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 日本人 

 コーチ,	 ファシリテーター、コンサルタント 

 既婚 
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今回のセッションの目的： 

 
エジプトの話を聞いて、ぞわぞわと感じる原因 
など 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
 
セッションの記録： 

 
 
光の中でのイメージ 
ゴールドの光に囲まれて、体がビリビリしている。 
全身が心地良い。 
体を感じる。 
光が紫に変わってきた。 
余りいい気分ではない。 
先に進んで行く。 

 
青色がくっきり見える。 
雲の間から、青空が見えている。 
灰色の黒雲を間から覗く空を下から見上げている。 
感覚はあるけれど、自分の体は見えない。 
感覚的に、足も動かせる。 
自分は男性。 

何の感情もなく、只、見上げている。 
この場所を自分が知っているという感じはしない。 
この場所から動きたい。 
何なのかよく分からない感じ。 
上空に昇る。 

 
近くにおじいさんがいる。 

自分の横にいる。 
白い布の様な服を纏っている。 
白い髭を生やしている。 
ギリシャ風の恰好。 

70 - 80歳位。 
ほっこりした感じの雰囲気。 

この人を知っている感じはしない。 
自分に伝えるメッセージもあるのか分からない。 
おじいさんに話し掛けても、返事がない。 
自分との直接の関係はなく、只、ここにいるだけ。 

 
変な感じがする。 
さっきの紫の光の中では囚われていた感じがするけ

れど、今はもっと楽。 
身動きが取れないと思ったけれど、今は軽い。 

 
 
エジプトの話を聞いて、ぞわぞわと感じる根本原因の

イメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
全体的なイメージが、グリーンの様な、ブルーの様

な・・・。 
ターコイズブルー。 
その色に包まれている感じ。 
心地良い空間。 
空間がターコイズ？ 
自分の体を感じる。 
足元は見えない。 
誰かが近くにいるけれど、後ろを向いていて顔が分か

らない。 
性別が分からない。 
細い身体つき。 
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 20代。 
腕が見える衣装を着ている。 
顔付きはパッチリしている。 
よく知っている人。 
同僚か、友人だと思う。 
中性的な面持ち。 

今、2人で川の近くにいる。 
川の色は、深いターコイズ。 
この人といると、気が張らず、自然体でいられる。 
石の床がある。 
東屋に近い様な感じの、東屋的な石造りの建物の中に

いる。 

その中から 2人で川を見ている。 
よく一緒に時間を過ごしている。 
ここはエジプト。 
川はナイル川だと思う。 
日向に出て自分の容姿を見ると、肌は茶色、髪の毛は

黒、瞳は茶色。 

25歳。 
健康。 
足は革製のサンダル。 
服を見ようとすると、ターコイズの印象が前面にくる。 

 
ここには仕事をしに来ている。 
何かを観測している。 

2人で仕事をこなしていると感じる。 
自分の階級は中間ぐらいだと思う。 
この日は“上”から派遣されて、ここに来ている。 
川の増水の観測をしている。 
この日は少し水量が多い。 
この後、水がどんどん広がっていく。 
そうすると、土地が豊かになる。 
よくここに出向いて、ナイル川の様子を観察しては、

上に報告するのが仕事の 1つ。 
 
宮殿の様な所にいる男性に報告しに行く。 
上官の他にも、何人かの男性がそこにいる。 
自分の報告を聞いて、労いの言葉を掛けてくれる。 
やりがいのある仕事だと感じる。 

 

宮殿のある場所から、林と町が見える。 
宮殿は自然な感じで風通しが良くて、快適。 

特徴的なのは、1つ 1つの石が大きく、それらを組み
合わせて建てられている。 
自分は宮殿に住んでいる。 
町ではない。 
ファラオがいるが、余り会った事がない。 

大きな人。 

肩幅ががっしりとした身長は 180cmぐらい
の人。 
ちょっと血の気が多い。 
３０歳ぐらい。 
最後が“～ス”で終わる名前の人。 
良いファラオかどうかというと、“悪くはな

い”という感じ。 
 お妃がいる。 
自分がこの宮殿に仕官しているのは、このファラオに

なってから。 
自分の父親が同様に宮殿に仕官していて、その勧めで

職を得た。 
当時は血筋が大事だった。 

このファラオがその地位に就いたのは、8年前。 
 
争いが起こった。 
王家の身内の争い。 
後継者を巡って。 
その結果今のファラオが勝利して後継者となった。 
対抗者はファラオの弟で、その人は殺された。 

 
その知らせを聞いて、自分は特に何も思わなかった。 
当時はまだ仕官していない。 

 
仕官してから自分が担当してきたのは、ナイル川の観

測の他にも、自然観測。 
そちらがメインの仕事。 
チームでしている。 

10人ぐらいの大きさ。 
10人それぞれが、少しずつ違う分野を担当している。 
川の観測以外にある分野は、天体観測、農業、薬の調

合などがある。 
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仲間の行動は結構バラバラで、そんなに顔を合わせな

い。 

 
この人生で重要な場面のイメージ 
何が起こっているか分からないけれど、急に体が重く

なった。 
「何だ、これは？」 
動けない。 
病気？ 
寝た切りになっている。 

今は 30歳ぐらい。 
全身が病で侵されている。 
熱病に罹った。 
全身が高熱で重い。 
熱病に罹る人が多い。 
この時期流行った。 
症状は、嘔吐、激しい下痢、全く食べられず、脱水症

状も酷く、高熱がずっと続いている。 
とにかく何もできず、ずっと寝た切りが続いている。 

 
この状態になってからもう１週間以上経っている。 
自分を世話してくれる人はいない。 

1人切りで、結構大変な状況。 
この後、自分はそう長くないうちにこの世を去ってい

くという自覚がある。 
横たわりながら、漠然と「空が見えるなあ」と思って

いる。 
天井部分に小さな穴が開いていて、小さく空が見えて

いる。 
もう食べる事も飲む事もできないで、空をぼうっと見

ながら、ただ横たわっている。 
ここは自分の居室で、顔を見に来てくれる人は誰もい

ない。 
自分が病気の事を知っている人がいるのかは分から

ない。 
床が石なので、とてもしんどい。 

石の上に、薄い布の様な物が 1枚敷いてあるだけ。 
体が痛みに支配されている。 
もう持たない。 
ここを離れる心の準備がもうできている。 

最後の息を吐いて、体を離れる。 

 
全体が軽くなった。 
ターコイズのエネルギーの中にいる。 

 
この人生を振り返って・・・ 
道半ばで死んでしまった。 
“自分の思い描いていた道”というのは、もっと世界

を知る事。 
この人生で得られた知識というのは、自然について。 
例えば、自然の流れ、現象、人の関わりなどについて。 
＜人の暮らしが良くなる様に＞、というテーマで自然

と関わった人生だった。 
人と関わるというよりは、自然との関わりが重要だっ

た。 

この人生を通して自分が関わった自然現象で、1番印
象深かったのは＜川の美しさ＞。 

 
この時代の自分が、今生の自分に与えている影響は、

感覚的なもの。 
＜観測する“目”＞。 

 
この時代の病気が今生の自分に与えている影響は、慢

性的な“体の重さ”。 

 
ヒーリング	 ＋	 暗示 

 
今生の自分へのメッセージ 
（この人生の自分から、今生の自分へと受け継ぐべき

資質など） 
＜人に奉仕する気持ち＞。 
この人生では、陰ながら人に尽くせた。 
もっと人と協力し合って、仕事をした方がいい。 
自分はそれが余りできなかったので、後悔している。 
これから人と何かをやっていけると思った時期に死

んでしまったから。 

 
ターコイズに包まれながら上昇する。 
周りに雲が見える。 
光が強くなってくる。 
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強烈な光の中に入って行く。 

 
光の中でのイメージ 
そこに皆いる。 
仲間。 
（エジプト時代だけでなく）世界中の仲間がいる。 
しばらくそこでのんびり過ごす。 
のんびりしながら浄化されていく感じ。 
浄化されるとクリアーになる。 
クリアーになったら、地上にまた降りる。 

 
【地上に降りる前に何かする事は？】 
只、落ちる。 
その落ちる場所は、落ちてみないと分からない。 

 
試しに“落ちて”みると・・・ 

 
 
別の人生のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
庭がある。 
イギリスかフランスか？ 
庭園の様な感じ。 
季節は春。 
花が沢山咲いている。 
白い花が沢山。 
この場所はとてもよく知っている感じ。 
足元は、長靴を履いている。 
作業服みたいな衣装を着ている。 
庭仕事をする為に。 
この庭は、自分が管理している。 
男性。 

50歳ぐらい。 
この仕事はとても好き。 

1人で仕事をしている。 
1人でしているというよりは、自分 1人しかいない。 
この庭は、自分のものなのか、雇われて管理している

のか分からないが、毎日ここで過ごしている。 
とても広い場所。 

大きな屋敷で、庭もかなり広い。 
住んでいる所は、庭の向こうにあるお屋敷の中。 
自分はこの屋敷に住み込みで働いている。 
ここでずっと雇われている。 
自分の主人は？ 

家族はおらず、1人身。 
人生に対する充実感はそれほど感じないが、仕事は好

き。 
この庭は、主人のものだが、自分の中では自分のもの

だと思っている。 
屋敷全般に、人の気配が余りしない。 

 
この人生で重要な場面のイメージ 
重要な印象のある場面が全くない。 
只ひたすら、庭仕事だけをして楽しかった事ぐらいし

か浮かばない。 

 
人生最後の場面のイメージ 

60歳ぐらい。 
割と幸せに感じている。 
でも、孤独感もある。 
家族はいなかった。 
お屋敷の中での人との交流も殆どない。 

60歳というのは寿命。 
思い残す事はない。 

 
最後の息を吐く。 
体を離れる。 
光に向かって上昇していると、天使が迎えてくれる。 
名前を尋ねると、大天使ガブリエル、と言っている。 
ガブリエルが、光に連れて行ってくれる。 
言葉を掛けてくれないが、温かい感じが伝わってくる。 
一緒に光に入って行く。 

 
大天使ガブリエルとの対話のイメージ 

 【この人生はこれで良かったのか?】 
 はい。 

 
 【この魂との関係は？】 

迎えに来ただけで、いつも見守っている訳で
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はない。 
私の役割は、体を離れた魂を迎えに行って光

に連れて行く事。 

 
【この人生では、この魂にとって何か重要な

学びがあったと思うか？】 
 それ程はない。 

この人生は、1つの事をしながらゆったりと
過ごしただけ。 

 それで十分な人生だった筈。 
この後、自分と分かれてから、この魂は次の

行き先を決める事になっている。 

 
 【誰が決めるのか？】 
 決める係の存在がある。 

 
 決める係の存在の所にいるイメージ 
 白い衣服を纏った男性。 
 サンタクロースの様な容姿。 
 この人の所に皆が集まっている。 

直接的な言葉は聞こえないが、テレパシーで

伝わる。 

 
 これから自分の次の行き先を決める。 
 最終的には自分で決めなくてはならない。 

特に行かねばならない所や、決める時の基準

はないみたいだが、これまでの人生や学びな

どを元に、自分に必要な体験のある所を選ぶ

のを手助けしてくれる。この次の人生は、家

族が欲しい。 
家族になる人たちは自分で選ぶ。 
自分にとってはイメージで決める。 
その他のところは自分には分からない。 

 
この次の人生のイメージ 
今現在の人生が始まった。 

 
【どんな思いでこの人生を始めた？】 
＜家族と楽しく有意義な人生を送りたい＞。 

この人生は＜家族＞がテーマの 1つ。 

＜もっと世の中に貢献する事をしたい＞。 

 
 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
クライアントが見た 2つの過去生について 
エジプトの人生は、自然の捉え方を思い起こさせる為

に大切。 
エジプトでの人生は、この時だけだったけれど、とて

も印象深いものだった。 
自然との関わりの強い思い出が、ターコイズ色と結び

付いて残っている。 

 
【その事を覚えている事で、今後の人生に有益な影響

を齎せるのか？】 
気付く力、読み取る力、洞察力、観察力などに影響を

与える。 
その時代の方が何十倍も研ぎ澄まされていた。 

 
暗示 
その力をインプット 

 
【庭師の人生は？】 

この人生は 1800年代の事。 
エジプトの次ではない	 －	 エジプトは紀元前。 

 
【この人生で今生に生かされる事は？】 
自然との関わり、観察する能力、創造する力。 

 
【この魂には、自然と密接に関わる事がテーマとして

あるのか？】 
自然が大きなテーマとしてある。 

 
【自然の中から知識や知恵を学び取る事に長けてい

るという事？】 
その通り。 
それは、今の人生にも少し出ている。 

 
ランチ休憩を挟んで・・・ 
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光の中から・・・ 

 
（睡眠へ移行	 /	 約 15分） 
食後はいつも必ず眠くなるとの事 

 
 
ターコイズ色の光の中で・・・	  

 
 
引き続きハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
首の痛みの根本原因のイメージ 
何もない。 
視界は明るい。 
足元は、裸足？ 
体を感じる。 
足元は、裸足？ 
手に何かを持っている。 
左手に石でできたナイフを握っている。 
ナイフを専門に作る人がいて、自分で作った物ではな

い。 
右手は空いている。 
ナイフで鹿の様な動物をさばいている。 
皮を剥いでいる。 
食べる為に鹿を切っている。 
鹿は他の人が自分の所に持って来た。 

自分は 40歳ぐらいの男性。 
髭を生やしている。 
現代人とは全く違う風貌をしている。 
かなり原始的な時代。 
鹿を切るのを止めた。 

 
住んでいる場所は、広い草原の中。 
とても広い。 
簡単な木でできた小屋の様な感じの住居がある。 
沢山の人が集落として集まって暮らしている。 
皆同じ様な格好をしている。 
裸に近い様な、軽く布を身に着けている様な姿。 
男性も女性も一緒に住んでいる。 

集落にはだいたい 80人くらい。 

家族はいる	 －	 妻、子供が 3人。 
狩りをしたり、木の実や、必要なものを採りに行った

り、魚を獲りに行ったりして生きている。 
集落では、一応役割分担がある。 
自分は肉のさばき方を教えている。 
使うのは、石のナイフだけ。 
ナイフは結構シャープ。 
鹿の他に、イノシシや小動物がある。 
割と集落の近くで狩りができる。 

 
（睡眠へ移行	 /	 約 15分） 
 
今では日本と言われている土地の、縄文時代の人生？ 
もしかすると石器時代？ 
名前は、“サム”に近い感じ。 
心配事や不安が一切ない人生。 

 
この人生で重要な場面のイメージ 
争い。 
小競り合い程度。 
自分の集落と別の集落同士の揉め事だが、大した事で

はない。 
狩りの場を巡って・・・。 
自分は関わっていない。 
そんなにしないうちに段々と落ち着いてきて、簡単に

解決した。 
誰も争いを好まない。 
この出来事の他は、ずっと平和な人生。 
争いというものが存在しない。 
何かが起こったりしても、必ず平和的な解決をしてし

まうので、事が大きくなったりしない。 
この他には特に何もない。 

 
80歳ぐらい迄、割と長生きした。 
最後は寝ているうちに体を離れていた。 

 
全人生を通して、淡々と生きた。 
今だったらつまらない、退屈な人生かもしれない。 
変化がなさ過ぎ。 
この人生で学んだ事は、鹿などの動物のさばき方ぐら



 

 7 

い。 

 
【今生の首の痛みと何が関係している？】 
鹿の首を切った事。 
解体の時、先ずは首を切り落とすから。 
石のナイフで切り落とす。 
その時代は死んだ動物の命を首から切り離した時に、

命をいただく。 

 
 首の痛みとの対話のイメージ 
 自分で作り出したもの。 
 常に持っている試練として必要。 
 痛いと言っても大した事はなく、本人という

 よりは家族全員にとって必要なものだから

 いる。 

 
 【痛みがなかったら？】 
 人生が退屈になる。 
 まだ持っていて大丈夫。 

 
 【必要がなくなったら自然と体を離れるの

 か？】 
 時期が来たら自分でいなくなる。 

 
 
（睡眠に移行） 
暗示 
長年の睡眠不足を補う様な、これまでの人生で最も充

実した深く、有意義な睡眠時間を持つ（約 15分）。 
 
 
 

 

 

 

 

 

セッション後のクライアントの感想など 

 

とき子様 

 

今日もありがとうございました！ 

そうそう、私がエジプトに行っている時に、常にイメージとし

て出現してきた色、ターコイズみたいなと言っていましたが、

この色でした！	  

エジプシャンブルー 

http://www.sankichi.com/SHOP/01-00893.html 

まさに、これ！	 という感じで、検索してびっくりしました。 

 

鹿をさばく前世は夢だったかもしれませんが（笑） 

エジプトは本当だったんだな、と思いました。 

あの死ぬ時の体の重さ・金縛り感は尋常じゃなく・・・ 

何かにぎゅっと包まれた感じで身動きがとれず、ミイラにでも

なっていたのかもしれませんね。 

 

1回目は視覚的にわかり、２階目は体感でわかったので,受ける

時によって全然違う感覚でとらえるんだな、と思って面白かっ

たです！ 

 

私が一番望んでいるのが「良質な睡眠」ということがわかった

ので、優先順位を 1番上にあげる事にします。 

明日からは、昼間でも眠くなったら 15分ぐらい眠ることにし

ます。 

本当に、ありがとうございました！ 

 
 
 
 


