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突然ですが、みなさんはヒュー・ジャックマン主演の 
グレイテスト・ショーマンという映画をご覧になりましたか？ 
 
19世紀に実在したP.T.バーナムという一人のショーマンがサーカスをつくりあ
げる物語です。P.T.バーナムは貧しい暮らしの中でも、イマジネーションを大切
に、夢をあきらめずに進んでいきます。 
そんな中、様々な色や形を持って生まれ、隠れるように過ごしていた、どこか
にユニークさを持つ人々を集めサーカスというショーを完成させます。 
 
まだ差別が当たり前だった時代。様々なユニークさを持った人々は肩身がせま
く、家族からも邪魔者扱いされてしまうような時代。 
そんな中で、ユニークさという個性を持つ人たちは、サーカスを通じて、居場
所を見つけ、自分たちの「カラフルさ」を認めて、人としての尊厳を思い出し、
堂々と自分らしさを発揮していきます。 
 
その象徴的なシーンでは「This is  Me」という名曲が生まれています。 
このメッセージ性が、今の時代を生きるわたしたちにも、何か共通して響くモ
ノがあったからこそ、ここまでの大ヒットに繋がったことは言うまでもありま
せん。 
  
19世紀に生まれたわけでもないわたしはこの現代で、いつも「自分らしく在り
たい」と思って過ごしてきました。そしてそれは「自分らしく誰かに貢献した
い」という思いも含んでいました。裏を返せば「自分らしさ」を出さずに、貢
献の手応えさえなく生きてきたという証でもあります。 
 
思い返すと私は、人生の体験や経験を通して自分らしさを思い出し、自分らし
さを開き、自分らしさがもたらす豊かさを味わってきました。 
さらに、堂々と「自分らしく在ること」が他者への貢献となり、その先には貢
献の循環が生まれるということを深く深く実感してきました。 
その循環が広がれば、わたしが居たい「ゆだね愛の世界」に繋がっていくと確
信しています。 

1	



だからこそ「自分らしく生きること」に、臆病になっていたり、あきらめてい
る人たちに「あなたはあなたで大丈夫」「みんながみんなで大丈夫な世界だ
よ」というメッセージを送っていきたいのです。これは私自身が「わたしらし
く在る」ことに必要なことでもあります。 
 
特に「自分らしさがわからない」「自分はこれでいいのかな？」「もっともっ
と心から納得した自分にしかできない人生を歩みたい」と思っている人にはこ
の解説イラストブックが力になってくれると思っています。 
そこで、一人でも多くの方にお伝えできるように、今回はこのような解説イラ
ストブックを無料にてお配りすることにしました。 
  
なぜ、冒頭にグレイテスト・ショーマンという映画の話をしたかというと、こ
の「自分らしさの輝きが広がるしくみ」の解説は、まさにこのグレイテスト・
ショーマンという映画の中で起きていたコトを自分の中だけで起こしていくに
他ならないからです。もうまるっとそのままの再現です。 
 
わたし達の中には、サーカスのメンバーのように、ユニークでカラフルな存在
のキャラクターたちがいます。それらは誰一人として同じではありません。 
だから、活躍の仕方も違うし、喜びのポイントだって違います。 
 
そんなユニークでカラフルな存在のキャラクターをまとめ、P.T.バーナムのよう
に活躍の場を与えるのは「あなた自身」なのです。 
それが、「あなたらしさ＝自分らしさ」という才能を開く仕組みそのものなの
です。 
あなたの中で、ユニークでカラフルな存在のキャラクターたちのショーを完成
させることであなたらしさが完成されるのです。 
 
これから解説する「自分らしさの輝きが広がるしくみ」は、 
あなた自身がP.T.バーナムになって、カラフルでユニークなキャラクターたちを、
活躍させながら家族にしていくことで、あなた自身が「ありのままで輝き、社
会に貢献していくことができる」源のお話です。 
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⾃分らしさの輝きが広がるしくみの流れ

① ⾃分の中に隠れているセブンカラフルズを知ろう!

  ⾃分の中のセブンカラフルズはあなたの源。それが⾏動を起こさせる。
  さあ、どんなセブンカラフルズが隠れているか⾒つけよう!

② ⼈それぞれのセブンカラフルズの違いに気づこう!

  ⼈によってセブンカラフルズのひとつひとつの⼤きさは千差万別。その違いに気づこう!

③ そのセブンカラフルズを認めてあげよう!

      それぞれのセブンカラフルズはあなたの個性を輝かせるために、⽣まれたときから
  ずっと⼀緒にいてくれた⼤切な存在。感謝の気持ちで認めてあげよう!

④ セブンカラフルズが活躍できる場所を創ってあげよう!

  セブンカラフルズはいつでもあなたの役に⽴ちたがっています。どんなふうに活躍させて
      あげたら喜ぶのか? を考えながら、そのステージを⽤意してあげよう! 

⑤ セブンカラフルズが活躍して⽣まれた喜びは幸せタンクへ!

  セブンカラフルズの活躍＝純粋な⾏動(本⾳)＝わたしの喜び  
      この喜びのしずくが幸せタンクを満たしていく。

⑥ あなたという個性の輝き(シャイン)が外側へ溢れ出ることを許可しよう!

  セブンカラフルズの活躍によってあなたの幸せタンクが満たされました。
  さあ! シャインが溢れ出すことをあなた⾃⾝が許可してあげよう!

⑦ シャインのカケラの交換をしよう!

  あなたから溢れだしたシャインのカケラは、誰かの喜びにつながる!
  わたしたちは⾃らが喜びに輝くことで誰かの喜びに貢献している。

⑧ 幸せタンクが満たされないときはこんなとき!

  誰かが埋めてくれるのを待っていたり、⼈の幸せを勝⼿に満たそうとしたり
  ⼈と奪い合ったり、横取りしても、⾃分の幸せタンクが満たされることはありません。

⑨ ⾃⼰内で拮抗が⽣まれやすい関係性!
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① ⾃分の中に隠れているセブンカラフルズを知ろう!

⾏動

愛
したい

つながり
たい

認められ
たい

やりきり
たい

楽しみ
たい

⾃由で
いたい

安⼼
したい

ドーゾ ワイワイ

パチパチ

コツコツ

ルンルン

テケテケ

スヤスヤ

⾃分の中のセブンカラフルズはあなたの源。それが⾏動を起こさせる。
さあ、どんなセブンカラフルズが隠れているか⾒つけよう!

セブンカラフルズ
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② ⼈それぞれのセブンカラフルズの違いに気づこう!

⼈によってセブンカラフルズのひとつひとつの⼤きさは千差万別。
その違いに気づこう!
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③ そのセブンカラフルズを認めてあげよう!

Thank you♡

ドーゾ

ワイワイ

パチパチ

コツコツ

ルンルン

テケテケ

スヤスヤ

この7⼈のカラフルなキャラクターたちはみんな
あなたの個性をつくっている輝きの源!!

それぞれのセブンカラフルズはあなたの個性を輝かせるために、⽣まれ
たときからずっと⼀緒にいてくれた⼤切な存在。感謝の気持ちで認めて
あげよう!
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④ セブンカラフルズが活躍できる場所を創ってあげよう!

・・・	わたしの愛をわけたい!

ドーゾ♡

⾃分以外の誰かに何かをしてあげることが喜び

(＋) 代表的な⾏動 (－) ⾏動による弊害

・お世話をする
・無条件で愛する
・⾒返りを求めない純粋な⾏動を
   相⼿に差し出す

・おせっかいになる
・相⼿の課題を横取りしてしまう
・成⻑を奪ってしまう

イラストでは「キャンディ＝愛」で表現

セブンカラフルズはいつでもあなたの役に⽴ちたがっています。
どんなふうに活躍させてあげたら喜ぶのか? を考えながら
そのステージを⽤意してあげよう! 

☆ドーゾちゃんの場合 (愛したい)
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ワイワイ

みんなで協⼒したり、誰かと⼀緒にいることが喜び

(＋) 代表的な⾏動 (－) ⾏動による弊害

・協調する
・仲良くする
・集団⾏動する

・⼀⼈が苦⼿
・相⼿をしばる
・個性を認めない

仲間となかよくしたい!

☆ワイワイちゃんの場合 (つながりたい)
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誰か・何かの役に⽴っていることや
認められることで喜ぶ

(＋) 代表的な⾏動 (－) ⾏動による弊害

・⼈前で何かをする
・認められるためにがんばる
・リーダーになって指⽰する

・⾃分のために⾔うことをきかせる
・認めてアピールがしつこい
・認められないとすねる

⼈の前に⽴って役⽴ちたい!!
パチパチ

☆パチパチくんの場合 (認められたい)
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⽬標を達成したい!!

⽬標を達成すること、やりきることで喜ぶ

(＋) 代表的な⾏動 (－) ⾏動による弊害

・コツコツ取り組む
・チャレンジする
・やりきる

・根を詰め過ぎる
・諦めきれない
・完璧を求めすぎる

コツコツ

☆コツコツくんの場合 (やりきりたい)
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楽しいことしたい!!

興味・関⼼をもったことを知ること
学ぶことやユーモアに触れると喜ぶ

(＋) 代表的な⾏動 (－) ⾏動による弊害

・知的好奇⼼旺盛
・いろんなことにアンテナをはる
・単純に笑う

・飽きっぽい
・気になること以外無関⼼

ルンルン

☆ルンルンちゃんの場合 (楽しみたい)
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⾃由にしたい!!

⾃分らしくあること
⾃⼰選択・⾃⼰決定することで喜ぶ

(＋) 代表的な⾏動 (－) ⾏動による弊害

・いつも⾃由
・⾃分で何でも決める
・⾃分らしさを⼤切にする

・協調性ゼロ
・頑固
・周囲と馴染めない

テケテケ

☆テケテケちゃんの場合 (⾃由でいたい)
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安⼼して暮らしたい!!

安全で安⼼でき、⽣命維持できていると喜ぶ

(＋) 代表的な⾏動 (－) ⾏動による弊害

・美味しく⾷べる
・ゆっくり寝る
・安全な場所にいる
・安⼼できる場所にいる

・怖がり
・⽯橋を叩いて割る
・突発的な出来事に対処できない
・不安症

スヤスヤ

☆スヤスヤちゃんの場合 (安⼼したい)
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⑤ セブンカラフルズが活躍して⽣まれた喜びは幸せタンクへ!

幸せタンク

幸せタンク

幸せタンクを埋められるのは
わたしの喜びだけ!
満たされるまで⾏動あるのみ!

セブンカラフルズの活躍＝純粋な⾏動(本⾳)

  喜び

セブンカラフルズの活躍＝純粋な⾏動(本⾳)＝わたしの喜び  
この喜びのしずくが幸せタンクを満たしていく。
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⑥ あなたという個性の輝き(シャイン)が
  外側へと溢れだすことを許可しよう!

セブンカラフルズの活躍によってあなたの幸せタンクが満たされました。
さあ! シャインが溢れ出すことをあなた⾃⾝が許可してあげよう!

幸せタンク

シャインのカケラ
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⑦ シャインのカケラを交換しよう!

キャッチ

キャッチ

キャッチ

溢れだしたシャインのカケラは誰かの喜びにつながる!
わたしたちは⾃らが喜び輝くことで誰かの喜びに貢献している。
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  これがわたしだ!

This is Me!
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誰かが埋めてくれるのを
待っているとき

⼈の幸せを勝⼿に
満たそうとしているとき

⑧ タンクが満たされないときはこんなとき!

奪い合う・横取りするとき

⼈のタンクを埋めても
⾃分のタンクはカラッポのまま

⼈に埋めてもらった喜びでは
幸せタンクは埋まらない

どうして
やってくれないの?

⼤変
私がやって
あげなきゃ!

⼤変

⼈の喜びを奪っても⾃分の幸せタンクは満たされない

えっ

あなたのためを思って!

やりたかったのに!

選択権を奪われる

⼈の成⻑を奪っている

コレじゃないとヤダ!

執着・嫉妬

⾜元にいっぱいあるのに
気づけない
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〜してあげたい

⾃由にしたい
⾃分で決めたい⼀緒に〜したい

役に⽴ちたい
貢献したい

関わりたい

束縛されたくない

思いつきで
動きたい 安⼼・安全でいたい

不安を感じやすい

動かないことが不思議

⑨ ⾃⼰内で拮抗が⽣まれやすい関係性!

他者との間で拮抗するときはジャッジメントエリアの中にヒントがある!

※ジャッジメントエリアとは
顕在意識と潜在意識の境⽬にあり、潜在意識から湧き上がる感情やインスピレーションを
ジャッジメントする領域のこと。

詳しくは「〜幸せな霊能者になるレシピ〜解説ブック」p6を参照
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幸せを感じないときは⾏動を⾒直す!

「なんかうまくいかない」「幸せを感じない」
そんなときは純粋な⾏動にジャッジメントエリアで制限が‼
ヒントは感情！実は満たされていないセブンカラフルズを探してあげよう!

ジャッジメントエリア

NO!  ダメ!  NG!

顕在意識

潜在意識

集合意識

悲しい イライラ

シュン…

セブンカラフルズが満たされないときは
感情が教えてくれるよ!
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いかがでしたでしょうか？ 
この解説イラストの内容は、今までわたし自身が自分のために学び、自分自身は
もちろん、子育てにも活かし、それをカウンセリングやコーチング、お仕事プロ
デュースを提供する際にも役立てたもののごく一部を、とても簡単に解説したも
のです。ですから、元は心理学です。傾聴・認知行動療法・催眠療法・選択理論
心理学・色彩心理学などをベースに、わたしフィルターを通して使える道具にし
たものです。もし、もっともっと深く知識を学びたいという方は、ぜひ上記の心
理学講座などに参加してみることをオススメします。そうすることで、自分なり
の、自分に使える心理学を学ぶことができると思います。心理学も占星術や数秘
術などと同じように、見えない世界を見える化した人類の叡智ですし、「スピリ
チュアリティー×リアリティ」を探求する道具として十分に役立ってくれます。 
 
ですから、わたしはスピリチュアルの学びも同時に大切にしてきました。解説イ
ラストの中には、それらから受けた影響もあります。ワンネスの意識も、この解
説イラストのしくみから納得できるなあと思っています。 
 
最後に・・・ 
この「自分らしさの輝きが広がるしくみ」を作成するにあたり、たくさんのイン
スピレーションをもたらしてくれた宇宙や大いなる存在という見えない世界のサ
ポーターたちに心から感謝しています。 
 
そして、それらからのメッセージをキャッチして、わたしに気づきの数々をもた
らせてくれた子どもたち、ビジネスパートナーの飯田智史さん、ボディートーク
施術士の鮫島未央さん、スピリチュアルカウンセラーのThambaこと永川智美さ
ん、たくさんの自分らしさを差し出してくれ、この解説イラストの作成に精魂込
めてくれた小野田恵子さんに心から感謝しています。 
この仲間がいてくれたからこそ、今こうして「わたしらしさ」で表現する道がま
た一つ開かれたと思っています。 
 
それから…粛々と自分のセブンカラフルズと対話を続け、ジャッジメントエリア
のクリアリングをあきらめずに続けてきた自分自身にも心から感謝し、大いに自
分の内側と喜び合おうと思います。　　　　　 
                                    2018年5月29日　谷元友紀 21	



【今後について】 
 
この「自分らしさの輝きが広がるしくみ」解説イラストで、すべてを理解するこ
とは難しいかもしれませんが、今後は以下二つのやり方でみなさんにより深く理
解し、しっかりと使っていただけるような道具に育てていきたいと思っています。 
 
⑴とにかく実践派。実感して理解していきたい方はグループセッションへ 
⑵まずはしっかり理論的に理解していきたい方は講座へ 
 
上記プログラムでは、 「自分らしさの輝きが広がるしくみ」の理解と同時に、み
なさんの人生に活かせる道具となるようにお伝えします。 
この「自分らしさの輝きが広がるしくみ」をきっかけに、真の自分らしさはもち
ろん、魂の目的、使命やお役目というところにもフォーカスしていきます。 
 
そのためにまずは、自分自身のセブンカラフルズを知り、セブンカラフルズを愛
し、セブンカラフルズに自らが貢献し、その行動の中でセブンカラフルズの声を
聞くアンテナとしての感情を丁寧に扱い、ときにジャッジメントエリアに存在す
る必要なくなった信念や観念をクリアリングしていくことが必要不可欠です。 
この過程は、自分を好きになる・自分を愛する・自分を丁寧に扱う　ということ
そのものです。 
 
これらを粛々と行っていくことが、見えない存在とのコミュニケーションパイプ
の詰まりを解消していくことにもなります。 
見えない存在とのコミュニケーションとして代表的な「インスピレーション」
「シンクロニシティ」のキャッチも、純度が上がりしやすくなっていきます。 
そういったスピリチュアルコミュニケーションのメッセージを、誰でもができる
ようになり、かつリアリティ(現実社会)に融合させていくことができたら・・・ 
 
その一歩として 「自分らしさの輝きが広がるしくみ」があると思っています。 
 
詳しくはエントラストフィールドHPへ 
⇒ https://www.koko-s.com/spitopia/shine-no-shikumi/ 22	


