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みなさま、こんにちは! 

ユニ子です! 

今日のテキストでは、 
今後のサポートを行う上でも 
超重要事項をたくさん載せています! 

一言一句読みとばさないように、 
丁寧に読んでくださいね! 

これからの1ヶ月間で、 

バストアップのための体質改善を 
習慣にしていくために、 

・毎日の簡単なテキストの熟読 
・細グラマラス日記 

に皆様には取り組んでいただきます! 



ということで今日のテキストでは 
「細グラマラス日記」について 
お話していきます! 

本当に重要なので、 
ゆっくり読んでください! 

今日からあなたには、 
細グラマラス日記で、 
食べたものを記録してもらいます! 

これは、どれくらいの量を食べているのか 
どんなものを食べているのかを可視化したり、 
テキストの内容を身につける為に本当に効果的です! 



日記を書くことで、 

「こんなもの食べてたんだ!」 
「これが食べられていなかった!」 

というように、 

どこを改善していくべきかもわかり、 
意識して、 
食事を変えていくことができます! 

次のページから日記の書き方と、 
日記のテンプレートをお伝えするので 
こちらの通りにLINEに送ってください😊  



細グラマラス⽇記の書き⽅ 

●月●日 day◎ ←今日の日にちと、講座の日数 

【食事時間/内容】 
朝:●時 ご飯、味噌汁... 
昼:●時 
夜:●時 

【間食】 

【水の量】 

【排便】○/× 

【今日の良かったこと】 

【今日をやり直すなら？】 

【細グラマラスワーク】 

＋食事の写真



↑ 
こちらはLINEにもテンプレートを 
のせているので 
LINEのものをコピーして毎日夜に送ってください😊  

それではここからは 
日記の各項目の具体的な書き方を 
ご説明させていただきます！ 

①【食事時間/内容】 
だいたいの食べた時間と、食事の内容を 
記録してください! 

基本的には写真で撮ってもらうので、 
食事内容は、ざっとでオッケーです! 
写真を撮れなかったときは、詳しく書いてください。 



②【間食】 
最終的にはここを空欄にできたら最高です! 
お菓子を食べたら、正直に書くことが大切です! 
全て受け止めるので嘘はつかないでくださいね😢 !! 

③【水分の量】 
だいたいでいいので、○Lと記入して下さい! 
お水は、バストアップには超重要です! 

ここには、カフェラテやコーヒー、 
ジュースではなく、 
ノンカフェインのお茶またはお水の量だけを 
書いてください! 

*お水の量はペットボトルや水筒に入れて飲めば、 
何リットル飲んだかわかりやすいです! 
ジュースなどは間食に書いてくださいね💡  



④【排便】 
うんちが出たかどうかを 
○か×で書いてください!! 

さらに、「快便!」とか 
「出たけどお腹が張ってる!」 
とか状態を書いてもらえると 
さらにわかりやすいです! 

⑤【今日よかったこと】 
今日1日を振り返って、 
「私、ここ頑張った!意識できた!」という 
褒めポイントを書き出してください! 

この講座を通して、 

あなたには、 
できることを沢山増やして欲しい! 
自分に自信を持てるようになって欲しい! 



と思っています。 

となると、重要なのは... 
「努力してる自分を褒めてあげること!」です！ 

バストアップしていく 
過程も大切にしましょう! 

また、この欄には 
「今日、こんないい事があった!」 
「こんなことができた!」といった 
日常生活での褒めイントがあれば、 
それもぜひ書いてください!! 

仕事、勉強、育児、家事、掃除、人間関係... 
どんなことでもokです!! 

毎日の褒めポイントを 
探していきましょうね!! 



⑥【今日をやり直すなら？】 
逆に、1日を振り返って、 
「もっとこうすればよかった!」 
「ここが反省!次気をつけたい!」 
という部分もあげてみましょう! 

失敗も、次に活かせば、 
それは失敗ではなく経験です。 

成功のためのヒントなので、 
ここに書くことは 
恥ずかしいことでもなんでもありません😊  

ぜひ自分と向き合って 
書いてみてくださいね！ 



⑦【細グラマラスワーク】 

毎回のテキストの一番最後に、必ず、 
「今日はこれをやってみよう!」 
という意識してほしいポイントや、 
ミッションをお伝えします♪ 

その日のテキストの内容を理解できてるか、 
実践できてるかなどを見ます! 

知識は、知ってるだけでは意味がないので、 
テキストの内容をしっかり実践して欲しくて 
この欄を作っています! 

毎日丁寧にやっていきましょうね! 

⑧+【食事の写真】 

細グラマラス日記プラス、食事の写真も 
送ってもらいます!! 



メモだけでは、どうしても 
食事の量や、食材を把握することは難しいので、 
写真も撮って、送ってください。 

それではここからは、 
日記についてよくいただくご質問に 
お答えしていきます! 



よくいただくご質問 

Q,家族や友達にバストアップをしてるのが 
バレたくなくて、写真は撮りたくありません。 

A,スマホが使えないところなど、 
どうしても難しい時は、 
できるだけメモで詳しく書くなどして、 
補ってください! 

ただ、意外と「写真を撮ってる=バストアップ」 
とはならないですし、 
携帯をいじっているフリをして、写真を 
一瞬で撮れば、意外と気づかれないです。 

的確なアドバイスをしたいと私も思っているので、 
できる限り、写真もお願いいたします! 



Q,実家に住んでいる、仕事の関係などで 
ご飯が一切変えられません。 

A 絶対に変えられない食事は、 
それがわかるように書いてください。 

例えば、お昼が給食で変えられないのであれば、 
「お昼(給食)」や「夕食(実家)」と書いてください! 

そこは、私に伝わるように 
書いてもらえれば嬉しいです!! 

それでは最後に、本日のまとめです！ 



🦄細グラマラス⽇記の投稿のやり⽅🦄 

①テキストが届いたら、朝一で見る! 

②LINEにある「細グラマラス日記のテンプレート」
をコピーする。 
テンプレートはLINEの【投稿】というところに 
コピーできるものがあるので毎日こちらをコピーして
使ってください。 

③夜ご飯が食べ終わったら、参加者専用LINEに 
テンプレを貼り付け、日記を書いて、送る! 

④撮った食事の写真も、そのあとに送る! 
(朝昼晩がわかるように送っていただきますようお願
いいたします。) 



【超重要】 
*細グラマラス日記のルール* 

「あなたには、バストアップして 
細グラマラスボディになることで 
結果を出してもらいたい!」 

そんな思いで作ったルールです♡ 
この1ヶ月間は自分との約束として 
下記の５つを守ってやり通していきましょう！ 

◎日記を毎日だす! 
→バストアップは習慣化が全てです。 
1ヶ月間で、バストアップを習慣化させ、 
日々の振り返りをするクセをつけていきましょう！ 
日記に書き出すことで、本当にたくさん気づきがあり
ます💡✨  



◎その日の日記は、 
0時までに必ず出すこと! 
→夜遅い時間まで起きてるのは、 
バストアップにおいても悪影響です！ 
できる限り早い時間に出して寝てくださいね! 
(夜勤などで難しい方は相談してくださいね!) 

◎私からのメッセージが来たら、 
必ず反応してください! 
→皆様から送っていただいた日記は、 
翌日以降に見させていただきます! 
お食事改善ポイントなどもアドバイスするので、 
そのコメントを読んだら、反応してくださいね! 



◎絶対に嘘をつかないこと! 
→この講座は全てあなたのためのものです! 
「この食事見せたくないから適当に嘘ついちゃお…」 
というのは、絶対にやめてください! 

失敗したと思ったら、 
それをどうやったら改善していけるか、 
一緒に考えていきましょう! 

ダメな部分があっても、ちゃんと見せてくださいね! 
そうじゃないと、本当に改善したい部分も 
変えていくことができません。 

【⚠重要】 

◎テキストの内容・アドバイスを 
　実行すること! 
→最終的には、実行しないと何も始まりません。 
テキストの中でも、簡単にできることをたくさんお伝
えしていくので、できることからしっかり実践するこ
と!! 



すぐに、「これできない」と判断せずに 
「どうやったら、できるかな～?」 
と考えてみてくださいね！ 
必ずできることはあります！ 



愛のメッセージ♡ 

改めて私は、今回の講座にあなたが 
参加してくださったことが 
本当に本当に嬉しいです😢💖  

だからこそ、あなたには、 
理想の自分に少しでも近づいてほしい。 
そう思っています! 

毎日送られるテキストは、 
あなたが理想の自分に近づくための道しるべです。 
毎朝、届いテキストを熟読してくださいね! 

そして、テキストの内容も 
実践しないと、なんの効果もありません! 



その手助けとなるのが、 
30日間の細グラマラス日記です! 

確かに、初めは、 
「面倒臭い...。ってか、本当に続けられるかな...。」 
そんな不安もあると思います。 

ただ、それもまずは 
1日やってみてください! 
そして、3日やってみてください! 

「自分、こんな食事してたんだ!」って 
本当にたくさんの気づきがあるはずです。 

そして、いつの間にか 
書くことが当たり前にできるようになります。 

なので細グラマラス日記を、 
楽しく活用してくださいね!!! 



そして、あなたに、 

彼や旦那様から女としてみられることで 
自信をつけて新しい自分に挑戦していって 
欲しいからこそ、 

何度も言いますが、 
私には、嘘をつかないでほしいです。 
これは、本当に私からのお願いです。 

確かに、 
「これ、報告したら、怒られるかも」 
「こんなダメな自分見せたくない...」 

そう思う時もくるかもしれません…。 

ただ!私は、あなたのことを、 
怒鳴りつけたいわけではありません。 



むしろ、 
「あーやっちゃった」と思ったら、 
同じことをしないためには、 
どうしたらいいのか、 
たくさん改善点が見えていきます!! 

それは、 
理想の自分に近づくため、そして、 
今のあなたから成長するヒントです! 

はじめっから、完璧な人なんていません! 
失敗してなんぼです～!! 

なので、細グラマラス日記を通して、 
良いも、悪いも、自分のくせを 
見つけていきましょう!! 

できた自分のことは素直に褒める! 
できてなくても、次はやってやる!と前向きに!! 
毎日楽しくやっていきましょう✨  



それでは最後に、 
本日の課題です！ 

本⽇の細グラマラスワーク 

まずは実践あるのみです！ 
実際に日記を書いて、 
夜寝る前に提出してください! 

今日の日記の【細グラマラスワーク】の欄には、 
「初めて日記を書いた感想、気づき」 
を書いてください! 

何事も行動あるのみ! 
本格的なプログラム1日目は、 
実際に日記をやってみることから!! 



気を張らず、 
今日は気軽な気持ちでやってくださいね!! 

普段、自分はどんな食事をしているのか 
見てみましょう!! 

ちなみに、 
過去講座に参加した方々の中で、 
大きな結果を出した人の多くが、 

「細グラマラス日記を、自分なりにアレンジして、 
とっても楽しくやっていた!」 
という共通点があります! 

反省欄のところは 
絵文字を使ったり、自分の思いをぶちまけて、 
楽しく使ってみてくださいね♡ 



日記は嫌々やったところで、 
ただ辛いだけです😢 !! 

ただ、不思議なことにやっていくと、 
「あれ？バストアップ楽しいかも!!」 
ってなってくると思います! 

もはや、書かないと気持ち悪い! 
というくらいになれたら最高です! 

それでは、今日も1日頑張っていきましょう♡


