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1st Hypnosis Session 

 

 女性 

 40 代 

 日本人 

 事務、ヒプノセラピスト希望 
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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】 

 
性格の背景（神経質、完ぺき主義、優柔不断、行動の

遅さ） 
緑内障 
口唇ヘルペスになり易い 
全体的に体の左側に故障が多い 
花粉症 
敏感肌 
両親との関係 
仕事の方向性 

 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
光の中でのイメージ 
薄靄の中。 
体を動かす。 
前に向かって動く。 

 

広いホール、会議室？の中。 
何もない場所。 

1人。 
歩いて来たら、このホールの中にいた感じ。 
これから何が起こっていく？ 
ここには用事がなさそう。 
出て行く。 

 
自然の中に出て来た。 
野原があって、その向こうには海がある。 
知らない場所。 

 
「飛ぶぞー」みたいな感じ。 
上に上昇。 
上がって行ったら、地球が見えている。 
綺麗だなーと思う。 
青くて、光に包まれている感じ。 
地球からのメッセージ・・・、「思い出すんだよ」。 

 
 
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 
宮殿にいる。 
全部が白く光っている石造りの建物。 
とても綺麗。 
屋内なのか屋外なのか分からない。 
自分の横に水が流れている。 
噴水がちょろちょろしている。 
人工的な感じの水場。 

 
裸足。 
足元に白い服の裾が見えている。 
ドレープの掛かったドレスの裾の様な感じ。 
女性。 
若いけれど、若過ぎもしない年齢。 

30歳ぐらい。 
服は、白くてゆったりしている。 
髪の毛の色は明るい。 
金髪の巻き毛が胸の辺りまである。 
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薄い青い瞳は、少し緑がかっている。 
名前は“レイ”。 
幸せな感じはしない。 

 
レイの視点から見える景色は、宮殿側に立ってその反

対に広がっている。 
中東の様な風景。 
レバノンの様な？ 
砂埃っぽい感じの自然の中。 
緑で潤っている感じが全くしない。 
緑が全然ない。 
遠くの方に山がある。 
風景は全体的に廃墟の様な感じ。 

今は 1人。 
周りに誰もいない。 
宮殿の中にも人気がない。 
寂しい感じ。 
この宮殿はよく知っている場所。 

10年ぐらい前から知っている場所。 
私が 1番過ごす場所は、今いてる所。 
ここから、この頃はいつも廃墟の様になった朽ち果て

た石造りの建物などを見て過ごしている。 
宮殿の中は綺麗なのに、周りはその様な景色が広がっ

ている。 
その落差が何なのかよく分からない。 
周りの風景も、ずっとそういう風に朽ちていた訳では

なさそう。 
宮殿は新しく造った感じ。 

 
10年ぐらい前のイメージ 
大きな戦争があった。 
自分の見ている視界の色が黒い。 
闇の中に赤い炎が沢山上がっている。 
とても悲しい。 
怖い。 
大きな恐怖心を感じている。 
戦争はつい最近終わった。 
ついこの前までは戦争があったその直後。 
その頃は、まだ宮殿はなかった。 
戦っていたのは、私の父。 

父が今は宮殿の主？ 
父は元々この土地の人間ではない？ 
スターウォーズみたいだが、意味があって、「戦わな

いといけない」と、父が言っていた。 
私は女なので、何もできずに、只、待っている・・・

という感じ。 
父以外の家族はどこにも感じられない。 

 
戦いの時代のイメージ 
何かが空に幾つも飛び立っている。 
戦闘機みたいな・・・。 
近くに基地があって、そこから飛び立っている。 
戦闘機が格納されている工場の様な所があって、そこ

から飛び立っている。 
戦闘機の形は、今の（今生の）飛行機の様ではなくて、

宇宙船の様な、角ばった形をしている。 
翼が角角している。 
中に誰が乗っているのか分からない。 
見方側の戦闘機。 

 
イメージの中で、一緒について行くと・・・ 
宇宙空間に出る。 
敵らしき飛行機？と戦っている。 
ミサイルをお互いに撃ち込んでいる。 

1対 1で。 
見方側の戦闘機を操縦しているのは、自国の兵士。 

私とよく似た姿の人。 
敵側の操縦席にいるのは、顔の黒い、人間からは全く

かけ離れた姿。 
ヘルメットの様な物を被っている。 
肌が黒い。 

 
 自国の兵士との対話のイメージ 
 国を守る為に戦っている。 
 自分の国から飛び立ってきた。 
 自分の国は地球にある場所ではない。 

その星は、今戦っている場所からは離れてい

る。 
今は、宇宙空間にいるから。 
自分が戦っている相手は違う星から来た。 
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自分の任務は、敵を倒す事。 
敵は、別の星から来て、自分の星を侵略して

こようとしているので、撃退しなければなら

ない。 
彼らの侵略は、これが初めてではなく、今迄

にも何度もあった。 
今のところ、自分の戦いは、何とか成功しよ

うとしている。 
自国に還って、いい報告ができたらいいが、

ちょっと先は分からない。 
かなり厳しい。 
地上の建物もだいぶ壊されて、自分の星はか

なり荒れた感じになってきている。 
いつも沢山の敵機が攻めてくる。 

今日は 30機きた。 
味方側は 17機。 
相手は、ミサイルみたいなものを使って攻撃

してくる。 
相手が侵略したいのは自分の星全体。 
でも、最近は、自国に頻繁に攻めてくる。 
守らねば。 

 
（別の日にイメージが変わって） 
今日は敵がきていないから、今、自分の部屋

にいる。 
レイは知っている人。 
会った事もある。 
この女性は、司令官の娘。 
とても聡明な人。 
この人は、娘なので宮殿にいる…という事ぐ

らいしか、自分には分からない。 

 
自分は宇宙空間によく飛び立っている。 
戦いは、宇宙空間での事も多いし、最近は地

上にかなり近い事も多い。 
飛び立った時に見える自分の星のイメージ

は、だいぶ海が多く、陸地は少ない。 
緑も豊か。 
人が住んでいる場所は余りない・・・、か、

見えていない。 

（場面が変わって、）今、建物の中にいる。 
ビルの中。 
外は近代的な建物が並んでいる。 
人がその中に住んでいる。 
ここは、昔の首都。 

 
（レイの視点に戻って）どうか勝つ様に・・・と祈る

思いで、毎日、戦闘機が飛び立つのを見ている。 
周りはかなり焼き尽くされている。 

この戦いは、30年続いた。 
30年間で、だいぶ酷くやられた。 
この戦いは、敵が、この星を欲しがって仕掛けてきた。 
その敵の姿は、私は直接見た事がない。 
最終的には、私たちの抗戦の激しさに、敵はこの星を

諦めてくれた。 

 
レイの人生で重要な場面のイメージ 
薄暗い。 
視界が良くない。 
室内にいる。 
薄暗い中を歩いてみる。 
光のある場所に向かうが、ずっと薄暗い。 
（スポットライトを当ててみると・・・） 
自分の部屋にいる。 
自分は何をしているのかな。 

1人。 
この頃はいつもここにいる。 

25－26歳ぐらい。 
薄暗い自室に閉じ籠っている。 
絶望感。 
結局戦いは終わったけれど、お父さんや沢山の人が亡

くなってしまって、1人取り残された感じ。 
自分の意志でここにいる。 
この戦いのせいで、こういう状況になった。 

 
その他の重要な場面のイメージ 
広い場所、大きなホールの様な所で、自分が用意して

きたものをカバンの様なものに入れて、1 人ずつ、そ
こにいる人たちにあげている。 
それ程沢山の人がいる訳ではない。 
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その人の中に、自分が知っている人はいない。 
カバンの中から取り出したものは、“名前”。 
自分が用意したものは、その人たちの名前が書かれた

プレート。 
「戦いの時によく頑張ったね」、という思いで渡す。 
勲章の様な感じのプレート。 
この文字は、今生では見た事がない。 
この後、皆で新しい国を作ろうとしている。 
自分の立場は司令官の娘として期待されているもの。 
先頭に立って皆を率いていく様な感じではない。 
表舞台に立って、指揮をしたりはしていない。 

 
何があっても対処できるように、鍛えておかなければ

いけない、と思っている。 
戦争で一部しか生き残れなかったから。 
国は再構築できた。 

 
自分の人生は、女という事もあって、“傍観者”だっ

た。 
“傍観者”の立場のまま、人生を終えていく。 

 
人生最後の場面のイメージ 
“両面コピー”をしている。 
“その戦いの記録”を。 
とても大事なものだから、ちゃんととっておかないと

いけない。 
そのコピーは、金庫に入れた。 
レプリカの方を普段は大事に扱って、本物は金庫に安

全にしまっている。 
この後、私は指導者の様に、新しい街を造っていく。 
その街はまだ構築の途中。 
街ができ上っていく様子を見ながら、とても嬉しく思

っている。 
この後、徐々に復興していく。 

 
国が完璧に復興するのを私は見届けずに、亡くなる。 
自分としては、できる限りの事はした。 
その満足感はある。 
病気になった。 
体に特別病んでいる場所がある訳ではないけれど、エ

ネルギーが弱まっている。 
最後の呼吸をして、体を離れる。 
軽くなって、上に昇って行く。 
休憩を挟んで・・・ 

 
 
“レイ”の人生について、ハイヤー・セルフの見立て 
魂の体験の記憶。 
＜戦う事の虚しさ＞をあの体験から学んだ。 

 
【その体験を思い出す事で、この人生をより良くする

のに役立つ？】 
はい。 
この人（クライアント）は、頑張り過ぎる。 
その性格は、“レイ”の体験が大きく関わっている。 

 
【魂の記憶として持っている“レイ”の人生を、今生

を充実させる為に生かせばいい？】 
手放した方がいい。 

 
“レイ”の人生のテーマと今生の自分へのメッセージ 
（今生は）喜びを得る為の人生だった筈。 

 
1人で抱え込まない方がいい。 
私は 1人で抱え込んだ人生を送った。 
自分の気持ちを言う相手がいなかった。 
あなたに、友達はいる。 
でも、友達だから、言える事に限界がある。 
友達だからと言って、言えない事もある。 
そういうパートナーと出会える様にした方がいい。 
私にもパートナーがいなくて寂しかった。 

  
この人生を思い出した理由 

1 人で頑張る事は空しい、という事を教える為にハイ
ヤー・セルフが見せた。 
“レイ”の持っている虚しさは不必要。 
 “レイ”のヒーリング 

（＜自分 1 人で解決しようとする観念、 寂
しさ、孤独感、諦め、不信感、置き去りにさ

れる哀しさ、不安、恐怖心、強がり、自己不
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信、愛されたという実感のなさ、絶望感、頑

張り過ぎないといけない強迫観念、罪悪感、

後悔、憤り＞を、＜ありのままで愛される自

信、喜び、人との繋がりとその悦び、自分へ

の信頼感、楽天的な人生観、豊かさ、愛情＞

に置き換える） 

 
 
その他にクライアントが今後の人生を好転させ、充実

して生きる為に思い出すべき場面のイメージ 
保育園の時。 
親子で広い所で何かしている。 
お遊戯？ 
「母さんの肩を叩きましょ♪」と振り付けしながらほ

のぼのとした雰囲気でしている。 
余り日常的にお母さんと触れ合った記憶がないので、

その時の温かい気持ちが印象に残っている。 

 
母と対話のイメージ 
ちょっと厳し過ぎた。 
自分自身の（娘に対する）こうあって欲しい

という思いがすごく強くて、自分が生きられ

なかった人生を娘に実現して貰いという思

いも強かった。 
厳しくするのがこの子の為という思いも強

かった。 
甘えてくるような子でもなかったので、そう

いう意味ではしっかりしていた子で、普段の

行動は“トロい”けれど、いざとなったら 1
番頼りがいのある子だった。 
こっちも自分の事や生活する事に必死だっ

たし、甘えさせてやるという事は・・・（で

きなかった）。 
それでも、できる限りの事は・・・（した）。 
教育を付けて。 
この子のやりたい事があるのは分かってい

たけれど、それは私には受け入れられない事

もあって・・・。 
美大に進みたいと言っていたけれど、そうい

う生活、生き方というのは、私には分からな

い。 
不安でしかなかったし、それで食べていける

のか分からなかったし。 
まあ、それで反対をしたし、恋愛でも反対し

たし、別れさせた事もあるし・・・。 
まあ、・・・うーん。 

 
【後悔した事は？】 
もう少し・・・、こっちにもゆとりがなかっ

たから、他のやり方もできなかったし。 
甘えさせてやるという事ができなかった。 
もうちょっと甘えさせてあげれたら良かっ

たと思う。 

 
【それなりの愛情を持って接していたとは

思うが、娘にはそれが伝わっていたと思う

か？】 
厳しくするのが、愛情というか、間違った方

向に行かない様にコントロールする事が（私

の）愛し方。 

 
【それは、自分がそう育てられてきたから？】 
そうです。 

 
【自分が厳しく育てられて、良かったと思

う？】 
すごく嫌だった。 
女はこれをしてはいけない、あれをしてはい

けないという風に言われ続けてきて、だから、

私は自分の子供には色んな事をさせたし、で

きるだけ色んな体験ができる様に心掛けた。 

 
【それなのに、本人が 1番やりたかった事を
止めさせたのは？】 
それは、私は・・・、自分が知らないから。

自分にとっては未知の生活、生き方だから。 
上手くいかなかった人の話の方がよく耳に

入って、知っていたから。 
だから、自分の子供がその道を選んだら、絶

対に子供もそういう風に上手くいかないと
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信じていた。 

 
【子供の可能性を信じてあげられなかっ

た？】 
そう・・・ですね。 
信じているけど、自分自身が不安で。 
私も色々と親から押し付けられてきたから。 
コントロールされてきたから。 

 
【自分への親のコントロールは、自分への安

心感に繋がっていた？】 
居心地は良くなかった。 
安心感にも繋がっていなかったし、決して良

くなかった。 

 
【居心地が悪く、嫌だったのに、その自分が

子供に同じ思いをさせたのはなぜ？】 
それが子供の幸せだと思ったから。 

 
【では、自分は幸せだったの？】 
幸せではなかったけれど、だけど、どう考え

ても、失敗する可能性の方が高かった。 

 
【失敗したら、どうなっていた？	 “失敗”

って何？】 
生活できなくなる。 
生きていけなくなる。 

 
【周りの大人によってコントロールされて

いた自分の生き方は、“失敗”ではないのか？ 
自分らしく生きられた？】 
自分らしくはなかったけれど、その選択がで

きる様な状況でも、環境でもなかった。 
時代が違った。 

 
【娘が子供の時の環境は、自分の時とは違う

のでは？】 
まだ余裕がなかった。 

 
【自分の“精一杯”の事はした？】 

はい。 

 
母の話は聞いていたし、頭では納得している。 

 
自分に選択の自由があって、別の人生を歩いていたと

したら？ 
美大に進んで、絵描きになっていた。 
両親は絵描きで食べてはいけないと言っていた。 
両親には言った事があるけれど、私は勿論、絵も描き

たいけれど、絵よりも立体が好きだったのと、職人に

なりたかったので、彫金とかガラス細工の方をやりた

かった。 
それを大学時代にやるだけやって、もしかしたら陶芸

とか、そっちの方に進んだかもしれない。 
やるだけの事をやって、それで職人や工芸家になって

いけたら 1番良かったけど、もしダメでも、アートが
好きだったので、会社とか、何かそういう所に進んで、

そんなにお金は稼げないかもしれないけれど、心は満

たされる・・・、そういう人生だったんじゃないかな。 
アーティストというか、そういう自由さというか、そ

ういう世界に進みたかった。 

 
【そういう世界で生きる事によって 1 番得られたの
は？】 
心の自由。 
それと、両親からのコントロールから逃れる事も含め

ての、心の自由。 
美しいものが好きなので、そういうものに携わってい

るという満足感。 

 
【今の人生で欠けているのはその自由？】 
今は、一昨年アートセラピーを勉強して、その講座を

先日友人と始めて・・・。 
アートが面白いと思う事、セラピーとしても面白いと

思うのは、アートの中に無意識が出るから。 
そういう所と関わる事の楽しさというか、それを人に

知って貰う事の有意義というか、役に立てる事ができ

る・・・というか。 

 
【これは自分の中に元々あった資質？】 
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そうですね。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
【生まれる前から持っている性質、性向なのか？】 
そう。 

 
美しいものに携わる事で満足感を得る魂の性質の根

本原因となっている時空のイメージ 
何か、白く光る星？ 
真珠の様に、白く光る星があって、白だけど虹色もあ

って、そういう美しい星と縁があって、それが自分自

身と繋がっている。 

 
【その星は？】 
彼女のふるさと。 
元々ここから来た。 

 
【この星は、彼女の想像したものか、それとも実際に

魂が体験した所なのか？】 
魂が経験した星。 
その星から地球に来た。 

 
【その星にいた時に持っていた感情は？】 
こんなに美しいものが本当は皆の中にあるという事

に気付かせたい。 

 
【それが、彼女が地球に来る事になった使命？】 
そう。 

 
【今、彼女が経験してきた事、していく事、学んでい

る事などを通して、その事を表現していくのか？】 
そう。 

 
【この星での思い出が、彼女の本質として今でも彼女

を支えている？】 
はい。 
 “邪魔”が入らなければ、真っすぐにその星にいる
そのままの状態でで存在していられたけれど、色々な

邪魔が入って、それを表現できなくて、今迄ずっと試

行錯誤してきて・・・。 

 
【“邪魔”というのは？】 
親。 
環境。 
教育など。 

 
【それらは、意味があって彼女に与えられた？	 それ

とも？】 
意味があって与えられた。 
汚れたもの、濁ったもの、そんなものがあっても、そ

の中に消えない美しいものがあるという事を、人に伝

えられる。 
それは彼女の心も。 
それは、彼女がその星を体験したから、よく知ってい

る事だから。 

 
【彼女は、自分の意志で、その星から地球に来た？】 
いいえ。 
自分で望んでいなかったけれど、必要だから行けと言

われた。 

 
【誰に？】 
＜大きな存在＞に。 
その星にずっと住み続ける選択肢はなかった。 
自分の望みに反して、地球に行かされた。 

 
【今迄に、彼女の使命が全うされた事はあるのか？】 
所どころで。 
でも、これから。 
これから色々と始まっていく。 

 
【では、今迄の人生は何の為にあった？】 
修行。 
学び。 
世の中がどれぐらい醜いか、人の心の裏とか、欲とか。 
だけど、それを知らないと、人にも伝えられない。 

 
【その為に、今生ではこの過程を選んで、この様な人
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生を歩いている？】 
はい。 
【誰かに決められた家族なのか？	 それとも自己選

択？】 
自分で決めた。 

 
 
自分で家族を決めた場面のイメージ 
空の上から、どこに生まれるかと探している。 
両親になるべき人たちが、別々の所にいるのが見えて

いる。 
父になるべき人は、ハンコを彫っている（ハンコ・印

刷業を営んでいる）。 
この人は、自分の魂がもう既に知っている人。 
過去に一緒に人生を共有した事がある人。 
かなり癖のある魂だけど、自分にとっては煙

たい存在だけど、嫌だなと思いながらも、自

分に 1番必要な学びを与えてくれるのを知っ
ている。 
（その学びは）“男”というものの責任感、

強さ、傲慢さ・・・など。 

 
【それらを学んだら、自分に役に立ちそう？】 
はい。 

 
母になるべき人は、家族の中で母親を失って必死にな

って男の様な格好をしながら、頑張って生きている。 
 この魂は、既に知っている。 
 一緒に人生を共有した事がある。 

 
【どういう思いでこの人たちの所に生まれていくの

か？】 
かなり厳しそうだけど、頑張ろうと。 

 
【その厳しさは、しっかりと理解した上で？】 
はい。 
それでも、ここに行こうと決心した。 
それを、＜大きな存在＞が後押ししてくれた。 

 
誕生の時のイメージ 

最初の子供として、とても喜んで貰った。 
喜んで迎え入れられて、嬉しく思っている。 

 
（同時進行で）雲の上にいる状態の自分の視点から、

自分の歩んでいる人生を観察 
【この後の人生は、予定通り？】 
はい。 
色々あったけれど、全て設定通りにきている。 

 
【予定通りにいかなくて失敗した事はあるのか？】 
本当は、美大に行くのを反対された時に、跳ねのける

事になっていた。 
でも、弱くてできなくて。 
でも、それも設定の中に可能性として織り込み済みで

はある。 
けど、自分自身の気持ちでは、ここでもうちょっと頑

張っている筈だった。 
だけど、そんなに簡単にはいかなかった。 

 
【でも、一応は大まかな計画通りという事？】 
はい。 
何だかんだ言っても、自分の計画通りに進んでいる。 

 
【今のところ、設定に基づいて採点するなら、何点ぐ

らい？】 

60点。 
あとの 40点は、自分の力を付けて、両親に負けない。 
この人生のメインテーマは、＜両親との関係に於ける

学びを重ねる＞事。 

そこに 1番の重点をおいている。 
	  
【亡くなった母との学びは設定通りだった？】 
コントロールからは逃れられなくて・・・。 
設定以上に、母のコントロールは大きいと感じる。 

 
【それによって、心身への影響はあった？】 
特にそれが原因ではない？ 

 
結局ずっと葛藤はあったままで、分かり合って和解す

るというところ迄はいけなかった。 
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母は、分かっていると思うけれど、一方で、ずっと嫌

厭して、煙たいと思っていたので、どうしても心的な

距離があって、それで結局は、母は亡くなっていく。 
もっと何とかしておけたという後悔は、今、あります。 

  
 母との対話のイメージ 

まあ、私としては、不満は確かにあるけど、

よくやってくれたという思いもあります。 

 
【ここで、母娘の関係を最善の状態にする為

に、何が必要だと思う？】 
分からない。 

 
【娘は、あなたにコントロールされて生きて

きたと感じているが、認める？】 
はい。 

 
【愛情を素直に表現するとか、娘に与えてし

まった心の傷について謝罪するなど、できそ

うか？】 
・・・。 
できない・・・。 
しなくても分かっていると思うし・・・。 
私は私としての精一杯を尽くしたし。 
娘なら、それを分かってくれる筈。 

 
【娘の事は、愛していた？】 
はい。 

 
【その気持ちを、再確認で伝えられる？ 
例えば、娘を抱き締めるとか？】 
娘が大きくなってからはした事がない。 

 
ヒーリング 
（母娘でぎゅっと抱き締め合うイメージ） 
（涙） 

 
いつも側で見守っている。 
娘は私を感じてくれていると思う。 

 

母の思いを感じる事ができた。 
お互いに許し合う。 

 
暗示 
（母のコントロールは、＜苦＞ではなく、＜母の愛情

＞、＜有難い学び得る為の貴重な体験＞として転換し、

それらが今後の人生をポジティブなものとしてクラ

イアントを支えていく。） 

 
 
父との関係性に於いて、それを思い出す事で今後の人

生を好転させる事のできる重要な場面のイメージ 
保育園に初めて行く時。 
それは、私が自分で見ている光景ではない筈だけど、

父が私を置いて帰ろうと、保育園を出て行こうとする

時に、私が父の足にしがみ付いて、泣いて、なかなか

離れないでいる。 
父は苦笑いして出て行く。 
預けて出て行かないといけないので去って行ったけ

れど。 

（その情景を、第 3 者的な視点で見ながら、）「ああ、
父の事が好きやったんだな～」と思う。 
成長するにしたがって、母が私たち姉弟に愚痴を沢山

言うし、父方の親戚に、「ああいう仕打ちをされた、

こういう仕打ちをされた」と言っていて、母にしてみ

たら捌け口がなくて、周りにずっとそういう事を言っ

ていたので・・・。 
それに、よく夫婦喧嘩もしていた。 
小学校の時なんかは、学校を出る頃には忘れていても、

家に近付くにつれて気が重くなってきて、父の顔を見

るのが億劫になった。 
父が平気そうな感じだったら、「あ、今日は大丈夫や

ったんだな」と思ってちょっと安心しても、母の顔を

見る迄は安心できなかった。 
奥に入って母を見ると、泣きはらした顔をしていたり

していた事も多かった。 
直ぐに殴ったり蹴ったりする父だったので。 
だから、母が大丈夫そうにしていたら、「あ、今日は

大丈夫そうかな」と、ずっとびくびくしていた子供時

代だったので、そんな中で段々と父の事が嫌いになっ
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てしまっていた。 
でも、何も分からない子供の頃は、私は“お父さん子”

だったと聞いているし、自分の感覚としては、保育園

でしがみ付いた父のズボンの感覚とか、体の感じとし

て思い出される。 
冷酷な感じとか、母に対する仕打ちとか、（父が）マ

ザコンで自分の親兄弟の為に私たちを犠牲にしてま

で実家に仕送りをしていた事に対して、大きくなって

いくに従ってどんどん嫌悪感が増して、憎んでいた。 
母や私たち姉弟は（父にとって）身内だから、自分と

一体化して、自分がやる事は我慢できるとして、私た

ちの生活がどんなに苦しくても、「それは我慢できる

筈だ」という（父の私たちに対する）思いがあったと

思う。 

 
 父との対話のイメージ 

【人生を振り返って、自分の家庭に於ける役

割とは？】 
家を守る。 
そういう事は最低限しないといけない。 
ちゃんと役目を果たしてきた。 
自分にとっては、自分の親の方が大事だった。 

 
【親に大事に育ててきて貰ったから？】 
そういう訳では決してないけれど、やっぱり

自分が頑張らないと、兄弟も多かったから、

自分の親兄弟が生活できないし、路頭に迷う。 
責任感は感じていた。 

 
【自分の親兄弟を大事にしてはいたが、自分

の新しい家庭は疎かにはならなかった？】 
それなりに何とかやっていけたのだから、良

かったんじゃないか・・・と思う。 

 
【自分の妻とはどの様な関係を築けた？】 
色々苦労もさせたけど、自分なりに優しくし

たり、喜ばせる事もしたつもりではいている。 
喧嘩をしたけれど、まあ、こんなもんじゃな

いか・・・と思う。 

 

【人生を振り返って、今この時点で思う事

は？】 
もう少し、家内が生きている間に、旅行でも

連れて行ってあげたら良かったなあ・・・と。 
そんなぐらいかなあ。 

 
【妻と人生を共にできて良かった？】 
良かったんと違うかな・・・。 
この家族で良かったと思いますよ。 

 
【娘に伝えたい事は？】 
特にはない。 
普段から結構彼女には言っていると思う。 
他の息子や娘に関しては、娘は色々やってい

るからいいけど、息子にはもっとちゃんとし

て欲しいなあと思う。 
特に干渉するつもりはない。 
息子のしんどいのも分かるし、それ以上に言

ってやっても、自分自身がどうもできない、

これ以上何もしてやれないので、頑張って欲

しいなあと思う。 

 
【娘 2人と息子の間で、金銭がらみの問題が
あるけれど、どう思う？】 
まあ、息子に出したお金で、それはどうにも

できないし、その代わりに、家ともう 1つの
所は娘にやる様に遺言も書いているから。 
それ位が精一杯だなと思っている。 
もうこの歳なので、自分があと何年ぐらい生

きるのか分からないし、もう自分がどうこう

言っても、自分がどっちかを助けてやれるも

のでもないし、逆に責める様な事になるので、

全く何もするつもりはない。 

 
【余生を充実させて過ごしていく為に、娘に

何をして欲しい？】 
もうちょっと話をしたい。 
話し相手になって欲しい。 
それなりに話はしているが、でも、娘には仕

事もあるし。 
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娘はうるさそうにするので、時々は聞いてく

れたらいいのに・・・と思ってはいる。 
家内がいないから・・・。 
まだ店をやっているから、まだ、お客さんと

かと、それなりに話をする事はあるけど、ま

あ、折角ずっと家族としてやってきたから、

身内としてできる話をもうちょっとできた

らいいなあと思う。 
望みはそれくらい。 

 
まあ、ボケずに、できるだけ長く何とかいら

れるという事が、娘の為かな・・・と思って

いるので。 

 
母との対話のイメージ 
【夫に言っておきたい事は？】 
特に何もない。 

 
【夫と娘の関係を見て思う事は？】 
特に何もない。 
まあ、娘は忙しいので、特に話し相手になっ

てやってくれというのも憚られる。 
まあ、このままで・・・という感じかな。 

 
母のヒーリング 

 
 

ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
緑内障について 
【意味、メッセージは？】 
遺伝的なものも強い。 
両方の祖父も緑内障だった。 
ちゃんと睡眠をとって、余り傷めない様に気を付けた

方がいい。 
睡眠時間をしっかりとったら、これ以上悪化はしない。 
元々左側が弱いので、（左に象徴される）“女性性”を

受け入れる事が大切。 

 
【女性性を受け入れられない根本原因は？】 

度重なる両親の喧嘩。 
掴み合いの喧嘩を目の前でされているのをずっと見

てきている。 

 
【その結果、夫婦関係や恋愛関係に対してどの様な思

いを抱くようになった？】 
男はバカだと。 
本当は女に支えられているくせに、威張り返って、暴

力とか力づくで従えようと。 
従えているつもりでいると。 
・・・（聞き取れず）と、若い頃はずっと思っていた。 
両親のケンカをずっと見てきたから。 

 
ここから明らかにクライアントの視点で・・・ 

 
【両親のケンカを間近でずっと目撃してきた事によ

って、自分がこれからその事で生かしていける事があ

るとしたら、それは何？】 
難しい。 
質問の意味が・・・、理解できない。 

 
【両親のケンカの場面を何度も目にする事で、男への

猜疑心や不信感などを募らせたが、それを体験する事

で得た事は何 1つない？	 全く無意味だったと思う？】 
生かせるものは、何もない。 

 
【体験した事は、記憶としてしっかり刻み込まれてい

る。今は只、ネガティブなものとして入っているだけ

かもしれないが、もしも 1欠片でもそこから学びとし
て生かせる事のできるものがあるとすれば？】 
難しい。 

 
【体験は、もう変えられない。でも、その体験の意味

付けを変えられるのは、自分にしかできないとすると、

どうしたい？	 この体験を、どの様に、自分自身の為

に生かしていける？】 
本音で・・・？ 
うーん。 
人には、それぞれの背景があって、それぞれの価値観

がそこから生まれて、それをお互いに表現し合う事で、
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その違いを乗り越えられるかもしれない。 

 
【両親は、それぞれの背景があって、価値観があって、

表現し合ってぶつかり合った結果、何かを解決させら

れた？】 
解決できたものは、ないです。 
結局は、母は諦めて、父と対話する事を止めました。 
その事を、父は自覚していない。 

 
【父も母も、それぞれの学びの旅があって、一緒に生

きる事でそれぞれの体験があり、その体験は 2人にと
っては大切な事かもしれないが、それは 2 人の間の
事・・・】 
あ、そうか、そう。 
それは両親の間の闘い。 
私とは別物であると。 
そこに必ずしも影響を受ける必要はない？ 

 
【自分の自由選択に掛かっている？	 自分は両親の

選択した彼らの関係性に、感情面で関与する必要はな

いのでは？】 
ああ、そうか。 
はい。 
自分で選択できるのだったら、只、傍観していてもい

い。 
だから、見る必要もないし、目を背ける必要もない。 

 
ハイヤー・セルフに確認 
【緑内障と、両親の間の問題から目を逸らしたい事は、

密接な関係を持っていたのか？】 
はい。 
元々この人（クライアント）は正義感が強いので、醜

い人間関係を持っている両親を前に苦しんで、人間不

信、特に父親や男性不信になっていた。 
両親の間で起きている醜い現実を見たくない、受け入

れられない、受け入れる事を激しく拒絶してきた・・・

という事。 
自分で囚われないと決めた時点で、もう大丈夫。 

 
セラピー 

（貴重な学びとして体験して、意味を見付ける必要も

なく、手放す。 
只、体験を体験したと受け入れ、両親を許し、そこに

囚われる選択をした自分自身も許す。） 

 
目のヒーリング 

 
口唇のヘルペスについて 
疲れ過ぎている。 

 
【過労のサインを送っている？】 
オーバー・ワークになりそうになったら、それをサイ

ンとして出している。 
時々は聞き届けられるけれど、ヘルペスとして自覚し

ないとなかなか聞いて貰えない。 

 
【ヘルペスは、最終手段？】 
そうですね。 

 
【「疲れているから、休め」というのは、ヘルペス以

外のサインとしては出せない？】 
まあ、手っ取り早く。 

 
【痛みも伴うし、見た目も良くないのに？】 
そう。 
手っ取り早いので。 
この人は、そうでもしないと注意を向けてくれないか

ら。 

 
【ヘルペスは、本人に自覚を促す為に手段として置い

ておく？	 それとも緩和しても大丈夫？】 
緩和しても大丈夫。 
もう理由が分かったから。 
“早く寝る”という事が習慣になれば、自分が最終手

段を使う必要がない。 

 
【オーバー・ワークの時の代わりのサインは必要？】 
眠気を与えて、オーバー・ワークをさせない。 

 
暗示 
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両胸の腫瘍について（良性と診断） 
父に対する葛藤、恨みつらみ。 

 
 胸との対話のイメージ 

胸に抱えている嫌な気持ち、恨み、つらみ、

男性一般に対するそういう葛藤が、こういう

形を作っている。 

 
【クライアントは、父の事をだいぶ許せたと

思う？】 
年齢と共に、だいぶ緩んではきている。 

 
【腫瘍がそこになければいけない理由はま

だある？】 
もう、特にはないと思う。 

 
【腫瘍がそこにある事で、今迄、何らかの役

には立ってきた？】 
別に役には立っていない。 

 
【じゃあ、完全に無意味で、無駄なだけの存

在だったのか？】 
うーん。 

 
【腫瘍がある事で、クライアントに何かを気

付かせる事はできた？】 
「父に対する否定的な感情が、こんなにもあ

るよ」、という事。 
男性一般というよりは、父に対する嫌悪感。 
父の事はだいぶ許せているが、それでも母に

対する酷い扱いと、母親の人生が女としては

余りいいものではなかったという事が常に

胸にある。 
母にそういう人生を与えた父への感情が、母

の代わりに、「絶対に許してはいけない！」

という強い憤りの、決意みたいなものとして

胸に居座っている。 

 
【それでも、その父と同居して、2 人で暮ら
しているのは？】 

父親に対する感謝や、愛情も勿論あるし、今

更放って外に出て行くのはかわいそうとい

う気持ちもあるから。 
だけど、父がこうでなければ、母親はもうち

ょっと幸せに生きれたかもしれないという。

そういう気持ちはどこかにいつもあって。 

 
【その気持ちをずっと覚えておいて貰う為

に、そこにいてるのか？】 
そういう事。 

 
【クライアントを離れる準備はできてい

る？】 
 もう大丈夫だと思う。 

 
ヒーリング 
（様々な事を思い起こさせてくれて、気付かせてくれ

て、ありがとうという感謝の気持ちを持って、憤りを

手放す事によって、自分と切り離す。 
囚われていた両親への感情を、浄化する。） 

 
 
花粉症について 
人間関係に、過敏なところがあるので、それを流す為

に。 

 
【人間関係に過敏になった根本の理由は？】 
両親。 
人間への不信感を芽生えさせて、募らされた。 
只、両親への思いは浄化されてきたけれど、だからと

言って、花粉症はどうなのかと？	 （クライアントが

主観でそう考えている。） 

 
暗示 
敏感肌について 
人間関係。 
ストレスがある時に、痒みを作っていた。 

 
【その役割は、上手く働いていた？】 
いや。 
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只、痒いだけ。 

 
暗示 
寝不足について 
睡眠時間は全く足りていない。 
とにかく早く寝て欲しい。 

10時、少なくとも深夜 12時前までには寝て欲しい。 
 
【それを実現する為に、どうすればいい？】 
眠くてたまらなくなるようにした方がいい。 

 
【もし、そうできない時は、どうなる？】 
生活のリズムがずっと狂ったままなので、疲れ易くな

っている、老化が進んでいる、仕事のミスが増える、

認知症の可能性が高くなる、いい事は何もない。 

 
暗示 

 
 
全体的に左側に故障が多いのは？ 
自分では分からないが、女性性を押さえ付ける、痛め

付けるというのは、生きているうちもそうだし、人に

甘える、愛情を受け取るというのが苦手で、それが体

にも出ている。 

 
 その根本原因のイメージ 

湖にボートが、人が乗ったまま、沈んでいっ

た。 
その人は、私。 
男性の私。 
ヨーロッパの湖。 
自殺見たいな感じ。 
ボートに穴が開いているのが分かっていて、

湖に漕ぎ出した。 

 
【どんな人生だった？】 
やる事成す事上手くいかず、人にも見捨てら

れ、誰からも助けて貰えず、絶望して、死ん

だ。 

27歳の時。 

イタリア。 
服の感じからすると、そんな昔ではない様な

時代。 
仕事に失敗して、人からも裏切られた。 
時代も良くなかったのか、もともとお金持ち

で、甘っちょろい所があって、それが大きな

理由で、人に好かれる様な性格の人間でもな

かった。 
最後はどん詰まりになって、命を絶った。 
自分の中では、それ以外の選択肢はなかった。 
遠くにもの凄く綺麗な山並みがあって、湖自

体はそれ程大きくはないが、美しい景色。 
子供の時に遊んだりして、自分にとっての思

い出の場所だったから、ここで死のうと思っ

た。 
最後は誰にも言わないで決めた。 
家庭はあったが、仕事も上手くいかなくなっ

て、一家離散状態。 

 
【27歳で人生を諦めるのは早くないのか？】 
甘っちょろかったので・・・。 

 
絶望しかなかった。 
子供の事の楽しかったいい思い出の場所で、

自分は“失敗者”だという思いを抱えて死ん

でいった。 
 死んだら全てが消えると、そう思っていた。 

  
沈みながら、自分の視界の中に、岸にいる女

の人が映っている。 
これは、自分の恋人か、妻か、自分の大事な

女性。 
実際に湖のほとりに立って、自分が湖の中に 
沈んでいくのを見ている。 
その彼女は取り乱して、「誰か助けて！」と

叫んでいる。 
でも、自分はだいぶ岸から離れていて、彼女

はどうしようもできない。 
彼女は自分を愛している。 
それなのに、自分は絶望感に囚われて、命を
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絶つ道を選んでしまった。 

 
死んでから、体を離れて、空に上がる。 
彼女の事を名残惜しそうに見ながら・・・。 

 
【その後の彼女の人生は、どうなっていく？】 
彼の子供を産む。 

1 人で産み育てようとするが、そんなに誰か
から守って貰う事もなく、世間的、時代的に、

助けられもせず、苦労する。 
結局は、子供とも引き離されて、子供は施設

に引き取られた後、別の人の元に行って、彼

女は 1人寂しく辛い人生を送ったという感じ
がする。 

 
【自分が死なずに生きていたら、彼女の人生

はそれよりもマシだったと思う？】 
どうかな？ 
多分、その生活をそれ以上は支えられない感

じだった。 

 
鬱状態で、もう出口がないとしか思えなかっ

たし。 

  
セラピー 

（1 人の女性を幸せにする事なく、人生を終えてしま
った事に対して、彼女に謝り自分を許す） 

 
それを聞いて、最初は恨めしそうな顔をして

いたのが、喜びの表情を浮かべてくれた。 
元々自分に愛情を持ってくれていたので、許

してくれた。 
良かった。 
湖の底に残った自分の亡骸に、この人生から

今生に持ち越していた不必要なものを、その

体に戻す。 

 
光に入る 

小さな天使が 2－3人来てくれた。 
「こっち、こっち」と言っている。 

天国の門に連れて行かれた。 
とても壮麗な門。 
金色と白で光輝いている、大きな門を入って

行く。 
雲の上の様な感じで、全部が光り輝いている。 
その人生で先に死んだ人たちとか、色々な存

在に「お帰り」と迎え入れられている。 
自分が終えて来た人生を、実際に見なくても、

もう分かってくれている。 

 
【その人生について、何か教えて貰った事は

ある？】 
「ちょっと残念だったな」と。 
「もうちょっと頑張れよ、お前」と言われて、

「へへへ」と苦笑い。 

 
【何が“残念だった”のか？】 
もうちょっと辛抱して頑張れば、もうすぐの

ところで助けが来る筈だったのを、早まって

命を絶ったから、見逃したらしい。 
「え、そうだったん！？」と。 
（具体的には）ビジネスパートナーが現れて、

その人と一緒に手を携えて、成功かどうかは

分からないけれど、死ななくてもいい状況に

はなれた筈だった。 

 
【この時、もうちょっとの頑張りができず、

諦めた体験が、今生の生活の中で、どの様に

思い起こされる様になっているのか・・・】 
だから「頑張らなくちゃ！」と思う。 
「簡単に投げ出すんじゃなくて、もっと踏ん

張らないと！」と思う。 

 
人に頑張らないといけない、何でも自分 1人
の力でやろうとしてしまうから、頑張る為に、

人からの助けを受け取る事を否定する事が、

体の左側の故障と繋がっている。 
それが象徴的に、左の圧迫になっている感じ

がする。 
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イメージで体の左右のバランスを整える 

 
 

小児喘息（幼少期）について 
自分の言いたい事が言えなかった辛さ。 
両親の仲が悪く、それに敏感になっていたし、本音を

言えない環境だったので、それで咽ていた。 
もう、これは大丈夫。 
これまでも少しずつ良くなってきていたし、今日で完

全に手放せた。 

 
 
健康オタクについて 
元々神経質で完璧主義なので、パーフェクトでありた

い。 
パーフェクトなんてないし、無理だけど、空気も水も

繋がっているので、体に悪いものは極力入れたくない

という思いが強い。 
でも、これはこのまま持っていて、上手く付き合って

いく。 

 
【自分の体に神経質に気を遣う根本原因は？】 
イタリアの男性みたいに、早死にしない様に。 
これからの人生に、やらねばならない大事な事がある

から、生き永らえねばならない気持ちも。 

 
 
行動が遅い、どんくさい側面について 
元々のんびりで直感型の魂なのに、そのままでいい筈

なのに、周りとの波長というか、外界との波動が違う

けれど、それは個性として大事なもの。 
これでいい。 
それが自分らしさ。 

 
仕事について 
仕事は変わりたい。 

今の職場（大学事務）で今年 7年目だが、余り波長が
合わないとしか言い様がない違和感がある。 
元々キャリア・コンサルトとして働いていたが、その

相談業務も一切させて貰えない状況で、そんなにコン

サルタントをしたい訳でもないが、パートでもできる

様な事務をする為に何年も掛けて勉強したのではな

いし、そこで働いている人たちが殆どそこの卒業生で、

自分とは始めから馴染まない。 
女が多い職場なので、陰口を叩きながら、その陰口の

対象の相手とは表面的には仲良くしていて、お互い持

ちつ持たれつの関係で、やはり陰口を叩き合いなが

ら・・・という環境が苦手。 

それが社会の 1形態としてある事も分かるし、お互い
に上手く人間関係を作っていけるのかもしれないが、

何年経ってもよそ者だし、「辞めたい、辞めたい」と

言いながら嫌な相手と利害関係を結びながら顔を合

わせ続けていくのは億劫。 
今、心理カウンセラーの資格を取ったセンターから仕

事のオファーがあったので申し込んだ。 
とりあえず今の仕事を辞めて、できる事なら心理カウ

ンセラーやセラピストとして、自分が学んだ事を生か

せる仕事に就きたいと思っている。 

 
その方向性でやっていったらいい。 
彼女に向いている。 

 
 
自分の魂の方向性を確認する為に、アカシックレコー

ドへ・・・ 

 
門。 
彫刻が施された重厚な門がある。 
それを開けて中に入る。 
進んで行くと、意外と現代的なガラスのテーブルの様

な物があって、そこに液晶みたいな感じで、数字や文

字が入力できるようになっている。 

自分を欲しい情報を入力すると、その情報が、CD み
たいな物になって出てくる。 
そのプロセスを手伝ってくれる人がいるらしい。 
その人は、呼べば出て来るみたい。 
呼んでみた。 
人ではなくて、機械の様な、虫の様な・・・が。 

 
これ迄歩んできた魂の道のり、魂の本質に関わる事、
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魂の今後の歩みに関する情報を得る 

CDが出て来た。 
それを、専用の機械に入れると、情報を取り出せる。 
入れてみる・・・。 

 
・	今迄の人生は、エジプト 2 回、トルコ、中国、モ
ンゴル、イギリス、イタリア、日本・・・などで、

転生を繰り返してきている。 

 
・	今迄、地球では 38回の人生があった。 

 
・	その 38回で、思い出すに値する特に重要な人生は、
エジプトでの 2回目のもの。 

 
 
エジプトでの 2回目の人生のイメージ 
ピラミッドの中に入ってした儀式。 

いったん死んで、もう 1回生まれ変わる。 
自分の地位は、書記官？ 
ファラオではないが、その次の位に就いている。 
“神官”。 

ファラオを生き返らせたりするのが役目の 1つ。 
 
【この人生の、今生への影響は？】 
神秘的なものへの興味や関心、目に見えないものへの

憧れと理解。 

 
神官としての役割は、治水、建築などの日取りを教え

る事。 
その知識は、天から教えられる。 
一種、特殊な能力を備えていた。 
その能力は、持って生まれたもので、天から直接ダウ

ンロードできた。 

 
 天との対話のイメージ 
 与える情報というのは、＜叡智＞。 

地上で生きる他の人々を助ける為に必要な

知識を与えていた。 
 星の読み方も理解していた。 

間隔と、数字が一致しているという事。 

そういうデータを情報として下ろす。 
この人は、元々は別の星にいて、天からの啓

示で必要があって、地球に来た魂。 

それは 2万年前。 
 
 
別の星にいた時のイメージ 
その星は、“シリウス”。 
直接シリウスから地球に来たのではなく、間にワンク

ッションおいて来た。 
他の星を経由して来た。 
その星での経験が、地上に生きる人間にとって必要な

ものだったから。 
その経験が、地球に来ると生かされるから。 
戦う事の虚しさ、無意味さを体験（セッションの始め

にイメージした“レイ”の人生）。 
それを理解した上でこの地上に来て、ここで平和な世

界を作る為に必要な体験だった。 

 
地球に平和を齎す為に来た。 
平和は徐々に齎される。 
何度も失敗して、今に至っている。 
高次からの知恵を齎す事で、未熟な人との差がもっと

できた。 
ギャップが生まれた。 
支配する人、支配される人、知恵を与える人、それを

与えられる人という様に、この様なシステムが固定化

されていった。 
支配層と、被支配層という“分裂”を招いた。 
“分裂”に関しては、最初から違いはあったが、自然

に差はできて当然のもので、支配された人は支配され

るのは苦痛であるが、楽でもある。 
支配する人は支配する側としての驕りが出る。 
それが、システム化され、ある意味平和だが、コント

ロールされる者とされる者が形成されて、図式化され

ていき、それが色々な争いや戦争に繋がっていく。 

 
アカシックレコードに記録されている、クライアント

の＜魂の傾向＞について 
色々な知恵を、分かり易い言葉で表現していく。 
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人には様々なレベルがあるが、それが色々な人の魂を

オープンにして、レベルを上げて生き易くなる。 
周りの人に、その人の本質について気付かせる事がで

きる。 
人は皆、本当は美しいもの、美しい魂を持っているの

に、何らかの制約が掛かって、苦しくて、だんだん光

が失せ、曇り、それが結局、世の中を曇らせる。 
本来の美しいもの、魂の本質的な部分にアクセスでき

るようになれば、皆、幸せになっていける。 
その為にできる事は、そういう知識、データを皆に教

えて、何かのきっかけ	 －	 魂がレベルアップする為

のきっかけのボタンの様な仕事、働きをしていく必要

がある。 

 
【それがクライアントの存在理由？】 
そう。 
今生でやっていかなければならない。 
これ迄のポジティブなものもネガティブなものも、全

ては人生を生かしていく為の経験。 
この魂は、この役割を自分で元々選んだ。 
大きな存在から、「やったらどうだ」と言われて、“お

っちょこちょいで”、「やります」と手を挙げた。 
自分がやらなくてはいけない、みたいな・・・。 

 
 
その他の有用な情報は？ 
パワーストーンも生かしたらいい。 
アロマ、アート、花、など、自分の心を悦ばせるもの、

美しい物を、スキルと合わせて用いる。 
美しいと感じられるものは、エネルギーが高いもの。 
自分自身の浄化など、個人的に使っていけばいい。 
それを仕事にする必要はない。 

 
 
暗示 

 
 
ボディー・スキャン 

 
 

チャクラを整える 

 
セッション後のクライアントの感想など 

 

丁寧なセッション記録、どうもありがとうございまし

た。 

（中略） 

記録を読むと、ネームプレートを渡したり記録を金庫

に入れたりと、全然覚えてない内容もところどころに

あって驚きました。 

覚えていてもセッション中は整理出来ていないこと

が、文字になると繋がる感じがあって、良いなぁと思

いました。 

長時間のセッション、本当にありがとうございました。 

また機会があれば、よろしくお願いします� 


