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【解決、軽減、解消したい事項】 

 

骨髄損傷。 

排泄障害。 

無感覚、麻痺。 

腎機能の異常。 

集中の途切れ易さ（神経の痛みによる）。 

など 
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療法の記録： 

 

 

青い光の中。 

居心地が良い。 

体の感覚があって、自由に動く。 

木が見える。 

実がなっている。 

柿の実が２つ。 

自分は柿の実が余り好きじゃない。 

僕が柿が苦手だから、姿を現したと言っている。 

 

 

 柿との対話のイメージ 

 

 「逃げるな」と言いたい。 

 苦手な人から逃げたらいけない。 

 

 【逃げているとどうなる？】 

 

 成長がない。 

 自分はもっと彼に成長して欲しい。 

 

【柿としてどの様なサポートができる？】 

 

伝える。 

チャレンジして貰う。 

柿を食べるチャレンジも。 

 

 

柿を食べるイメージ 

 

１つの柿を食べてみる。 

柿の生命力を体内に取り込む。 

柿のエネルギーが体全体に行き渡ってい

く。 

食べてみたら、それほどまずくもない。 

もう 1 つの柿はそこに置いておく。 

柿の木に感謝する。 

 

足元に、小さい水溜りがある。 

自分の足は素足。 

水溜りに足を浸けてみたい。 

丁度いい温度で、気持ちがいい。 

足の裏から、水のエネルギーと大地のエネ

ルギーが上がって来る。 
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チャクラのバランスを整えるイメージ 

 

全体のチャクラのバランスが綺麗に整って並んだ。 

大地のエネルギーと宇宙の根源の光と一直線に繋が

っている。 

自分らしい光の状態。 

 

暗示 

 

 

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 

 

木の橋がある。 

1 人がやっと歩けるぐらいの幅の橋。 

自分は橋の手前にいて、欄干を触っている。 

下を見ると、深い谷になっている。 

渡るか渡らないかを迷っている。 

渡りたいけど、実はその先に何があるのか知らな

い。 

行った事のない場所。 

この場所自体、初めて。 

ここはスイス。 

渡った奥に、マッターホルンの様な山が見える。 

1400 年代。 

 

自分の姿は、温かい服装をしている。 

温かい帽子。 

革の服を着ている。 

髭の生えたおじいさんの姿。 

60 歳ぐらい。 

G で始まる名前。 

健康。 

心に迷いがある。 

結局は、迷って、渡らない事にした。 

 

夜になった 

家に戻った。 

ここに、今は 1 人で暮らしている。 

家の中に暖炉があって温かい。 

家は、山の上にポツンと 1 つだけ建っている。 

ずっといる場所だから、居心地は悪くない。 

奥さんがいたけど、死んでしまって、自分 1 人にな

ってしまった。 

奥さんは最近死んだ。 

 

 

妻の亡くなった場面のイメージ 

 

奥さんはベッドで寝ている。 

彼女の名前は、“アワキ”・・・？の様な感じ。 

娘がいるけど、どこかに嫁いだ。 

ずっと奥さんと 2 人暮らしをしてきた。 

まあまあ、それなりに幸せにはしてきた。 

 

奥さんの枕元に、水の入った洗面器がある。 

奥さんはしんどそう。 

肺を病んでいる。 

奥さんの瞳に宿る魂は、今生の奥さんの様な感じが

する。 

奥さんは亡くなった。 

亡骸は、自分が土に埋めた。 

 

もっと話をしておけば良かった。 

余り会話をしなかった。 

自分が無口だったから。 

奥さんは、もしかしたら話したい事があったのかも

しれないけど、自分が無口だったから、話せなかっ

たのかもしれない。 

お互いに積極的に会話をしなかった夫婦生活だっ

た。 

 

 

“セカンド・チャンス”のイメージ 

 

（奥さんが横にいる） 
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「もっとコミュニケーションをとれば良かったね」。 

 

 

 奥さんとの対話のイメージ 

 

 私も。 

 もっと私の話を聞いて欲しかったわ。 

そうしたら、もっと良い関係が築けた。 

もっとお互いの事を理解し合えたのにね。 

本当は、そうしたかったわ。 

 

【クライアントへのアドバイスなど？】 

 

今の奥さんの事は、否定しないで、あるが

ままに聞いてあげてね。 

そうすれば、上手くいく。 

この人生での課題は、＜お互いにコミュニ

ケーションをする＞という事も 1 つあった

筈だから。 

 

 

この人生で最も重要な場面のイメージ 

 

満月。 

羊がいる。 

1 人で歩いている。 

今、34 歳。 

考え事をしながら、夜の暗闇を歩いている。 

 

「自分はこのままでいいのかな？」と真剣に思って

いる。 

自分には、奥さんがいて、小さい娘がいて、そし

て、余り夫婦の会話がない。 

その事を考えている。 

改善しようとした事は何度かあった。 

もっと寄り添い合って生きていこうと思った。 

でも、どうしてもそれができないでいる。 

自分達は、根本的に性格が違い過ぎる。 

会話のない理由を、性格の違いで片付けて、その先

に進めない。 

 

そのうち娘が結婚して出て行った。 

そして、奥さんと 2 人切りになった。 

奥さんとの関係は変わらない。 

ずっと会話がないまま。 

自分は、木を切ったり、羊の放牧をして生計を立て

ている。 

 

 

その他の重要な場面のイメージ 

 

また“橋”の所にいる。 

やっぱり、橋の向こうには何があるのか分からな

い。 

渡るべきか迷っている。 

 

【なぜこの場面がそんなに重要？】 

 

自分には、“なかなか 1 歩が踏み出せない”というと

ころ。 

いつまでも先に進めないままでいる。 

本当は先に進みたいのに、その先がイメージできな

い。 

 

【先に 1 歩踏み出せない事の根底にある感情は？】 

 

形のない不安。 

躊躇。 

自分でもよく分からない。 

 

 

イメージで、安全に橋を渡ってみると・・・ 

 

渡れた。 

渡ってみたら、結局何も特別変わらないけど、気持

ちは軽くなった。 
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すんなり渡れた。 

何だ、こんなものかと思う。 

 

【なぜそんなに躊躇していたのか？】 

 

冒険する事への戸惑い？ 

自分の中に頑固さがある。 

 

頑固さをそこに置いて、橋を戻って来る。 

1 歩踏み出す事の安全と満足を感じながら、歩く。 

ホッとして、軽い。 

先へ進む事への勇気とワクワク感を自分の中に確認

して、それを、今生に活かす。 

 

 

この人生最後の場面のイメージ 

 

自分は弱っていて、これから 1 人で死んでいく。 

病気はない。 

老衰。 

92 歳。 

 

体を離れる。 

 

 

この人生を振り返って 

 

この人生は、上手く思い合えなかった。 

その課題が残った。 

この人生で成就した事は、娘との良い関係。 

娘は、おそらく今生の娘の気がする。 

この人生を終えて、また 3 人で家族を作ろうと決め

た気がする。 

 

光の中に入る。 

光が溢れていて、とても居心地が良い。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【なぜこの人生を見せた？】 

 

今現在の状況と殆ど一緒だから。 

先に進めていない。 

同じ事をしている。 

 

【この振り返りを以って、何を伝えたい？】 

 

自分の価値観を、周りの人間や他人に押し付けては

ならない。 

自分の価値観は自分のもので、他人が全く同じ価値

観を持っている事はあり得ない。 

特に、奥さんに対して。 

 

 

 奥さんとの対話のイメージ 

 

【夫（クライアント）の価値観を押し付け

られていると感じている？】 

 

はい。 

どうしていいのか分からない。 

どういていいのか分からない理由が一杯あ

り過ぎて、整理ができない。 

 

【クライアントが知る事によって関係性が

変わるのであれば、何を伝えておきた

い？】 

 

せっかく 2 人一緒に夫婦として生活してい

るんだから、一緒にいい人生にしようって

言いたい。 

今迄は、コミュニケーションが足りていな

かった。 

両方の側から。 
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【クライアントが変わる事で、あなたも変

われそう？】 

 

努力します。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

奥さんとに
．．

限っては、コミュニケーションが大きな

課題。 

この夫婦設定は、その課題を克服する為に自分で決

めた。 

 

【今のところ、何が足りていない？】 

 

もっとお互いを応援し合える関係性。 

劇的に変わる必要はない。 

もっと日常的に会話する事。 

もっと相手の事を聞いてあげる事。 

奥さんとは、この課題設定で一緒なので、前進して

いける様に、自分（ハイヤー・セルフ）が見守る。 

 

 

暗示 

 

 

骨髄損傷に至った大きな事故（8 年前）について 

 

これは、本人にとって、必然の事故だった。 

本人が設定した課題。 

でも、結果としては、予定以上に大きくなり過ぎ

た。 

 

【予定では、どうなる設定があった？】 

 

もっと軽い怪我の筈だった。 

 

【その軽い怪我が起こる事によって、どの様な体験

や学びが期待されていた？】 

 

夫婦間の関係に関わっていた。 

この事故によって、夫婦関係に因んだ気付きが齎さ

れると・・・。 

でも、実際には、重くなり過ぎてしまった。 

 

 

 事故現場のイメージ 

 

 自分はタイヤの機械の上にいる。 

下に、2 人の作業員がいて、その 1 人が間違

った操作をして、機械が急に上に押し上が

った。 

 自分は機械と天井に挟まれた。 

挟まれた自分は、慌てて機械から降ろして

貰っている。 

救急車が呼ばれて、運び込まれている。 

自分はタンカーの上。 

半分意識があって、半分ない様な状態。 

心肺は、まだ大丈夫。 

自分に起こった状況は把握している。 

体の状態は良くない。 

足が動かない。 

救急車で運ばれている最中から、意識がな

くなっていく。 

2 分間の心肺停止。 

 

 

昏睡状態の時に起こっている事のイメージ 

 

病院に運び込まれている。 

でも、その病院に、自分を手術する為の専

門的な機械がない。 

別の病院からその機械を持て来ないといけ

ない。 

長い時間、その到着と手術開始を待ってい

る。 
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9 時間ぐらい。 

その間、自分はずっと、運ばれた救急車の

タンカーの上のまま。 

手術中の様子が見える。 

手術は上手くいっている。 

医師達は自分のするべき事をしている筈。 

 

上に上がって行って、トンネルが見える。 

トンネルの中を昇って行って、キラキラす

る場所に来た。 

よく分からない気分。 

自分の状況は理解できている。 

自分は光に囲まれている。 

光は強くて綺麗で、居心地が良い。 

光の中に 1 人の人の姿が見える。 

その姿は眩しくて、よく見えない。 

その人は、自分の為にここにいるみたいに

感じる。 

その人は、自分に何かを教えてくれる。 

沢山の事を教えてくれた。 

 

 

その人との対話のイメージ 

 

私には、特別な役割はない。 

たまたま彼が、ここに来ただけ。 

 

【クライアントに何を教えた？】 

 

必要な事。 

それぞれの価値観で、それぞれの人にその

価値観に見合った違う方法で伝えるという

事。 

何かを伝えようとしても、受け取り側の価

値観に見合った適切な事を伝えなければ、

理解できない。 

 

【彼は、“伝える”という事が役目としてあ

る？ それとも、上手に伝達できていない

からそれを教えている？】 

 

ただ、彼がそれを望んでいるから伝えただ

け。 

 

【彼がそちら側に一旦行ったのは、あなた

に会う必要性があったから？】 

 

いや。 

彼は予想外に、ずっと酷い怪我を負ってし

まった為に、一旦こちら側にたまたま来る

事になってしまっただけ。 

そして、本人が自分の意志で元の体に戻ろ

うと決めたから、戻って行った。 

 

【あなたとの会話の最中に、彼は戻ろうと

決めた？】 

 

そう。 

 

【あなたが彼に伝えようとした事は、全部

伝え切れた？】 

 

知らなくても別にいい事ではあるけれど、

今の人生をより良くする為にヒントになる

だろうと思って、色々な事を見せた。 

人間界と幽界、霊界の魂の状態などを。 

 

【あなたには十分なその知識、叡智があ

る？】 

 

私も元々、3 万 5 千年前には人間だった事が

ある。 

 

【その後は、人間には生まれ変わっていな

い？】 
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死なずに、今もいる。 

人間として、死なずに今の状態にある。 

 

【あなたの存在は、どこに？】 

 

コミュニケーションがとれる。 

名前は“ラム”。 

どの階層も、自由に行き来できる。 

 

【“どの階層も”というのは、人間界、幽界、

霊界、天上界など・・・という事？】 

 

そうだ。 

私はどこにでも行く事が許されている。 

たまたま“そこ”にいる時に、彼の魂がやって

来た。 

だから、必要だと思う事を色々と教えた。 

 

【それは、あなたの役割？】 

 

役割ではない。 

でも、時々そういう事を他の魂にもしてや

っている。 

私との接触を通して、再び自分の体に戻っ

て行く事を決心する者もいれば、別の体を

持って生まれ変わっていく者もいる。 

そういう者達に、私自身が見たものの自分

なりの解釈を教えている。 

 

【宇宙の普遍的な摂理について？】 

 

“普遍的”なものは、ない。 

なぜなら、全ては常に動いている。 

常に変化している。 

常に新しく生まれ出ている。 

常に変化している状態を“普遍的”と意味付け

るなら、それでも良いが。 

 

【あなたが彼に伝えた知識は、どの様にこ

の人間界で生かしていけば良い？】 

 

“在る”事に、“ただ、在る”。 

“ただ在る”という事を、受け入れ、体験す

る。 

人間の考える善悪は、人間の価値観が作っ

た塊。 

それは、宇宙の摂理ではない。 

“ただ、在る”。 

 

【“ただ在る”事を体験する為に、私達は地球

で人間の体を持っている？】 

 

そう。 

 

【それでも、“ただ在る”という状態は、私達

にとって、とても難しく感じる事だが？】 

 

存在する。 

全てが存在する。 

全てが“ただ存在する”、ただ、それだけ。 

 

【彼が“ただ存在する”という事は、この地球

上では、様々な身体的、心理的な要素など

によりなかなか大変な事であるが、それで

も、今後の人生をより幸せに生きる為に、

“ただ存在する”大切さを最も伝えたい？】 

 

もちろん。 

痛みがあるから、生きている事を実感す

る。 

人の心に痛みを感じる事ができる。 

 

【その為に、彼は彼の感じられる痛みの体

験をしているという事？】 

 

その通り。 
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自分が痛みを感じる事ができるからこそ、

自分の中に痛みがあるからこそ、より共感

できる。 

人を思いやれる事ができる。 

 

【あなたは、“予想以上に酷い怪我になって

しまった”と言ったが、思い掛けずより困難

になってしまった怪我や痛みにも、やはり

理由がある？】 

 

もちろん。 

計画が全てではない。 

アクシデントが起こる事もある。 

それさえも、“ただ在る”という事の一環。 

“ただ在る”という事を受け入れ、それを祝福

する事によって、この人生を最大限に活か

す生き方ができる。 

そして、それは、彼次第。 

他の誰かが彼を活かす訳ではなく、全ては

自分次第。 

彼は、その活かす道を求めているし、その

方法を既に知っている。 

楽しみなさい。 

 

【その他に彼に伝えておきたい事は？】 

 

時が来たら、また、会おう。 

 

【その時が来たら、彼がまたあなたに会う

機会があると？】 

 

そう。 

ここで見守っている。 

その時が来たら、またここで、必ず会うだ

ろう。 

それ迄、楽しんで今の人生を経験して欲し

い。 

“1 歩を踏み出す事”も、人間の肉体を持って

いる時に、自分の意志で自由に行える事だ

という事を知り、楽しめばいい。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【この、“ラム”との遭遇というのは、彼が言う様に、

いわゆる“臨死体験”をしたという事？】 

 

正確には違う。 

この体験は、“夢”の中で繋がっているその繫がりの中

で起こった事。 

“夢”と人間が呼んでいるものは、実は常に魂が体験し

続けている状態の事。 

3 次元の肉体の制約を離れて、魂が本来あるべき状態

でいられるのが、夢。 

なぜならば、魂は本来は多次元の自由な存在だか

ら。 

 

【よく、この世はホログラフィックだと言われる様

に、実体は肉体ではなくて魂や精神の方に在るとい

う事？】 

 

そう。 

本来は、全てもっと多次元な高い周波数の存在で、

魂であって、肉体はこの星で人間として生きる上で

必要なだけ。 

“ラム”との出会いは、肉体の制限を離れた自由な魂の

状態で繋がった体験。 

でも、厳密には、彼はその状態ではいつも繋がって

いると言える。 

 

【本来の魂の状態で体験する事を“夢”という？】 

 

現実と夢は、同じ。 

意識としては、常に一貫して経験し続けている事。

想念として意識した事が、人間界では現実化すると

思われているが、元々は全てが想念の中に在る。 
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【彼は、その事を理解できている。】 

 

いや、それほどは。 

ただ、人間として生きている間は、よく分からない

でいる事があっても良い。 

よく分からないからこそ得られる感覚や感情も、人

間として生きている上では大事。 

 

【肉体の体験をする為に人間として生きる事の醍醐

味の 1 つ？】 

 

その通り。 

 

【彼にとっては必然だった骨髄損傷の大怪我である

が、下半身不随という状態に在るという人間の体験

を以って、彼の魂レベルに於いては、どういう事の

転機となっている？】 

 

＜自分の足でしっかりと歩く＞という事の転機とな

った。 

それ迄は、何も考えずに生きていたから、肉体的な

機能と自由を失って、初めて人間として生きている

事の意味を考える様になった。 

 

【自分の魂の存在意味を考え始める様になった

と？】 

 

そう。 

そういう意味で、これは必然だった。 

元々、彼の魂が望んでいた変化だった。 

でも、彼は人間として生きている間は、肉体の制限

に囚われ過ぎて、ずっとその 1 歩が踏み出せないで

いたから。 

 

【なぜ、その転機が“8 年前”だった？】 

 

タイミング。 

おおよそ、このタイミングで計画があった。 

 

【それは、絶対計画だった？ それとも、それ以前

の人生が違っていたら、起こる必要性はなかったか

もしれない？】 

 

以前の人生が違っていたら、起こらなくてもいい事

だった。 

その辺では、“選択肢が与えられた必然”だった。 

 

【だとしたら、何が変わらなかったから、この出来

事が発動させられた？】 

 

“自分の足で歩く”という部分。 

しっかりと歩けていない時間が長くあったから。 

それに、今迄に、しっかりと歩けていない過去生が

何回もあったから、今回でそこに気付く為にも。 

このテーマでの人生は 13 回あって、今回で 14 回

目。 

 

【そして、それに気付く為のアクシデントは、“オプ

ション付きの設定”に入っていた。】 

 

そういう事。 

 

【では、事故があってから、彼はちゃんと学べてい

る？】 

 

はい。 

急速に気付きつつある。 

でも、どれだけ本人が気付けているかについては、

私（ハイヤー・セルフ）が決める事ではない。 

 

【完全に気付く為に、彼がすべき事は？】 

 

この人生で完璧でなくてもいい。 

どれだけの人生を費やしたという事は、実は重要で

はない。 
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学んでも学べなくても、それさえも大して大事では

ない。 

“ただ在る”という状態でいる事、そこに心の平和を保

つ事が大事。 

 

【“ただ在る”という状態でいれば、つまり、いかなる

状況も享受して委ねるという心の状態が、本来の魂

の在り方だと？】 

 

そう。 

でも、“ただ在る”という状態の質をより良くしようと

本人が望むならば、それは途中で本人が決めれば良

い事で、そこに善し悪しや、正解・不正解は何もな

い。 

 

【だから、他人に自分の価値観を押し付けてはいけ

ないと。】 

 

その通り。 

 

【ところで、彼の神経疼痛は、予定よりもはるかに

酷い状態？】 

 

そう。 

 

【その痛みを軽減する事は可能？】 

 

これは魂の問題ではなくて、肉体の問題なので何か

をする事はない。 

私にはどうする事もできない。 

 

【でも、例えば、この疼痛が軽減する事によって、

彼が本来発揮できる才能や世界との関わりがよりた

易くなるのであれば、“心の安定”にも繋がるのでは？ 

本当にどうする事もできないのか試す事は許可でき

る？】 

 

いいだろう。 

あなたに任せよう。 

 

 

ヒーリング ＋ 暗示 

 

 

現在、疼痛とまひのある下半身、特に左足などのボ

ディー・スキャンのイメージ 

 

神経の断裂が完璧ではない。 

右足の方は神経の断裂が完全なので、疼きがない。 

それに比べて、左足の方は、断裂が完璧でなく、少

し神経がまだ繋がっている部分がある為に、痛みが

起こっている。 

でも、痛みはコントロールできる。 

 

【疼痛がある時の状況は？】 

 

締め付けられる。 

その原因は、疲れと気圧。 

気圧はとても重要な要素。 

800 パスカル。 

 

【気圧は、上がるか下がるか、どちらの方により敏

感？】 

 

上がる方。 

 

 

暗示 

（イメージによる体感を使って感知する気圧の上限

を大きく引き上げ、リミットの設定変更など。） 

 

 

【疲れた時に、この体の部位に疼痛が出る理由

は？】 

 

これは“サイン”。 



 

11 

 

「疲れているよ」という。 

その時は、休まなければならない。 

 

【そのサインが出る前に休むべき？】 

 

サインを感じてからでもいい。 

なぜなら、この痛みは“生きている事を実感する”とい

う意味もあるから。 

人間として、この人生を生きているという事を思い

出す。 

＜自分の足で、人生を生きるという事＞を。 

その為のサインという意味合いの方が大きい。 

「まだちゃんと生き切れていない」という事を伝え

ている。 

 

【彼はサッカー選手として、足を駆使して活躍して

いたのに、その足の自由を失う事によって、＜自分

の足で生きる＞という大きなテーマに気付く訳で、

人間界ではけっこう皮肉とも言えるが。】 

 

繰り返しになるが、魂のレベルでは、この体験は彼

の魂にとって大きな学びと成長に役立っている。 

本人はその事に気付いてはいる。 

彼の魂が、その体験を望んでいたという事も。 

そして、怪我なくしては得られない“人との繋がり”も

得られた。 

あなた（催眠者）との出会いに関しても。 

“出会い”という事に於いては、これはとても大きい。 

なぜなら、怪我以前の意識とその後の意識の在り方

に大きな変化を齎した事によって、付き合う人々が

変わってきた。 

怪我の後は、より意識の高い人々と繋がりを多く持

つ様になってきた。 

怪我は、必要なもの、それによって得られる繫がり

は、彼のこの人生に於いては必然の要素。 

 

 

 

8 年前の事故後の手術が終わり、病院のベッドの上の

イメージ 

 

目が覚めて、喉がやたら渇く。 

喉が渇いて仕方がない。 

スイカが食べたい。 

で、吐いた。 

重たい。 

自分の状況は、把握している。 

これから先への不安。 

家族の事を考える。 

 

 

暗示 

 

8 年後の自分の活躍を理解。 

ネガティブな気持ちの肯定化。 

（不安、絶望感、心配、哀しみ、焦り、自己嫌悪、

自己否定、後悔などの気持ちを、＜チャレンジ精

神、希望、コミュニケーション能力、愛情、自分へ

の信頼感・安心感、感謝の気持ち、自信、自己愛＞

などに置き換えるプロセス。） 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

排泄障害について 

 

ボディー・スキャン 

 

・神経が切断された場所から下に在る部分

の機能は、正常ではない。 

・腎臓は大丈夫。 

 ・腸の半分に問題。 

     大腸の部分。 

     収縮する力が弱い。 

     少しは収縮機能が残っている。 

     吸収はちゃんとできている。 
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 ・膀胱はちゃんと機能できていない。 

 

  

 膀胱との対話のイメージ 

 

 【どんな状態？】 

  

 完全に麻痺した状態。 

 

【今の状態でいる事で、どの様に膀胱とし

て、彼に役立てている？】 

  

尿を溜めておく事ができるので、その点で

はとても役立てている。 

 

【膀胱に麻痺があるという事で、彼の精神

的な成長に貢献はできている？】 

 

はい、とても。 

大雑把ではなく、規則正しい行動をとれて

いる点で。 

以前は決してそうではなかった。 

 

【それは、膀胱の麻痺によって、規則正し

い生活を送れる様になったという事？】 

 

そう。 

そうせざるを得ない。 

必然的に、そういう習慣が求められる。 

 

【その他に、彼に伝えておきたい事は？】 

 

溜め過ぎるな。 

あらゆる意味で。 

 

 

ヒーリング + 暗示 

 

この人生を始める前に場面のイメージ 

 

光がいっぱいある。 

光で満ち溢れている。 

自分自身の姿も光。 

小さな白っぽい光の玉。 

今から生まれていくのを待っている。 

自分の両親の姿が見える。 

2 人共、若い。 

両親は最高です。 

すごく幸せそう。 

自分は、母親が妊娠しているのを知っている。 

そして、自分はそこに行く。 

この両親の所に行く事は、もう決まっていた気がす

る。 

上手く 2 人を見付けられて良かった。 

 

【自分の人生設定はある？】 

 

これから生まれていく人生の設定は、もう知ってい

る筈だけど、この段階では、もう半分ぐらいしか覚

えていない。 

それは、＜冒険を楽しむ＞という事。 

 

今から、お腹に入ろうとしている。 

入った。 

 

お母さんは、「いい子だね」と話し掛けてくれてい

る。 

今、13 週目。 

まだ自由に泳ぎ回れる。 

両親はすごく仲が良い。 

2 人共、一緒に暮らせて幸せだと思っている。 

この人達の子供として生まれるのは、嬉しい。 

 

生まれる直前。 

頭が半分出た。 

急に眩しくなった。 



 

13 

 

人の話し声がする。 

眩しくて見えない。 

喉が渇いた。 

さっき迄、水の中にいたから。 

皆、「生まれてきてくれてありがとう」、と言ってく

れている。 

自分は、「やったぁ~！」と思っている。 

とても嬉しい。 

お腹の中はだんだん窮屈になってきて、ずっと出た

いと思っていて、やっと出られたから。 

 

【これから何をしていきたい？】 

 

冒険。 

冒険できそうな人生だと思う。 

それをいっぱい楽しみたい。 

 

【この両親なら、冒険させてくれそう？】 

 

はい。 

それで、彼らを選んだ。 

楽しい事がたくさん起きそうで、ワクワクする。 

 

 

暗示 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

サッカーのコーチとしての活躍について 

 

この人生では、沢山の失敗から学ぶ楽しみを味わう

為に、彼はサッカーと関わっている。 

プレーを通して、常に大小の失敗だらけだから。 

 

【その学びの為の必然として、サッカーだった？】 

 

そう。 

“方法を知る”為。 

どうやったら上手くその動作ができるのか。 

どうやったら問題を解決する事ができるのか。 

どうやって適切なコミュニケーションをとるのか。 

どうやって自分の最大限の能力を発揮できるのか。 

どうやって自分を常に安定させていけるのか。 

どうやって冷静に判断しながら不特定の問題を次々

に処理し続けるのか。 

 

【サッカーを通して、常にそれらの事と向き合い続

けるという事？】 

 

そう。 

あと、どうやって自分を信じ続けるのかも。 

 

【選手時代に、その事をしっかり学べた？】 

 

はい。 

 

【その経験を踏まえて、コーチとして活かせてい

る？】 

 

コーチとしてはこれから。 

でも、いいコーチになっていける。 

より良いコーチとなる為には、子供達に押し付けな

い事。 

自分の価値観を子供達に当て嵌めない事。 

聞く。 

知る。 

学ぶ。 

子供達の心から学び取る。 

評価しない。 

在りのままを認めてあげる。 

矛盾を持ち続ける。 

 

【“矛盾”というのは、自分の基準の整合性に囚われな

いという事？】 
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そう。 

矛盾がある事が、冒険とも繋がるし、先へ進む為の

原動力になったりもする。 

好奇心やワクワク感も持つ事ができる。 

それが、“人間らしい”というか、”人間である事の体

験の意味“。 

 

イメージ / 暗示 

 

 2 年後の自分は喜んで、輝いている。 

 生き甲斐を感じながら生きている。 

 奥さんとのコミュニケーションも、もっと

 取れてきている。 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

行方の知れない祖父について 

 

全く消息が分からないまま。 

生きている？ 

宇宙で？ 

自由に移動しているイメージ。 

人間の姿ではない？ 

 

【祖父の消息については、知らなくてもいい？】 

 

大丈夫。 

繫がりはあるから、それで十分。 

 

【このセッションで、彼が他に知っておくべき事

は？】 

 

今の段階で、彼がするべき事は全てできている。 

 

 

 

 

アカシックレコードのイメージ 

 

本棚が空中に在る。 

本を 1 冊手に取る。 

表紙には何も書かれていない。 

そこに、自分の魂の記録がある。 

自分の人生の学びが書かれる。 

この人生が終わってから、纏める。 

 

【今迄に学んできた事は、何が載っている？】 

 

たくさんあり過ぎる。 

自分の魂の核となっている学びは、<皆、そのままで

いい、在りのままで完璧>という事。 

＜他人も自分自身も評価しない＞という事を、1 番学

んできた。 

アカシックレコードには、たくさんの人生が載って

いる。 

最初から少しずつ学んできて、少しずつ足し算でき

ている。 

1 番最初のページが作られたのは、宇宙ができた時。 

ずっと昔の昔。 

 

地球での最初のページは、裸で生活している時。 

それは、4 桁じゃない数字が見えているけど、それ以

上の何万年も前の事。 

 

その前は、集合体の中に存在している。 

地球に来る前は、6 次元。 

それ迄は、体を持った事がなかった。 

全体が 1 つのものとして、繋がった状態だったか

ら。 

 

【なぜ地球に？】 

 

人間を体験する為。 

3 次元の体と、環境と感情の体験。 
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【“繋がっていた時”の感覚とは？】 

 

点。 

光。 

何もない。 

感覚も、感情も。 

いつも何かとくっ付いている感じはするけど。 

何も考えていない。 

“ただ、在る”。 

 

【“ワンネス”。】 

 

“ワンネス”の感覚というのは、この事かもしれない。 

すごく安定していて、無理がない状態。 

 

【地球に来たのは、自分の意志？】 

 

そう。 

自分でそう決めた。 

くっ付いているけど、個別の意識はあった感じ。 

何かぶつぶつ言いながら、“在った”。 

地球に来た理由は、地球に“絵を描きたい”と思ったか

ら。 

青い水溜りとか、気の葉っぱとか。 

何か美しいもの、楽しいものの創造に、自分が関わ

る為。 

 

【それはできた？】 

 

はい。 

この星は居心地が良い。 

最初は重くて違和感があったけど、慣れたらしっく

りきている。 

 

【これからもこの星で過ごしたい？】 

 

はい。 

たくさんの冒険をしていきたい。 

チャレンジ。 

 

 

暗示 

 

 

ボディー・スキャン 

 

 全体が整って、大丈夫。 

 

 

オーラ・チェック 

 

 全体的に青。 

 上の方に行くと、紫。 

 下は黄緑。 

 

 大きさは均等でなく、でこぼこした感じ。 

 下半身と頭の辺りが歪。 

 

イメージで調整 + 暗示 

 

 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 

【最後にメッセージがあれば。】 

 

少しずつだよ。 

焦らなくていい。 

自分は、自分の存在の価値を知っているし、生きる

ペースも知っているから、それを信じてマイペース

で 1 歩ずつ進んでいけばいい。 

 

今日のセッションは、これで十分。 

ありがとうございました。 

 

 


