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自分を大切にする方法がわかりません 

今回のテーマは 
自分を大切にする方法 
について解説をしていきます。 

・自分を大切にする方法がわかりません 
・何がやったら大切にできてるかの答えがわかりません！ 

イルティの元には 
そのようなお悩みが多かったりします。 

やはり、自分と向き合っていく中で 
自分を大切にすると言われても 

・具体的にどうしたらいいのか… 
・そして、何から始めたらいいかわからない！ 

頑張ってるけど、そのように悩まれてる女性も多いです。 

正直「自分を大切にする」と言われても 
僕自身も具体的にどうしたらいいかわからなかったので 

セミナーで講師の人がよく言ってくる 
・「自分を責めるなよー！」 
・「もっと自分を大切に扱いなよー！」 
と言うのがよく理解できませんでした。 

そんな事言われても、 

具体的にどうすればいいんだよ！！ 
そこを教えてくれよー！ 

って嘆いてた時期もありました。 



皆さんも経験ないですか？ 

言ってる事はわかるけど 
もっと掘り下げて教えてほしい！笑 

なので、今回のお話では 
具体的により深く自分を大切にする方法を 
皆さんにお伝えしていこうと思います。 

ですが、自分を大切にする中で 
実は危ない罠もあったりします。 

それを知らないと 
自分を大切にすればするほど 
どんどん自尊心が下がってしまうという意外な落とし穴もあったりします。 

そうならない為ににも 
ぜひ、最後まで読んでもらえたらと思います。 

僕自身も、過去は本当に自分が嫌いで 

・自分に自信がない 
・自分の容姿も嫌い 
・自分の声も嫌い 
・自分の頭の悪さも嫌い 
・自分の要領のなさも嫌い 

幼少期から社会人になってからも 
そんな人生を生きてきました。 

ですが、 
この自分を大切にする方法という 
心の仕組みを知ってからは 

今まで自分がやっていた行動は逆効果だった！ 
という衝撃を受けました。 

やはり、全てにおいて正しい方法を知らないと 
効果はでないのだと思います。 



そしてうまくいく人はそれを学ばなくても 
無意識にできている人が多い、と気付きました。 

けど、自分に自信がなかったり 
今までの人生や恋愛,人間関係で失敗が多かった人は 

『こんな私にできるのかな？』 
そう思ったりしてませんか？ 

僕も同じような感覚で生きてたので 
その気持ちがすごく理解できます。 

けど、もう大丈夫です！ 
僕も自己啓発セミナーなどに行くとテンションは上がりますが 

・あの人だから成功したんじゃね？ 
・あの人って生まれつき才能があったんじゃね？ 
・俺、そんなに喋りがうまくないし… 
・そんなに情熱もないし… 

そのように自己否定をしていました。 

ですが、今はこうやって自分に自信を取り戻し 
エネルギーを高める事ができました！ 

その気付きをしっかり言語化して 
今回、皆さんにお伝えしていくので 
ご安心ください。 



① 大切にしてくれる人だけ関わる 

いわゆる、世の中で言われてる 
自分を大切にする方法でよく聞く項目です。 

ここをしっかり理解できてない人が多くて 

自分を大切にしてないと 
同じくあなたを大切にしてくれない人が集まってきます。 

自分を大切にし始めると 
あなたを大切にしてくれる人が集まってきます。 

なので、 
まずはあなたを大切にしてくれない人とは 
今すぐに離れるか、縁を切ったほうがいいです。 

ここで重要なのは 
大切にしてこない相手が悪いのでなく 
大切にしてない自分が原因だという事 

なぜなら、その人と関わるか、関わらないかは 
結局、自分の意志で決める事ができるからです。 



② やりたいことをやりたい時にやる 

次に自分を大切にする中で 
『やりたい事をやりたい時にやる！』 

そう言われても、そもそも 
「やりたい事がわかりません！」 
と悩まれてる方が多かったりします。 

そのような方はシンプルに 
我慢しすぎなだけです。 

例えば、 
サウナっていまブームですが、 

『私、絵を描くのが好きです！』 
『やりたい事はイラストレーターとして描きたい絵を描いて人気を得る事です。』 

という方がいたとして 
100度のサウナの中で絵を楽しく描けそうですか？ 

皆さんはどう思われますか？？ 

そんな暑さに耐えてる状態の中で 
好きなことでも苦痛に感じそうじゃないですか？ 

・好きだったのにつまらなくなった 
・好きなはずなのに楽しく感じない 

それはサウナの中で好きなことをやるからです。 

つまり、 
我慢してる状況、環境のせいということ。 

鳥籠のなかで飼われてる鳥も同じ状況 
自由が好きだった鳥は自由を奪われる状況だからこそ 
自分は何が好きだったか思い出せなって諦めてます。 



「自分のやりたいことがわかりません！」 
と言ってる方がいるなばら、 

それは、自分が好きな事や楽しい事があるけど 
日頃から我慢したり遠慮したりしすぎて 
嫌になってしまったか、忘れてしまっただけです。 

なので、まずはサウナから出よってことです。 

今、我慢してる環境、人間関係から出ましょうと、いうことです。 
それが自分を大切にするってことになります。 

人によっては 
・不満を直接相手に言う 
・自分の欲望を隠さず曝け出すこと 

そういうのが、サウナで言う水風呂です。 
最初は冷たいから逃げたくなりますよね。 

けど、ちょっと時間が経つと 
慣れてきて逆に気持ちよくなる。 

そして、外気浴をして『整う』 
それが人生がととのうってことだと思います。 

そうやって、整った後で 

・人生を楽しむ行動をとる 
・自分が好きな事をやりたいようにやる 
というのがオススメの方法です。 



自分を大切にする罠 

自分を大切にする中で落とし穴があるので 
そこも理解してほしいと思います。 

相談者の方の中には 
『自分を大切にしなきゃ！』 
というように義務感で行動される方もいます。 

そのような方はどちらかというと 
自分を大切にするというよりは 
感覚としては「自分を守らなきゃ！」という感じに近いです。 

なので、そのような方は 
自分の思い通りに行かないと怒りっぽくなる傾向で 
日頃から、義務感かつ、自分に説得させようとしてる感じです。 

そういう方は 
自分を大切にしなきゃ！という必死感が相手に伝わります。 

結局、何が言いたいかというと、そのような方は 
自分を大切にしなきゃいけない病だと言うことです。 

それが自己啓発を教えていたり 
人生を変えようと教えてる人に 
よく見られるな傾向だと思います。 



そんな僕もこの 
自分を大切にしないといけない病でもありました。 

20代前半は自己啓発にハマり過ぎて 
たくさんの本を漁ってはそれを 

「自分にインプットだー！」と意気込んでましたが 
それでも、なぜか人生が変わる事がありませんでした。 

・なんでこんなに頑張ってるのに！！！ 
・なんでなの？！ 

本当に自分に対して 
人生に対してわけわからない感覚でした。 

それもそのはず、 
実は自分を大切にしようというのは 

裏を返せば 
自分は大切にしないといけないくらい弱い人間だよね 
という刷り込みが起きてるという仕組みがありました。 

例えば 
自分を大切にしすぎる病の人というのは 

『不安だから自分を大切にしなきゃ！』 
という思考だったりします。 

それは花に水をやりすぎるて腐らせてしまう 
というのと同じ状況だったりします。 

自分が壊れたり、 
崩れたりするのが怖いから、劣等感が強いからこそ、 

『自分を大切にせねば！』 
という思考になったりします。 

健康に気を遣ってる人も同じだったりしますよね。 

ガンになりたくないから、病気になりたくないから 
添加物のある食品なんて食べない！ 



もちろん悪い事ではないですが 
そうやって恐怖や恐れの感情から 

『自分を大切にしないといけない！』 
という脅迫概念から行動してるだけだったりします。 

僕もそうでしたが、 
このように自分を大切にしすぎる病の方は 
表面的には自分を大切にしてるように見えても 
本質的には自分を大切にできてないので 

だから、人生が変わらないし 
自分を大切にしてるはずなのに感情的になりやすかったり、 
誰かの批判をやってしまったりする性格だったりします。 



視点を変える 

なので、ここで皆さんに知ってもらいたい重要な事として、 
自分を大切にする、の更に上のステージがあります。 

それがこの２つで 

・自分なんてどうでもいい！ 
・人生の方を大切にする！ 

という視点を知ってほしいと思います。 

そもそも悩みや人生に問題が起きて 
それを解決したいからこそ、 

僕のチャンネルや他の話を見て学ぼうと思ったはずです。 

そして、恋愛においても 
愛される女性になる為にも 

・自分の事を大切にしよう！ 
・自分の事を愛してあげよう！ 

という事を知ったりしたと思います。 

ですが、ここには重大な罠があり 
・自分を大切にしすぎてしまう 
・自分を愛そうとしすぎて 

弱い自分を守りたいだけの状態だし、 
心配が強くてそれを補う為に頑張ってるだけなので 

だから、自分を大切にしても人生は 
まったく変わらない状態だと言えます。 

なので、自分を大切にするよりも 
人生を大切にする！ 
という視点に変えるのがオススメです。 



人生とは時間である 

なぜなら、自分を大切にすることって 
人生を楽しんでる人からすると 
それって当たり前だったりします。 

ここは僕は、本当に衝撃的でした。 

色んなセミナーだったり 
色んな成功をされてる方を見てきて 
真の意味で人生を楽しんでいる人の特徴を分析していくと 

・そもそも自分を大切にするのなんて当たり前！ 
・死ぬ寸前まで自分を大切にしなきゃなんて考えない！ 
・残りの時間、最大限楽しもうとする！ 

という事を、根っこから理解しているからこそ 
今、その感覚を実行してるだけなんです。 

つまり、今、この瞬間を


自分なんかよりも人生を優先して大切にしてる 
ということです。


この人生というのは時間 
という事だと僕は思います。 

時間は誰もが24時間、365日過ぎていく 
その中で、 

・何かにとらわれる 
・何かを許せない 
・誰かの批判をする 

そんな時間すらもったいないです。 

『むしろ、どーでもいいよね！』と思えてる人は 
究極、自分を大切にしてる人だと気付きました。 



当たり前だと思ってる事って 
わざわざ意識して行動しようって思わないですよね。 

例えば 
歩くときは右足を出して、次に左足を出します。 
だから私は歩けます。 

そんなこと、1分１秒考えません。 

呼吸をしてるから今も私は生きている 
あぁ、今も私は呼吸をしている 

なんて考えることって少ないですよね。 
それは当たり前だからです。 

人間は当たり前のことは気にしせずに過ごしています。 

だからこそ、人生を楽しんでる人は 
『自分を大切にするのは当たり前の感覚』 

だから、根性論で自分を大切にしようという人は 
人生は何も変わりません。 

我慢をしてない、自分のやりたい事を普通に楽しんでる人は 
人生楽しそうで自尊心が高いのだなって思います。 

『自分なんてどうでもいい！』 
という思考だから自分の事で心配する事が少ないんです。 

けど、自分の事を大切にしないといけない病の人は 
心配が強過ぎて、 

『自分、自分、自分！』 
『自分がぁぁぁぁぁぁ！！！』 
って内心は常に焦ってる状態だったりしますよね。 



なので皆さんに、 
自分に大切にするということは 
あくまでもこれから幸せになる為の通過点 

ということは理解してもらいたいです。 
本当のゴールは人生を大切にして人生を楽しむ事 

その為の具体的な 
方法や考え方というのも解説していきます。 



今を生きる為に五感を楽しむ 

人生とは時間 
別の言い方をするなら 
『今を生きる』という表現です。 

いま、この瞬間を大切にする 
つまり、五感を楽しむという事です。 

自分を大切にしようと考えると 
・礼儀が～ 
・マナーが～ 
・常識が～ 
・周りの目が～ 

となって 
色んな人が見ても迷惑をかけないように 
共通して正しい正解をださなきゃ！ 
という窮屈な正解探しをさせられてる感覚になります。 

その中で、我慢をして 
サウナ状態にぶち込まれてしまいます。 

でも、人生を楽しんでる人は 
・悩んでる時間がもったいない 
・どうやってこれを解決して自分のやりたい事やろっかな！ 
ということを考えるので、 

『ちゃんと謝ってその後はステーキでも食べに行こ！』 
ぐらいのノリだったりします。 



では、どうやって人生を楽しんだらいいか？ 

そのヒントは 
『五感をたくさん使う』 
というのを意識してみてください。 

五感を使う時間をたくさん 
たっぷりと！ 

もうありえないくらい！！ 
もう世界で一番自分が幸せものじゃね！ 
ってくらい自分に時間を使ってあげてください。 

なので、中途半端はダメです。 
やるんだったら、圧倒的に、究極的に 
もう自分でも引くほどやってみてください！ 

その為には 
・我慢してしまってる人間関係 
・遠慮しないといけない相手 

なんて、もうどうーでもいい！！！ 
そんな事で悩む自分もどーでもいい！！ 
というノリで 

まずはサウナ状態から脱出しましょう！ 



執着と期待 

そして、ちょっとした補足で 

そもそも 
なんでそんなに他人に執着して辛くなってしまうのか？ 
その心の仕組みも解説していきます。 

根本的な原因がわかれば 
わかり合えないと理解した後で 
離れやすくなるので知っておくのがすごくオススメです。 

では、なぜ 
相手に執着して苦しんでしまうかというと 
「期待しているから」というが理由です。 

相手に期待しているけど 
・言わなくてもわかってくれたら 
・先に謝ってくれたら 
・先に連絡をくれたら 
・褒めてくれたら 
・慰めてくれたら 

というように 
相手にこうしてほしい！と言わずに 
私の思い通りに、期待通りに動いてほしい！ 

という期待をしてしまって 
その期待以下だった時にイライラしてしまいます。 

イライラというのも 
その根本には期待通りに動いてくれなくて 
悲しいとか寂しいという本心があったりしますが…。 



なので、相手に囚われてしまったり 
「あいつがムカつくー！！」 

っと、いつまでも執着してしまう方は 
『自分は相手に何を期待してしまってるのか？』 

という視点を持つ事で 

その期待は自分勝手すぎたな！ 
と認識するとイライラも治ると思います。 



価値ある人間にならなくていい 

もう１つ重要な事としては 
相手に期待してしまう性格の方は 

『自分自身が他人の期待に応えなきゃ！』 
と必死に生きてるパターンがあったりします。 

自分が誰かの期待に応えようと頑張って生きてるからこそ 
私のことをわかってくれそうな人に対して 

『私はこれだけ周りの人の期待に応えようと価値のある自分を作ってきた！』 
→だから、お前も私の期待に応えろ！ 

という裏返しの仕組みがあったりします。 

あなた自身の人生を振り返って 
・親の期待に応えないと 
・好きな人の期待に応えないと 
・恋人の、旦那の期待に応えないと 
・社会が求める私にならないと 
・会社が求める私にならないと 

このように 
・期待を背負って価値のある自分にならないといけない！ 
・だからもっと頑張らないと！ 
・認められる自分にならないと！ 

というように 
自分をどんどん追い込んでしまってませんか？ 

そのような生き方は辛いですし 
心がすり減ってしまいます。 

根性論で頑張ってしまうから、 
自分はこれで生きてるから、 
お前らも同じように私の期待に応えろ！ 

と要求してしまったりします。 



正直、価値のある人間なんていりません。 
別の章でもお伝えしましたが 

自分を大切にするより 
人生を大切にする方が楽しいです。 

その楽しい人生の中には 
価値のある自分なんていりません。 

あなたを本当に大切にしてくれる人は 
価値のある、あなたを求めてますか？ 

すごいあなたを求めてますか？ 
楽しいあなたを求めてませんか？ 

すごいあなたを求めてくる人は 
その人自身も人生を楽しめてないだけです。 

なので、これからは 
人の期待に応えるのはやめてください。 

むしろ、期待に応えるのをやめて 
人生を頑張るのをやめて 
人生を楽しむぐらいダメな人間になった方が 
周りから勝手に好かれていきます。 

正直、誰もすごいあなたなんて求めてません。 

本当にあなたを大切にしてくれる人は 
一緒にいて楽しいあなたを求めている事を理解してください。 

なので、話し合いもできない 
一方的に責めてくる、価値観を押し付けてくる 
そんな人、一緒にいて疲れますよね。 
なのでとっとと離れましょう！ 



親だろうと 
家族だろうと 
恋人だろうと 
旦那だろうと 

誰かにとってすごい自分にならなくていいです。 
誰かの期待に応えるあなたじゃなくていいです。 

むしろ、本当にあなたを大切にしたい人からすれば 
必死に頑張るあなたがめんどくさいです。 

いつまでも一緒にいて 
楽しいあなたでいてください。 

人間関係は 
まずは自分が楽しんでいくのが大事です。 

※自分の子供に対しては 
離れるよりも、この価値観を子供に教えてあげてください。 

頑張らなくていいよ！というのを 
親が子供に教えてあげるのが大事です。 

そうやって 
圧倒的に人生を楽しむ練習をやっていきましょう！ 



笑顔なら正解 

今日のお話で 
ものすごく衝撃が走った方もいると思います。 

これから頑張らない生き方を時間をかけてやっていいです。 
それが難しいのであれば逃げてもいいです。 

逃げてもいい事を肯定してくれる人のそばに逃げてもいいです。 

逃げる事を否定する奴はあなたの人生に責任なんてとってくれません。 

もし、２０年我慢して生きてきた人なのであれば 
２０年はリハビリするつもりで長い時間をかけてやっていけばいいです。 

自分は正しい方向に進めてるかな？ 
と悩んだ時の指標としては 

笑顔だったら正解！ 
顰めっ面なら不正解！ 
という合言葉を忘れないでください。 

真面目に真剣、深刻はダメ！ 
もう頑張って誰かの期待に応えなくてもいいし 
自分よりも人生を楽しんで一緒にいて楽しい人になってください！ 

これらをふまえた上で、今のあなたは 

▶自分を大切にしようとしてるのか？ 
▶人生を大切にしようとしてるのか？ 

しっかり自分に向き合ってみてくださいね！


