


この限定プレゼントPDFを手に取ってくれてありが
とうございます。 

「脳トレ」コミュニティ代表の江藤有紀です。  

つい先日『年に1度の個人セッション祭り』と題
し、北は青森から南は福岡まで日本全国を回り、
100人の方と楽しい時間を過ごしました。 

ご相談を伺う中で、引き寄せや現実創造のメソッド
を学んだがゆえに現実をこじらせている方の多さに

衝撃と無念さを覚えて… 

過去の私も、望む未来を手に入れたくて様々なメ
ソッドを学んだにも関わらず、知識を入れたがゆえ
に拗らせてしまうマイナスループを何年も繰り返し

てきました。  

今回リアルに100人の方とお会いして、そのような
状況にある方に何かお役に立てないかな？と思って

この無料PDFをつくりました。
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このPDFを読むに当たって１つだけ誤解しないでほ
しいのは、ここに書いてある内容は特定のメソッド

を批判するものではないということです。 

メソッドとして広まった、もしくは語り次がれてい
る時点で、一定の効果が実証されているものです。 

ですが、実際問題『メソッドを学んだことで現実を
こじらせている人が多い』のは、つまり何か落とし

穴にハマっている人が多いと思うのです。 

このPDFでは、よく個人セッションでご相談いただ
く5つのメソッドについて取り上げます。 

せっかく学んだメソッドです。 
うまく付き合うことができれば、あなたが望む現実
を手に入れる頼もしいパートナーになってくれると

思いますよ。 

それでは早速始めていきましょう。
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１、ご機嫌メソッドの落とし穴 

なぜ、ご機嫌で過ごしているのに願いは叶わないのか？ 

２、ノートメソッドの落とし穴 

なぜ、願いをノートに書いているのに叶わないのか？ 

３、理想の彼リストの落とし穴 

なぜ、理想の彼リストを作っても良い出会いがないのか？ 

４、思い込み書き換えメソッドの落とし穴 

なぜ、思い込みを書き換えているのに願いが叶わないのか？ 

５、叶ったつもり、「なる」メソッドの落とし穴 

なぜ、叶ったつもりで過ごしているのに願いが叶わないのか？   



「願いを叶えたければ、常にご機嫌でいましょう」 
「自分がご機嫌でいられることをしましょう」 
「願いが叶ったかのように今から過ごしましょう」 

このようにオススメされていることが多いですね。 
もちろん私も過去このようなメソッドに取り組んで

いた時期があります。  

具体的にはこんなことに取りくんでみました。 
（懐かしいな…♡） 

かわいいお洋服やネイルにお金を使ってみる。 
ホテルラウンジでケーキをいただいてみる。 
夜行バスではなく新幹線グリーン車に乗る。

ご機嫌メソッドの 
落とし穴
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今までの節約モードとは一転、自分にお金をかけて
あげることに挑戦しました。 

その結果どうなったか？ 
もちろんご機嫌にはなりました。 

ただ私の場合ですが、あまりお給料が高くはありま
せんでしたので… 

貯金すっかりなくなりましたけどね…はは…笑  

（そして肝心の願いは…叶った感覚はなかった
なぁ） 

過去の私のように『自分をご機嫌にさせてあげたけ
れど何も変化なし』状態の方も多いのではないで

しょうか？ 
なぜ、このような状況になるのか？「脳トレ」では

このように考えています。 

意識のフォーカス先が自分のみになっているから 
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もちろん全てに当てはまるわけではありませんが…
願いを叶えるために自分をご機嫌にしてあげること

に意識がフォーカスしている場合 

『自分以外の登場人物についてオーダーが未設定』 
なことが多いです。 

例えばご機嫌メソッドを取り入れている方は、恋愛
のお悩みが多いと思います。 

その場合あなたのオーダーを叶えるためには『あな
たと彼』2人の登場人物が必要ですね。 

（登場人物が１人では恋愛が成立しないので） 

ですが 
『自分をご機嫌に保つことでオーダーが叶う』 

↑ 
これを言葉通りに受け取りすぎてしまうと…肝心の
『彼に対してのオーダー』を忘れてしまうことが多

いです。 
（彼に対してオーダーを出す必要があることを知ら

ない人も多いですね）
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「脳トレ」のレッスンでは、恋愛や結婚・離婚など
複数の人物が関わるオーダーをする場合、自分と相

手、必ず両者にオーダーを出します。 

例えば、彼とお付き合いしたい場合。 
・どんな彼とお付き合いしたいのか？ 

・オーダーが叶う時、彼にどのような状態でいて欲
しいのか？ 

これらは一例に過ぎませんが、自分と自分以外の登
場人物に対して2方向からオーダーを設定して行き

ます。  

日々をご機嫌で過ごすのはとても大事ですし、有効
だと思います。 

ただし、自分をご機嫌にすることに注力しすぎて、
自分以外の登場人物に対してオーダーすることを忘
れてしまうこと…落とし穴にハマってしまいます。 

ぜひ自分以外の登場人物にもオーダーを出しつつ、
オーダー完了まで楽しく過ごしてくださいね 。

6



ノートを有効活用するメソッドも数年前から流行っ
ていますよね。 

人気のあるインフルエンサーさん達は、ノートの書
き方講座を開講したり、オリジナルのノートをプロ
デュースしたり…人気のあるメソッドの1つだと思

います。 

余談ですが私も過去に「かわいい文房具が欲し
い！」という勢いに任せて、老舗の文具メーカーさ
んに社長に直談判してノートでオリジナルノートを

作ったことがあります笑。 
ですが、私自身はノートを書くのがあまり得意では

なく…完全にラクガキ帳と化しています。 

このメソッドの落とし穴をクリアするのも簡単。 
『なぜノートに書くと良いと言われているのか？』

の理由を知るといい感じです。 

ノートメソッドの 
落とし穴
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ちなみに私自身は、先の段落にも書いた通り『願い
を叶えるためにノートを書いた経験』がありませ

ん。 
もともと昔からノートや文字を書くことが苦手で、

落書き位しかできないのです。 
ですが、今まで数えきれない願いを叶えています。 

『ノートに書く』ことは、そもそも 
“象徴でしかない”ことは皆さんお気づきですか？ 

願いを叶えるためには、まず自分の頭の中にある願
いを自覚することが大事です。 

自分が何を望んでいるのかを自覚しないままでは、
スタートラインにも立てませんからね。  

では願いを自覚した後にどうしたらいいのか？ 
それは願いに形を持たせてあげることです。 
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9

少しややこしいのでもう少しお付き合いください。 
“願い”は自覚した段階では、あなたの脳内にしかあ

りません。 
つまり実体のない情報でしかありません。 

その状態だとオーダーとしては戦闘力が弱いです。
（戦闘力ってなんだ） 

ではどうしてあげたらいいか？ 
→願いに形を持たせてあげることが重要です。 

たとえば、ノートに書く。 
ブログを書く、誰かに話してみる、鍵垢に垂れ流

す…手段は何でも構いません。 

どんな形でもいいので、実体を持たなかった願いを
見える形にしてあげて欲しいのです。 

つまりノートに書くというのは 
『形のない願いに実体を持たせる手法の１つ』 
でしかなく、ノートでもいいし話してもいいし何で

もいい、ただそれだけのことです。



これらの理屈・裏付けを知らずに、ただただ『ノー
トに書けば願いが叶う』と表面的なことだけを取り

入れてしまうのはもったいない。 

『形のないものに形を与えてあげる』(それが願い
を叶えるポイントである）この意図を知ることで、

あなたの願いの戦闘力は爆上がりです。 
（だから戦闘力って何） 

ここまでで説明した通り『ノートを書く』というメ
ソッド自体はとても良いものです。 

ただ、ノートはあくまで象徴でしかなく、見えない
ものを見える化できれば何でもOK！ 

ここが理解できているかどうかが大事なポイントに
なってきます。 

ぜひそのポイントを押さえた上で、何らかの形であ
なたの願いに実体を持たせてあげてくださいね。
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理想のパートナーと出会いたければ、その条件をリ
ストにすると良い。 

このようなメソッドに（私も含め）取り組んでみた
方も多いかと思います。 

理想の彼リストを作ること自体は、望みを叶える手
段としてとても有効です。 

「脳トレ」でも“脳のアンテナ機能”とご紹介してい
ますが、何か欲しいものがあるときにそれを自覚す
る（先のノートの書くと同様）と、意識を向けたも

のが現実世界に現れます。 

その機能を利用して、自分が出会いたい理想のパー
トナー像のリスト・要件を洗い出してみることが推

奨されているわけですね。 

理想の彼リストの 
落とし穴
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ちょうどネット検索機能と似たようなもので、何か
探したい情報がある場合に、それらを検索窓に入れ

ますよね。 
「カレー　作り方」「おすすめ　温泉　秘湯」など。 

理想のパートナーとの出会いも同様で、自分が望む
パートナー像を明確にして脳に指令を送ると、その

指令を元に現実が動き始めます。 

ですが、このメソッドでつまづく人が多いのはなぜ
でしょうか？ 

答えはシンプルで「検索ワードがズレているから」
が大半です。 

先ほどの「おすすめ　温泉　秘湯」を例にとって解
説してみましょう。 

まず「リストアップしたのに出会えない」場合、こ
のような原因が考えられます。
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・「冬は温泉でしょ！」と友人に言われたので検索
してみたが、実は温泉よりもスパに行きたかった 

・温泉には行きたいが、交通の便が悪い秘湯ではな
く、なるべく都心から近いところに行きたかった 

一言で言うと、自分の理想のパートナー像を解像度
高く見ることができていないことが原因です。 

このメソッドを採用する場合、見るべきは「相手に
対する条件」ではなく『出会ったあと、2人でどの
ようなお付き合いをしたいか？』『どのような関係

性を作りたいか』の２点です。 

どのような相手が良いのか？よりも、どのようなお
付き合いをしたいのか？にフォーカスすることに
よって、より正確に、解像度高くオーダーを出すこ

とが可能になります。 

ぜひ理想の出会いを手に入れてくださいね。
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こちらもご相談が多いメソッドです。 
思い込みを書き換える…と言っても表現方法はさま
ざまで「設定を変える」「ブロックを解除する」「思
い込みを変更する」などが近しいかなと思います。 

たしかに私たちが体験している「現実」と呼ばれる
ものは、潜在意識が反映されたものですので、潜在
意識（思い込み）を書き換えれば現実も変わりま

す。 
フィルムを変えれば映画が変わるのと仕組み的には

同じになります。 

思い込みを「書き換える」ための手段としては、「た
だ変えると決める」「ヒーリングによって癒す」な

ど複数の手段があるようです。

思い込み書き換えの 
落とし穴
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ですが、ご相談にいらっしゃる方の多くがつまづい
ているのは『何をもって“書き変わった”とするのか
がわからない』『書き換えてもらったはずですが、
書き替わっているのでしょうか？』という点。 

それはそうですよね。 
思い込みはそもそも見えないものですから、見えな
い思い込みを書き換えたところで目視は不可能。 

そもそも「該当する思い込みがあったのかどう
か？」「その思い込みが変わったのかどうか？」証

明する手立てはありません。 

「脳トレ」としては、思い込みを書き換えることに
ついてこのように考えています。 

思い込みは「書き換えるもの」ではなく、「書き換
わってしまうもの」である。 

そして思い込みが変化したかを認識するには 
同じような出来事に直面した際の心境の変化を観察

することで判別できる。
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例えば、彼からの連絡がなかなか返ってこない時。 
以前は、不安で不安で仕方なくて、つい電話占いに

即電話してしまった。（私の実話です） 
でも今は「彼、忙しいのかな？」と感じてあまり気

にならなくなった。 

このように『思い込みが書き変わってますよ』とい
うことを認識するために、あえて過去と似たような
シチュエーションを体験し、認識が変わっているこ

とを確認したりします。 

思い込みの書き換えは目に見えるものではないの
で、なかなか認識するのが難しいです。 

そのため「書き変わっているはずだけど、自分では
よくわからない」ことが原因で不安になり、オー

ダーを諦めてしまうことも多いです。 

この落とし穴をクリアするためには、ご自身で「思
い込みが書き変わった」と認識してもらうことが重

要です。
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そのために、あえて潜在意識は過去と似たような
（ネガティブな）シチュエーションを用意すること

もあります。 

「思い込みを書き換えたはずなのに、前と同じよう
なネガティブな状況が発生してるんですけど？！」 
「もしかして書き換えに失敗してる…？！」 

と焦る方も多いですが、逆です。 
（むしろおめでとうです） 

そのチャンスを逃さず、ご自身の思い込みが変わっ
ていることを認めましょう。 

すると「書き変わっていないのでは？」という不安
が消え、新しい思い込みを材料にした現実に変わっ

ていきます。
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「つもり/なる」メソッドの 
落とし穴
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「願いが叶ったつもりで過ごすと良い」「すでに
叶っている自分だとしたら？」など、意識を変えて

過ごしてみるメソッドです。 

１）ご機嫌で過ごすとも共通点があるかもしれませ
んが、叶った自分の気分や波動を先取りするという

ものですね。 
中には結婚を叶えたい場合「彼と2人で暮らしてい
るつもりで」食器やスリッパを２人分用意すること

を推奨することもあるようです。 

願いを叶えている自分の空気感や波動で過ごしてみ
る、というのはオーダーを叶える上でもとても有効

です。 
では、なぜこのメソッドでつまづく人が多いのか？

シンプルに「無理がある」かと思います。



叶ったつもりで過ごす、なってみる、あるを見る、
など表現方法は様々ですが、要は「叶った自分に周

波数を合わせる」ことが主目的です。 

ですが、少し冷静に考えてみてください。 
今、目の前に「ない」のに、「ある」と思えますか？ 
思える人はまったく問題ありません。じきにイメー
ジ通りの現実が運ばれてくるかと思います。 

ただ「どう見ても目の前にない」のに「そこに完全
にあると思い込んで」過ごすことができる、強い意
思を持った人はそう多くはないのが現状です。 

「脳トレ」的には、このメソッドを取り入れる際
に、下記の視点を追加することをオススメしていま

す。 

・もうすでに「ある」「なっている」のではなく、
近い将来、その現実を手に入れることが決まってい

る人として自分のことを扱ってみる。
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「彼とお付き合いしたい」が願いならば、「近い将
来、彼とお付き合いすることが決まっている人」と

して自分のことを見てみるとどうか？ 

「結婚したい」が願いならば、「近い将来、結婚が
決まっている人」として自分のことを見てみるとど

うか？ 

何か心境の変化がありますでしょうか？ 

もし少しでも気分が明るくなったり、ホッとした
り、自信がついた感覚があるなら素晴らしいです。 

４）思い込みを書き換えるにも通じますが、気分の
変化があったならば「思い込みが書き変わった証

拠」です。 

ぜひそのままの感覚で日々を過ごしてもらえればと
思います。
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最後に… 
ここまでお読みいただきありがとうございました。 

冒頭のご挨拶にもあるとおり、個人セッションでた
くさんの方とお会いする中で「せっかくの知識やメ
ソッドを生かしきれず、逆にこじらせる方向に使っ
てしまっている」方が多くいる状況がもったいなく

感じてしまって。 

「脳トレ」的な観点では、どのようにこれらのメ
ソッドを取り扱うのかをPDFにまとめました。 

誰かが提唱し、人気になったり長い期間伝えられて
いるメソッドは有効なものばかりです。 

ただ、それらの取り扱いが少しズレてしまうと、
せっかくのメソッドが逆効果になったり、縛られて

しまったりすることもあります。



私自身、過去にたくさんのメソッドを渡り歩き、現
実をこじらせまくりました。（通称：ゲロ時代） 

ですが、私は諦めが悪い、笑。 
望む現実を手にするまで実験し続け、結果検証をま
とめ、体系化し「脳トレ」と名前をつけました。 

そのため「脳トレ」のレッスンにお越しの方から、
今までの知識が全部繋がった…というご感想をいた

だくことも多いです。 

ぜひ、たくさんの知識やメソッドの適切な扱い方を
学び、あなたの理想の人生を創造する強力な味方に

してくださいね。 

このPDFと「脳トレ」がその一助になれたらとても
嬉しく思います。



江藤からのお願い 

今回のPDF頑張って作ったので、ぜひご感想を知り
たいです！ 

よかったらTwitterで 

#脳トレ限定PDF 
のタグで感想を聞かせてもらえると嬉しいです。 

このPDFで解説したような現実想像の仕組みについ
ては、「脳トレ」オンラインレッスンにてじっくり

ガッツリお伝えしています。 

12月開始メンバーも11月25日～募集開始です。 
素敵な方とのご縁を楽しみにしています。 

>>>募集要項はこちら

https://noutore-love.com/online-lesson/

