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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】 
母親と娘との関係の 
責任感と背負っているものの重みの重圧 
自信 
３回の鬱症状 
乳癌 
など 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
セッションの記録： 
 
 
リラックスできる場所のイメージ 
 
花が咲き乱れる草原。 
真ん中が黄色の白い花、ポピーの様な花。 
幸せな６歳の少女の私。 
１人。 
少し離れた所にトラクター。 
人々が畑で働いている。 

私の祖父母が近くにいる。 
牛達の為の牧草を刈って、与える。 
祖父の後を付いて行く。 
一緒にトラクターに乗り込んむ。 
祖父の膝の上に座る。 
いつも祖父からの大きな愛情を感じた。（涙） 
祖父は私が９歳の時に亡くなった。 
私はいつも祖母を手伝って、牛達に餌をあげていた。 
ミルクを絞ったり、餌をあげたり、牛達の体をブラシ

で綺麗にしたり。 
日常的に、色々な事を手伝いながら祖父母の側で過ご

していた。 
自分が役に立てている事が嬉しい。 
ランチの後の昼下がりに、いつも祖父とソファに座っ

て寛いだ。 
温かな素敵な思い出。 
 
 祖父との対話のイメージ 
 自分をもっと信じる事が大事だよ。 
 他人の事まであれこれとする必要はない。 
 花を持って私のお墓に来てくれる時は、いつ

 もお前の話を聞いているよ。 
 今でもいつもお前と一緒に過ごしているよ。 
 
 祖母との対話のイメージ 
 あなたはいつでも思いやりの心を持って、

 色々な事を手伝ってくれたね。 
 あなたが私達の農場に泊まっていた時は、必

 ず私を助けてくれて、その事が本当に嬉しか

 ったよ。 
 私が年老いた時は、あなただけはいつも私を

 訪ねて来てくれてたね。（涙） 
 掃除や運転やコーヒーを湧かしてくれるの

 を手伝ってくれて、今でもあなたのしてくれ

 た全ての事に深く感謝しているよ。 
 あなたが、母親の事でずっと思い煩っている

 事はちゃんと知っているよ。 
 どれだけ彼女に傷付けられても、それでもあ

 なたはいつでも彼女の事を気に掛けている

 わね。 
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 でも、あなたは先ずは自分の事をもっと気に

 掛けなければならない。 
 あなたには、自分を 優先させねばならない

 程の価値があるんだから。 
 そして、あなたはその事を分かっているでし

 ょう。 
 
 
自分の中に 大の価値を見出す為に、思い出す事が必

要な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
教会の中。 
尼僧？ 
沢山の子供達に囲まれている。 
裸足。 
黒いドレスとケープ、頭には白い布。 
首の周りには“クロシェット”。 
この場所に、私はとても役に立てている。 
庭があって、沢山の野菜などを育てている。 
沢山の果物の木も植わっている。 
子供達も自分と一緒に庭仕事をしている。 
子供の何人かは、歌ったり踊ったりして、皆がとても

幸せに過ごせている。 
 
３０歳。 
名前はセルマ。 
８歳の時からこの修道院にいる。 
私の両親は 2人共病気になった。 
父は亡くなった。 
母は大丈夫だったが、私の多くの兄弟姉妹達を１人で

育てていく為に働かねばならなくなった。 
私は家庭の状況が分かっていたから、家を出て、修道

院に入る必要性を完全に理解できた。 
 
イタリアのどこか田舎。 
1600年代。 
 
５人の尼僧。 
そのうちの何人かは学校で仕事。 

何人かは料理を担当、子供達にも教えた。 
私の義務は、畑で野菜などを育てる事。 
 
夕食の場面のイメージ 
子羊の料理。 
畑で採れた人参、ジャガイモなどの野菜も豊富。 
焼き立てのパン。 
飲み物は水。 
子供達は、畑での出来事や、学校で習った事を話して

いる。 
その日は、本を読む事を習った話をしている。 
本を読む時は、各自で庭の好きな所に座っていい事に

なっている。 
９人の子供達、３−１２歳。 
１人の少女がとても悲しそうにしている	 –	 この子
は、両親が離婚して、家庭に十分な食料がないからこ

こに連れて来られた。 
 
その人生で も意味深かった場面のイメージ 
子供達全員が自分の側に寄り添っていて、信仰を持つ

事の大切さに付いて話してあげている。 
４０歳。 
 
その人生の重要な場面のイメージ 
６０歳前後。 
戦争ではないが、何か大きな大惨事が起きた。 
イタリア全土に困難が広がっている。 
多くの人々が病気に侵された。 
多くの子供や女性が私達の修道院の扉を叩いている。 
女性達の多くは、夫を亡くした人々。 
余りに多くの人々がやって来る。 
悲しく、やり切れない思い。 
彼ら全員を助ける事は不可能。 
 
元の情勢に戻るにはその後８−１０年の歳月を要した。 
人々は健康を取り戻し、私達に感謝してくれている。 
その事が嬉しく、やり切った満足感を齎している。 
 
人生 後のイメージ 
老婆、８９歳。 
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大きな椅子に座っている。 
私の前にいる子が、今日あった出来事を私に報告して

くれている。 
 
毎日の様に沢山の人が私を訪ねて来てくれている。 
殆どは大変な時期を一緒に乗り越え生き残った女性

達で、頻繁に足を運んでくれている。 
 
ベッドに横たわっている。 
子供達に取り囲まれている。 
辛うじて何とか息をしている。 
この世を去る時が来た・・・ 
と思った瞬間に、空に向かって飛んでいく様な感じ。 
雲に辿り着き、そこに座り、遠くから子供達の姿を見

下ろしている。 
私の祖父母が両腕を広げて私を出迎えてくれている。 
私が自分の 大限の事をして人生を全うした事を誇

りに思ってくれている。 
 
この人生を振り返って 
例え両親がいない様な境遇であっても、常に自分のベ

ストを尽くして人の為に役立ち、有用に過ごさねばな

らない事を学んだ。 
人の為に生きる事に、人間としての本当の幸福がある

事を学んだ。 
 
“セルマ”から自分へのアドバイス 
＜常に心を平穏に保つ＞のはとても大切。 
あなたにとってベストだと思う事を常に心掛けなさ

い。 
あなたの自身の人生にもっと焦点を当てなさい。 
やるべきだと感じている全ての事をする事は不可能。 
先ずは人の事よりは自分の事、＜自分の人生をより良

くしてく事に付いて考えるのが先決＞。 
その事について、もっと強い意志を持っていい。 
それができてから、あなたの周りの人々を世話してい

く事を考えねばならない。 
ただし、あなたが自分の人生に幸福を見出して、確固

たる自分自身を見出してからでないと、他人の事にあ

れこれと思いを巡らせても上手くはいかない。 

 
 
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 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
農場。 
動物を飼っている。 
羊、牛、馬など。 
スウェーデン。 
ラホルムの近く。 
1800年代。 
名前はエレン。 
20歳。 
夫がいる。 
 名前はラッセ。 
 今生のパートナーかも？ 
2歳の娘がいる。 
2人目の子供を妊娠している。 
とても満たされた幸せな人生。 
夫といつも一緒に素晴らしい時間を過ごす事を楽し

んでいる。 
私達は、どこかのダンスの会場で知り合った。 
 
別の場面のイメージ 
畑で仕事をしている。 
バスケットに食べ物を持って来ている。 
夫の目を只じっと見詰めるだけで、とても幸せに感じ

る。 
鶏にえさをあげている。 
夫は馬に乗って、ジャガイモの様子を見に行った。 
子供達はとても賑やかで楽しそう。 
彼らの瞳はとても美しい青色。 
娘の１人は、今生の娘の１人に似ている。 
 
この人生での重要な場面のイメージ 
３０歳位。 
酷い病気になってしまった。 
精神状態がとても悪い。 
哀しみが大き過ぎる。 



 

 4 

精神的な痛みに打ち拉がれている。 
自分自身と闘い過ぎている。 
常々休む間もなく自分の家族の為に骨を折り続けて

いる。 
その他の多くの人も助けてきた。 
でも、自分自身の事をいつも後回しにして、疎かにし

過ぎた。 
 
ベッドに横たわってから、もう１−2ヶ月が経っている。 
生きる気力が全くない。 
夫とは話をしている。 
彼は子供達の世話をしっかりとしながら、私の事も気

遣い、良くしてくれている。 
彼はいつも私の言う事を聞いてくれ、食べ物や愛情を

与えてくれる。 
 
 夫との対話のイメージ 
 愛する妻がこんなに長い間ベッドに横たわ

 り、泣いているのを見て過ごすのは耐えられ

 ない。 
 彼女に何かを読んで聞かせようとしている。 
 でも、彼女が心の中で何を感じているのかを

 理解するのがとても難しい。 
 彼女がその少しでも説明してくれたらどん

 なに助かるかと思う。 
 僕は彼女の将来への希望を失ってはいな

 い。 
 少なくとも、 近は彼女の瞳に光が戻ってき

 た様な気がしている。 
 
終的に、私は回復する事ができた。 

ベッドに伏した本当の理由は、魂の休息が必要だった

かららしい。 
この経験から、私は休息を取る事や自分のエネルギー

を完全に消耗し尽くす前に、自分自身の事をもっとし

っかりと見詰める事の重要性に気付く事ができた。 
 
別の重要な場面のイメージ 
私の孫の１人（４−５歳）が病気になって、死に掛け

ている。 

孫の名前はオリビア	 –	 今生の孫の１人に見える。 
彼女はもう何も食べられず、薬を投与されている。 
彼女の側にずっと腰掛け、沢山抱き締めてあげている。 
死んで体を離れたら、とても美しい天使になるのよ、

と言ってあげている。 
私を見上げて、微笑んでくれる。 
 
今、オリビアが死んでしまった。 
私の娘（オリビアの母親）と、彼女の 2人の子供達を
世話してあげねばならない。 
彼らとの暮らしは活気に溢れているけれど、それがか

えってオリビアがいない哀しみを助長させる。 
オリビアは、私にとってとても特別な存在だった。 
 
オリビアの死によって齎された気付きなど 
私達は一緒に生きている時に、お互いを気に掛ける事

ができる。 
時として、怒りや絶望を互いに抱く事があるが、それ

らのネガティブな感情に振り回されず、囚われず、自

由になる事の大切さを常々覚えておかねばならない。 
全ての経験や感情は、私達が学ぶ為に体験する為に起

こり、そして、私達はそれでも前に進み続けねばなら

ない。 
私達が共生している時はお互いの存在を確認し合い

ながら、どの様により幸せに生きていくかに焦点を当

てる事が大切である。 
 
この人生 後の場面のイメージ 
年老いている。 
９３歳。 
私の夫は９７歳で、まだ健在、今でも私の側にいてく

れている。 
私の娘は一緒に住んで、私達の生活を支えてくれてい

る。 
私はベッドに横たわり、そしてとても疲れている。 
私は病気ではない、只、とても年老いた。 
人生に後悔は何１つとしてない。 
この人生を通して、数限りない体験をする事ができた。 
いい事、素敵な事、公平な事ばかりではなかったが、

悪い事に焦点を当てる事はできない。 
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時には自分の背中を真っ直ぐにのばし続ける事が難

しい事もあった。 
でも、困難な時にこそ、私達は夫婦、家族としてお互

いの距離を縮める事ができたし、後になってみれば、

困難な体験の数々を心の底から有難いと思う事がで

きる。 
 
後の息を吐き切って・・・ 

体を離れていく。 
私の魂が、草原に飛んで行って、上下に飛び跳ねる事

を楽しんでいる。 
まるで、幼少時代の幸福そのものだった時の様に。 
 
健康な子供達を持てる幸運があった。 
そんなに沢山の友人はいなかったが、数人の心から慕

える人々が持てた。 
人生の殆どの時期に、私は安心感と幸福感に包まれて

過ごす事ができた。 
沢山の大切な体験をする事ができた。 
９歳の時に愛する祖父を亡くし、２１歳の時に１８歳

の従姉が亡くなった。 
沢山の人々を支えさせて貰う事ができたし、人々の問

題に直面しなければならない事もあったが、ポジティ

ブに生きて行く事の大切さを実感できた。 
私が直面した精神疾患は、如何に自分自身や人生を楽

しみ、休息する事の大切さを身を以て学ぶ事のできた

大切な機会だった。 
 
 
ハイヤー・セルフとの対話 
 
クライアントに見せた２つの過去生について 
起こっている事から目を背けたり閉じたりする事が、

彼女を病気にさせている。 
これらの魂の記憶や体験は、彼女の今生の意味や状態

を理解する為に気付くべき大いなる価値を含んでい

る。 
彼女はもっと自分自身を大事にし、自分の心の声に耳

を傾ける必要があるという事を、彼女に知らせたかっ

た。 

 
これ迄に悩んできた鬱症状の意味について 
彼女の母親は、周りの誰に対しても親切に世話を焼い

ていた。 
母親は娘である彼女に対して、自分の様にしなさいと

いう様なプレッシャーを与えた事は全くなかったが、

彼女は自分でそのプレッシャーを感じ、母親と比較し

て、自分が不十分だと考えてしまった。 
彼女の感じたプレッシャーは、誤解によって自分で作

り出した産物である。 
それが、彼女の鬱症状の原因を作り出した。 
 

母親の会話のイメージ 
私が精神的に病気になったのは３０歳の時

 ですが、その事を自分の娘（クライアント）

 には伝えませんでした。 
私は重度の鬱状態に陥りました。 
私はできる限り自分のベッドルームに閉じ

籠って、誰にも自分の感情を言いませんでし

た。 
娘はその時８歳でしたが、もっと後になって

から、私が死んでしまうのではないかという

恐怖心を抱いていた事を話してくれました。 
私の父（クライアントの祖父）は、私の も

酷い鬱状態の 中に亡くなりましたが、その

事もきっと娘にとてつもないダメージを与

えたと思います。 
娘は常に気遣ってくれ、私の目にはとても強

い子の様に映っていましたが、その事が、私

が彼女の感情にそれ程までには注意を払わ

ず、彼女の存在を疎かにしてしまった理由か

もしれません。 
 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
彼女（クライアント）はとても豊かな感受性を持った

人。 
だから、彼女が自分の母親をもっと理解しようとする

為に、母親と同じ症状を体験している。 
彼女が母親に対して持っている誤解を手放す迄、母親
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が傷付いた様に、自分自身を傷付けるという体験であ

る。 
 
セラピー	 ＋	 暗示 
 
 
乳癌を患った意味について 
彼女は８歳の時に、自分が４０代になったら癌によっ

て死んでしまうと思い込んでしまった。 
何故かというと、彼女の母親が何かしらの重篤な病を

患い、それが原因で死んでしまうと信じ込む程、彼女

にとっては強大なインパクトを持った体験だったか

らだ。 
 
乳癌自体は良性と言われる類いのものだった。 
この体験が、彼女の人生のターニング・ポイントとな

った。 
彼女は彼女が享受している人生に対してもっと感謝

の気持ちを持つ様になった。 
前の夫との離婚に関しても、人生に於ける意味合いを

見付ける事ができた	 –	 離婚という体験は、彼女の
心を引き裂き、鬱状態を悪化させたが、総体的には人

生の大きな変化に向かう為に必要不可欠な出来事だ

った。 
乳癌の体験は、彼女の娘たちとの関係をより親密にも

した。 
特に次女は、母親を失うかのしれないと考えて、深い

哀しみに沈んだが、その事が親子関係をうんと向上さ

せた。 
彼女自身も、自分自身との関わり、繫がりを飛躍的に

向上させる事ができた。 
 
癒しのセラピー	 ＋	 暗示 
 
 
長女との関係について 
長女が１０代の頃は、彼女（クライアント）の言う事

は全て娘にとっては煩わしいものだった。 
それに、彼女の母親（娘の祖母）は、長女の肩を持っ

た。 

長女が１８歳の時、通っていた学校を退学して、自分

のアパートに引っ越して行った。 
このアパートは、今現在に至る迄、彼女が払い続けて

いる。 
 

“娘”との対話のイメージ 
私（娘）は、実際に自分の母親を傷付けよう

 としていました。 
それにも拘らず、彼女は扉を閉じる事なく、

 私の為に開き続けてくれました。 
今では、その事に深く感謝しています。 

 
私（クライアント）にとっては本当に辛い時期でした

が、娘の気持ちを理解する為の良い時期でもあったと

思います。 
これからも、娘の為に私の心の扉はいつも開け続けて

いきます。 
何があっても、彼女は掛け替えのない存在であり、私

は彼女を愛し続けていくでしょう。 
 
彼女達は本当に“チーム”を組んでいるみたいなので

すが、私が、自分の娘と母親から酷い疎外感を感じて

きた体験を通して、とても傷付きましたが、今、それ

は、過去に起こった出来事を許すという学びを得る為

であったという事に気付けました。 
そして、娘と母親の間に親密な関係を築いて、それを

発展させる事ができたという事実を、喜んで受け入れ

たいと思います。 
実際に彼女達は、お互いをとても頼っているのですか

ら。 
 
セラピー	 ＋	 暗示 
 
A（クライアントの付き合っている男性の娘）との関
係について 
彼女の母親は数年前に他界しました。 
彼女の父親が、新しいパートナーとして私と付き合い

始めたのは、その後です。 
彼女は自分の父親が幸せでいて欲しいと願っていま

したが、新しい女性と関係を持つ事に因る幸せではあ
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りませんでした。 
彼女は、母親の場所を奪う人間を許す事を、勿論好む

訳もなく、私を受け入れるのにとても苦労しています。 
L（付き合っている男性）は、自分のガールフレンド
（クライアント）と実の娘の両方と共に色々な事を一

緒にしたいと思っていながら、実際はそれができず、

とても残念に思っています。 
でも、実の娘の方が、彼女を拒んでいる為に、彼女が

どうする事もできないのが現状です。 
彼女は、恋人の娘の抱いている心の痛みや葛藤を深く

理解していて、彼が娘を気に掛けてあげ、充実した時

間を過ごす事がとても重要だと考えています。 
 
クライアント 
私は、それでいいの。 
私の心のドアは、彼女の為に常に開けておくわ。 
 
 
ボディ・スキャン 
心臓部に影。 
 
 心臓の影との対話のイメージ 
 彼女が自分で私を作り出した。 
 彼女がいつも自分以外の事で余りにも忙し

 くし過ぎている事を教えようとして、私はこ

 こに快適に留まっている。 
 彼女の心と精神が同じ言葉を話せていない

 という事を伝える為にここにいなければい

 けない。 
  
 【どうすれば、心と精神は同じ言葉を話せ

 る？】 
 他人の事をあれこれと考える前に、まずは自

 分の本当の気持ちについて面倒を見なくて

 はいけない。 
 自分自身と自分の心を喜ばせて、自分自身の

 事について素敵な気持ちにならなければ。 
 常日頃から、彼女は“自分はこうすべき”だ

 という事ばかり考えていて、それ以外の事が

 疎か。 

 もし彼女が自分自身をしっかりと自分自身

 と向き合って自分自身を満たしてあげたら、

 彼女の真実の姿や解放的な性格に触れて、他

 の人が彼女と一緒にいて心地良く感じるの

 は容易くなる。 
 そして、周りの人々は自然と彼女に心を許し、

 素敵な人間関係を彼女と発展させていける

 ものだ。 
  
暗示 
 
 
チャクラの調整 
 
オーラ・スキャン 
 全体的に優しい青と緑。 
 
イメージで、体調を万全に調整 
 
 

 


