
 

 

はじめまして。こんにちは。 

自己肯定感を育てるコーチの鎌田雄大

(かまだゆうだい)です。 

 

この度は公式 LINEへご登録いただきあ

りがとうございます。 

 

このレポートでは、シンプルに自己肯定感

を育てる本質が学べる有益ツイートをまと

めています。 

 

 



あなたが 

 

▶自己肯定感の本当の意味と本質 

▶最短最速で自己肯定感を持った自分に

なる方法 

▶自己肯定感をブロックしている自己否定

感とは？ 

▶自己肯定感と自己否定感に関する知識 

 

 

これらの最短で自己肯定感を獲得するた

めの本質なノウハウをまとめました。 

 

この有益ツイートまとめは、巷の自己肯定

感を上げるメソッドとは一線を画す内容と

なっています。 

 

 



何度も読んであなたも 

プロ級の知識をつけてください。 

 

 

【真の自己肯定感の意味と本質】 

 

▶自己肯定感と自己否定感の関係性(図

解) 

 

自己肯定感が低い状態はどんなことか

というと、元々ある自己肯定感(若葉の



芽)に対して自己否定感(岩)が上に乗っ

ていてブロックしている感じです。まず

は自己否定感を小さくしていく必要が

あるわけです。「今の自分のままで良い」

という生まれ持ってきたの元来の自己

肯定感の感覚を取り戻しましょう。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

493405593956421634 

 

 

▶真の自己肯定感とは？① 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1493405593956421634
https://twitter.com/yu123jiko/status/1493405593956421634


初心者に絶対知っておいて欲しいこと

は「自己肯定感＝誰もが認める理想の自

分」という世の中の教えが間違いだとい

うことです。真の自己肯定感とは【今の

自分のままで良いし、努力できる】とい

った感覚のことであり、"もっとこうな

りたい"と思えば自然と行動できる感覚

の自分のことを指すのです。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

494069080961150978 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1494069080961150978
https://twitter.com/yu123jiko/status/1494069080961150978


 

▶真の自己肯定感とは？② 

真の自己肯定感とは何かというと、「誰

もが認める理想の自分」ではなくても、

『今の自分のままでいい』を感じられる

ことです。もっとこんな風になりたいと

思えば『今の自分のまま』で努力できる

感覚のことです。そこには安心感がある

ので努力に対して集中できます。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

493865232317521920 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1493865232317521920
https://twitter.com/yu123jiko/status/1493865232317521920


 

▶自己肯定感を持った人になる至極シ

ンプルな法則 

自己肯定感を持った人になるのって至

極シンプル 

 

"自己否定感の存在と成り立ちを学ぶ→

タイムラグ(時間差)→自己肯定感が自

然と育ち定着化" 

 

↑たったこれだけ。あなたが「自己肯定

感持ちたい」と決めたら、後は自己否定



感を学ぶだけで自己肯定感は自動的に

育っていく。まずはこの大原則に戻りま

しょう 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

496462344360275976 

 

 

▶自己肯定感は無理に上げるモノでは

ない 

自己肯定感はそもそも無理に上げるモ

ノではないということです。自己肯定感

https://twitter.com/yu123jiko/status/1496462344360275976
https://twitter.com/yu123jiko/status/1496462344360275976


の対の存在となっている自己否定感に

ついて知り、弱めていくワークをするこ

とで、あとは自動的に自己肯定感を感じ

られる自分になります。あなたに必要な

事は「自己否定感について学ぶこと」で

す。この本質を忘れないでください 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

495888562591522819 

 

 

▶自己肯定感が低いのは決して性格で

https://twitter.com/yu123jiko/status/1495888562591522819
https://twitter.com/yu123jiko/status/1495888562591522819


はない 

自己肯定感が低いのは決して性格では

ありません。人は誰でも自己肯定感を持

った状態で生まれてきます。ではなぜ今

自己肯定感が低いのか？それは今まで

の人生の中で自己肯定感を下げてしま

った出来事を体験(遭遇)したからです。

自己肯定感を低くさせたであろう過去

の出来事を私のアカで見つけてくださ

い 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

https://twitter.com/yu123jiko/status/1495163787053350914


495163787053350914 

▶あなたの自己肯定感が上がらない理

由 

なぜあなたは自己肯定感が上がらない

のか？それは、自己肯定感は"感覚"から

生まれるということを知らないから。あ

なたがどんなに考え方や行動・習慣を変

えても、自己肯定感が上がらなかったの

はその為です。自己肯定感を高い人にな

りたいなら、自己肯定感の"感覚"を自ら

が体験することをおススメします 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1495163787053350914


https://twitter.com/yu123jiko/status/1

494590007235026944 

 

 

▶自己否定感で苦しんでいる人は本来、

優しく心の美しい人たちです 

自己否定感で苦しんでいる人は本来、優

しく心の美しい人たちです。ただ過去の

辛い体験の影響で今、自己肯定感を感じ

られていないだけなのです。私のツイー

トをきっかけにして一生モノの自己肯

定感を育てる方法を手に入れてくださ

https://twitter.com/yu123jiko/status/1494590007235026944
https://twitter.com/yu123jiko/status/1494590007235026944


い。混沌とした世界の中で自己肯定感は

あなたの生きる道を灯してくれます 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

497843952564719622 

 

 

【最短最速で自己肯定感を持った

自分になる方法】 

 

▶自己肯定感を感じられるまでの最短

ルート 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1497843952564719622
https://twitter.com/yu123jiko/status/1497843952564719622


自己肯定感を感じられるまでの最短ル

ートはこれです 

①自己否定感の何が原因で苦しいのか

を知る 

↓ 

②その原因を生み出している理由を知

る 

(自己否定感の成り立ちを学ぶ) 

↓ 

③ 自分に許可を出して新しい考え方を

構築 

 



この方法を知っているだけで無駄な遠

回りせずに自己肯定感を持った自分に

なれます 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

493555695408467968 

 

 

▶自己肯定感を感じられるまでの３ス

テップ 

自己肯定感を感じられるまでの 3 ステ

ップはコレ↓ 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1493555695408467968
https://twitter.com/yu123jiko/status/1493555695408467968


 

❶今自分が自己否定感の何が原因で苦

しいのかを知る 

(テストで自己否定感の傾向を知る) 

 

❷この原因を生み出している理由を知

る 

(自己否定感がどこからきているか知

る) 

 

➌自己否定感の成り立ちを学び、自分へ

許可を与える 



(解放ワークで本来の自分へ) 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

502841879561478151 

 

 

▶自己肯定感を持った自分になる考え

方のコツ 

超重要です。自己肯定感を持った自分に

なる考え方のコツは「自己肯定感上げよ

う」よりも「今の自分のままで良い」の

スタンスの方が最強ということ。自己肯

https://twitter.com/yu123jiko/status/1502841879561478151
https://twitter.com/yu123jiko/status/1502841879561478151


定感はそもそも上げるモノではないし、

本来は感じるモノです。この本質がわか

ると間違いなく自己肯定感を持った自

分になれます。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

499716285399134216 

 

 

▶シンプルに自己肯定感を高める開き

直りメソッド 

★シンプルに自己肯定感を高める考え

https://twitter.com/yu123jiko/status/1499716285399134216
https://twitter.com/yu123jiko/status/1499716285399134216


方は"開き直り"です 

 

▶どんな自分であってもよくね？ 

▶不安な気持ちになってもよくね？ 

▶自信がなくても今のままの自分でよ

くね？ 

 

↑このように「どんな私でもイイよね？」

と開き直ることがある意味、自己肯定感

には最強のエネルギーだったりします 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

https://twitter.com/yu123jiko/status/1496764334386647041


496764334386647041 

 

 

▶自己肯定感を持った自分になるまで

のタイムラグの過ごし方 

 

自己否定感を弱めて自己肯定感を持っ

た自分になるまでの"タイムラグ"の過

ごし方 

 

▶辛かった時代の自分の写真をみて"自

分を肯定できる言葉"を心の中で声掛け 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1496764334386647041


▶イヤな出来事や自己否定感が起きて

も"そんな今の自分でも良い"と心の中

で声掛け 

 

これだけで楽にタイムラグの期間を過

ごせるようになります 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

498931118875324424 

 

 

▶自分を愛せる人になるというイメー

https://twitter.com/yu123jiko/status/1498931118875324424
https://twitter.com/yu123jiko/status/1498931118875324424


ジを持つことが近道 

自己肯定感を上げようとするのではな

く、自分を愛せる人になるというイメー

ジを持つことが自己肯定感を上げる近

道です。 

 

▶どうすれば自分の存在を確認できる

か？ 

▶どうすれば自分の価値を感じられる

か？ 

▶どうすれば自分に対して好評価を与

えられるか？ 



↑ 

これらを自問自答すると自然と上がり

ます 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

497119182101508096 

 

 

【自己肯定感をブロックしている

自己否定感について】 

 

▶自己否定感の感覚とは何か？ 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1497119182101508096
https://twitter.com/yu123jiko/status/1497119182101508096


※超重要。自己否定感とはどんな感覚か

というと、 

 

例えば 

「自分はダメでいつも見張られている

感じ」 

「自分はダメでいつも怒られている感

じ」 

「自分はダメで他人より劣っている感

じ」 

「自分はダメだといつも責めている感

じ」 



など 

 

↑これが感覚(体感)として長い間、感じ

ているのが自己否定感です 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

500747328176672773 

 

 

▶自己否定感の 3 つの傾向とタイプ 

知ってました？自己否定感には 3 つの

傾向とタイプがあることを。1 つは自己

https://twitter.com/yu123jiko/status/1500747328176672773
https://twitter.com/yu123jiko/status/1500747328176672773


否定感を他人に見せない(みられない)

ようにする「内部型自己否定感」、もう 1

つは自己否定感を隠さない(または隠せ

ない)「外部型自己否定感」があります。

そして 3 つ目に内部と外部の両方合わ

さった混合型自己否定感があります。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

496401947875708928 

 

 

▶自己肯定感をブロックしている自己

https://twitter.com/yu123jiko/status/1496401947875708928
https://twitter.com/yu123jiko/status/1496401947875708928


否定感が生まれた流れ 

自己肯定感が低い原因である"自己否定

感"が生まれた流れ 

 

①他人から否定された出来事(言動) 

②他人からの否定を切り離し、自分を否

定する行為へ 

③自分の中に"もう一人の自分"を作り

自分を否定し続ける自己否定感の状態

へ 

 

↑"自己否定感の存在"が今の生きづら



さに直結している事実を知ってくださ

い 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

501111477729701889 

 

 

▶自己否定感の成り立ちとは？ 

自己否定感の成り立ちに他人からの否

定があります 

 

例えば、 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1501111477729701889
https://twitter.com/yu123jiko/status/1501111477729701889


▶子供時代、親から言われた言葉、受け

た行為 

▶学生時代、先生や同級生から言われた

言葉、受けた行為 

▶社会に出てから上司、恋人、友人に言

われた言葉や環境の変化 

 

↑これら否定された出来事から自己否

定が始まり自己否定感へ繋がります 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

500444835093884929 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1500444835093884929
https://twitter.com/yu123jiko/status/1500444835093884929


 

 

▶自己否定感の成り立ちと生まれた原

因① 

これは絶対メモって。自己否定感が生ま

れた原因は過去あなたが体験した、他人

(親)から否定された出来事からきてい

ます。そのあるきっかけの出来事から、

他人からの否定より自分で否定した方

が楽に感じるために自己否定を繰り返

しその結果、自己否定感になります。こ

れが本当の自己否定感の成り立ちです 



 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

500019029410390019 

 

 

▶自己否定感の成り立ちと生まれた原

因② 

大前提として自己否定感が生まれてし

まう原因はある時代の他人(家族)から

の注意・批判・否定などがきっかけで起

こります。また他人に否定されるより、

自分で自分を否定した方が楽に感じる

https://twitter.com/yu123jiko/status/1500019029410390019
https://twitter.com/yu123jiko/status/1500019029410390019


から(または避けるため)自己否定する

んですね。これらのことが長年の習慣化

で自己否定感が生まれるということで

す 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

495239286651867137 

 

 

▶自己否定と自己否定感の明確な違い 

自己否定と自己否定感は違います。自己

否定は一時的な行為であり、自己否定感

https://twitter.com/yu123jiko/status/1495239286651867137
https://twitter.com/yu123jiko/status/1495239286651867137


は自己否定を長年の習慣からできた感

覚です。誰だって自己否定しますが自己

肯定感がある人にとって一時的なもの

です。自己否定感がある人は自己否定癖

を24時間365日している状態なのです。

実は自己肯定感低い理由はこれです 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

495373921671073803 

 

 

▶自己肯定感が低いと感じる原因は無

https://twitter.com/yu123jiko/status/1495373921671073803
https://twitter.com/yu123jiko/status/1495373921671073803


自覚な思い込みから 

自己肯定感が低いと感じる原因は"無自

覚な思い込み"(自己否定感)からきてま

す。それらを知る方法としてあなたが自

己肯定感が低いと感じた時の体験や行

動、言動、受け取った情報に目を向けて

みることです。また気付いたことをメモ

に取ることでも自分を客観視すること

も可能なので是非。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

496688837539639297 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1496688837539639297
https://twitter.com/yu123jiko/status/1496688837539639297


 

 

▶自己否定感の２つのタイプ 

自己否定感には 2 つのタイプがあって、

1 つは自己否定感を隠すタイプ、もう 1

つは自己否定感を隠せない&隠せない

タイプがあります。また自己否定感は無

自覚な自己顕示欲とも関係しているの

で「誰もが認める自分になる」ことをし

ていないか？自分の言動を振り返ると

自己否定感の存在に気付けます。 

 



https://twitter.com/yu123jiko/status/1

503128775365701637 

 

 

▶自己評価の低さという自己否定感の

感覚とは 

"自己評価の低さ"という自己否定感の

感覚は 

 

❶不安や自信のなさ 

❷劣等感 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1503128775365701637
https://twitter.com/yu123jiko/status/1503128775365701637


といった 2 つがあり、人と比べられる、

優劣をつけられた経験から生まれます。

自分に対する評価が低いので他人から

評価を上げようと自己犠牲的な行動に

走ったり、他人に対する評価が厳しくな

る傾向があります。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

502222810940420097 

 

 

▶無価値感をいう自己否定感の感覚と

https://twitter.com/yu123jiko/status/1502222810940420097
https://twitter.com/yu123jiko/status/1502222810940420097


は 

無価値感をいう自己否定感の感覚は 

 

❶自分に価値がない 

❷他人との差(比較) 

 

この２つがあり、主に幼少期に体験した

ことが原因で生まれます。言葉の通り、

無＝ゼロなので、どんなことをしても価

値を感じられない感覚なのです。例えば、

不安感,恐怖感,罪悪感,自信のなさ など

は無価値感からきています 



 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

501920810524495876 

 

 

▶自己なし感®という自己否定感の感覚

とは？ 

自己なし感®という言葉を知っています

か？これは師匠が開発した言葉なので

初めてだと思います。自己なし感とは、

自分がいない感じ、存在していない自己

否定感の感覚のことを指します。これら

https://twitter.com/yu123jiko/status/1501920810524495876
https://twitter.com/yu123jiko/status/1501920810524495876


の感覚は生きること自体に恐怖があり、

鬱を抱えている方に多いです。重要なこ

となので是非、メモってください 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

501860421287890950 

 

 

▶自己否定感の行動パターン 

自己否定感には"行動パターン"が人そ

れぞれあります 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1501860421287890950
https://twitter.com/yu123jiko/status/1501860421287890950


例えば、 

「自分のことが喜べない」 

「人に依存しやすい」 

「他人の目線や評価に敏感」 

「悪くないのに謝ってしまう」 

「自分や相手を傷つけてしまう」 

「出来ないアピールしてしまう」 

など 

 

↑これらの行動の無意識な繰り返しも

自己否定感です。 

 



https://twitter.com/yu123jiko/status/1

500808229483208706 

 

 

▶自己肯定感低いのは無自覚な自己否

定感があるから 

結論いうと自己肯定感低いのは"無自覚

な自己否定感"があるから。無自覚だか

らこそ、多くの人はそこに原因があると

は知らず、間違った自己肯定感を上げる

テクニックに走ってるのです。自己肯定

感を持った人になるには正しいステッ

https://twitter.com/yu123jiko/status/1500808229483208706
https://twitter.com/yu123jiko/status/1500808229483208706


プあります。まずはそれらを学ぶために

私のツイートを読み返してください 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

496968177665953795 

 

 

▶自己肯定感が低い自分にするべき質

問 

【自己肯定感低い方は自分にこの質問

をしてください】 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1496968177665953795
https://twitter.com/yu123jiko/status/1496968177665953795


どうすれば、、、 

①自分の存在を確認できますか？ 

②自分の価値を感じると思いますか？ 

③自分への評価を与えることができま

すか？ 

↓ 

この質問に答えることで、幼少期～子供

時代～大人(現在)までの全ての時代に

いた自分を癒すことができます。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

495739077777367042 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1495739077777367042
https://twitter.com/yu123jiko/status/1495739077777367042


 

 

【その他、自己肯定感と自己否定

感についての知識】 

 

▶モデリングの効果がない理由 

自己肯定感低い人にモデリングは勧め

しません。なぜなら自己肯定感低い人の

中には「他人を真似るしかない、他人に

なりきるしかない」という思考を持って

いる人がいるから。そこには"自分がい

ないという感覚"の自己否定感が存在し



てます。"自分がいない感覚＝自己なし

感® "です→これだけはメモって。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

503340176780660740 

 

 

▶自己肯定感を高めたい人がやってし

まう間違い 

自己肯定感を高めたい人がやってしま

う間違い 

▶ネガ思考をポジ思考に変える 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1503340176780660740
https://twitter.com/yu123jiko/status/1503340176780660740


▶行動習慣に変える 

▶理想の目標をノートに書く 

▶アファメーション＆瞑想 

▶成功者をモデリング 

▶趣味や仕事に取り組む 

↑ 

これらは全てテクニックです。真の自己

肯定感を獲得したいなら自己否定感に

ついて学んでください 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

494650405795418112 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1494650405795418112
https://twitter.com/yu123jiko/status/1494650405795418112


 

 

▶自己肯定感を高めたいなら感情や感

覚にフォーカスせよ 

自己肯定感を高めたいなら、行動や思考

を変えるのではなく"感情や感覚"にフ

ォーカスすることが重要です。楽しい・

嬉しい・悲しい・苦しいといった感情や

感覚がどんな時に感じているかを知る

ことで、自己否定癖が起きている原因が

わかります。これらは特定の出来事に起

こる傾向があるので要チェックです 



 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

494227619289698313 

 

 

▶自分への許可の出し方 その１ 

自己肯定感を上げようと"誰もが認める

理想の自分"にならないといけないと勘

違いしていませんか？自己肯定感を上

げたければ、理想の自分になろうとする

のではなく「今のままの自分でもよい」

と自分への許可を与えることが最重要

https://twitter.com/yu123jiko/status/1494227619289698313
https://twitter.com/yu123jiko/status/1494227619289698313


です。この本質を理解することで自己肯

定感を自然と持てるようになります。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

502645587824545794 

 

 

▶自分への許可の出し方 その２ 

超重要です【自己否定感の認識＝自分へ

の許可＝自己肯定感が育つ】なので、あ

なたが「今のままの自分でも良い」と思

った瞬間に"辛い過去の認識"が変わり

https://twitter.com/yu123jiko/status/1502645587824545794
https://twitter.com/yu123jiko/status/1502645587824545794


ます。結果、自己否定感が減り、自己肯

定感を持てるようになるのです。自己肯

定感を持ちたいなら自己否定感の存在

を認めることが必要不可欠です。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

498991515154137090 

 

 

▶自己否定感の認識＝自分への許可＝

自己肯定感が育つとは？ 

超重要です【自己否定感の認識＝自分へ

https://twitter.com/yu123jiko/status/1498991515154137090
https://twitter.com/yu123jiko/status/1498991515154137090


の許可＝自己肯定感が育つ】なので、あ

なたが「今のままの自分でも良い」と思

った瞬間に"辛い過去の認識"が変わり

ます。結果、自己否定感が減り、自己肯

定感を持てるようになるのです。自己肯

定感を持ちたいなら自己否定感の存在

を認めることが必要不可欠です。 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

498991515154137090 

 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1498991515154137090
https://twitter.com/yu123jiko/status/1498991515154137090


▶私が”自己肯定難民”から脱出できた

大きなきっかけ 

私が"自己肯定難民"から脱出できた大

きなきっかけは 

 

「自分を変えたら自己肯定感もてるの

か。よし、頑張って自分を変えよう」 

↓ 

「自分を変えなくても今の自分のまま

でもいいじゃん！」 

 

この開き直りマインドを知った時です。



これができると生きづらかったのが忘

れてしまうくらい生きやすくなります 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

498629123853459458 

 

 

▶インナーチャイルドの癒し方 

※インナーチャイルドの癒し方 

目をつむって子供時代の自分をイメー

ジしながら 

「でも、もう○○君・ちゃんは大丈夫だ

https://twitter.com/yu123jiko/status/1498629123853459458
https://twitter.com/yu123jiko/status/1498629123853459458


よ」 

「○○してもいいんだよ」といった感じ

に 

自分に行動の許可を出せる言葉がけを

心の中でする 

↓ 

この時の感情や感覚を味わう。泣いても

OK 

自己否定感が出た時に一度試してみて 

 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1

498568726026805249 

https://twitter.com/yu123jiko/status/1498568726026805249
https://twitter.com/yu123jiko/status/1498568726026805249


※追伸 

かなりの濃いツイートのみをここに掲

載しました。 

 

このツイートを全部読んでいただくだ

けで、テクニックではない、自己肯定感

を育てる本質を学べますし、駆け出しの

心理カウンセラー、セラピストよりも高

度な知識が得られます。 

 

ぜひ、何度も読んで、本物の知識と情報

に触れてガンガン学んでみてください。 



 

最 後 に な り ま す が 、 こ ち ら の 私 の

Twitter アカウントで最新の知識と情報

が手に入ります。 

 

※期間限定の企画も開催する予定です

ので、ぜひ今のうちにフォローと通知

ON にしておいてください。↓↓ 

 

自己肯定感コーチ｜鎌田雄大  

https://twitter.com/y

u123jiko 

https://twitter.com/yu123jiko
https://twitter.com/yu123jiko

