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セッションの記録： 

 

 

光の中のイメージ 

 

光は見えていないけれど、感じる。 

安らかな氣分。 

自分の体を感じない。 

意識だけがある。 

真っ暗ではない暗い空間にいる。 

自分１人だけがここにいる感じ。 

何かを探そうとしている。 

見えない事に対する焦りがある。 

宇宙空間にいる。 

余り明るくない星が１つある。 

 

口がお腹に付いているクモの様な形の、大きい生物

がいる。 

怖い。 

食べられそうな氣がする。 

黒くて大きい。 

お尻が大きい。 

口はお腹にある。 

目が意地悪そう。 

何かを企んでいる様な感じの雰囲氣でこっちを見て

いる。 

人間より大きい。 

１匹だけいる。 

私との距離は５m ぐらい。 

 

 

少し近付いていくイメージ 

 

何も変わらない。 

 

〈４m の距離に近付く〉 

威嚇してきた。 

『殺す』という感情を感じる。 

 

 

 クモとの対話のイメージ 

 

 【なぜ？】 

 

 お前は悪い事をした。 

 取り返す。 

 

 【何を取り返す？】 

 

 怒りと悲しみでパニックになっている。 

 取り返したいものは、もう失くなってしま

 った。 

 その怒りでいっぱい。 

 家族、仲間がもういない。 

 殺された。 

 

 【誰に？】 

 

 ”向き合っている”人と、その仲間のたくさん

 の人に。 
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 その場面のイメージ 

 

 爆発。 

 星が無くなるほどの爆発。 

 煙と人しか見えなくて、どれぐらいの規模

 なのか把握できない。 

 自分達（クモ）の仲間は、それで皆んな死

 んでしまった。 

 自分は、１人だけではないと思うけれど、

 生き残る。 

 今は、自分１人だけ。 

 

 【あなたの仲間は？】 

 

 クモ。 

 周りは何もなくて、荒涼とした空間。 

 ここは、爆発した星とは違う場所。 

 

 【爆発の後、ここに移った？】 

 

 いや、爆発の後、瞬間移動した感じ。 

 自分だけ違う空間に来ている感じ。 

 

 【元いた場所はどんな所？】 

 

 戦場。 

 何もかもが燃えている。 

 

 【クモとして、それを体験している？】 

 

 はい。 

 そこらじゅうで皆んなが焼き殺されてい

 る。 

 耐え切れなくなってきたら、氣付いたら他

 の星にいた感じ。 

 自分の星の最後は知らない。 

 

 【氣にならない？】 

 

 それよりも、戻る事への恐怖が大きい。 

 

 

 元いた星でのイメージ 

 

 戦っている仲間もいるけど、そうじゃない

 のもいて、戦うというよりは、戦う間もな

 く攻撃された感じ。 

 理由は、星と星との戦争。 

 相手の星は、スターウォーズの様な白いマ

 スクを付けている人たち。 

 飛行機の様な乗り物に乗ってたくさん来

 て、自分達を襲っている。 

 何でこんな事になったのか分からない。 

 

 

 飛んでいる飛行機の様な乗り物の中にいる

 人との対話のイメージ 

 

 【どこから来た？】 

 

 ”スペース・ゼット”から。 

 戦争だからここに来ている。 

 

 【戦争の理由は？】 

 

 はっきりした理由は知らない。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【なぜこの場面を見せている？】 

 

＜恐怖の蓋＞みたいなのがある場所。 

見たくないものを、徐々に慣らしていく為。 

 

【見たくないものとクモの関連性は？】 
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分からない。 

 

 

クモに慣れるワーク 

 

〈３m にまで近付いてみる〉 

威嚇してくるけれど、向こうの恐怖も分かる。 

 

〈２m 〉 

やられそう・・・。 

 

〈１m 〉 

思いが一緒みたいな感じ。 

どっちも・・・（涙）。 

何でこんな事になったのか分からないのに、どんど

ん周りがいなくなって、この悲しみもどこに向けた

らいいのかも分からない。 

それは、お互いに実は同じ氣持ち。 

 

〈真横〉 

怒りを目の前にぶつけるしかない。 

選択肢がそれしかない。 

相手のその心境がよく分かる。 

 

相手のその痛みを共有する準備ができている。 

 

〈重なって同化する〉 

 

 

 クモとの対話のイメージ 

 

 【あなた方は、何の為にそこに存在してい

 る？】 

 

 命として生きる為に存在している。 

 

 【なぜ”クモ”としてその存在を顕在化してい

 る？】 

 

 見るだけで、表面的に怖い存在として意味

 付けられる姿だから。 

 でも、自分達は”同じ”だと感じる。 

 

 

”同じ存在”として、”恐怖の蓋”の場所へ行くイメージ 

 

暗い場所で、人が掻き回されている。 

たくさんの人が大きな穴の様な所に入れられて、リ

アルに棒で掻き回されている感じ。 

人間の姿形に近い容姿の普通の人々。 

自分もその中の１人。 

ああ、ここに”蓋”があると思う。 

感情を感じなくする”蓋”を感じる。 

感情を感じたら、死ぬのと同じぐらいの苦痛を伴う

から、”蓋”があるのかな。 

 

 

感情を失くした瞬間のイメージ 

 

痙攣する。 

体も、心臓も。 

恐怖心。 

人が潰れて死んでいる。 

ここは地球じゃない星だなあ・・・。 

実験？ 

実験をされている。 

姿は人間だけど、心は無視されている。 

 

【どんな実験の対象にされている？】 

 

これは何だろう？ 

恐怖のレベルを測る？ 

穴の中には 60−70 人ぐらいの人がいる。 

巨大ビーカーみたいな所に入れられてる。 
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透明ではない。 

何の為にしているの？ 

 

【実験者は？】 

 

感情を失くしてしまった種族。 

ゼータタイプ。 

感情ってどんなものなのかを調べている実験。 

 

 

実験される直前までのイメージ 

 

歩いたり話したり笑ったりしている。 

周りは公園みたいに見える。 

地球の氣がする。 

１人ではなくて、友達と一緒にいる。 

幸せ。 

 

（時間を進める・・・） 

光が突然やってきて、その光に呑まれる。 

そのまま連れ去られる。 

意識が失くなる。 

 

（次に意識を取り戻した時・・・） 

ビーカーの中。 

着ていた服がなくなって、裸の状態。 

全員、ビーカーの中は裸。 

ビーカーの外は見えない。 

ビーカーを回していって、人の恐怖がどこまでいく

のかを調べている。 

そういう装置が付いたビーカー。 

 

【恐怖の最高レベルが”10”だとしたら、今のレベル

は？】 

 

針が振り切ってしまっている状態。 

”こういう時に恐怖を感じる”というデータを集めてい

るのかな？ 

感情を持たない種族なので、それを数値化して怖さ

のレベルを１つ１つ確認している。 

ビーカーの中は、多分レベルがマックスの怖さの感

じがする。 

 

【何に対する怖さ？】 

 

＜死ぬ恐怖＞。 

痛みを伴いながら、皆が潰されて死んでいく恐怖。 

”回したら”死んでいく。 

ミキサーみたいな装置になっている。 

自分にもそういう瞬間がやってくる。 

 

 

 実験者との対話のイメージ 

 

 【何をしている？】 

 

 人間を知る。 

 人間の感情をする。 

 

 【知ってどうする？】 

 

 知って自分達に感情を取り戻す。 

 その為の実験。 

 

 【この実験によって、本当に、感情は取り

 戻せると思う？】 

 

 理解が進む。 

 自分達は、感情を失くした。 

 遠い昔に。 

 

 【あなた達は誰？】 

 

 ゼータ・レチクル。 

 

 【どんな容姿？】 
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 目が大きくて、グレー。 

 

 【ゼータ・レチクルの人々は、皆、感情を

 持たない？】 

 

 感情があると、殺し合いになる。 

 人が抹消されて、種族が滅亡する。 

 

 【それ故に感情を失くして、種族を保存し

 ようと？】 

 

 種族の保存に向かったけれど、それでは繁

 栄がない事に氣付いた。 

 それで、感情を取り戻す作業をしている。 

 そこで、人間に協力して貰っている。 

 

 【それは”協力”？】 

 

 協力。 

 

 【勝手に連れ拐って来たのでは？】 

 

 そう、協力。 

 自分達が生き残る為の協力。 

   

 【なぜこの人（クライアント）を選ん

 だ？】 

 

 そこは、何も考えていない。 

 人間が虫を捕るのと何も違わない。 

 そこにいたから捕っただけ。 

 

 【この実験で、どんなデータを取ってい

 る？】 

 

 人がどんな時に恐怖を感じたり、そのレベ

 ル。 

 自分達には恐怖という概念がないので、そ

 れを調べる。 

 

 【人間が感じた恐怖を、どのように活用す

 る？】 

 

 それを真似していく。 

 

 【ただ、恐怖という感情を手に入れる為に

 だけしている？】 

 

 恐怖も手に入れる。 

 その他の感情も手に入れる。 

 同じ様に実験で。 

 他の場所で。 

 ここの人達は、恐怖という感情を我々が手

 に入れる為にここで協力している。 

 ランダムに選んだ人達。 

 

 【この人達の命は、役立っている？】 

 

 役に立っている。 

 この人達の抱いた恐怖はこれから活用す

 る。 

 しかし、まだ自分達は、その感情を理解し

 ていないので、どう活用するかは答えられ

 ない。 

 

 （実験の最終段階へ・・・。） 

 

 【実験の結果、何を学んだ？】 

 

 身体的の痛みを加えると、恐怖を発するの

 が分かり、自分達の人との接し方、例え

 ば、特定の事をする事によって恐怖心を与

 える事ができるという事を皆で学んで、模

 倣している。 

 自分達の星で、活用している。 
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 自分達で、人間の感情を模倣して感情を取

 り戻しながら、進化の道を歩んでいる。 

 感情を取り戻せていると思う。 

 よって、実験は有効的だと思う。 

 

 【実験に使った人間は、最終的にどうな

 る？】 

 

 死ぬ者も多いが、帰る人もいる。 

 自分は全部の実験に関わっていないので、

 分からない。 

  

 【ビーカーの実験は？】 

 

 全員死ぬ。 

 全員潰れて死ぬ。 

 屍体はそのまま捨てて処理する。 

 

 【この人の体は？】 

 

 同様に処理されて、消滅している。 

 魂は消えない。 

 

 【この実験の記憶を持った魂は、どうして

 いけばいい？】 

 

 その記憶を変える事はできないから、何も

 できないが、申し訳ない様な感覚を自分が

 感じる事ができるのは、不思議な感じがす

 る。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【この体験から、何か学んだ事はあるのか？ 魂に

どの様な影響を与えているのか？】 

 

＜何も分からないまま死ぬ恐怖＞。 

＜何も理由がないまま存在が失くなる恐怖 ＞。 

納得する間がなかったから、＜何でも納得したいと

いう強い望みが生まれたきっかけ＞となった。 

 

【この実験の記憶に対して、どの様な納得 のさせ

方ができる？】 

 

この実験に対しては、壮大な宇宙の歴史の中のほん

の些細な一部としての存在を俯瞰して、もう納得で

きる。 

今は、それを受け入れられる。 

戦争などを繰り返さないと、進化できないのか

な？・・・というのは、ちょっと疑問に残る。 

 

 

思い出す事によって、今後の人生をより豊かに生き

ていく為に、納得できないまま命を終えるという体

験に関連している別の追体験の場面のイメージ 

 

お父さんに怒られている。 

２−３歳。 

すごい怖い。 

自分が何をやらかしたのか全く分からない。 

自分は怒られる様な事は何もしていないつもりなの

に、ものすごく怒られているので、体が硬直して、

ものすごい恐怖心を抱いている。 

 

【父親は、何と言っている？】 

 

「ゲンコツをするぞ！」って言っている。 

何でなんだろう？ 

 

 

怒られるきっかけとなった場面のイメージ 

 

何回か注意されて、お父さんの言う事を聞いていな

い。 

何を言われているんだろう？ 
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私は、ふざけている感じなのかな。 

当時住んでいた家にいる。 

 

 

 父親との対話のイメージ 

 

 【なぜ怒っている？】 

 

 この子が言う事を聞かないから。 

 ふざけてばっかりいる。 

 食事中だから、遊ばずに食べなくちゃいけ

 ない。 

 

 【遊んではいけない？】 

 

 自分がイラっとする。 

 

 【元々イラっとして、食卓に着いた？】 

 

 いいえ。 

 見ていてイラっとした。 

 TV が聞こえないから。 

 TV を見ているのに。 

 

 【その事を説明してから注意を与えた？】 

 

 いいえ。 

 頭ごなしかも。 

 

 【相手は２歳の子供だが？】 

 

 分かっていないね。 

 

 【怖がって萎縮している様だが？】 

 

 自分は、これしかやり方を知らないから。 

 

 【すぐにイラっとするタイプ？】 

 

 そういう訳ではないけど、子供の泣き声と

 かは嫌い。 

 仕事が忙しい。 

 家で休みたいのに。 

 子供が泣いていると、嫌な氣分になる。 

 問題が起こっている様に感じる。 

 

 【子供には子供らしくする権利はない？】 

 

 かっとなってしまうと、もっと子供の態度

 が氣に触る。 

 分かっていても難しい。 

 感情のコントロールは得意じゃない。 

 割とかっとなって怒っていたかも。 

 

 【他の恐怖体験と結びついて、この時の記

 憶がその後の人生に影響を与えている

 が？】 

 

 

クライアント 

 

私自身もかっとなって言ってしまう事があるので、

学んで何とかしたい。 

冷静に何かをするという術を知らない。 

 

 

 父親 

 

 もしも私が、その様な性格的なものを娘に

 植え付けてしまったのなら、申し訳ない。 

 

 

クライアント 

 

【ただ単に子供らしい無邪気だったのか、本当にふ

ざけていたのか？】 
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２歳の私は何も考えていない。 

なのに、頭ごなしに怒られた。  

 

 

再び、家族で食卓を囲んでいる２歳の時の場面のイ

メージ 

 

【無邪気にはしゃいでいる自分は、何を考えてい

る？】 

 

楽しい氣持ちでいっぱい。 

目の前に美味しそうなご飯があって嬉しいのと、何

か遊びたい氣持ち。 

 

【父親は何をしている？】 

 

お父さんは野球を見ている。 

TV が点いているのは知っているけど、私は TV は見

ていない。 

TV を見ているのはお父さんだけ。 

お父さんは TV しか見ていない。 

そういう時があってもいい。 

２歳の私は、お父さんに対して、何も要求はない。 

 

 

父親との対話のイメージ 

 

【（娘の心中を察しながら、）はしゃいでいる娘に

何と声を掛ける？】 

 

何してるの？ 

 

クライアント 

 

音、出してる。 

楽しい。 

 

 父 

 

 それを聞いて、そんなに氣を揉む様な事で

 はないと思う。 

 でもはしゃぐのはダメ。 

 躾は大事。 

 お皿で遊ばない。 

 食べ物で遊ばない。 

 

 （その事を分かり易く娘に伝える） 

 ご飯食べようか？ 

 お皿は叩くもんじゃないよ。 

 娘は笑っている。 

 

 

【２歳の自分はそれを理解している？】 

 

全然理解していない。 

 

 

 父 

 

 こんなシンプルな事が娘に伝わなないか

 ら、困惑する。 

 今までだったら、その困惑が怒りに変わる

 のが早かったと思う。 

 伝え方が分からない。 

 野球の中継を真似しながら食べさせる様な

 事はできる。 

 

 （試しにしてみる） 

 楽しく食べれている。 

 

 

クライアント 

 

遊んで欲しかったっていう思いが根底にある。 

楽しく食事をしている。 
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 父 

 

 遊び心のある食事は楽しいもんだと思う。 

 でも、余裕がなくて申し訳なかった。 

 伝え方が下手で、申し訳なかった。 

 

 

クライアント 

 

私も、伝え方を教えて欲しかった。 

 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

（この体験を通して抱いた否定的な感情、恐怖心、

身体的な硬直などの反応、緊張、混乱、感情の停

止、理解ができない苦悩などを受け入れ、解放させ

る。 

代わりに無償の愛、深い理解、慈しみ、より強い

絆、自分らしくいる事の安心感などのポジティブな

感情で心を満たす。それらが、今後の人生を支えて

いく。） 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

 

今、自分の”最も深い部分と向き合う時期”だと感じて

いるが、その感覚について 

 

闇。 

闇に中に湖、水が溜まっている場所があって、上か

らポトン・・・と雫が落ちるのだけれど、落ちて波

紋が広がって、ただただそれが繰り返されている感

じ。 

音もあるか、ないか・・・。 

ただ、雫が落ちているだけ。 

意識だけがある。 

意識全体に響き渡る様な波紋。 

雫はたったの１滴だけれど、それは大きい水の中に

落ちていく１滴。 

その様にして伝わっていく感じ。 

意識に起こっている状態。 

小さいものが大きくどこまでも響くという感覚。 

このイメージと、最も深いところにある恐怖とがリ

ンクしている感じ。 

 

 

その更に根源的な場面のイメージ 

 

１本の矢が胸に突き刺さる様な感じ。 

それで死んでしまう様な感じ。 

足がある。 

何も履いていない？ 

足の下に地面がある。 

体は動く。 

手には何も持っていない。 

人間の様であって人間ではない、女性性の生命体。 

人型の体の形をしている。 

 

相手がいて、言葉を発するんだけれど、それが矢に

なって飛んできて、心臓に突き刺さる。 

その相手は、今生の旦那さんなんだけれど、どうも

違う星で、羊みたいな、ヤギみたいな頭をしてい

る。 

でも、旦那さんの魂です。 

 

景色が見えない、チャコールの世界。 

 

言葉なのか、テレパシーなのか、呪文なのか分から

ないけれど、『死ね』というエネルギーを受けてい

る。 

『無くなれ』の様な。 

それを受けて、身が滅ぶ様な感じ。 

まるで、”ラピュタの中の最後の滅びの呪文”の様な感

じ。 
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相手の目を見ていると、これは処刑の場面だと氣付

く。 

処刑されようとしているのは、私。 

どういう状況なんだろう？ 

 

彼が、処刑執行人。 

その言葉によって、全部無くなってしまうんだけれ

ど、彼は私を殺したい訳ではない。 

でも、その役目を担っていて、執行しなければいけ

ない。 

何かの罪を犯したけれど、何をしたんだろ

う・・・？ 

 

 

 死刑執行人との対話のイメージ 

 

 【なぜ、この人を処刑する？】 

 

 それが自分の仕事だから。 

 この者は裏切りを働いたから。 

 国、政府、組織に対する裏切り。 

 それは死に値する。 

 秘密が漏れた。 

 

 【それは、彼女１人のした事？】 

 

 そう。 

 

 【あなたは、彼女の罪に対してどう思って

 いる？】 

 

 自分には、同情する余地はある。 

 この組織のシステムに対する無力感を抱い

 ている。 

 自分１人が何かをする事はできない事に対

 する無力感。 

 ある意味、自分には彼女を讃えている氣持

 ちがある。 

 勇氣と行動力を持っていると思っている。 

 

 【でも、役目を全うして、彼女を処刑しな

 ければならない？】 

 

 はい。 

 私的な感情を失くさないとできない苦しい

 仕事だと思う。 

 できるだけ感情を失くして刑の執行をしな

 ければ務まらない。 

 

 【彼女に何か伝えておきたい事は？】 

 

 自分が彼女に対して秘かに抱いている愛情

 と理解とを伝えたいけれど、伝える事はで

 きない。 

 感謝の念に近い愛情。 

 友愛。 

 

 （テレパシーで送る。） 

 

 

クライアント 

 

彼の愛情を感じる。 

 

【これから迎える死との向き合い方に変化はあ

る？】 

 

はい。 

でも、「殺さないで」と、懇願している。 

それは、聞き届けられない。 

けど、諦めていない。 

自分の死に対して、全然納得ができない。 

 

【どういう組織を裏切った罪に問われている？】 

 

宇宙をパトロールする仕事をしていた。 
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５つぐらいの星をずっと回っていた。 

仕事は好きだった。 

 

【なぜこの仕事に従事している？】 

 

その星同士の関係を平和に導く為。 

コミュニケーションによって。 

意識の共有。 

状況は複雑で、上手くいかない星もある。 

そういう星は、平和に対する意識がとても低い。 

力で解決しようとする傾向がある。 

そこを協力して、星同士の戦争などにならない様に

均衡を保たないといけない。 

 

【均衡は保てていた？】 

 

はい。 

上手く均衡を保つ事はできていたと思う。 

私の星は、この星団のリーダーの様な立場にある。 

バランスが崩れると、この星団は存続できなくな

る。 

その均衡を保つ為に、私は常にパトロールをしてい

た。 

 

 

”秘密を漏らす”事態になった時のイメージ 

 

何かの平和的解決をする為の作戦を立てていた。 

その作戦の内容を、良かれと思って別の星の存在に

話してしまった。 

その事を咎められた。 

力で解決する星人に、伝えてしまった。 

本当は、その人にだけは絶対に言ってはいけないと

全員が認識していた人に漏らした。 

 

【そんなに重要事項だった？】 

 

そうだったらしい。 

私の中では考えが違っていて、それを伝えた方が上

手くいくと思っていた。 

秘密にするという取り決めはあった。 

 

【最終的に、相手に伝えるという決断をした理由

は？】 

 

それを相手が知った方が、絶対に相手が上手く動け

ると想像してしまった。 

 

【その結果どうなった？】 

 

伝えたけれど、結局相手の理解が得られなかった。 

それで、逆上された。 

相手が、下に扱われている、見下されていると感じ

た。 

自分達だけが輪に入れていないと思って、暴走し掛

けた。 

その相手の星から私たちの星に攻撃がやってくる。 

他の星にも攻撃をしている。 

平和とは真逆の方向に向かっていっている。 

 

【それは本当に、自分が良かれと思って発した一言

が原因？】 

 

はい。 

それが大きい。 

その責任を取らされる。 

スパイの様な扱いを受けて・・・。 

 

【相手の星人に重要な秘密を伝えるに至った思い

は？】 

 

相手とのコミュニケーションが続いていくうちに、

相手の星の事を理解して、心を許してしまった。 

だから、取り返しがつかない事が辛い。 

時間を巻き戻したいけど、できない。 

自分自身に対して酷く失望している。 
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【自分のしでかした事は、死という形で責任を取ら

される事によって本当に解決する？】 

 

解決する事ではない。 

でも、それがルール。 

それは、受け入れられない。 

 

【例えば、死という形で責任を取らなくても良いと

したら、どの様な責任の取り方を選択できる？】 

 

身を潜めて暮らす。 

死ななくても、きっと投獄される。 

 

 

処刑の場面のイメージ 

 

弁明している。 

「きっと理解し合える」と。 

星同士が理解し合って共存できる・・・という事を

言っている。 

 

【それを信念として持っている？】 

 

はい。 

きっと、それに耳を傾けてくれる人もいてる。 

 

（時間を進める・・・） 

死刑が執行される。 

体を離れる。 

 

無念が残っている。 

その無念を魂の記憶として持ちながら、今後の人生

でどう生きていくか・・・を探す旅に出て行く感

覚。 

 

 

この人生を振り返って 

 

”星”に作戦を伝えている場面を思い返してみると、や

っぱり伝えてはいけなかった。 

何に最も重きを置いていくか・・・という軸が、し

っかり定まっていなかった。 

１人でやっている事に対しては信念は持っていたけ

れど、冷静に体を離れて見てみると、単独行動だっ

た。 

自分の信念も一種の思い込みで、自分のとった行動

を起こさなければ、全体の平和を保つ事はできてい

たと思う。 

どういう人と意識を合わせていくのか、その難しさ

を学んだ。 

自分が理解しているつもりでも、それを客観視する

と、必ずしもそうではないという事は、生前に理解

する事はできていなかった。 

 

【刑を執行した人は、同情の念を持っていたが。】 

 

この人も複雑な感じ。 

 

 

 執行人との対話のイメージ 

 

 自分達は友人だった。 

 星が上手くいくにはどうしたらいいのかと

 よく話し合ったりしていた仲。 

 管轄は違うけれど、普段からたまにコミュ

 ニケーションをとっていた。 

 どうして秘密を漏らすに至ったかという心

 情も理解する事はできる。 

 性格なども似ている。 

 でも、なぜそんな軽率な事をしてしまった

 んだとも思う。 

 同時に、そうしてしまった理由も十分分か

 る。 
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この人生での学びを、未来生にどの様に活かしてい

くのか 

 

感情を消して仕事をしなくてはいけなかったという

ところを上手く扱えていなかった。 

感情を殺す事が身に付き過ぎてしまっている。 

でも、感情を出すべき時には、適切な表現を用いて

出せる様にしたい。 

感情を上手く使いたい。 

 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【今生に於いて、”最も深い恐怖”を自分で分からない

様にしている・・・というのは、感情を殺す事？】 

 

感情を殺す事で、人を傷付ける恐怖。 

分かっていないままに動いて周りを傷付ける。 

結局それは、平和に繋がらないと思っている事。 

感情を出し過ぎては平和は築けないけれど、感情を

抑え過ぎても平和にはならないという事。 

＜心の扱い方＞・・・。 

そこが、今生の人生のテーマの１つになっている。 

 

 

今生を始める直前のイメージ 

 

子供が泣いている。 

その子供は私。 

おかっぱ頭の 5 歳の女の子。 

日本。 

親がいない。 

親とはぐれた？ 

戦争中。 

道で１人ぼっち。 

周りに人はいるけれど、見向きもされない。 

親とはぐれて道に迷っている。 

はぐれてから、もう結構時間が経っている。 

今までずっとずっと泣いて過ごしている。 

周りは、殆ど焼けてしまっていう感じがするけれ

ど、靄がかっていてよく分からない。 

夏。 

人がそんなにはいない。 

 

 

家族と離れた場面のイメージ 

 

ものすごく人が多い。 

もみくちゃになって、両親と離れた。 

家族３人で、その場所から逃げようとしていた。 

周りの人も皆逃げている。 

そのうち、なぜか私だけが１人切りになっている。 

「お母さん」と呼びながら、泣いている。 

お母さんとはいつまでも会えない。 

知らない人に「助けて」と言って、食べ物を少し分

けて貰って食べている。 

 

（時間を進める・・・） 

 

親にも会えず、食べるものもなく、彷徨いながら川

の側に来た。 

砂利がある。 

草も生えている。 

人はいない。 

ここで、そのまま死ぬ。 

１人で生き残れなくて、憔悴し切って死ぬ。 

 

体を離れる。 

上の方に昇っていく。 

お迎えがたくさん来ている。 

天使の様な存在が４人。 

綺麗な姿。 
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体が軽くなる様な声の様な、音の様な、『大丈夫』

の様なエネルギーを感じている。 

光に入る。 

 

 

この人生を振り返って 

 

この人生は、１人では生きる事はできないという事

と、両親の大切さを学ぶ為にあった。 

 

 

今生の自分へのメッセージ 

 

周りにいる誰かを頼ってもいいんだよ。 

人と協力する事は大事な事。 

１人では生きれないという教訓を活かして、家族を

大事にしながら、生きる・・・という事。 

 

 

光の中で光り輝く神様の様な存在と対話するイメー

ジ 

 

【これまでの魂の流れと体験をもって、今生では何

を体験していく？】 

 

共創。 

平和な世の中を人と一緒に創る。 

自分１人の考えではなく、多くの人々の考えや意見

を聞き、そこからヒントを貰いながら最善の道へと

活かしていく。 

 

【それは、成し得ている？】 

 

まだまだ道半ばにはあるが。 

 

【理想を 100 とすれば、何点？】 

 

75。 

まあまあやれている。 

あとは、もっと聞く。 

”聞く耳”ハモっているので、聞きたい様に聞くのでは

なく、幅広く聞く。 

心に”整理の棚”を設ける。 

感情はしっかりと感じ取る。 

感情と向かい合わないでごまかすと、ごちゃごちゃ

になって収拾がつかないので、感情をもっと整理し

ながら観る。 

俯瞰してみる。 

 

 

暗示 

 

 

自己否定のパターンについて 

 

自己否定を感じ切る事で、逆に作用する時があり、

それによって自己の本質に氣付く時がある事を設定

してきた。 

設定してきた自己否定感とは、ちゃんと向き合えて

いる。 

 

【自己否定のパターンは持っていてもいい？】 

 

パターンに執着するのはもう不必要。 

このセッションで、それに氣付いたから。 

経験からのものをパターンとして持っているだけ

で、氣付きを得た今は、それを英知として活かして

いけるので、別に手放す必要はない。 

適切な時期がきたら、手放すだろう。 

 

 

暗示 

 

 

夫の存在について（関係が最も適切に説明されてい

る場面のイメージ） 
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結婚する前に、言われた事に対して、笑顔で「う

ん」と言っている自分がいる。 

それで”纏まっている”みたいな感じ。 

笑顔で「うん」というのが、２人の関係にとって大

事な要素なのかもしれない。 

 

 

 夫との対話のイメージ 

 

 【妻（クライアント）は、夫の愛情を感じ

 ながらも満たされない思いを抱いている

 が、それは知っている？】 

 

 はい。 

 

 【何が上手くいっていないと思う？】 

 

 お互いに素直になれない。 

 結婚前は素直でいる事ができた。 

 

 【結婚後に何が変わった？】 

 

 反抗的に感じる。 

 言った事にいちいち反応する。 

 以前はなかったと思う。 

 ご機嫌でいて欲しい。 

 

 【妻を愛している？】 

 

 はい。 

 

 【それは上手く伝わっていると思う？】 

 

 いや。 

 自分自身も伝える事を難しいと感じてい

 る。 

 腹が立つ時がよくある。 

 

 【どんな時に？】 

 

 （妻/クライアントが）子供を怒っている

 時。 

 子供の怒り方に関して。 

 もっと静かに分かり易く言えば済むの

 に・・・と思う。 

 

 【感情的になるという事？】 

 

 はい。 

 妻が感情的に子供達を叱っているのを聞く

 と、ものすごく嫌な氣分になる。 

 自分が言われている氣にもなる。 

 彼女のそういう姿を見たくない。 

 

 【怒っている彼女を見たくない？】 

 

 はい。 

 

 【改善の余地はありそう？】 

 

 言っても変わらない。 

 理解はしているのかもしれないけれど、け

 ど、変わらない。 

 今まで変わっていないから、今後変わると

 は思えない。 

 

 【あなたが変わる事で、妻が変わる事はで

 きると思う？】 

 

 変わるかもしれない。 

 自分が嫌なのは、２人の感覚の違い。 

 自分が嫌なものを理解して貰えていない様

 な氣にさせられる。 

 氣持ち良く、ストレスなく過ごしたい。 

 家でストレスを感じるのは嫌。 
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 でも、彼女のストレスの原因が、本当はよ

 く分かっていないのかもしれない。 

 

 【もうちょっと笑顔が増えたら、関係は変

 わっていきそう？】 

 

 はい、多分。 

 

 【彼女の傷付いている言葉については？】 

 

 自分はそんなにきつい事を言っているつも

 りはない。 

 多分、彼女が言っているのは、お互いに言

 葉を被せ合っていく先に発する結果になっ

 てしまう、本来言おうとも思ってもいなか

 った言葉だと思う。 

 言葉を言い合って、被せ合って、そういう

 段階に行き着く事が多いと思う。 

 

 【そういう事は、子供たちの前で行われ

 る？】 

 

 たまに。 

 良くないと思う。 

 

 

クライアント 

 

聞いていて、ものすごく悲しくなってくる（涙）。 

彼が言う様になれたらいいけれど、ずっとなろうと

しても、そうなれないでいる。 

そこは彼の事を責めている氣もするし、変わりたく

ても、そこだけは１番変わる事のできない部分とい

うか・・・。 

外で色んなワークを受けても、結局 “そこの部分に

進歩がない” と言われると、返す言葉もない。

  

子供に対しては、すぐにかっとならなかったらいい

んだけれど、それがどうやったらできるの

か・・・。 

難しなあと思います。 

 

【もう少し笑顔で接するというのは？】 

 

そうできたらいいなあと思いますが・・・。 

 

 

目を見ながら夫や子供達に笑顔で接するイメージ 

 

旦那さんが安心してくれている。 

深いところで、安心しているみたい。 

それが伝わってくると、私も心穏やかにいられる。 

子供達も、より自然。 

嬉しそう。 

 

【かっとしながら接する事は、家族関係にどれぐら

い役立っている？】 

 

かっとしながらものを言っても、逆効果で、全然役

に立っていない。 

目を見るという事ができていなかった。 

目を見る事をもっと日常生活で増やしていく事が、

とても必要だと思う。 

今までは、見ていなくて言うという場面が多いと思

う。 

１度目を見る事は、とても大事なのかもしれない。 

 

（今後は、目を見て一呼吸置いてから、自分の愛情

が１番伝わる適切な言葉と表現を選んで言葉掛けを

心掛ける。叱る時も然り。） 

 

 

暗示 
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ランチ休憩を挟んで 

 

 

 

ボディ・スキャンのイメージ 

 

今はとてもいい状態。 

ただ、右の鎖骨辺りに、ちょっとした影。 

もともと、乳癌の時にリンパから広がってできたし

こりだった。 

今は問題がないけれど、少し反応している。 

 

 

 右の鎖骨辺りの影との対話のイメージ 

 

 【あなたは誰？】 

 

 悲しみ。 

 

 【悲しみはなぜそこにいる？】 

 

 過去の傷。 

 心に溜めて、出せなかった悲しみ。 

 

 【今でもそこに居続けている？】 

 

 今でもいる。 

 自分の存在を分かって欲しいから？ 

 

 【誰に分かって欲しい？ 本人、それとも

 他人？】 

 

 本人に。 

 本人が作り出した事に氣付いて欲しい。 

 

 【いつ作り出された？】 

 

 多くの過去に於いて。 

 悲しみを繰り返している結果、ここから離

 れられないでいる。 

 

 【本人は、あなたに氣付いている？】 

 

 氣付かない振りをしている。 

 薄々は感じている。 

 今日はちゃんと分かって欲しい。 

 

 【彼女に何を伝えたい？】 

 

 寂しさや辛さといった人間の根本的な存在

 の悲しみについて。 

 そして、それに氣付かない振りをしている

 事の愚かさについて。 

 

 

 その悲しみの根本原因となるもののイメー

 ジ 

 

 子供の頃かな。 

 ３歳。 

 歌ったりご機嫌に過ごしているけど、聴い

 て貰えなかったのかな。 

 それでもいいや・・・という諦めの氣持ち

 を持ってしまった。 

 家族が農作業をしている。 

 皆んな忙しくしている状況。 

 私は何か面白い事を発見して、嬉しくて歌

 っている。 

 その歌を聴いて欲しい。 

 誰かにかまって欲しい。 

 でも、かまって貰えない状況にすごく傷付

 いた。 

 けれど、自分で「大丈夫」と思い込む様に

 して過ごしている。 
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 【3 歳にして、「大丈夫」と思い込めたのは

 なぜ？】 

 

 天氣がいいのと、虫が飛んでいたり、氣を

 紛らわせるものが周りにある。 

 別に人が見ていなくても、自然があるか

 ら、自然と遊べる。 

 でも、本当は、もっとかまって欲しい。 

 内心は傷付いている。 

 そういう事が何回も繰り返されていった。 

 

 【自分が”こうして欲しい”という事は、伝え

 てみた？】 

 

 いや、ちゃんと伝えていない。 

 １回だけ言って、諦めて、それ以上は言っ

 ていない。 

 

 

 もう１度言ってみるイメージ 

 

 側にいるおばあちゃんが、手が空いていそ

 う。 

 おばあちゃんのところに行ってみる。 

 話し掛ける。 

 「見て見て〜、聞いて聞いて〜」。 

 おばあちゃんは、「うん、うん」と言って

 自分を見てくれている。 

 歌を歌って聞かせたい。 

 聴いてくれている。 

 おばあちゃんは、手を動かしながら、喜ば

 しい目で見てくれている。 

 手を動かしているのは、やるべき作業があ

 るから。 

 それは、今、理解できる。 

 おばあちゃんに話し掛けて良かった。 

 

 お母さんのところに行く。 

 お母さんに話し掛けるのは、ちょっと怖

 い。 

 弟が生まれて、まだ小さい赤ちゃんなの

 で、遠慮に氣持ちがある。 

 お母さんは大変そう。 

 話し掛けてみる。 

 ちらっと見て、弟の事もあるから、ずっと

 見ていてくれる訳ではない。 

 お母さんが忙しいのを分かっていながら、

 分かりたくない氣持ちがある。 

 でも、無理は言えない。 

 わがままはしたくない。 

 ３歳の自分はそれを感じられている。 

 

 家族は皆んな忙しくて、私に注意を向ける

 時間がない。 

 理解できるけど、寂しい。 

 

 

 大人の自分自身に聴いて貰うイメージ 

 

 大人の自分：「かわいいね〜」 

 

 ３歳の自分は嬉しそう。 

 ”シャボン玉”とかを一緒に歌ってあげる。 

 手を繋いだり、ハグをして過ごす。 

 

  ３歳の自分 

  幸せ。 

  大人の人は優しいなあと思う。 

  言える人と言えない人がいる。 

  お父さんとお母さんには、まだ言

  いにくい。 

  お母さんは忙しそうで、お父さん

  は怒ったら怖いから。 

  おじいちゃんとおばあちゃんに

  は、まだ素直に言いたい事を言え

  る。 



 

19 

 

  そういう人が側にいて良かった。 

 

 大人の自分 

 「もっとわがままを言って大丈夫なんだ

 よ」。 

 理由じゃないけど、話す事は大事。 

 ”自分が話したい氣持ち”を、もっと大事にし

 た方がいいよ。 

 

  

 お父さんのところへ行くイメージ 

  

 話し掛けてみる。 

 普通の反応で、ちょっと拍子抜けした。 

 ”見てるよ〜”という感じで反応してくれてい

 る。 

 ちゃんと見て、聞いてくれている。 

 話し掛けてみて良かった。 

 

 

 大人の自分 

 今は忙しい時間だから、終わってから遊ん

 で貰おうか？ 

 でも、終わってからも忙しそうだから、一

 緒に悩んであげようかな？ 

 

 

  ３歳の自分 

  こんなお姉ちゃんになりたい。 

  こんな人はいいなあ〜と思う。 

 

 

インナーチャイルドのヒーリング ＋ 暗示 

 

 

 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

 

とても安心してゆったりした氣持ちです。 

このまま、休息の時間を与えてあげてください。 

 

 

15 分間の睡眠時間 

（今生で最上級の質の休息の時間、体全体のヒーリ

ング、チャクラの調整 etc） 

 

 

暗示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

ありがとう!! 

あっという間に長時間経ってて、本当にびっくり。  

深い意識に立ち会っていただき、ありがとうございました。 

めっちゃ動いたのか、 

眠いーーーー。 

今日は早めに眠ろうと思います。 

また続き、お願い出来ると嬉しいな(๑˃̵ᴗ˂̵) 


