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第1章

はじめに・・・

⼗数年前、私はある本で【天使】が、神話や架空の物語としてではなく、現在

もこの世に実在し、⼈間を応援するために近くで⾒守ってくれているとい

うことを知りとても衝撃を受けました。

天使と仲良くなりたい⼀⼼で、

そしてまた、それまでの⼈⽣を変えたい⼀⼼で、

天使のことを意識し、スピリチュアルについて学ぶという⽣活が始まりまし

た。

すると、それまでのどうしようもなかったネガネガ⼈⽣が180度好転し

て、いつの間にか毎⽇幸せを感じながら穏やかな⽇々を過ごせるようにな

りました。

先に申し上げておきますと、このE-bookは、天使の種類や歴史、それぞれ

の⼤天使たちの特徴や階級などについてお伝えするものではありません。

どうしたら天使を⾝近に感じながら、天使と仲良く楽しいエンジェルライフ

を送って⾏くことが出来るのか...

そのコツについて私の経験を元に実践的な内容をお伝えしていきます。

ただ、⾒えない存在と繋がるということは、その分「リスク」を伴うというこ

とを知っておいて下さい。
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第1章

このE-bookではどうしたら安全に天使と繋がることが出来るのか、あらか

じめ注意しておくべき点についても詳しく書かせていただきましたので、ど

うぞ最後までしっかりお読みになられてみてください。

素敵なエンジェルライフが送れるよう⼀緒に天使について学んで⾏きま

しょう♪

⼀⼈でも多くの⽅が、天使と仲良くなって幸せな毎⽇を送ることが出来る

ようになりますよう願っています。
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すぐにでも天使のことについてお話していきたいのですが、天使のこと

をお話する前に、まず皆さんに理解しておいていただきたいことがありま

す。

それは「 この世の仕組み 」についてです。 

天使は⾁眼では⾒えない存在ですが、⾁眼で⾒えない存在は天使だけでは

ありません。

この世には、皆さんが⾒えていないだけで本当に数えきれないくらいの

種類の存在たちが、それぞれのフィールドで⽣活しています。

天使と安全に繋がるためにもそれらの存在たちの階層や、仕組みを知っ

ておく必要があります。

まずは最初にそのお話からさせていただきますね。

今からお話させていただくことは⼈によってさまざまな解釈が存在して

います。

あくまで私が、今まで経験し、学び、そして天使たちから教えてもらったこと

をお伝えしていきます。

読んでいて、「ここは受け⼊れられない」という部分がありましたら、今は無

理に吸収する必要はありません。

⼼地よいところだけご⾃分に落とし込まれながら、読んでみてくださいね。

第1章 この世の仕組みを知りましょう
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この世は、同じフィールドに存在していても、それぞれの階層に分かれてい

ます。

すべてを語ると膨⼤な量になってしまいますので、簡単に説明させてい

ただきますね。

①⼈間界 

これは説明もいりませんね。

私たちの住んでいる世界です。

そして、ここから上の階層は私たちより波動が⾼く、その存在を作っている

素粒⼦が細かく、また量⼦の振動が速いため⾁眼で⾒ることが出来ません。

(⾊々な条件が揃って波⻑がものすごく合った瞬間は⾁眼で⾒えることが

あります。)

②霊界 

私たち⼈間界の1つ上が「 霊界 」になります。

⼈が亡くなった後、この霊界に⾏って⼀定期間を過ごし、またこの⼈間界に

⽣まれてきます。

亡くなった時に、成仏できずに⼈間界をさまよっている霊を「 浮遊霊 」 と呼

びます。

そして、成仏はしたけれども⼈間界のものを守護するために降りて来て

いる⼈達のことを「 守護霊 」と呼びます。
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③天界

これは 「霊界」の1つ上の階層 になります。

天使や、アセンデッドマスターなどがいる世界です。

アセンデッドマスターとは元々⼈間として⼈間界に存在していたのです

が、霊界と⼈間界との⾏き来で充分成⻑し、天界へと昇格した⽅たちのこと

を⾔います。

有名なところではキリスト、マリアさま、また俗に「神様」と呼ばれている⼈

達がそうですね。 

近年では「マザーテレサ」もアセンデッドマスターの仲間⼊りをしたと

⾔われています。
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「天」と聞くと聞こえは良いのですが、この階層には実は「悪魔」も存在して

います。

この層は、 ⼆極化が激しい と⾔われています。 

「良い」と「悪い」

「光」と「闇」

「+」と「-」

とにかくどちらかに振り切れていて、 「普通」というのが存在しない 世界で

す。

この層のもう⼀つの特徴として「 階級 」が細かく分かれているというのがあ

ります。

同じ天使でも「守護天使」と「⼤天使」では階級がかなり違います。 

ちなみに誤解されがちですが 「守護霊」=「守護天使」ではありません 。

守護霊は「霊界」守護天使は「天界」 に存在しますので混同しないよう注意

してくださいね。

④創造主 

階層の⼀番上 です。 

  

他には「 神 」「 主 」「 実在 」などと呼ばれていて、宇宙を始め、この世のものす

べてがここから⽣まれてくると⾔われています。

⼈の形をしているのではなく、何もかもが⽣まれてくる「場所」という⾵に

とらえると良いでしょう。
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⑤ガイド

私たち⼈間を守ってくれている⾁眼では⾒えない存在は沢⼭います。 

そういう⼈たちのことを総称して、「 ガイド 」と呼びます。 

1⼈に対して400⼈くらいのガイドがついているという説もあります。

私も前に、⾃分を守って下さっている存在たちが⾃分の頭上に筒状の塔

を作るように⽴っている姿を感じたことがありますが、(運動会の組体操と

かで作るタワーみたいなもの)ガイドさんたちで作られた塔は天まで届く

勢いに⾒えました。

⾒えない、感じないだけで私たちには沢⼭のガイドさんたちがついてく

れているのだと知っておいてくださいね。 

霊界や浮遊霊さんたちのことについては、霊さんたちのことをもっと知る

E-BOOK(無料)にて詳しく書いていますので、まだ読まれていない⽅はぜ

ひ読んでみて下さいね♪

霊さんたちのことをもっと知るE-BOOK(無料)はこちら↓ 

https://resist.jp/inquiry/MmQwYjJhNWU4N
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もう⼀度おさらいしましょう。

天使がいる階層は、「 天界 」でしたね。 

ということは、 「⼈間界」からしたら「天界」は「霊界」を挟んで2つ上 というこ

とになります。 

このことから決して「 近くない 」というのがお分かりいただけると思います。 

残念ながら1⽇2⽇で、繋がることが出来るような相⼿ではないのです。

 

でも悲観することはありません。

かつては⾒えない、聞こえない、感じないというないない尽くしだった私

も、今こうして繋がることが出来るようになりました。

皆さんに出来ないわけがありません。

このE-bookでは「安全」に、しかも確実に天使と繋がって、天使との幸せな

エンジェルライフを送るためのノウハウをしっかりお伝えしていきたいと

思っています。

どうぞ最後までよろしくお願いします。
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天 使と仲良くなる前に、まずは天使のことについて理解しておきましょう。

前にも書きましたが、天使については⼈によって沢⼭の解釈の仕⽅があ

ります。

ご⾃分が抵抗のないところだけ吸収するようにしていきましょう♪

①天使って何? 

そもそも天使って何でしょうか?

私がスピリチュアルでの学びで知ったり、直接⾼次な存在たちから次の

ように学びました。

「 天使は⼈間の魂の成⻑を助けるために作られた存在である 」 

つまり⼈間のことを応援やサポートをするために⽣まれてきた存在なの

ですね。

そして私が天使を⼀⾔で説明するなら

 「 愛の塊 」

です。

第2章 天使について知りましょう(その1)
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天使について知りましょう



天使の原料は「愛」でしかありません。

あくまで私(ゆぅ)調べですが...

あ、でも 「愛」=「優しい」ではない ので勘違いしないでくださいね。 

その辺りは追々お話していきます。

これらを組み合わせると、

 「 天使は⼈間の成⻑を⾒守ってくれる愛の応援団 」 

と⾔えると思います。
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②本当にいるの? 

前の章でもお話した通り、天使はその波動の⾼さ、素粒⼦の振動の速さゆ

えに、⾁眼で⾒ることができません。

⾒える、⾒えないの話だけしていますが、「声」も⼀緒。

天使の声を⾁声で聞くことが出来ません。

姿が⾒えない、声も聞こえない。

だから、天使の存在を疑ってしまうのは仕⽅がありません。 

 

でも私はハッキリと「 天使はいます 」と⾔い切れます。 

何故かというと、天使が本当にいるかもしれない・・・と知った、その⽇から、

私の⼈⽣が180度変わったからです。

天使の存在を知って10数年、私は沢⼭の天使体験、奇跡体験を経験して

きました。

そして天使以外の変なところ(?)に繋がらないためのお勉強や、この世の仕

組みのお勉強、それにエネルギーのお勉強など学ぶことも沢⼭しています。

(現在進⾏形)

だからこそ⾃信を持って⾔うことが出来るのです。

私が天使を知らなかった頃から私のことを知ってくれている⼈たちは、

私のそのあまりの変化に

「神がかっている」

と⾔ってくれます。

周りから⾒ても⼤きく変化してるってことですよね。

YUKO SHIMOMURA©2020 12



現在、私が勝⼿に師匠と慕い親しくさせていただいているのは

「 ミカエル 」

という名前の⼤天使です。

天使を全く知らないという⼈でも絶対1度は聞いたことがある名前だと

思います。

普段私はミカエルに、何かあると愚痴を聞いてもらったり、アドバイスを

もらったり、(内容によってはくれないときもありますが)、導いてもらった

り、サプライズや、ギフトをもらったりしています。 

 

よく聞かれる質問の1つに 「多くの⼈が⼀度に同じ天使を呼んだらどう

なるの?」 というのがあります。 

確かに、私がミカエルとお話をしているとき、 他の⼈がミカエルに助け

を求めた場合どうなるのでしょうか?

答えから⾔うと、何⼈が同時に呼んだとしても天使は瞬時にその⼈の傍

に来ることが出来ます。

皆さんが想像する天使は、きっと⽩⼈、⾦髪の⼈間に翼が⽣えているとい

うような姿なのではないでしょうか?

⾒た⽬が⼈間に似ているので、ついつい同じ⼈間という感覚で考えてし

まいがちですが...

思い出してください。 

天使は私たちの2つ上の層の存在でしたね。 

2つも上なんです。
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⼈間と同じに考えたらダメです。

同時に⼤勢の⼈が天使を呼んだ場合、実際に傍に⾏ってると⾔うより

も、天使が思考を⾶ばしている感じです。

例えば学校の授業中。 

 

先⽣の話を聞きながらノートもとってるけど、でも今⽇の⼣飯何かなぁと

か、今⽇⾯⽩いテレビがあるんだよなとか、帰ったら○○ちゃんと遊ぼう

とか、⾊々考えられますよね。

それが、天使の場合はもっともっと沢⼭考ることができて、⾃分を呼んで

くれたそれぞれの⼈に意識を⾶ばして、それぞれに働きかけている感じ

だと考えると分かりやすいかと思います。
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③姿について

さっきちらっと姿についてお話しましたね。

⽩⼈のイケメンで、髪は⾦髪で、⽩いたらんとした服を着て、背中には⼤き

な⽩い翼があり、⼈によっては頭の上に輪っかが⾒える。

天使と聞くと、世界中の⼈がこのような姿を想像するのではないでしょう

か?

実はこれは天使の仮の姿です。

 

本当は天使は

「 光の存在 」 

で、実体がありません。

   

では、あの翼がある姿は何なのでしょうか?

それは⼈間の「集合意識」が作り上げたものです。

⼈間には「⼈間の集合意識」、「⽝には⽝の集合意識」、「猫には猫の集合意

識」があります。

世界の⼤半の⼈が、

「天使ってこういうもの」

と決めていたら、それを知らない⼈でも何故かそれをイメージできる、とい

うような感じです。

YUKO SHIMOMURA©2020 15



そして、あの「翼のある姿=天使」という形で⼈間たちにインプットされてい

るので、天使の⽅も⼈間に分かりやすいよう、こちらに合わせてわざとその

姿で出て来てくれるのです。

とても親切ですよね。

でも、そこには天使の

「信じて欲しい」

「信頼して欲しい」

という願いが込められています。

また、⼈間に近い姿で出て来てくれることで、私たちは親近感を持つことが

出来ます。

ちょっと想像してみましょう。

 

光の⽟が現れてあれこれ⾔って来るのと、天使の姿で現れてあれこれ⾔っ

て来るのと。

どちらか好きな⽅を選べますよって⾔われたら、あなたならどちらを選び

ますか?
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④種類

それでは、天使の種類を⾒ていきましょう。

前にお話ししたように天使には沢⼭の階級が存在します。

⼤天使の中でも⾊々な階級に分かれているのですが、ここでは⼤きくざっ

くりとご説明しますね。

天使は⼤きく分けて、4つの種類に分類することが出来ます。
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● ⾚ちゃん天使 

● 守護天使 

● ⼤天使 

● その他

それでは1つ1つ解説していきます。

◉ ⾚ちゃん天使  

  

これは⽣まれて間もない正に「⾚ちゃんの天使」ですね。

お菓⼦の森永のマークを思い出してもらうと良いでしょう。

実際はお洋服を着ていることが多いのですが・・・。

どんどん修⾏を積んで成⻑していきますが、もちろん天使なので⽣まれたと

きから、⼈間とはくらべものにならないくらい⾼次な存在です。



◉守護天使  

  

⼈間であれば誰にでも守護天使はついてくれています。

前にも書きましたが、霊界の守護霊さんとは全く別の存在になります。

守護天使さんは、私が知ってる限りおひとりに4⼈程ついています。

男性の天使 2⼈ 

⼥性の天使 2⼈

例えば、マッチョな男性の守護天使がいるとすると、もう1⼈の男性の守

護天使は知的で中性的・・・というように、偏ることなく4⼈でしっかりとバ

ランスが取れている状態です。

※守護天使の⼈数については諸説ありますので、ご⾃分の好きな説を信

じてもらって良いと思います。

 

この世に⽣まれてくる前、私たちは今度の⼈⽣をどう⽣きて⾏くのか、ど

のように成⻑するのか、会議をして決めているのだそうです。

その計画のことを「 ブループリント 」と呼びます。 

そして、その会議に実は⾃分の守護天使さんたちも⼀緒に参加してくれ

ています。

私たちは⽣まれてくるときに、そのブループリントの内容は忘れてしまい

ますが、守護天使さんたちはしっかりと覚えています。

私たちがどう進んで⾏ったら魂の⽬的が達成されるのかなど、全部知っ

てくれているのです。
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私たちが危険な⽬に遭った時、私たちが道を踏み外そうとした時、私たち

が落ち込んだ時、私たちが⾃暴⾃棄になった時、私たちが怒ったり、悲しん

だりした時・・・

そして、ネガなことだけでなく、私たちが喜んだ時、私たちが楽しい時、私

たちが嬉しい時、私たちが幸せを感じている時も、守護天使たちはいつも

そばで⾒守っていてくれます。

皆さんがこの世に⽣まれてから今まで、あんなことがあった時も、こん

なことがあった時も、逃げ出さず、いつも⼀番そばで⾒守ってくれてい

ました。

守護天使が⾃分に沢⼭働きかけてくれているのに、やさぐれてしまって

いて、全くインスピレーションを受け取れない時も、根気強く、諦めず、皆さ

んを⾒守り続けてくれているのです。

そして、そのインスピレーションを受け取れたからこそ、今、こうしてこの

E-bookを読んで下さっています。

 

なぜなら私はこれを「必要な⼈にだけ届けて欲しい」と天使たちにお願い

しているからです。

だから、そうでない⼈には届かないのです。

今、こうやってこの⽂章を読んで下さっているあなたの後ろで、守護天使

さんたちもきっと嬉しそうにしていることでしょう。

そして守護天使さんたちは、皆さんが⽣まれるときから、亡くなるまで、⼀

⽣メンバーチェンジをすることなく皆さんの⼀番近くで⾒守り続けてくれ

ます。

ずーっとあなたと⼀緒です 。
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◉⼤天使  

  

最後は⼤天使です。

⼤天使はその名のごとくとても⼤きなエネルギーを持っている存在で

す。

守護天使がバタバタ⾏うことも、⼤天使にとっては指先でちょちょいの

ちょいで終わることも多々あります。

天使の場合、階級が上になればなる程、視点が⾼く、視野が広くなります。

擬⾳で例えるなら、「どっかーん」って感じです(笑)(ホントです)

私が初めて⼤天使に繋がった時、どっかーん過ぎて、何が⾔いたいのか

分からなかったくらいです。

唯⼀分かったのは、「⼤丈夫」だけ・・・なんてこともしょっちゅうです(笑) 

  

眩しい光に徐々に⽬が慣れてくるのと⼀緒で、だんだんとその⼤きすぎ

るエネルギーにも慣れてきて、⼼地よくなってきます。

私は最初は守護天使とばかり繋がっていましたが、今では⼤天使...特

にミカエルさんと繋がることが多いです。

ちょっとは⾃分の波動が変わって来ているということなのかな?と都合

よく解釈しています。
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①天使の役⽬

まずは「天使の役⽬」からお話していきます。

前回ちらっとお話したのですが、天使は⼈間の魂の成⻑をサポートするた

めに⽣まれてきた存在でしたよね。

いわゆる⼈間の応援団です。

私たち⼈間と違って、意識も⾼く、限りなくエゴがありません。

⼀⾔で⾔えば「 愛の塊 」です。 

だから、全⾝全霊で私たち⼈間をサポートしてくれます。

時には危険な⽬から救ってくれたり、つらいときには励ましてくれたり

...

でもそうは⾔われてもあなたには⼼当たりがないかもしれませんね。

実は天使は私たちが知らないところで、あの⼿、この⼿を使って沢⼭働いて

くれているのです。

第3章 天使について知りましょう(その2)
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この章は少し⻑いので、お時間のある時にゆっくり読まれてくださいね。

天使について知りましょう



例えば...

他の⼈の⼝を使って天使からのメッセージを⾔わせたり、絶妙なタイミ

ングでキーワードがテレビから聞こえてきたり、それを⽂字として⾒るか

もしれませんし、⾳楽の歌詞に隠されていたりするかもしれません。

メッセージだけでなく、⾏かなくて良いところに敢えて邪魔をして⾏かせ

ないようにしたり、受ける必要のない講座の申し込みが出来ないようにし

たり、気づかないだけで意外と⽇常⽣活の中で天使の働きかけに触れて

いたりするんです。

これが、天使と仲良くなってくればもっともっと如実に現れて、天使からの

サインにすぐに気づくことが出来るようになりますし、メッセージだけで

なく、サプライズやギフト、そして数々の奇跡も沢⼭起こるようになってき

ます。

考えただけでもワクワクしますよね。

突然ですが...タロットカードってご存知ですか?

それが何か分からなくても名前を聞いたことくらいはあると思います。

ある⽅に教えていただきましたが、タロットカードは元々⼈間のために

作られたものではなくて、天使のために作られたものなのだそうです。

天使たちが⼈間をサポートするにあたって、⼈間の⼀⽣を学ぶための教

科書のようなものだそうです。

 要は、天使はこれを使って⼈間を勉強し、理解し、応援団としてサポート

してくれているのですね。
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天使は、私たちが「守って!」と意識しなくても、24時間いつも⾒守ってくれ

ています。

それが天使の役⽬だからです。

時々「どうして天使はこんな私でも⾒捨てることなく守ってくれるの?」とご

質問をいただくことがあります。

⾃分は天使に守ってもらうのに値しないのではないか・・・と。

でも、安⼼して下さい。

天使の⽬的は⼈間を⾒守ること。

そして特に守護天使さんたちはその働きぶりで、⾃分の階級が上がってい

きます。

守護天使さんたちは⼀⽣守護天使のままではありません。

「⼈間を⾒守る」という仕事を全うすることで、どんどん階級が上がって⾏

き、最終的にみんな⼤天使を⽬指しているのです。

⾃分だけ守ってもらってて悪い・・・と遠慮する必要はありません。

守護天使さんたちにも皆さんを守ることでメリットが発⽣しているのです。

そして、天使の最⾼の喜びは⼈間の成⻑を⾒ることです。

そのために、暖かく癒してくれることもありますし、時には⼼を⻤にして⾒

守ることもあります。

やっぱり「愛の塊」なんですよね。
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②失礼をしたら⾒捨てられる？

天使を尊敬し崇拝されている⽅からよく驚かれるのが、私の天使への馴れ

馴れしさです。

ため⼝ですし、時には毒を吐きますし、受け取った助⾔を敢えて無視してス

ルーすることもありますし(笑)

そんなことして罰が当たらないの?⾒捨てられないの?と聞かれることが

あります。

結果...

⾒捨てられることはありませんし、罰が当たることもありません。

でなかったら私は今ごろとっくに天使から⾒捨てられて路頭に迷っていま

す。

天使の名を使ったメニューでお仕事なんてさせてもらえるわけがありま

せん。

では、どうして⼤丈夫なのか?

それは、天使は⼈間ではないからです。

⼈間ならば

「悪⼝を⾔われたらムカつく」

「雑に扱われたら嫌」

などあるでしょうが
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何度も⾔いますが天使は「 愛の塊 」です。

私たちが当たり前のように持っている「エゴ」がほとんどありません。

そもそも、⼈間と⼀緒に⽐べられるような次元のお話ではないのです。

それだけすごい存在なのです。

⼈間と同じに考えていたら逆に失礼にあたります。

天使は私たちを我が⼦のように⾒てくれて、そして愛してくれています。

私は昔から動物が⼤好きなので動物を使って説明すると...

迷⼦の⼦猫が、道端でみぃみぃ鳴いていたとします。

そのままでは死んでしまうから、私はそういう場に遭遇したらまず保護し

ようとします。

体をきれいにしてあげたいし、温めてあげて、おいしいミルクを沢⼭飲ませ

てあげたい。

でも、野良ちゃんなので、捕まえたら暴れますし、しゃぁしゃぁ⾔うでしょう

し、引っかかれたり、噛まれたりします。

しゃぁしゃぁ⾔われたとしても、引っかかれたり、噛まれたりで、⾃分が怪我

をしたとしても、私は保護するのをやめたりはしません。

逆に⾎をたらたら流しながらでも

「ごめんね。怖いよね。でも⼤丈夫だよ。」って

声をかけると思います。
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実際、昔保護した⼦猫に思いっきり引っかかれたことがあるのですが(今で

も⼿に跡が残っていますが)その時も全く同じ気持ちで、仔猫への怒りなん

て微塵もありませんでした。

あなたが天使に何をしたとしても、あなたがどんな⼈間だったとしても、怒

ったり、⾒捨てたり、罰を与えない感覚がなんとなく分かっていただけたで

しょうか?

天使は無条件で私たち⼈間を ただただ「かわいい」と思ってくれているので

す。

でも、教えるところによっては「天使にはエゴがある」と習うところがあるか

もしれません。

そこで混乱する⽅がいらっしゃるのですが、「エゴ」って⼀⼝に⾔っても

⾊々な種類がありますし、何度も⾔うように⼈間に⽐べたら天使のエゴは

微々たるものです。

敢えてあるとしたら「⼈間びいき」というエゴです。 

そして天使は悪や闇と闘います。

もし天使にエゴがなければ

「ただそこに悪がいるだけ」

「ただそこに闇があるだけ」

となって、悪や闇と闘うことはしないでしょう。

そして守護天使に限っては、⾃分の担当している⼈間だけをひいきしてく

れます。うちの⼦⼀番なんですね。
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天使が⼀番サポートしたいのは

「 ⼈間の魂の成⻑ 」 

です。

私たち⼈間の魂の成⻑のためなら⼼を⻤にすることもあります。

例えば、⾃分の⼦供がお菓⼦やインスタント⾷品しか欲しくないと⾔った

ら 

 

「はい、どうぞ♪」

といつまでも際限なく与え続けるでしょうか?

きっと将来の健康を⼼配して加減して与えますよね?

また、⼦供が転ぶ度に毎回⼿を出して⽴つのを⼿伝ったりするでしょう

か?

⼩さいころはそれでいいかもしれませんが、⼤⼈になってもびったりそば

について、何もかもしてあげるでしょうか?

今は少なくなりましたが、時々、天使をドラえもんのように

「都合良く何でも願いを叶えてくれる存在」

と勘違いしている⽅がいらっしゃいます。
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「天使にお願いしたのに叶えてくれなかった」とがっかりする⼈もいらっし

ゃいますが、その願いを叶えない理由が天使にはあるのです。

意地悪で叶えないのではなく「愛」があるから叶えないこともある

というのを覚えておいてくださいね。

また、それが叶うのにふさわしいタイミングというものもあります。

今は叶わなくても、後で絶妙なタイミングで叶うこともあるのだということ

も、知っておいてくださいね。

それから天使は答えをカンニングはさせません。

例えば未来のこととか、どちらを選んだら良いかとか、起きた出来事の意味

とかの答えを教えたりはしません。

天使はアドバイスや導きをくれることはあっても「答え」は教えてくれませ

ん。

もし答えを教えてしまったら、その件についてはその⼈は1ミリも魂が成

⻑出来ないからです。

ずっと答えを聞いていたら安⼼と安定は⼿に⼊れられるかもしれません

が、魂の成⻑は⽌まったままです。

それでは⾃分の魂は喜びを感じることが出来ませんし、この世に⽣まれた

意味がなくなってしまいます。

⼤学に⾏きたくて、毎年受験会場に⾏くのに、毎回答えをカンニングをして

失格となり、不合格になってしまうのを繰り返しているのと同じことなんで

す。
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もちろん、命に関わることやさすがにどうしようもないなどの時には、天使

は思い切り⼿を差し伸べて私たちを全⼒で守ってくれます。

ライフセイバーたちが⾒てくれている安全が保障された海で

わーい♪と⾃由に泳ぎ回っているイメージですね。

私たちは本当に⾃由で良いのです。

私たちが何を選択しても天使はその選択を全⼒で応援してくれます。

そして私たちの魂が成⻑することが、天使にとって⼀番の喜びなのです。

私たちが1つ成⻑する度に、天使たちはすぐそばでものすごく喜んでくれ

ています。
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③解釈について

天使についてネットで検索すると、沢⼭の情報が⼊ってくると思います。

同じミカエルからのメッセージでも、⼈によって、⼝調も⾔っている内容も

全然違ったりします。

まずは、ご⾃分が受け⼊れられるもの、しっくりくるものだけを受け取るよ

うにしましょう。

前にこんなことがありました。

受講⽣さんから

「最近ネットでミカエルが堕天使になったと噂されているのですが、本

当でしょうか?」

私は⽇ごろ、ネットで天使について⾒たりしないので、その噂を全く知ら

ず、早速ネットで検索してみると、確かにものすごい量の噂話が⾶び交って

いました。 

 

これは本⼈に直接聞くのが⼀番早いと思い、ミカエルを呼び出して、質問し

てみました。

ゆぅ「あなたは堕天使になったのですか?」

すると、答えではなく逆に質問が返ってきました。

YUKO SHIMOMURA©2020 30



ミカエル「あなたはどう思うのか?何か違うと感じるのか?」

ゆぅ「...いつもと変わらないように感じます」

ミカエル「じゃぁ、それが答えなんじゃないの?」

プチッ 、プー、プー、プー 

↑電話が切れた⾳(笑)

こんな感じで⾔いたいことだけ⾔って去って⾏かれましたが・・・。

ま、そういうことですね。

その⼈が堕天使って思えば堕天使になるし、天使って思えば天使のままだ

し。

それぞれの解釈で良いし、それが合ってる、合ってないということではな

い、もっと深いことなのだと思います。

とにかく、とりあえず噂よりも⾃分が感じる⽅に思っておけば良いと思いま

す。
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①⼈⽣が変わります

私の場合は以下のようになりました。

「 嫌なことが起こる頻度が劇的に少なくなりました 」 

「 幸運体質になりました 」 

「 この世が⽣きやすくなりました 」 

「 幸福感を感じながら⽣活が出来るようになりました 」 

「 ⼀⼈じゃないと思えるようになりました 」 

「 豊かになりました 」

で、結果・・・

 

「 ⼈⽣が変わりました 」 

第4章 天使と仲良くなったらどうなるの？
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この章では、天使と仲良くなったらどうなるのか?

具体的に今と⽐べてどう変わるのか?

私の体験を元にお話していきたいと思います。

天使と仲良くなるとどうなるの？



私の場合、天使と出会う前と後では、180度と⾔って良い程⼈⽣が変わ

りました。

詳細はここでは割愛させていただきますが、簡単に振り返ると・・・

転校を5回経験し、⾏く先々でいじめられ、

途中、ストーカー被害に遭い、

独⾝時代と結婚時代と2回別々の⼈からDVに遭い、

バツイチ⼦持ちで離婚。

⼦連れで帰った実家は両親共に過⼲渉、何も⾃由がなく、お給料も半分

以上⽣活費として請求され

その半分以下の残りから、前の旦那が残した借⾦をコツコツ返す中、

勤めていた⼩さな個⼈会社が経営困難になり、私だけが解雇され

次に就職した設計事務所は何もかも嫌で神経性胃炎になり・・・まだまだ

続く・・・

こうやって書き並べてみると

 「本当にこれ私の経歴?」 って疑いたくなります(笑) 

それくらい今は幸せです。 

では今は?って⾔うと

実家を出て、息⼦と⼆⼈、4LDKのドッグ・ラン付き庭付き⼀⼾建てを購⼊

しのびのび⽣活。２階のベランダは猫のための柵も作りました。

愛⽝ノア、ひな、愛猫桜、ゆずの合計4匹と1⽇中⼀緒にいられる空間で、

⼤好きな⽅々を相⼿に⼤好きなお仕事をして、

学びたいことのセミナーや勉強に、誰にも気兼ねすることなく、やりたいと

思った時にやることが出来、

幸運体質になり、毎⽇穏やかに幸せに暮らしています。
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私の⼈⽣がこうまで180度変わったターニングポイント 

それが「 天使との出逢い 」なのです。
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天使の存在って世間ではまだまだ現実のものとして受け⽌められていない

ですよね。

天使と仲良く出来ることを知らないと、本当に勿体ないと思うのです。

私たちが天使に意識を向けることで、天使から注がれているエネルギーや

メッセージを敏感にキャッチできるようになります。

私たちが天使の存在を意識すると、天使たちはめちゃめちゃ喜んでやる気

を出すからです。

そして⾊々なプチ奇跡を何度も経験しながら、徐々に天使の存在を⼼から

信じられるようになっていきます。

それに伴って幸運体質になって、いつも「ツイている⼈」になっていきます。



天使からのサインやシンクロの頻度もどんどん多くなってきて、

益々天使から応援されている感を感じられて、今度は「 安⼼感 」が出てきま

す。

そして代わりに「独りぼっち」という孤独感がなくなってきます。

天使と⾃分が同じ⽅向を向くので、物事が展開するスピードが速くなっ

てきます。

それは例えるなら、ジェットコースターに乗せられている感じです。

あれよ、あれよと⼈⽣が好転していきます。

そうなるともっともっと天使について勉強したい、エネルギーについて、ス

ピについて勉強したいと思うようになり

最初のころは「明⽇の息⼦のごはん代とセミナー代とどちらを取るか?」と

究極の選択を強いられたりしていたのが

気づけば、受けたいセミナーの申し込みボタンを何も考えずにぽちっと

することが出来るようになっていました。

・・・ということで、天使と仲良くなるとどうなるかの答えは?

「100％⼈⽣が変わります」
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DolphinRoseのメニューで、天使と仲良くなってもらうための「天使の

学校」がありますが、ご卒業⽣さまたちの感想の中で⼀番多いのが

「 ⽣きやすくなった 」 

というものです。

天使の学校では様々なワークを習得していただいたりと、能⼒開発のお

⼿伝いをさせていただくのですが、

ワークや能⼒の感想よりも 

 

「毎⽇穏やかに暮らせるようになった」

「⽣きやすくなった」

「⼈⽣が変わった」

という感想が多いのです。

そして、12回のレッスンを通して、その⽅の波動(エネルギー)がどんどん

変化していかれるのを⾒ることが、私の最⾼の楽しみです。
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②段取り

天使が私たちにしてくれることの1つに「 段取り 」があります。 

他の⾔葉に⾔い換えると「 導き 」かな?←多分。

私たちが「こういう⾵にしていくぞ!」と夢や⽬標を決めると、天使たちが待

ってましたとばかりに段取りを始めます。

そしてそのおかげでとんとん拍⼦に物事が進んで⾏きます。

でも、ただ天使を意識して⽬標を⽴てれば良いわけではありません。

⾊々な条件が整っていないと残念ながらこうはなりません。

別に天使が意地悪をしているのではなく、段取りを組めない理由がある

のです。

うまくいかない主な原因として、次の2つが考えられます。

● ⾃分の波動が低くなっている 

● 天使が他のことで忙しい

詳しく説明していきますね。

◉⾃分の波動が低くなっている 

最初の⽅で、天使は⼈間の2層上という話をしましたが、覚えていますか?
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 天使が住んでいる世界は、とにかく上過ぎて遠いのだ...という⾵に理解

しておいていただけたらOKです。

普通でも遠い場所なのに、⾃分が悲しんだり、怒ったりネガネガなエネル

ギーを⻑く発していると波動は落ちてきます。

※ネガな感情を出すこと⾃体は悪いことではなく、いつまでも⻑く持ち続けることが波

動を落とす原因となります。

⾃分の波動が低くなると、天使の世界から遠くなるばかりか、⾃分のオー

ラの周りも汚れて来ます。

クリアなガラスが、磨り(すり)ガラスになるイメージです。

そうなると天使が外から働きかけようにも、

距離が遠い上に曇っていて中の様⼦が⾒えない状態になってしまいます。

◉天使が他のことで忙しい

天使の本来のお仕事は⼈間の魂の成⻑を⾒守ること です。 

そのためには、⼈間の⾝の安全を守ることも⼤切なお仕事の1つです。

私達が⾃分で⾃分を守ることが出来ていなと、守護天使はその⼈を守るこ

とに必死で、それ以外のことが出来ずに段取りどころではなくなります。

天使としても⼀番に段取りに⼒を⼊れたいところなのですが、私たちが気

づかないところで沢⼭動いて守ってくれているというのが現状です。

では、具体的に何をしているのかと⾔うと、簡単に⾔うと、波動が落ちるこ

とで集まってくる存在たちを蹴散らしてくれています。
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そうしないと私達の波動が安定しないからです。

この辺りについては、霊さんの無料E-bookで詳しく書いていますの

で、まだ読まれていない⽅はぜひお読みください↓

霊さんたちのことをもっと知るE-book はこちら↓

https://dolphin-rose.com/wp-

content/uploads/2021/01/reiebookmini.pdf

③⾃⼰肯定が強くなる 

天使と仲良くなるとどうなるか?

その3番⽬として「 ⾃⼰肯定が強くなります 」 

⾃⼰肯定とはその名の通り

「 ⾃⼰を肯定すること 」 

ですが

⾃⼰肯定がきちんと出来ている⼈っていうのは、実際はあまりいません。

⾃⼰肯定とはありのままの⾃分をまるっと認めるということなのですが、

どうしても⾃分のミスを責めてみたり、短所や⽋点を探して嫌がってみ

たり、必要以上に頑張りすぎたり、みんなを優先するあまり⾃分を後回

しにしたり・・・

https://dolphin-rose.com/wp-content/uploads/2021/01/reiebookmini.pdf


⽇本の⽂化的にも、⾃⼰肯定は弱い傾向にありますよね。

では⾃⼰肯定が出来たらどうなると思いますか?

⼼に安⼼感が⽣まれます。

ぶれない⾃分になります。

周りの⼈や世間に振り回されなくなります。

常に穏やかなエネルギーが流れるので、物事が順調に回り始めます。

DolphinRose ではとにかく「 ⾃⼰肯定を強くすることが⼤切 」と何度も

お伝えしているのですが、

宇宙や天使と繋がりたい時、動物たちと繋がりたい時 

何より⼤切なのは 波動の安定 です。

⾃⼰肯定が出来ていないと、波動の安定が保てないので、⽇によって繋

がれたり、繋がれなかったり・・・と不安定になってしまいます。

では、どうして天使と仲良くなると⾃⼰肯定が強くなるのか、説明します

ね。

天使は24時間私たちを無条件で応援してくれます。 

そして24時間いつでもそばにいてくれます。 

そのことを体感し、認識することで、

「私は⼀⼈じゃない」

「こんな私でも⾒放さないでいてくれる」 

「私は私のままで良いんだ」
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という絶対的安⼼感に包まれることになります。

⾃分⼀⼈で⾃⼰肯定を⾼めることももちろん出来ますが、訓練がいりま

すし、意識していても1⽇2⽇で強くなるものではありません。

天使と仲良くなることは、⾃⼰肯定を強くする近道でもあるのですね。
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①天使との⽇常

天使・・・と聞くと、ファンタジーな世界を想像される⽅も多いと思います。

⽇本の現代的な⽇常⽣活の中で、天使とどう関わるのか想像出来ない⽅

もきっといらっしゃいますよね。

今⽇は実際に私が⽇常、どんな⾵に天使と関わっているか、ご説明していき

ますね。

昔から私のブログを読まれている⽅はご存知かもしれませんが、最初私

は天使に毎⽇朝晩「祈る」ということをしていました。

朝は「今⽇1⽇穏やかに過ごせますように」、晩は「今⽇も1⽇ありがとうご

ざいました」

細かい内容もぶつぶつ唱えていましたが、確かドリーンさんの本とかソ

ニアショケットさんの本を参考にしていたと思います。

 

実は、最近はきっちりそこまで祈っていません。

第5章 ゆぅの実際の天使との関わり⽅
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今回は、私こと「ゆぅ」が実際に⽇常でどういう⾵に天使と関わっているのかに

ついて、お話していこうと思います。

ゆぅの実際の天使との関わり⽅



ぶつぶつ唱えている時に感情が⼊らなくなってしまったので、あまり意

味がないかも...と思い始めたからです。

その代わり、本当に⼼が動いた時、例えばサイン(⽻根や虹、雲、ナンバーな

ど)を⾒て、「はっ」と天使の存在を思い出した時にいつも「ありがとう」と、

⼼の中で声をかけるようにしています。

それは

いつもそばで⾒守ってくれてありがとう

存在を知らせてくれてありがとう

そんな意味が含まれています。

そして、「天使の学校」や「アニマルコミュニケーション」などのレッスンを

する時など、毎⽇のお仕事の際には毎回天使へのサポートをお願いして

います。

天使に場を作ってもらったり、レッスンの流れをお任せしたり、必要な時

に必要なことを伝えられるように事前に天使とみっちり「打ち合わせ」をし

ています。

この作業に昔は1時間くらいかけていましたが、今では15分もあれば出

来るようになりました。

この準備を怠ると、レッスンがうまく進まなかったりしてしまいますので、

しっかり納得⾏くまでするようにしています。

仕事の中で⼀番⼒を⼊れるところ、と⾔っても過⾔ではありません。

そして、お仕事を終える度に天使への信頼も増えていきます。

これを書いていて気づきましたが、天使との打ち合わせはみっちりしま す

が、無事に終了した後のお礼ってあまり⾔ってない気がします(汗)
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皆さんはそういうときはぜひ天使にお礼を⾔ってくださいね。

レッスンを⼿伝ってもらう以外にも、仕事に関しては⾊々と天使のお世

話になっています。

例えばお問い合わせのメールをいただいた時...

お返事を書く際には必ず⼿伝ってもらっています。

天使の学校ではお教えしますが、「⾃動書記」という⼿法を使って返信メー

ルを書いています。

⾃分で「えーっと、えーっと」と考えていると、時間が間に合わないからで

す。

全部を天使が書いているわけではなく私半分、天使半分って感じです。

最後に読み返して、⾃分でOKを出せたら送信するようにしています。

そして、直したいところがあれば天使と相談します。
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例えば未来が分かって、お相⼿に伝えたら喜ばれるのが分かっていても、

「相⼿の幸せを願うのならばこのことは⾔わないように」と⽌められたりし

ます。

納得が⾏かないと、天使の助⾔だとしても反抗しまくる私なのですが

そんな時は、天使の⾔う通りにしています。

それを何度か経験して、お相⼿に伝える、伝えないに関しては、天使から

の指⺬を守った⽅が⼀番その⼈の幸せにつながると今では確信していま

す。

仕事に関してはメール以外でも天使には常に関わってもらっています。

毎⽇のように、今後のお仕事内容について⾃分会議をしているのですが、

⾃分会議と⾔いながら1⼈で⾏っていなくて、天使にも会議に参加

していただいています。 

  

・・・といってもあくまで天使は監修役

元ネタがないとアドバイスはくれませんし、丸投げも許されません。

「どうしたら良いと思う?何をしたら良いと思う?」

的な質問は100%無視されます。

⾃分のやりたいように進めて⾏き、何か問題が起きた時に、アドバイスや

ヒントをくれる形です。

それから、昔のメール講座だった時代の「旧・天使の学校」では、毎回お送

りするテキストの監修を「ラファエル」さんにお願いしていました。

その時々で⾊々な天使に繋がってテキストを作ると、内容がブレてしまう

ということが起きてしまったため、「誰か校⻑先⽣になっていただけません

か？」と質問したところ「ラファエル」が名乗りを上げてくれました。
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私は2020年現在で、本格的に起業してから10年なのですが、

同業者にあまり知り合いもなく、⼀匹オオカミな上、ビジネスに関しては

右も左も知らなかった中で、未だにこうして仕事を続けていられるのは天

使のサポートがあったからだと思っています。

⼈間のコンサルさんに頼むのも良い⽅法なのかもしれませんが、

お⾦を払う以上、どうしても「売上重視」のアドバイスをされると思うので

す。

やっぱり結果を出してなんぼ...と世間では思われていますよね。

⾃分とクライアントさんの快適さを追い求めてくれるコンサルさんとい

うのはいたとしても巡り合うのが⼤変な気がします。

その点、私にとってのお仕事のコンサルは、天使です。 

ビジネスだけでなく、⼈⽣までサポートしてくれるという徹底ぶり。 

そして何よりプライスレス(笑)、お⾦がかかりません。 

⼈間として成⻑するための、⾊々な経験もさせてもらえます。 

天使にコンサルをしてもらう⽅法については、ご⾃分でお仕事をしている

⽅やこれからお仕事を始めたい⽅に、いつか「形」にしてお伝え出来たら

良いなと思っています。
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・・・とここまで息継ぎなしに来ちゃいましたが、お疲れではないでしょう

か?

どこで切って良いのか分からなかったので、このまま最後までノンストッ

プで⾏きますね。

天使との⽇常的な関わり⽅と⾔えば、 やっぱり「 ⼈⽣相談 」が占める割合

が⼤きいですね。

答えをストレートにくれなくても、愚痴などを「聞いてもらえる」だけで安

⼼します。

⾃分なりに頑張ってみたんだけれど「疲れちゃった」とか、「どうしたら良

いか分からない」という時・・・

そんな時私は、とりあえず話を聞いてもらっています。

その時に返事がなくても、翌⽇「出来事」としてヒントをくれたり、物事が解

決したり、

あとベストなタイミングで⼼の中に⾔葉が浮かんできたり・・・

時差があったりはしますが、ちゃんとお返事がもらえるのです。 

 たまにそれが3か⽉後とか、数年後とかすっかり忘れた頃だったりする

のですが・・・。

そして、サポートだけでなく、天使はサプライズやギフトをくれることもあ

ります。

こんな形で答えをくれるんだ...と感動したことが、1回や2回ではありま

せん。



YUKO SHIMOMURA©2020 48

また、ふとした⾏動を⽌められることもあります。

どうしても乗りたい電⾞に乗れない、どうしても申し込みたいのに申し込

みが出来ない

こんな時、昔なら意地になってどうにかしようとしましたが、

少し抵抗してみてダメなら、早めに諦めるようにしています。

これがもし天使から⽌めらていた場合、どうして⽌められたのか、後で

必ず分かるシステムになっているからです。

だから安⼼して諦めることが出来ます。

諦めたあとは「どうしてあの時⽌められたのか」その原因を知ることに

執着せずに、ただふんわりと待つだけです。

このような感じで書き出してみると、割と毎⽇濃く天使とお付き合いして

いるのが分かりますね。

↑あまりにも普通になっていて⾃分でもここまで濃いとは正直思ってい

ませんでした。

でも、⾒ていただいて分かると思うのですが、私は毎⽇とっても「⾃由」で

す。

天使の⾔う通りに過ごさないといけないわけではなく、

指⺬に従わなくてはいけないわけでもなく、

⾃分のやりたいことをやりたい時にやって、

サポートが必要な時には、お願いをしたり、相談をしたりして

どちらかというと「頼もしい先輩」という感覚です。



最初の繋がるという作業が、慣れるまでは少し難しく感じることもありま

すが、 ⼀度その感覚を分かってしまえば、天使との楽しい⽣活を送ること

が出来ます。

幸せなエンジェルライフの⽇常。

なんとなくイメージ出来ましたか?
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①初めての天使からの返事

今から10数年前。 私が勤めていた会社が突然倒産しました。

全国に⽀店があり、社員も200名以上いて、株も上場していましたが、 

潰れる時は⼀瞬でした。

そして私は当然転職を余儀なくされました。

勤め先の社員の中で、私は⼀番最初に次の就職先が⾒つかり(この出来事

についても、天使とのエピソードが2∼3あるのですが割愛します) 

  

ネットで家具の通信販売をする会社に転職しました。

本当に⼩さな個⼈会社で、⼊社早々、新しい会社の裏事情が⾊々分かり、

⼀気に不安が押し寄せてきました。

第6章 私(ゆぅ)と天使の体験談
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私こと「ゆぅ」の天使との体験談についてお話していきますね。

天使との体験談は沢⼭ありすぎて、正直今回どの体験談を書こうか迷いまし

た。

私の過去のブログや、メルマガを読んで下さっている⽅の中には

「それ知ってる」

というお話もあるかとは思いますが、ぜひ最後まで読まれてみてくださいね。

私(ゆぅ)と天使の体験談
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⼊社3⽇⽬。

私はある決断を迫られていました。

新しい会社に迷惑がかからないうちに、辞めてしまうか、

不安要素たっぷりだけど、我慢して会社に残るか・・・

その頃、天使の勉強を独学で勉強していた私は、天使とのコンタクトを試

みてみました。

...と⾔っても、それまでリアルタイムで天使から返事が返って来たことは、

⼀度もありませんでした。

会社を辞めたいと社⻑に⾔うには、もう今⽇しかないという⽇、

私は朝から「どうしたら良いでしょうか?」と天使にずっと問いかけていま

した。

恐らく30分おきくらいにずっと問いかけていたと思います。 

お腹に⼒を⼊れてみたり、頭に⼒を⼊れてみたり・・・ 

とにかくずっとずっと問いかけました。

お昼休みを過ぎても⼀向に天使からの返事はなく・・・ 

刻々と時間が過ぎていきました。

結局、天使からの返事がないまま業務終了の時間になってしまいました。

返事がもらえなかった...と諦めてトイレに⾏ってパンツを下ろした正にそ

の瞬間・・・

「頑張りなさい」

という⾔葉が⼼の中にふわっと浮かびました。



明らかに⾃分以外の「意思」だと感じました。

今まで必死に感じようとしても感じられなかったのに

パンツもおろして(笑)無防備な状態で、すっかり気を抜いているところに、

いきなり⾃然に⾔葉が湧いてきました。

主語を⾔われたわけでもなく、意味もどうとでも取れるのですが、

でもその時私は「辞めないで今の会社で頑張ろう」と思うことが出来まし

た。

そして瞬時に⼼が楽になりました。

すごく迷っていたはずでしたが、⾃分の中では実は答えが決まっていて、

誰かに背中を押してもらいたかっただけかもしれません。

そして、⾃分が⼒を⼊れていたから気づかなかっただけで、本当は

天使は朝からずっと返事をくれていたのかもしれません。

でも今振り返ってみても、本当にあの時あの会社を辞めなくて良かった

と思っています。

ネットを使ってお仕事をしていく上での⼤切なことや、ネット販売の裏事

情など、今の仕事に役⽴つ沢⼭のことを学ぶことが出来たからです。

 

今のお仕事をここまで続けられたのも、この会社での経験のおかげだと

思っています。
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②⼈の⼝を使って⾔わせる

天使からのメッセージは、直接テレパシーでもらうだけでなく、間接的にも

らうことも多くあります。

例えば

エンジェルナンバーとか、虹とか、雲とか...

テレビからキーワードが聞こえて来たり、流れて来た⾳楽の歌詞がキーワ

ードだったり...

そのような中に「 ⼈の⼝を使って⾔わせる 」というものがあります。 

これを強烈に体験したお話をしますね。

先ほどの話にも出て来ましたが、私の勤めている会社が倒産し、新たにネッ

ト通販の会社に就職。 

ほどなくして、元々いた倒産してしまった会社を買い取った会社から、私に

引き抜きのオファーがあり、仕事内容など前のままで変わらず、お給料⾯な

どの待遇も良かったので、ネット通販の会社を辞めて元の会社（を買い取

った会社）に戻りました。

ところが...元々、倒産した会社に恨みを持っていた会社が買い取ったという

こともあり、戻ってみると、元からいた私達に対してはとてもひどい扱いが

待っていました。

あまりにも理不尽なことが多すぎて、結局半年でその会社を辞め、スピの仕

事での独⽴をすることになります。
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↑これについても天使との体験談があるのですが、これも割愛させてい

ただきます。

ホントは全部書きたい...でも書くと半端ない量になってしまうので...。

これらは違う形で発信していきますので、決まり次第メルマガの⽅でお

知らせしますね。

...話がそれてしまいました。

私の独⽴を後押ししてくれたのは、とあるヒーリングのインストラクター

研修でした。

スピ嫌いの両親にも、「辞めて資格を取るので⼼配しないで」と⾔って説得

することが出来たからです。

辞めると決めたのは、12⽉。 

セミナーの⽇程は、翌年2011年の4⽉でした。 

 

2⽉に会社を辞め、カードリーディングのレッスンの仕事を始め、順調 に

進んでいたのですが、3⽉11⽇、あの東⽇本⼤震災が起きました。

インストラクター研修はどうなるのだろう?と、⼼配しましたが、地震の直

後に「予定通り開催します」と連絡が⼊りました。



後から知りましたが、シータヒーリングの創始者ヴァイアナさん

は、無事に東京での研修を楽しく⾏っている様⼦を、未来リーディ

ングで確認していたのだそうです。

でも、原発事故なども起こり、余震も続き、⾷料や⽔不⾜など、

⾊々

ニュースを⾒ていて、だんだんと東京に⾏くのが怖くなってしま

いました。

キャンセルが出来るのか問い合わせてみたら、実質的には出来な

いとのこと。

私の⼼の中は、「怖い」という恐怖の思いで⼀杯でした。

出来るならキャンセルしたい。

「キャンセルしようかな」

とつい⼝から出てしまったのですが、それをたまたま聞いていた

⽗親が、私に聞いてきました。

 

「キャンセルしたら次の研修はいつなの?」

「来年の4⽉だと思う」

「・・・。じゃぁ、1年間どうするの?」

それは⼗分、分かっています。その研修を当てにして会社を辞め

てしまっていますし、私には当時⼩学⽣の息⼦がいたので、⾷わ

せて⾏かないといけないですし...

「でも怖いんだもん」

と本⾳を吐きました。
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すると⽗親から

「お⾦があればねぇ。東京まで⼀緒に⾏ってあげるんだけど...」

と⾔われました。

それを聞いてはっとしました。

三⼗路も過ぎた⼤の⼤⼈が、親についてきてもらわないと東京に

も⾏けない。

という⾃分の置かれている⽴場を、客観的に⾒ることが出来たの

です。

 

 その瞬間、それまでの恐怖がすっかりなくなって、逆に

「いやいや、親なんかについてきてもらわなくても、

全然⼤丈夫だよ」

と気持ちが⼤きくなりました。

なので、その場で「キャンセル発⾔」を撤回しました。

するとその夜。お⾵呂に⼊ろうとパンツを脱いでいた時(またパン

ツを脱いだ時ですね。)

ふと誰かに話しかけられました。

「お⽗さんって、良い⼈だよね」

この「良い⼈」は、⾔葉で来たわけではなく、「優しい」とかそんな

意味も含まれていた感覚でした。

そこで私も無防備な上、ほけっとしているときだったので

「うん、そうだよ」

と⾃然に⼼の中で返事を返していました。
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すると

「素直だから⾔わせやすかった」と⾔われたのです。

 「 !? 」

そこで何もかも理解しました。

 

私を研修に⾏かせるために、天使が⽗親の⼝を使ってあのセリフ

を⾔わせていたのです。

その証拠に、いよいよ研修が⼀週間後に迫ったある⽇

⽗親が

「本当に⾏くの?⾏くの辞めた⽅が良いんじゃないの?キャンセル

しないの?」

って⾔ってきました(笑)

⼝を使って⾔わされていたのだと分かっていたので、⾔ってる内

容が当初と真逆でも、動揺せずに済みました。

おかげで、1週間の研修も無事に終わり、インストラクターとして

の仕事も増え、息⼦を⾷べさせていけるだけの収⼊も⼊って来た

のでした。

実際研修に⾏ってみると、100名くらいのキャンセルがあったそ

うです。

もし私もキャンセルして研修に⾏ってなかったら・・・と考えると

ぞっとします。

⽬標のゴールをしっかり天使に伝えていると、こうやって道を踏

み外さないようサポートしてくれるんですね。
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③その他ダイジェスト

まだまだ体験談をお話して⾏きたいのですが⻑くなってきましたので、

天使との体験談ダイジェストを3つほどお話したいと思います。

◉ その1

シータヒーリングのHPを⾒ていたら、「これを受けると⼈⽣が変わるよ」と

⾔われたのだけれども、そのセミナーが開催される⽉曜⽇は社⻑から死ん

でも出社しろ、と⾔われていた曜⽇だったので、クビ覚悟で休みを申請して

みたら、すんなり通ってセミナーに⾏くことが出来た。

そして⾔われた通りこのセミナーで本当に⼈⽣が変わりました♪

◉ その2 

 

エネルギーの強い⽅と⼀緒にコラボセッションを開いていた時、いつも

は呼んでも中々来てくれないのに、サロンの部屋の隅にミカエルが先に

来てくれていて、強敵から守ってくれた。

↑その後あまりにも危ないのでコラボセッションはやめました(笑)

◉ その3

独⽴してしばらくして、収⼊が思うように⼊って来なかった時、ネットを検

索していて、90分68,000円のセッションをぽちっと押して申し込んでし

まった。
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押した瞬間はただでさえお⾦がないのに、何てことをしたんだぁー。となっ

たけれど、⾃分で押した感じがしなかったので、きっと天使が押させたに違

いないと、その⽇に素直に⼊⾦を済ませた。

するとその夜朝まで、誰かからセッションを受ける夢を⾒て・・・(これも途中

割愛)

翌朝には「⼤丈夫♪」という根拠のない⾃信が湧いてきて、翌⽇ものすごく

参考になるHPに辿り着き、(その後そのページに⼆度と辿り着けませんで

したが)

結果、その数週間後に⼀気にお仕事が軌道に乗りました。

まだまだありますが、それはまたの機会に...。

YUKO SHIMOMURA©2020 59



④ブログに掲載している体験談 

最後に皆さんにぜひご紹介したい体験談があります。

これはブログを⾒ていただいた⽅が、分かりやすいので下記URLをクリッ

クしてお読みくださいね。

 

https://blog.goo.ne.jp/dolphinrose/e/5f6546f5e4e3eabd0

62c69faf058e5dd

そしてまた再会した時の

https://blog.goo.ne.jp/dolphinrose/e/54365fd6b287b10e

e684c7168d5beed6

今読み返してみると、あまり詳しく書いてないですね。

これらの体験談やここに書ききれなかった体験談は、他の形で配信させて

いただきますね。
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①ちょっと怖い話

前回までお伝えしてきたように、天使は、私たちの世界から少し離れたとこ

ろにいます。 

そのため、ふと思い⽴って

「繋がろう♪」

と思っても簡単に繋がれるわけではありません。

第7章 天使と仲良くなるための注意事項
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天使と仲良くなるための注意事項

題名は「天使と仲良くなるための講座」ですが、

まだ実際に仲良くなる⽅法まで辿り着けておりません。

そしてこの章でもまだ実践に⼊ることが出来ません。

ごめんなさい。

ただ、この章はこの講座の中で、とっても⼤切な回になります。

「天使と繋がる」ということは、素敵なことなのですが、実は同時にリ

スクも伴います。

危険な⽬に遭わずに、安全に繋がっていただくためにも、今回の内容は

しっかり頭に⼊れておいて下さいね。

ちょっと怖い話も⼊って来ますが、最後までしっかりと読んで下さいね。



恐らく、これを読んで下さっている⽅の中にも、⾃⼰流で天使に繋がってみ

よう、と挑戦してみたという⽅がいらっしゃるのではないでしょうか?

もちろん私も⾃⼰流で繋がってみようとした⼀⼈です(笑)

でもとても遠い階層にいる天使からのメッセージを受け取ろうと思ったら、

最初はそれこそ全⾝の⽑⽳が開く勢いで待ち構えていないと、受け取るこ

とが出来ません。

それは⾔い換えると、あらゆるところがぱかぱかと無防備に開いてしまっ

ている状態なのです。

その無防備な状態のところに

「 隙アリ !」

と喜んで⾶び込んで来てしまう存在がいます。 

それは「 ⾁体を欲している存在 」です。

この世に⾁体はないけれども、チャンスがあれば誰かの⾁体に⼊り込んで、

五感を感じてみたい。

⾃分の思うようにしたい。

と思っている存在たちです。

それは、元々⼈間が亡くなった後の魂だったり、

違う世界(階層)の存在だったりします。

私が天使のことや、スピリチュアルについて学び始めた頃、

リアルに⾁体を乗っ取られた⽅や、知り合いが乗っ取られた⽅など、直接⾒

聞きする機会が沢⼭ありました。
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今思えば、あの時、間近で沢⼭の怖い事例を⾒せてもらったおかげで、

「 安全に天使と繋がること 」 

の⼤切さを⾝に染みて感じることが出来たのだと思います。

少し具体的な例で⾒てみましょう。

ある⽇Aさんはお友達のBさんが乗り物で事故に遭う夢を⾒ます。

次の⽇Bさんと会話をしていたら、Bさんが近々旅⾏で乗り物に乗ると知り

ます。

Aさんは⾃分が⾒た夢の話をして、Bさんに旅⾏を取りやめるよう⾔いま

す。

BさんはAさんの⾔うことに従って、旅⾏をキャンセルしたところ

旅⾏先で乗るはずだった乗り物が、事故を起こしたとニュースで知ります。

Bさんからは深く感謝されて、Aさんは安⼼します。

その「知る⼒」の出どころが分からないまま、それからもAさんは夢を⾒続

け、⾊々な⼈たちを救って⾏きます。

Aさんは「⼈のためになるから」と、良いことをしていると信じてそれを続け

て⾏きます。

噂を聞きつけた⼈たちが、どんどんAさんを頼り始めます。

Aさんのそばにいれば救われる・・・と思い、段々⼈々が⼝々に「神、神」と呼

び始めます。

Aさんは「何かが違う」と気づきますが、時すでに遅し。 

Aさんに夢を⾒させ続けた何者かが、

「今までのお代をいただきます」とAさんの⾁体を乗っ取ってしまう・・・
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こんな流れです。

実際、知っている⽅で、途中で「おかしい」と気づかれた⽅が、どうにかこう

にかで5年かけてその存在と決別出来たと⾔われてました。

そういう存在に出ていってもらうには、例えご⾃分で気づかれたとしても、

それくらいの時間がかかってしまうくらい、厄介なものなのです。

ちょっと怖い話をしてしまいましたが、こういう存在たちはとても頭が良く

てずる賢いです。

光って⾒せたり、天使の恰好で出て来たり、「⾃分は〇〇だ」と名乗って来た

り・・・

いくらでも「嘘」をつきます。 

そしてそういう存在たちが狙うのは、 「 繋がり始めたばかりの⼈たち 」で

す。

何度も⾼次の存在とコンタクトを取っているようなベテランさんたちには

正体を⾒抜かれてしまいますし、 

全く繋がる気のない⼈、スピに興味のない⼈には、存在⾃体気づいてもら

えないので何も働きかけません。

少し能⼒の開き⽅や繋がり⽅を分かってきた♪...という⼈たちが、実は最も

狙われやすいのです。
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・・・と書くと「じゃぁ、繋がりたくない」と思うかもしれませんが、

次にお伝えする「⾒分け⽅」さえきちんと分かっていれば極端に怖がる必要

は全くありません。

⽂字だけでお伝えしている分、安易に挑戦されて、間違ったところに繋がっ

ても責任が持てないため、少し怖いことも書かせていただきました。

でも、怖がるとそれこそ相⼿の思うつぼですから、この講座に書かれてある

ことをきちんと読まれて、⾼次にだけ繋がる体質にしていきましょう。

⾼次にだけ繋がる体質に⼀度なってしまえば、変なものが来ても、違和感

を感じることが出来るので、すぐに偽物と気づけるようになりますよ。

対処の仕⽅も書いていますので、しっかり読んで覚えておいて下さいね。
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②⾒分け⽅

それでは本物と偽物の⾒分け⽅です。

まずは「 体感 」です。

ぞわっとする。何だか怖い。何かおかしい... とにかくちょっとでも変だと感

じたら、 ⾃分の感覚を信じて下さい ね。

それ以外では以下の4つになります。

● ⾔葉ですらすらと降りてくる 

● 聞いてもいないのに名乗ってくる 

● 3回連続で聞き返したら黙る 

● 命令をされる。未来を教える。

それでは1つずつ⾒ていきましょう。 

  

◉ ⾔葉ですらすらと降りてくる 

天使からのメッセージは、テレパシーでやってきます。

天使のほとんどが⼈間に⽣まれたことがありませんので、⾔葉を使った経

験がありません。

もし ⾔葉が頭の中で響いたり、すらすらとあまりにも分かりやすい場合、⾁

声が聞こえる場合

これらは天使ではない と思った⽅が良いと思います。 
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※命に関わる場合などに、危険を知らせるため⾁声が聞こえる、などの例

外もあります。

練習を重ねると天使からのメッセージでも、⾔葉の「ように」感じることは

ありますが、最初からすらすらとはわからないと思っておいて下さい。

 

◉ 聞いてもいないのに名乗る

こちらから「誰ですか?」と聞いてもいないのに 「私は〇〇だ」と 名乗られ

たら、偽物 だと思ってください。

信⽤させるために、恰好も真似てきますが、姿にも惑わされないで下さい

ね。

こちらが聞いて名乗った場合は別です。

 

  

◉ 3回聞き返したら黙る 

名前を相⼿に尋ねた時、1回⽬、2回⽬まで調⼦よく返事が来たのに、3回

⽬で突然黙る場合があります。

宇宙には⼈間の階層ではない存在が、⼈間界で3回続けて嘘をつくと、この

世にいられないという法則がある そうです。 

3回⽬で黙ってしまったら偽物 と覚えておきましょう。

◉ 命令をされる・未来を教える 

天使は皆さんの応援団だ。というお話をしてきました。
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何かを質問をして天使が、「右に⾏け」「左に⾏け」と 指⺬をすることはあり

ません 。

代わりにアドバイスと応援をくれます。

天使に夢を伝えていて、明らかに違う⽅向に⾏こうとすると、⽌めてくれる

ことはあります。

でも基本は私たち⼈間の⾃由意志を尊重してくれます。

そして、もう1つ。

天使は 未来を細かく教えてくれることはありません 。

「1年後あなたの夢はかなっていますよ」

と教えられた場合、多くの⽅はその⽇から「どうせ叶うし」と、何も努⼒しな

くなってしまいます。 

  

また、その時味わうはずだった⼤きな喜びを、「叶うと知ってる」がために、

感じることが出来なくなってしまいます。

未来を知ることで安⼼感は増えますが、楽しさは半減します。

⽣きてることが楽しくなくなってしまいます。

あなたの⼈⽣の楽しみを天使は奪うようなことはしません。

天使は⼈間の成⻑を助けるのが仕事であって、「依存」させるようなことは

決してしません。

このことをしっかり覚えておいて下さいね。
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③対処の仕⽅

それでは対処の仕⽅です。

天使とは違う存在と接触してしまった場合、どうしたら良いのかと⾔う

と・・・

「 完全無視 」 

してください。 

相⼿にしないということです。

時々、「あっちに⾏け!」と強気で追っ払おうとする勇者もいらっしゃいます

が、「相⼿にされてる」と喜ばすだけなのでやめましょう。

あと むやみに怖がることも向こうはとても喜びます 。 

1∼2回繋がるくらいでは何も影響ありませんし、繋がっただけでどうこ

うされませんので、安⼼して「無視」しましょう。

その存在が持ってる能⼒を(例えば未来が⾒えるとか)、相当な量⾃分が使

わせてもらう、ということがなければ、安全だということを覚えておきましょ

う。 

  

とにかく疑ったら「 無視 」に限ります 。 

※⾃分が繋がっている相⼿が変な存在ではないかどうかの確認のお問い合わせには、

個別でお返事出来ませんのでご了承ください。

「天使の学校」レッスン中の⽣徒さんやご卒業⽣さんは気軽にお問い合わせください。
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①ノートを1冊準備しましょう

DolphinRose の「天使の学校」で⼊学する際にお願いしていること。

それは ノートを1冊準備してもらう ことです。

天使とノート

⼀⾒、何の繋がりもないようですが、このノートが天使と繋がる「鍵」となり

ます。

ノートの⼤きさ、形状、罫線など、何でも⾃由なのですが、選んでいただく際

に1つだけ条件があります。

それは「いつでも持ち歩きたくなるようなノート」を選ぶということ。

だから、分厚いノートや、⼤きなノートなどはお勧めしません。

第8章 天使と仲良くなりましょう(その1)
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天使と仲良くなりましょう(その1)

⼤変永らくお待たせいたしました。 

いよいよこの章から実践に⼊って⾏きますよ♪ 

⻑くなりますので、2回にわたってお話していきますね。 

まず実践のために準備するものから説明していきます。 

読み終えたら、ぜひ⾏動に移してみてください。



あと、開く際に押さえてないと⾃動で閉じてしまうようなものも避けた⽅が

良いでしょう。

私のお勧めは、B6サイズのリング式ノートです。 

表紙は少し固めが良いかも。

私は罫線に縛られて書くのが苦⼿なので、線ではなくドット式を使ってい

ます。

ちなみに現在のノートはこちら↓

http://image.reservestock.jp/pictures/6715_NTNjNjAzNDF

lZjY4Y.jpg

ローソンの無印コーナーに売っていたノートに、お気に⼊りのシールをベ

タベタ貼ったものです。

紙の質も気に⼊ったので、もう1冊押⼊れにストックしてあります。

書く際のテンションも重要なので、ペンにも気を遣っています。

私の場合ですが、

ゲルインクのペンで、 uni STYLE FIT 。

インクの⾊は5⾊、太さは0.38です。

何故こんなに細かくこだわるかと⾔うと、私の場合、すぐに飽きてしまうの

で、少しでもモチベーションが続くようにこだわってみています。 

  

万が⼀飽きてしまった時は、また新しいお気に⼊りのノートを探します。

でも普通は、そのノートに飽きる前に、1冊書き終わります。

新しいノートに変えたり、移っても、前のノートは必ず取っておきましょう。

それが将来の⾃分へのギフトになるんですよ。
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②ノートに記録していきましょう

ノートの準備が出来たら、早速書いていきましょう♪

書く内容は何でも良いのですが、ぜひ書いて頂きたいのは次の7つ です。

                 

● ラッキーだったこと 

● 幸せだと感じたこと 

● シンクロしたこと 

● 天使からのサインやメッセージ 

● 夢や願い 

● スピについて勉強したこと 

● ⼼に響いた⾔葉

1つずつ説明していきますね。 

  

◉ ラッキーだったこと 

どんな些細なことでも構いません。

・駐⾞場が1台だけ空いていた 

・満員電⾞に乗ったら特等席で座れた 

・タイミングがうまくいったetc.

このくらい...と思うようなことでも、拾ってどんどん書いていきましょう。

⾃⼰肯定⼒UPにも繋がります。
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◉ 幸せだと感じたこと

これも同じく⼩さなことでも構いません。

そしてこれは無理やり探す必要はありません。

天使と仲良くなってくると、「幸せだな」と思う瞬間が⾃然に増えて来ます。

幸せだなと感じた時だけ、忘れないように書き留めておきましょう。

  

◉ シンクロしたこと

素敵な偶然を書き留めます。

・あんぱんを⾷べたいなと思っていたら、お友達から差し⼊れであんぱんを

もらった。

・お友達のことを考えていたら、その⼦から電話が鳴った。

もちろん、奇跡的な⼤きなことが起きた時も書きましょう。

◉天使からのサインやメッセージ

サインについては次に詳しくお話しますが、

「これはきっと天使からのサインだ」と思ったことを書きます。

YUKO SHIMOMURA©2020 73



・困っていて助けてって思ったそのタイミングでぞろ⽬を⾒た。

・空に虹がかかって綺麗だった。

・雲が⽻根の形に⾒えた。

・空から⽻根が降って来た。 

・問いへの答えが流れて来た歌の歌詞にあった。

などです。

また、これから仲良くなっていくと、サインではなく⾔葉や感覚でメッセー

ジをもらえたりします。

その内容を忘れないように書いておきます。

「これ本当に天使かなぁ...」と思うことがあっても、

可能性が0でないのなら、とりあえず書いておきましょう。

それが天使からだった場合は、後で絶妙なタイミングで⾒せてもらえます

から...。

◉ 夢や願い

私のメルマガを読んで下さっている⽅なら、「書くことの⼤切さ」ご存知で

すよね?

夢や願いがあるなら書かないと損です。

思いついた度に書き留めておきましょう。

前に書いた内容からどんどん変わっても構いません。
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◉ スピについて勉強したこと

本で勉強したこと。 

セミナーなどを受けて勉強したこと。

など、全部ここに書いておけば、何度も復習出来ますし、あちこちに書いて

どこに⾏ったか分からなくなる⼼配もありません。

  

◉ ⼼に響く⾔葉

参考になった⾔葉や、感銘を受けた⾔葉、感動した⾔葉などなど書いてお

かないと忘れてしまいます。

⼤切にメモしておきましょう。

そしてメモをする場合は必ず「⽇付」を書いておきましょう。

⾒返すこと前提のノートなので、⽇付はとても⼤切です。

⾃分の能⼒がスキルアップしている証拠としても使えますので「⽇付」は忘

れないでくださいね。
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③⼈間は良いことは忘れてしまいます

⼈間の脳は、過去の悪い出来事は鮮明に覚えていることが出来ます。

これは本能です。

例えば⾚いキノコを⾷べてお腹を壊した場合、

それをすっかり忘れて、また⾚いキノコを⾷べたら、当然またお腹を壊して

しまいます。 

お腹を壊すだけなら良いのですが、それが強烈な毒キノコだった場合、死

んでしまうこともあり得ます。

だから嫌な出来事は、⽣きながらえるためにははっきりと覚えておかない

といけないのです。

でも、この防御機能を、ほとんどの⼈は別のことに使ってしまっています。

それは、過去の嫌な体験を何度も思い出して疑似体験するという⾏為で

す。

⾃分としては思い出しているだけのつもりでも、潜在意識的には何度もリ

アルに体験していることになりますので、

そういう「癖」がある⼈は、過去の嫌な体験を思い出し、追体験していると気

づいたらその場で⽌めるようにしましょう。

昔の私がまさにそうだったのですが、⻑年染み付いた癖はそうそう簡単

には取ることが出来ません。

タバコや、お酒のように、中毒性があるからです。

最初は「あ、また過去を思い出している」と分かって⽌めようとしても、途中

で辞められずに最後まで体験したい...という感情があることに気づくと思

います。

YUKO SHIMOMURA©2020 76



もし⽌まらなかったら、「今度の休み何しようかなぁ」と未来の良いことを考

えるようにしてみましょう。

そうすることで、波動が下がるのを防ぐことが出来ます。

波動が下がる = 天使との距離が遠くなる 

と覚えておきましょう。

あ...すっかり話がそれてしまいました。

何をお伝えしたかったのかというと

嫌なことは、何もしなくても本能で覚えていられますが、

良かったことって、すぐに忘れてしまうものです。

それがどんなに奇跡的な出来事だったとしてもです。

その時はもちろん嬉しいですし、興奮もします。

でも数⽇経つと、「あれはたまたまだよ」とか、「そんなことあったっけ?」と

か、平気で忘れてしまいます。

これは脳の仕組み上仕⽅がないことなのです。

そこで、⾃分で覚えておく代わりに、 ノートに覚えさせて おいて欲しいので

す。
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そして、何度でもノートを⾒直して、良かったことをどんどん 追体験して 欲

しいのです。

そうすることで⾃分の波動が⾼くそして安定してきて、結果天使とも繋がり

やすくなってきます。

天使と繋がりやすくなるということは、天使からもアプローチしやすくなる

ということです。

絶妙なタイミングでのシンクロや奇跡が増えてきます。

そして、⾃信はないけど、ひょっとしてこれって、天使からのメッセージか

な?とメモしておいたものを、「ここ!」というタイミングでノートを⾒ること

になり、「あぁ、やっぱりメッセージだったんだ♪」と気づくことが出来たり

するのです。

ノートを⾒返すタイミングは、天使が⾒せたいタイミングで強引に⾒せて

きたりします。 

私も、今でも数年前に書いたノートをふと天使に⾒させられることがありま

す。

そしてその度に新たな発⾒や気付きがあったり、数年ぶりにノートを⾒さ

せられた意味を、理解出来たりします。

落ち込んだ時、悩んだ時、ノートを開いてみてください。

⼀⼈じゃないんだ...と思えるし、そういえばこんな素敵な体験をしていた

な、と思い出すことが出来ます。

そして、

ノートを広げて⾒ている後ろには、必ず、

愛の塊の天使が優しく⾒守っていてくれていることを

忘れないでくださいね。
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①天使を意識してみましょう

天使と仲良くなるためにまず最初にすることは

「 天使を意識すること 」

...と⾔っても、1⽇中天使を意識していると地に⾜がつかず、ふわふわして

しまいます。

現実世界での⼈⽣を楽しむために天使が応援してくれるのだ...というこ

とを忘れないでおいてくださいね。

ではどういう時に天使を意識したら良いでしょうか? 

第9章 天使と仲良くなりましょう(その2)
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天使と仲良くなりましょう(その2)

天使と繋がりやすくするためにも、ノートに書き込む習慣をつけましょう。

ということをお伝えしましたが、

この章では直接天使に働きかける⽅法をお伝えしたいと思います。

すぐに取り掛かれるものがほとんどなので、ぜひ読み終わった後、早速実践

してみてくださいね。



それは「 ⾃分の感情が動いた時 」です。

「楽しいな」「嬉しいな」「幸せだな」

というポジティブな感情が湧いて来た時。

逆に

「悲しいな」「⾟いな」「苦しいな」

というネガティブな感情が湧いて来た時。

天使に⼼の中で⼼境を話しかけてみて下さい。

天使からのメッセージを受け取るには練習と経験がいりますが、

天使に何かを伝えたい時には、 天使を意識して⼼の中で話しかければ、

「100%」伝わっています ので安⼼してください。

伝えるお相⼿の天使ですが、

守護天使でも⼤天使でも、お好きな天使で構いません。

その時呼び出したい天使を呼び出すようにしましょう。

余談ですが... 

  

 天使の存在を知り、学び始めた頃

もし⾃分が天使と繋がって話すことが出来たなら、あんな⾟いことがあっ

た時、こんなに苦しかった時、どうしてあなたは助けてくれなかったの?

と、⽂句を⾔ってやろうと思っていました。
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でも実際に初めて繋がった時、

こんなそばで24時間⾒守ってくれている存在がいるのに、それに気づき

もせず、ふてくされて、⾃分で⾃分を痛めつけて...

そんな私に⼿を出すことも出来ずに、どんな想いで⾒守っていてくれてい

たのだろうかと考えたら

逆に天使への感謝の気持ちしか湧いてきませんでした。

その瞬間・・・

後ろから天使の⼤きな翼で包まれたように感じて、安⼼感、幸福感に満たさ

れて、わんわん泣いたのを覚えています。

そして数年が経ち、今では⼤天使...特にミカエルと繋がることが多くなって

きました。

前は、ミカエルの⾔うことがおおざっぱ過ぎてよく理解出来なかったりした

のですが、

徐々に⾔いたいことが分かるようになり、ミカエルを信頼することが増え

て来ました。

そして、それと同時に、今は宇宙の流れを感じたり、宇宙に委ねたりするよ

うになってきました。

宇宙はまだまだ意味不明なことも多いのですが、 

こうやって少しずつステージが上がって⾏くものなのかもしれませんね。

その宇宙に委ねることも慣れてきたら、最後は「 ⾃分 」に辿り着くのだ 

...と私は思っています。
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⾃分の魂と繋がるための⼯程に

天使がいてくれて、

その次に宇宙と繋がって、

最後に⾃分と繋がる...

簡単に説明するとこんな感じです。

⾃分に辿り着いた時、きっとそこで⾒える景⾊は、今よりも、もっともっと素

敵なんだろうなと思います。

あ...話が⼤きくずれてしまいましたね。

まずは、1⽇何度か、感情が動いた時に、天使に話しかけてみてくださいね。

返事を期待せず、愚痴でも、⾃慢でも良いので、話しかけてみてください。
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②サインを受け取りましょう

毎⽇、意識して話しかけていると、天使は返事をくれるようになります。

...と⾔っても最初は「 サイン 」でくれることが多いです。 

サインとは具体的には

● エンジェルナンバー 

● 虹、雲などの⾃然現象 

● ⾳楽の歌詞やつり⾰広告など 

● ⼈の⼝を使う

● ⽻根を⾒る 

● シンクロやタイミング

などがあります。 

まだまだありますが、主なものはこの6つだと思ってください。 

それでは1つ1つ⾒て⾏きましょう。

◉ エンジェルナンバー 

天使と⾔えばドリーン・バーチューさんが有名ですが、彼⼥が出版している

本で「エンジェルナンバー」という本があります。

主に3桁のぞろ⽬を指しますが、それぞれに天使からのメッセージの意味

があるそうです。

YUKO SHIMOMURA©2020 83



ただ、ここで注意して頂きたいのですが、この本に載っている意味はあくま

で「⽬安」だと思ってください。

右も左もわからない場合でも、天使を感じ取れるよう、ナンバーの1つ1

つに意味を持たせてくれていますが、

ずっとこの意味に頼るのは避けて下さいね。

天使にではなく、数字の意味にこだわるようになってしまいます。

簡単に意味を書いておきますね。

111 

最近は、⾞のナンバーなど意図的にぞろ⽬にする⼈も増えてきましたよね。

でも、絶妙なタイミングでそれを⾒た時、それはやっぱり天使のサインで

す。

私の場合、あまり深い意味は考えずに、ぞろ⽬を⾒たら天使のことを思い出

し、

「そばにいるよ」と教えてくれているのだと解釈して 

「いつもありがとう」 とお礼を⾔うようにしています。
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333 444

555 666

777 888

999 000

スタート 育てる時期

アセンデッドマスター 天使の祝福

変化 バランス

期待 豊かさ

完了 神、元に戻る



◉ 虹、雲などの⾃然現象

虹は天使のサインとしてはとても有名で、何か伝えたいことがあるときに⾒

せてくれるようです。

空にかかる虹だけでなく、部屋に虹⾊の光が差すこともあります。

虹を⾒た時には、ぜひ天使のことを思い出して下さいね。

虹はサインの中でも、いつもより、スペシャルなギフトです。

天使の形や、⽻根の形に⾒える雲。

何かの形をしていなくても神秘的な雲。

これも天使からのサインです。

何かのメッセージを受け取る...というよりは、その時感じている感動を⼤切

に味わうようにしましょう。

  

◉ ⾳楽の歌詞やつり⾰広告など

天使に何かを問いかけた時、

流れている⾳楽の歌詞や、ふと⾒たつり⾰広告に

答えとなるキーワードが⾶び込んでくることがあります。

絶妙なタイミングで答えをもらった時は、疑わずに素直に天使からのメッ

セージだと受け⼊れましょう。
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◉ ⼈の⼝を使う

私の体験談でも登場したこの

「⼈の⼝を使う」

注意してみていると結構多いんです。

ただ、気を付けて欲しいのは、⼈の⼝を使うのは天使だけではないというこ

とです。

守護霊さんの時もあるし、もっと⾔うと低次な存在の時もあります。

⾔わされている本⼈は、次の⽇くらいには⾔った内容を忘れていること

が多いです。 

⾔わせているのが、⾼次なのか低次なのか、⾒分けるのは少し難しいかも

しれません。

でも天使からの場合、その⾔葉によって

勇気が出たり

すぐに決断出来たり

元気が湧いて来たりします。

逆に低次な存在が⾔わせている場合は、それによって

諦めたり、

落ち込んだり、

孤独感を感じたりしますので、⽬安にしてみてください。
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◉ ⽻根を⾒る

天使を⼤好きな⼈が最も憧れるサインですね。

随分前に宮崎の⾼千穂の天安河原(あまのやすがわら)というところで、⼤

きな⽩い⽻根が⽬の前に降って来たことがありました。

その時「進め」というメッセージをもらい、

「はーい」と軽く返事しておいたのですが、

その3か⽉後、⾃分の意思とは裏腹に会社を辞めて、スピのお仕事で独⽴

することになりました。

その時初めて「進め」の意味が分かりました。

この⽻根ですが、出どころが何だったとしても「はっ」と天使を思い出した

ら、天使からのサインだと思ってください。 

⽻根の出どころが例えそばにある⽻⽑布団や、さっき着ていたダウンだっ

たとしても「はっ」としたら天使からのサインです。

何もないところから突然降ってきた⽅が、確かにテンションが上がりますよ

ね。

でも天使が何もないところから⽻根を降らせるというのは、こちらが考えて

いるよりもずっとずっと⼤変な作業なのです。
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波動が2つも下の層にモノを出現させる...

私たち⼈間の場合で例えると、「⽯になれ」と⾔われているのと同じく

らいのことをしてくれています。

じっとして動かない...というところまでは出来るかもしれませんが、

流れる⾎液や、絶えず動いている⼼臓を⾃分の意志で⽌めることは出来ま

せんよね。

この3次元にモノを出現させるためには、天使はそれくらい⼤変なことをし

てくれているのだと知っておきましょう。

だから、ダウンから出た⽻根でも、決して⼿抜きだと思わないでください

ね。

  

◉ シンクロやタイミング

サインの最後は、シンクロとタイミングです。

何かを進めようとした時に、何もかもとんとん拍⼦にことが進むことってあ

りませんか?

これは天使からの「進めの合図」です。

逆に、何かをしようとした時に、何かと邪魔が⼊って、どうしてもそれ

が進まない。 

これも天使からのサインだったりします。

でもこの場合は、天使からのサインだけとは限らないので注意が必要です。

進むことを邪魔している犯⼈が、⾃分だったり、低次の存在だったりするこ

とがあるからです。
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⾒分け⽅が難しいので、昔は何度も強引に進んで失敗したりしていました。

今は経験を積んで⾝体で覚えてきた感じです。

1つ⾔えるのは、低次な存在が邪魔している場合、何度か抗ってみると、最

後にはちゃんと前に進むことが出来ます。

低次な存在の最後の悪あがきという感じで、 必ず最後に天使が勝つ から

です。

だから、誰か分からないけど、邪魔されている...と思った時は

2-3回抗ってみましょう。

天使や⾼次な存在が⽌めている場合は、てこでも動かない、かなり強⼒な

⽌め⽅になります。

そしてそれは何度か抗ってみて初めて分かります。

それらを確かめるためにもすぐに諦めない癖をつけてみてください。

・・・ということでサインについては以上ですが、これ以外にも天使からのサ

インは沢⼭あります。

ひょっとしてこれも...と思ったら、忘れないうちにノートに⽇付と共にメモ

しておきましょう。
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③メッセージを感じてみましょう

天使と仲良くなると、最終的には天使とお話が出来るようになります。

正確には天使はテレパシーでコミュニケーションをしますので、「意思疎通

が出来るようになる」ですね。

これを読んで下さっている⽅たちも、ここを⽬指されていることと思いま

す。

最初のうちは、その⽇の調⼦によって、返事がもらえるときと、もらえないと

きがあると思っておきましょう。

これは天使の機嫌の問題ではなく、⾃分の波動の調⼦の問題です。

前もって⼟台作りをしっかりしていると、こういう「ムラ」はなくなってくる

ので、ぜひ並⾏して⼟台作りの⽅もしていただきたいのですが、

⼟台作りに関しては、無料メルマガ「 ゆぅの DolphinRose通 信 」にて週2

回お伝えしています。

「 ∼ペットから天使まで∼ゆぅの DolphinRose通 信 」

https://www.reservestock.jp/subscribe/29265

途中から登録された⽅も、ぜひバックナンバーライブラリを覗かれててみ

てくださいね。

「 ゆぅの DolphinRose通 信ライブラリ 」 

https://dolphin-rose.com/コラム/
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天使からのメッセージの感じ⽅に話を戻しますね。

天使からのメッセージを受け取る際、最初は、サインをもらった時に感じて

みる...というのがお勧めです。

例えば⽻根が降って来た時...

⼼の中で「天使さんメッセージをください」とお願いしてみてください。

そして返事を待つというよりは 感 じてみます。 

暖かい感じ、包まれている感じ、優しい感じ、安⼼感、幸福感... 

そんなほわんとした感じがしたら成功です。 

最初は「何となくそうかなぁ...」でOKです。

ここでやってはいけないのが、「⾃分の思い込みかも」と否定することです。

⾃分の感覚を信じてみましょう。

この時、ちょっとでも違和感、嫌な感じ、変な感じを感じたら、⽌めて下さい

ね。

この辺りは7章に詳しく書いてありましたね。 

忘れてしまった場合は、ぜひもう⼀度⾒直しておきましょう。

メッセージをもらおうとするとき、最初はどこに⼒を⼊れて良いのか、分か

らないと思います。 

最初はどこかに⼒が⼊っても、そのままそれに任せて下さい。

無理に⼒を抜こうとしなくて⼤丈夫です。

そのうち⾝体が覚えてくれます。

「⾔葉で来る」「体感で来る」と決めつけないようにしましょう。
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また、返事が来る瞬間をしっかりと⾒届けたくなりますが、

私の体験談でもお分かりの通り最初は

めちゃめちゃ油断している時

頭が空っぽの時

にメッセージを受け取ることが多いものです。

具体的には、

着替えている時、茶碗を洗っている時、お⾵呂で髪を洗っている時、洗濯物

を⼲している時etc.

要は淡々と作業して何も考えていない時ですね。

恐らくこの時に私達は知らず知らずのうちに瞑想状態になっているのだ

と思います。

問いかけた質問に、数⽇遅れてとか、ひどい時には数か⽉遅れてお返事が

来ることがあります。

何か質問をしたら、 気⻑に待ちましょう 。 

最初は質問したということを忘れているくらいが、ちょうどよいかもしれま

せん。

基本、天使には何を⾔っても⼤丈夫なので、愚痴でも何でも、とりあえず話

しかけるところから始めてみて下さいね。
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①お願いをしてみましょう

天使はドラえもんのように、何でもお願いしたら叶えてくれるわけでは

ありません。

...というお話をさせていただきました。

でもだからと⾔って、お願いしてはいけないというわけではありません。

叶う、叶わないは、天使さん任せということで、願う分には⾃由です。

⼩さいことでは 

「電⾞に間に合わせて欲しい」 

「駐⾞場を空けておいて欲しい」 

「⾬に濡れないようにして欲しい」etc.

第10章 天使ともっと仲良くなるために

YUKO SHIMOMURA©2020 93

天使ともっと仲良くなるために

この章ではもっともっと天使と仲良くなるために、⽇々どう過ごせば良

いのかについて、お話させていただきます。



⼤きいことでは

「良いところに転職出来ますように」 

「庭付き⼀⼾建ての家に住めますように」 

「年収〇〇万円」「海外旅⾏に⾏きたい」etc.

などなど...

上⼿なお願いの仕⽅としては、下記の2つの⼿順を守ると叶いやすいので、

覚えておいて下さいね。

● 導いてくれるよう⾃分軸でお願いする 

● ⼿段ではなくゴールをお願いする

それでは1つ1つ説明していきますね。

  

◉ 導いてくれるようお願いする

天使に上⼿にお願いするためには 

お願いごとの語尾を「〇〇をお願いします」 と天使任せにしないで 

「〇〇出来るよう導いてください」 にしましょう。

 

天使に「やってもらう」のではなく、あくまで⾃分を軸 として、天使には「 導

き 」をお願いします。

天使は導くのがとても得意です。

⽇頃から導きたくてうずうずしています。
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だから導きをお願いすると、俄然張り切って段取りを組んでくれるんです

よ。

願いを叶えるのは「天使」ではなく、「⾃分」

だと意識しておきましょう。

  

◉ ⼿段ではなくゴールをお願いする

⾃分の叶えたい願いの 最終ゴールを、いつも意識する ようにしましょう。

例えば...

おうちを建てたい

    ↓ 

そのためには5000万円必要

    ↓

今、貯⾦はない

    ↓

宝くじを当てるしかない

結果...

「宝くじが当たりますように」と願う⼈がいます。

この願いの場合、ゴールは「おうちを建てる」ですよね。

「宝くじを当てる」は⼿段の1つです。
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「おうちを建てる」ということを願っていれば、

明⽇道端で5000万円拾うかもしれないし、

通りすがりの⼈から5000万円相続するかもしれないし、

誰かが家をくれるかもしれません。

でも宝くじに限定してしまうことで、「それ以外の⽅法の場合はいりません」

と⾔っていることになってしまいます。

すごくもったいないですよね。

本当はもっと⾔うと、

どういう⾵に過ごして、どういう気持ちを味わいたいから、おうちを建てた

いのか...

という究極のゴールを探ってみると、もっともっと叶いやすくなります。
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②意識を⾼く持ちましょう

天使と繋がりやすくするために、⽇ごろから⼼がけて頂きたいことは「 意識を

⾼く持つこと 」です。 

天使は常に上の⽅にいる...と思うようにしてみてください。 

上というのは、天井の⽅という意味ではありません。 

「⾼次」という感覚です。

天使はすぐそばで⾒守ってくれていますが、物理的にそばにいるわけではあ

りません。

出来るだけ「上」を意識していることで、変なものと繋がることを防ぐことも出

来ますし、天使とも繋がりやすくなります。

うまくイメージできないという⽅は、「⾼次、⾼次...」と思うだけでも良いと思い

ます。

天使からメッセージをもらう時、 ハイハート と呼ばれる部分で受け取ります。

頭の中で声が響くわけではありません。

どちらかと⾔うと

「浮かんでくる」

「湧いてくる」

「降ってくる」

という感覚です。

場所は、ハートチャクラと、のどのチャクラのちょうど真ん中辺りです。

私の場合、そこから前に30cmくらい出たところに感じます。

これには個⼈差がありますので、繰り返し意識してみてご⾃分のしっくりくる

位置を覚えると良いでしょう。

この「 ハイハート 」の位置も意識するようにしてみてください。
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③⾃⼰肯定を⼼がけましょう

スピリチュアルの能⼒を開発するのに⼀番⼤切なこと。

それは「 ⾃⼰肯定 」です。

⾃⼰肯定とは、簡単に⾔うと、⾃分のことを丸っと全部認めるということで

す。

⾃分に厳しくしたり、⾃分の失敗を必要以上に責めたり、⾃分をけなした

り、⾃分にダメ出ししたり...

など、している間は⾃⼰肯定は低いままです。

この⾃⼰肯定がちゃんと出来ていれば、どんなスピのテクニックを習って

も、その場ですんなり出来てしまう...

それくらい無敵なアイテムです。

...と⾔っても「⾃⼰肯定100%完璧」という⽅には、今までお⽬にかかった

ことはありません。

それくらい難しいことなんですね。

でも、⾃⼰肯定を強化していくことは可能です。

1⽇2⽇で強くすることは出来ませんが、地道な努⼒を重ねることで、⾃⼰

肯定が強くなります。

そうすると結果、天使たちともっと仲良くなることが出来ます。

特に天使からのメッセージを、⾔葉や⽂章として受け取りたい時。

その場合、チャネリングという能⼒を使うのですが、そのためには⾃⼰肯定

がとても⼤切になってきます。
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⾃⼰肯定を強くする⽅法は⾊々ありますが、その中でとても簡単な⽅法を

お教えしますね。

それは、「 どんな⾃分にもOKを出す 」です。 

失敗してしまった⾃分、怠けてしまった⾃分、頑張った⾃分 

どれにも「OK」を出します。

失敗してしまった⾃分にOKを出してみたけれど、やっぱり⾃分を許せな

い...

そんな⾃分を許せない⾃分にもOKを出します。

とにかく最後はOKで終わらせるようにしましょう。

そして、出来るようになってきたら、⾃分にだけでなく、

他の⼈にも、起こる出来事にも、お⾦が出て⾏くことにも、⼊って来ることに

も...

全てにOKを出してみましょう。 

感覚としては「ま、仕⽅ないか」という感じのエネルギーです。 

するとどんどん⾃⼰肯定が強くなっていくことが出来ます。

チャネリングが出来るようになるには、右脳の使い⽅も覚えていただきた

いのですが、右脳についても、 「 ゆぅの DolphinRose通 信 」 の⽅で沢⼭登

場しますので、ぜひそちらで読まれて下さいね。

http://www.reservestock.jp/subscribe/29265

右脳全開の仕⽅についても、そのうち整理してまとめたものをお届け出来

たら、と思っています。

時間がかかるかもしれないので、期待せずにお待ちください。
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④⽇常の出来事をよく⾒てみましょう

天使を意識し始めると、天使が今まで以上に沢⼭働きかけてくれるように

なります。

そして、そのサインやメッセージに気づきやすくなってきます。

⼀⾒悪いように⾒えることも、天使が意図して起こしてくれていることも

あります。

ゴールに辿り着くために、必要な通り道の時もあります。

私は最初、アニマルコミュニケーターになることだけを⽬指していました。

でも出来るようにならなくて、いつの間にかその流れでスピリチュアルを

学び、そしてスピリチュアルでお仕事を始めるまでになりました。

その頃の私は、そのことを喜ぶよりも、アニマルコミュニケーションにスピ

の勉強が必要と知って、この世界を学び始めたはずなのに

まるで、⽬の前にニンジン(この場合はアニマルコミュニケーション)をぶ

らさげられて、スピの⽅にばかり⾛っているようで騙された...

と、天使に悪態づいたこともありました。
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でも、今はアニマルコミュニケーションの講座を開くことが出来るまでに

なり、教える際にスピで詳しく学んだことが、とても役に⽴っていて、逆に

しっかりスピを学んでいなかったら今頃どうなっていたかと思うとゾッと

します。

全部が必要なことだったし、遠回りをさせられていると思っていたけれど

も(アニマルコミュニケーションでお仕事するまでに10年かかったので)

本当は最短ルートだったのではないだろうか?と最近感じています。

動物ともっと仲良くなる為の 

アニマルコミュニケーション無料 E-book はこちら↓

https://dolphin-rose.com/wp-

content/uploads/2021/01/acebook.pdf

天使のナビ(導き)は、想像以上に素晴らしいし、完璧なのです。

何かの出来事に秘められたメッセージが分からないとき、その時に無理

に分かろうとする必要はありません。

ベストなタイミングで、ちゃんと意味を⾒せてくれるように出来ています。

例えば...

やたらと最近「555」を⾒る。 

という時...
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元々「555」は変化が起こることを前もってお知らせすることが多いの

で、何が変化するのかと、ものすごく気にされる⽅がいらっしゃいますが、

その時ピンとくるものがなければ、その段階で知る必要はありません。

ただ、ノートに「555を沢⼭⾒た」と書いておきましょう。

そして、いつかベストなタイミングで、理由が分かる⽇を楽しみにしながら

過ごしましょう。

メッセージや意味に囚われ過ぎると、⼤切なことやチャンスを⾒落として

しまうかもしれません。

何か、天使が動いてくれている。

段取りを作ってくれている。(もちろん良い⽅向に)

だからその時を楽しみにしていてね。

というメッセージだと思うと良いでしょう。

天使からのサプライズプレゼントを待つ感じです。

余談ですが...

天使からのサインは、私の経験上、サインを⾒てからコトが起こるまでかな

りの「 時差 」があります。 

例えば前に書いた、⾼千穂での⽻根が降って来た時の「進め」のメッセー

ジ。

これもサインを⾒てから、3か⽉の時差がありました。

同じエンジェルナンバーを何回も⾒て、絶対メッセージだ!と感じて も、

その後3か⽉から半年くらい後のことを指していると思った⽅が良 いか

もしれません。

結局は「忘れた頃」に起こることが多いですね。
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①仲良くなるコツ

ここまで読んで下さった皆さんは、⽇常で天使を意識してみる...など、

天使に対して何かしら働きかけを始めて下さっていることと思います。

もし、「まだだよ」という⽅がいましたら、1⽇でも早く始めてみてください

ね。

でないと本当にもったいないです。

最後に天使と仲良くなる究極のコツをご紹介させていただきます。

天使と仲良くなるコツは2つ

● 焦らない 

● 「仲良くなること」を⽬標にする

第11章 仲良くなるコツと「天使の学校」
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ここまで⻑い⻑い⽂章を読破して下さって、皆さんには本当に感謝の気持

ちでいっぱいです。

最後の章は、最初に 【 天使と仲良くなるためのコツ 】 をご紹介して、 

後半は DolphinRose のメニュー「天使の学校」について、少し説明させて

いただきますね。

どうぞ最後までお読みになられて下さい。

仲良くなるコツと「天使の学校」
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それでは1つずつご説明させていただきます。

◉ 焦らない 

早く天使と仲良くなりたいお気持ちは、とても良く分かります。

でも仲良くなるためには、⼼の底から天使の存在を信じることが⼤切です。

「信じよう」

「信じたい」

ではなく 

潜在意識からどっぷり「絶対いる」と確信することが必要です。 

そしてそれは、1⽇2⽇で出来るものではありません。

でも仲良くなる過程で、シンクロや奇跡やラッキーなことがどんどん起きる

ようになってきますので、途中を楽しみながら確信を作って⾏くことが出来

ます。

ぜひ焦らず、じっくり過程も楽しみながら、天使と仲良くなって下さいね。
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◉ 「仲良くなること」を⽬標にする

みんな最初は、

「天使と仲良くなりたい」

というところからスタートしているはずなのですが、

いつの間にか、

「会話をすること」

「容姿を⾒ること」

「奇跡体験をすること」

が、「⽬標」になってきてしまいます。

これは、私も含めて全員が通る道だと思います。

会話がもっと出来たらもっと仲良くなれる

容姿が⾒られたらもっと仲良くなれる

そう思っているからこそなのですが、

前回の願いのところでお話したことと被りますが、

ゴールは「天使と仲良くなること」

そしてその⼿段は本当は沢⼭あるのです。

宝くじが当たりますように...

と⼀緒で、

会話が出来ますように...、容姿が⾒られますように...、存在を体感出来

ますように...

と、⼿段を絞らないようにしましょう。

まずは「信じましょう」
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会話が出来たら仲良くなれる

奇跡が起きたら仲良くなれる

ではなく、

⽬標(ゴール)を

「天使と仲良くなりたい」

でぶれずにいる ことで 会話が出来なくても、奇跡が起きなくても、仲良くな

れる⽅法に出会えると思います。

そして、仲良くなれたら、逆に会話も出来るし、奇跡も起こります。

外国⼈とジェスチャーだけで仲良くなれる⼈、テレビでもよく⾒かけますよ

ね?

⾒えない相⼿だけれども、天使に⼼を開きましょう。

そして親近感を持ちましょう。

その気持ちに対して、天使は嬉しくて必ず何か返してくれますよ。

ぜひぜひ、皆さんも天使と仲良くなって⾏かれて下さいね。

そして素敵なエンジェルライフをお送りください。

⻑い間、私の拙い⽂章を読んで下さって、本当にありがとうございました。

これらを読まれて、⼀⼈でも多くの⽅が

「天使と仲良くなりたいな」

と思っていただけたらとても嬉しいです。

そしてここから先は、「天使の学校」についての説明になります。

天使の学校についてご興味がある⽅は、ぜひ最後まで読まれてみて下さい

ね。



②天使の学校

HPで も⼀応ご紹介しているのですが、あまり今まで表⽴って「天使の

学校」を前⾯に押し出していませんでした。

天使の学校にご縁がある⽅を、⼤天使が連れてきてくれるので、詳しい

説明は必要ないかなと思っていたんです。

結構全⼒でレッスンしますので、⼀度に⼤量にこなせない...というのも

あります。

でも、数年前から徐々にアセンション(次元上昇)の波が押し寄せていて、

エネルギーのアップダウンも激しくなってきました。

このエネルギーを海に例えるなら、船酔いする⼈が続出...という感じで、

知らない間にエネルギーの荒波に揉まれてヘロヘロになっている⽅たち

が、周りに増えてきたように思います。

何を信じて良いのか?どうして⾏ったら良いのか?

分からずにさまよっている⽅や

孤独を感じたり、⾃分に嫌気がさしてうんざりしていたり、

どうして良いか分からず、セミナージプシー(セミナーを⽚っ端から受けま

くる状態)になってみたり...
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天使の存在を知り、天使と仲良くなることで

これらのダメージを受けずに済み、起きる出来事を素直に抗わずに受け

⼊れられて

そして安⼼感、幸福感を感じながら毎⽇を送ることが出来るようになりま

す。

誰かに天使からのメッセージを伝えてもらったり、

何か問題が起きた時に、繋がることが出来る⽅の元を訪ねて⾏ったり、

...というようなことをするよりも、

「⾃分で天使と繋がることが出来る⼈」が沢⼭増えていけばどんなに素敵だ

ろうか?

と思うようになりました。

私の「天使の学校」の講座を受けていただいて、⼈にもセッションや施術をし

てあげられるセラピストさんになられる⽅も多いのですが、

今はもっとその先の、

「⾃分で天使と繋がることが出来る⼈」を育てる⼈がもっともっと増えて欲し

い...

天使との素敵な⽣活をみんなに伝えられる⼈が増えて欲しい...

と思っています。

そのために、今、「天使の学校」の内容を全て教えることが出来るようになり、

もちろんオリジナルのコースなども作れるようになる

天使の学校ご卒業⽣さま向けの「天使の学校ティーチャーコース」も出来ま

した。 



話が少し逸れてしまいましたが、【天使の学校】の内容についてお話します

ね。

天使の学校は2012年から開講させていただいていますが、

2018年5⽉5⽇より内容をよりパワーアップさせて、リニューアルいたし

ました。

「天使の学校」の⼤きな⽬的は3つ

● 天使と仲良くなり絆を深める 

● スピリチュアル能⼒のスキルアップ 

● 豊かで幸せな⽇常⽣活を送る

そして、そのためにレッスンして開いていくスピリチュアル能⼒は、次の4つ

になります。 

最初におつけする4つのエネルギーや、スピリチュアル能⼒を開くための

11種類の内容

毎回90分のレッスンの中の時間割など

⾒るだけでも楽しい「天使の学校」⼊学案内ページを作りましたので、

詳細は次のページでご確認くださいね。
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●チャネリング ●リーディング

●ヒーリング ●リンク(共感)



⼊学案内ページ はこちら ↓↓ 

http://dolphinrose.net/tengaku

※より詳しいご説明を聞きたい⽅のために、「30分無料説明」もご準備しております。

天使の学校30分無料説明お申込み はこちら ↓↓

https://resast.jp/page/reserve_form_week/6715?

course=22258

※本教材、および収録されているコンテンツは、著作権、知的

財産権によって保護されております。

教材に含まれているコンテンツを、その⼀部でも、書⾯による

許可(ライセンス)なく複製、 改変するなどして、またあらゆる

データ蓄積⼿段により複製し、オークションやインターネット

上だけでなく、転売、転載、配布等、いかなる⼿段においても、

⼀般に提供することを禁⽌します。

⼊学のご案内
天使の学校
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