
【愛されマインドになるためのブロックリスト１５０選 東京国分寺校 みんみんリスト】 

 

ごきげんよう 

片手に触るだけ ３分で１個 

心のブロック解除 

マインドブロックバスター協会 

東京国分寺校 公認インストラクターみんみんです 

 

 

言葉は一つでも その捉え方は人それぞれ 

捉え方は誰一人として同じではありません 

 

本来でしたら ご自身で考えられるブロックを書き出してお持ちいただくのが一番です 

下記は（私みんみんの身の回りにある）ブロックと思われるものの一部です 

ご参考にしてください 

ブロック解除の際は下記を印刷してチェック後お持ちくださっても結構です 

 

また お近くのブロックバスターも同じ技術で対応してくれます 

お気軽にお尋ねください 

ただし ブロック解除にかかる費用はバスター毎にちがいますのでご注意くださいませ 

 

セッション予約お問合せは https://form1ssl.fc2.com/form/?id=6d02403ea45d9832 

 

その他 お問合せ https://form1ssl.fc2.com/form/?id=94045ad97b8479a6 

 

尚 マインドブロックバスター養成コース 

  マインドブロックバスターインストラクター養成コース 

  マインドブロックバスターマスター養成コース 

以上はマインドブロックバスター協会規定の養成費用になっていますので 

一律です 

 

詳しくは協会ホームページへリンクはこちら  http://www.mindblock-buster.jp/ 
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 １．□ 私は 抱きしめられた記憶がない 

 ２．□ 私は 幼少時の記憶がない 

 ３．□ 私は 良い子だねと言われて育った 

 ４．□ 私は ダメな子だねと言われて育った 

 ５．□ 私は 叩かれるのは普通だと思う 

 

 ６．□ 私は 甘えたいがうまく表現できない 

 ７．□ 私は 嫉妬深い 

 ８．□ 私は 撫でられたい 

 ９．□ 私は 連絡は自分からする 

１０．□ 私は 連絡してもらわなとイライラする 

 

１１．□ 私は 直ぐ会いたがる 

１２．□ 私は 帰りをちゃんと待っている 

１３．□ 私は 気まぐれである 

１４．□ 私は ツンツンしてから反省する 

１５．□ 私は 連絡はしてくれると嬉しいが返事は気まぐれ 

 

１６．□ 私は ネット経由でしか素直になれない 

１７．□ 私は 異性になりたいと思うことがある 

１８．□ 私は 良いねがないと不安になる 

１９．□ 私は 相手の行動をネット経由で知る 

２０．□ 私は 「いってらっしゃい」と笑顔で送り出せないときがある 

 

２１．□ 私は 別れ際は不機嫌 

２２．□ 私は 言いたいことが言えないときがある 

２３．□ 私は 「みんな～だから」と言ってしまう口癖がある 

２４．□ 私は 自分の意見を言わずに「どうおもう？」と聞いてしまう 

２５．□ 私は 惚れっぽい 

 

２６．□ 私は 執念深い 

２７．□ 私は 噂話をされていると感じてしまう 

２８．□ 私は 人前であがってしまう 

２９．□ 私は 緊張するのが快感だ 

３０．□ 私は 正義感が強い 
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３１．□ 私は 人が誰かを攻めているとつい乗ってしまう 

３２．□ 私は 便乗派だ 

３３．□ 私は 流行に敏感だ 

３４．□ 私は パワーストーンが好きだ 

３５．□ 私は 道に迷いやすい 

 

３６．□ 私は ネットショッピングが好きだ 

３７．□ 私は ネットとリアルは別だと思う 

３８．□ 私は ネットとリアルは同じだと思う 

３９．□ 私は ネットなら何を言っても良いと思う 

４０．□ 私は ネットでなら苛めてしまう 

 

４１．□ 私は いじめっ子だ 

４２．□ 私は 好きな人をいじめてしまう 

４３．□ 私は 好きな人に告白したいが出来ないと思う 

４４．□ 私は 好きな人との関係を壊したくないから告白はしない 

４５．□ 私は 心配している人が居る 

 

４６．□ 私は 心配されたい 

４７．□ 私は 自分はダメな奴だ 

４８．□ 私は 不細工はもてない 

４９．□ 私は ほめられた記憶がない 

５０．□ 私は 厳しくしつける 

 

５１．□ 私は 誉めてそだてる 

５２．□ 私は 親の夢を託されている 

５３．□ 私は 若いほうがよい 

５４．□ 私は 歳をとるのが怖い 

５５．□ 私は 人間じゃないものに生れたかった 

 

５６．□ 私は ひとりでいるのが好き 

５７．□ 私は 大勢でいても孤独感がある 

５８．□ 私は 誰かが自分の悪口を言っている 

５９．□ 私は 仲間外れにされる 

６０．□ 私は 噂話が好き 
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６１．□ 私は 自分の言うことが一番正しい 

６２．□ 私は 親の言うことは絶対だ 

６３．□ 私は 自分は愛される資格がない 

６４．□ 私は 孤独が好き 

６５．□ 私は 他人とどう付き合ってよいかわからない 

 

６６．□ 私は 小さい頃勉強ができないと叱られた 

６７．□ 私は 小さい頃お手伝いができないと叱られた 

６８．□ 私は 親の存在が許せない 

６９．□ 私は いまやろうとおもったのに 

７０．□ 私は 朝は起こされない〔起こさない〕とおきられない 

 

７１．□ 私は 全て親〔自分以外〕のせいだと思う 

７２．□ 私は 浮かれている人を見ると腹が立つ 

７３．□ 私は 掃除が嫌い 

７４．□ 私は よく遅刻する 

７５．□ 私は 約束を守らないのは嫌いだ 

 

７６．□ 私は 約束は破る為にある 

７７．□ 私は 親からの愛情不足を感じる 

７８．□ 私は 配偶者からの愛情不足を感じる 

７９．□ 私は いつも怒鳴られていた 

８０．□ 私は いつも怒鳴ってしまう 

 

８１．□ 私は 泣くのは悪い事だと思っている 

８２．□ 私は 怒るのは悪い事だとおもっいる 

８３．□ 私は 笑うのは悪い事だと思っている 

８４．□ 私は 言いたいことがあるが黙ってしまう 

８５．□ 私は 言うと傷つけてしまうと思っている 

 

８６．□ 私は 他人の言うことに踊るほうだ 

８７．□ 私は 欲しいものがあると買ってしまう 

８８．□ 私は 欲しくないのに買ってしまう 

８９．□ 私は ネットショッピングが好き 

９０．□ 私は 計画的に買い物ができない 
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９１．□ 私は 貯蓄ができない 

９２．□ 私は 考え事が多くて夜眠れない 

９３．□ 私は いつも疲れている 

９４．□ 私は 上司の言うことが気にさわる 

９５．□ 私は 後輩なのに上から目線で話をされると気にさわる 

 

９６．□ 私は へりくだってしまう 

９７．□ 私は へりくだった態度をされると腹が立つ 

９８．□ 私は 異性に好かれるのは顔だと思う 

９９．□ 私は 異性に好かれるのは金だと思う 

１００．□ 私は 異性に好かれるのは体型だと思う 

 

１０１．□ 私は 異性と付き合うと同じような別れかたをする 

１０２．□ 私は 大勢の前だとおどおどしてしまう 

１０３．□ 私は 頼まれたら断れない 

１０４．□ 私は 頼むくらいなら自分でした方が早い 

１０５．□ 私は 仕事が嫌いだ 

 

１０６．□ 私は 会社に行きたくない 

１０７．□ 私は 悪い事をしたくなる 

１０８．□ 私は 誰も愛せない 

１０９．□ 私は 自分の存在が許せない 

１１０．□ 私は 独りでいるのが怖い 

 

１１１．□ 私は 独りでいるのは楽 

１１２．□ 私は 誰かに甘えたい 

１１３．□ 私は 甘えかたがわからない 

１１４．□ 私は 人との距離感がわからない 

１１５．□ 私は いつも悩んでいる 

 

１１６．□ 私は 劣等感が強い 

１１７．□ 私は 愛された記憶かない 

１１８．□ 私は 人生のレールが敷かれている 

１１９．□ 私は 人生のレールを敷いてて上げている 

１２０．□ 私は 家事は女の仕事だ 
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１２１．□ 私は 育児は女の仕事だ 

１２２．□ 私は 会社で仕事をする方が偉い 

１２３．□ 私は 職種には格差がある 

１２４．□ 私は 良い子だねと言われて育った 

１２５．□ 私は 男らしさ 女らしさを求められてそだった 

 

１２６．□ 私は ご飯を残すのは悪い子だ 

１２７．□ 私は お姉さんだから お兄さんだから我慢しなさいと言われて育った 

１２８．□ 私は 妹だから  弟だから 我慢しなさいと言われて育った 

１２９．□ 私は 兄弟姉妹には格差がある 

１３０．□ 私は 嫁だからと虐げられている 

 

１３１．□ 私は 家族序列がある 

１３２．□ 私は 他人を誉めたことがない 

１３３．□ 私は ありがとうと言えない 

１３４．□ 私は 席を譲ろうか迷う時がある 

１２５．□ 私は 義父母の行動が許せない 

 

１３６．□ 私は ブロックされると腹が立つ 

１３７．□ 私は 知りあいの動向が気になる 

１３８．□ 私は 実は偵察でネットをしている 

１３９．□ 私は 幸せそうな投稿に腹が立つ 

１４０．□ 私は 良いねの数が気になる 

 

１４１．□ 私は 既読されたらすぐ返事が来ないと気になる 

１４２．□ 私は 既読されないのは無視されているのだと思う 

１４３．□ 私は 自分から話を切り上げられない 

１４４．□ 私は 断ったら相手を傷つけてしまうと思う 

１４５．□ 私は ネット依存だ 

 

１４６．□ 私は 彼〔彼女〕が居ないと何もできない 

１４７．□ 私は 彼〔彼女〕は自分が居ないと何もできないと思う 

１４８．□ 私は 親が居ないと何もできない 

１４９．□ 私は 叩かれるのは自分が悪いからだと思う 

１５０．□ 私は 叩くのは相手が悪いからだと思う 
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さて 自分なりのブロックは見えてきたでしょうか？ 

自己チェックできた項目 出来なかった項目 

したくなかった項目 自覚できない項目 

いろいろありましたね 

もっともっと別のところに 潜んでいるかもしれません 

言語化できる項目はほんのわずかですよ 

 

言語化された心から繋がる潜在意識 

潜在意識から繋がる心の宇宙 

そして人から人へ 

 

マインドブロックバスター創始者栗山葉湖氏は 

一瞬で潜在意識の書き換えをしちゃう技を編み出しました 

 

ＴＳＦ的入れ替えの術・・・ 

異性になっちゃうわけじゃないけれど 幸せの置き換えができたら 

いいなぁ・・・ 

 

 

 

 

潜在意識を書き換えてしまうことで 

幸せを感じ取る心が敏感になったら 

楽しい日常になれるかも 

 

 

 

セッション予約お問合せは https://form1ssl.fc2.com/form/?id=6d02403ea45d9832 

 

その他 お問合せ https://form1ssl.fc2.com/form/?id=94045ad97b8479a6 

 

尚 マインドブロックバスター養成コース 

  マインドブロックバスターインストラクター養成コース 

  マインドブロックバスターマスター養成コース 

以上はマインドブロックバスター協会規定の養成費用になっていますので一律です 

 


