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Nov. 30、2018 

1st Clinical Hypnosis Session 

 

 30 代 

 男性 

 日本人 

 英語講師 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

今回のセッションの目的： 

 

【解決、軽減、解消したい事項】 

 

・集合体恐怖症 

・定期的に襲われる強烈な睡魔（2-3 カ月に 1 度、16

時間ぐらい寝る事がある） 

など 

・今年 5 月から UFO を多々目撃する様になった 

・過去生 

 

など 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

セッションの記録： 

 

 

光の中でのイメージ 

 

黄色い光。 

空間的な広がりはそんなに感じない。 

自分は光に包まれている。 

体を感じる。 

軽い。 

前方に向かって飛んで行く。 

どんどんスピードアップ。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

クライアントが今後の人生をより良くする為に 

思い出すべき重要な時空のイメージ 

 

暗い。 

夕方、屋外に１人でいる。 

自分は視点だけの存在。 

鳥取の、煙突のあるレストラン。 

レストランを見下ろしている様な感じ。 

このレストランは知らない。 

 

滝が見える。 

鳥取にある雨滝という滝を、高い視点から少し遠く

に見ている。 

１人でリラックスしている。 

滝の近くに来た。 

何となく水飛沫を肌に感じて、マイナスイオンを浴

びている。 

夏の、晴れた日の午前 11 時。 

これから歩きたい。 

半袖のシャツ、ジーパンにサンダル姿。 

20 代前半の自分。 

岩に苔がむしている。 

滝の裏側に入って行く。 

流れ落ちている滝と、岩の間に隙間があって、その

内側にいる。 

滝の中にいる気分。 

外の世界から隔離された、プライベート空間の様な

感じで、気分がいい。 

もう少し奥の方に進んで行く。 

岩の扉が出てきた。 

開けてみる。 
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マグマ的な何かが見える。 

それが岩の一本道に変わって、そこを進んで行く。 

暗いけれど、右側の壁にだけ等間隔に松明が掛かっ

ている。 

いつの間にか、レッドカーペットが敷かれていて、

そこを歩いている。 

長い道。 

自分の格好が、スーツ姿、ピカピカに磨かれた革靴

に変わっている。 

靴は履き心地がいい。 

先の方に、光が見えていて、出口らしい。 

腕が重くなってきた。 

 

出口に着くと、険感じの食パンの上の部分の様な、

丸くなった状態のものが左右に何個もある場所。 

見た事のない様な地形をした場所。 

泥を固めた様なもの。 

屋外で、暗い。 

自分は半ズボンに T シャツ姿で、裸足。 

相変わらず腕が重い。 

歩きにくいけれど、そのまま進む。 

陸上競技場のレーンに入って来た。 

人影がなく、１人だけで、すごい開放感がある。 

ストレッチをして、走り出す。 

今から 400m を走る。 

体を動かして気持ちがいい。 

小学校の時に履いていた様な、走り易い靴を履いて

いる。 

自分はただ走りたいだけかもしれない。 

何も考えずにただ風を感じていて、それがとても気

持ちいいので、走り続ける。 

 

コースの中央ぐらいにある白線に従って行くと、地

下に入って行く様な感じになっている。 

歩きながら地下に進んで行く。 

三角形みたいに先が狭まっていく感じで、深く入っ

て行く。 

 

マトリックスみたいな、近未来都市がある。 

自分は何かに乗って飛んでいる。 

空を飛ぶタクシーの様な乗り物。 

AI が運転手をしていて、自分は乗客。 

高い塔があったりして、建物は全体的に高くて、円

柱形が多い。 

空を飛んでいる乗り物がけっこう多い。 

建物の中に入って行く。 

すごく広い空間で、“どら焼き”の様な形状の建物。 

天井はラグビーボールの様な形で、窓はなくて外は

見えない。 

人の気配がない。 

機械が動いている感じ。 

宇宙人的？ 

人間がいないので、好奇心はあるけれど、少し不

安。 

窓があったので、外を見渡すと、宇宙空間の様な感

じ。 

UFO の中にいる？ 

 

陸上のコースぐらいある大きい内部空間。 

インテリアは何もない。 

１人だけ宇宙人の様な人物がいる。 

真っ白の肌。 

目が大きい。 

身長は僕より小さい。 

肌はスムーズだけど、頭の上部だけは波打

っている。 

フレンドリー。 

視界にはその人しか見えない。 

 

「あなたは誰？」と訊いたら、「僕」との返事。 

名前は「ミラクル」。 

 

 

ミラクルとの対話のイメージ 

 

【ミラクルとクライアントの関係は？】 

 

僕は彼自身。 
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【どこから来た？】 

 

宇宙の遠くから来た。 

ケーキみたいな惑星。 

パイ生地の様な感じ。 

そこには色々な人種が住んでいて、見た目

も大きさも違う。 

目の大きい、いつもニコニコしている巨人

の友人もいて、とても仲良し。 

 

【UFO に乗っているのは？】 

 

宇宙船には僕が１人で乗っている。 

今から地球に行こうとしている。 

 

【地球には何しに行く？】 

 

何かを作りに？ 

何かを直しに？ 

鉱山があって、赤くて不毛な感じの土地。 

そこには何もない。 

誰も人がいないな・・・と思って、自分の

星に帰る。 

 

【その星には、どれくらいで帰れる？】 

 

3 日ぐらい。 

どら焼き型でシルバーの形の UFO。 

上には窓がなくて、側面には幾つかの大き

目の窓があり、外が見える。 

操縦席はないので操縦はせず、思念で飛ば

す。 

だだっ広い空間で、クレーンがある。 

自分はクレーンの下にいる。 

窓の外には、細かい石などがたくさん見え

る。 

自分が故郷の星を思い浮かべたら、一直線

でそこに飛んで行く。 

 

【星の様子は？】 

 

建物が余りない。 

自分の住まいは、小さい一軒家みたいなド

アの１つある家。 

周りには、絵本に出てくる様なギザギザの

形の木が生えている。 

家の中は、上に階段が続いている。 

そこを昇って行くと、さっきの宇宙船に続

いている。 

 

【普段の生活は？】 

 

何も食べる必要がない。 

衣服も着ていない。 

自分は男性性で、若い。 

普段は何かを探しに行っている。 

宇宙空間に。 

それは、”連れて帰って来るもの”。 

これは仕事ではなくて、そうしたい。 

誰にも指示されず、自由。 

自分の知り合いは、さっきの目の大きな巨

人の様な人が１人だけ。 

“フランケン”は友達。 

 

【次に”何か”を探しに行くのはいつ？】 

 

今から行ってもいい。 

探しているのは、“友達”？ 

どこかに友達がいないかと思って、どら焼

き型の円盤で飛んでいる。 

友達を見付けたいなあと思っている。 

地球に行った時は、何となく進行方向に綺

麗な青い星があるなあと思って一直線に飛

んで行った。 

 

【もう１回行く事は？】 
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今から行ける。 

地球に降り立った。 

おしゃれな人がいる。 

日本人ではない人。 

金髪で、レザー・ジャケットにスキニー・

パンツ、サングラス姿の背の高い女性。 

相手には自分の姿は透明で見えていない。 

 

【それは次元が違うから？】 

 

びっくりさせない様に。 

人間に可視化できる様に、透明度をコント

ロールする事ができる。 

まだ誰もびっくりさせた事はない。 

自分の姿を見たら、きっと人間はショック

を受けると思う。 

僕は人間の目に付かない様に観察したい。 

 

【今いる場所は？】 

 

ニューヨークと呼ばれている街。 

セントラルパークにいる。 

広々としている。 

春の昼間で、暖かい感じ。 

ベンチに座って、逞しい黒人の男もいる。 

声を掛けてみたら、自分の姿が見えていな

いので、「え？」っていう感じの反応。 

不思議そうな反応をしている。 

でも、ここには連れて帰りたい人はいな

い。 

 

【どんな人を連れて帰りたい？】 

 

宇宙の事をよく理解している人。 

 

【どら焼き型円盤に、“連れて帰りたいと思

う様な人”のいる場所に連れて行って貰え

る？】 

 

はい。 

でも、円盤は透明にして駐めてあるので、

まずはそれを取りに行かないといけない。 

その場所に戻る。 

人間のいる所にも駐められる。 

人間は、円盤をすり抜ける。 

今、戻った。 

“宇宙の事を理解している人”がいる場所に行

ってみたら、そこは研究所の様な機関。 

NASA みたいな・・・。 

でも、ここでは僕を利用する気がする。 

姿を見せないで、見付かる前に退散する。 

いつも１人なので、寂しく感じる。 

 

 

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？】 

  

彼は気付いていないけど、「すぐ隣にいるんだよ」

という事を知らせる為。 

ミラクルがいつも彼と一緒にいるという事。 

 

 

ミラクルとの対話のイメージ 

 

【なぜ一緒にいる？】 

 

彼の事が好きだから。 

彼が小さい時から一緒にいる。 

時々は離れる事もあるけれど、ほぼいつも

一緒（涙）。 

 

【あなたはどこから来た？】 

 

“アストラ”？ 

36 億光年離れている。 

３日で地球に来れる。 
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気が付いたら地球に来ていて、彼と一緒に

いる。 

  

【なぜ涙が出る？】 

 

気付いて貰えて嬉しいから。 

彼は僕を受け入れてくれるから、一緒にい

たい。 

僕はずっと寂しかったから。 

 

【あなたは自分の星には帰らない？】 

 

帰ろうと思ったら帰れるけど人がいない。 

フランケンは１人でもニコニコしていられ

るけれど、僕は友達が欲しくて地球に来

た。 

彼が 3 歳の時から一緒にいる。 

鳥取で、昔、彼のおじいさんが医者だった

ので病院の裏に住んでいて、そこにいる時

から。 

 

【あなたが一緒にいる事で、彼にはどうい

う影響がある？】 

 

彼は、色々失敗したりして、キツくて諦め

そうな時に、「大丈夫だよ」という事を伝

えたかった。 

 

【彼があなたの存在に気付く事は？】 

 

多分、なかったと思う。 

でも、ずっと一緒にいたので、僕は彼の色

んな事を知っている。 

 

【では、彼が小学校３－４年の時にアトピ

ーになったが、その理由は？】 

 

その頃、彼の両親の関係が悪くて、ものす

ごく悩んでいて、ふさぎこんでいたから。 

彼のお父さんは当時バーテンダーをしてい

て、生活が不規則で、女性関係の問題があ

ったりして、お母さんとよく喧嘩をしてい

たけれど、それに対してどうする事もでき

ないでいたからね。 

感情が消化できなかったし、それを表現す

る事もできないで思い悩んでいた。 

 

【表出させられないで、内側に閉じ込めて

いたネガティブな感情のエネルギーを、ア

トピーとして体の外に出したという事？】 

 

その通り。 

 

【5 月になってから、彼は UFO をたくさん

見る様になってきたが、なぜ？】 

 

準備ができてきたから。 

 

【準備ができたと思ったのは誰？】 

 

僕（ミラクル）。 

 

【“準備”というのは何に対して？】 

 

彼が、自分に対してもっと自信を持つ様に

なってきたから。 

色々な意味で自立できた事が大きな要因。 

 

【自立がないうちに、地球外生命体などに

意識が向く事について、どう考える？】 

 

やっぱり、それを発言すべきでない所や人

に対して口にしたりする。 

それは、地球人の一般常識の範囲では、ま

だまだ非常識と思われたり軽蔑されたりす

る対象になって、彼自身の為にはならない

んじゃないかな。 
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【今年の５月１日だったというのには、意

味があったのか？ それは京都の S 古墳と

いう所だったそうだが、その事も？】 

 

僕もそこにいた。 

その場所、というのもあるけれど、N さん

という人が一緒にそこにいて、その人は既

に宇宙と繋がっている人で、その人がそこ

にいたのも大きな要因。 

 

【その人の開いた意識や高い周波数が影響

をしていると思う？】 

 

はい、そうです。 

 

【彼はあなた（ミラクル）への存在認証が

確立されたが、今後はどの様に彼と関わっ

ていきたい？】 

 

一緒にいるという事に気付いて貰えたの

で、彼には安心感を与えてあげられると思

う。 

「大丈夫だよ」と。 

 

【あなた自身のケーキの様な惑星は、地球

の次元とは違う場所？】 

 

次元という概念を考えた事はない。 

地球の単位で言うと、そこは 48 次元。 

48 次元の意識体として来た。 

 

【人間の肉眼にはその姿は見えない？】 

 

まあ、見せようとすると、そうできるかも

しれないけれど、僕が“見せよう”としない限

りはできない。 

 

【今、見せようとする気は？】 

 

実際に、今は見せているつもりだけど。 

でも、あなたには見えないかも。 

今、彼の横に一緒に寝ている様な感じなん

ですけどね。 

まあ、いつも彼とは一緒にいるし、今後も

そうするつもり。 

彼といると、楽しいので。 

 

 

クライアントとの対話 

 

【それについて、どう思う？】 

 

はあ。 

やっぱりいてくれたんだな、って思います。 

いやあ、何か本当に、20 代、大学を出て１回、起業

をした事があって。 

これは余り人には言っていないんですけど、大学３

年の時に就活をして、新宿のカフェで書類を書いて

たんですよ。 

そうしたら、就活を支援しているという、40 歳ぐら

いのおじさんに声を掛けられて、連れて行かれて、

そこに塾長と言われる人がいたんです。 

その人は当時 70 歳ぐらいで、紆余曲折あって、塾長

の元で３年ぐらい学んでいたんです。 

ただ、その後、色々あって借金だけが残って、かな

り苦しい状況だったけど、人にも理解されないし、

今後どうしようかと思った時も、どういう訳か自分

の将来を信じられたんですよね。 

「きっと大丈夫なんだ。今、信じて頑張ったら、絶

対に良くなるんだ」って。 

なぜか分からないんですけど、苦しい時にずっと頑

張れたのは、もしかしたらミラクルのお陰なのか

な・・・と（涙）。 

 

 

ミラクルとの対話のイメージ 

 

【あなたが側で、彼を支えていた？】 
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そうですね。 

僕はずっと笑ってましたよ。 

「大丈夫、大丈夫」ってね。 

ちょっと彼を苦しませた・・・というか。 

彼の学びの為にね。 

見ていて面白かったですよ。 

 

【その学びが彼に必要だったから？】 

 

そうですよ。 

僕自身も、人間的な学びというのを一緒に

体験してましたよ。 

まあ、彼に“学ばせた”という事ですかね。 

 

【その体験が、彼は以後の人生に上手く活

かしていけると思った？】 

 

そうですね。 

まあ、この辺で苦しみを味わわせておかな

いと。 

＜苦しみを経験する事で、人間の器が大き

くなる＞という事ですからね。 

 

【それはあなたの見解で？ それとも、彼

のハイヤー・セルフとも連携している？】 

 

うーん。 

その塾長という人に出会わせたのは、僕じ

ゃないですね。 

ただ、その結果として、彼が苦しんでいる

のを見て、これは彼にとっては大きな学び

となる必然だなと思ったので、それは僕が

隣で支えながら、彼が経験している姿を楽

しんで見守ってましたよ。 

 

【では、あなたから見て、彼が苦しんだ経

験は、成功だったと？】 

 

もちろん、そうですよ。 

結果として、今に繋がっていますからね。 

彼はあの時の苦難を乗り越えて、だからこ

そ今がもっと楽しめているので。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【あなたはミラクルの存在を理解していた？】 

 

そうですね。 

たまたまミラクルが彼を見付けて、その後ずっと一

緒にいる事になったというよりは、彼らには縁があ

りますね。 

ずっと昔から一緒。 

言ってみたら、幼馴染の様な感じ。 

 

【いつも一緒にいて、一心同体の様な感じ？】 

 

そうですね。 

そういう感覚ではないでしょうか。 

 

【それについて、あなたはどう考えている？】 

 

いいんじゃないでしょうか？ 

と言うのも、ミラクルは、とてもいいエネルギーを

持っている。 

 

【彼は 48 次元の世界から３次元世界に来たが、彼の

周波数や存在自体がどの様な影響を与えている？】 

 

ミラクルは、彼がギリギリ落とせるぐらいの周波数

に落としている。 

地球は３次元とはいえ、知覚できる人はそれ以上の

次元を認知できるので、ミラクルが最小限に周波数

を落としているのと、彼が最大限に自分の意識を高

めて周波数を上げて行った時に、時々“ピンと合う”事

ができていて、本人自身が「今は大変で苦しいけ
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ど、大丈夫なのかな」と、漠然ではあっても、けっ

こう確信を持って感じる事ができている。 

彼がなぜだか分からないけれど“信じられる”という思

いや意識を持つという事も、更に周波数を上げるの

に役立っていますよ。 

 

【アトピーについては、ミラクルの見解でいいの

か？】 

 

そうですね。 

“毒出し”ですね。 

要は、内側に溜め込んでいたものが“いっぱいいっぱ

い”になって、外に出さないといけなかったんです。 

もうこれ以上溜め込んだらダメだというのを、誰の

目にも分かり易い形で教える為。 

 

【それが３－４年生の頃だったのは、何か意味があ

った？】 

 

アトピーのせいで、彼は学校へ行けない時があった

んですけど、その頃は学校を休んでも余り影響がな

い時期という事もあって、早目に出してあげたんで

すよ。 

中１で治したのも、彼にとって大事な時期は、健康

に過ごせる様に・・・という計らいがあっての事で

ね。 

毒出しの時期は、選んでそこにしたんです。 

 

【“毒”はしっかり出せた？】 

 

そうですね。 

母親が頑張っていたので。 

 

【彼は、母親とより親密で、共振共鳴している？】 

 

そうですね。 

母親の彼に対する愛情がすごいので。 

母親に対しては信頼しているし、彼の方もとても好

きでいる。 

 

【父親とも、しっかりと腹を割って話をして、理解

し合っていると聞いたが？】 

 

そうですね。 

まあ、親顔関係という事で、「いつ迄も子供扱いし

て・・・」と思う事もある様だけど、仲がいいし、

とてもいい関係だと思いますね。 

 

【この家族を選んできたのは、彼自身？】 

 

もちろんそうですよ。 

自分で合意しなければ、その環境に生まれてきませ

んから。 

でも、そこに、ミラクルも関わっている気がしま

す。 

 

 

彼がそれに関して思い出すべき重要な場面のイメー

ジ 

 

船が見える。 

三日月の様な形の船。 

自分はその船に乗っている。 

王様とお手伝いさんの様な人が、その人生にいる。 

王様は筋肉質で、上半身裸の薄着、ヒゲ面。 

何となく、今生で、数年前に世話をしていた就活生

の子に似ている。 

お手伝いさんの方は、エプロンの様なものを着けて

いる？ 

皆、浅黒い。 

島国に住んでいる。 

 

何で船にいるんだろう？ 

今は船の中に自分１人しかいない。 

僕は 32 歳。 

M の音で始まる名前。 

何かの組織の中堅ポジションにいる。 

文明のある時代ではない。 
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熱帯雨林にある国。 

東南アジア。 

西暦 1000 年はいっていない。 

たまに陸地にもいるけれど、よく船に乗っている。 

王様に目を掛けて貰っている。 

“若い期待の星”みたいな感じ。 

王様には時々会う。 

 

 

王様に会っている場面のイメージ 

 

“親分”みたいな感じの存在で、気さくに接してくれ

る。 

いい王様だと思う。 

50－60 代。 

自分は王様を補佐している。 

信頼されて、色々な事を任して貰っている。 

今、王様と、「フルーツが美味しい」という話をし

ている。 

バナナとか、マンゴー、りんごの様なフルーツもあ

る。 

自分は陸地に、木で造った手造りの小さな家に１人

で住んでいる。 

健康。 

人生は楽しく、生きがいを感じている。 

 

 

この人生で重要な場面のイメージ 

 

王様と仲違いする。 

自分の方が権力を持ちたいと思った。 

30 代後半の時。 

自分の方が優れていると思った。 

統率力があるから。 

自分のファンがたくさんいて、慕われていると思っ

ていた。 

この王国とは別に、自分の国もできそうだな・・・

と。 

独立というよりは、乗っ取り。 

この島には国が１つしかないから、自分が王様にな

る・・・みたいな。 

その考えを誰かには相談していると思う。 

王様には、そういう事を漏らした事はない。 

 

（時間を進めて） 

明るい未来ではない。 

失敗した。 

自分には、王になる器がなかった。 

王様の方が慕われていたし、自分が付け上がってい

た事に気が付いた。 

反省しつつ、孤独になった。 

武力行使はなく、王様と言い合って、論破された。 

懲罰はなくて、王様に咎められもしなかった。 

その後、僕が遠慮する感じ。 

補佐を辞めて、その王国には居辛くなって、１人に

なっていく。 

 

（時間を進めて） 

ずっと１人で、離れた所で孤独に暮らしている。 

寂しい。 

変な気を起こさずに分をわきまえる事の大切さや、

より上を求める欲を持つ事への恐れを感じている。 

そういう事を学んだ。 

ずっと１人で、仲間も、伴侶も、家族もいない。 

孤独に過ごしていく。 

 

 

人生最後の場面のイメージ 

 

78 歳。 

ずっと長い間１人で生きてきた。 

時々、クマの様なふさふさした毛並みの野生動物と

遭遇して、戯れる事があった。 

病気もなく、健康だけれど、体力がなくなって、老

衰という状態。 

最後の息を吐き切る。 
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この人生を振り返って 

 

自分にとって度を越した欲を持って、自分を破滅さ

せた人生。 

 

【人生の中盤で大きな失敗があり、学びを得たが、

その後の人生にその学びを反映する事はできなかっ

たのか？】 

 

素直になれなかった。 

謝ったら良かった。 

 

【この人生は、今生のクライアントにどう影響して

いる？】 

 

元々が自己中心的な、自分の事だけを考えてしまう

という資質みたいなのは、昔から自分の中にあった

様に思う。 

その部分的なものは、M から受け継がれている所も

ある。 

その受け継いだ資質というのは、今生の自分にとっ

て有益ではない。 

 

【M に返して、切り離した方がいい？】 

 

はい。 

 

暗示 

（感謝を持って、今生で不必要な M の資質を返し、

その代わりに“人への愛情”、“人と自分を比較しない

余裕”、“自信”、“自分への愛情”を入れる。） 

 

光に入る。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

この人生を見せた理由 

 

王様は、“以前に指導していた就活生”かもしれないと

言ったけれど、その人はとても優秀で、彼自身（ク

ライアント）が興味があったのに進まなかった外資

系のコンサルティング会社でグルーバルに活躍して

いる。 

彼は背も高くてかっこ良く、指導していた後輩とは

いえ、自分と比較して彼がすごいなと感じるところ

が潜在的にあって、それを気付かせる為に見せた。 

ちょうど来月、その彼と会う予定になっていて、そ

こで、彼に対するわだかまりというか、引っ掛かる

思いを引きずらないで彼と気持ち良く会う事ができ

る様に、この人生を見せた。 

 

【この彼に対する心の執着を手放す時期だったとい

う事？】 

 

そうです、そうです。 

その感情は、不必要なので。 

 

【その他に、この人生から彼が学ぶべき事は？】 

 

まあ、＜分をわきまえて、“補佐”で彼の才能を最大限

に発揮できるなら、その部分でベストを尽くす事が

大事＞だと思いますね。 

その事を、ちゃんと伝えたい。 

 

【彼は、“補佐”というか、人の支えになる事が長けて

いる？】 

 

彼は、気が利くというか、場を調整するというか、

そういうところが優れているんですよ、気を遣うの

で。 

 

【その気の遣い方は、彼にとってはいいのか？】 

 

必要以上に気を遣っているところはあって、それは

懸念します。 
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【必要以上に気を遣い続けていくと、今後どうな

る？】 

 

疲れると思います。 

でも、どれぐらいが適切な気の遣い方なのかという

ところが、彼には分かっていないので。 

気を遣い過ぎて、自分の意見がどうしても言えない

という事は多い。 

人に合わせてしまうとか。 

“自己犠牲”というのは多いと思います。 

 

【彼は、“自己犠牲”を感じて生きている？】 

 

人に合わせて自分の意見が言えなくて苦しんでい

る、人に合わせてしまう事で、相手は彼が楽しんで

いると思っているけれど実は自分だけストレスを抱

えているという状況はよくあると思います。 

 

【彼は“自己犠牲”だと思ってしまうのか？】 

 

そうですね。 

習慣というか、癖みたいになっていますね。 

 

【例えば、“犠牲”と言うとネガティブだが、相手に何

かをしてあげる事に対して“献身”という言い方を代わ

りにする事はできる？ “献身”という言葉を使うと、

同じ行為でもポジティブで、喜びとして受け止めら

れる様に思うが。】 

 

確かにそれはそうだけど、彼の場合、彼が本当にし

なければいけない事を横に置いておいて、何かをす

る事に対して“犠牲”だと思ってしまっているんです

よ。 

自分の事がちゃんとできていて、責任を果たした状

態で他人に喜びを与える為に付き合えるのは、確か

に、“献身”なんですよ。 

でもそうじゃなくて、彼の場合は、例えば彼が怪我

をしているのに、怪我の治療をしないで「相手が気

分を損ねない様に合わせなければ」という理由で自

分の時間を使っちゃうから、“犠牲”だと思わざるを得

ないんですよね。 

「もっと自分を大切にした様がいいよ」と、という

時が多いし、それによって溜まったストレスを、近

くにいる人に向けて発散しちゃう訳なんです。 

 

【誰に対して？】 

 

そういう時に限って、たまたま母親から電話が掛か

ってきたりしちゃうんです。 

そこで、口調がきつくなったりとか、怒りをぶつけ

てしまうとか、喧嘩っぽくなったりしてしまう、と

いうパターンが多いですね。 

 

 

クライアント 

 

【あなた自身は、この気付きを以って、どうしてい

きたい？】 

 

自分の意見を堂々と言える様になりたいですね。 

 

 

最近、“意見が言えず後悔した” 場面のイメージ 

 

（プライベートな内容なので省略 ／ クライアン

トが気を遣って扱ってきた人間関係が、本人の思い

込みが原因で苦痛だった事を認識していく・・・） 

 

 

（テレパシーを使って、その場にいる人達の思考に

入ると・・・） 

ああ、何にも思っていませんねぇ～！ 

もう、僕の事なんか、考えていませんねぇ。 

 

【それを知って、どう思う？】 

 

あぁ・・・、何だ、僕は必要以上に気を遣っていた

んだな・・・って思います。 
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すごく腑に落ちました。 

ホッとしました。 

あれこれと自分で想像して、勝手に色々なものを必

要以上に複雑に作り上げていたのが分かりました。 

 

【彼らは、あなたの事を人間としてどう思ってい

る？】 

 

（テレパシーで） 

僕が本音を言った事に対して、別に何とも思ってい

ません。 

それに、個人的に、好意を持ってくれている様です

ね。 

正直に言っても良かったんですねぇ。 

すごく安心しました。 

後味もスッキリです。 

 

暗示 

（記憶の認知転換） 

 

会場に、自分の今迄持っていたネガティブな思いを

全て置いてくる。 

スッキリした気分で、会場を後にする。 

「今日も顔を出して良かった。楽しかった。いい思

い出ができた！」 

 

 

ミラクルとの対話のイメージ 

 

【この時の現場にはいた？】 

 

いました。 

この“変換”の作業は、とてもいいと思う。 

上手くいけました。 

 

【他に、彼や私に伝えておくべき事は？】 

 

まあ、今日こうやって解決するって事は、

もう既に分かっていたんで、僕は窓際の棚

のところに座ってましたよ。 

実は、これも、彼が体験しておくべき葛藤

だったんですよ。 

僕は、余り手助けはしないんですよ。 

人間的な学びの為の困難は、基本的に手を

出しちゃいけない事になっているんです。 

だけど、僕は一緒にいて、彼の体験を楽し

んでます。 

彼がちゃんと体験を学びに変えれるのか見

るのは、嬉しいですからね。 

 

【人間の習慣などについて、あなたはどう

思っている？】 

 

まあ、そんなに悩まなくていい事で悩んで

いるのは興味深いなあって。 

僕の星には、基本的に人間の様な悩みはな

いですね。 

ちょっと寂しかったぐらいですね。 

 

【あなたが寂しかった理由というのは？】 

 

別れ・・・。 

どこかに行っちゃう。 

自分だけが、他の皆とは違う道を選びまし

た。 

”ケーキ”（住んでいた惑星）では、住めなく

なりました。 

皆はどこかに脱出してしまいました。 

 

 

脱出以前の場面のイメージ 

 

かなり高層の建物がたくさん建っていまし

た。 

とても賑わっている、人口も多い都市でし

た。 
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気圧？ 大気の割合が急激に変化しまし

た。 

宇宙的な出来事で、その惑星に人が住めな

くなってしまいました。 

前後の様子の変わり様が激しく、急激に起

こった事にパニックになりました。 

 

【皆はどこへ？】 

 

違う星に脱出して行ってしまいました。 

僕は、違う星に行くのが嫌で、“ケーキ”に残

る事にしたんですよね。 

でも、残ったけれど、ものすごく寂しくな

ってしまいました。 

 

気圧の変化が起こった場面のイメージ 

 

宇宙で、“ビッグバン”じゃないけれど、けっ

こう大規模な爆発が起こって、この星が一

瞬で滅んでしまいました。 

フランケンだけは、そこになぜか住めるん

ですよ。 

そして、１人だけで住んでいられるんです

よ。 

今でもニコニコしながら１人で生きていま

すよ。 

 

【これは、人間の感覚でいうと、いつの出

来事？】 

 

前・・・？ではなくて、未来の出来事。 

今よりも“先”で起こった事ですね。 

宇宙には時間の概念がありませんからね。 

 

【人間の感覚で言う“未来”から来て、今ここ

にいるけれど、宇宙的に言うと、未来とい

う概念さえない時間軸で起こった出来事と

いう事？】 

 

そういう事です。 

 

【あなたはいつ迄ここにいるつもり？】 

 

別にいつでもいいです。 

行こうと思ったら、いつでも別の宇宙空間

に行く事ができます。 

でも、今は、彼と一緒にいるのが好きです

ね。 

彼も、同じ気持ちでいる様です。 

 

【あなたの持っていた“寂しい”という感覚

は、もう大丈夫？】 

 

はい、もう大丈夫です。 

彼もいるし、楽しいのでここにいたい。 

今、彼が気付いてくれたので、新しい進展

がありそうで、ますます楽しみです。 

彼も頑張り続けていくと思うので、何かあ

れば、今迄の様に「大丈夫だよ」って言い

続けてあげて、乗り越えさせてあげて、彼

が寿命を全うしたら、彼を連れて帰ろうか

な・・・と思います。 

 

 

クライアント 

 

【その事についてはどう思う？】 

 

全然 OK です。 

 

【ミラクルの姿は見えている？】 

 

 

 ミラクル 

 

見えてはいないけれど、感じてはいる。 

それに、僕が側にいるという事を知らせた

い時に、彼に UFO を見せている感じです。 
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ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

集合体恐怖症について 

 

根本原因になった場面のイメージ 

 

怪我をした。 

肉がえぐれた時に見えた体の部分が、そう

いう模様に見えた。 

戦争。 

戦っている。 

銃で足を撃たれました。 

割と古い時代。 

鉄砲ができた頃。 

ヨーロッパ。 

自分は兵士です。 

若い、20 代。 

名前はジョン。 

アイルランド、もしくはイギリス。 

草むらを攻めていって、銃で撃ち合ってい

る。 

火縄銃みたいな銃です。 

戦っている相手は、同じ様な人種。 

僕は、戦争の理由をよく知らないですね。 

下っ端なので。 

命令に従っているだけなので。 

自分が戦いに勝ち続けないと、自分の首が

なくなってしまうという思いがあります。 

皆殺しにされるから、必死で戦わない

と・・・と思っています。 

仲間がたくさんいます。 

今、戦いの最中です。 

相手も見えてます。 

僕も撃ってます。 

 

 

撃たれる場面のイメージ 

 

右足の外側を撃たれて肉がえぐれました。 

えぐれただけです。 

その傷口を見ました。 

変な模様になっていて、気持ち悪くなって

きました。 

傷の手当てをしたいけれど、手当てをする

ものがない状況で・・・。 

気を失いました。 

気を失う前に見たのは、傷口です。 

 

今は、手当てをされています。 

家の様な建物の中にいます。 

一応、病院の様な場所です。 

家っぽい場所で、病院として機能をしてい

ないですね。 

手当てを受けて、傷口は痛いけれど、包帯

が巻かれて何とか原型をとどめています。 

歩いたりもできます。 

この後、兵役を離れます。 

 

（時間を進めて） 

たくさんの本を読んでいきますね。 

勉強する。 

祖国に帰って。 

自分はその祖国を守る為に戦ってきました

が。 

自分の家に帰っても、時々、戦争の事を思

い出しますね。 

怪我した事、恐怖感なんかを。 

 

【怪我と恐怖感はいつもセット？】 

 

恐怖感については、だいぶ薄まっていて、

「怖かったなあ」程度になっています。 

 

【気を失う前に傷口を見た時の事を思い出

す？】 

 

傷口を意識したら、割と鮮明に思い出しま

す。 
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その時、吐きそうな気分になりますね。 

今は、傷も完治していますが。 

傷は、えぐれた部分の端を縫い合わせて、

手術の跡が見て取れるという感じです。 

普通に治っていて、歩くのにも支障はない

です。 

時々ちょっとだけ突っ張って痛い事があっ

て、歩き辛く感じる事もあるけれど。 

多少ゆっくりではあるけど、歩けます。 

 

  

再び戦場でのイメージ 

 

撃たれる直前の場面。 

 

（催眠者によるこれから起こる事の説明） 

 

痛みを伴わないで、撃たれた瞬間に、即、

気絶。 

再び意識を取り戻した時は、病院のベッド

の上。 

縫合は完了。 

痛みを感じない傷の縫合を確認、安堵。 

「もう大丈夫」。 

更に、イマジネーションの力で、傷口を消

去。 

完全に足が元通りになるのを確認。 

 

暗示 

（傷口と、その傷口の印象が齎したかもし

れない特定のパターン、更には集合体恐怖

症との関係性を完全に切り離す。 

集合体パターンは、単なるパターンとして

眼に映るだけで、ネガティブな精神的影響

を与える事は今後一切ない。） 

 

 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

もう、ちゃんと切り離しができているので、今後は

感情を伴わないパターンとして見る事ができる。 

 

 

ジョンとしての人生最後の場面のイメージ 

 

87 歳。 

筋肉が衰え、老衰といった感じ。 

健康です。 

病気はないです。 

この人生では、とにかく本をたくさん読み

ました。 

難しい本をたくさん。 

教養、哲学の分野のものを、ロッキング・

チェアーに座って読み続けましたね。 

 

【ジョンとして、今生の自分に薦めたい本

は？】 

 

（手に取って、本を見せる） 

表紙に『Understanding …』、何かの理解

について書かれた本ですね。 

”沈黙”？ 

『Understanding of Silence』みたいな感じ

ですね。 

 

【この本を、なぜ薦めたい？】 

 

静まり。 

心の状態はとても大事だと思うので。 

これは哲学書に近いものですね。 

私は、自分の人生を通して、心の静けさの

大切さを求め、理解してきました。 

だからこそ、心の平穏を保った、いい老後

を過ごせています。 
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【心の平穏を感じながら人生を過ごす事

で、どの様なベネフィットがある？】 

 

感性がより豊かになる。 

より高い次元のものと繋がれます。 

より高い意識で、人間の次元を超えられま

す。 

 

【自分の本質とも関わってくる？】 

 

そうですよ。 

自分の本質と向き合う。 

東洋で言う、”禅”的な悟りの境地に生きる事

ができます。 

本を読んで過ごす事によって、自分には足

りない知識をたくさん得て、それらを自分

のものとする事ができたし、静かな時間を

通して、自分の本質的な部分と一体感を感

じる事ができました。 

 

【ジョンがいずれ生まれ変わって、今生の

クライアントになるが、彼は昔から英語が

得意で特別な興味を持ち続けてきて、それ

を生活の基盤としているが、その事につい

て何か？】 

 

英語を教えるという事をしているけれど、

＜英語を使って、もっと別次元の事を探求

していく方がいいのではないか＞と思いま

すよ。 

もっと英語の本を読みなさい。 

 

【そうする事で、今後、どの様な世界が広

がっていく？】 

 

視野、考え方の幅が広がっていく筈です。 

 

【英語というのは、日本語と全く違った“概

念”の上に構築されている言語であると催眠

者は認識している。英語文化の考え方、概

念、世界の認識の仕方をより培い、探求し

ていく事によって、日本人としての彼のこ

の人生はどの様な進展を遂げていく可能性

がある？】 

 

コミュニケーション。 

“広範囲なフィールドでのコミュニケーショ

ン”を、もっともっと取っていかねばならな

い時代に生きている。 

彼は、まだまだ、ものすごく縮こまってい

るんですよね。 

大きなポテンシャルを持っているのに、活

かされていないんですよ。 

それを、もっと開花させていくべきなんで

すよ。 

その為に、彼が＜既に潜在的に持っている

英語能力を使って、色々な概念を自分の思

考や相互理解に活用して、幅広くコミュニ

ケーションを取っていく事が大事＞ですよ

ね。 

ただ単に英語が得意というのでは不十分。 

＜英語をツールとして使って、もっと深い

レベルでのコミュニケーションを取れる、

本当のグローバルな視野を持った国際人と

して活躍していくという事が大事＞ですよ

ね。 

 

【その他にジョンからのメッセージは？】 

 

まあ、短いとは言っても、人間として生き

ていたら人生はとても長いので、焦らず楽

しめ・・・という事ですかね。 

そんな感じですかね。 

 

光の中に入って、休息。 

 

 

 



 

 17 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

ジョンの人生を通して、英語という言語に対する愛

着や理解が進んだ。 

この人生が、今生に大きく影響している。 

難しい本をたくさん読んで、深いレベルで英語の知

識をたくさん培った人生でした。 

 

【『Understanding of Silence』みたいな感じの本を

薦めていたが、心の平穏は、現在の彼にとって必

要？】 

 

そうですね。 

冷静、沈着など、感情のコントロールを、今とても

求めていますね。 

感情のコントロールは苦手ではないけれど、より高

いレベルで達成させたい。 

どんな状況にも動じない、常に自分自身でいられる

様に、もっとレベルを上げていく事が大切でしょう

ね。 

まだ若いし、時間はたくさんあるので、焦らなくて

いい。 

 

【英語に関してのアドバイスは？】 

 

“英語の先生ではないよ”、という事を言いたいです

ね。 

＜英語の先生になったらダメだ＞、という事です。 

今は英語を人に教えているのかもしれないですけ

ど、英語さえ教えれば、教えられた方は幸せになる

かといえば、決してそうではないですからね。 

＜もっと普遍的な人間的な事、感情の表現、感情の

統制、もっと直接的に人生に於ける大事な事を、１

つの英語という言語のレベルではなくて、英語とい

うツールを使ってもっとグルーバルで大きなテーマ

を扱った方がいい＞気がしますね。 

 

【英語はあくまでもツール。人よりも長けているか

らこそ、彼だからこそ使えるツールといった感じな

のか？】 

 

その通りですね。 

彼は既に英語を深いレベルで習得した経験があっ

て、潜在的に理解が進んでいるので、それをあくま

でもツールとして使いつつも、英語教師という小さ

い領域ではなくで、＜もっと幅広い大きな領域で才

能を活かしていく道を選択していくべき＞ですね。 

 

【彼のこの人生設定、人生のテーマは、やはり“コミ

ュニケーション”がメイン？】 

 

“コミュニケーション”が大枠にありますね。 

色々な人生を跨いで、“コミュニケーション”というの

が一貫してあります。 

彼自身も、“コミュニケーション”が核だという事を、

何となく気付いていますね。 

 

【このセッションに彼を連れて来たのは、ハイヤ

ー・セルフ？】 

 

私というよりは、ミラクルです。 

 

 

ミラクルとの対話のイメージ 

 

【このセッションで、彼の人生の目的や方

向性を気付かせたかった？】 

 

僕は、ただ自分の存在を彼に伝えたかった

からです。 

だから、僕のワクワクが彼に伝播して、彼

はセッションを受ける事についてものずご

くワクワクしてたんですよ。 
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【あなたは、彼の人生に於けるキーワー

ド、“コミュニケーション”と“英語”という事

を理解していた？】 

 

はい。 

 

【あなたの存在を確認した事で、彼の“コミ

ュニケーション”の方向性は、更に拡大す

る？】 

 

宇宙的な方向性に拡大していきそうな気が

しますね。 

 

【あなたが『彼の準備が整った』と言った

事は、そこにも関係している？】 

 

していますね。 

僕から見ると、彼の別の役割は、＜孤独な

人をサポートする、助ける＞という事もで

すね。 

彼は昔から感受性が豊かで、人に気を遣い

過ぎる事も含めて、感化してしまう。 

かなり繊細ですね。 

共鳴共感するんですよ。 

よくあるのが、飲み会とかで、１人だけ輪

に入れていない人がいると、必ず声を掛け

るし、自分が孤独を理解しているから常に

感知する能力がある・・・という事もあ

る。 

彼の感受性が豊かというのは、彼の役割が

あるからこそ与えられた資質なんですよ。 

彼は１人、２人と関わりながら、それが 100

人になり、1000 人になり・・・と輪が広が

っていって、そのレベルでたくさんの人を

勇気付けてあげたりできる人なんですよ。 

 

暗示 

 

 

ランチ休憩を挟んで・・・ 

 

 

 

チャクラのバランス調整 

 

松果体の活性化 

 

 

オーラチェック 

全体的に明るい黄色～金色の光で包まれて

いて、先端が白く輝いている 

 

 

暗示 

 

 

エントリーポイントのイメージ 

 

浮いている。 

全体的に暗い空間に。 

 

電車が走っている陸橋を見ている感じ。 

周りは余り見えない。 

余り居心地が良くない。 

陸橋が見えなくなってきた。 

今は真っ暗。 

外にいる？ 

ちょっと肌寒い感じ。 

人の気配がない。 

１人。 

タワーが一杯ある、寂れた街の感じ。 

１人で立って、そこを見ている。 

感情を持っていない。 

 

タワーが消えてなくなっていく。 

目の前に扉がある。 

中に入ると、立方体の箱が目の前でくるくる回って

いる感じがする。 
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枠組みだけでスカスカ。 

大きさは小さい。 

その他は真っ暗。 

その箱を手に持ってみる。 

手に取ってからは、箱は回っていない。 

箱を元の場所に戻したら、消えた。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

今のは、部屋。 

誰の部屋かは分からない。 

 

【このイメージに、何かメッセージはある？】 

 

特にない。 

 

【彼は、定期的に強烈な睡魔に襲われて、16 時間眠

り続ける事があるが、なぜ？】 

 

疲れている。 

16 時間の間、基本的に睡眠は断続的に浅くなったり

深くなったりしている。 

寝たり起きたり。 

 

【それが２－３ヶ月に１回起こるのは？】 

 

定期的に起こるのは、何かがあった時。 

 

 

最近長時間の睡眠をとった時のイメージ 

 

つい数日前。 

12－13 時間。 

東京に 10 日間の出張があったので、疲れていた。 

睡眠中は、夢をよく見ている。 

 

 

 

夢のイメージ 

 

空中ブランコに乗っている。 

ブランコには猿が乗っている。 

空中ブランコは、さっきの箱だった感じ。 

空中ブランコというよりは、箱の中に猿が

入っていて、それが揺れている。 

やたらそれが振り子のように揺れていて、

猿が楽しそう。 

それを見ている。 

夕方の空を、茶色の大きい鳥が飛んでい

る。 

“無”の感じ。 

 

 

ミラクルとの対話のイメージ 

 

夢を見ている間、彼の意識はどこかに行っ

ている。 

彼の場合は、起きても睡魔が取れていませ

んね。 

彼は、ただ疲れているだけではない。 

理由がありそうだけれど、今回その理由を

知る必要はないと思います。 

彼は、起きなければいけない理由があれば

起きるけれど、寝てもいい時間に、纏めて

寝ているという感じですね。 

今は、それぐらいに考えている方がいいで

しょうね。 

 

【彼がよく見る UFO に乗っている人達

は？】 

 

敵ではない。 

味方でもない。 

ただそこにいて、見ているだけの人達。 

グレーっぽい体の色のイメージ。 

“流れ”を作りに来ている。 
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【どこから来た？】 

 

とても高度に発展している所から。 

地球から遠い？ 

地球からは全く見えない。 

 

【最近、何機もの UFO を纏まって見た時

は？】 

 

あの時は 17 機いた。 

１機には大体 15－16 人乗っている。 

新聞紙を野球のボール代わりにぐしゃぐし

ゃに丸めた様な形状の機体。 

纏まって飛んでいるのは、”回す”為。 

ただ、地球の様子を見ている。 

地球に来ているのは、今、地球が意識の変

化を起こしそうな時期なので、チェックし

に。 

安全かどうかも。 

ギリギリセーフという感じ。 

それは人間にとって。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

彼に UFO を見せる様になったのは、彼に宇宙的広が

りを信じさせる為。 

そういう存在が確実にあるという事を。 

彼は信じていると思う。 

 

【今迄、何機ぐらい見た？】 

 

もう、何十機と。 

認知しているものだけで、数え切れないくらい。 

雲の上にもいっぱい来ているので。 

ただ、そういう存在が本当にあるのだいう事を知ら

せる事ができた事で、見せる目的は既に達成できて

いる。 

今のところ、それ以上の理由はない。 

 

【高校の寮生活の時に、グレーのパーカーを着た小

さい人影や、誰かに肩をトントンと叩かれた事があ

るが、それは何だった？】 

 

グレーのパーカーを着た男の子は、別の学生も見て

いるが、あれはミラクル。 

孤独を感じている。 

存在を気付いて欲しかった。 

彼が寮生活になかなか馴染めず、精神面でも滅入っ

ている時に現れた。 

大丈夫だよという励ましでしょうね。 

 

 

ミラクルとの対話のイメージ 

 

常に一緒にいましたね。 

トントンとしました。 

ずっと気付いて欲しいと思っていた。 

それが達成できて、すごく嬉しい。 

当分は彼といたいと思う。 

 

【円盤はまだある？】 

 

どこかにあります。 

思念でいつでも使えます。 

 

【彼を、想念の世界で乗せる事はでき

る？】 

 

できます。 

やってみてもいいですよ。 

 

 

ミラクルの円盤で飛ぶイメージ 

 

円盤に乗りました。 

地球を離れた。 
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地球があっという間にだいぶ遠く

に・・・、米粒の様になりました。 

火星に行ってみる。 

地表は赤っぽく、クレーターがあります。 

模様が色々ある。 

今いる所には、ピラミッドは見えません。 

この辺りには生命体の気配は感じません。 

 

木星に行ってみる。 

接近して、近くで見ています。 

砂漠みたいな地表です。 

ぬるく感じます。 

地表には、文明を感じませんね。 

山、砂・・・ですね。 

生き物は見当たらないです。 

地中に穴が空いている場所がありますね。 

下に向かってだいぶ落ちていく様になって

いますね。 

円形のただのだだっ広い空間があります。 

 

土星にも行ってみる。 

近くから見ています。 

リングの中を、色々なゴミとかも回ってい

る感じ。 

 

太陽に寄ってみる。 

太陽は大きくて、視界に丸ごと入らない。 

白いです。 

ギザギザの感じのエネルギーで、中に入る

場所が分からないです。 

紐の様な形状の宇宙船がちょいちょいあり

ますね。 

割りばしの袋の様な感じ。 

 

地球に戻って来る。 

地球は綺麗です。 

人工衛星が近くにあります。 

宇宙ステーションみたいですね。 

中に人がいそう。 

ロッカーがあって、左に曲がる廊下があり

ます。 

右手には、壁沿いに８人ぐらいがパソコン

作業をしている感じです。 

行き止まりになっていて、その人達だけ。 

全員宇宙服みたいなのを着ている感じ。 

中に入ってみると意外と小さい空間です。 

 

地球上で気になる場所を考えると、ブラジ

ルのサンパウロに来た。 

縁があるのか分からない。 

ここで過去生を過ごした訳ではなさそう。 

上半身裸で浅黒い体の男性達が、ビールを

飲んで楽しんでいる姿が見える。 

ここには特別に見たいものはなさそうなの

で、離れる。 

 

（ミラクルが行きたい所へ） 

ダイヤモンド鉱山。 

ミラクルが見たくて来た。 

今、人がいない。 

ダイヤモンドは、触り心地が良い。 

エネルギーが整っていて、バランスが良

い。 

美しいので好き。 

あと、ミラクルは広いスペースが大好き。 

自分の宇宙船の中は広くて良いですよ。 

中は、陸上競技場ぐらいあるので広いです

よ、どら焼き型で。 

彼といない時は、いつもこの空間にいます

ね。 

 

（アッシジの聖サンフランシスコ大聖堂

に） 

中庭は芝生になっていて、像を置く為の大

理石の台座があります。 

その上に、像が載っていますね。 

（水琴の様子を確認） 

見えないですよ。 
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地面の下に埋まっているんじゃないです

か？ 

地面の下にあるみたいです。 

近くに行ってみたら、かすかに音はしてい

る？ 

水が出ている感じはしません。 

筧は見えませんね。 

掃除はされている感じです。 

 

今、UFO が船みたいになって、海を漂って

いる感じです。 

至って平和な青い海です。 

何も他には見えない。 

晴れていて、気持ちが良いです。 

太平洋にいます。 

もうすぐ日本が見えてくる。 

神奈川付近の海岸が見えてきた。 

移動は一瞬みたいです。 

 

富士山に行ってみます。 

実際に富士山に行った１度もない。 

頂上に降り立ってみる。 

雲ばかりです。 

山頂だからか、雲で覆われています。 

人は誰もいません。 

人が１人立てるぐらいの場所しかここには

なくて、ちょっと怖いです。 

落ちそうで・・・。 

 

今から、家に帰りたいですね。 

福岡の。 

着きました。 

いつもの部屋がありますね。 

特に変わらない・・・。 

大阪に体が横たわっているのに、心が福岡

にあるのが不思議な感覚ですね。 

 

（ついでに両親の様子を見に行くと） 

父は鳥取の実家の居間に座って、TV を見て

ますね。 

ゴルフ番組ですね。 

ユニクロのスウェットパジャマみたいなの

を着てますね。 

赤い上下です。 

肩をトントンと叩いたら、「えっ」て感じ

で気のせいか・・・みたいな反応です。 

もう１度してみたら、びっくりしている感

じですね。 

 

母は外出しています。 

車を運転してますね。 

仕事着みたいなのを着てますね。 

白いブラウスにジャケット姿でしょうか。 

機嫌が良さそうで。 

吉成という交差点辺りにいます。 

 

O さんは電車に乗って、スーツで茶色っぽ

いネクタイを付けています。 

ぼーっとしている感じです。 

携帯もいじっていません。 

隣のおばあさんと、ちょっと太ったおじさ

んが座っています。 

肩をトントンしてみました。 

気付いている感じがします。 

 

大阪のセッション現場に戻って来ました。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

“孤独”というキーワードは、実は本人は忘れていたん

ですが、前から少しは考えていたんですよね。 

夢というか、将来自分はどういう世界を自分自身に

実現させたいのかという事を 20 歳前後に考えた時

に、「孤独をなくしたい」という事を彼が言ってま

した。 
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その時は、“世界から”という視野を持っていませんで

したが、彼は“孤独な人”を減らしていきたい。 

今回のセッションで、彼が、昔、そういう事を言っ

ていたなという事を思い出せた事は、とても良かっ

たと思いますね。 

彼は、＜孤独を感じている人に元気を与える＞とい

う役割を持っているという事に気付けた事が、大き

な収穫だったと思います。 

 

それから、ミラクルとの絆の確認ですね。 

 

【彼の魂が、初めて地球に降り立った時の目的は何

だった？】 

 

＜“全てを受け入れる”、“人を無条件に包み込んであ

げられる優しさや愛情”を表現できる存在でいられる

様になる事＞が大きいです。 

それは、この地球という星で人間として生きる事に

よって、最も達成し易いし、多くの学びが得られる

からです。 

 

【彼は、どれぐらいの期間、地球に関わってい

る？】 

 

8671 年間？ 

ずいぶん前に来た。 

今迄に 100 回以上の輪廻転生があります。 

その中で、彼の魂にとって重要な人生は、幾つかあ

りますが、英語のルーツになっているのは今生に於

いては大事なものです。 

何だかんだ言って、彼はとてもいい輪廻を繰り返し

てきています。 

余り悶え苦しむ様な人生はないです。 

 

【元々高い意識を持った魂？】 

 

そうですね。 

ただ、彼の場合、＜いかに人に尽くせるか、人の役

に立っていけるか＞・・・です。 

今回は、＜自分という存在を、自己の為だけでな

く、他人の為に活かせるか＞・・・、そこのところ

が重要だと思います。 

その為に、“コミュニケーション”の方法を向上してい

く必要性があります。 

＜彼の存在を通して、どの様に人の意識を高めてあ

げられるか、どの様に喜びを齎してあげられるか＞

という事です。 

 

【宇宙的にいうと、彼が＜周りの周波数を高めてい

く役割を担っている＞という事？】 

 

まさに、これからそれが試されていく訳です。 

十分達成可能な事です。 

そして、私やミラクルがサポートしていきます。 

 

【その他のサポートもある？】 

 

ありますね。 

 

 

その他のサポート①との対話のイメージ 

 

（ドラゴンみたいなのが・・・。 

右上を飛んでいます。 

赤い情熱的なドラゴン。） 

 

【何かメッセージがある？】 

 

「気高く、動じないで生きなさい」、とい

う事。 

彼と関わって、もう 480 年ぐらい経ってい

る。 

 

【どこで関わりを持った？】 

 

高い丘で。 

山の方の。 
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“アルプスの少女ハイジ”の様な風景の場所で

すね。 

彼が小さな男の子でした。 

７歳ぐらいの時。 

ジェフの様な名前。 

金髪。 

この人生で、彼はとても皆に愛されて過ご

しました。 

私が彼と一緒にいたいと思ったのは、彼が

自然をとても大切にしていたから。 

彼は今でも自然を愛でている。 

 

【あなたができるサポートとは？】 

 

私は“気高さ”を求めている。 

品が下がる様な事は決してさせない様にし

ています。 

品格というのは大事です。 

例えば、仕事でちょっと騙すとか、変なお

金の受け取り方をしないとか、そういうし

っかりと真面目に責任感を持って、品を落

とさずに生きる姿勢を保たないなら、他の

事も上手くいかない様にしていますね。 

 

【それを、あなたは特に気を付けてい

る？】 

 

そうですね。 

私の観点から言うと、悪い事はできないと

言うか、させない。 

そういう様にしています。 

 

【今迄の 480 年間、あなたは彼をそういう

形で支えてきた訳？】 

 

そういう事です。 

 

【480 年前と、今現在と、魂の成長という観

点から言うと、何か変化はある？】 

 

現代に生きるのは大変です。 

より複雑で歪なお金の概念や、間違った競

争の概念ができたりとかして、決して良く

はないですね。 

だからこそ、より品格を保って生きるのは

難しく、逆に言えば、学びも多いし成長も

大きいと言えますね。 

彼は、葛藤しながらも、何とか頑張ってい

ますね。 

これからも見守ります。 

 

 

その他のサポート②との対話のイメージ 

 

（お多福、おかめの顔だけが見える） 

 

【なぜ、彼といる？】 

 

安心させてあげたいから。 

人の善なる部分を信じるとか、そういう事

を決して忘れない様に。 

 

【常に女性的な優しさや無条件の愛情で、

彼を包んであげている？】 

 

そうですね。 

彼の中に、女性的な要素がありますね。 

それは共感性とか、人を包み込む様な優し

さとかですね。 

柔らかい存在感とか。 

男性として生きていても、男性性と女性性

の両方が必要で、そのバランスが大事なの

で、安定した女性性の部分を私が与えてあ

げている感じですね。 

 

【あなたはエネルギー体？】 

 

そうです。 
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彼に分かり易い様に、この姿で見せていま

す。 

顔だけを見せています。 

意識体です。 

体を持って生きた事はありません。 

大きい顔だけの姿で見せています。 

今後とも見守っていきます。 

 

【他に伝えておきたいメッセージは？】 

 

もう伝わっているかと思います。 

安心して生きてください。 

話ができて良かったです。 

ありがとうございました。 

 

 

ボディ・スキャン 

 

殆ど整っている。 

左腕の肘より下に重みがある。 

何かが載っている。 

“感情”。 

“後ろめたさ”。 

 

【“後ろめたさ”の根本原因は？】 

 

自分自身。 

独立してから、指導をして結果が出なかった人を最

後まで見切れなかった事に対する思い。 

例えば、３ヶ月などと期限が決まっているので、３

ヶ月間やるべき事はやったのに、結果が出なかった

時に、ネガティブな思いを引き摺る。 

クレームになったり返金になったりするのが鬱陶し

いなと思うからこそ、期間が終わったらこちらから

連絡を取らないとか、距離を置いてしまう。 

それがいつも、心残りになったり、後ろめたい気持

ちになったりしてしまう。 

 

【“結果が出ない”というのは、あなたの責任？】 

 

いいえ、そうではありません。 

自分は精一杯の事をしています。 

 

【それは、あなたがいつ迄も負い持つ感情であるべ

きだと思う？】 

 

実際は、そうではない筈です。 

自分と切り離してもいいものだと思います。 

 

【それなのに、切り離さないという選択をしている

のはあなた自身？】 

 

そうですね。 

やはり、他の知り合いで同業者とかは、割とドライ

で、セッションもキッチンタイマーで１時間経った

ら、「はい、ここ迄。これ以上は追加料金になりま

す」と言えてしまう人が多いんですが。 

質問が来ても「48 時間以内に回答」とか、「これだ

けの料金しか貰っていないので、これ以上は答えら

れない」とかはっきりしている人が多くて、それが

僕は「どうなのかな？」と思うんです。 

相手は、“けっこう悩んで苦しんで質問をしてきてい

るのに２日待たないと回答して貰えない”とか、“大事

な相談をしているのに時間が来たから追加料金”とか

いうドライさは、自分の価値観に反していて、自分

は相手に感情移入してしまうんですよ。 

だからこそ、面倒を見た人の結果が出なかったら、

何とも言えないやるせない気持ちが後を引いてしま

う気がします。 

 

 

おかめとの対話のイメージ 

 

私は、気持ちが伝わっていたらいいと思い

ますよ。 

彼のそういう資質は、元々彼が持っている

もので、愛おしいですね。 
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彼は、「ちゃんと結果を出してあげない

と、自分の仕事の価値を提供できていな

い」と思ってしまうんですよ。 

それが、彼の優しさなんですよ。 

 

【彼は、それを“後ろめたい”と意味付けてい

いと思う？】 

 

それは、割り切った方が本当はいいんです

けどね。 

でも、結果が出る人が多いのでね。 

結果が出た場合、“自分のお客様の声”みたい

なので、ブログなどでアピールしていきた

いところなんですね。 

それを、記事やメールマガジンに載せた時

に、結果が出なかった人も見てしまう訳

で、その時に彼らをいちいち苦しめるんじ

ゃないか、「自分はダメな奴だ」と思い起

こさせてしまう事を懸念している。 

 

 

“結果が出せなかった人”との対話のイメージ 

 

目の前に２人います。 

 

【彼の英語のセッションを受けてどうだっ

た？】 

 

生徒①： すごく丁寧に、一生懸命に対応

してくれたと思う。 

 

【あなたは結果が出せなかったが、それは

彼のせい？】 

 

生徒①： いや、なかなかやるべき事をや

れなかったとか、自分のせいです。 

 

【彼に対する特別な気持ちはある？】 

 

生徒①： 私が、指導して貰ったのに結果

が出せなかった罪悪感というのや、申し訳

なかったな・・・という気持ちを持ってい

ます。 

 

【彼も罪悪感を抱くべき？】 

 

生徒①： 彼は優しいから、私の持ってい

る罪悪感を敏感にキャッチしてしまうので

はないかと思います。 

 

【あなたは、彼の指導を受けてどうだっ

た？】 

 

生徒①： 求めていた結果は出せなかった

けど、指導を受けて良かったです。 

 

【彼の仕事を向上させる為に、あなたから

彼に、どんなアドバイスができる？】 

 

生徒①： そうですね、やっぱり、“できな

いという前提でやらない”という事だと思い

ます。“自分は結果が出せない”と思ったら、

出ないので。 

  

【それは、指導する側も、される側も同じ

という事？】 

 

生徒①： そうです。 

 

【生徒②はどう思っている？】 

 

生徒②： すごく丁寧で良かったです。毎

回、私がずっと喋っていたので、すごくス

トレス解放というか、話をちゃんと聞いて

くれてとても嬉しかったです。 

 

【彼は、あなたに対して罪悪感を持ってい

るみたいだが、どう思う？】 
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生徒②： 言われた通りに、自分なりのベ

ストを尽くしたんですが、なかなか結果が

出せなくて、「何でだったのかな」と、気

になるところではあるんですが。 

 

【彼は、先生としてベストを尽くしてい

た？】 

 

生徒②： そうですね、そう思います。な

ので、彼が後悔したり、罪悪感を感じたり

する必要はないと思います。 

 

 

後ろめたさや罪悪感を拭い去る作業 

 

生徒からの感謝の気持ちを素直に受け取る。 

自分のやり遂げた仕事を認め、自信を確認。 

ネガティブな思いを体験した事による気付きや学び

に感謝し、手放す。 

暗示 

 

 

クライアント 

腕の重みがなくなり、気分が軽くなりました。 

出来事の意味が理解できて良かったです。 

スッキリしました。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

腕は大丈夫です。 

軽くなりました。 

 

あとは、大丈夫です。 

体は、今迄の最善の状態になりました。 

身体中の細胞が癒されて活性化しています。 

チャクラのバランスもいいです。 

 

今日のセッションは、これで終わっていいです。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

とき子さん、今日は 1 日本当にありがとうございました‼😊 

今までモヤモヤしていた部分が一気にクリアになりました💡 

安心感をもってこれから進んでいけそうです。 

また次回も、よろしくお願いします😎 

なんだか分かりませんが、とても安心感があります。 

今日ヒプノセラピーを受けさせて頂けて、本当に良かったです。 

ありがとうございます🎶 

 

 

 

 

 


