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 中国人 
 スウェーデン在住 
 会社経営 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
今回のセッションの目的： 
 
【解決、軽減、解消したい事項】 
契約期限が迫っている森の購入に対する迷い 
前世を知りたい 
その他の人間関係 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
 
息子との最近の楽しい思い出のイメージ 
森の中で、大きい石の上に立って日の入りを見ている。 
周りには小さい木々もある。 
 
 
夫（故人）との楽しい思い出のイメージ 
オーストリアに旅行した時。 
シドニーの公園にいて街を見下ろした。 
特に何もしないで、芝生の上に横になって。 
言葉は交わさないけれど、「あなたと一緒にいて、と

ても楽しいね・・・」と深く感じている。 

 
幼少時の楽しい思い出のイメージ 
中国の自宅の前で、砂を川から手押し車で運んで来て，

隣り近所の子供達と一緒に 4～5 人で高飛びをして遊
んだ。 
7～8歳の頃。 
 
 
誕生時のイメージ 
（思い出せず、聞いた話・・・） 
ちっとも母乳を飲めなかった。 
占い師に治して貰ったそう。 
外は雨。 
家の中はガタがきていて、古い屋根から雨が漏れてい

た。 
母があらゆる物を取り出して、滴っている雨水を受け

とめ様と必死だった。 
私の眠る場所すらない状態だった。 
 
 
リラックスできる場所でのイメージ 
夜空に星が見えている。 
 
エンジェルが飛んで来た。 

 女の子。 
 12～13歳。 
 エミという名前。 
 笑っている。 
 踊っている。 
 足が床についていないが、バレエのステップ

 の様。 
 白服を着ている。 

 
 このエンジェルとの対話のイメージ 

 もっと楽しく過ごしてね。 
 好きな事をどんどんしなさい。 
 心配しないで。 
 O君（息子）とダンスをしてください。 
 私はあなたの好きな人を連れて来ます。 
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 森の購入に関して	 	  
 森がとても好きなので、あなたならもっと一

 杯持ってもいい。 
	 	  木の匂い、土の匂い、空気、風の音。 

 夕日が射した時の美しさが、あなたを癒す。 
 
	  辛い事が一杯あったね。 
 でも、これからは大丈夫、側にいてあげるね。 
	 	  あなたはもっと無邪気になっていいのよ。 
 そうしたら、もっと楽しいよ。 
	 	  守ってあげるからね。 
	 	  O君の側にもいてあげる。 
 
	 	  これからは、あなたはもっと耳をオープンにし

て、いい情報をもっと取り入れてくださいね。 
	 	  色々なニュースがあちこちから飛んで来るか

ら、わたしがいいニュースをあなたに運んであ

げる。 
	 	  
	 	  あなたが 1番やりたい事は何ですか？ 
	 	  あなたは本を書くべき。 
 沢山の色々な面白いストーリーを書いたら、と

ても受けるわよ。 
	 	  時間を作って、本を書いてくださいね。 
 あなたの本を待っている人が一杯いるからね。 
 
	 	  これから、そんなに寂しい思いもしなくていい。 
	 	  楽しい事が沢山あるわよ。 
	 	  沢山の人が、あなたを守っていくから。 
	 	  あなたは直感を大切にしてね。 
 直感は、“大事なメッセージだから耳を傾ける

様に”という事 
 
	 	  エミに会いたい時は、心の中で強く呼んでね。 
	 	  木の周りによくいるから。 
 あなたの好きな木があるでしょう。 
 
 ＜母との関係＞に関して 
 自分であの様なお母さんを選んだ。 
 あなた自身を鍛える為に。 

 辛い事、寂しい事を沢山味わう為に。 
 頼れる人はいない、自力で何とかしなければな

らない力を培う為に。 
 母親は、それでも、あなたに対しては彼女のな

すべき事をして来ただけだから、それでいい。

無視をする訳ではなくて、母親に囚われずに自

分の道を進んでいけばいい。 
	 	  あなたの内にあるパワーを使いなさい。 
 大丈夫、あなたは負けず嫌いだし、立派に生き

る力が既に備わっているから。 
 
 ＜前世＞に関して 
 前世はとても裕福で、貴族。 
 宮殿の中にいた。 
	  あらゆるものは自分の手中にあった。 
 その人生では、愛について考えた事もない。 
 沢山愛されていた人。 
 あなたは生まれ変わって、人間の愛の本質は何

なのか味わってみたかった。 
	  だから常に愛を求めていて、今だってそう。 
 あなたにはもう愛がある。 
	  友人も多い。 
 男性からの愛も沢山受けて来た。 
 お母さんからの愛はなくても、それはそれであ

なたを沢山成長させるものだからそれでいい

のよ。 
 
 
今後の人生をより充実させる為に思い出すべき場面

のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
沢山の人が踊っている。 
私は高い所に立っている。 
 長いドレスを纏って、とてもエレガント。 
 とても綺麗な顔をしている。 
 まだ若い。24～25歳位。 
 名前：エリカ。 
ヨーロッパのどこか。 
1700～1800年。 
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イギリス、ロンドン。 
フランスにもいた時期があった。 
 
今は宮殿から離れて乗馬をしている。 
イギリス風の帽子と、縞模様の衣装。 
後ろに誰かがいる。 
すごいスピードで楽しく走っている。 
右手前方に湖。 
夏。 
緑が一杯で美しい。 
後ろにいる人は、わたしの好きな人。 
ロバート。 
細い人、とても優しい。 
今生ではまだ知らない、これから会う人。 
 
自宅のイメージ 
宮殿。 
石造りの城。 
石の城壁でぐるりと囲まれている。 
周りに使用人が 10人以上見える。 
沢山の人が料理をしている。 
宮殿でよくダンスをしていた。 
 
父：	 国王？、軍人？ 
	 	 	 立派な肩飾りのついた服装と帽子。 
	 	 	 馬の鞭を持っている。 
	 	 	 今生での父親らしい。 
	 	 	 名前はウィリアムかジョージ。 
母：	 存在が薄い。 
	 	 	 ダイヤモンドの沢山付いた髪飾りを装着。 
兄：	 遠くに行っていて姿が見えない。 
 
とても寂しい。 
自分をよく理解してくれる人がいない。 
友人はいるけれど、日常一緒に過ごさない。 
自分を愛せる男性が側にいない。 
本当に話をしたい時でも話せない。 
 
この人生での重要な場面のイメージ 
戦争が起こっている。 

隣りの国も含めて、何か国も戦っている。 
男の人が戦争に行かねばならず、自分の愛する人も戦

場へ行ってしまった。 
この後、自分から離れてしまった。 
 
この人生での他の重要な場面のイメージ 
石造りの立派な宮殿。 
母が側にいる。 
 細身の人。 
 優しそう。 
 濃い緑の長いドレス 
 頭にダイヤが沢山光っている。 
父と一緒にステージに立った。 
下のホールには、パーティーに来てくれた人が沢山い

る。 
天井がものすごく高い。 
戦地から戻って来た人達への祝賀パーティー。 
父が挨拶をしている。 
「よく戦って無事に帰って来てくれた」という内容。 
とても嬉しい。 
ロバートの姿は見えない。 
 
 
人生最後のイメージ 
豪華さのイメージは続いているけれど、はっきりしな

い。 
視界が悪い。 
とても深い霧が掛かっている森の中。 
足元も白い。 
長いブーツを履いている。 
若い娘。 
とても苦しい。 
探し物をしている。 
人を探している。 
好きな人、ロバートを探している。 
とても悲しい。 
彼がいなくなってしまった。 
 
（この後は、イメージが途絶えた） 
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この人生を振り返って 
この世に生まれてきて、その理由があるなら、それは

＜愛＞という事。 
＜愛＞について考えなくてもいい人生だったが、人生

で 1番大切だったのは＜愛＞という事だった。 
 
 
その他の今後の人生をより充実させる為に思い出す

べき場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
花が一杯咲いている庭の様な場所。 
低い紫やオレンジの花々。 
甘い香り。 
円形の庭から花畑へ。 
夏になる前、春。 
 
ウエディングドレスの様な白いドレス姿。 
ドレスの後ろがとても長い。 
とても嬉しい。 
明るいブルネットの長い髪。 
頭に丸い飾り	 –	 手製のお花。 
若い、10代。	 	  
その当時にしては割と長身。 
健康。 
 
(時間と場面が変わる) 
粒が大き目の砂が道に敷かれている。 
細い道。 
歩いていると、前方に海が見えてきた。 
とても穏やかな気候。 
そんなに嬉しい気分ではない。 
誰もいない。 
 
立ち止まって海を見ている。 
この場所は普段から見慣れている。 
色々な事を考えている。 
金の光が海に反射していてきれい。 
これから何をすればいいのかを考えている。 
 

自宅のイメージ 
石造りの大きい家。 
長い間ここに住んでいる。 
周りは畑。 
洗濯している人達がいる。 
大きいお盆の様な物と棒を持っている。 
３−４人の女性。 
皆、割と太っている。 
彼女達は、家のお手伝いさん。 
彼女達とは日頃余り話さない。 
 
家の天井が高く、とても豪華。 
ふかふかの絨毯が敷き詰められている。 
素敵な家具。 
家の中にいると、とても居心地が良く、落ち着く。 
家の中心にある立派な造りの階段を上って２階へ。 
 
自分の部屋。 
ベッドの周りにビロードのカーテンがある。 
装飾の付いた大きな鏡。 
自分はとても上品な姿の娘。 
薄地のピンク色が貴重の長いドレスを着ている。 
少しブルーの瞳。 
ウェーブの掛かった長めの明るいブロンドの髪。 
10代半ばー後半の年齢。 
 
これから寝ようとしている。 
ベッドに入るけれど、すぐには寝付けず、考え事をし

ている。 
嬉しい感じがしない。 
物思いに耽っている。 
 
この人生での重要な場面のイメージ 
馬車に乗って、田舎の道を走っている。 
馬車には自分１人だけ。 
御者も１人。 
これから近くの町に行く。 
黄色い畑、麦畑の間を縫う様に走っている。 
着いた町は、それ程大きくない。 
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１軒の店へ入る。 
店内に沢山のカラフルな糸が見える。 
糸を買いに来た。 
帽子に関する何か？ 
ブルーの毛糸で帽子を編んだ。 
その帽子を仕上げる為の残りの材料を買う。 
帽子作りは自分の仕事ではなく、単なる趣味。 
特に楽しい気分でもない。 
 
次に町の中を歩く。 
この町で１番高い建物の塔と、そこにぶら下がってい

る鐘が見えている。 
教会。 
建物の前に着いた。 
中に入って、祭壇の前に行く。 
お祈り。 
街に出て来ると、必ずここに来てお祈りをする。 
「素敵な人と出会えますように」と祈っている。 
特に特別な感情は湧かない。 
いつもと同じ様に、淡々とした気持ちで教会を出る。 
 
石でできた建物の壁伝いに歩いている。 
広場へ向かって歩いて行く。 
広場にあるベンチの１つに腰を下ろす。 
近くに装飾の綺麗な割と大きな噴水。 
ここは、自分の中でも好きな場所の１つ。 
周りに小さい店がある。 
古い材木で出来た小さい移動式の屋台。 
キャンディーを売っている。 
古い建物が建ち並んだ、歴史のある古い町。 
(耳を傾けると)皆、英語を話している。 
自分はスコットランド人？ 
只ベンチに座って、周りをぼんやりと見ているだけ。 
普段から自分は余り人に会っていない感じがする。 
いつも１人でいる。 
人といるのは嫌いでもないが、どちらかというと１人

でいる方がいい。 
寂しいとは感じない。 
しばらくして、待たせてある馬車に戻る。 
帰宅。 

自宅にはそれ程多くの人の気配がしない。 
父の姿が見えない。 
母の姿も感じられない。 
台所に行くと、食事を作っている人の姿がある。 
特に話をしない。 
両親は自分を置いて、遠くに出掛けて、しばらくは戻

って来ないらしい。 
遠い町の親戚の所。 
両親は社交的だけれど、私は興味がない。 
どちらかというと煩わしいので、置いて行かれても気

にならない。 
両親がいない事に関しても、寂しさも感じないし、気

が楽。 
 
この人生でのその他の重要な場面のイメージ 
町の中。 
14−15歳。 
勉強している。 
がっしりとした木の机。 
学校。 
友人の女の子達と一緒に校内の庭で遊んでいた。 
縄跳び。 
全員、長いスカートを履いている。 
全く大した事はしていない。 
他の女の子が感じている程には楽しいとは思わない。 
自分は勉強が良くできた。 
勉強ができる生徒は、早く家に帰れる。 
その事を誇りに思っている。 
両親は、私が優秀なので、そういう自分を誇りに思っ

て、喜んでいる。 
両親はとても裕福。 
木材を加工する工場を持っていて、それで大きな財を

成している。 
 
“パパ”とは比較的よく話をしていた。 
 木材を加工する工場を持っていて、それで大

 きな財を成している。 
“ママ”は、自分に優しくない。 
 淡々として、感情を見せない。 
 長身で、とてももの静かな人。 
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 仕事はしていない。 
 いつも足首の隠れる位の長いスカート姿。 
 自分の近くに存在を感じた事がない。 
 自分から距離を置いている感じがする。 
 今生での母親の魂かもしれない。 
自分は余り望まれて生まれていない。 
お手伝いさんや家庭教師に育てられた。 
父は仕事をしているせいもあるけれど、家の中に両親

の存在感が殆どない。 
母は、適当に社交に出て行く。 
 
大した事のない人生。 
生きていても大した事が起こらない。 
何か起こったとしても、自分の感覚では、それらの事

を楽しめないでいる。 
 
人生最後のイメージ 
海辺に立っている。 
まだ若い。 
年齢は、もうよく分からない。 
多分まだ 10 代なんだと思うが、精神的に若さとは程
遠い感覚。 
ぼうっと何かを見ている様な、何も見ていない様

な・・・。 
高い所に立っている。 
崖っぷち。 
全く楽しくない。 
感情が湧かない。 
只単に体があるだけ。 
景色もはっきりと見えなくなってきた。 
下の方にある海の水をぼうっと見ている。 
感情を感じないで、そのまま足を踏み出した。 
海に落ちて行った。 
 
終えたばかりの人生を振り返って 
ずっと無感覚に生きてきたけれど、自分の中にある

“悩みともいえる”感覚を持っている事に気付いてし

まった。 
人生の目的が全然分からなかった。 
自分の目には、余り人間が見えなかった。 

多分いつも寂しかったのだと思う。 
寂しい気持ちから逃げたかったから、無感覚を纏って

いた。 
＜何もする事のない辛さ＞を学んだ。 
 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 
今現在の人生のステージに於いて、＜何をすれば人生

をもっと楽しく充実させて生きていけるか＞につい

て考える大事な時にきている。 
＜何の為に生きるか＞を考えていかなければならな

い。 
何も大した事の起こらなかった人生、無感覚に生きた

人生を体験した事を思い出す事によって、彼女に人生

をどう充実させていくかについて、もっと根本的なと

ころで見詰めて欲しかったので、この人生を見せた。 
彼女には、突き詰めて走っていける強さと、無感覚に

受け身に逃げる弱さの両極端な性質がある。 
どうやってそれらのバランスをとっていくかは、自分

次第。 
あの人生で、海辺に立って考えた事を振り返って欲し

い。 
 
今生きている人生では、ちゃんと生活はやりくりでき

ている。 
会社のやり方、社長として会社を引っ張っていく為に、

後悔のない様に決断していかねばならないが、今の様

に迷っていては、会社全体も迷ってしまう。 
自分の力で問題解決できたらいいとか、２年以内で誰

か後を引き継いでくれる人を探して退職しようとか

考え始めているけれども、自分で築き上げた会社を持

っている意味について、もう少し地に足を付けて考え

るべき。 
会社を経営しながら、自分の人生を充実させるものを

見付けていく事もできるし、会社が自分の人生を充実

させる重荷になっていると感じているのだったら、ス

パッと辞めてしまう事もできる。 
全ては自分の自由な意志によって選択できる。 
去年までは、彼女は自由選択の事や、どう人生を充実
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させながら生きていくのかについて余り分からなか

った。 
彼女のこの人生は、魂を鍛えて、魂を成長させようと

思って自分で決めて来たものだから、色々な挫折や悩

みや迷いがあっても、全てが本来は魂の充実感に繋が

っていくだろう。 
現在、彼女は仏教の勉強に興味を持っている。 
精神世界、仏教、子供の育て方について考える時間が

増えているのはいい事だ。 
本を書くのは彼女の性に合っているし、会社を通して

も地位が、彼女の書くものをちゃんと後押ししてくれ

る。 
新しい本を書くなら、ちゃんと自分の思想の入ってい

るものを書くべき。 
逃げて迷って、結局諦めて、何もしないで終わらせる

人生も可能だし、その逆に充実させる人生も、彼女次

第で手に入れる事ができる。 
 
 
この後は、直前に苦しんだ日射病の影響で疲れ、イメ

ージがしにくくなってくる。 
 
日射病のヒーリング 
セラピー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

とき子さん 

 

お久し振りです。 

（中略） 

セッションを受けてから、愛について考える時間が増えました。 

幼少期から城のイメージが浮かんでいた理由が分かった気が

しました。イギリス風や乗馬服風の服装を好む理由も分かった

気がします。 

森はその後、躊躇なく購入でき、とても満足しています。 

父親に仏教の影響を与えられたと思います。 

それから、最近は母親に反対しなくなりました。色々な事が受

け入れられて、母親を許す事ができました。 

母親との関係はとても良くなり、今では親近感も抱けています。 

ありがとうございました。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


