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2018 / 03 

1st Hypnosis Session 

 

 女性 

 ２０代 

 日本人 

 ヨガ・インストラクター、カウンセラー 
 既婚 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
今回のセッションの目的： 

 

【解決、軽減、解消したい事項】 

夫との関係（怒られる事への異常な恐怖感、価値観の

相違） 
母親との関係（意見に同調せねばならない強迫観念、

否定される恐怖感） 
その他の人間関係 
自分の将来の方向性に関する悩み 
花粉症 
など 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
光の中でのイメージ 

 
明るい感じ。 
白い光。 
ふわっとしているが、何かが見える感じはしない。 
体はふわっと感じている。 
手足は動かせる。 

体を感じる。 
宇宙からの愛に包まれていると思うと、安心する。 
（涙） 
宇宙との一体感を感じる。 
宇宙と呼吸を合わせる。 

 
自由に飛んでいる。 
空。 
空を飛んでいると、楽しい。 
飛んでいると、前方に何かが見えてくる。 

 
それは・・・、お母さん。 
笑っている。 
「それでいいよ」と言っている。 
「見守っているよ」と。 
それを聞いて、私は自由に飛べるんだなって。 
飛んでいいって。 
お母さんは、只、佇んで、笑いながら見守っている。 

 
2人で一緒に自由に飛ぶ。 
 
 
今後の人生をより良いものにしていく為に思い出す

べき学びや情報を包括した、2 人の関係を説明する場
面のイメージ 

 
お母さんとぎゅっと手を繋いでいる。 
見詰め合っている。（涙） 
小さい私。 

3－5歳ぐらい。 
私を見て欲しい。 
私だけを見て欲しい。 
お母さんが見てるのは、お姉ちゃん。 
お姉ちゃんの方がやんちゃだから。 
私を見て。 
私だけを見てくれて、今、手を繋いでいて、何かほっ

としている。 
お母さんの目は優しい。 

 
目を見詰めながら、テレパシーで思いを汲み取る
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と・・・ 
「愛しているよ」と。（涙） 
いつもちゃんと愛してくれている。 

 
【この後の人生で、お互いの思いとは裏腹に、関係に

ずれが生じてくるのは？】 

「H(クライアントの名前)をちゃんと育てたい」って。 
「守りたい」。 
「幸せになって欲しい」。 
お母さんが実際に言葉でその思いを伝えてくれた事

は、余りなかったかな・・・。 

 
娘であるクライアントに対して母の愛情と態度に食

い違いが生じた状態で関わっていく、その根本原因と

なってしまった過去の重要な場面のイメージ 

 

母との対話のイメージ 

 きつく怒っちゃった・・・。 
 娘（クライアント）が遊んでいた時。 

 3歳ぐらい。 
 本当に些細な事。 
 片付けなかったとか。 

そんなに思い切り怒る様な事じゃないのに。 
思いっ切り怒っちゃった・・・（涙） 
怒鳴りつけた。 
苛々していて、穏やかに接する事ができなか

った。 
お母さん（クライアントの祖母？）の事と

か・・・、ちゃんとしないとあかんって・・・。 
ちゃんとした子に育てないとあかんって。 

 
（私が叱った事で、娘は）怯えている。 
その顔を見て、また怒っちゃった・・・。 
苛々して、心に余裕がなくて。 
怒った事を謝った事はなかった。 
こういう事はよくあった。 
自分の感情に任せて怒った事は結構あった。 

 
【ここまで余裕をなくした理由は？】 

主人（クライアントの父）に本当は手伝って

貰いたかったけれど、忙しくしているし、頼

めなかった。 
もっと本当は子育てに協力して欲しかった。 
その事を伝えても、上手く伝えられなかった。 
自分でやりたい事があるから、そっちを優先

してしまって・・・。 
主人に対しても、子供に対しても、自分の思

いを上手く伝えられなかった。 

 
【どういう伝え方をすれば、もっと伝わっ

た？】 
娘にも、もっと優しくできたと思う。 
ずっと怒っていたから、かわいそうな事をし

た。 

 
【自分自身もそういう風に怒られた育てら

れ方をした？】 
“ちゃんとした子”になって欲しいって。 

自分もそういう育てられ方をしたが、(親の)
愛情を感じながら“ちゃんとした人”に育っ

たと思う。 
だから自分の育てられた様に育てた。 
それが自分の知っている育て方だから。 

 
【自分の体験に基づく子育ての知識は十分

活用できた？】 
できた。 
（自分の知らない事以上の事はできない。） 

 
娘に本当の思いを口に出して伝えるイメー

ジ 

Hが幸せになると思って、色々と経験させて
あげたくて、頑張ってきたよ。(涙) 
でも、苦しい思いをさせてごめんね。 
もう、あなたが思う様に、好きな様に生きて

いいよ。 
いっぱい怒ってごめんね。 

 
その思いを聞いて・・・ 
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ありがとう、もういいよ。 
私の事を考えてくれて、ありがとう。 
いっぱい愛情をくれてありがとう。 

 
ヒーリング 
母を許し、母の自分への愛情に疑問を持った自分自身

を許す。 
自分を育ててくれた人を受け入れ、許す。 

 
 母との対話のイメージ 

娘(クライアント)が自分を許し、自分の愛情
をしっかりと感じてくれた事に対して、良か

った。 

 
でも、苦しめた。 
娘を苦しめた・・・。 
そんなつもりはなかったよ・・・。 
一生懸命に愛情を伝えていたつもりやけど、

すごく苦しめていたね。(涙) 
 
でも、ちゃんと全部受け留めてくれて、あり

がとう。 

 
 
母のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
母にとっても大切な学びがあっての事。 
母の本心をしっかりと伝える事ができてい

る。 
 これからもしっかりと見守っていく。 

 
お母さんは、私の事を 大に愛して、いつも私が 良

の選択をできる様に言ってくれていた。 

 
セラピー	 /	 ヒーリング 
意味付けの書き替え 
（母との全ての思い出が、ネガティブではなく、母の

愛情そのものであり、貴重な学びを齎した財産として、

ポジティブなものとしてインプットし直す。今後の人

生を輝かせる為に生かすものとして使っていく。） 

 

母との抱擁 
お母さん、ありがとう。 

 
母との対話のイメージ 
【孫とはどの様に接している？】 
かわいい。 
とにかくかわいい。 
娘にしてあげれなかった事を、孫にはしてあ

げたいなあと思っている。 
それを、思う存分楽しむ。 

 
 
小休憩を挟んで・・・ 

 
 
夫との根本的な関係を説明する情報を包括した場面

のイメージ 

 
目の前に主人が座っている。 
深刻そうな面持ち。 
未来に対する不安を感じていそう。 
その様子を見ていると、もっと笑って欲しいと思う。 
子供が生まれてから、余り笑わなくなった。 
子供の頃に夫はしんどい思いをしたから、自分が頑張

らないと・・・と思い込んでいる夫が、すごく苦しそ

う。 
今迄に、主人が子供の頃にお父さんの会社が倒産して

しんどかったという話は聞いていたけれど、それが思

い出されるのか、娘を守る為にすごく怖い顔をして働

いて、今、食卓を挟んで向かいに座っている夫がすご

く苦しそうな顔をしている。 

 
 

夫との対話のイメージ 

 
 【怖い顔をして座っている理由は？】

 守りたい。 
 家族を守りたい。 

  
【それでも、自分の深刻な顔付きが、家族に
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不安を与えている事について、どう思う？】 
 申し訳ない。 

 
【その思いを妻(クライアント)とは共有でき
ないのか？	 1 人で背負わなければならない
のか？】 

(涙) 
俺がしっかりせなあかん。 
一家の柱として、俺がしっかりせなあかん。 
湧き上がってくるその思いの根本原因は？ 
親父が、事業に失敗したから、俺も同じ道を

歩む訳にはいかへんから。 
母親が宗教に走って、家の中がめちゃくちゃ

になった・・・。 
俺は違和感を感じていた。 
母親が宗教に入って変わっていく事が、すご

く嫌だったけれど、自分も一緒に集会に行っ

た。 
すごい嫌な感じや違和感があったけど、自分

が一緒についていく事で喜んでくれるから、

断れなかったし。 
母親はそこに行く事で救われているみたい

で、嬉しそうにしていた。 

 
【宗教によって、一家には救いがあったの

か？】 
家族はバラバラになった気がする。 
親父は、それに反対はしなかったけど。 
会社を潰したという罪悪感があったからだ

と思う。 
何とかせねばと思っていたけれど、自分の思

うようにはいかないから、そのうちだらだら

とした生活をし始めて、病気がちになって。 
後は喉の癌で亡くなったが、それ迄もケガ

をしたり、入院したりして・・・を繰り返し

て、何度も死に掛けては生き返って・・・。 
生きるのがしんどかったんかな。 
母親は諦めてたな・・・。 
親父の事を。 

 

自分は、好きな様に自分を生きようって決め

てた。 
親父の失敗を見て、俺はああなったらあかん

なって。 

 
【父親の人生と自分の人生を別個のものと

して捉える。父親の人生の失敗の体験に、自

分の失敗を見ないで、囚われない為には、何

に留意するべき？】 
自分が思った様に、できる事を真剣に取り組

みたい。 
会社を引き継ぐのは怖いけど、やる。 
大きくする。 
俺にはできる。 

 
父親を許す 
（貴重な体験から学びを得ながら人生を生

きた、そして自分にも大きな学びや気付きを

齎してくれた人として受け入れる。 
今後、それらをしっかりと生かしていく。 
父親の失敗を自分と切り離し、学びだけを 
自分のものとする。） 

 
【母親との関係性に於いて、このセッション

中にしておくべき事は？】 
母親を許す。 
その道にいた母親はそれで幸せだったんだ

から、それで良かった。 

 
父と母に愛情を送る。 
同じ愛情を自分にも送る。 

 
【まだ、家族を持つ事は怖い事か？】 

姉貴(夫の姉)が荒れてしまったから。 
母親と親父がちゃんと姉貴に愛情を与えて

いたら、もっと幸せな道に進めてただろう

に・・・と思う。 
自分と姉貴の仲は悪くはないけれど、かわい

そうな生き方をしているなって思う。 
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 夫の姉との対話のイメージ 

 
【生まれ育った家庭で 1番学んだ事は何？】 
(涙) 
大事にされなかった。 
私を誰も見ていなかった。 
居場所がなかった。 

 
【その思いを話せたのは？】 
亡くなった主人だけが受け入れてくれた。 

 
今は、息子が 2人いる。 
しんどい。 

 
【自分の人生をしんどくさせている原因

は？】 
私はもっと一生懸命ちゃんと生きたかった。 
母さんにもっと見ていて貰いたくて、母さん

に反発して生きてきた。 

 
【“自分に振り返って貰う為の手段”を間違

えたと思っている？】 
本当はもっといい子でいたかった。 
母さんに褒めて欲しかった！ 
話を聞いて欲しかった。 
お母さん、ごめんねって言いたい。 
いっぱい困らせてごめんねって。 

 
【今現在抱いている思い苦しみではなく、人

生を幸せに生きていく為にはどう生かして

いく？】 
素直になる。 

 
【子育てしているのは 1人だと思っている？】 
うん。 

 
 
亡くなった義姉の夫との対話のイメージ 

別に Y(義姉の名前)を困らせる為に死んだん
じゃない。 

寿命やったんやと思う。 

 
【自分が亡くなった事で、残された家族は何

を学ばねばならない？】 
俺から学ぶ事は、何もないよ。 

Yはしっかりしている奴やし、息子 2人もち
ゃんと生きていける、俺がおらんでも。 
俺がおったら迷惑が掛かる。 
俺はちゃらんぽらんやから。 
好きに生きてたし。 
俺はいい加減やから。 

Yの方がしっかりしている。 
俺がおらん方が、息子ら２人がしっかり育つ

やろうって思ってる。 

実際めっちゃしっかり育ったし、Yは Yでや
ってるし。 
ちゃんと見守ってる。 
いつも一緒にいる。 
ちゃんと見てんで。 
ようやってる。 
お前はようやってるから、もう楽になってえ

えで。(涙) 
もう、俺に囚われんでええで。 
息子ら、ちゃんとしてるから、お前がそんな

世話せんでも、大丈夫や。 
もうこれからは、お前は好きな道を生きたら

いいんやで。 

 
【妻に、このメッセージはちゃんと伝わって

いる？】 
全然伝わってない。 
全然分かってないわ、こいつ。 
何で自分で自分の事、苦しめて、いっつも被

害妄想して。 
お前が悪い訳じゃないやん。 
もっと・・・、ほんとのお前はもっとええ奴

やろうって。(涙) 
もっと素直に、自分に正直に生きるよって。 

 
妻の弟（クライアントの夫）について 
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ええ弟やなあ。 
ええ弟持ったなあ。 

 
【弟は、姉が環境のせいでいい育ち方できな

くてかわいそうだと思っているが？】 
迷惑掛けたなあ、俺のせいで。 
俺の借金、肩代わりして、悪かったよなあっ

て。 
弟が。 
ごめんなあ。 
ほんまにごめんなあ。 

持ち越し（？）までさせて(聞き取れず)。 
ごめんなあ。 
姉貴も迷惑掛ける奴やし、俺、何かめっちゃ

狭過ぎてんねん。 
ごめん、ほんまに。 
お前はほんまにできる奴やし、優し過ぎるね

ん。 
お前、そんなんやから、しんどい思いばっか

りすんねんで。 
損な役回りやな。 
お前、めっちゃしっかりしてる奴やねんから、

もっとでっかい事できるねんで。 
何で抑え込んでんねん、あほちゃうかって。 
何でそんな自分はできひんって・・・。 
お前の父ちゃんより、お前、できる奴やねん

でって。 

 
だから、もっと自分信じてやれやって。 

 
クライアントへのメッセージ 
ええ嫁やなって。 
旦那のこと信じて、ええ嫁やな。 
お前が背中押す役割なんやぞ。 
旦那さんを見守って背中を押せるのは、お前

だけやぞ。 
お前はお前のまんまでいいし、好きな事やっ

たらええねん。 
旦那の事は見守ってたら、旦那は旦那で勝手

にできる奴になるわあ。 

お前はお前で好きな事やったらええんちゃ

うかあ。 
俺は上から見守ってるからな。 
全部見えてんねんで。 
もう分ってるって。 
お前ら、何かもっと自由に好きに生きたらえ

えねん、みんな。 
それぞれの力あるんやから。 
やったらいい。 

 
U(クライアントの夫の名前)は U で新しい事
始めんの、こいつ、めっちゃ能力あるから。 
弟の方（？聞き取れず）は気い遣い過ぎや、

周りに。 
おかん（母親）の事とか、お兄ちゃんの事と

か、もう気い遣わんでええねん、そんなに。 
お前、ほんまにやりたい事あんのに、それで

ええんか？ 
今の会社、嫌んなったら、辞めてもええで。 
でも、今の会社、多分会社の人もええ人やし、

いっぺんやってみ。 
いっぺんやってみて、違うと思ったら辞めた

らいいし、お前、何か要領もいいしいい奴や

から、上手い事いくと思う。 

 
【クライアントはそれをサポートしていた

らいい？】 

うん、A君も、見守っといたって。 
Uと A、何か上手いことやる奴やと思うけど、
そっと見守っといたってくれたらいいわあ。 

 
【それが今、望んでいる事？】 
うん。 

 
Y(妻)、そんなに苦しまんと、自分大事にしー
や。 
飲み過ぎんと。 
タバコも吸い過ぎんと。 
もっと楽に生きや。 
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【これらのメッセージを、クライアントに上

手く伝えて貰ったらいい？】 
うーん。 
何か自分で、いっつも何か俺に手え合わせて

んと、自由になったらええねんて。 
体はなくなったけれど、死んだんじゃない。 
いつも見てるよ。 
いっつも見てる。 
家族、ずうっと見てる。 

 
自分の 後は、事故して、事故の後病気して、

どんな病気やったかな？ 
もう忘れてる。 
自分にとってはそんなに大事な事じゃない。 

 
イメージによるヒーリング 
元気。 

 
仲良くやれよ。 

Yに・・・(伝えて欲しい)。 
弟とも、お母さんとも・・・、仲良くやれよ。 
素直に、お母さんに謝れ。 
上手くいくから。 
お前は、もっと自分出したらもっと上手くや

っていけるし、そんな貧乏生活せんでも、豊

かになれるで。 

 
【自分で囚われて、そうなっているという

事？】 
うん。 
何かしんどい思いせなあかんて・・・、自分

で決めて、やってる。 
ほんとはしんどくなくていい。 
そんなしんどい思いせんでも、お前は上手く

やっていける奴やねんで。 

 
I さん(クライアントの名前)、I さん、ありが
とうな。(涙) 
言わしてくれて、ありがとうな。 
ありがとう、ほんまに。 

・・・の事、みんな何か苦しんでるから、言

いたかってん。 
俺に手え合わせてばっかりいんと、もっと楽

しんで生きろよって、言いたかったん。 
ありがとう、ほんまに。 

 
お姉さんの事でも、お母さんの事でも、苦しんでいる

人だから、今日、よく伝えてくれて、ありがとうござ

いました。 
ありがとうございました。 
借金、あなたの事で背負った事も、夫にとっては多分

とてもいい経験だったと思います。 
多分、前に進む為の経験やったと思います。 

 
(伝えられたこれらの情報は、大切なものとして今後に
生かす為。) 
  
 「ありがとう。」 

 
 
 夫との対話のイメージ 

 
 暗示 

(本人が顕在意識で聞いていなくても、このセ
ッションでの情報は全て本人の潜在意識に

しっかりと入っている。) 
 
【これらの情報は、齎されるべき重要なもの

として(必然として)今、与えられた？ 
そう。 

 
【今まで、“苦”になっていた金銭感覚や子

育てに対する価値観の違いなどに於いて、夫

婦関係はどの様に変わっていくべき？】 
「俺は、ずっと、しんどくない」と、「稼い

だらあかん」て思っていた。 
けど、別に、楽しそうにしながら、嫁が自分

以上に稼いできても別にいいし、自分だって

働いていい。 
好きに。 
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親父みたいに失敗したらあかんて、ずっと思

っていたけど、自分が今やっている事とか、

今まで積み上げてきた事を続けていったら、

上手くいくと思う。 

俺と I と娘、みんな価値観が違う・・・、そ
れでいい。 

 
【お互い尊重するという事？】 
そう、それでいい。 
それがいい。 

 
【お互いの価値観や存在を尊重する事で

も変わっていく事は何？】 
楽になる。 

 
母親も、それ(宗教)を選んで良かったし、親
父も、あれじゃあかんて思ってたけど、あれ

で良かったし、姉貴も変わってるし俺とは合

わんけど、まあ、それでいい。 
・・・と思ったら、めっちゃ楽。 

 
【皆、それぞれの体験があるし、それに囚わ

れたらいけない？】 
うん。 

 
【人を評価したらいけない？】 
うん、うん。 

 
【今、クライアントを通して（夫の）潜在意

識に入ってきている情報を、ぶれない様にす

る為に、生活の中でどういった形でクライア

ントに思い起こさせて貰いたい？】 
俺、もう変わったよ。 
考え方、変えるわ。 
何か、好きにしたらええよ。 
もっと、俺も、自分の事信じて、やってみる。 

だから、も、自分の事信じてやる事が、1 番
いい。 
娘にも、「これさせな」って、めっちゃ思っ

てたけど、俺、娘も信じてみる。 

俺が、俺の事を 1番信じられてなかったな。 
自分の事、信じられへんから、苦しかった。 

 だから、不安やってん。 
だから、お前が好きな事やって、上手くいく

のが許されへんかったんや。(涙) 
ごめんなあ。 

 
【クライアントは全部分かっているから、大

丈夫。】 
悪いな・・・、俺。 
俺が弱いから・・・、余裕を持って、見守ら

れへん。 
俺は、自分で自問自答して、弱いから。 
自分で決めた事、自分の事、信じてやらへん

から、お前が上手くいく事とか自由にやって

る事が、認められへん。 
俺はもっと自分の事、信じたい。 

 
私は誰よりも xxさんの事信じているのに、もっと自
分を信じてよ！ 
大丈夫やから。 
私は信じてるのに、何でそんなに自分の事責めてん

の？ 

 
セラピー 
（その様な価値観や、考え方、態度などを培ってきた

背景や理由をすべて理解し、受容し、許す。 
イメージで夫を抱擁、愛情を注ぐ） 

 
xxさんのままでいいよ、しんどくないよ。 
苦しかったね。 

 
(自分で体験した苦しい事は宝物。自分で体験した事し
か、本当に自分のものにはなれない事を理解し、それ

らが今後の 2人の人生を支え、豊かにしていく事を信
じる。) 
 

父との対話のイメージ 

 Iも色々大変やな。 
 色々あるよ。(涙) 
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 でも、そうやって乗り越えていくんや。 

Iは乗り越えられる人やから、そういう事が
起こってるんや。 
全部、お父さんもできる人やで。 

Iはいい子過ぎる。 
子供の頃から、遠慮し過ぎや。 
何でも、もっと甘えたらええねん。 
甘えんのが下手や。 
困ってたら、もっと俺に頼れよ。 

Iも、もっと・・・してええんやで(聞き取れ
ず)。 
困った時とか、相談したい時とか。 
俺の方が、長く生きてんのやから。 
何か教えられる事とか、分かる事とか、紹介

できる人とか、おんねんやから。 
生きてるうちに頼ったらええんやで。 
相談したい事とか、悩んでる事とか、困って

る事とかあったら言ったらいいし。 

 
【クライアントの夫も頼ってもいい？】 
うん。 
会社継ぐの、大変やろうし、困る事も一杯あ

るやろうし、人も雇うとか、人の上に立つっ

てしんどい事も一杯あるし、責任もある。 
でも、そんなに気負わんでいいし。 
自然体でいい。 
人間、失敗する事もあるんやから、やろうと

思ってんねんやったら、やってみたらいい。 
やってみない事には分からない。 
分からん事とか、しんどい事とか、俺も社長

として長い事やってきたんやから、言える事

あると思うし、アドバイスできる事もあると

思うし、悩んだ時とか困った時は、相談した

らいい。 
頼ったらいいよ、もっと周りを。 

1人で抱え込むな。 
 
【その為に人生を共有している？】 

 うん。 

だから俺は、人生の先輩として、先に生きて、

先に経験してるんやから。 
俺は、それを今世に伝える段階にいるから。 
何でも力になるよ。 

Hは、好きに生きたらいいよ。 
俺も、もうこれからは好きに生きていくし。 

 
【自分が充実して幸せにいる事が 1番大事？】 
うん、そう。 
楽しんだらいいよ。 
仕事も、遊びも、子育ても、もっと楽しん 
だらいい。 

xxさんも、仕事を持ってそんなに気負わんと、
もっと楽しんだらいい。 

1人で抱え込むな。 
抱え込んだって、何もいい事ないし、もっと

社交的に、色んな人と付き合え。 
ゴルフも誘ったるし、色んな社長さん、紹介

したるし、もっと違う世界見な分からへん事、

一杯あるし。 
もっと色んな世界、見ろ。 
見た方がいい。 
必ず何か得る事がある。 
色んな経験した人から色んな話聞かな分か

らん事、一杯あるし、自分だけが生きてる世

界だけじゃないから。 
自分だけで生きてる世界は、すごい狭いから。 
こういう事を全部体験する為に、今、生きて

いる。 
だから、もっと沢山の人と関わった方がいい。 

Hも、xxさんも、Mも、皆、色んな人と関わ
って、人は大きくなっていくから。 
そんな偏った人と縮こまってんと、もっと色

んな人から意見聞け。 

 
【もっと父と過ごす時間を持ったらいい？】 
そうですね。 

 
【人生経験や、もっと深いレベルでの話がで

きそう？】 
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そういう話せな、意味ないと思う。 

 
クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
娘（M／2歳）を保育園に入れる事への異常な抵抗感
を持ちながら、自分の時間も欲しいと思っている事に

関して 

お母さん(クライアントの母)が、「もっと(自分と)一緒
にいたかった」って。 
それと、「楽しく過ごしたかった」って、言ってる。 

 
【今後、もっと心の通じ合う素敵ないい親子関係を築

いていく時間がある？】 

だから、Iさん(クライアント)は、Mちゃんと一緒にい
たいって。 

でも、“一緒にいたいっていう気持ち”と、“ずっと 2
人でいる事がしんどいっていう気持ち”がすごく闘っ

ていて・・・。 

でも、この人ね、じっとできる人じゃないのよ。(涙) 
Mちゃんといる時間、すごい大事よ。 
でもね、ずっと一緒にいる人じゃないのよ。 
やる事がある。 
だから、この人は好きな事をしないといけない。 
やりたい事をね、素直にやっていかないといけない人。 

 
【やりたい事をして充実した人生を生きている仕事

を娘に見せるのも、大事な仕事？】 

Mちゃんは、すごいしっかりしているよ。 
ママの事をすごく見ている。 
それで、ママが笑っていたら、それでいいって。 

 
【娘が見ているママの姿は？】 
何かすごく勉強しているなって。 
で、「ママが何か勉強している時は、邪魔したらあか

んなあ」って。 
でも、「ママが出掛けて、何か嬉しそうに帰って来た

らめっちゃ良かったなあ」って。 

Mは、ばあば（クライアントの母）とか、おばさんと
か、大丈夫というか、安心できる場所で遊んでいたら、

ママがいなくても楽しいよって。 

ママが大好きだから、ママとすごく一緒にいたい。 
すごいいたいけど、でも、ママが苦しい顔をしている

のを見るのは嫌。 
「ママは何をしていたら楽しいのかな？	 ママは楽

しい事をして、笑ってて」って。 

Mはそれが 1番嬉しい事。 
 
【娘の目から見て、両親であるクライアント夫婦はど

の様に映っている？】 
ママとパパが一緒にいる時、何かママはしんどそうに

している・・・。 
パパがすごい頑張っている。 
「めっちゃ頑張ってるけど、しんどそう」って。 
「パパ、もっとママに笑って」って。 

ママといるの、M、楽しい。 
「パパはママを責めないで」って。 

「ママはちゃんと Mの事、見てくれてるよ」。 
「パパはママの事、責めないで」。 

 
 

この親子関係を もよく説明できる場面の

イメージ 
空を飛んで行って、見下ろしている感じ。 

・・・気になる 1点に着地。 
足元・・・、何だろう。 
体を感じるが、お地蔵さんみたい。 
私が。 
道端に佇んでいるお地蔵さん。 
周りは葉っぱ。 
何もない。 
景色が見えない。 
只、佇んでいる。 
佇んでいると、小さい女の子が・・・（涙）

やって来て、何かお願いしてる。 

Mかな？ 
「お父さん、お母さん、ケンカしないで」っ

て。 
小さい女の子が、お地蔵さんに・・・、お願

いしている。 
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（両親がケンカしている姿を）不安に思って

いる。 

女の子は 5歳ぐらいかな。 
赤い服を着て、お地蔵さんに手を合わせ

て・・・。（涙） 

 
【お地蔵さんとして、願いを叶えてあげる？】 
「大丈夫よ、ケンカしているんじゃないよ。」 

「お父さんも、お母さんと Mをすごく愛して
いるし、お母さんもお父さんと Mをすごく愛
している」って。 
「皆がより良くなる為に、今、頑張っている

んだよ。ケンカしているんじゃないよ。」 
「今、見付けているところなんだよ。皆が幸

せだと思うものを見付けている 中だから、

大丈夫だよ」って。 

「Mは悪くないんだよ。あなたのせいじゃな
いんだよ」。 

 
【違う意見を持っていたら、伝えるのは大事。

でも、“ケンカ”という言葉で表すのでなく、

別の言葉で置き換えるとしたら？】 
＜学び＞。 
＜今は、学びの 中＞。 

 
それを、Mの潜在意識に入れるイメージ 
（今後、その事を娘に実際に説明していく） 

 
Mちゃんは笑顔になった。 
拝んでいた Mちゃんが、「あ、そっか」って。 
Mが、「Mのせいでケンカしているんじゃな
いんだ。ママとパパも、今、学んでいる時な

んだ」って。 
「＜人生を学んでいる時＞なんだ」って。 
「一生懸命、生きてるんだ」って。 

「Mも、そうやって学んで、一生懸命生きよ
う」って。 
すごい安心した、・・・笑顔で。 
笑っている。 

 

【お地蔵さんの立場から：	 保育園に入れる

事への抵抗感を感じているが、本当はどうす

るべき？】 

Mちゃんは、ママに見守って欲しいみたい。 
でも、保育園にずっと入れるのではなく、周

りに頼ってみたら？ 
自分の時間、作っていいよ。 

Mちゃんは、ママの事を 1番分かっているか
ら、ママの気持ちをちゃんと伝えたら、分か

るよ。 
理解ができる子。 

 
【娘はクライアントと一緒に学ぶ為に、この

人生を選んで生まれてきた？】 

Mは、お母さんの為に生まれてきたよ。（涙） 
 
今、Mとお母さんが手を繋いでいる。 
Mちゃん、とても嬉しそう。 
お花畑を、嬉しそうにお母さんと手を繋いで

歩いている。 
黄色いお花が咲いている。 
蝶々も飛んでいる。 
すごく嬉しそう。 

 
皆で歩いて行くこの先は、黄色いお花畑が続

いていて、黄色い蝶々も飛んでいる。 

 
【お地蔵さんの立場から：	 子供広場のママ

たちとの交流を苦痛に感じているが、どうし

たら良い？】 
自然に身を委ねたらいい。 
苦痛に感じてもいい。 
そんな事もあるし、そんな考え方の人もいる。 

 
【色々な考え方の人がいて、色々な考え方が

ある事を理解して、尊重していく事は、“人

の心を癒す”為の今後の仕事にも生かせる？】 
そのお母さんたちの価値観を受け入れてあ

げて。 
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その人たちもそれでいいし、あなたもそれで

いい。 

 
【皆、“それぞれの精一杯”で生きている？】 
うん。 

 
【そこに、自分の意見を介入させる必要はあ

る？	 例えば、事前インタビューで、「そう

いう意見もあるよね、でも、私はこう思うっ

て言えたら楽かも」と言っていたが？】 
受け入れるだけでいい。 
「うん、うん」って。 
多分その人は、それを話したいから話してい

て、「うん、うん」って、只、穏やかに聞く

だけで、その人は救われる。 

 
暗示 
（そういう事が、自然と流れに委ねて無理な

くできる） 

 
 
引き続き、ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
すぐにやりたい事が一杯になり、ばらばらになって纏

められず、何から手を付けたらいいのか分からない事

について 
あなたは、そういう人です。 

 
 
“そういう人”になった根本原因のイメージ 
“エジプト”と“ツタンカーメン”という言葉が出て

きた。 

 
靴を履いている。 
青なのか、紺なのか。 
革っぽい靴。 
白かベージュの服。 
男の人。 

30前後。 
名前は“エメラルド”？ 

褐色の肌。 
眉毛が太く、凛々しい顔。 
勇者っぽい感じ。 
闘っている人？ 
剣を持っている。 
長い剣と盾を持っている。 
さっき、ライオンが見えた。 
関係性は不明。 
闘いに行く恰好をしている。 
いつもこんな格好をしている？ 
今から戦いに行かないと・・・。 

  
砂漠がある。 
世界地図の中では中東辺りの場所。 
お城へ向かっている。 
お城は尖った形。 
長い・・・、何でできているか分からないが、白いお

城。 
ここは初めて行く場所。 
砂漠の先にお城があって、そこに行く。 

1人ではない。 
仲間がいるかも。 
一杯いるかも、そういう人が。 

（自分は）一杯いるうちの 1人。 
自分の立場は、王様がいて、その下の同じ位の人たち

が一杯いる。 

王様に仕えている 1人。 
自分の役割は、闘う事。 
同じ様な立場の人たちと、これから戦う。 

200人くらいいる。 
姿恰好も皆似ている。 
これから戦うのは・・・、王様の首を取らなきゃいけ

ない。 
国と国の戦い。 
その王様の首を取って、その国の領土を支配する。 
自分は、自分の国の王様に使われている。 
相手の国は、自分の国から遠い所。 
自分のいる国は、イスラエル？ 
今向かっているのは、エルサレム？ 
（まだ同じ国ではない？） 
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紀元後？ 
エルサレムに入って行って、戦う？ 
お城の周りには町がある。 
砂漠を通って町に入る。 
町は小さい。 
人気がない。 
閑散としている。 
ここを通ってお城へ。 

 
お城に、皆でワーッとお乗り込んでいく。 
私も乗り込んでいくけれど、怖い。 
皆で、乗り込んでいく場面にいる。 
王様は見えていないけれど、皆でワーッと乗り込んで

いるので、行くのが怖いと感じている。 
ちょっと、「何でこんな事しないとダメなんだろう？」

と思っている。 
私のしたい事と違う・・・と思っている。 
人を殺したくないのに、何で殺さなくてはいけない宿

命というか、役割というか、何でこんな怖い思いをし

なければいけないんだろうという矛盾を感じている。 
私ではない誰かが首を取って、生き残る。 
仲間もバタバタ死んで、命について、疑問を感じる。 

 
この後の情勢は、いい状態には結局はならなかった。 
だから余計にその後も、何でこんな事をしなければな

らなかったんだろう・・・と、もやもやしている気が

する。 
結局殺して首を取っても、良くならないのに、周りの

人も死んでしまって、何をやっているんだろうって。 
自分は生き残って、空虚感に苛まれている。 

 
この人生の重要な場面のイメージ 
家族がいる。 
子供を失う。 

そのうちの 1人を失う。 
すごく悲しくて・・・（涙）。 
多分、そういう戦いか、戦争で失った。 
戦いに行く前の出来事。 
（自分の住む町で戦いがあって）子供を失った。 
・・・（聞き取れず）、娘の命を奪われた。 

で、自分が生き残った。 
きっとその近くにいたけれど、助けられなかった。 
それで戦いに行かなくてはいけなくて、行ったけれど、

怖かったし、知っている人がばたばたと死んでいく状

況に心が痛んだ。 
戦いの後、家に戻るが、奥さんはいるけど子供がいな

くなった。 

殺された子供は（今生の）M。 
5－7歳だった。 
名前はエリザベス？ 

 
エリザベスと対話のイメージ 
【自分が亡くなった後、両親の側で感じてい

た事は？】 
そんなに悲しまないで。（涙） 
体がなくなった後、遊びに行ったり、お父さ

んお母さんを見守りに行ったり、自由にして

いた。 
（恐怖などは感じず）楽しんでいた。 

 
両親に姿を見せて、「楽しんでいるから大丈

夫」と言う。 
それを聞いて、お父さんは安心している。 
「勇気を持って生きよう」って。 
「死ぬ迄（人生を）全うしよう」って。 

 
人生の 後の場面のイメージ 
病気になって死ぬ。 

40代後半。 
内臓を病んだ。 
今、ベッドの上で、・・・日間寝ていて、亡くなった。 
やっと娘の所に行けるって思っている。 
死んでも娘に会えるんだったらいいかって思ってい

る。 

 
娘に会った。 
「頑張ったね」と声を掛けられた。 
「頑張って生きたね」 
ずっと見守ってくれていた。 
私はずっと楽しんでいたよ。 
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よく耐えたねって。 

 
この人生での学び 
与えられた人生を全うする、何があっても、乗り越え

ていく。 
ちゃんと全うできた。 
それが人生のテーマだった。 
命を大事にする事。 
大切な命を大事にしていく。（涙） 
大きな学び。 

 
ヒーリング 
（この人生から今生に持ち越しているネガティブな

要素を、この人生の体に戻す。 
大切な学び、気付きだけを持って来る。） 

 
光に入る。 
光に包まれている。 

 
 
光との対話のイメージ 
自分の命は自分で大切に使う。 
他の誰に削られる訳ではないし、自分のもの。 
（始めから 後まで自分のもの。） 

 
【他のものや人に削られると思っているものは？】 
他の人の意見に惑わされ過ぎている。 
あなたはこれでいい。 

 
【自分の命は本来他人の介入を許さないであるとし

たら、他人に惑わされていると感じているのは“自分

で作り出した”思い？】 

Iさんは、人の意見を大切にする事で、その人を尊重
して喜ばせようと考えすぎている。 

でも、1番大事な事は、自分が 1番喜ぶ事。 
周りの人も、あなたを喜ばせたいという事が 1番思っ
ている事。 

あなたが喜ぶ事が何かという事を伝える事が 1番大事。 
 

自分のやりたい事が沢山あって、分裂してしまい、何

から手を付けたらいいのか分からない事について 
知っている。 

Iさんはもう知っている。 
 
【本来自分が何なのかを知っているのに、他人を先に

尊重する事で、自分への視界に霧が掛かっている状

態？】 
そうです。 
もう知っているから、あなたの心がいいと言った事を

1つ 1つ、いいと思った順番でやればいい。 
この人すごくムラがある人だけれど、ムラがあり落ち

ている時の自分、上がっている時の自分というのを大

事にしたら、自然と順番は見えてくる。 
委ねるという事。 

 
暗示 
（ぶれない、流れに任せて委ねる、自分を信じる。 
常に宇宙の叡智と共に在る。） 

 
ヒーリングやスピリチュアルな事を学びたい、知りた

い、深めたい強い思いを持っていながら、それを周り

に伝えられず、しんどい思いを抱いている事について 
伝えられる時がくる。 

 
【これらの事に興味を持って、その中に自分の本質を

見極めていきたいという思いがあり、それを否定され

る事への恐れもあるが、それでも本質をそこに見極め

たい思いは、クライアントの魂の核にそれがあるから

なのか？】 
魂の学びの流れとしてある。 
この人がそれを知る必要がある。 
この人の役割は、自分の命を全うする事にある。 

この人は自由の人だから、何か 1つの事だけに囚われ
ない、何か 1つの事を極める人ではない。 
全てを受け入れて、色々な人の価値を受け入れる人。 
その為に、この人生を使っていく。 
そういう設定で生まれてきた。 
基本的に、彼女が興味を持つ事、それは彼女にとって

いい事。 



 

 15 

それを学んだらいい。 
興味がある時に、興味を持つものを学ぶ。 
そのチャンスは上手く巡ってくるから。 
委ねる。 

 
【今迄もちゃんと巡って来ていたが、委ね切れていな

かった？】 
もっと委ねていい。 
もっと信じていい。 
もっと自然の力、やって来るものに対して自分で決め

ていき、それを「自分で決めます」って宣言したらい

い。 
自然の流れに沿ってやった事に、間違いはない。 

 
【反発があっても、何とかなっていく？】 
反発は一時的なもの。 
すぐには分からない人が一杯いる。 

Iさんは、すぐに分かってすぐに行動できる人だから、
周りはついて行けてないだけ。 
周りのペースが遅いだけ。 

Iさんのペースが速いだけ。 
早い事は悪い事ではない。 

 
【遅い事も悪い事ではない？】 
そう。 
分からない事も悪い事ではないから、分からない事に

対して、あなたが批判する事でもないし、それに対し

て悲しむ事でもない。 

 
【まずは自分からという事でいい？】 
まずは自分が変わらなければ周りは変わらないから、

あなたが 1番に変わるべき人だから、 初にあなたに

やって来るし、周りの人は驚くけれど、周りは後から

必ず付いて来る。 

 
【クライアントの役割は、周りの人に、そこに気付か

せてあげる事？】 
うん。 
「私が生まれてきたのは、お母さんにその気付きを与

える為」 

マクロビオティックを学んだり、食事や無添加などの

食材にこだわっていた時、アイスクリーム、油の多い

もの、硬いものを食べるとよく舌や内頬に血豆ができ

て、食べられなくなったが、その意味は？ 
その理由は、それ食べたら、血が汚れるよ、というサ

インを送って教えていた。 
汚れると、この人はすぐにしんどくなる。 
疲れてしまう、淀んでしまう。 
この人に疲れや淀みを齎すものは・・・、睡眠が足り

ていない事。 
動いた方がいい、やっぱり。 
体を動かした方がいい。 
食事も新鮮なものを摂りたい。 
水もいいものを飲んだ方がいい。 
でも、すぐに無理をして我慢するから、我慢しなくて

いい。 
自分が心地良いと思うものを素直に選択する。 
それだけ。 
血豆はその気付きを齎す為。 
これは汚れ易いよって。 
「その気付きを齎してくれ、ありがとうございまし

た」。 

 
【今後もそのサインを出すのか？】 

今後は Iさんが、それにこだわる事を手放した。 
手放したから、（サインを）出さなくても（自分で）

選べるようになってきた。 
本人が感謝して全てを受け入れる様になったから、も

う大丈夫。 

 
花粉症について 
もっと空気のいい所に行った方がいい。 

 
【彼女が“花粉症”と認識しているものは、実際は何？】 
淀んでいる・・・。 
街は淀んでいる。 
自然。 
この人は自然にいた方がいい。 
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【引っ越しなどは実際問題として大変だが、手っ取り

早く自分の周りの環境を淀みなくする為には、どうす

ればいい？】 
人を愛しなさい。 
近くの人を愛して、周りの人を愛して。 
人との関係の淀みがなくなったら、自然と治る。 

 
【自分以外の人、外からの情報がアレルギーの元とな

る要素として体に入ってきて、それを拒んでいた？】 
・・・まだまだ・・・ない（聞き取れず）。 
もっと温かい、周りの人は。 
それを素直に受け取っていない。 
もっと受け取れる人。 
愛の発信（？）をもっと出せる人。 

 
【愛の表現をそんなに恐れなくていい？】 
そう。 
愛を、自分の愛を拒まれると思って、躊躇している。 
拒む人なんていない。 
皆欲しがっている。（涙） 

 
【自分が発信源になって、周りの人を変えていける？】 
全ての人が待ってる。 

Iさんの愛を待ってる。 
発信した方がいい。 
伝えた方がいい。 
スピリチュアルやっても、怪しい話でも、待ってる人

がいる。 

 
【スピリチュアルな事を怪しいという人は、自分の中

の霊性に気付いていない？】 
見るのが怖いと思う。 
怖い人が、「そんなものはない」って否定して。 

 
【本質は変わらないのに】 
見たくないだけだから、そういう人さえも、愛を持っ

て受け入れる事ができる人だから。 

 
（だったら、例えば“スピリチュアル”とか“ヒーリ

ング”という言葉に囚われる必要性もないのでは？	

自分の本質的な部分を、恐れずに人に与えられればい

いのでは？） 

 
クライアントが今まで、人からのエネルギーをちゃん

と素直に受け入れられなかった、本質的な部分で発信

できなかった恐れと直結しているブロックはもう外

れている？ 
＜お母さん＞。 

 
【もう、恐れではなく、愛に変換できている？】 
お母さんが笑っていたら、満たされる。 

 
ヒーリング	 /	 暗示 
-宇宙にネガティブなものを完全に還す。 
（お母さんへの許し、夫への不安、罪悪感などなどを、

愛、幸福感、癒しなどなどと入れ替える） 

-花粉症と思われたものは完全に癒す。 
 
笑顔で過ごす。 

 
鼻炎の薬について 
薬は、何となく作用している？ 
でももう止めたい。 

 
 薬と対話のイメージ 
 気持ちを落ち着かせる為に役立ってきた。 

飲んでいる事で、ちょっと症状を和らげる事

で、治った様な気にさせた。 
楽になりそう。 

 
【ずっとこの人の人生に関わっていかねば

ならない？】 
いや、要らない。 

	  
【出て行く準備ができている？】 
うん。 
この人は、私がいなくても生きていける人。 

感謝して、クライアントの細胞の 1つ 1つか
ら、自分（薬）の痕跡を消し、クライアント

と自分を切り離す。 
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ヨガのインストラクターを休職中で、ライフミッショ

ンコーチ、カウンセリングの方向に進んで行こうとし

ているが 
これだけじゃない。 
これだけでは終わらない。 

ライフミッションコーチは、進んで行く道の 1つ。 
そのスキルを活かしていくという事。 

あなたが考えていくピースの 1つ。 
これが全てではない。 

（これから出会っていく興味のある 1つ 1つを精一杯
吸収していく。） 
出会ったものを直感に従って、吸収して・・・してい

く（聞き取れず）。 
楽しんでいたら、見付かる。 
楽しいかどうか、この人が心から楽しいかどうか、そ

れをやっていて楽しいかどうか。 

それが 1番のバロメーター。 
 

【その他の仕事に対するアドバイス？】 
できる。 
できる人。 

できる人だから、焦らなくても大丈夫だし、1歩 1歩
進めば大丈夫だし、断られても大丈夫だし、否定され

ても大丈夫。 
あなたが必要な人が必ず沢山いるから。 
一部の否定する人に、反応する必要はない。 
その人は、只、本質を見詰めるのが怖いだけ。 
その人さえも、あなたが救える様になるから。 
力が付くから。 
今否定する人に対して、どうも思わなくていい。 

 
左肩の痛みについて 
運動不足。 
もっと動いた方がいい。 
筋肉を鍛える。 
この人はエネルギーがあるから、（滞らせたらいけな

い。） 
自然に解消していく。 

 

 
ボディー・スキャン 

- 心にわだかまりがある 
これは、まだやりたい事がやれていない

からで、これから良くなっていく。 

 
- お腹、腸、もともと便秘し易いのは、一

杯溜まっているものがあるからだと思う。 

 
- 頭がヒートアップし易い。 
ヨガとか、リセットする事が必要。 

1回冷静になると、1番いい答えが出易い。 
 
 
腸との対話のイメージ 
今はそんなに調子が悪くない。 
この人の持っている体質。 
肉などが多くなると、壁が汚れる。 
便秘になると、体に合ったものを食べて

いないよというサイン。 
水を摂って欲しい。 
水を摂らなさ過ぎるから。 
流して欲しい。 
汚れが取り易くなる。 
もっと動いて欲しい。 
（自分が）クリアーになってくると、思

考もクリアーになるよ。 
クリアーにして欲しい。 
動き易くなると思う。 
考え易くなると思う。 

 
“心”と定義したものとの対話のイメージ 
わだかまりとは？ 
夫とお母さんに話していない事。 
実際話すと、改善していく。 
ちょっとずつ。 
急に話すと、急に変わる事は受け入れて

貰えないから。 
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“変わるよ”という事を、ちゃんとちょ

っとずつ伝えて、ちょっとずつ変化に対

応して貰う。 

 
【“わだかまり”という感覚は置いておい

た方がいい？】 
なくなると、すっきりして前に進める。 

 
【どういう方法で取るのが 1番いい？】 
ちゃんと言葉にして伝える。 

 
今この場でできる事は、信じる事。 
夫のも、母のも、愛を信じる事。 

 
暗示 

 
頭との対話のイメージ 
熱い。 
熱い思い、ぎゅーって。 

 
【置いておいた方がいい、それとも取っ

た方がいい？】 
取って欲しい。 

 
【自分で作り出した？】 
追い込まれると作っちゃう人。 

 
 
頭のぎゅーっとなる根本原因のイメージ 
川がある。 
山の中。 
すごくきれいな水が流れている。 
渓流の様な。 
日本の中。 
私がここにいる。 
水がすごく冷たい。 
水を触るとすごく冷たい。 
飲むと、美味しい。 

 
女の人。 

髪がすごく長い。 
夏過ぎ？ 
白っぽい服を着ている。 
白いワンピースを着ている。 
すごく細い人。 

20代後半ぐらいの年齢。 
裸足で遊びに来ている。 
住まいに近い所？ 
この場所は良く知っている、何回も着ている場所。 
落ち着きたい時に、この場所に来る。 

1人でふらっと。 
そこにいるとほっとする。 
散歩に来た感じ。 

 
住まいは側で、農家をしている感じ。 
普段は何をしているんだろう？ 
何かそんなに健康そうじゃない。 
ひょろっとしている。 
すごい色白。 
もりもり畑仕事はしていない人。 
そんなに豊かな生活はしていないけれど、貧乏でもな

い。 

 
自宅のイメージ 
民家。 
囲炉裏がある。 
家族で住んでいる。 
お父さんとお母さんと、私。 
兄弟もいそうだけど、今は家には私しかいない。 
お父さんもお母さんも、今家にいない。 
多分働きに行っていて、私は家にいる。 
病気がちなのか、そんなに外には出ない人。 

 
そんなに古い時代じゃない。 
ワンピース？	 着物っぽくない。 
娘なのか、幽霊なのかも分からない感じ。 
名前は、ゆう子。 

 
閉じ籠っている生活。 
何か怖い？ 
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何が怖いんだろう？ 
光？ 
人？ 
友達も余りいない人。 
幽霊かも。 
その家にいる・・・。 

 
 ゆう子との対話のイメージ 

 【あなたは Hさん？それとも別の人？】 
 私（クライアント）ですね、きっと。 

  
【その家にじっと閉じ籠って、太陽を避ける様に、人

に会わないで過ごしている？】 

1人が好き。 
水辺に遊びに行くのが好き。 

 
【それが幸せ？】 
気儘にしているのが好き。 

 
【幸せに感じない時というのはどういう時？】 
やっぱり私、死んでるのかも。 
両親が寂しそう。 

 
【両親と一緒にいてあげる為に、そこに留まっている

感じがする？】 
うん。 
心配。 
大丈夫かなと思う。 
元気に生きているかなって。 

 
【両親が元気に生きられない理由があるとしたら？】 
罪悪感。 
私が幼くして死んでしまったから？ 

 
亡くなったのは、結構大きくなってからかな。 

16とか。 
嫁に行く前の気がする。 

でも、20ぐらいになってるわ、幽霊の私は。 
（死んだ年齢よりは）成長した姿でいる。 
年齢と共に歳をとっている・・・と思いたいから。 

私が多分、お父さんとお母さんの側で成長したいから。 

 
（両親の瞳に映るのは・・・） 
母は、多分、今のお母さん。（涙） 
お父さんは、お父さんなのか夫なのかどっちなんだろ

う？ 
初は自分のお父さんかなと思ったけど、夫の様な気

もする。 

 
亡くなった時のイメージ 
家の中で、多分、幼い頃からずっと病気がちで。 
細いから、食が細かったのかもしれない。 
食べられなかった。 
両親が（私に）食べさせられなかったから、悪かった

みたいな思いを持ってる・・・（涙）。 

 
ゆう子の人生を始めるすぐ直前のイメージ 
雲の上。 
自分は白い玉。 
そこから、自分のこれからの人生で両親になる人たち

を見ている。 
どういう人生を送る為に、この人たちの所に行くの

か？ 
お母さんに会いたい。（涙） 
この人を知ってる。 
この人に会いたい。 
今迄も沢山の人生を共有してきた。 
前も多分会ってた。 
お母さんに会いたい。 
お母さんが見つかった。 

 
【この人生のテーマは？】 
私はお母さんに会えるだけで幸せ。 

 
【これから送る人生が短い事を知っている？】 
聞いてない。 
お母さんを見付けたから、早く行きたい。 
「早く会いたいな～」と言って、急いで行きたかった

様な気がする。 
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【見付けた場所に行きたい事を伝えた人はいる？】 
言ったかもしれない。 
周りを見回すと・・・。 
男の神様的な人に、「ここに行く」って。 
「長い事はいられないよ」って。 
「それでもいいの？」って。 
いいよって答えた。 
納得した。 
それでも行きたい。 

 
（神様的な人に、「どうして私はこのお母さんである

魂に、こんなにも愛情を感じるのでしょう？」と訊く） 
何でだろうな。 
多分一緒にいたら、一緒にできる学びがあるから。 

 
結局ゆう子の人生は、お母さんの側にずっといれた。

（涙） 
体が弱い事で、お母さんの側にずっといれた。 
守ってあげれなかったけれど（？）、一生懸命食べさ

せてくれて、嬉しかった。 

 
だから、死んでからも、子供みたいに遊び回って、側

にいた。 
お母さんの側にいた。 
（私が亡くなってお母さんは）寂しそう。 
でも、寂しそうだけど、私の事を思ってくれている事

が嬉しい。 

 
【いつ迄ここにいる？】 
もう多分、上がると思う。 

 
両親に成長した姿を見せ、自分の人生について伝える

イメージ 
「ああ、そうやったんやね」と、納得してくれている。 
「一緒にいたかったんやね」。 
「お母さんも一緒にいれて、嬉しかったよ」って。 

 
（両親にこの後の人生を、安心して生きて貰う） 

 

この事を思い出した事が、クライアントの<頭のリセ
ット>になっているのか？ 
【リセットすべきなのは、クライアント？	 ゆう子？	

お母さん？	 皆？】 
皆。 
穏やかにその事を受け入れる。 

 
今生の母が、Iさんとしてゆう子さんが戻って来た時、
愛情を伝えたいけれど、それよりももっと「ちゃんと

育てていこう」と思ったのは、これが理由？ 
「一杯ちゃんと食べて欲しい」って、食べさせてくれ

た。 
すごい不安そうだった。 
「食べへん子は、大変よ」って、今のお母さんは。 
「一杯ちゃんと食べて欲しい」って。 
何でも食べさせてくれた。 
すごく不安そうです。（涙） 
「食べへん子は、大変よ」って。 
・・・（聞き取れず）。 
・・・（？食べさせられなくて、ゆう子が）が，亡く

なったからなんや！ 

 
【娘への精一杯の愛情表現だった。】 
納得した。 

 
ゆう子は体を離れてから、夜は一緒に寝たりとか、昼

間は水辺に行ったりして、お父さんとお母さんが働い

ている時に一緒に見たりとか・・・。 
そして、ちゃんと姿を現して、言えた時、“上がる決

心”をした。 
今日、伝えられた後、お母さんに。 

 
ヒーリング	 /	 暗示 
（体験に感謝して、手放す） 

 
オーラ・チェック 

全体的にピンクと紫。 
宇宙のエネルギーで大きくして、自分を完全

に包み込む。 
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暗示 

 
チャクラを整える 

 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
今日のセッションは、これで十分です。 
沢山の人の、沢山の思いが癒されて、浄化されました。 
今回のセッションの体験を大切に、これからの人生に

生かしていきます。 
長い間、どうもありがとうございました。 
また、これからもよろしくお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

先日はありがとうございました！ 

ときこさんのおかげでスゴク次元上昇したというか、 

すごく魂さんに繋がっている感じがあります。 

ときこさんにお会いした日からすごく気持ちが穏やかで

す。 

娘にもそれが伝わったのか月から地球にピンクの飛行機

に乗ってきたよ！	 還ってきたよと言ってました！ 

 

朝の散歩中にエリザベスが死ぬシーンが浮かんできてエ

ジプト期の私の妻の目の前で死んだようでした。 

そして、エメラルドさんの妻が今の夫だったようです。 

 

ブログにはトキコさんの事は載せていません。 

私目線で自由に書かせて頂いてます。 

失礼な記述があるかもしれませんがお許しくださいませ。 

あれから、ヒーリングを受けたり深めてみたいな～とい

う感覚がおりてきました。 

 


