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2013 / 02 
3rd Hypnosis Session 
 
 女性 
 ２０代 
 日本人 
 ニューヨーク在住 
 国際機関勤務 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
今回のセッションの目的： 

 
【解決、軽減、解消したい事項】 
胃の症状 
食物不耐性 
特にジャガイモ（発疹、胃痛、胃けいれん） 
高所・暗所恐怖症 
飛行機への恐怖感 
睡眠中の叫びの原因 
など 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
前回からの変化など： 
 
-夜中に夢を見て叫ぶ事がなくなった。 
-以前は枕元に電気の明かりがなくては不安だったが、
もう真っ暗でも安心できる様になった。 
-以前は避けていたのに、最近は同僚や友人と外食する
様になり、食事を楽しめる様になった。 
-以前よりは胃が格段に調子がいい。 
-日本とニューヨークの往復の空の旅の間中平気で、以
前はものすごい恐怖感を感じていた事を後になって

思い出して、驚いた。 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
今生をより良くする為に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 
空の上を飛んでいる。 
森の中で倒れている自分の姿が見える。 
「え、またこの場面なの！？」 
私はお腹にナイフが刺さっていて、上向きに倒れてい

る。 
エプロン付きのスカート姿。 
名前は Anne。 
 
刺される直前のイメージ 
向こうから男性が歩いて来る。 
馬かロバを引いている。 
知らない人。 
自分は 1人でどこかに行く途中。 
用事を言われて森の中を抜けている。 
とても楽しい気分。 
家の近くにあるこの森は好き。 
この道を抜けると隣の町に出る。 
向こうから来る男性とは目を合わせない様にしてい

る。 
急に腕を掴まれた。 
どこかへ連れて行かされそうになったので暴れた。 
息苦しい。 
首を押さえられた。 
逃げようともがいているうちに刺された。 
余り痛みを感じない。 
何も考えられないうちに息絶えた。 
体から(魂が)離れ、上昇。 
 
死後のイメージ 
光の中へ進もうとすると、男性の声が聞こえる。 
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死んでいる自分を呼んでいるので振り返った。 
死んでいる自分の体の横に誰かいるのが見える。 
自分が思いを寄せていた男性の後姿。 
茶色いさらさらした髪の毛。 
しゃがんで泣いている。 
彼が第一発見者。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
（体のヒーリング。 
彼への感謝。 
状況を受け入れ、許す。 
痛みを手放す。） 
 
 
この直後の人生のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
馬車の走る音が聞こえる。 
人が大勢いる所にいる。 
馬が走っている音。 
自分は外に立っている。 
女性。 
まだ若い。 
買い物をして、家に帰る途中。 
筆を持っている。 
文字を書くのがとても好き。 
場所は、とても大きな大陸の真ん中辺り。 
山が多い地方。 
アジアのどこか内陸部。 
海とは無縁。 
黒髪、黒い瞳。 
家にいる事が多いので、他の人に比べると色白。 
15歳。 
とても幸せ。 
 
 
自宅のイメージ 
大きくも小さくもない平屋 
屋根に藁が載っている 
家の周りには低い囲い 

特に玄関先に段がなく、道からそのまま家の中に入っ

て行く感じ 
鶏がその辺を歩いている 
周りが家ばかりで賑やか 
少し行くと市場 
 
家族は多い。 
母が衣服を縫っている。 
父は羊の世話をしている。 
どうやら農家らしい。 
 
自分は体が丈夫ではないので、家にいる事が多い。 
何かを書いたり、服を作ったりよくしている。 
疲れ易い体質で、よく熱が出る。 
食欲がない。 
元々、すぐにお腹を壊すので食べ過ぎられない。 
だるくてずっと寝ていたくなる事がある。 
幼少期からずっとこうである。 
薬草を飲んだり、風邪を引かない様に気を付けている。 
胃の辺りがよく痛む。 
自分でも胃が弱い事が分かっている。 
 
家族団欒のイメージ 
足首まである花柄の衣装。 
長袖、長い裾のゆったりした服の下にズボンもはいて

いる。 
１つの大きな食卓に 5～6人はいる。 
	 	 父（今生での実父の様な感じ）、日焼けしている。 
	 	 母。 
	 	 １番上の姉（今生の仲の良い友人の様な感じ）。 
	 	 ２番目の姉（高校時代の先生に似ている）。 
	 	 妹。 
とうもろこしか麦の料理。 
火を通して料理した物。 
柔らかい物と混じった塩辛い物。 
この料理はこの辺りではよく食べられている。 
 
その人生の重要な場面のイメージ 
自分の結婚式。 
20歳。 
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結婚相手をよく知らない。 
親が決めた結婚。 
不安感。 
皆が喜んでいるので、これで良かった。 
姉 2人も結婚して家を出ているし、次は自分の番だと
知っていた。 
新居は帰ろうと思えば帰れる距離。 
実家からはそれ程近くない。 
夫はとても頭のいい人。 
勉学が出来る、今でいう公務員みたいな役職。 
子供もそのうち生まれた。 
 
子供を生んだ後のイメージ 
嬉しい。 
自分は体が弱く、まだ体力がないのでベッドの上にい

る。 
娘は生後 3ヶ月。 
“ミン”と呼んでいる。 
 
その人生の他の重要な場面のイメージ 
夫が亡くなる（60歳位）。 
その時、自分は 50歳位。 
皆泣いている。 
この時ほど悲しかった事はない。 
体が弱かった自分がここまで生きてこれたのは、優し

い夫のお陰だった。 
体の具合が悪い時は特に労わってくれ、自分に無理を

言わなかった。 
夫は、贅沢しなければ十分生きていけるだけの貯蓄を

残してくれた。 
娘も既に結婚していて、相手もとてもいい人なので安

心である。 
娘は近くに住み、時々様子を見に来てくれた。 
娘は、今生での 1番仲良しの友人の 1人の様なイメー
ジ。 
 
人生最後‐死のイメージ 
ベッドの上で寝ている。 
70歳ぐらい。 
只、ずっと寝ていたい。 

1人暮らし。 
身の回りの世話をしてくれる人が 1人いる。 
娘もよく訪ねて来てくれている。 
食欲が全くない。 
全体的にとても幸福な人生だった。 
運が良かった。 
体が弱いのにも拘らず、よく生きてこれた。 
実家がある町よりももっと大きな町に嫁いで来たの

で、医者にも恵まれた。 
家族にもとても恵まれた。 
息が絶えた。 
浮かび上がる。 
 
娘が泣いている。 
娘は自分と違ってとても丈夫で、子供も 3人いて、皆
元気なので、自分がいなくなってもきっと大丈夫だと

安心している。 
浮上していく。 
下に自分の家が見えている。 
光に入る。 
 
この人生を振り返って	  
不安な事も多かったけれど、運良く乗り越えてこれた。 
先にあれこれと心配し過ぎない事が大事。 
 
 
光との対話のイメージ 
他の人生では、余り幸せに家庭を作れていないが、こ

の人生ではいい家族に恵まれ、いい家庭を築けたので、

この時の思いを今生に生かすように。 
心配すると直ぐに体が冷えてしまうので、体をいつも

温めているように。 
休みたい時はできる限り休み、我慢もしないように。 
睡眠時間が十分取れるように心掛けるように。 
食事はゆっくりとし、食休みを十分するように。 
辛い時は素直に人に頼り、アドバイスを得るように。 
 
 
思い出すべき重要な場面のイメージ 
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エントリー・ポイントのイメージ 
自宅の食卓を母と弟と囲んでいる。 
Anneとしての人生。 
「またここに戻って来た！	 何かまだあるのかな？」 
16歳。 
今からジャガイモ料理を食べようとしている。 
この料理は頻繁に食べる。 
余り好きではない。 
食べると疲れる事が多い。 
味も好きではない。 
ジャガイモはこの地方の主食で、マッシュポテトなど

もよく食べる。 
他の野菜とパンなども食べている。 
食欲がいつも余りない。 
子供の頃からずっと 
食べる事に全然興味がない。 
 
幼少期の重要な場面のイメージ 
4歳。 
目の前に大きな鍋がある。 
何か茹でている。 
調理場に 1人でいて、他に人はいない。 
突然火傷をしてしまった。 
それ程酷くはない。 
痛みの事よりも、びっくりした。 
泣かなかった。 
熱くて近くに寄りたくはなかったけれど、自分がジャ

ガイモを茹でていたので、その時に火傷をしてしまっ

た。 
母は弟が生まれたばかりで忙しくて、自分に家の手伝

いを色々させていた。 
この出来事の後から、食べ物の近くにいる事が嫌にな

った。 
特にジャガイモ。 
 
この人生でのその他の重要な場面のイメージ 
空に浮かんで下を見下ろしている。 
Anneとしての人生で、忘れるべき事が 1つある。 
自分は結婚もせず、幸せだったかも考える時間がない

ままで若くして殺されてしまった。 

その時、好きな人がいたけれど、自分の死によって結

婚を成し遂げられなかった。 
その後、ある筈だった人生を楽しむ事もできなかった。 
 
死んだ後も魂として地上にその後も留まった。 
空から色々な物を見下ろしたり、好きな人の側に戻っ

たりしながらいた。 
何年も経って、彼は自分の友人の 1人と結婚してしま
った 
とても悲しく、自分がしたかった事を成し遂げた友人

に対してとても悔しい思いを抱いた。 
私は、当然、自分が死んでしまっている事は理解して

いて、諦める気持ちはあった。 
彼らの結婚を見届けると、急に空から下を見られなく

なった。 
気持ちの踏ん切りがついたから？ 
自分の意識が暗い所へ行ってしまった。 
それから、光の中にいた。 
 
暗示 
 
 
その他の思い出すべき重要な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
隠れている。 
暗い。 
壁の間にいて、様子を見ている。 
隙があれば戻らねば。 
相手の動きを調べている。 
ソビエト。 
動き易いぴったりした服装。 
この場所からは、暗い廊下を抜けて、機械室を通り、

最終的には使われていないドアから外へ出る。 
上手く脱出できた。 
今日は相手が新しい機械か武器を開発している話を

聞いた。 
それらの隠し場所も。 
ここには今日、重要人物が来るという情報があったら

潜入した。 
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軍の関係者、科学者など 5～6人。 
潜入するのは 1人又は 2人。 
 
脱出後は上司がいる所へ戻る。 
少し遠く、車で 40分位の所。 
周りに余り何もない様な所。 
目立つと危ないので人里離れた所にある。 
 
この人生での自分のイメージ 
色白。 
背が高く、痩せ型。 
目は薄茶、唇が薄い。 
髪はウェーブしている茶色、普段は邪魔にならない様

に結んで丸く纏めている。 
とても健康。 
名前は“D”。 
23~24歳。 
スパイである事は、普段は誰にもばれない様に注意し

ている。 
他人は自分の職業を知らない。 
知っているのは仲間だけ。 
スパイという職業を誇りには思っていない。 
いつの間にかこうなっていた感じ。 
自分の性格上、人前に出るよりは地下にいる方が好き

なので、性には合っている。 
この人生が今生での自分の性格を作ったところ。 
 
性格の分析 
- とても注意深い。 
- 間違いがない様に、何度も確認する。 
- 視覚、嗅覚、聴覚が特に優れている。 
	 小さい音が聞こえないと後ろが危なくなる。 
- 隠れるのが得意。 
- 気配を消すのが得意。 
- 疑い深い。 
- 情報の嘘の可能性を考えて調べるのが得意。 
（相手もスパイされている可能性を考慮して、わざ 
違う言い回しをしている場合がある。） 

- 忍耐力がある (同じ場所での潜伏時間が長い)。 
- 様々な可能性を考えて準備。 

- 自分がいた証拠を残さない様に常に気を付ける。 
- ストレスを意識しない。 
- ボスには絶対服従	 (自分の意見を言わない)。 
 
鏡の中に写る“D”と一体化のイメージ。  
 （今生の自分と“D”の性格を照らし合わせて今現在
の自分を洞察する） 
 
両者は似ている。 
- 今の自分も注意深く慎重。 
- 隠れるのも気配を消すのも得意。 
- 疑い深さに関しては、今生もすごくあるけれど。 
	 もう少しなくてもいい。 
- 心配性。 
- 忍耐力もある。 
- 色々な事への準備や下調べもしている. 
- ストレスに関しては余り意識しないけれど、勝手に	 	
溜まっている。 
-“D”は射撃が好きでストレス発散を上手くしていた。 
- 考えている時間が長く、つい意見を言いそびれる事	
が多い。もう少し強く意見を言いたい時も、コント

ロールしてしまう。 
- 家の中では言い合うのが嫌になってくると、シャッ
トアウトしてしまう。 
 
暗示 
イメージの中で、今現在の自分にとって不必要な資質

を“D”に愛着と感謝をもって、返す。 
 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
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セッション後のクライアントの感想など 

 

とき子さん	

ありがとうございます。	

覚えていない事の方が多いので、じっくり読みたいと思います。	

教えていただいた呼吸法は、お腹が暖まるような感じがしてと

てもいいですね。	

（中略）	

それではまた！	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
2013 / 04 
4th Hypnosis Session 
 
 女性 
 ２０代 
 日本人 
 ニューヨーク在住 
 国際機関勤務 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
今回のセッションの目的： 

 
【解決、軽減、解消したい事項】 
胃の症状 
食物不耐性 
特にジャガイモ（発疹、胃痛、胃けいれん） 
高所・暗所恐怖症 
飛行機への恐怖感 
睡眠中の叫びの原因 
など 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
	

セッションの記録： 

 

 
光の中で安心感を得る。 
胃を光のエネルギーで満たす。 
 
 
 胃との対話のイメージ 
 今はとても落ち着いている。 
 胃の壁の厚さが増して、殆ど問題がなくなっ

 た。 
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 疲れた時は部分的な壁の薄さを感じる。 
 これからも体の中心的な存在として支えて

 いく。 
 体に合わない食べ物、特に芋類、大豆はいけ

 ない。 
 
 
思い出すべき重要な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
芝生。 
森の中。 
裸足。 
草の上を歩いている。 
草の上に寝そべって、考え事をしていた。 
もう少し 1人でいたい。 
1人でいるとほっとする。 
青い空、雲。 
木が一杯。 
時々鳥が飛んでいく。 
とても静か。 
本当の自分でいられる時間なので嬉しい。 
他の人は、今自分の居場所を多分知らない。 
スカートとシャツ姿。 
Anne。 
15歳。 
 
この日、森に来る前は家の手伝いをしていた。 
家事をよくする。 
動物の世話、料理、洗濯など。 
 
家族のイメージ 
皆で食卓を囲んで、白っぽい色のスープを食べている。 
ミルクの味がする。 
母	 ：	 丸顔。 
 声がとても大きい。 

いつも髪を纏めている。 
邪魔にならない様に布で巻いている。 

 母を好きか考えた事がないが嫌いではない。 
 よく喋っていて元気がいい。 

 今生の祖母かも？ 
父	 ：	 痩せてスラッとしている。 
 農業と何かの物作りをしている。 
 余り話をしない人。 
 殆ど顔を合せないし、話もしない。 
 食事の時だけ言葉を交わす。 
 大体いつも小屋や畑に行っている。 
 今生の実父かも？（性格が似ている。） 
 とても無口。 
 幼少時には殆ど会話をしなかった。 
弟	 ：	 容姿が父に似ている（輪郭など）。 
 外に行くのが大好き。 
 大勢の友達と遊んでいる。 
 4－5歳年下。 
 とても仲良し。 
 いつもその日にあった事を話す。 
 （動物、特に羊の話。） 
 弟も時々羊の世話を手伝う。 
 1日に 1回は必ず何かを一緒にする。 
 大きな物を運ぶのを手伝ってくれている。 
 今生での弟かも？ 
 
家族との大切な思い出のイメージ 
少し薄暗い部屋の中。 
見えにくい。 
視界が狭い。 
弟が誕生した。 
嬉しい。 
ベッドで母と弟が寝ている。 
生まれてくれて嬉しかった。 
 
家族、特に弟への感謝の念を再確認。 
 
この人生で他に思い出すべき場面のイメージ 
森。 
春。 
1人切り。 
ゆっくりしている。 
只、1人でいたいと思っている。 
1人になれる場所が好き。 
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1人ではない時は友達と遊んでいた。 
好きな人と、女友達。 
でも、私はもう既に、この子が私の好きな人の将来の

結婚相手である事を理解しているので、この場面を見

るのは苦痛。 
時にはその他の友人とも。 
池に石を投げ入れたり、かくれんぼ。 
女友達だけと遊ぶ時は、花を集めて綺麗な物を作る。 
好きな人	 ：	 優しくてかっこいい。 
 	 	 	 自分の気持ちに気付いていたかも。 

今生の彼氏？ 
（目の奥にあるものが一緒。） 

  
光の中に戻ってこの時の家族を再考察 
父	 ：	 余りよく分からない人。 
 話す時間もなかったし、話をしようとも思わ 
 なかった。 

イメージの中で話をしようとしたら、握手を

しただけで行ってしまったけれど、彼の気持

ちは伝わった。 
－	 別に嫌いだった訳ではなく、ちゃんと関

心も愛情も持っていた。 
（この理解と許しを通して今生の父との関

係を向上させるきっかけに・・・。） 
母	 ：	 自分が 1人でいるのが好きになった直接的な 

原因になった存在。 
とにかく声が大きい。 
自分は静かなのが好き。 
正反対の性格なので、もしかしたら親子関係 
になったのかもしれない。 
この母との関係では、諦める事を学んだ。 
煩いので、何かを言われても反論せずに言い 
たい事は呑み込む様にしていた。 
疲れたら 1人で森に行った。 
 

言いたい事を呑み込む代わりに、思いっ切り反論して

すっきりするイメージ 
やっぱり反論する気にはなれない。 
諦める事が身に付いてしまって、煩く言われても特に

何も感じない様になっている。 

この人生では＜嫌な事でも人を恨まず、できるだけ忘

れて心穏やかに生きる大切さ＞を学んだ。 
実際に自分はとても傷つき易い人間だったので、諦め

る事は自分を守る大切な方法だった。 
 
“Anne”と一体化のイメージ。  
 （今生の自分と“Anne”の性格を照らし合わせて今
現在の自分を洞察する） 
 
身長、髪の長さ、手の大きさがよく似ている。 
1人でいる事が好きなのがそっくり。 
嫌な事を忘れる様にしているところも同じ。 
ポジティブな性格ではないけれど、諦めたり忘れたり

して生きていく力がある。 
自分は Anneとは違って時には言う様にしている。 
言っても分かって貰えない時や、言って余計に混乱さ

せる時は見計らって言うのを止めている。 
今生では母親に言いたい事が言えているので、心の中

にシコリはない筈。 
Anne の時に培った、忘れる技術は今生にいい影響を
もたらしていて、人を何年も前の嫌な事で避けたりす

る理由にはしないでいられる。 
人への先入観も持たないで済んでいる。 
全体的に、Anne の性格のうちのいい部分を受け継い
でいるの。 
 
暗示 
（今生の自分に不必要な資質を Anneに返し、必要な
ものだけを受け継ぐ。 
その人生から引き継いでいるネガティブな記憶や感

情を全部過去で起こった事だと理解し学びに変え、今

生の現在と未来にはもう関係のない事だと、自分との

関係を切り離す。） 
 
 
その他の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 
真っ暗。 
木綿の布の手触り。 
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今の自分だと思う。 
とても落ち着いている。 
1人でいる。 
どこか分からない。 
子供ではない。 
左の奥の方に母親を感じる。 
暗くて見えない。 
ただ広い感じがする。 
全体的に黒っぽい。 
母親の当たりは茶色。 
茶色	 －	 木の色	 ＝母親のイメージ。 
  
これ以上のイメージは出てこない。 
 
 
森の中で寛いでいる自分をイメージして、そこにメッ

セージを持った人が訪ねて来るイメージ 
 
訪問者 ① のイメージ 
とても意外な人！ 
現在のオフィスにいる人が来た。 
男性。 
背が高い、大柄。 
30歳くらい。 
特に会話する事もない。 
これからもよろしくと伝えて帰っていった。 
 
訪問者 ② のイメージ 
彼氏が来た。 
人に会うのが疲れたので嬉しくない。 
申し訳ないが少し休ませて欲しいと伝えて帰って貰

った。 
 
 
彼氏との重要な場面にイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
Anne。 
自分が生きられず、好きだった彼が他の人と一緒にな

って、人生を続けていくのを見るのが哀しい。 

空の上から彼らの様子を見ている。 
自分が死んでいるのを分かっていて、諦めの気持ちが

湧いている。 
もうこれ以上この場面にいたくない。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
自分の状況をしっかりと認識し、自分の意志でしっか

りと哀しみ、悔しさ、諦めなどのネガティブな気持ち

をこの場面に置き去って、決断し、手放す。 
 
 
Anneの直後の人生のイメージ 
（Anneの癒しが完結した後、どうなったか） 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
山の近くで海のない所。 
庭に座っている所。 
40~50歳。 
疲れて 1人で休憩中。 
家の中に人	 －お手伝いの人と。 
娘は 25~30歳、結婚しているが遊びに来た。 
とてもいい親子関係を築いた。 
1人の人をずっと好きで添い通した。 
これ以上に特にこの人生で、学びの為に思い出すべき

事はもうない。 
 
 
その直後の人生のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
建物か見える。 
大きなビル。 
余り知らない街並み。 
黒い靴を履いている。 
ビルの側にはもう行けない。 
ビルから少し離れた所にいる。 
木。 
駐っている白い車。 
マヤ（以前とは違い、夢の中で、“ディー”と呼ばれ

ていた人物の本名を思い出していた。） 
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24歳。 
とてもいい天気。 
とてもすっきりした気分。 
大きな仕事が終わった後。 
大きな街の様だが人が見えない。 
「もう忘れていい」とマヤに言われた。 
 
 
現在の自分として生まれる直ぐ直前のイメージ 
 
何も特別な事がなく、ただ寛いでいて心地良い。 
適度に暖かくて明るく、快適で過ごし易い。 
白くてふわふわしたもの。 
両親は誰でも良かったけれど、とにかく 1人で静かに
していたかったので、なぜ生まれなくてはいけないの

か分からない。 
1 人で静かにしているだけでは学びや向上がないので
生まれてきたのかもしれない。 
 
 
イメージセラピー 
 
暗示 
 
 
 
セッション後のクライアントの感想など 

 

とき子さん	

とき子さんのおかげで忘れていたことを思い出したようなす

っきりした気持ちになれましたし、素敵な体験ができたと思い

ます。	

性格はなかなか変わるものではありませんが、私には、少しポ

ジティブになった今くらいが一番いい気がします。	

それでは、またお会いするのを楽しみにしています。	

 
 

 
 


