
自己受容最新レポート 
 

どうも清水です。今回は僕が狭い和室の中で10人から「ベールに包

まれていて謎な感じがするよね」とフィードバック総攻撃を受けた

結果、自己否定のトンネルを抜けて、すごく正直に生きれるようにな

ったという話です。 

 

「ベールに包まれてる」って、何か謎な雰囲気がしてカッコいいって

思う人もいるかもしれません。その雰囲気にあこがれている人も多

いかもしれませんが、正直僕はずーっと抜け出したいと思っていま

した。 

 

その理由は「僕が見る世界もベールに包まれて見える」から。僕はず

っと世界が捻じれて見えていました。A ということを A のまま受け

取れない感覚。「自我」とか「主観」が存在するのでそのまま受け取

れないのは当然のことではあるんですけど、それにしても捻じれて

見える、しかも苦しい。 



 

たぶん僕は「まだ本気出してないだけ！」という如何にもアニメの雑

魚キャラが言い放ちそうな言い訳にしがみついていたのかな、と思

います。 

c 青野春秋･小学館・/漫画「俺はまだ本気出してないだけ」引用 

 

あなたが今どんな状況にあっても、おそらく自分の中で自分自身を

否定している部分ってあると思います。それを受け入れられる・・・

つまり自己受容していくために役立つ情報が必ず記載されています。 

 

なので、是非最後までご覧ください。 

 

※「ベールに包まれて見える」というのは魅力の 1 つです。芸能人

とかで謎な雰囲気がある人が全員僕のように苦しんでいるわけでは

ありません。あくまでも今の僕のステージでは苦しくて受け入れら

れなかったということです。 



 

※僕が「自己受容」をするために実践してきたことについては別にレ

ポートを用意していますのでそちらをご覧ください。今回のレポー

トは過去に書いた「自己受容に関するレポート」に続く最新のレポー

トです。 

 

 

 

■自己受容という言葉ついて 

僕が「自己受容」という言葉を初めて知ったのはアドラー心理学の本

でした。 

 

 

 



「自己受容」・・・「自己を受容する」という言葉ですが、この意味は

「自分の存在そのものに良いとか悪いという線引きをしないで、そ

のままを受け入れること」です。 

 

人は生まれたその瞬間は全てを周囲の人間に委ね、自分の存在その

ものを受け入れています。しかし、社会のルールや学校のルール、自

分で生み出した「こうあるべきというイメージ」にしばられてしまっ

てどんどん自分の存在に「良い」「悪い」という線引きをしてしまう

ようになります。 

 

 

そして、その「良い」という部分を正義のように振りかざし、他者に

正義を押し付けるようになります。僕はまさにその典型というか、自

分の正義でゴリゴリに固められた人格を形成していました。 



 

その理由って言うのも、自己受容が出来ていなかったからに他なり

ません。過去の経験から自分の存在そのものに「受け入れられない部

分」を作り出してしまい、自分を否定するようになっていました。 

 

「自己否定」の状態ですね。※その辺りの話は「自己受容に関するレ

ポート」をご覧ください。 

 

 

「自己受容」と「自己否定」。社会のルールに影響を受けて自分を否

定的に捉えてしまうのは自然な流れなんですけど、僕たちは一刻も

早くこの「自己否定」の状態から抜け出て、「自己受容」の状態にな

った方が幸福感が増します。 



 

なぜかと言うと、自己受容って存在そのものを受け入れるって話な

ので、例え今日一日ずーっと家で寝てたとしても「俺って存在価値あ

るよね～」って思えるんですよ。そこに対して反省はあったとしても

罪悪感とか後悔は一切ない状態。それが自己受容です。 

 

 

自己受容が出来ると 

⚫ 出来ないこと、苦手なことを受け入れる 

⚫ 変えられない過去を肯定的にあきらめる 

ということが出来るようになり、変えられる未来に焦点を当てるこ

とが出来るようになります。「過去の記憶の牢獄」から抜け出すとい

う表現も出来るかもしれません。 

 

僕たちは過去に起こったことについつい振り回され、ネガティブな

感情を抱いてしまいますが、「感情」とそれを引き起こす「トリガー

（出来事）」は全くの別物です。たとえ話をすると・・・ 

 

 

①まずイメージして欲しいんですが、今事故が発生したとします。 

普通はココで「何で俺が事故に遭うんだ！」とイライラした感情や、 

「めっちゃ痛い－！」という悲痛な感情で支配されると思います。 

一般的に言って「事故に遭う」ということは「不幸」以外のなにもの

でもありませんよね。当然の感情だと思います。  

 

 



②で、病院に搬送される訳ですよ。 

搬送されている時点ではイライラとか痛いとか言う感情でいっぱい

なわけですが、その搬送された病院でめっちゃ好みの看護婦さんが

いたとします。 で、猛烈にアタックを続けて、頑張って治療やリハ

ビリに励んだ結果、告白は了承され・・・交際の果てに結婚をしたと

します。 そうすると当初抱いていた「不幸な事故」っていう思いは

は途端に「運命の出会い」になるわけです。  

 

③で、結婚したとします。 

結婚した後に子供が出来て幸せな生活を過ごしているわけですよ。

最高ですね。 

しかし・・・突然の単身赴任になり、単身赴任中に奥さんが不倫をし

ていることが発覚します。 そして裁判が長引いて親権争いになって

時間もお金も消費すると。そうすると「運命の出会い」は途端に「泥

沼の離婚劇」に様変わりするわけです。  

 



 

つまり、全ての出来事は受け取り方によって「良いこと」にも「悪い

こと」にもなってしまうということ。そのため、「全ての出来事が良

くなる変化である」と受け取り、いつでも前向きに生きることは可能

なんです。 

 

しかし、感情のプールには「過去のネガティブな感情」が表面に浮い

ています。「こうあらねばならない」「こうすべき」というルールが投

影された気分が落ち込む感情です。未来を見てわくわくするような

ポジティブな感情は奥底に沈んでいます。 

 

 

 

 



なぜかと言うと、過去の記憶や感情は「生きてこれた」という実績が

あるから。本能的にはそこにすがって生きた方が命を守れる安全性

があるんですよ。だからこそ、過去の記憶や感情が作り出しているト

ラウマと向き合い、それをひも解いていくことが重要となります。 

 

その結果、ポジティブな感情と出会えるようになるということです。 

 

 

 

 

■自己否定デビルとの付き合い 

全てを肯定的に捉え、自分の過去のトラウマをひも解いていくこと

によって、僕は徐々に自己受容が出来るようになっていきました。過

去には「僕は存在価値がない、死にたい」くらいに思っていたのが、

今では毎日幸せをかみしめています。 

 

そんな僕の中でも、まだたま～に「自己否定」が出てきます。「自己

否定デビル」のような存在が棲みついている感じ。それがずっと習慣

的に根付いた思考だったから、「自己否定デビル」が出てきて自分を

否定るするような言葉を囁くのも当然。 

 

で、そのデビルが囁いき続けてきて、最近の僕の課題だったのが「自

分の話を上手く出来ない」「自分の話をしても聞いてくれる人なんて

いないぞ、ヒヒヒ」ということ。 

 



 

 

過去の出来事が作り出した思考の癖やトラウマからはかなり脱却し

たんですが、僕の中でこのデビルの囁きはずーっと頭に残っていま

した。 

 

その結果、冒頭でお話したように狭い和室で 10人から「ベールに包

まれていて謎な感じがするよね」というフィードバック受けること

になったわけです。 

 

まずは、なぜ僕がこのようなトラウマを形成したのか、自分なりに分

析をしたお話をします。 

 

 



■トラウマ形成の分析 

僕がなぜ「ベールで包まれているように見える」のか。それは、ベー

ルに自分を包んでおくことで一定の距離を保ちたいから。つまり、安

全地帯にいたいということです。 

 

相手が持っている武器の間合いの外にいれば、相手がいくら鉄砲で

売ってこようが剣を振り回そうがその攻撃は届きません。手の届か

ない場所にいることが出来れば自分を守れるので。僕なりの生存本

能だと思います。 

 

 

安全地帯に逃げ込んでいると、相手の攻撃は届くことはありません

が自分をさらけ出すことも出来ません。つまり僕は「自分もさらけ出

したくないし、相手からの攻撃も受けたくない」と感じていたんです。 



 

僕がどうしてそう思うようになったのか。色々と考えたんですが、お

そらく僕の人生に大きな影響を与えた 2 人が関わっていると思いま

す。 

 

一人は僕の人生を根本から変えてくれた先輩。今でも月一回は会う

んですけど、本当に足を向けて寝れないというか、僕の命の恩人だと

思っている尊敬している先輩です。 

 

もう一人は僕にビジネスを教えてくれた人。メンターともいえるか

もしれません。この人にビジネスの思考は敵わないな・・・と思う人

です。 

 

2 人とも僕の人生に影響を与えてくれた素晴らしい方々なんですが、

ある共通点がありました。それが「話を聞いている感じがしない」と

いうこと。僕が自分の話をしても全然話を聞いているような感じが

しませんでした。 

 

⚫ 「うん、うん」とは言っているけど、意識が完全に違う方向にむ

いている雰囲気、興味がなさそう 

⚫ 何を言っても「素晴らしい」みたいな抽象的で肯定的な言葉しか

かけてこないというワンパターン 

⚫ こちらの話をしても興味が無ければ話を変える 

 

このようなコミュニケーションを繰り返した結果、「僕は自分の話を

しても無駄なんだな」と感じるようになりました。興味を持ってもら



えない話しか出来ない自分を責めたし、話を聞いてもらえない経験

を繰り返した結果自分の存在そのものを疑うようにもなりました。 

 

その結果どうなったのかと言うと、自分が本当に思っている感情や、

自分が経験してきたことを言わなくなりました。でね、それを言わな

くなると、何か質問をされた時に言い訳じみたような言葉が口に出

るようになります。 

 

何か無理矢理出したというか、今作りましたよ感満載の話をし始め

るわけです。 

 

僕が過去にメンターに送ったメッセージを上げるとこんな感じ。↓ 

 

自分でも「何言い訳っぽいことを言っているんだろう」という感覚が

ありながらメッセージを送った内容です。「あ～、こういうことを言

いたいんじゃないんだけどなあ」と思いながら文章を送りました。 



 

このメッセージに関してメンターからの返答はありませんでした。

おそらく言い訳のような印象を受けたか、僕の課題だと感じてタッ

チしてこなかったのだと思います。 

 

しかし、このメッセージの中に書いてある「最高に幸せ」という言葉

は本当に感じていたもので、それを感じるにあたって色んな経験を

していて、ビジネスの表面だけを見ると前に進んでいないような印

象を与えていても、人生は確実に前に進んでいると信じ切れていま

した。 

 

正直言うと、その話をしたかった。こんな経験をしたんだ。こんな風

に前に進んでいるんだ。 

 

でも、それを言う気が起きなくて、かいつまんで話した結果全く信用

できないような「言い訳じみたメッセージ」になってしまったわけで

す。 

 

メンターとのコミュニケーションだけではなく、先輩とのコミュニ

ケーションでも全く同じようなことが起こっていました。 

 

自分が理解していると思っているような話をされると、「それ分かっ

てるけどな～、俺の事理解されてないからな～、話しても無駄か・・・」

と斜め上から話を聞くようになってしまい、自分は正当な評価を受

けられていないというジレンマに駆られるようになりました。 

 



・ 自分の力を振りかざしたい 

・ 自分が理解されていないのは自分に責任はない 

・ 自分を認めさせたい 

・ でも振り向いてくれない 

 

こんな感じで捻じれに捻じれてコミュニケーションを取ってしまい、

その結果、見ている現実も捻じれに捻じれてしまった・・・という感

じですね。こじれてる感半端ないですよね。笑 

 

でも、同じように現実を歪めている人ってたくさんいらっしゃると

思います。 

 

おそらく先輩もメンターも、コミュニケーションに抱える課題はそ

れぞれあるとは思いますが、それを問題とするのか問題としないの

か、というのは受け取る僕自身に委ねられています。彼らとコミュニ

ケーションをしても、僕とは違って自信を無くさない人だっていま

すからね。 

 

 

 

■問題は自分で生み出している 

「相手は自分の鏡」という言葉がありますが、 

「相手に自分のことを受け入れてもらえない感じがする」というこ

とは、「自分が自分を受け入れてない」ということと同じ。 

 



おそらく僕にまだ「自己否定デビル」が存在していたからこそ映し出

された現実だったんだろうなあと感じます。 

 

・ 相手の目が気になる 

・ 評価を気にする 

 

これが僕の中で最後まで残ったトラウマでした（まだ他にもひも解

いていないトラウマはあるとは思いますが…）。 

 

そのトラウマが作り出した現実が「ベールで自分を守る」という自己

防衛術。 

 

自分を受け入れられないことを他者のせいにする 

→相手の目や評価が気になる 

→踏み込んで自分をさらけ出すのが怖い 

→相手の手の届かない場所に逃げる 

→壁がある、と思われるようなコミュニケーションをとる 

 

これが僕が狭い和室の中で 10 人からフィードバック総攻撃を受け

た流れです。あ、ちなみにこの狭い和室は何かヤバい場所ではなくて、

僕が参加した合宿セミナーで行われたフィードバック会のワンシー

ンです。 

 

僕の印象を初対面の方々がフィードバックしてくださったんですが、

その場の全員が僕の事を「ベールがかかっていて本音を言っていな

いような感じがする」とおっしゃっていました。 



 

どんな場にいても、その場に応じた笑いや表情をスッとできるよう

になるのが僕の目標だったので、このフィードバックは大問題でし

たね。 

 

しかし、「自己否定デビル」がささやいていることを認識し、それが

どんなトラウマから引き起こされているのかと向き合えると徐々に

ひも解けるようになっていきます。 

 

 

 

■トラウマをひも解くアクションステップ 

トラウマをひも解いていくためには、大前提として自己受容が出来

るような実践を続けて、自分自身の思考の癖を変えていく意志を持

つことが大切です。そのやり方は「自己受容に関するレポート」」を

ご覧くださいね。 

 

で、その上でトラウマをひも解いていくアクションステップですが、

そのステップは以下の 3 つです。 

 

① 過去の記憶を探る 

② 人のせいにする 

③ 未来はどうするか考える 

 

 



 

①過去の記憶を探る 

まずは過去の記憶を探ってみてください。トラウマを作り出した出

来事が絶対にあります。その出来事を探れると次のステップに続い

ていきます。 

 

 

②他人のせいにする 

過去にトラウマを作り出した出来事が分かったら、次は一旦その出

来事に関わった人のせいにして下さい。 

 

今回のレポートの中では、先輩とかメンターのせいにしていました

よね。このステップでは思いっきり他人に責任をなすりつけて OK で

す。「自分に責任は一切なし！」で大丈夫です。 

 

トラウマって結局自分自身の課題が他者に投影されているだけなん

ですけど、一旦すべてを他人のせいにすることによって、感情のプー

ルの表に浮かんでいる「過去のネガティブな感情」を取り除いていく

ことが出来ます。 

 

それを排除していくことによって、ようやく未来にどうしたいのか

に向き合うことが出来るようになります。 

 

 



③未来はどうするか考える 

過去のトラウマを他人のせいにすることで、ようやくトラウマを作

り出したのは自分自身であることに気づけますし、未来を見据える

ことが出来るようになります。 

 

トラウマに対して「じゃあこれからどうしていくのか、どう生きるの

か」ということが考えられるようになります。 

 

 

 

実際、今僕は「フラッと居酒屋に入って自分の事をがんがん話してみ

る」「友人や知人と話す際に自分の話をする」ということを実践して

います。他人のせいにして過去のネガティブな感情を取り除くこと

によって、その挑戦に対してワクワクするようになっています。 

 



実際にやっていくうえで押さえておくべきポイントは「体からアプ

ローチをしていく」ということ。心や頭だけで葛藤しても整理しきれ

なかったり、しんどくなったら辞めてしまいますからね。心と体、こ

れをセットで考えていくことが大切です。 

 

体へのアプローチは色々あると思いますが、キーポイントはリラッ

クスです。僕らは無意識的に体を緊張状態にしてしまいがち。どうし

ても頑張ろうとしてしまうんですね。頑張って今まで生きてきたの

で、その癖が出てしまう。「未来を変えていくなら頑張らないとダメ

でしょ」、みたいな。 

 

なので、力を抜いてリラックスをする。 

 

試合に出る時も緊張して体がこわばっていたら良いパフォーマンス

が出来ませんよね。 

 

世界のトップアスリートとして活躍し続けたイチロー選手は「身体

の無駄な力を抜くように徹底してトレーニングしている」と語って

います。 

 

僕個人としては以下の 4 つが効果高かったです。 

1. 体を揺らす 

2. 呼吸を深くする 

3. デトックス 

4. 口角を上げる 

 



体を揺らすっていうのはやってみないと分からないんですけど、良

い感じで力が抜いた状態をキープできます。背骨を揺らすことで背

骨のゆがみを矯正し、首や背中、腰の緊張を和らげると同時に、自律

神経を調え、内臓の働きを良くすると言われています。 

 

僕は思い出したら体を揺らすようにしています。肩・骨盤・足。どこ

でもいいので今の姿勢のままで揺らせるところを揺らす。是非やっ

てみてください。 

 

 

そして呼吸、これもめちゃめちゃ重要です。呼吸のポイントは腹式

呼吸を意識して、鼻で吸って口で吐くこと。無意識的で呼吸をしてい

るとついつい浅い呼吸になってしまうので、深い呼吸を心がけます。 

 

時間があれば横になって呼吸を深しながら、体を揺らすと息抜きに

は素晴らしい効果を発揮しますよ。 

 

 

あとはデトックスですね。サイリウムとか、その他色んなデトック

スを促してくれるものがたくさんあります。体に合っていて、楽しん

で実践出来ればどんなアイテムでもいいので、体のデトックスが促

進できるものを取り入れると効果的。未来に向かって進んで行く上

で背中を押してくれますよ。 

 

感情のプールのように、体も過去のものから新しいものへと切り替

えていく。そのために古いものをどんどん出せるように整えていき



ましょう。 

 

 

最後に口角を上げること。笑顔一つでチョコバー2000個分の（脳

内で“幸せ”を生み出す）効果があることは有名ですが、口角を上げ

るだけでも同じような効果があると言われています。「幸福感」は「こ

れで良いんだ」という肯定的な感情を生み出すので、余裕をもって未

来にアプローチが出来るようになります。 

 

以上の 4 点を取り入れると体からリラックス状態を整えることが出

来て、より心が健全になります。前に進む意志を持ち続けられるよう

になりますし、楽しんで未来に向かって実践できるようになります。 

 

 

 

■おわりに 

以上が自己受容の最新レポートです。 

 

僕のトラウマはまだどこかに隠されているものがあるかもしれませ

んが、今回のトラウマと向き合い、ひも解いたことによってだいぶ現

実の歪みが少なくなったように感じます。 

 

自分の捻じれを言語化出来ず何となく認識している状態だったとし

ても、「何か気持ち悪い」という感覚がずっとありました。顔が引き

つってきます。 



 

最近ずーっとその感覚があったのですが、この一件を機にその感覚

が無くなりました。 

 

・ 他人の目や評価に対してあまり意識が向かなくなり、 

・ 他者から注目を集めたいという欲求が薄まり 

・ 悲劇のヒロインのように自分を演出することもなくなり、 

・ 自分の存在そのものをより受け入れられるような感覚が得られて

います。 

 

今後も自己受容の過程を進めていきたいと思います。最後までお読

みいただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


