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今回のセッションの目的：	

	

【解決、軽減、解消したい事項】	

自分をもっとオープンに表現する 
罹患してきた病気の理由、解放 
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セッションの記録：	

	

	

リラックスできる場所のイメージ 
 
体の外は金色の光で包まれている。 
体の内側は青い光で満たされている。 
その状態で魂の源へ・・・。 
白い光で溢れている。 
 
椅子に腰掛けている。 
周りに山 ‒ 平ではなく、聳えている高い山。 
とても静かな所。 
懐かしい感じ。 
今生で行った事のある場所？ 
祖母の家の近く。 

兵庫県佐用？ 
晴れ。 
青空、雲がない。 

夏。 
隣の椅子に小さな男性の姿。 
誰だか分からないが知っている気がする人。 
自分を見守っている？ 
 
 
この日クライアントが知るべき最も大切な体験のイ
メージ 
 
エントリー・ポイント  
明るい。 
昼過ぎ。 
石の上に立っている。 
立ち止まっている。 
履物を履いている。 
茶色の草履の様な物 ‒ 男もの、藁、古い、足にフ
ィットしている。 
履き心地の良い白いズボン。 
白い Tシャツの様な半袖。 
上下とも泥っぽい汚れがある。 
手には石、小さい砂利。 
海水の中。 
浅瀬にいる。 
遊んでいる。 
結構長い間ここにいる。 
自分は１０歳位の少年。 
黒く短い髪型。 
全体的に汚れていて清潔ではない感じ。 
１人で遊んでいるけれど、近くに人がいるかもしれ
ない。 
この場所にはよく来ている。 
この近くに自宅がある感じ。 
何となく悲しい気分がする。 
自分の名前は、トモキ。 
 
自宅のイメージ 
海が遠くの方に見えている。 



	

	 2	

小さい小屋が１つだけ建っている。 
木造。 
木の屋根。 
古い感じ。 
人が住んでいる。 
ここが自分の住居らしい。 
周りはサトウキビ畑。 
悲しい気持ちと楽しい気持ちが同時に感じられる。 
学校へは行っていない。 
沖縄の南の方。 
第２次世界大戦中。 
父： 背が高く細身、若い。 
 でも、今は家にいる気配がない。 
 そう長い間会っていない訳ではない。 
母： 全く存在が感じられない。 
祖母： 家の外にいて動いている。 
  水の近くにいる。 
祖母に「お父さんはどこにいるの？」と訊いてみる
と、「戦争に行っている」という返事。 
 首里辺りにいる、自宅からは遠い。  
（地図のイメージで自宅のある場所を確認） 
「お父さんはいつ帰ってくるの？」、「もうすぐ」。 
「お母さんはどこにいるの？」と訊いてみると、
「もう亡くなっている」。 

 
 
この人生で重要な場面のイメージ 
７-８歳。 
お母さんと妹と一緒にいる。 
お母さんの魂は、今生でも身近な人として生きてい
る気がする。 
妹は１-２歳。 
岩の所に皆で座っている。 
自宅からはそう遠くない山の中。 
一緒にいられて嬉しいけれど、楽しい感じはしない。 
この後、お母さんとは会えなくなる気がする。（涙） 
自分が「ちょっと待っててね」とお母さんに言って
その場を離れたら、その後から会えなくなってしま
った。 
 

その理由は、母と妹が亡くなってしまったから。（涙） 
自殺？ 
お母さんは自分を含めた３人で死のうと思っていた
のではなくて、始めから妹と２人で死ぬつもりでい
たと思う。 
その場に戻って来て２人を探すと、見付かっ
た・・・。 
血だらけで。 
岩の中に・・・。 
発見した時、とても悲しかった。 
でも、こうなるであろう事は何となく分かっていた。 
その場を離れて家に帰った。 
 
もしもこうなってしまう前に、自分がお母さんに何
かを言ってあげたら良かった・・・という後悔。 
おそらく自分が一言掛けていたら、状況は全く変わ
っていただろうと思う。 
お母さんに、「大好きだよ」と言ってあげていたら良
かった。 
 
（実際に「大好きだよ」と伝えてハグするイメー
ジ・・・） 
 
母の心境を読み取ると・・・ 
とても疲れ果てている。 
生きている意味が分からなくなっている。 
小さい妹ができて余裕がない。 
家族の皆は、母の疲労や絶望感に気付いてはいたけ
れど、何もしてあげられなかった。 
皆がもう一杯一杯の大変な生活だった。 
 
この人生の最後な場面のイメージ 
まだ若い。 
１０代。 
自分は地面に倒れている。（涙） 
ずっと満足に食べていなくて・・・。 
栄養失調の様な感じ。 
海の近くで。 
いつもよく行っていた海辺ではなくて、同じ沖縄の
別の海辺で。 
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戦争はもう終わっている。 
結局お父さんは戻って来なかった。 
祖母は亡くなってしまっていない。 
家は戦時中になくなった。 
 
燃えた。 
自宅の付近も戦火があった。 
自分はアメリカ兵から逃げたけれど、捕まった。 
殺されはしなかったけれど、結局は１人ぼっちにな
って、食べる事ができなくなった。 
１ヶ月位の間、ずっと。 
 
魂が死んだ体を離れて光の中へ・・・。 
お父さんとお母さんが自分を出迎えてくれた。 
嬉しい。（涙） 
 
 
時間をあけて・・・ 
 
リラックスできる場所のイメージ 
明るい日射し。 
昔住んでいた家。 
家の外の道路。 
小学校３年生。 
走って遊んでいる。 
友人や弟など数人で。 
楽しいけれど、同時に寂しさも感じる。 
寂しさ自体は嫌ではない。 
動き回っていても、心だけが別の場所に留まって動
いていない感じがする。 
 
寂しさの根本原因となっている場面のイメージ 
家の中、もしくは外から家の中を見ている。 
静か。 
屋内に弟はいる。 
いつも自分がいる場所 は、 TVのある畳の部屋。 
夕方、夕食前の時間帯。 
母親は家の中かも。 
 割と近くにいる。 

 家と仕事場をうろうろと移動している。 
父親は遠い所にいる感じ、いつも家の外。 
両親とも自分に対しての時間がない。 
（TV スクリーンに映し出して洞察、その場面と一体
化になる・・・） 
 
小２の時に足が曲がらなくなった件に関して 
学校で友達の Sさんと何かがあった。 
仲良くしていた親友。 
気持ちとしては彼女に羨ましさを抱いていた。 
自分にないものを持っていて、楽しそうにしている。 
「家族と遊びに行って・・・」などという話を聞か
された。 
聞きながら、辛かった。（涙） 
自分にとっては自分の人生は思い通りにならない。 
家族と一緒に何かをするという経験、思い出作りが
できないジレンマをいつも抱いている。 
足が曲がらなくなる（体が思い通りにならない）の
は、「願望が自分の思い通りにならない」という心の
葛藤を反映したもの。 
 
ヒーリング / 暗示 
（辛さを秘めて幼年期を送った自分のインナーチャ
イルドの癒し、「よく耐えて頑張ってきたね、お陰で
今の自分があるんだよ・・・」、辛さの肯定化） 
 
 
父母を前に本音を言ってみるイメージ 
いつも寂しかった。 
どうしていつも遠くにいるの？ 
もっと近くに感じていたいのに。 
普通の親子の距離感が自分には全く分からない。 
 
 
 父親（既に他界）との対話のイメージ 
 自分（父親）も寂しかった。 
 常にとても忙しかった。 
 時間が忙しいというよりは、気持ちが一杯い
 っぱいで精神的に忙しい。 
 施設（家庭に問題のある子供達を里親として
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 面倒を見ている）で預かっている子供達に、
 とにかく幸せになって欲しいと思っていた。 
 常に彼らと一緒に生活していたので、全員の
 父親代 わりという責任感もあった。 
 彼らに対して、少し怒り過ぎたかもしれない
 と思う。 
 彼らがルールを守れていない時に。 
 そのルールは、今思うと妥協しても良かった
 ものかもしれない。 
 でも、ちゃんと巣立って欲しかった気持ち、
 責任感、誠意の表れでもある。 
 彼らには愛情を持って接する事ができたと思
 う。 
 自分の仕事は好きだった。 
 どこかで違う仕事をしてみたい気持ちもあっ
 たが・・・、例えば、もう少しゆっくりと心
 に余裕の持てる仕事、趣味に関係する仕事と
 か。 
 自分の趣味は、古い本、歴史に関わる事。 
 自分の子供達には、自分の思いや趣味の事な
 どを話す機会が全く持てなかった。 
 
 自分のしてきた仕事が本当に天職だったの
 か、いつも考えていた。 
 
 施設から育っていった子供達を前にしている
 イメージ・・・ 
 彼らから、自分を「“怖い人”というイメー
 ジ」で見ていると伝わってくる。 
 自分には本当に気持ちの余裕がなかった。 
 思い通りにならない事が沢山あり過ぎた。 
 （彼らに謝罪してみると・・・） 
 「分かった」と享受された。 
 
 娘（クライアント本人）に対しては・・・ 
 我儘で悪かったと思う。 
 一緒に過ごす時間を持てなかった事を許して
 欲しい。 
 自分はもう大丈夫。 
 とにかく幸せに生きていけ。 

それを聞いて・・・ 
父親が優しい姿を見せてくれている。（涙） 
今日、一緒にゆっくり座って話せて良かった。 
父親の仕事に対する思いを知らなかったけれど、今
は納得できた。 
お父さん、ありがとう。 
誤解していて、ごめんね。 
 
ヒーリング / 暗示 
（父親との関係が影響していた、寂しさ、人に対す
る怖さ、不信感、認められたい強い思いを解放し、
ポジティブに置き換える） 
 
 父親との対話のイメージ 
 膵臓癌が見付かって逝去する迄の時間は、自
 分の人生を振り返って過ごしていた。 
 仕事の事、家族の事、弟（クライアントの叔
 父）の事を考えていた。 
 弟とは仲が悪く、いつも気に病んでいた。 
 
 （弟との関係をスッキリさせるイメージ） 
 
 膵臓癌について 
 自分はもっとこうでき る筈という思いと現実
 のギャップからの虚脱感、怒りが上手く処理
 できずにいた。 
 
 父親のヒーリング 
 
 
ハイヤーセルフとの対話のイメージ 
 
思い出した過去生について 
トモキの人生は、確かに彼女の前世である。 
あの人生を振り返る事は、彼女のこれからの人生を
良くする為に必要な事だったので見せた。 
沖縄で、自然に近い状態での生活。 
大事な人を守れる本当の強さと、相手の思いを感じ
取る事の大切さを伝えたかった。 
あの人生では、母親の思いを感じ取れなかった事で
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亡くしてしまった。 
 
【前世が今生に影響している事は？】 
性格的なもの。 
感情を感じにくい。 
自分が気付けた時には、肝心の事が終わって次に進
んでしまっていて、いつも後悔を繰り返している。 
 
今回の人生のテーマについて 
感情を感じられる心のオープンさが出てきたら、自
分も周りも幸せに生きていく事ができる。 
それは＜自分次第＞だという事を理解するべき。 
感情を持つ事や表現する事を恐れずに伝えていくべ
き。 
その為に、この世に肉体を持って生きている。 
 
【今生をもっと自分らしく生きていく為には？】 
本人が思い出せない、何かとても重要な事がある。 
 
 
思い出せない重要な出来事のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
家の中。 
高校生の自分。 
母親といる。 
喧嘩口調の会話。 
自分の不満を母親に言っている。 
「自分の事ばっかりで、私の事を気に掛けている風
に言いながら、結局自分の都合のいいようになる様
に私にそうさせているのを感じる！」 
母：「そんな事はない」。 
でも、自分は具体的な話には何１つ触れる事ができ
ていない。 
 
自分の言いたい事がはっきりと伝えられる様に、落
ち浮いて不足分を付け足すイメージ 
「交友関係とか、恋人関係とか、全然応援されてい
ない！ 認めてくれていない！ もっと私を自由に
させて欲しい！」 

母：「守りたいだけ。悪い事を避けて欲しいだけ」。 
母親は自分の作る交友関係は全て悪だと決め付けて
いる。 
母親の人生、生活環境に“悪い人”が多過ぎた。 
母親は、「いい人がいる訳がない」と思っている。 
１人でいる方がいい。 
母親は自分の恋愛関係には特に大きな不安を抱いて
いる。 
 
 母親の思念の洞察 
 結婚しても幸せになどなれない。 
 母親のイメージの中では結婚というものは全
 般的に否定的。 
 男の人は暴力的なもの。 
 父親がそうだったから。 
 結婚生活は肉体的に束縛されるものだが、精
 神的にも辛い事だらけ。 
 仕事やキャリアに関しては男の人の方が必ず
 優先されてしまう。 
 女性はもっと仕事をして偉くなる方がいい。
 その方が幸せになれる。 
 よって、娘の恋愛には絶対反対！ 
 
それを聞いて 
最近は、自分の恋愛事情を母親に話さないので、事
情を知らない。 
でも、自分は１人になってもいいかな、と母親は考
えている。 
母親の結婚観は初めから分かっている気がしていた
けれど、自分と一緒にしないで欲しい。 
小さい時から一緒に暮らしてきて、母親には３人子
供がいるのに幸せに思っていないのではないかとず
っと考えてきた。 
 
 
 母親との対話のイメージ 
 子供との人生は幸せ。 
 夫とは関係が上手くいく事もあったけれど、
 いない方がいいと思っていたし、いなくなっ
 てみたら、せめて（自分 1 人で）仕事ができ
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 る状態でいたかった。 
 大腸癌の根本原因 ‒ 受け入れられない事
 が沢山あり過ぎに感じた、特に家族の事。 
 
それを聞いて 
母の考えを変えるのは難しいので、自分が彼女の全
てを含めて分かってあげた上で接していきたいと思
うし、＜自分が１番自分らしい人生を生きて＞みた
い。 
 
 このやりとりを聞いていた父から 
 自分ももっと自由に生きていたかったし、娘
 ももっと自由に生きていって欲しいと願う。 
 今、自分は、妻が強い人で良かったと思う。 
 自分の仕事を、それでも支えてきてくれた。 
 とても感謝している。 

 
 
ハイヤーセルフとの対話のイメージ 
 
中学時代の体調不良について 
家庭内に心の拠り所を見出せなかった為。 
両親を頼れなかった。 
今はもう大丈夫。 
 
中３のツベルクリン反応の過剰反応について 
不安が常にあって心がしんどく、しばらくの間の纏
まった時間をゆっくりと休まなければならなかった。 
 
高校時代の不安神経症について 
自分が自分自身の心の状態に気付く為に必要だった。 
 
高校時の不登校について 
親や先生に認められていないと感じ、家にも学校に
も自分の居場所がなかった。 
 
その時の事を詳細にイメージ 
＋ 先生の思考に入り込む・・・ 
先生は自分勝手だと思った。 
「もっといい成績になる様に勉強しろ、その為には

部活を辞めろ」と言われた。 
しばらく部活を休んで言われた通りにしたら、テス
トで学年１位を取った。 
すると、先生が、「カンニングをした、ズルをした」
と皆の前で言った。 
 
カンニングをした覚えはない！ 
自分は元々、居残りさせられて勉強しろと言われた
時点で、点数を採れると思った。 
自分の事をものすごく下に見下されて、できない生
徒だと見られても、何も証明できないので頑張った。 
とりあえずは部活に行きたかった。 
先生は、絶対に自分が点数を採れない様にテストを
作ったのにも拘らず、自分がいい点数を採った事に
腹を立てていたという事を初めて知って、そんな事
の為にやらされていた事に驚いた。 
自分が貶された事もそうだが、そういう性分の人の
言いなりでやってきた事にショックを受けた。 
更に、休んでいる間に部活で人間関係が上手くいか
なくなって、いじめられ、学校にも行けなくなって
しまった。 
先生は後々にその事に気付いてくれた様だった。 
先生は皆の前でカンニングしたと言った時に自分が
言い返してくると思っていた様だけれど、言い返し
てこなかったのでびっくりした様である。 
先生は、部活に関しても不登校に関しても、自分を
応援するジェスチャーをしていた。 
 
 先生との対話のイメージ 
 先生は先生自身のプライドを守る為に言った
 事だが、迂闊だったし申し訳ないと思った。 
 自分のクラス ‒ 普通科よりも上のレベル
 のクラスだったから、下（普通科）から（特
 進科に）上がってくる彼女が勉強できないと
 勝手に決め付けてしまい、部活に打ち込む事
 で勉強ができない生徒を作りたくなかった。 
 部活を辞めさせたくてテストで彼女を試す様
 な事をしてしまったが、部活も勉強もどちら
 もできる子だとは気が付かなかった。 
 ごめんなさい。 
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ヒーリング / 暗示 
（許し、思考転換の作業。 
この先生が抱いた自分への思いを、この先は自分の
能力を認め、肯定し、ポジティブなエネルギー/原動
力、自信として自分を支えていく様に機能させる。）  
 
 
ハイヤーセルフとの対話のイメージ 
 
子宮内膜症について 
自分の言いたい事を母親に言えない。 
特に恋愛の事を言えない鬱積した気持ちが積もり積
もって起こった。 
 
暗示 
（今回のセッションを通して、もう自分の感情の自
由な表現を始めたので、もう大丈夫、自分らしい表
現のできる自分を愛していける、“愛する自分”が愛
する人と、自信を持って堂々と付き合っていける） 
 
ボディースキャン 
胸の辺りにもやっとした影。 
胸の中にあるものが詰まっている？    
原因は、みぞおちの辺りにある感情。 
何となく何かを妬んでいる。 
自分自身のエネルギー。 
理由は分からない。 
他の女性に対しての憧れ？ 
 
“妬み”を鏡に映し出してみると・・・ 
丸まっている人。 
それは、少し若い“私”。 
自分が醜い感じがする。 
誰かに言われた。 
同じ部活の子に、単純に「キモい」と言われた。 
自分でもそう思っている。 

悔しい気持ちが強くて、自分で辞める事に納得でき
なかった。 
自分はその子に妬まれていて、何となくいじめられ
た気がする。 
取っている事も含めて妬まれている事に気付いて退
部。 
それが悔しくて、その後は派手な格好をしたりして、
批判された。 
自分はとにかく部活を続けていたかった。 
相手は自分の事を羨ましいと思っていた。 
 
ヒーリング / 暗示 
 
 
チャクラを整える 
 
 
オーラ・チェック 
 肩の辺り ‒ 白 
 上の方 ‒ 紫 
 全体的 ‒ 白と黄色が混ざっている 
 
 
 
 
 
セッション後のクライアントの感想など 
 
フルーデとき子さま 
本日は朝早い時間から、ありがとうございました。 
今日は一日、視界が広い感じがして過ごしやすいで
す。 
--- 
記録ありがとうございます。 
嬉しいです。大事にします(^ ^) 

	


