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Mindfulness & Chakras



"今、この瞬間の体験に意図的に意識を向け、

評価をせずに、とらわれのない状態で、

ただ観ること"（Wikipedia）

"⼼が穏やかで、集中⼒が続いている状態 "

（マインドフルネス研修セミナー）

"頭・⼼・体、すべてのあなたが「イマココ」

に存在している状態 "（Maison�Coco）

What is Mindfulness?
マインドフルネスとは？
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mindfulnessmindfulnessmindfulness

meditationmeditationmeditation
「はじめてのマインドフルネス瞑想」

YouTubeにて公開中！

瞑想動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=k8wvXxdtiq0


Brief Introduction about  Yoga & Ayurveda
ヨガとアーユルヴェーダについて
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What is Mindfulness in Yoga?
ヨガにおけるマインドフルネスとは？

「本当の⾃分」は "観る存在 "。

"観られる対象 "は⾃分ではなく、

この世を体験するための器

⾃我

プラクリティ

||

「本当の⾃分」を

取り巻くもの

真我�

プルシャ

||

本当の⾃分
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プルシャ

②

What is Yoga Philosophy?
ヨガ哲学の考え⽅とは？

①アーナンダマヤコーシャ（歓喜鞘）

 他の４つがコントロールできた先にある喜びに満ちた層。

②ヴィジュナーナ��マヤコーシャ（理智鞘）

 宇宙的な視点から物事を判断することを⽬指す層。

③マノマヤコーシャ（意思鞘）

 感覚や感情でできていて、⼼を司る層。

④プラーナマヤコーシャ（⽣気鞘）

 呼吸やエネルギーの流れによって変化し、陰と陽のバランスを整える層。

⑤アンナマヤコーシャ（⾷物鞘）

 ⾁体を含む⽬に⾒えている物質的な体に関連する層。⾷べ物によって体質や体調が変わる。

①④ ③⑤

∼"私"はプルシャ+�5つの鞘・層からできている∼
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What are the benefits of mindfulness?
マインドフルネスやヨガの効果って？

多くの⼤学や研究機関で、様々な実験・研究が⾏われ、

マインドフルネスやヨガの効果・効能が科学的に実証されています。

１）脳や遺伝⼦への影響（ハーバード⼤学医学⼤学院での研究）

  →�エネルギー代謝にかかわる遺伝⼦の発現

  →�ストレス遺伝⼦が減少

  →�各種精神疾患の症状緩和や改善が期待できる

２）職場でのパフォーマンス向上（ワシントン⼤学での研究）

  →�瞑想を続けることでストレスの減少

  →�記憶⼒や集中⼒の向上が期待でき、

  →�パフォーマンスアップにつながる
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３）アンチエイジング効果（カリフォルニア⼤学の研究）

  →ストレスからくるエイジング対策に効果が期待できる

４）遺伝⼦レベルでのストレス解消（スペイン・フランス・アメリカの研究）

  →ストレス状態から素早い回復と持続性が期待できる

５）不安感・うつ病の改善（JAMA�Interna l�Med ic ineの研究）

  →短期間でも⼼理状態に影響を与え、精神疾患の回復に寄与する

ストレス・不安・

エイジング・痛み

共感⼒・集中⼒・創造性

記憶⼒・免疫⼒
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How can we live more mindfully?

○⽬的・効果〇

・⾎圧や動悸を落ち着かせる。 ������・⾃律神経を整える。

・⼼と体を統合する。     ������・「いまここ」に集中する。

・内⾯の揺らぎをなくす。      ・脳の前頭葉を活性化させる。

PRANAYAMA ∼呼吸で⼼と体をつなごう∼

Prana

息・⽣命エネルギー

Ayana

拡張

Pranayama

呼吸法・調気

（じょうき）法

<<３つの⼒>>�

吸う：プーラ⼒

吐く：レーチャ⼒

★⽌める：クンバカ⼒
(呼吸法で⼀番ポイントとなる)
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What are Chakras?
チャクラとは？

次のページからは、各チャクラについての詳しい説明とチャクラを整えるワークをご紹介します。
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元々は、瞑想時に使う⾝体の中にある「焦点」。

瞑想状態になりやすいように、

意識を集中させる場所として定められていた。

その後、⻑い⽉⽇を経て、

様々な役割が認識されるようになる。

＜⼀例＞

・チャクラシステムは複雑な精神性の象徴だと解釈し、

治療に取り⼊れていた精神科医のカール・ユング

・⾊との関係性など、現代⼀般的に受け⼊れられている

チャクラシステムを広めたと⾔われているアノデア・ジュディス

（著書："Wheels�of�Life"「チャクラの真髄」）

今ではそれぞれのチャクラが特定の精神・⾝体状態の

バランスを担う「エナジーセンター」との⾒解が⼀般的となった。



1）今のあなたを「器」で表すとしたら、どんな器になりますか？

 ��⾃由に描いてみましょう。

２）キーワードの中で、直感的に⼀番惹かれるものはどれですか？

 ��１つ選びましょう。

３）そのエネルギー（要素）が強まった器は、どんな⾵になるでしょうか。

  書き⾜してみましょう。

４）３）の状態になるために、できることはなんでしょうか。      

具体的な⾏動を書きましょう。

KEY�WORDS�

⽣存�／�安⼼�／�安全�／�情熱�／グラウンディング／�エネルギッシュさ

／�バランス�／帰属感／�家族�／�コミュニティ

第⼀チャクラ/�MULADHARA�/�root

第⼀チャクラ活性化ワーク
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第⼀チャクラのパワーを⾼めるには？

アクション

今家にあるものの中で、気持ちをザワつかせるものや

あなたのエネルギーレベルを落とすような

「喜び」を感じない物を３つ⼿放しましょう。

アファーメーション

「私はしっかり地に⾜をつけている。」

「私はこの物質的な世界でも平穏を保てる。」

「私は⽣命⼒に溢れて、永遠に安全だ。」
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第⼆チャクラ/�SVADHISTHANA�/�Sacral

1）キーワードの中から、今、最も気になるのはどれですか？

 �１つ選びましょう。

2）そのことに関して、もっとどうなるべき・どうしたいと思っていますか？

3）そのために、どんなことができるでしょうか？

KEY�WORDS�

⼈間関係�／��性��／��共感��／��ウェルビーング�変化��／��感情��／��創造性�

／�つながり��／

第⼆チャクラ活性化ワーク
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アクション

３０分間、クリエイティビティを発揮しましょう。�

料理、絵を描く、⽂章を書く、写真を撮るなど、何でもOKです！

好きなことを通して創造性を⽬覚めさせることで、

本当の⾃分⾃⾝とつながることを楽しんでみましょう。

アファーメーション

「私はクリエイティビティに溢れている。」

「私は変化を楽しむ。」

「私は⼈とのつながりを⼤切にする。」

第⼆チャクラのパワーを⾼めるには？
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Project 5

第三チャクラ/�MANIPURA�/�solar�plexis

1）キーワードの中から、今⼀番惹かれているものを１つ選びましょう。

2）そのことに関して、もっとどうだったらいい・どうしたいと思っていますか？

想像しただけでモチベーションが湧いてくるような⽬標を定めましょう。

3）そのために、どんなことができるでしょうか？５つのステップに細分化しましょう。

各ステージで喜びが味わえることを意識して書いてください。

KEY�WORDS�

意志��／��パワー��／��喜び��／��モチベーション�／��アイデンティティ��／��

進化��／�⾃尊⼼�／��⽣命⼒

第三チャクラ活性化ワーク
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Project 5

アファーメーション

「私はクリエイティビティに溢れている。」

「私は変化を楽しむ。」

「私は⼈とのつながりを⼤切にする。」

アクション

次の質問を、あなたのことをよく知る⼈��

５∼１０⼈に聞いてみましょう。

「私の強み・魅⼒を３つ挙げるとすると？」

第三チャクラのパワーを⾼めるには？
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第四チャクラ/�ANAHATA�/�heart

KEY�WORDS�

共感�／�バランスのとれた感情�／��愛��／��オープンハート��／��⾃⼰受容

／��調和��／��赦し��／��感謝��／��癒し

第四チャクラ活性化ワーク

1）今この瞬間にあなたの⼈⽣において、感謝できることを思いつく限り書き

出してみましょう。�以下の項⽬（対象者・対象物）に関して、必ず１つずつ

書いてください。

・⾃分⾃⾝

・家族・友⼈

・属しているコミュニティ（学校、会社、趣味の仲間など）

2）リストアップした中から、特定の⼈や出来事、モノに対して、感謝の⼿紙を

書きましょう。
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第四チャクラのパワーを⾼めるには？

アファーメーション

「私は⾃分⾃⾝にも優しく、愛を持って接する。」

「私は過去を⼿放し、⾃分も⼈も赦すことができる。」

「私は⾃分も⼈もありのままを受け容れる。」

アクション

感謝の気持ちや愛情を増⼤させる⾏動のひとつは、

” T h e � A c t � o f � G i v i n g”「⼈のためにすること」です。

ちょっとした気遣い、声掛け、もしくは話を聴くなど、

周りの⼈に優しさを⾏動で伝えましょう。
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第五チャクラ/�VISHUDDHA�/�throat

本や詩を朗読してみましょう。

ご⾃⾝が書いた詩や作⽂だとなおよしですが、

もちろんお気に⼊りの詩⼈・作家のものでもOKです。

まずは観客の誰もいない⼀⼈の空間で、表現を楽しんでみましょう。

その際に、

・どうしたらもっと⾃分を⾃由に表現できる？

・どうしたらもっと伝わる？

・どう表現したらもっとオーセンティックになる？

とご⾃⾝に問いながら⾏ってみてください。

KEY�WORDS�

コミュニケーション��／�⾃⼰表現��／�真実��(信憑性)

統合��／�オーセンティシティ

第五チャクラ活性化ワーク
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アクション

⼤好きな歌を唄いましょう！

その時に、これまでやってきたチャクラを意識して、�

ひとつひとつを積み上げる感覚を持ってみましょう。

アファーメーション

「私は誠実に話す。」

「私は⾃信とともに⾃⼰表現する。」

「私はオーセンティックに⽣きる。」

第五チャクラのパワーを⾼めるには？
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Project 5

第六チャクラ/�AJNA�/�third-eye

KEY�WORDS�

知識��／��直感⼒��／��知恵��／��想像⼒

瞑想��／��内省��／��知覚

第六チャクラ活性化ワーク

1）３年後の今⽇の⾃分の⽇記を書きましょう。

その⽇の絵を描くように、できるだけ具体的に詳細を書きましょう。

そして、この２つは必ず⼊れてください。

・⾃分の感情

・各チャクラから「⾃分に特に重要だ」と感じるキーワード１つずつに

関すること
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Project 5

第六チャクラのパワーを⾼めるには？

アファーメーション

「私はしっかり地に⾜をつけている。」

「私は周りの物質的な世界と平穏を保っている。」

「私は⽣命⼒に溢れて、永遠に安全だ。」

アクション

ヴィジュアライゼーションで、⽬標達成を加速させましょう。

⽬標を達成した状態を

できるだけ具体的に�細部までイメージします。

どんな場所にいて、どんな感覚を味わっていますか？
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第七チャクラ/�AJNA�/�crown

1）家族や友⼈に、どんな弔辞を読んでもらいたいですか？書き出しましょう。

（例：⼈の為に動く慈愛に満ちた⼈だった。）

２）１）を叶えるために、⼤切にしたい価値観はなんですか？３つ決めましょ

う。��(例：思いやり、⾃然体、⾏動⼒）

KEY�WORDS�

意識��／��純粋さ��／��幸福感��／��精神性

シンプリシティ��／��明瞭さ��／��⼀体感��／��インスピレーション

第七チャクラ活性化ワーク
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第七チャクラのパワーを⾼めるには？

アファーメーション

「私は魂を育む神殿としての体を⼤切にする。」

「私は無限の可能性を持っている。」

「私は制約的な考え⽅を超越して、この⼈⽣を謳歌します。」

アクション

1）⾃然のある環境に⾝を置き、１つのもの（花・�⾍・雲・⽉など）に⽬線を集中させます。

2）じっと観察します。集中⼒が保つ間は、ずっと�リラックスした状態で観察を続けます。

3）初めて⾒る気持ちで⾒てみましょう。その形や⾊、模様など�細かなところまで⾒てみます。

4）⾃然界においての、そのものの役割に想像を膨らませましょう。
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Get in touch
with me

EMAIL

info@maisoncoco.jp

ONLINE�SALON�(無料オンラインサロン)

https://www.instagram.com/serenity_by_maisoncoco/

VIDEO�SEMINARS（無料動画プログラム）

https://kanakokurihara.com/mail/

あなたの健やかな⽇々の

きっかけやサポートとなれたら嬉しいです��

Coco�(栗原加奈⼦)

https://www.instagram.com/serenity_by_maisoncoco/
https://kanakokurihara.com/mail/
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