学生の頃、私が大手に就職して、彼が
大学院に残ったときに、自分のほうが社会的なポジションを
得たと思い、「ふふん」と得意げに彼を見下したのを思い出
しました。私は彼が自分よりも上でないとイヤだけれど、彼
がさらに上に行こうとすると、おとしめようとするタイプだった
のです。彼に限らず、自分が劣っているように感じて、人の
成功が喜べませんでした。
　フラクタル心理学では、まわりは自分の投影で、「相手は
自分の鏡」なので、嫉妬したり、叩いたりして、まわりを落
とす必要はないと教えられました。まわりが成功しだしたら、
それは映し鏡で、自分が成功する前触れなのだと知り、私
は今までの考えは間違っていて、彼に対する見方を改めな
ければならないと気づいたのです。

■  彼を落とさないと決めると結婚して子どもができる
  「彼のことを落とさない」と私は心に決めました。すると
すぐに彼から「最近、こんな出世話があってね」と、仕事
で評価をもらったと聞いたのです。私が見方を変えると彼に
変化があったと知り、「ああ、これだったのだ」と腑に落ちま
した。自分の思いと深層意識が一つになれば現実が進むと
わかったのです。
　彼が出世したことで結婚の話も進みました。すると、彼の
家で水道管が壊れて引っ越さなければならなくなり、一緒に
住み始めて、翌月には籍を入れることになりました。
　現在、妊娠７ヵ月でつわりもなく順調です。仕事も辞めて、
子どもが大きくなるまで家事や子育てをしっかりやろうと思っ
ています。私がやることをやっていたら、夫もやることをやる
人になるのでしょう。仕事でキャリアを積んできたので、仕事
をしないことに焦りもありましたが、私の場合は、目の前のこ
とをしっかりやるのが正解で、今がその時期なのだと思って
います。

　親との関係、彼との関係を修正することで、彼が出世して、
結婚へと進み、子どももできました。結局、結婚すると決め
ずに、迷っていたのは、自分で自分の人生をつくっていると
理解できていなかったからです。自分で決めればそれが現
実化することを身を持って知りました。この体験をこれからの
人生に活かしていきたいと思います。
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彼は自分より上の立場と認識できると
彼が出世して結婚・妊娠

両親や彼との関係を見直して、深層意識の思い違いを修正すると、彼が出世して
結婚することになり、子どももできたという岩田万梨子さんからお聞きしたお話です。

親との関係、彼との関係を見直すと結婚の話がスイスイと進みました。

岩田 万梨子 さん
東京都在住

■ 依存心が上手くいかない原因とわかる
　思考の現実化の仕組みが知りたいと思い、３年前にマス
ターコースを受講しました。講座のワークで、３０代で結婚
出産、収入アップと目標設定をしましたが、実現しようという
強い気持ちはありませんでした。
　初級講座の心の中を見るワークで、私はとても依存心が
強いことに気づきました。３０代半ばで離婚して、その後、
お付き合いしてもなかなか上手くいかないのは、私の依存
心が原因だとわかると、自分を変えようと本気になりました。
　
　私は兄の会社で働いていま
すが、会社が実家の１階にあ
るので、仕事後に実家に寄っ
て夕食を済ませてから帰るのが
日課でした。実家の近くに住み、
母親を召使いであるかのよう
に、何でもやってくれて当たり
前と思い、父親のこともまったく
尊敬していませんでした。
　講師から「依存すれば依存される」と言われました。
フラクタル心理学では相手に自分が投影されると考えるの
で、親を見下して、尊敬しなければ、自分が親になった時に、
子どもから同じようにされる。それがわかるから、親になりた
くてもなれないというのです。「人に依存してやってもらうより
も、自分でしたほうが成長できてお得ですよ」と講師から
諭されました。

■ 自立を目指し、両親への思いを変える
　そこで、自分のインナーチャイルド※に、「誰かを待ってい
るのは窮屈だね。自分でやったほうが経験できて、願いも叶
いやすいよ」と言い聞かせました。一人で食事をしたり、一
人で出掛けたりしました。一人旅もしたことがありませんでし
たが、やってみようとトライしました。
　実家に置いてある自分の荷物は、その分の家賃を搾取し
ているのと同じと講師に聞いたので、実家の荷物を引き上
げ、引き上げきれない分は、親に家賃を支払いました。
　さらに、「親に何でもしてもらうのは止めようね」と、インナー
チャイルドに言い聞かせました。講座で言われたように、母
親に、今までわがままだったこと、何でもしてもらってきたこと
を謝りました。ちょうど、兄の会社が移転することになり、私
も実家に入り浸ることがなくなりました。見せてはいませんが、

父親にも謝罪の手紙を書きました。
　フラクタル心理学を学び進め、上級講座が終わるころに
は、父親への思いが１８０度変わっていました。会社を経営
して私たちが何不自由なく暮らせるようにしてくれたスゴイ人
なのだと尊敬できるようになったのです。

■ 興味を感じるタイプがまったく変わってきた
　今まで通りに合コンをしたり、紹介を受けたりしていました
が、興味を持つ男性のタイプが変わったのが自分でもわかり
ました。今までは依存できるタイプが興味の対象でした。何

かしてくれる、一緒に行動してくれる相手です。そ
れが、お互い自立した関係で、人生を一緒に歩め
るような男性を探すようになったのです。
　翌年９月には今の主人と出会いました。立ち入る
スキがないほど自立していて、フラクタル心理学

を学ぶ前なら、決して選ばなかっ
たであろう厳しいタイプの人です。
トントン拍子に話が進み、翌年３
月には入籍し、すぐに妊娠して
双子を出産しました。

■ 子どもたちは育てやすく、  仕事にも復帰
  「二人いっぺんは大変ね」とよく言われるのですが、お腹
が空いたときと、おむつのとき以外は二人ともおとなしくして
います。私が自立したので、子どもたちも自立的なのだと思
います。
　主人は家事も進んでやってくれて、私が食事をつくってい
るときは子どもの相手をしてくれます。役割分担が上手くま
わっています。
　育休を取らずに２ヵ月後には仕事に復帰しました。今は母
に見てもらって、働くのは週３回ですが、保育園に入れたら
週５で働こうと思っています。以前なら「何で働かなきゃい
けないの」と思っていたでしょうから、これも大きな変化です。
　
  「依存心を減らして自立し、自分で責任を取ろう」が私の
テーマでした。誰かにやってもらう、誰かに責任を取っても
らうのではなく、自分で自分の人生の責任を取ると決めまし
た。その結果、素晴らしい主人と二人の子どもたちに恵ま
れました。この先、家庭を運営しながら、兄の会社を大きく
したい、仕事でも頑張っていきたいと、次なる目標を立てて
います。
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好みの男性のタイプが変わって
トントン拍子に結婚・出産！ 

依存心をなくすように努力して、両親への思いを変えると、自立的な男性と知り合い、
結婚して双子が生まれたという佐々木智子さんからお聞きしたお話です。

父への思いが180度変わったら、今までとは違うタイプの男性と出会いました。

※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

会社員

佐々木 智子 さん
東京都在住

きだして、自分の深層意識の中の兄と同じ部分に向けて、
パンチ法＊1 でそれを言い聞かせるように言われました。シャ
ドーボクシングの要領でパンチをしながら、「借りた物を返せ」  
「借金を止めろ」と、兄に言いたい言葉を、自分の深層意
識に向けて３ヵ月間毎日のように言い続けました。  
  「お兄さんが一生懸命に働いてお金を稼いで、税金を納
めているイメージをしなさい」と教わり、兄が働いているイメー
ジをすると、その年、会社の売上げが倍増しました。個人
事務所から株式会社に変更し、私は取締役に昇進してボー
ナスも倍になったのです。　

■ ケチをつける未熟なチャイルドを変える
　ところが、結婚のほうが進みませんでした。彼が勤めて
いた会社を辞めて再就職してから、籍を入れる段階になる
と、再就職先で上手くいかなくなったのです。彼も私の投影
なので、受講していたフラクタル心理学の３ヵ月講座で、思
考の修正をしながら、とにかく３ヵ月後には籍を入れると決め
ました。そして、日々 、思ったことや考えたことをフェイスブッ
クにアップして、講師やメンバーがＬＤＰ※２の手法で読み解
いたアドバイスに従うようにしたのです。
　あるとき、私が「駐車場のオーナーの車が私の区画の前
に止まっていて入れにくい」とアップすると、講師から「あな
たは自分の未来を攻撃している」と言われました。どうして、
それが未来を攻撃することになるのか？　講師の分析は次
のようなことでした。
  「駐車場を作るときに、オーナーは通路や区画を考えて決
めているはずです。オーナーも車を区画内に停めているなら、
何も問題はなく、運転が上手い人なら文句など出ないでしょ
う。あなたは未熟な自分の運転技術を考慮しろと、オーナー
に言っていることになります」
　自分の視野の狭さ、技術の未熟さを棚にあげて、上の
立場の人に文句を言うのは、私が従業員の思考をしている
からで、このままでは、経営者になったときに、同じように従
業員から文句を言われることになる。私の思考は、自分の
未来を攻撃するような思考になっている。深層意識ではオー
ナーと親は相似系と考えられるので、オーナーにケチをつけ
るのは、私の深層意識に、親のやることにケチをつける未
熟なインナーチャイルド＊３がいるからだと言われたのです。
　フラクタル心理学には「未来の自分は正しい」という修正
法があります。目上の人、経験のある人、責任を取ってい
る人を未来の自分として、彼らの言うことを１００％正しいとし
て、深層意識に従う方法です。私はこれを取り入れて、社
長や、親や彼を未来として、彼らに従うことにしました。
　すると、彼はとてもいい職場に転職が決まり、張り切って
働き始めたのです。それに伴って、３ヵ月後に籍を入れると
決めた日に、籍を入れることができました。
　会社の社長からは、私がすごく変わったと言われました。
会社もさらに大きくなって、新入社員も２人入り、ずっと逃し
ていた県の公共工事や、大きなお寺の改修工事など、工

事費用が何億円という受注が取れるようになったのです。

■ 元気な男の子を出産
　入籍したときは
３９歳になってい
ましたが、子ども
が欲しいと思い、
次の目標として
子どもを産むと決
めて、フラクタル心理学の勉強を続けました。
　私はマラソンが趣味ですが、北九州マラソンに出場したと
きのこと、４０キロの関門で、規定に１０秒足りずに、そこで
止められ、完走できないことがありました。フェイスブックに「参
加人数が多くてスタートが１０分遅れた。もし早くスタートでき
ていれば通過できたのに」とアップすると、講師から「スター
トが遅れてぎりぎり間に合わない」という思考パターンが私に
はあり、「結婚が遅かったので、ぎりぎり間に合わない」こと
になると教えられて、その思考パターンを修正しました。
　不妊治療に一度失敗し、その後は「未来の自分は正しい。
未来の自分に従う」と決め、主人が見つけてきたサプリメン
トを飲み、経験者から言われたことを素直に聞きました。
　フラクタル心理学のアドバイザーになって講座をしなさいと
勧められたときにも、「責任を取るという意味で、教えること
も親になることと相似形です」と言われて、アドバイザーの
活動も２年間続けました。
　４２歳になったときに受けた個人セッションでは、「イメージ
の中でどんどん赤ちゃんを抱きなさい」と教えられて、子ども
を抱くイメージをすると、幸福感に満たされる体験をしました。
その１ヵ月後に、妊娠３ヵ月とわかったのです。
　体調はすこぶる良く、つわりも１度もなく、生まれる直前ま
で仕事ができました。高齢出産でしたが、２時間１４分で元
気な男の子を出産しました。「私も頑張るから、一緒に出産
しよう」とインナーチャイルドに話しかけていたからか、とても
軽いお産でした。インナーチャイルドと協力して産んだのだと
実感しました。
　息子は８ヵ月になりました。たしかに子どもが生まれて視点
が変わりました。仕事復帰はこれからですが、仕事の幅も
広がるのではないかと楽しみにしています。

　あのとき、思い切って講座を受けていなければ、変わら
ぬ現実に今でも不満を言っていたことでしょう。フラクタル心
理学でたくさんのことを教えていただき、「未来の自分は正し
い。未来の自分に従う」と決めることで、現実が変わり、
幸せを得ることができました。これからも家庭の運営に、会
社の経営にフラクタル心理学を大いに活用していきたいと思
います。

■ 中川さんの勤める設計事務所　株式会社AEA設計室 
    http://aea55.com/

母もフラクタル心理学を受講して、「６０歳か
ら始める健康をつくる誘導瞑想講座」の講師
になりました。私も今養成講座を受講中です。

ご主人と息子さん

　　

■ 結婚して成長しようと決める
　独立就農を目指して農業を始めましたが
やっていけず、付き合って３年になる彼とも
上手くいかずに、人生の岐路に立った４年
前の秋、フラクタル心理学のマスターコース
を受講しました。
　受講過程で受けたカウンセリングでは、

「自分で農業をするのをやめて就職しなさい。彼とは３年付
き合って結婚の話がでないのは誠意がないから別れなさい」
と言われました。私は精神的・経済的に自立する必要があり、
自分で経営する段階ではないと判断されたのです。アドバイ
ス通りに、隣町の農園に就職して、彼とも別れました。
　講座の中で、人生の目標を立てるワークで、「人間として
成長するには結婚して責任をとること」と学びました。結婚
して家庭を持ち、親になることは本当に大事なことと教えら
れ、私も成長して人生を豊かにするために、結婚を目標に
することに決めました。「結婚に向けて行動が足りない」と
言われ、婚活も始めました。
　４０歳になっても結婚していないのは、私のインナーチャイ
ルド※が抵抗しているからで、いい加減な人や結婚を考えて
いない人と出会うのは、「結婚したくない思いが相手に投影
されるから」と指摘されました。そこで、インナーチャイルド
を変えるために、「結婚して成長する。家庭を持つ」と言い
聞かせることにしました。

■ 結婚が良いものに思え、家事も仕事とわかる
　カウンセラーから、「お母さんが幸せだったと思っていない
と結婚できませんよ」とも言われました。母は働いていました
が、経済的に自立していなかったので、「父にこき使われて
いたように思います」と答えると、「子どもは一度でもケンカし
ているところを見ると、両親は仲が悪いと勘違いします」「親
になると子ども目線では見えないことがわかるので、広い視
野を持つためにも結婚しなさい」と言われたのです。
　私は主婦の仕事も軽くみていました。家事も労働の１つで、
仕事だと思って働くことが大事だと知りました。主婦も価値
のある仕事と認められるようになると、母や父に対する思い
も変わっていったのです。
　
■ 仕事で成果が出て、出会いと結婚へ
  「結婚を目標にするにあたっては、まず自立することで、そ
れには仕事を一生懸命すること」「働くことを生きがいにする

くらい頑張りなさい」と言われました。
「働くことはしんどい」と感じていた
ので、『朝４分で仕事力を２００％
ＵＰさせる !　アクティブ・モーニン
グ 』のＣＤ（一色真宇著　アクエリアス・

ナビ制作・販売）を聞いて、働く意
欲を高めました。

　次第に、農園の仕事で成果が出るようになり、営業・広
報担当として、農産加工品の販売や、旅行会社から観光
農業や団体客を呼び込み、テレビ局の取材を受けたり、農
林水産省の動画を撮ったりと、自分の世界が広がっていきま
した。それと平行して、一昨年の秋に出会ってお付き合い
を始めた人とも上手くいきだしたのです。
　農園も大きくなり、後輩の指導もし始めて、仕事がおもし
ろくなってきたころ、昨年１１月に妊娠がわかりました。彼に
妊娠したことを言うと、とても喜んでくれて、結婚という運び
になりました。彼とは住んでいる地域が離れていたので、
仕事を辞めて結婚、育児に専念することになりました。

■ ４４歳で出産へ
　４４歳で初産でしたが、妊娠中はつわりもなく、
分娩時間が約６時間の安産で女の子を産みま
した。これもフラクタル心理学の考え方を取り入れて、心身
を健康に保ったお陰だと、ありがたく思っています。
　子どもが生まれたことで自分の未来の可能性が広がったよ
うに感じて、未来が楽しみになってきました。
　４０歳を過ぎて結婚と出産が叶ったのは、美容・健康コー
スを学んだことも大きかったと思います。「自分の思考が現実
化するのだから、自分の寿命も伸ばせる」と学び、体力だっ
てつけられるし、今までできないと思っていたこともできると思
えるようになりました。

　ここまで来るのに、フラクタル心理学の先生や先輩方から
たくさんのアドバイスをいただきました。アドバイスはすべて親
目線で、愛にあふれた言葉ばかりでした。親でも大人になっ
たら諦めて言わないようなことをピシッと言ってくださいました。
それによって気持ちを切り変えて、結婚出産まで行けたこと
を、心より感謝いたします。

■ 梶山さんのブログ　望む未来を創れる脳へ～才脳開花★
ブレインブルーム　https://ameblo.jp/gold-plum/
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精神的・経済的に自立したら
４４歳で出産が叶いました！

アドバイスに従い就職して、彼とも別れ、仕事が生きがいになるように頑張ると、新
しい出会いがあり、結婚出産が叶ったという梶山佳世さんからお聞きしたお話です。

両親に対する思いが変わると結婚に前向きになり、パートナーが見つかりました。

フラクタル心理カウンセラー　
ＭＢＩＰトレーナー

梶山 佳世 さん
広島県在住

ご主人と娘さん

元気な双子の娘さんたち
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