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1.引き寄せの法則
・江川剛史

引き寄せの法則とは、

引き寄せようとしたものは、

引き寄せられる法則のことです。

幸福を望み、

幸福を引き寄せようとすれば、

幸福が引き寄せられ、

お金を引き寄せようとすれば、

お金を引き寄せます。

引き寄せの法則では、

良いものでも悪いものでも、

引き寄せようとすれば、

引き寄せてしまいます。

良いものを引き寄せようとすることが大切です。
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・江川剛史

思考は現実化すると言いますが、

その通りですね。

私も高校生の頃、

尾崎豊やジョンレノンのような歌手になりたいと願って、

その結果、

16年後のある日、

歌い手を募集している作詞・作曲家がいたので、

その人とコラボレーションをして、

歌を歌い、

それを公開するということをしました。

私が歌を世界に発信することが叶ったんですね。

さらに、その年、

私は、

ボーカロイドの曲を自動生成するサイト、

ボカロネットを見つけ出し、

57曲以上のボーカロイド曲を作詞して、
作ったんですね。

尾崎豊のように、

歌詞を自作して、
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歌を発表することが出来たのです。

まさに思考は現実化する。

歌で世界を変えたいなんて、

高校生の頃、

叶わないだろうと思いながらも、

ただ夢想していた夢が叶ったわけです。

その他にも、

様々な夢を叶えました。

願いは実現化させることが出来るわけですね。
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・江川剛史

ネットビジネスで 100万円稼ぎたいと考えていたら、
私は 100万円稼げるようになりました。

今の恋人と出会い、

それで様々なセミナーを受けた中で、

理想の友達はどんな存在か書くよう言われて、

書いたのですが、

実は、

理想の友達は、

私の恋人と同じだったのです。

私は、

理想の相手を、

恋人として引き寄せたんだと思いました。

仕事も引き寄せられますね。

楽な仕事がしたいと思って、

転職したら、

楽な仕事に出会えました。

きっと霊的な存在が、

ご用意してくださったのでしょう。

感謝ですね。
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そして病気も引き寄せられますね。

私も心の病を抱えていますが、

それはなるべくしてなったと思います。

私の生き方として、

行き方として、

避けて通れない引き寄せだったと思いますね。
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・江川剛史

劇をいつか見たいと願ったから、

劇団四季のライオンキングを見に行くことに繋がったり、

コンビニでミニタオルが買えたらなと、

思ってみてみたら、売っていて買えたり。

RPGで世界を変えるために冒険したいと願ったから、
現実世界でも、

勇者のように世界を救うために生きているし、

世界の顧問になりたいと考えたから、

Yahooニュースにコメントを書き始めたり、

頭に浮かぶアイディアは、

皆、引き寄せられて、生まれますね。

そして、

悪いことも、

考えれば引き寄せられるから、

考えないことですね。

むしろ、

引き寄せたくないことは、

遠ざける。

避けるマインドが大事です。
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ハリーポッターの死の秘宝 PART2でも、

魔法でホグワーツにバリアを張る時に、

『最大の防御、敵を避ける。』

そう唱えていました。

これ以来、

私もメンタルな世界とは、

距離を置くようになったし、

アンダーグラウンドな世界には、

踏み入れないようにするようになりました。

危険な街には近づかないし、

敵を避けることが大事ですね。
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・江川剛史

引き寄せの法則は、

とてつもないことも引き寄せられる。

だから、

とてつもないことも願うことが大事なんですね。

私も 20代の頃、
世界で活動し、周りの人から、

感謝されるイメージを、

NLPのコーチングの練習の時、
思い浮かべました。

練習の相手は、

何、そんなことイメージしてるんだ？

叶うわけないのに。

そんな感じで見ていましたが、

私は既に、

この頃から、

引き寄せの法則や、

現実化の力を信じていたので、

そういうイメージを描いたわけです。

その頃、

心理カウンセラーを目指していたので、

夜回り先生と呼ばれる、

水谷修さんをモデリングしたりしました。
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あの方からは、

多くを学びました。

数年後、

再び、水谷修さんの本を読んで見ると、

あの頃は、

違うと感じたことも、

違わないかなと感じることもありました。

本の感じ方や感想も、

自分のレベルやステージで変わるわけですね。

そして、

探していた本が見つかることですが、

以前、

ある音声セミナーで、

老子の話が出たんですね。

そうして、

老子は難しいから、

マンガ 老荘の思想という本だけでいいから、

読むといいと勧められたんですね。

その次の日ですよ。
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池袋のブックオフへ寄って、

本を片っ端から、

買っている最中、

文庫の棚に来たら、

この勧められていた、

老子の本に出会えたのです。

100円なので、

即、買いましたね。

こんなこともあるのですね。

11



・江川剛史

大きなことも小さなことも、

願えば叶いますね。

だから私も、

宇宙や霊的な存在に、

時に願いを伝えるのです。

現実化するために。

願いを叶えるためにね。
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・江川剛史

母が骨折して、

介護保険とか、

介護ベットとか必要になった時に、

ふと本で、

介護保険とか、

老人ホームランキングとか、

乗っている本を見つけたりしましたね。

本の表紙等も、

自分のなかで、

キーワードが出ていると、

引き寄せたりしますね。

何かの人生のイベントや出来事でも、

それも意味あるものとして、

自分に必要なものとして、

引き寄せられますね。

全ては、

必要なものが与えられる。
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乗り越えられない試練は無いということですね。
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2.意識を説得する理由付け。

・江川剛史

願いを明確にすることが大事ですね。

私も世界の顧問になりたいという、

大きな願いを持ってから、

何故、世界の顧問になりたいかというと、

影響力を持って、

世界に貢献したい。

世界を変えたいという気持ちからだと分析して、

まずは、

Yahooニュースにコメントを書くことから始めました。

明確にする中で、

やるべきことが見えてくるんですね。
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・江川剛史

自分が信じられる願いを持つこと。

だから、

どれだけ『自分を信じられているか』が大事なんですね。

私は心理カウンセラーを目指していた時にも、

ガンジーのように世界を救うイメージも、

コーチングの練習の時にしたし、

世界の顧問も、

それなりに実現できると信じているから、

願うわけです。

100％実現しなくても、

80％は形を変えて、

実現したりするものです。

だから私は、

可能性を信じて、

最大限、

願いと夢を持ちます。
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こうして、

未来の自分にエネルギーを与えるわけです。
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・江川剛史

私が芋を引き寄せようかなと感じた時に、

買ったものは、

ポテトチップスでした。

敢えて、引き寄せてみることで、

引き寄せ力が上がると思ったので、

芋として、

ポテトチップスを引き寄せてみました。
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・江川剛史

引き寄せの力を発揮するには、

自ら、引き寄せの力を、

活用しようとすることです。

この願いや夢を持って、

引き寄せようと意識することです。

潜在意識と顕在意識に刷り込まれれば、

それが人生の中で実現します。

引き寄せの力は、

存在するから、

上手く活用した方が良いですね。
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・江川剛史

私が叶えたい夢は、

世界を変える革命家になること。

世界の為に毎日、

奉仕する生活をすること。

欲しいものは、

愛するパートナーと、

必要十分な金銭。

そして願いを実現する健康的な体が必要ですね。

愛するパートナーとの絆、

金銭と健康的な体、

引き寄せようと思います。
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・江川剛史

私も恋人との生活費を考えた上で、

これだけの金額が生活費に必要だから、

ネットビジネスでも、

月収 10万円は欲しいと考えるようになり、

よりネットビジネスで、

毎月稼ぐためのモチベーションが上がりました。

理由付けというか、

モチベーションが大事ですね。

その願いを叶えたいモチベーションを持つこと。

常に強くなくてもいいから、

長く継続すること。

継続は力なりで、

いつか芽を出しますね。
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3.信じなくても効果がある。

・江川剛史

引き寄せの法則は、

確かに存在しています。

貴方も振り返ってみれば、

気づく筈です。

そして信じなくても、

引き寄せの法則は存在しますが、

引き寄せの法則を信じて、

活用することで、

さらに引き寄せの法則を活かすことが出来るんですね。

法則や摂理を理解した上で、

活用する。

それが大事なことです。
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・江川剛史

私たちは、

霊的なサポートも受けています。

私達を見守っている霊がいるのです。

ですから、

何かあれば、

働きかけてくれることもあるし、

願いは、

実現するように出来ているんです。

勿論、

正しく生きようとか、

もっと向上しようとか、

そういう意欲も大事です。

どんな存在で在っているかというのも、

願いが叶うかには重要な要素です。

夢の実現は、

実現すべき時に達成します。

その代償も、
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その人に必要であるだけ生じます。

必要であることが与えられる。

与えられるべきことが与えられる。

だから与えられるべき存在になることです。

24



・江川剛史

引き寄せの法則は、

確かに存在しているから、

この引き寄せの法則を活用して、

人生を豊かに、

素晴らしいものにしようと、

引き寄せるのです。

どんなものも引き寄せることが出来ます。

だからこそ、

良いものを引き寄せること。

良い感情、

良い心で引き寄せることが大事なのです。
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・江川剛史

自分が欲しいものを手に入れた自分を、

想像してみましたが、

今の自分の延長線上でした。

何も大して、

変わっていません。

昔やっていたように、

私に対してメッセージや相談を送る、

人が私の元に集まって、

私は、それに返信する。

そうして、

様々なメルマガの読者は、

今の 10倍、100倍の読者数。

様々な知識と影響力を持って、

人々に指導をしている。

横には、

愛するパートナーがいる。

そうして、
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慈善団体に、

100万円寄付する。

それくらい金銭的にも、

成功するイメージを、

思い浮かべました。

何も非現実的な願いではないのです。

自分が望んだ未来は、

今の自分の未来の姿でした。

そうして、

今後、どうして行くべきかが、

分かったのです。

貴方も、

理想の未来を手に入れた自分を想像してみてください。

私の場合、

手が届く願いが、

理想でした。

恐らく、
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その理想は通過点になるでしょう。

そうなるよう、

これからも頑張って行こうと思います。
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4.感謝が望みを引き寄せる。
・江川剛史

私も様々なものを引き寄せてきました。

ある助言者に対しては、

敬意を表し、

そして必ず感謝を伝えます。

その助言者は、

私のことを考え、

助言してくれたりすることが分かるからです。

だから感謝を伝えます。

結果、

何度も助言してくれるのです。

そうして恋人とも、

私は実に相性がいいです。

理想の友達をイメージしてみてくださいと、

あるセミナーで言われた時に、

理想の友達が、

恋人と、

まるで同じ要素だったことには驚きました。
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私は理想の恋人を、

引き寄せたのです。

そう思うのです。
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・江川剛史

人生を不幸に生きている人の共通点は、

愚痴を言うです。

ネガティブな感情に縛られていて、

誰かを憎んでいます。

そうして、

その攻撃性が自分に向かい、

自殺を考えたりするのです。

不平不満は、

あまり考えない。

今、この現状を、

どのように、

より良く生きるかを考えること。

そして、

今あるものに感謝をすること。

感謝をし、

より良い未来を引き寄せるのです。
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・江川剛史

斉藤一人さんの書籍には、

本当に良い物もあります。

ぜひ、自分に響いた、

斉藤一人さんの本を手に取り、

読んでみて欲しいと思います。

ツイてると考えることは非常に大事です。

私も不運なことがあったけれど、

これも意味あることだと考えていたら、

本当に、

意味あることが起きたのです。

これはツイてるなと思いました。

普通は不運だと感じることもに、

意味や幸運はあるのです。

ぜひ、そう考えて、

この出来事の意味は何か、

何を伝えようとしているか、

考えることです。

32



・江川剛史

後ろ向きには考えない。

前へ前へ前向きに考えること。

感謝とポジティブ、

それを持って、

人生を生きていくことが大事です。
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・江川剛史

今、生きていることに感謝。

この文章を書けることに感謝。

これを読んでくれている人がいることに感謝。

目が見えることに感謝。

足が動くことに感謝。

手が動くことに感謝。

今日もご飯が食べれることに感謝。

たくさん、

感謝をして行こう。
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・江川剛史

恋人に感謝。

両親に感謝。

先祖代々に感謝。

守護霊様に感謝。

指導霊様に感謝。

出会いに感謝。

今があることに感謝。

感謝を継続していくことが大事。

恋人や家族に繰り返し、

感謝を伝えることが大事なのです。
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・江川剛史

インターネットがあることに感謝。

スマートフォンがあることに感謝。

この本を書いてくれたことに感謝。

今ある幸福全てに感謝。

今後起きる、

意味とメッセージ全てに感謝。

たくさんたくさん、

感謝していこう。
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・江川剛史

住む場所があることも尊いこと。

清潔な洋服が着れていることにも感謝。

宇宙があることに感謝。

地球があることに感謝。

大量絶滅しないことに感謝。

霊界があることに感謝。

何事にも感謝する癖を身に付けよう。
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・江川剛史

人生で一番嬉しかったことは、

愛する恋人と出会えたこと。

私は、

愛する恋人と出会い、

『愛』を知ることは出来た。

あるセミナーで、

貴方は今まで何を学び、

何をするために生まれてきたと思うか。

そう聞かれた時に、

私は愛を学び、

愛の為に、

愛を持って世界に貢献するために生まれてきたと思ったのだ。

愛するため、

愛を学び、

愛を持って世界に貢献するため。

今まで全ては、

愛を学ぶために生まれたのではないかと、

私は思った。

そうして恋人が、
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私に愛を教えてくれた。

昔の私は、

愛を知らなかった。

でも愛を知っていくことが出来た。

恋人には感謝をしている。

そうして、

今後も愛を学び、

愛を持って世界に貢献したいと思う。

私は愛のために生まれてきたのだ。
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5.引き寄せには時間差がある。

・江川剛史

引き寄せの法則には、

時間差があります。

すぐ願いが引き寄せられることもあれば、

数年後、

引き寄せられることもあります。

そして、

願いと違った形で、

願いが叶ったり、

貴方に相応しいタイミングで、

引き寄せられるのです。
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・江川剛史

私は、

以前、教師を目指していました。

しかし、

教師になることは出来なかったのですが、

今、

ご存知のように、

私はビジネスを教えたり、

このようにスピリチュアルなことも教えているし、

自殺サイトなどを訪問し、

苦しみ悩んでいる中高生に対して、

自殺をしないよう呼びかけたりしているわけです。

今の私なら分かりますが、

私は教師にならなくて良かったのです。

もっと、

私は自由に、

自分が教えたいことを、

教えたい時に、

好きなだけ教えたいのです。
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だから現在の情報ビジネスを引き寄せたわけですね。
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・江川剛史

試練は訪れるべき時に、

訪れるわけですね。

私も今まで様々な試練がありました。

自分に心の鞭を打ったこともあるし、

死ぬことすら考えたこともあるし、

栄養ドリンクを適量以上に飲んだため、

苦しんだ経験もあるし、

そういう一つ一つの経験が、

意味あるものになるんですね。
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・江川剛史

引き寄せの法則は、

確かに存在している法則です。

世界の摂理を信じて、

その中で、

精一杯、生きることが大事ですね。
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・江川剛史

私もホームページには、

『このホームページは、

世界を変えるために開設しました。』

そう書いてあるわけです。

世界を変える。

全存在の為に。

その全存在への愛が込められている、

原点があるわけです。

その他にも、

私の財布には、

115億円札が入っています。

これは、

風水に関する本の特典に付いていた、

115億円札なんですが、

これを財布に入れています。

そして財布も、

お札が入るところは、

黄色の財布を使っています。

これも金運を意識しています。
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こうやって、

自分の中で、

自然と引き寄せたいものを、

引き寄せるようにしているのです。

46



6.明確にイメージすること

・江川剛史

願いを叶えるためには、

そのイメージをし、

それを明確にし、

それを実現に向かい、

努力することです。

引き寄せるとは、

完全他力ではなく、

自らでも、

引き寄せようと、

何か、

行って行くことが、

効果的なのです。
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・江川剛史

私も部屋にスペリオルドラゴンのカードや、

ファイナルファンタジーⅣ、セシルのパラディンのカード、

ドラゴンクエストⅢの勇者のカード、

ドラゴンボール神と神のスーパーサイヤ人ゴッド、

ドラゴンボール復活の F、べジータのビックバンアタックカードなど、

部屋に飾っています。

ドラゴンボール復活の Fのべジータのカードなんかは、

孫悟空かべジータ、

どちらかが貰えるという中で手に入れたのですが、

これは当たりだと思いました。

何せ、

ビックバンアタックのカードだからです。

しかもカードには、

ELと書かれています。

まさかビックバンアタックのカードを引き寄せるとは、

思いませんでしたが、

これも引き寄せの法則として、

感謝して受け取ろうと思いました。

そして、
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さらに私は楯を布団の横に飾っています。

その楯には、

特別なメッセージが書かれているのです。

だから私は、

安心して眠りにつけるのです。
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・江川剛史

私も菜食主義を初めて心がけた時に、

菜食中心で食事が出来るだろうか、

そんな不安を持ちました。

そして自宅近くのチェーン店に、

菜食主義者が食べれるようなものは無いか、

探した時に見つけたのが、

てんやの野菜天丼です。

そうして食べに行った時に、

あまりの美味しさに感動した覚えがあります。

これは、

意外にも菜食主義で、

生きていける。

そう思ったものです。

その他、

ココイチの野菜カレーや、

セブンイレブンの塩おにぎり、

ローソン 100の納豆巻きなど、
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様々な菜食主義が食べれる食べ物を、

見つけられたのです。

今まで気付かなかったのに、

引き寄せたんですね。
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・江川剛史

私も願いは、

何度も繰り返し、

願うようにしています。

それが引き寄せられることを願って、

敢えて、

何度も何度も願うのです。
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・江川剛史

私も引き寄せたいものを、

想像したり、

調べたりすることも多いです。

思考は現実化する。

目標は明確化するというのと同じです。

何度も何度も想像するし、

時には紙に書いて、

アイディアを考えたり、

調べて計画を立てたり、

そうやって、

霊的な存在や、

自分自身、

未来にメッセージを送るのです。
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7.引き寄せ力には個人差がある。

・江川剛史

人生の成功が、

どんどん大きくなる人もいれば、

中々、成功に出会えない人もいます。

成功を引き寄せる力に差があるわけですね。

これは幸福でも、

愛でも、

お金でも、

楽しみでも、

色々ありますね。

54



・江川剛史

例えば、

億万長者に成るとかでも、

億万長者に成る適性があるか。

億万長者に成る準備は済んでいるか。

億万長者を引き寄せる力は強いか。

それ次第ということですね。

これは幸福でも言えます。

幸福になる適性はあるか。

幸福になる準備は済んでいるか。

幸福を引き寄せる力はあるか。

幸福になるために必要なものを、

集める必要があるわけです。
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・江川剛史

億万長者になることにも、

向き不向きはあるし、

億万長者に成る興味関心も人それぞれなわけです。

1兆円稼ぎたいと思う人もいれば、

1億円で良いとか、

とりあえず生活できれば良いとか、

人それぞれなわけですね。
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・江川剛史

私も、

ネットビジネスを始めて、

最初の 5万円稼ぐのが、

一番大変でした。

最初は、

報酬 0円更新でした。

そうしてアマゾンアソシエイトの報酬 52円が、

最初の報酬で、

そんな底辺を彷徨って、

ある地点から、

稼げるようになったわけです。

ネットビジネスでお金を引き寄せる力が、

上がったわけですね。
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・江川剛史

1億円稼ぐモチベーションも、

人それぞれです。

幸福も、

絶対に幸せになる。

そう思う人もいれば、

幸せになんかなれるのかな。

そんな風に悲観している人もいるわけです。

未来を悲観するよりは、

絶対に手に入れると頑張ったほうが、

素敵な未来を引き寄せますよね。
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・江川剛史

何事も人と、

比較してはならないのです。

人を見て、

自分を高めるのならば良いですが、

常に考えるべきは、

自分自身の向上と成長なわけです。

相手が自分より上だからと、

陥れてやろうなんて思わず、

自分は自分で、

さらに上を目指すのです。
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・江川剛史

例えば、

偉大な偉人が、

世界の為に貢献することもあれば、

暗殺されてしまうこともあるわけです。

良いことを引き寄せるだけでなく、

その反面、

悪いことも引き寄せやすくなってしまうわけですね。
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・江川剛史

引き寄せたいものを得るために、

何が足りないか。

何をすべきか。

そして、

さらに引き寄せるためには、

どうして行くべきか。

考えて実践していくことが大事です。
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8.基礎編・「引き寄せの部」最終回

・江川剛史

NLPコーチングにおいても、
夢を叶えるためには、

五感を働かせてイメージすることが大事だとされています。

視覚、聴覚、臭覚、体感覚ですね。

それを明確にイメージして、

引き寄せるのです。

私もNLPコーチングのモデリングという技法の練習をしている時、

夜回り先生と呼ばれる水谷修さんをモデリングしたんですね。

あの頃は心理カウンセラーを目指していて、

オンライン上で、

大量の相談に乗ることを夢見ていたわけです。

結果、

今も、ネット上で、

悩み苦しむ人の相談を受けます。

ネットビジネスもしていますが、

自殺防止活動もしたいなという気持ちがあり、

リスクもある活動ですが、

やってしまうのです。
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これも今思えば、

このNLPのモデリング技法の効果、

引き寄せの効果かもしれませんね。
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・江川剛史

引き寄せの法則を信じて、

頑張れば、

引き寄せられる。

引き寄せられるまでの努力も大事だということです。

だから精一杯、

貴方の願いや夢のために、

頑張ることが大事なんですね。

64



・江川剛史

良い引き寄せを得るためには、

ポジティブな思考と、

心からの感謝をしていくことです。

ポジティブとは、

前向きとか、

建設的という意味です。

建設的な思考をし、

心から感謝を思いを持つこと。

日々のこと、

周りの人々、

様々なことに、

感謝をするのです。
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9.潜在意識とは。（前編）

・江川剛史

人間には、

潜在意識と顕在意識がある。

潜在意識とは、

無意識のことであり、

顕在意識とは、

意識した意識のこと。

人は、

日々、

潜在意識で生きていたり、

時に顕在意識で、

行動したりしている。
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・江川剛史

人は、

自発的に意識する顕在意識で、

行動することもあれば、

無意識、

何となくなど、

意識していないことで、

行動したり、

守護霊様のサポート、

摂理など、

様々な霊的なサポートも、

受けているのが人間なのです。
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10.潜在意識とは（後編）

・江川剛史

引き寄せの法則上に生きていることを意識して、

生きていくことが大事なんですね。

この行動を取ることは、

後々、

どういうことを引き寄せるかとか、

考えるわけです。

例えば、

食事でも、

脂っこいもの食べれば、

消化にエネルギーを使い、

眠くなってしまう。

結果、

仕事が捗らないとか、

集中出来ないとか、

そういうことに繋がるわけです。

食事も引き寄せの法則が働いているし、
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常日頃の行動も、

引き寄せの法則が働いています。

だから、

いかに、

悪いものを引き寄せず、

良いものを引き寄せる生活をすることが大事です。
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・江川剛史

自分の日々の行動を、

意識して感じてみることが大事です。

意外にも、

自分の行動を意識してみると、

無意識に行動していることが、

多々あることが分かります。

例えば、

顔を掻いたり、

瞬きをしたり、

足の指を動かしたり、

色々な行動を、

無意識でしていることが分かる筈です。

自分は無意識に助けられているんだなと、

感じる筈です。

ただ、

無意識に頼りきりにして、

意識をしないことにも、

時に危険なことがあります。

70



例えば、

無意識で、

道を歩いて、

道路を渡る時に、

実は、横から車が来ていて、

車に引かれる。

なんてこともあり得る訳です。

だから無意識に歩いていても、

道路を渡るときは、

意識状態にし、

左右を見て、

渡るとか、

そういうことが大事です。

意識と無意識を、

上手に活用することが大事ですね。
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10.潜在意識とお金（前編）

・江川剛史

様々なものが角度を変えれば、

違ったものに見えます。

例えば、

お金に対しても、

幸せを運んでくれるエネルギーと考える人もいるし、

豊かさを運んでくれるものと考える人もいます。

逆に、

すぐ無くなるものとか、

汚いと考える人もいますね。

因みに、

お金を嫌っては、

お金はすぐ出て行ってしまいます。

お金もお金を嫌う人のところでは、

居心地が悪いわけです。

お金も、

自分を愛してくれて、

社会の為に、
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幸福の為に、

有意義に使ってくれる人のところへ、

めぐり合いたいと考えるわけです。

このように、

お金を生き物として、

見立てて、考えることも大事なことです。
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・江川剛史

仕事でお金を稼いでも、

パチンコへ行って、

一気にお金を無くす人もいます。

宝くじは当たると、

確率についても考えずに、

幻想を抱いて、

買う人もいます。

逆に、

家族との生活を楽にするために、

副業にお金を使う人もいます。

このように、

お金の使い方で、

お金も価値が変わるのです。

妻を喜ばせようと、

ケーキを買うのに、

お金を使う人もいれば、

風俗へ行って、

見知らぬ女性と性行為するために、
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お金を使う人もいるわけです。

このように、

エネルギーは使い方次第なのです。
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・江川剛史

よく自己啓発書の本には、

お金を愛することが大事だとか、

億万長者は、

1万円札を上手く絵に描くことが出来るとか、

お金は揃えて入れている。

成功者は財布が綺麗など、

様々な成功法則が語られています。

このように、

お金を得たいなら、

お金を貯めたいなら、

お金を愛し、

共に生きるパートナーとすることです。
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・江川剛史

様々なものは、

悪にも正義にもなります。

幸福にすることも出来るし、

不幸にすることも出来るのです。

貴方の手も、

誰かを抱きしめる手。

差し伸べる手にも出来ますし、

握り拳を作り、

誰かを殴るためにも使えるわけです。

手だけでなく、

足も、お金も、

心も、言葉も、

潜在意識も、

使い方次第で変わるのです。

だからこそ、

使い方を考えることが大事なのです。
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・江川剛史

例えば、

恋人には、

値段はつけられないし、

家族や両親にも、

値段はつけられないはずです。

大切な記念品とか、

思い入れのある品とかも、

価格を提示して、

売ることもできない筈です。

このように、

プライスレスな価値のものは、

世の中に様々あるのですね。
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・江川剛史

ネットビジネスでも、

販売者になれば、

その商品の価格を自分で決めることが出来ます。

10万円で販売することも出来るし、

3万円、1万円、3000円と、

いくらでも設定できるわけです。

でも、

お金はエネルギーであり、

お金を得るには、

それだけのエネルギー価値があります。

だから、

価格に見合わずに、

10万円とか、

30万円とかで売ってはいけないわけですね。

売れたとしても、

負のエネルギーとして、
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そのお金は変わるわけです。

だからこそ、

ビジネスは、正しさが大事なんですね。
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・江川剛史

貴方はお金を愛していますか。

愛していないなら、

今すぐ愛するように変えることです。

お金を愛することを恥じる人もいるかもしれませんが、

成功法則の世界では、

豊かな人は、

皆、お金を愛しているのです。

愛していないものを人は、

集めることは出来ません。

お金を愛すること。

お金を心から引き寄せようとすることが大事です。
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・江川剛史

思考は現実化するのです。

豊かになりたいと、

心から願う人は、

豊かさを自分から引き寄せていきます。

自分は成功したい。

そう思うなら、

成功を引き寄せるために、

自ら動くことです。

動くことが面倒と感じるなら、

それは本当に、

成功を望んでいないということ。

モチベーションが無いということですからね。

ですから、

努力もせず、

お金を得たいとか、

何も見返りも、

エネルギーも注ぎもしないで、
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何かを得ようとしないことです。

私も毎日、

勉強し、

毎日、ビジネスの準備をしています。

でも、

それが楽しいのです。

自分のためだけでなく、

世界の為に行動しているのです。

ぜひ、貴方も、

豊かさを求めて、

行動してみてください。
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11.潜在意識とお金（中編）

・江川剛史

お金は、

人生をより、

影響力を持ちながら、

豊かに生活するうえで、

なくてはならないものです。

お金に対して関心は持つべきだし、

お金は愛するべきなのです。

子育てにおいても、

お金について、

しっかり子どもに教育することが大事だと思います。

お金について、

しっかり学んでいないから、

借金したり、

ギャンブルで損をするわけです。

84



・江川剛史

私も中学校の教師を、

かつて目指していて、

その 10年後、

再び、学習指導要領を見た感じでは、

学校教育に対しては、

あまり過度な期待はしていません。

今まで以上に、

更に優れた教育を行い、

日本を素晴らしい国にしようという、

理想が、

政治家にも教育者にも、

あまり強いものを感じられないからです。

だから、

より良い教育を行うという、

情熱を持った人が、

インターネットを駆使したり、

オンライン、
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オフラインを使って、

教育活動をすることが大事なわけです。

学校教育は、

大して変わらない代物ですが、

学校外の学習環境は、

日増しに優れています。

この学校外を更に、

優れたものにし、

世界を変えていくことが大事ですね。
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・江川剛史

様々なことを意識することが大事です。

私もかつては、

学問に意識がありませんでした。

そうして、

大学では、

聖書に出会い、

宗教に意識が向いたり、

自殺サイトに出会ったことから、

心理学や臨床心理学に興味が出たわけです。

そうした後、

自己啓発書を始めとした、

ビジネス書にも興味が湧き、

難解だと避けていた、

哲学にも興味が湧き、

スピリチュアル、宇宙論、量子論、日本史、世界史、倫理学、

文化人類学、時事、雑学、新書、文学等々、

様々なものへ意識と興味が出たわけです。
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意識と興味の広さは、

その人のレベルと比例すると思います。

様々なものを意識することで、

フィルターが磨かれていくわけです。
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12.潜在意識とお金（後編）

・江川剛史

私の情報ビジネスも、

0からお金を生み出すビジネスです。

様々なことを勉強し、

それを元に教材を作り、

それを販売して稼ぐわけです。

知識は知れば知るほど、

より高度な知識となっていくので、

情報ビジネスとして、

作り出す教材も、

レベルと共に上がっていきます。

そして教材も優れたものになるから、

売れるわけですね。

ビジネスに対して、

お金が無いことで、

困っている人もいますが、

やり方さえ工夫すれば、

お金が無くても、

ビジネスは出来るのです。
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・江川剛史

お金が無くて、

本当に困っているなら、

どうしたら、

お金が増えるか、

得られるかを考えて、

行動すること。

いつまでも、

うじうじ悩んでいるだけでは進展はない。

考え行動することが大事なのです。
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・江川剛史

上手く行かないのは、

全て自分の責任だと思うことが大切です。

同じ地球にいて、

貴方より成功している人はいるわけなので、

上手く行かないのは自分のせいなのです。

そして世界が上手く行かないのも、

自分の責任なのです。

これぐらいの責任力を持てると、

さらに己を成長させることが出来ます。
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・江川剛史

お金が無いのは、

そこに壁があるからです。

お金を求める心自体が足りていないのか、

努力が無いのか、

お金が得られないという、

壁を超える気がないから、

お金が無いのです。
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・江川剛史

お金のせいにすることを禁止にしましょう。

お金が無い自分に、

何が出来るかを考えて、

行動することです。

0から起業し、

大企業の社長になる人だっているのです。

自分にも、

それが出来ると思うことです。
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・江川剛史

私もノートを開いて、

夢の 100 リストとか、

これからやる作業とか、

これからやるビジネスアイディアリストとか、

これから自分が作る教材のコンセプトとか、

ノートに書き出して考えることがあります。

こうやって、

リスト化して、

無から有を生み出していくことは大事です。

夢の 100 リストなんかも、

これが実は、

本当に実現するんです。

私も実現しましたから。

夢の 100 リストとは、

自分の夢を 100個書くことです。

ぜひ、貴方も、

94



やったことがないなら、

やるといいし、

定期的に、

夢の 100 リストをやるといいでしょう。
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13.潜在意識に否定語は通用しない

・江川剛史

潜在意識は否定後を認識しません。

そのままの言葉をイメージするので、

考え方、そして言葉の選び方としても、

ポジティブを意識することが大事なのです。

96



・江川剛史

自分は成功する。

自分は既に成功者。

私は健康だ。

私は影響力がある。

私には才能がある。

このようにポジティブな言葉や思考をして、

自分自身に投げかけたり、

人に伝えることが大事なのです。
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・江川剛史

自殺サイトへ行っても、

皆、ネガティブな言葉を使っている。

結果、

そのネガティブな言葉で、

さらに自分を苦しめているのです。

人間なんて変わらないとか、

自分はダメだとか、

そういう否定的な考えをせずに、

自分は変われる。

自分は最高だ。

そう奮い立たせて、

生きていくことが大事です。
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13.潜在意識は自他の区別がない

・江川剛史

人を憎んでいる人は、

かなりの確率で、

その人は不幸です。

怒りをぶつければ、

その怒りが自分に返って来ます。

悪いことをすれば、

悪いことが自分に返って来ます。

誰かを憎むことは、

決して良いことではありません。

誰かに怒りをぶつけること。

誰かに害を与えることは、

決して良いことではありません。

悪い行為は、

マイナスポイントのように、

貴方の人生ポイントに加算されてしまうのです。
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・江川剛史

人の不幸を願うと、

自分も不幸になります。

人の成功を願うと、

自分も成功します。

ビジネスにおいても、

相手の成功を心より願うことを、

して行きましょう。

相手の成功を心より願い、

喜びとするのです。
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・江川剛史

人の成功を嫌うことは、

成功を嫌うことになってしまうのです。

ですから、

人の成功を願い、喜び、

そうして、

成功を好きになること。

心の底から好きになることで、

自分自身の成功も引き寄せられるのです。
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・江川剛史

不幸な人は、

どんどん不幸になります。

不幸な人は、

誰かを憎んでいます。

怒りを持っています。

そうして、

どんどん不幸になり、

自殺を選ぶ人もいるのです。

だから私は、

敢えて、

自殺サイトへ行き、

空気を読まないメッセージを送っているのです。

ネガティブな人にも、

ポジティブな言葉を、

死にたいと言っている人にも、

死なないでと伝えるのです。

たった一言、

自分の生を望んでくれる人がいた。
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それがきっかけで、

変わる人もいます。

だから私は、

敢えて、

戦争の地へ行くかのように、

自殺サイトへ行き、

その人が死なないよう、

メッセージを書くのです。
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・江川剛史

人を憎み、

人の不幸を願うのではなく、

人の幸福を願い、

人の幸せを心から望むのです。

そうすれば、

貴方自身も、

幸せを引き寄せます。

何故なら、

そのとき、

貴方は幸せが好きになっているからです。」
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・江川剛史

リフレーミングという、

NLPの技法があります。

悪いことでも、

見方を変えて、

良いことへ変えていくのです。

不幸なことが起きても、

これは試練だ。

乗り越えようとフレームを変えて見たり、

自分は得意なことが無いと思う人でも、

貴方は、まだ中学生だから、

まだまだ可能性は無限大だよと、

フレームを変えることも出来るのです。
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・江川剛史

憎んでいる人は、

相手の幸せを願うこと。

イエス・キリストの『敵を愛しなさい。』の言葉通りです。

今の自分が上手く行っていないなら、

その方法が間違っている可能性もあります。

人の悪口を行って嫌われているなら、

人の悪口を言わず、

人の成功を願う。

悪い人間だから苦しんでいるなら、

良い人間になる。

変わらないと思っているなら、

変わると思う。

そうやって、

良い方向へ逆転させることが、

大事なのです。
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・江川剛史

成功した人は妬まれます。

僻まれます。

疎まれます。

でも、

そういう状況から、

どういう在り方をすれば、

相手のためになるか考えるのです。

そして人の成功を心より願うこと。

自分も稼いでいいけど、

相手も稼いで良い。

お客様が稼ぐことを、

心より願うこと。

お客様の成功を、

心より願うことが大事なのです。
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14.潜在意識の現状維持メカニズム（前編）

・江川剛史

現状維持メカニズムというものがあります。

だからこそ、

日々、大して変化の無い、

安定した生活が出来るわけですね。

そういう安定があるからこそ、

そこから、

もっと良くなろうと、

変化を求めることも、

安心して出来るのです。
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・江川剛史

潜在意識に支えられているから、

物事を行うエネルギーも、

大きな消費をせずに出来るのです。

逆に普段と違うことをすることは、

現状維持メカニズムの外であるので、

疲れるわけですね。
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・江川剛史

私も出かける時には、

必ず財布を持ち、

腕時計をして、

ハンカチを持って外出します。

このうちの腕時計をしていくのを忘れると、

これまた時間管理に影響が出て、

エネルギーが下がります。

そしてハンカチを忘れると、

手を洗ったり、

顔を洗った時に、

拭くものがないため、

非常に困るので、

コンビニでミニタオルを急遽、

買ったりして済ませるのです。

このように、

いつもの固定された、
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安心出来る状態というものがあります。

スポーツでも、

普段とは違う状況で、

力が発揮できないこともありますよね。

普段どおりに安定することも、

大事なことなのです。
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15.潜在意識の現状維持メカニズム（後編）

・江川剛史

現状維持メカニズムは、

現状を変える行為には反発をします。

だからダイエットなども、

ダイエットを始めても、

いつのまにか、

ダイエットを止めてしまうこともあるのです。
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・江川剛史

例えば、

貴方は本を読んで勉強しない人だとして、

毎日、本を読んだりしないわけですね。

でも、

これからは、

本を読んで勉強する。

そう決めた貴方は、

ブックオフで興味のある本を買ってきたわけです。

そうして机の近くに買った本を置き、

一つ一つ読んでいきます。

そうすると、

思った以上に勉強になることに気付き、

本を読む面白さに気付きます。

その結果、

毎日のように本を読み、

本を読み終わっては、

ブックオフへ行き、
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買っては読み、

読み終わっては、

またブックオフへ行く。

この循環が続いて、

いつのまにか、

本で学ぶ習慣が身に付き、

知識やマインドとしても、

以前とは比べ物にならないレベルになりました。

そうして、

さらに本で学ぶ習慣を続けたとしたらどうでしょう。

さらに凄いことになるでしょう。

良い習慣、

更に優れた現状維持メカニズムさえ作れれば、

どんどん人間は、

レベルアップするのです。
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16.潜在意識には時間も空間もない

・江川剛史

潜在意識には、

時間も空間もありません。

現在であろうと、

過去であろうと、

未来であろうと、

いつの時であろうと、

どの場所であろうと、

潜在意識の中で、

様々な効果をもたらすことが出来るのです。
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・江川剛史

私もあるオンライン講座を受講していた時に、

メルマガで、

『与えた恩を忘れて、ひたすら価値を与える。』という、

マインドを教えたんですね。

その後、

オンライン講座のメルマガを読むのが滞っていたので、

今までの続きを読んでみたら、

同じように、

与えた恩は忘れて行うことが大事のような、

メルマガが、

私が受講していたオンライン講座でも行われていたのです。

このように偶然の一致、

シンクロニシティというものはありますし、

私もドラゴンボール 復活の Fでは、

孫御飯が緑色のジャージを着ていて、

眼鏡をかけていて、

敵にボディーブローをし、

フリーザにボディーブローされるのですが、
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私も実は、

高校時代、緑色のジャージで、

今は眼鏡をかけているし、

高校時代、

パシリをされそうになって、

断ったら、

不良にボディーブローされて、

私もボディーブローを行ったことがありました。

これもシンクロニシティなわけです。

偶然の一致というものは、

様々なところであるのです。
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・江川剛史

私も様々なことを空想することがあります。

様々な夢を描いて、

それを潜在意識に刷り込んで、

結果、

その後、

それが実現するんですね。

私は、日本語で書かれた、

全ての本を読みたいなんて、

考えたこともありますが、

実は、

現在、その願いは、

叶っていたりします。

私は毎日何冊も、

本を読んでいるのです。

このように、

空想や潜在意識も活用して、
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人生を生きると、

様々な願いが叶うと思います。
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・江川剛史

私はクラナド、AIRのアニメには、

大変感動を覚えたので、

定期的にアニメを見ることにしています。

こうして本を読むとか、

ビジネスをするだけでなく、

人生を楽しむこともするわけですね。
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17.潜在意識と成功のイメージ

・江川剛史

自分の描く未来を想像したり、

自分の成功を想像することは非常に重要です。

私も物思いに耽ることがあるのですが、

こうなったら良いなと考えて、

計画を立てるのです。

そして、

計画を実行して、

その想像が実現するのです。

この方法で、

数々の夢を実現してきました。

夢は、実現化するのです。
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・江川剛史

ネットビジネスでも、

100万円稼げるようになるためには、

自分なら 100万円稼げると確信出来ている人が、

稼げるわけです。

結果、

それだけ稼げる確信があるということは、

稼げるだけのものが十分にあるわけで、

だから稼げるわけです。

だから自分の成功が確信できていないなら、

その成功のための行動が、

まだまだ足りていないということです。

確信出来るまで、

準備と行動を行うことが大事なのです。
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・江川剛史

夢や成功をイメージし、

それが既に実現化したかのように生きることです。

私も、

ネットビジネスで十分に稼げない頃から、

ネットビジネスで稼げてから行いたいようなことを、

前倒しで行ったりしました。

結果、

稼げていなくても、

自分が描いていたような生活が出来たし、

ビジネスも成功していくようになったのです。
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・江川剛史

NLPのイメージを使った心理療法でも、

五感を用いてイメージしたりします。

つまり、味覚、聴覚、視覚、臭覚、体感覚です。

感覚までもイメージして、

より鮮明にイメージするのです。

私もNLPを受けていた時、

パソコンを使って悩み相談を受けているイメージを、

想像したりしました。

結果、

現在もネット上で、

悩み相談を受けています。

このように、

想像は現実化するのです。
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20.潜在意識ではみんな繋がっている（前編）

・江川剛史

人間は、

潜在意識を使って、

日々の習慣を生きているし、

集合的無意識でも繋がっていると思われます。

そして過去や未来とも繋がっているのです。
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・江川剛史

愛している人を幸せにするためなら、

仕事も頑張ろうと思えるし、

自殺志願者の命を救うためならばと、

ネガティブな影響を受ける、

自殺サイトへ行き、

エネルギーと時間を使って、

逆恨みされる可能性もあるのに、

メッセージを書いたりするのです。
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・江川剛史

地球を破壊する敵を倒すために、

ドラゴンボールの孫悟空が、

地球や宇宙のエネルギーを集めて、

元気玉を作って、

敵を倒すように、

世界の為に生きる時、

そこには、

自分以外からのエネルギーも、

合流して使われるのです。
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・江川剛史

宇宙は全ての存在と繋がっている。

自分も貴方も、

宇宙と全ての存在と繋がっているのです。
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・江川剛史

貴方が書店で見つけた本との出会いも、

運命です。

貴方が買った様々なものも、

出会いの運命、

引き寄せの法則で繋がっているのです。
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・江川剛史

自分に不要なものは引き寄せられません。

恋愛も本も、

経験も、痛みも、苦しみも、

全て、

貴方に必要だから与えられたのです。

全ては貴方の霊性の進化のためなのです。

だからこそ、

自分の霊性を高めるために、

今以上に白く、

向上しようと頑張ることが大事なのです。
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21.潜在意識ではみんな繋がっている（後編）

・江川剛史

人は繋がっています。

人と動物も繋がっているし、

人と虫も繋がっています。

植物とも繋がっているし、

植物と虫と動物が繋がっていたりもするし、

人間でも、

様々な人と繋がりあっているのです。

人は、

生物とも繋がり、

地球とも繋がり、

宇宙とも繋がるのです。
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・江川剛史

ごめんさいと謝ることは大事なことだし、

愛を伝えること、

感謝を伝えることも大事なことです。

何か悪いことをしたなら、

許しを得ることも必要でしょう。

言葉は人を救うことができます。

つまり言葉で、

自分自身を救うことも出来るのです。
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・江川剛史

全てのことはすべて自分の責任です。

良いことも自分の御蔭。

悪いことも自分のせいなのです。

勿論、

悪い人間はいるし、

悪い被害を受けたのなら、

それは加害者のせいです。

でも、

全ての行いは自分の責任もあり、

一つ一つの出来事から、

学ぶことが必要で、

学ぶために出来事が起きるのです。
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・江川剛史

問題解決法には様々なものがあります。

心理療法にも様々なものがあり、

心の傷を負っている人は、

自分の心の傷を癒すため、

あらゆる癒しを自分に与えるといいでしょう。

もし貴方の恋人が心の傷を持っているなら、

その恋人の為に、

貴方も癒しの技術を手にしましょう。
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21.繰り返しの効果

・江川剛史

私も実現したいことは、

繰り返し行います。

繰り返し頭の中で考えもしますし、

行動もします。

その結果、

その効果が徐々に現れていくのです。

宇宙の法則を知った上で、

その法則の中で、

どうすれば、

その願いが叶うか。

考えることが大事です。
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・江川剛史

何度も接触することで、

それに対して好感を持つようになります。

だから好感を得るために、

接触を増やすことも大事だし、

恋愛においても、

パートナーと愛を深めるために、

接触を繰り返すことが大事なのです。
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・江川剛史

私も超訳ニーチェの言葉など、

名著については、

何度も繰り返し読んでいます。

文章は、

その時々、

読むタイミングで、

汲み取るメッセージが違います。

あの時には気づかなかったことにも、

気付けたりするのです。

だから名著や良い本は、

何度も読みましょう。

悪い本は一度も読まなくていいのです。
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・江川剛史

私の大事な考え方に、

過剰学習があります。

繰り返し繰り返し、

分かっていることでも、

過剰に学習するのです。

サッカーでもシュート練習をするように、

般若心経も、一度読んだとしても、

繰り返し読み耽るように、

何度も何度も、

繰り返し学習するのです。

分かっていても、

さらに染み込ませるために、

何度も学習するのです。

だから私も、

無限連鎖のステップメールも持っています。

100通配信して、
配信終了したら、
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また 100通最初から配信するのです。

こういう過剰学習を取り入れることは、

非常に重要です。

良いことは、

深く染み込ませることが、

大事なのです。
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23.潜在意識に伝わる言葉

・江川剛史

恋愛心理学の中でも、

好きと何度も相手に言うだけでも、

相手を好きになる効果があると言われています。

楽しくなくても、

楽しい、楽しいと考えれば、

楽しい気持ちになって行くと思います。

このように、

感情は作ることも可能です。
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・江川剛史

その物事が好きな人には敵わない。

でも、その物事を楽しんでいる人には、

もっと敵わないと言われることがあります。

このように、

物事を楽しむということは非常に重要です。

ビジネスにおいてもそうです。

貴方が取り組むビジネスを、

楽しむこと。

やりがいを感じることが、

何よりも成功のコツなのです。
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24.基礎編・「潜在意識の部」最終回

・江川剛史

学んだことは、

いつ芽を出すかはわからない。

いつ日の目が出るか分からない。

しかし、

学んだことは着実に、

貴方の力となり、

学びとなっている。

そうして貴方は成長して、

進化の道を進んでいるのです。

だから、

今後も、様々なことを、

学んでいくことをしてください。

変わることを恐れてはいけない。

今まで以上の自分に、

どんどん変わっていくのです。
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25.エネルギーワークとは

・江川剛史

エネルギーワークとは、

エネルギーを使う技術のこと。

チャネリングとは、

目に見えない存在と対話することを言います。

このようなワークは、

ある一定のレベルになると、

出来るようになります。

最初は驚かれる人もいるかもしれませんが、

恐れる必要はありません。

エネルギーワークについて、

知識とトレーニングを深めて、

正しく行うことで、

良い成果を上げることが出来ます。

大事なことは、

エネルギーワークについて、

学びを深めることです。

この学びを深める機会を、

大事に深めていくことが大切です。
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・江川剛史

私も、

あるスピリチュアル講座に参加した時に、

手からエネルギーを出すワークを行ったことがあります。

私のかざした手からエネルギーが出て、

そのかざされた手の下の方に、

もう一人の参加者の手があったのですが、

確かに感じるものがあると言っていました。

そうして私も相手のかざした手の下の方にやると、

相手のエネルギーを感じることが出来たのです。

このように誰にでも、

エネルギーワークの素質はあると言えます。
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・江川剛史

人は、目で感じる。

心で感じることなどがありますが、

目でも心でも耳でも鼻でも体感覚でもない。

特別なセンスで感じることがあります。

これも霊的なワークの一種なのです。
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・江川剛史

エネルギーワークを使いこなせるようになることは、

それは同時に責任も持つ必要があります。

スパイダーマンの映画でも出てきますが、

偉大な力は巨大な責任を伴うのです。

だから知識も技術もマインドも、

学ぶ必要があるのです。
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・江川剛史

エネルギーワークは、

行うことにより、

状態を改善できる場合もありますが、

必ずしも、

改善されるとは限りません。

その人が、

この現世で学ぶべきことがあるから、

その状態を得ている場合も有り、

良いエネルギーワークをしたからといって、

改善されるとは限りません。

特に、

病気の場合、

医療の治療により、

生き長らえている場合もあります。

良くないエネルギーワーカーは、

自分の自己判断で、
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医療の治療を止めさせて、

エネルギーワークで、

人を救おうとします。

結果、

エネルギーワークで、

救えなくて、

問題となる場合があります。

医療の治療を受けるかどうかは、

そのクライアントさんの本人の意思が大事ですが、

基本的には、

医療行為も人間の努力の結晶であり、

エネルギーワークを施すとしても、

医療行為と並行して行ったり、

医療行為の妨げにならないように、

配慮して行うことが必要です。
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・江川剛史

エネルギーに敏感になると、

場所や人のエネルギーにも敏感になります。

この人はエネルギーを奪おうとしていると感じたり、

この場はエネルギーが低い。

そして掃除をしたら、

エネルギーが上がったなど、

エネルギーに敏感になるようになるのです。
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・江川剛史

私の恋人も霊媒体質であるために、

人混みが苦手です。

このように、

エネルギーに敏感になっていくについて、

チャネリングの力が上がっていると、

見て取るといいでしょう。
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・江川剛史

チャネリングとは、

霊的世界と交流し、

そのメッセージを受け取って、

発信することです。

チャネリングによって、

書かれた書籍などもあるので、

探して、

読んでみるのも良いでしょう。

151



・江川剛史

霊的な力を手に入れると、

低級霊などを引き寄せる場合もあります。

そうして低級霊が出た時に、

どう対応するかは、

学んでおくことが重要となるのです。

だからこそ、

技術だけでなく、

知識やマインドが重要なのです。

ですから、

力や技術ばかり求めるのではなく、

知識も押さえておくことが大切です。
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25.気を感じる
・江川剛史

私もエネルギーワークに関する講座を受けた時に、

手を擦り合わせた後、

お腹に当てて、

腸内の善玉菌を、

活発化させるワークをしたことがあります。

気を使ってお腹に当てると、

お腹の中がポカポカしてくるんですね。

それも貴方が想像している以上に、

温かくなるのです。

これが気の力です。
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・江川剛史

元気なことも気が関係しています。

勇気も気が関係しています。

空気が良いか悪いかも、

気が関係しています。

気はあらゆることに関係しているのです。
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・江川剛史

病は気からとも言うように、

どのように思うかでも成果は変わります。

出来ると思ってチャレンジすれば出来るし、

出来ないと思いながらやれば、

やはり出来ないのです。

出来ると思って挑戦していくことが大事です。
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25.ヒーリングについて（前編）
・江川剛史

ヒーリングとは、

癒す行為のこと。

人間は体に痛みを感じた時などには、

手を当てたりしますよね。

これはヒーリングを行う習性が、

人間の中にあるからです。

親から愛されていないと感じている子どもも、

手を当ててあげたり、

抱きしめてあげることで、

子どもが元気になることがあります。

これも親の愛を感じただけでなく、

ヒーリングの効果があるのです。
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・江川剛史

レイキについては、

教えている指導者も日本にいます。

その中でも、

この人から学びたいと思うときには、

その人から学んでみるのも良いでしょう。
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・江川剛史

ヒーリングも、

技術によっては、

自分自身が悪影響を受ける場合もあります。

このヒーリングは、

自己ヒーリング中心でやったほうがいいなど、

適切な方法でやっていくことが大切です。
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・江川剛史

お水にも浄化のエネルギーがあります。

ですから毒素を排出したい時には、

水を飲むようにするといいでしょう。

のどが渇いたときというのは、

水分が不足している時ですから、

のどが渇く前に水を飲むようにしましょう。
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・江川剛史

ヒーリングを受ける時に大事なことは、

施術者が信頼できるかです。

悪い施術者にかかると、

悪影響を受ける場合があるので、

注意が必要です。
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・江川剛史

パワーストーンなども浄化が必要なように、

様々なものは浄化できるし、

浄化させることが可能です。

財布なんかもそうだし、

植物もそうです。

お水もやらずに、

良い環境を整えなければ、

植物も枯れてしまうように、

ヒーリングとエネルギーの観点で、

物や植物を考えるといいです。
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26.ヒーリングについて（後編）
・江川剛史

エネルギーワークも、

技術次第で、

ワークそのものの在り方が変わっていく。

しっかり他者から学んで、

エネルギーワークを実践することが大切です。
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・江川剛史

誰しも守護霊や指導霊を持っているし、

だからこそ、

誰もが守られていて、

誰もが愛されていると言えるのです。

霊的ガイドが、

無償の愛で、

私達をサポートしてくれます。

だからこそ、

そのサポートに感謝をし、

そのガイドたちの期待を裏切ったりせず、

正しく生きていくことが大切なのです。
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・江川剛史

何か言葉を伝える時でも、

そこにはエネルギーの概念があります。

ポジティブな言葉を伝えて、

誰かを励ますことも出来れば、

ネガティブな言葉を伝えて、

人を苦しめることも出来るのです。

ですから言葉も含めて、

貴方は、どのような在り方をしているか、

どのような接し方をしているかが大事なのです。

エネルギーの低い人は、

エネルギーを奪おうとします。

エネルギーヴァンパイアになるのです。

そうならないよう、

エネルギーに満ちている状態で、

人と接することが大切です。
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・江川剛史

貴方も生きていく中で、

霊と繋がる機会が訪れるかもしれない。

どんな時には、

その霊を盲目的に信じるのではなく、

発言や意図など、

しっかり分析して、

信頼に値するか見ることが大切です。

低級霊などが出てきた場合などの対処法は、

インターネットにも掲載されています。

大事なことは、

全てを鵜呑みにし、

全てに従うのではなく、

しっかり判断して、

霊的な存在と接することが大切なのです。

霊の名前に、

気を取られてはいけません。
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偽物の場合もあるのですから、

しっかり見極めることが大切です。
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・江川剛史

日々、様々なことを経験する私達は、

浄化をしていくことが大切な作業になります。

お風呂に入って、

肘を温める。

体中、感謝しながら洗い流す。

そして、お部屋を掃除する。

綺麗な部屋を保つ。

そういうことをしていくことが大切なのです。
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・江川剛史

ヒーリングには、

遠隔ヒーリングもあります。

遠くの人を、

癒したり、

グループで、

ヒーリングを行ったり、

音楽でも人を癒せるように、

文章でも、

人を癒せるように、

ヒーリングとは、

様々な方法で、

様々な手段で行えるのです。
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30.クリアリングについて
・江川剛史

クリアリングとは、

クリアするのこと。

綺麗にすることを言います。

クリアリングは、

呼吸をすることでも出来ます。

車が通らない場所で、

深呼吸をして、

体内に空気を入れて、

循環させたり、

自分の部屋で、

一人のんびり過ごす。

瞑想をしてもいいですし、

ヒーリングミュージックを聴いても良いです。

日光に当たって、

リフレッシュするのも効果的だし、

綺麗な風景を見るのも効果的です。
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水を、

朝、

飲むのも良いでしょう。

ぜひ、日々の生活の中で、

このクリアリング法なら実践できると思われるものは、

日々の中に取り入れて、

習慣化させるといいでしょう。
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・江川剛史

ネガティブな吐き出しをする上でも、

それを引き寄せたりしないか、

その視点で、

吐き出し方を考えることが大事です。

例えば、

死にたい人が、

死にたいと吐き出していけば、

死にたい気持ちが増幅して、

死にたくなる気持ちは、

さらに強くなります。

だから、

死にたいではなく、

幸せに生きたいとか、

楽に生きたいとか、

休みたいとか、

そういう言葉に変換して、
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心にたまった感情を、

吐き出していくことが大切なのです。

172



31.グラウンディングについて
・江川剛史

グラウンディングとは、

地に足を付けて、

地球と繋がること。

グラウンディングすることで、

自分自身の意識を目覚めさせることが出来ます。

地に足をつけて、

イメージで繋がることで、

地球と一体になることが出来ます。

ジブリ映画の天空の城ラピュタでも、

土に根を下ろし、風と共に生きようと、

天空で生きるのではなく、

大地で生きることの大切さを話す場面がありますね。

地のエネルギーと繋がって生きることが大切なのです。
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・江川剛史

落ち着かない時は人間は歩き回りますし、

朝起きた時に水を飲むといいとか、

あるいはセミナーなどで、

裸足で地面に立つといい、

なんて聞いたことがある人もいるかもしれませんね。

このように落ち着かない時に、

歩き回るとか、

人は無意識にグラウンディングをしているのです。

でも、

このように方法を知っていれば、

意識してグラウンディング出来ますね。

意識して、

自分の意思を目覚めさせるために、

グラウンディングするのも良いです。
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・江川剛史

大地と繋がるグラウンディングをすることで、

大地と地球と一体感を得ることが出来ます。

それは莫大なエネルギーと繋がることであり、

エネルギーを得ることもできます。

大地と繋がるグラウンディングは、

ぜひ、覚えて、

活用してみてください。
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・江川剛史

瞑想もダラダラ続けるべきではないといわれています。

むしろ、

長時間の瞑想は危険だとも言われています。

ですからメリハリをつけて、

瞑想する時は瞑想し、

瞑想により、心を落ち着かせるといいでしょう。
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32.プロテクションについて

・江川剛史

プロテクションとは、

防御のこと。

何か叱られる時にも、

叱られるだろうなと思って、

心の防御をして、

そうして叱られると、

不意に叱られる事に比べて、

衝撃も少ないですよね。

このように防御することは重要です。

そして更に重要な事は、

『敵を避ける。』ことです。
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・江川剛史

私も酷い雷雨の時には、

雷から自分を守って。

この家を守ってと、

ガイドにお祈りしたりします。

そうして無事、

雷雨は過ぎていきます。

このように、

ガイドにプロテクションのお願いをすることは、

覚えておくと、

様々な時に役立ちます。
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・江川剛史

私もあるエネルギーワークのセミナーで、

エネルギーのヴァンパイア状態の人から、

エネルギーを奪われそうに成った時には、

その相手から自分に向けて繋いできたコードを、

本人に差し返す。

そのようにするよう教わった事があります。

ハリーポッターの死の秘法 PART2でも、

ハリー達の学校にヴォルデモート達が進入するのを防ぐために、

魔法で、バリアを張っていましたよね。

そういう感じで、

プロテクションをするのです。
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・江川剛史

例えば、

クレームや罵声を言われる可能性のある場に入る時には、

プロテクションをかけてから入るのです。

何かと闘う時にも、

プロテクションをかけてから闘うのです。

180



・江川剛史

私も米国催眠療法協会会長のリチャード・ニーヴス博士に、

催眠療法を指導してもらった時に、

クライアントとラポールを築くために、

自分とクライアントを同じ膜でカバーするよう、

教わりました。

こうしてクライアントと二人の世界で、

話す事でラポールが築かれるわけです。

勿論、

クライアントが攻撃的な場合には、

プロテクションをすることも効果的です。
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・江川剛史

自分自身のエネルギーを守るためにも、

プロテクションは有効です。

プロテクションをすれば自分を守ることができる。

このことを覚えておけば、

様々な時に、

プロテクションをすることが出来ます。

勿論、

何か攻撃を受け始めた時にも、

途中からでも、

プロテクションは出来るので、

プロテクションをして、

自分を守るようにしましょう。
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・江川剛史

家をプロテクションすることも可能だし、

自分をプロテクションすることも可能だし、

恋人をプロテクションすることも可能なのです。

ぜひ、自分、人、物に対して、

守るためにプロテクションをすることを、してみてください。
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26.エーテルコードのカットについて

・江川剛史

貴方が疲れやすい時や、

気力が出ない時にも、

不要なエーテルコードが繋がれていて、

エネルギーを奪われている可能性があります。

仕事が終わったらエーテルコードを切るとか、

カウンセリングをした後には、

エーテルコードを切るとか、

行う事が大切です。
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・江川剛史

私もかつて、

無料相談カウンセリング掲示板をホームページ設置して、

様々な人の相談に乗っていました。

それだけでなく、

自殺サイトにも行って、

メッセージ活動をしていたのです。

だから大量のエーテルコードが繋がれて、

私はエネルギーを奪われ、

自身も心を病んだのです。

これもエーテルコードが原因です。

だからこそ、

不要なエーテルコードのカットは重要なのです。
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・江川剛史

私の場合も、

エーテルコードをガイドさんに切ってもらうときに、

自分もジェスチャーで切る手振りをしたりして、

エーテルコードをカットしています。

ヒーリングとか、

カウンセリングでは、

悪いエネルギーを貰いやすい環境にあります。

だからこそ、

クリアリング、

エーテルコードのカット、

プロテクション、

これが非常に重要なのです。

エーテルコードは、

必要なエーテルコードは、

切っても、

再び繋がります。
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エーテルコードを切る時には、

不要なエーテルコードを切ることを、

想って行うと良いでしょう。

時に、

グラウンディングも活用して、

常に自分を調和させておく事が重要です。
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29.アチュンメントについて
・江川剛史

アチュンメントは、

霊的回路を開くこと。

アチュンメントを受けるのであれば、

焦らずに、

どんなエネルギーワーカーに、

アチュンメントしてもらうか、

考えて、

この人だと思う存在を選ぶようにするといいでしょう。
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・江川剛史

アチュンメントをしてもらうのであれば、

本当に、

この人にしてもらいたいと、

思える人にしてもらうようにしましょう。

その人のエネルギーの在り方がどうであるかとか、

その人の言葉がどうであるかとか、

感性で、

見ることが大切です。
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30.ヒーリングの手順
・江川剛史

まず、ヒーリングでも、

カウンセリングでも、

普段のコミュニケーションにおいても、

ラポールは重要です。

信頼関係がある人に、

何か言われても、

何も問題が起きないのに、

信頼関係の無い人から、

何か言われると、

それだけでも、

綺麗に受け取ることができなかったりしますよね。

催眠療法などでも、

ラポールが無ければ、

催眠状態などには出来ません。

それと同じように、

ヒーリングでも、
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信頼関係を作る事は、

非常に重要なのです。
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・江川剛史

癒しというカテゴリーであれば、

どんな人でも気軽に受け入れやすい傾向があります。

癒しの一種としてヒーリングを行うことも、

時に必要です。
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・江川剛史

クリアリングして、

自分をクリアしてにして、

グラウンディングでエネルギーを得て、

プロテクションでネガティブなエネルギーから身を守り、

ヒーリングを行う事が大切です。

この基本は、

必ず行うようにする事が大切です。

だからこそ、

ヒーリングを行う時には、

焦ったりするのではなく、

落ち着いた状態で、

基本を守って行う事が大切です。
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・江川剛史

自分自身がヒーリングで癒そうとするのではなく、

ガイドにお願いをして、

ヒーリングをしてもらう事を考える事が大切です。

宗教で言えば、

浄土真宗です。

絶対他力。

ガイドの力を借りるという絶対性を持つ事が大切です。
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・江川剛史

ヒーリングが終わったら、

グラウンディング、プロテクション、

エーテルコードのカットだけでなく、

クリアリングもしておくと、

尚良いです。
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・江川剛史

ヒーリングは絶対他力です。

自分で癒そうとするのではなく、

ガイドの力を借りて、

そのパイプ役として自分を使うのです。

ガイドとヒーリングを受ける人を繋ぐための道具に徹する事です。
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・江川剛史

人間は誰しもヒーリングの力を持っています。

怪我をした時にも、

そこに手を当てたりしますね。

これもヒーリングなのです。

まずは他者をヒーリングするのではなく、

セルフヒーリングから始めましょう。

何かある度に、

自分でセルフヒーリングしてみることを、

してみるといいでしょう。
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31.病気と学びとヒーリングについて

・江川剛史

自分の体調が悪いのに、

ヒーリングをすると、

自分の体調の悪いエネルギーが、

相手に伝わってしまう場合があります。

自分の心に問題がある場合にも、

その影響がヒーリングに表れてしまいます。

カウンセリングでも、

カウンセラーは、

自分の悩みや問題は解決済みであることが大切です。

ぜひ、自分の状態を整えて、

ヒーリングをしましょう。
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・江川剛史

物事は起こるべきこととして起きていきます。

全てのことの意味があり、

全て法則と行いにより起きます。

ですから、

むやみにヒーリングすれば良いというわけでもありません。

よくヒアリングした上で、

ガイドに聴いた上で、

ヒーリングすることが大切です。
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・江川剛史

カウンセリングでも、

心の病や問題を抱えている人が、

いつまで経っても、

治そうとせずに、

問題や悩みを抱えていたりします。

何故なら、

そこには病理利得があるからです。

例えば、

自分は病気であるから働かなくていいとか、

自分は病気であるから心配してもらえるとか、

そういう利得があるから、

病気でいる事を続けている人がいます。

そういうことは無くして行く事が大切です。
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・江川剛史

ヒーリングの技術を身に付ければ、

自分自身も癒す事ができるし、

他者を癒すことも出来るのです。

ヒーリングも動機が重要です。

お金の為にやるのか、

相手を癒し、救うためにやるのか。

ぜひ、目的と動機を考えてみてください。

高額料金で、

お金を巻き上げるようなヒーラーは、

真のヒーラーとは言えないでしょう。
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31.遠隔ヒーリングついて

・江川剛史

ヒーリングは時と場所を超えます。

遠くにいる人にエネルギーを送ることも出来るし、

未来においてエネルギーを送ることもできます。
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・江川剛史

アチュンメントを受ける上でも、

誰にアチュンメントしてもらうかが大切です。

ぜひ、様々な角度から考えて、

この人だと思う人から受けてみてください。
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・江川剛史

遠隔ヒーリングの場合には、

相手のことを思って、

ガイドにお願いする事が大切です。

204



・江川剛史

遠隔ヒーリングも対面ヒーリングと同じように、

基本に忠実に、

しっかり、

クリアリング、

グラウンディング、

プロテクションを行いましょう。

これはヒーリングを受ける相手の為になることだし、

ヒーリングを行う貴方自身のためにもなるのです。
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・江川剛史

ヒーリングは、

時を超えて行うことが出来ます。

ですから、

3か月後の自分に、

ヒーリングを行ったり、

自分の中にある、

過去の記憶に対して、

ヒーリングを行うことも可能です。

何月何日、

ヒーリングを届ける。

そういうことも出来ますので、

ぜひ、ヒーリングは、

時を超えて、

活用してみると良いでしょう。
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エネルギーマインド講座

江川剛史

この本は、改変しないのであれば、

自由に配布することが出来ます。
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