
自分と向き合う質問集 
※全ての質問には深く考えずに直感で答えてください。 

·あなたは誰ですか？（ご自身の名前） 
·あなたは何の為に生まれてきた？ 
·誰から生まれてきた？（父親と母親の名前） 
·いつ生まれた？ 
·今は何歳？ 
·あと何年生きる予定？ 
·望まれて生まれてきた？ 
·生まれてきた時のお母さんは何を感じてたと思う？ 
·生まれてきた時のお父さんは何を感じてたと思う？ 
·自分の名前の由来は？ 
·お母さんはどんな気持ちであなたを出産した？ 
·お母さんはどんな気持ちであなたを子育てしてた？ 
·お父さんはどんな気持ちであなたを子育てしてた？ 
·あなたは何の為に生きてるの？ 
·どうして生きてるの？ 
·この人生でやりたい事は何？ 
 
·幼少期のやりたい事となりたい夢は？ 
·小学生の頃にやりたい事となりたい夢は？ 
·中学生の頃にやりたい事となりたい夢は？ 
·高校生の頃にやりたい事となりたい夢は？ 
·成人した時にやりたい事となりたい夢は？ 
·社会人１年目にやりたい事となりたい夢は？ 
·現在やりたい事となりたい夢は？ 

·小学生の頃に自分とした約束は？ 
·中学生の頃に自分とした約束は？ 
·高校生の頃に自分とした約束は？ 
·成人した時に自分とした約束は？ 
·社会人１年目に自分とした約束は？ 
·過去、自分とした約束を守れてますか？ 

  



言葉の定義と向き合う 
 
·あなたにとって『自分』とは？ 
·あなたにとって『愛』とは？ 
·あなたにとって『恋』とは？ 
·あなたにとって『人生』とは？ 
·あなたにとって『幸せ』とは？ 
·あなたにとって『異性』とは？ 
·あなたにとって『恋人』とは？ 
·あなたにとって『恋愛』とは？ 
·あなたにとって『結婚』とは？ 
·あなたにとって『パートナー』とは？ 
·あなたにとって『幸せ』とは？ 
·あなたにとって『母親』とは？ 
·あなたにとって『父親』とは？ 
·あなたにとって『我が子』とは？ 
·あなたにとって『家族』とは？ 
·あなたにとって『友人』とは？ 
·あなたにとって『感情』とは？ 
·あなたにとって『心』とは？ 
·あなたにとって『お金』とは？ 
·あなたにとって『生きる』とは？ 
·あなたにとって『悩み』とは？ 
·あなたにとって『考える』とは？ 
·あなたにとって『怖い』とは？ 
·あなたにとって『楽しい』とは？ 
·あなたにとって『充実』とは？ 
·あなたにとって『笑う』とは？ 
·あなたにとって『笑顔』とは？ 
·あなたにとって『自信』とは？ 
·あなたにとって『自由』とは？ 
·あなたにとって『最高』とは？ 
·あなたにとって『素敵』とは？ 
·あなたにとって『魅力』とは？ 
·あなたにとって『堂々』とは？ 
·あなたにとって『信じる』とは？ 
·あなたにとって『信頼』とは？ 
·あなたにとって『信じる』とは？ 
·あなたにとって『他人』とは？ 
·あなたにとって『今』とは？ 



·あなたにとって『過去』とは？ 
·あなたにとって『未来』とは？ 
·あなたにとって『生きる』とは？ 
·あなたにとって『悲しい』とは？ 
·あなたにとって『寂しい』とは？ 
·あなたにとって『辛い』とは？ 
·あなたにとって『大切』とは？ 
·あなたにとって『大切なもの』とは？ 
·あなたにとって『孤独』とは？ 
·あなたにとって『普通』とは？ 
·あなたにとって『世界』とは？ 
·あなたにとって『この世』とは？ 
·あなたにとって『来世』とは？ 
·あなたにとって『天国』とは？ 
·あなたにとって『地獄』とは？ 
·あなたにとって『死』とは？ 
·あなたにとって『神様』とは？ 
·あなたにとって『光』とは？ 
·あなたにとって『闇』とは？ 
·あなたにとって『ポジティブ』とは？ 
·あなたにとって『ネガティブ』とは？ 
·あなたにとって『欲求』とは？ 
·あなたにとって『五感』とは？ 

·あなたにとって『美しい』とは？ 
·あなたにとって『かわいい』とは？ 
·あなたにとって『愛嬌』とは？ 
·あなたにとって『我慢』とは？ 
·あなたにとって『復讐』とは？ 
·あなたにとって『反撃』とは？ 
·あなたにとって『怒る』とは？ 
·あなたにとって『裏切り』とは？ 
·あなたにとって『恐怖』とは？ 
·あなたにとって『心配』とは？ 
·あなたにとって『注意』とは？ 
·あなたにとって『欲求』とは？ 
·あなたにとって『嫉妬』とは？ 
·あなたにとって『無駄』とは？ 
·あなたにとって『限界』とは？ 
·あなたにとって『注意』とは？ 



·あなたにとって『行動』とは？ 
·あなたにとって『価値』とは？ 
·あなたにとって『常識』とは？ 
·あなたにとって『ルール』とは？ 

·あなたにとって『髪』とは？ 
·あなたにとって『表情』とは？ 
·あなたにとって『声』とは？ 
·あなたにとって『口』とは？ 
·あなたにとって『耳』とは？ 
·あなたにとって『匂い』とは？ 
·あなたにとって『味覚』とは？ 
·あなたにとって『色』とは？ 
·あなたにとって『手』とは？ 
·あなたにとって『足』とは？ 
·あなたにとって『心臓』とは？ 
·あなたにとって『肺』とは？ 
·あなたにとって『脳』とは？ 
·あなたにとって『体』とは？ 
·あなたにとって『心』とは？ 
·あなたにとって『成功』とは？ 
·あなたにとって『失敗』とは？ 
 
·あなたにとって『革命』とは？ 
·あなたにとって『時間』とは？ 
·あなたにとって『満足』とは？ 
·あなたにとって『充実』とは？ 
·あなたにとって『希望』とは？ 
·あなたにとって『勇気』とは？ 
·あなたにとって『覚悟』とは？ 
 
·あなたにとって『最高の自分』とは？  
·あなたにとって『後悔しない自分』とは？ 
·あなたにとって『自分らしさ』とは？ 



自分の本心を明確にする １ 

·今の自分は何に悩んでる？ 
·なんでそれに悩んでしまっている？ 
·何が原因？ 
·やればいいとわかってる解決策はある？ 
·なぜそれを行動できない？ 
·それを怖いと思っている？ 
·なぜ怖いと思っている 
·その怖い予想は起きる可能性が高い？ 
·その怖いのは具体的で明確？ 
·それが実際に起きたらどうなる？ 
·それが起きた時のデメリットもしくはメリットはある？ 
·それが起きた時に自分ができる事は何？ 
·それが起きた時、あなたはどう思う？ 
·なぜそう思う？ 
·そう思ってしまう原因は何？ 
·これが◯◯さん（憧れの人）だったら、どう思う？ 
·悩んでる相手に愛されたいのか、愛したいのかどっち？ 
 
·なぜ自分を責めてしまう？ 
·自分は責められるべき人間なの？ 
·自分を責めてる事を知った母親はどう思うと予測する？ 
·自分を責めてる事を知った父親はどう思うと予測する？ 
·自分を責めてる事を知った我が子（未来の子）はどう思うのか？ 

·過去許せない人は誰？ 
·何が許せない？ 
·どうして許せない？ 
·その時の感情はどうだった？ 
·その出来事は誰が悪い？ 
·許せないという感情は伝えた？ 
·自分にできる事はした？ 
·それができなかった理由は？ 
·具体的にその時どうすればよかった？ 
·それは今からできない？ 
·相手はその事を今でも覚える？ 



自分の本心を明確にする ２ 

·今の自分を一言で表すと？ 
·今までの人生を一言で表すと？ 
·これからの人生を一言で表すと？ 
 
·お母さんを一言で表すと？ 
·あなたはお母さんをどう思ってる？ 
·お母さんを愛してる？ 
·お母さんに愛されてる？ 
·お母さんに信じてもらえてる？ 
·お母さんを信じてる？ 
·お母さんみたいな人生になりたい？ 
·お母さんにして欲しかった事は何？ 
·なんで、あなたはそう思うの？ 
·あなたにとってお母さんってどんな存在 
·あなたにとってお母さんの人生を一言で表すなら？ 
·あなたは何をしたらお母さんを100%最高って思える？ 
·それをなぜ今までやらなかった？ 
·やらなくても良かった理由は何？ 
 
·お父さんを一言で表すと？ 
·お父さんを愛してる？ 
·お父さんに愛されてる？ 
·お父さんに信じてもらえてる？ 
·お父さんを信じてる？ 
·お父さんみたいな人生になりたい？ 
·お父さんにこうして欲しかった事は何？ 
·なんで私はそう思うの？ 
·あなたにとってお父さんってどんな存在？ 
·あなたにとってお父さんの人生を一言で表すなら？ 
·あなたは何をしたらお父さんを100%最高って思える？ 
·それをなぜ今までやらなかった？ 
·やらなくてもいい理由は何？ 

·両親に助けて欲しかったけど助けてもらえなかった出来事は？ 
·両親に守って欲しかったけど守ってくれなかった出来事は？ 
·両親に大切にして欲しかったけど適当に扱われた出来事は？ 



·父親、母親はこの世で最高の権力を持ってる？ 
·父親、母親はこの世で一番賢い？ 
·父親、母親はそれぞれ何歳であなたを生んだ？ 
·父親、母親はあなたを産んだ時どんな感情だったと思う？ 
·父親、母親はあなたの人生を決める程の実力、経験がある？ 
·父親、母親はあなたの人生を正しく導ける才能がある？ 
·父親、母親は人脈、コミュニケーション能力、知性、思考力は優れてる？ 
·父親、母親は自分自身（母親本人）の事をどう思ってると予想できる？ 
·父親、母親が他人を愛せる余裕はありそう？ 
·父親、母親は完璧な人間だった？ 
·父親、母親にあなたは何をしてほしかった？ 
·父親、母親にかけてほしかった一言はなんだった？ 
·父親、母親にどんな理想を求めていた？ 
 
·幼少期で最も重要な経験は何だった？ 
·１０代で最も重要な経験は何だった？ 
·２０代で最も重要な経験は何だった？ 
·人生におけるターニングポイントは何かあった？ 
·今の職場、学校では誰を尊敬してどの部分が尊敬できる？ 
·逆に１番尊敬してない人は誰で、何でそう思う？ 
·過去、出会った中で１番尊敬できる人は誰だった？ 
·どのような部分があって尊敬をしていた？ 
·自分の子供、将来の子供に一番教えたい事は何？ 
·自分の子供、将来の子供に一番教えたくない事は何？ 

·現在の恋人、パートナーを一言で表すと？ 
·元カレ達、一人一人を一言で表すと？ 
·友人達、一人一人を一言で表すと？ 
·自分が過去に関わってきた人を一人一人に対して一言で表すと？ 
 
·お金持ちを一言で表すと？ 
·人生を楽しんでる人を一言で表すと？ 
·不幸そうな人を一言で表すと？ 
·この世界を一言で表すと？ 



自分の本心を明確にする ３ 

·なぜ人の目を気にしてしまう？ 
·なぜ他人の顔色伺ってしまう？ 
·なぜ失敗を恐れてしまっている？ 
·なぜ自分にはできないと思っている？ 
·なぜ自分を責めてしまう？ 
·なぜ人のせいにしてしまう？ 
·なぜ行動する前に諦めてしまう？ 
·なぜ勝手に決めつけてしまう？ 
·なぜ相手の本心を確認しようとしない？ 
·なぜ我慢をしてしまう？ 
·なぜ遠慮をしてしまう？ 
·なぜ具体的に行動しない？ 
·自分の人生に可能性を感じている？ 
·自分自身の事は100%中何％好き？ 

·今、何に不満を抱えている？ 
·今、何を変えたいと思っている？ 
·今、何を求めている？ 
·今、何を満たしたいと思っている？ 
·今、我慢してるけどやりたい事は何？ 
 
·過去、今すぐ思い出せる嫌な体験は何がある？ 
·その体験では具体的に何が嫌だった？ 
·その体験であえて得られるものがあるとしたら何を学べた？ 
 
·今の人生でうまくいってる事は何がある？ 
·今の人生で満足している事は何がある？ 
·今の人生で満たされているものは何？ 
·過去の最高の自分と今の自分を比べた時、その違いは何？ 
·過去の最高の自分は何が理由で最高だった？ 
·今の自分は何が足りないから最高じゃないと感じてる？ 
·過去の最高の自分と今の自分のギャップを埋める為に何をする？ 

·自分が怖くて行動できない事は何がある？ 
·その行動を起こした時に起こりえる結果は何？ 
·行動をした時に感じる恐怖心はどのくらいだと予想する？ 
·その結果が起きた時に感じる深刻な状況どんな状況？ 



·この世界にいる人であなたの敵は誰？ 
·この世界にいる人であなたの味方は誰？ 
·この世界はあなたに優しい世界？ 
·あえて優しいと感じる要素があるなら何が理由？ 
·この世界はあなたに厳しい世界？ 
·厳しいと感じる要素があるなら何が理由？ 
·もしこの世界に正解があるならば何が正解ですか？ 
·もしこの世界に真実があるならば何が真実ですか？ 
·自分の考えてる事は正しい？ 
·自分の考えてる事は間違ってる？ 
·自分の考えてる事は真実だと断言できる？ 
·あなたの味方の考えは間違ってる？ 
·あなたの敵の考え方は間違っている？ 
·あなたの父親、母親の考え方は間違っている？ 
·あなたが悩んでいる事の答えは存在する？ 
·あなたが悩んでる事の正解は誰かが証明した？ 
·誰も証明できたこともない問題を正しいと言える？ 
 
·あなたはこの世界を楽しんでる？ 
·あなたこの世界をどう生きたいの？ 
·あなたは何のために生きてるの？ 
·あなたはどうして今を生きてるの？ 
·本当はどんな生き方をしたかったの？ 
·望んでいた理想の人生は何だった？ 
·今日から理想の自分を生きるならまず何から始める？ 
 
·過去、やりたい事を我慢してしまった事は何がある？ 
·過去、なぜやりたい事を我慢してしまった？ 
·そのやりたい事をやらなかったのは誰のせい？ 
 
·現在、やりたい事はあるけどやってない事はある？ 
·なぜ、やりたい事をやっていない？ 
·それは今すぐやろうと思えばできること？ 
·それは今すぐできないならどんな理由でできない？ 
 
·今、やりたくない事を我慢してやってる事はある？ 
·なぜ、やりたくない事を我慢してやっている？ 
·なぜ、やりたくないと感じている？ 
·やりたくない事をどうすればやりたい事に変換できる？ 
·何を変えたらやりたい事にできそう？ 



未来の自分と向き合う 
 
·１年後はどうなっていたい？ 
·１年以内にやりたい事はある？ 
·１年以内にやめたい事は何がある？ 
·５年後はどうなっていたい？ 
·５年以内にやりたい事はある？ 
·１０年後はどうなっていたい？ 
·１０年後にやりたい事はある？ 
 
·叶えたくて叶った夢は何がある？ 
·叶えたかったけど叶えれなかった夢は何がある？ 
·その夢はもう叶えなくてもいい夢？ 
·今からでも叶えたい夢は何がある？ 
·その夢が叶うとしたいら今からできる事は何？ 
·願った事が全て叶うとしたら何を叶えたい？ 
·やりたい事を全部応援してもらえる環境なら何をする？ 
·貯金1000億円あるとしたら何をしたい？ 
·あなたはこの世界にどんな足跡を残したい？ 
·寿命が残り１年ならどう過ごす？ 
·寿命が残り１年なら今の悩みを引きずる? 
·自分を守ること、人生を楽しむこと、どちらをやりたい？ 
·自分の人生で一番大切なものは何だと思う？ 
 
 
·自分の過去を一言で言うなら？ 
·自分の現在を一言で言うなら？ 
·自分の未来を一言で言うなら？ 
·自分の理想の未来を一言で要るなら？ 
·今の自分に足りないものは何ですか？ 
 
·残りの人生でやりたい事は何がある？ 
·どうすれば、やりたい事ができそう？ 
·実際にそれをやってる人は誰かいる？ 
 
·それをやる上で怖い事は何かある？ 
·なぜ人の目を気にしてしまうのか？ 
·なぜ自分にはできないと思い込んでしまってのか？ 
·明日死ぬとしても怖がって行動できない？ 
·明日死ぬとしたら残りの時間はどんな自分で生きる？


