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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】 
重症の紫外線アレルギー 
花粉アレルギー 
顔の火照り、腫れ、発熱、嘔吐 
生理の周期の乱れ 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
光の中のイメージ 

 
金色の光。 
雲みたいになっていて、浮いている。 
ふわふわしている。 
体を感じている。 
他に見える物は、例えば、ちょっと下に降りたら、お

花畑がある。 
ピンク、オレンジ、黄色の花がいっぱいある。 
背の丈の小さいパンジーみたいな花。 
香りを嗅いだら、甘い香りがする。 
視線は上から見ている。 

自分の様子は、雲に乗って、上から下を見ている。 
自分の他には誰もいないけれど、寂しくない。 
お花畑の周りはどうなっているか分からないけれど、

向こうの方には木がある。 
山の途中のところにあるお花畑。 
自分の視点を動かしていくと、海が見えている。 
夕焼け。 
波がザッバーンとなっていて、カモメが飛んでいる。 
カモメは三角形の様なフォーメーションで、７羽ぐら

いいる。 
カモメの背中に乗せて貰う。 

 
（思い出し、再体験する事によって今後の人生が劇的

に好転していく大切な情報を持っている時空へと、カ

モメに連れて行って貰う様に暗示・・・） 

 
 
その時空のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 

“C（学校の愛称、簡略）”が見える。 
XX（クライアントの自分の名前	 /以後、“私”と表
記する）が行っていた小学校（私学）にあった。 
道路や車も。 
今ぐらいの自分の視点で見ている。 
カモメに、どうしてここに辿り着いたのか訊いたら、

「大きな雲があって、それを通り抜けたら、ここに着

いた」と言っている。 
「理由はよく分からないけれど、ここに来てしまった」

と言っている。 

 
“C”と１番繋がっていた自分のイメージ 
小学校２−３年生。 
赤いスカートを履いている。 
髪の毛を下ろしている。 
黒っぽい服を着ている。 
チャーチを見て、すごくイヤーな顔をしている。 
初めて来た時ではなくて、今まで何回もここに来てい

るけれど、イヤーな顔をしている。 
１人でいる。 
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今、午前の１０時ぐらい。 
季節は夏。 

 
学校の中に入って行く。 
学校の中に入っても、イヤーな顔をしている。 
友達と会うのがイヤ。 
あ、先生と会うのがイヤ。 

T先生がイヤ。 
認めてくれないから。 
「（私は）やっていない」って言ってるのに、認めて

くれない。 

 
きっかけは、体育の時に服を着替える所があって、そ

の時は女の子４人で着替えに行く時に、友達の１人だ

けが遅れていたけれど、時間がないから自分たちはさ

っさと着替えていた。 
そうしたら、その子が来た時に私がパンツだけだった

から「下を履かないとダメだからちょっと待って！」

って言ったら、T先生が「早く開けなさい！」となっ
て、別に意地悪でしている訳じゃないのに、それが原

因で怒られた。 
「（その友達の子を）わざと締め出して」みたいに怒

られたけれど、その時はたまたまその子１人だけが締

め出されるみたいな感じだったけれど、先生が「お前

ら全員が仲悪いのを知っているし、お前らの事は先生、

信じてないからな」と言われた。 

 
その後もずっとそんな感じで接せられた。 
その子は、結局私と同じ頃にその学校を辞めたかな。 
その子は全然気にしていなかったのに、何かある毎に

先生にいちいち言われるから、イヤになって、その全

員はこの学校を辞めている。 

 
T先生との対話のイメージ  
【クライアントが、先生に信じて貰っていな

いと言っているが、実際はどうだった？】 
もう忘れました。 

 
【それほど特に何も考えずに言っていた事

なのか？】 

はい。 

 
【先生の態度や言葉でクライアントはずっ

と学校がイヤでたまらなかったという事に

ついてどう思う？】 
そんなん、知りませんでした。 

 
【知らないで傷付けてきた人がもしかした

らもっといるかもしれないが、どう思う？】 
それは申し訳ないと思いますが・・・。 

 
【今までに至るまで、ずっと尾を引いている

みたいだが】 
それは、すみません。 

 
クライアント 
【先生はもう忘れてしまっているみたいだが、それに

ついて、どう思う？】 
もう、それは仕方ない。 
でも、その時に言って欲しかったな。 
私も自分の気持ちを言わなかった。 
先生と喋るのもイヤだったし。 

 
目の前にいる T先生に、思っている事を正直に言うイ
メージ 
ずっとイヤだと思っていた。 
先生に全然信じて貰えないし、一緒にいても楽しくな

いし、毎日先生の顔を見ないとダメなのに学校に行か

ないとダメだからずっと憂鬱だった。 
友達に会うのは良かったけど、先生の顔を見るだけで

一気に憂鬱になってイヤだった。 
そんな気持ちでいたくなかったのに。 

 
T先生との対話のイメージ 
そんな感じはなかったけど、そう思って過ご

していたんだったら、ひどいな。 
そういう態度を取っているつもりは自分で

は全くなかったけど・・・。 
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【この態度は、身に付いてしまっているもの

だったのか？】 
こういう態度が習慣になってしまっていた

し。 
もう覚えていない。 

 
【自分の態度はそうでも、その事によって、

子供たちに良い影響を与えていなかったと

したら？】 
これから、態度を改めていこうと思う。 

XXちゃんを傷付けたんだったら、本当にご
めんなさい。 

 
クライアント 
それを聞いて、先生は許してあげるけど、もう会わな

い。 
納得した。 

 
この学校での別の重要な場面のイメージ 
公園にいる。 
学校から徒歩３０秒ぐらいの所。 
鬼ごっこをする事になった。 
鬼を決めた。 
公園は小さいし人数が少ないから、鬼は１人がする事

になった。 

Yちゃんという子が負けているのに、後からグー・チ
ョキ・パーを変えて鬼にならない様にするから、みん

な面倒になった。 

Yちゃんを抜けさせて、その子を抜きでみんなでしよ
うとしたら泣き出すし、それだったら「どっちみち１

５分ぐらいだから、鬼をやったらいいやん」となって、

それもイヤがって、それでみんなもイヤになった。 

それで、帰っても、Yちゃんはずっとメソメソしてい
て、結局怒られるのは自分たち・・・みたいな。 
いつもこのパターン。 

 
一緒にいる仲間に Kちゃんという子がいて、この子は
自分の思っている事を自分の口から言えないから、自

分の思っている事を私に「こういう風に言ってや〜」

といつも言ってきていた。 

そこの全員が、“またか〜、と思っていながら我慢し

てるいつものパターン”だけど、誰も何も言えないか

ら、いつも結局は私がピシッと言う役回りになってい

た。 

 
終的に“C”からYちゃんもKちゃんも辞めていって、

私が残ったけど、“C”のみんなから、「私がずっと Y
をいじめていたやん」と言われた。 
「いや、みんなが言わないから代表して言ってい

た・・・という言い方はおかしいけれど、自分ではそ

う思っていたけど、みんなからはそんな風に思われて

いたんや」と思った時に、その時点で心が“ぐったり

と折れた”みたいになって、「もういいわ・・・」と

諦めた。 
＜友達って何だろう＞ってすごく考えた事がある。 

 
【＜友達とは何なのか＞という事を突き詰めて考え

る好機ではあった？】 
そう。 
今では、友達と一緒に過ごすのは楽しいけれど、今ま

では（小規模な学校だった為）友達を選べない環境だ

ったから、“とりあえず喋る子”が友達で、私の性格か
らして喋り掛け易いから一緒にいたけど、色々と言わ

れて、敢えて一緒にいるんだったら、エネルギーを使

っているだけやったし、そんな事を言われるのに何で

一緒にいなきゃいけないんだろうと考えた。 
私が言わなかったら、みんなが好き勝手に言い合う様

なもっと大きな喧嘩になっていたと思う。 
先生に言われて、みんなで集まって「ごめんね」とか

言っても、次の日になったらまた大きな喧嘩になりそ

うな感じになってしまって、それがイヤだから私が言

ってあげていたのに、「そういう風に言われるんだっ

たら、言わない方がよっぽど良かった」と後悔した。 

 
自分の本心から、みんなの代表みたいになって、何と

かしようと思っていたのに。 

友達が“C”に入ってきた時に、校長先生が「この学校
にいる子は、殆ど幼稚園からいるし、あなたたち（小

学校から入った）３人は、みんなとすぐには仲良くな

れないかもしれないけど、みんなと助け合って頑張っ
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てね」と言っていたし、自分も新しい友達が上手く打

ち解けてやっていける様に助けてあげたいと思って

アドバイスをしてあげたりしていたけど・・・。 

 
ジャンケンの事とかでも色々とややこしい事になる

から、私が間に入って纏めようとしたら、Kちゃんと
かは「大きい喧嘩にならなくて良かったわ〜、ありが

とう〜」と言ってきたけど。 

私は“C”の“みんなが思っているけど口に出せない事”
を代弁して、誰も傷付けない様に気を遣って、言い方

も気を付けて言っている筈なのに、（クライアントに

とっての問題の根源である）Yちゃんは勘違いして、
「クラスの中で XXだけが自分をいじめている」と思
っているから、すごく面倒臭くなってしまった。 

 
それで、関わらない様に決めた。 
その後も、もちろん一緒に過ごす時間はあったけど、

喋る事は少なくなっていったら、Yちゃんは「自分だ
けが仲間はずれにされた・・・」という風になって、

結局は私が悪者にされてしまった。 

 
自分の中では、１番私がみんなの事を考えていたと思

うし、（調和を乱す様な事に関して）“ダメな事”は「ダ
メだよ」と言ってあげたり、積極的に喋り掛けたりし

てあげていたのに、私が Yちゃんの事をいじめるとい
う風にずっと思っていたみたい。 

 
【そういう自分の中にある色々な思い、気持ち、考え

を、周りの人に打ち明けた事はある？】 
家族には言ってない。 
ママには言ったかも？ 

 
【ママは理解してくれた？】 
うーん？ 

毎日 Rちゃんのお母さんから、その人は“モンスター
お母さん”だったのかもしれないけど、毎日の様に電話
が掛かってきていて、私に確認して、「こういう事や

ったらしいよ、ごめんね」とか、「友達の事を考えて

言ったらしいけど、ごめんね」とかって言ってくれて

いた。 

でも、そういう事が毎日の様に続くから、ママが、も

う私にも訊かずに、全部言われるままに「ごめんね」

「ごめんね」「ごめんね」って言うから、「もう私の

事は嫌いになったのかな」と思い始めた。 
「何であなたは、そんな自分勝手な事ばっかりする

の？」って言うし、もう私に何も訊いてきてくれなく

なったから・・・。 
今その事をママに言ったら、「１ヶ月で止めるんじゃ

なくて、毎日訊いてあげたら良かった」って言ってく

れるけど、その時は、ママも勝手に毎日の様に怒って

いたから、会話が少なくなっていったし・・・。 

 
【そんな母の態度に、正直どういう風に思っていたの

か？】 
寂しかったし、何でそんな感じになってしまたのか、

全然分からなかった。 
初は必ず私に何でも訊いて確認したり、電話があっ

たら、直接 Yちゃんのお母さんと喋ってとか、Yちゃ
んと喋って・・・って言ってくれていたのに、そのう

ち訊いてくれなくなってきたから、「あ、もうママは

自分の事を分かってくれたのかな」と思っていたけれ

ど、ママの態度が明らかにおかしいから､何でやろ

う・・・って。 

 
【母は、毎日 Yちゃんのお母さんに謝り続けていた？】 
多分そうだと思う。 

 
【母が、相手に謝り続けているという事に、疑問を持

ったりしなかったのか？】 
自分は全く知らなかった。 
私は状況を把握していなかった。 
初は、必ず私に確認して相手に伝えてくれていたの

に、後の方からは、勝手に謝っていたみたいだから。 

 
 Yちゃんとの対話のイメージ 

妹が生まれて、お母さんが自分にかまってく

れなかった。 
自分がいじめられているとか、友達と上手く

いっていないという事を持ち出したら、お母

さんが、妹ばかりじゃなくて自分にも目を向
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けてくれるから、丁度いい人間みたいな感じ

で XX(クライアント)が色々と自分に言って
きている事をネタに、泣きながらとか、甘え

た声でお母さんに言っていた。 
試したら、妹よりも自分に気持ちを向けてく

れたので、そうしようと思った。 

 
【Yちゃんは、それで満たされたのか？】 
満たされなかったけど、お母さんが妹と接す

る時間が短くなったので、嬉しいなあと思っ

ていた。 

 
【小学校２−３年の時はそれで上手くいった
けれど、その後も同じパターンを繰り返して

いるのか？】 
その後は、友達がいない。 

 
【１番接してくれたのは、結局 XXちゃん？】 
Yちゃん的にはイヤな事を言われていたけれ
ど、自分と１番話していてくれたのは XXだ
った。 

 
【XXが毎日、自分の生活に関わっていた事
を、実際どう思っていた？】 
イヤやな・・・って。 
放っておいてくれればいいのに・・・、みた

いな。 
本当は放っておいて欲しかった。 

 
【XXはなぜ Yちゃんに色々な事を言ってき
たと思うのか？】 

もしも XXが Yを放っておいたら、Yが喋れ
る人が全くいなくなるから。 

 
【Yちゃんの寂しい本当の気持ちを、母に伝
えた事はあるのか？】 
うん。 
でも、自分のかわいそうな境遇をある事ない

い事言ったらお母さんにかまって貰えるか

ら。 

お母さんは、自分の言う事を全部信じたと思

う。 
そういう人だから、多分。 

 
Yちゃんの思いを知った上でのクライアントの思い 
何となくは分かっていたけれど、かわいそうな子やな

…と思う。 
人をけなす・・・というか、人を自分の“下”に持っ

ていってかまって貰うんじゃなくて、・・・自分だっ

たら、そういう事をしないで褒めて貰える様に頑張っ

てかまって貰うようなやり方をしたけど、そういう事

ができない子なんだったら、こっちが折れるしかない

んかな・・・と思っている。 

 
面と向かって Yちゃんに本心を伝えるイメージ 
「Yちゃんには良かれと思ってしてきた事だけど、そ
れが有難迷惑なんだったら、止めておいた方が良かっ

たし、お母さんがかまってくれない事で私を利用して

いたんだったら。利用し続けたらいいやん」、と言い

たい。 

 
 （それを聞いた Yちゃんの反応のイメージ） 
 私にはそれしかできない・・・。 

 
元々2人で遊ぶ時も、○○ミュージアムとかも色々行
っているけど、私が自分で言ったら辺に聞こえるけど、

Yちゃんよりは学力の進んでいるクラスにいたし、記
憶力もあったし、瞬発的な理解力もあって、それを自

分で感じていた。 
水族館で、案内のお姉さんが言った難しい魚の名前も

すぐに私は覚えられたり、「これはこうすんねんで」

とか、「こうした方がいいよ」とか、“何かのやり方

とかを教える役”ら、遊びに行っても Yちゃんのお母
さんに、「XXちゃんすごいね」とか、ママにも「XX
すごいやん」と言われていた。 

Yちゃんは何も言って貰えないから、いつもイややな
あ・・・と思っていた。 
私の事をずっと羨ましがっていた。 
私はそういう事は分かっていた。 
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Yちゃんや T先生の存在によって、“C”に行ってい
た事で何を学べたのか？ 
＜ありがた迷惑はもうしなくてもいい＞という事。 
＜世の中にはそういう人もいる＞という事。 

 
私には公立の学校の友達もいるし、他の習い事で繋が

った友達もいるから、その一点だけに集中しないで、

周りを見たら友達が沢山いるから、その子＜1人だけ
に気を取られなくてもいい＞という事。 

 
相手の Yちゃんがクライアントから学んだ事は？ 
＜言って貰った事にもっと素直に耳を傾けていたら、

もっといい友達との付き合い方ができたかもしれな

い＞という事。 

 
【でも、それは人に押し付けられないし、自分で選ん

でいくしかない？】 
うん。 

 
自分はその時のベストを尽くせたと思う？ 
その時はベストを尽くしていたけど、今、この歳にな

って一歩引いてみたら、すごくバカな事をしていたと

思うし、残念な事をしてしまったなあと思う。 

 
【その時の経験があったからこそ、振り返って、そう

いう風に思える様になったのでは？】 
うん。 
それは絶対にそう。 

 
この経験があった事で、友達付き合いがどう変わっ

た？ 
人に言われた事は素直に聞けるようになっていると

思う。 

 
嫌な思いをしながら頑張って学校に行き続けたその

当時のクライアント自身から、今現在の自分にメッセ

ージがあるとしたら？ 
この時があったから、自分は強くなれた。 

この時は 1人だったけど、見方も変わったし、付き合
い方や考え方も変わったから、「今を乗り越えたら、

何年後かの自分はすごく楽しいよ！」と言ってあげた

い。 

 
インナー・チャイルドの癒し 
（今の自分が、小さい自分をギュッと抱き締めて、「あ

りがとう」と言うイメージ。 
「あなたがいたから、今の私はこんなに強くなった

よ！」と言ってあげる。） 

 
喜んでいる。 

 
暗示 

（“C”を見て、「ここは自分を強くできる沢山の事
を習得できる“すごい場所”なんだよ！」と教えてあ

げるイメージ。 
ここでも体験全てを享受し、全てを認め、全てを許す、

全てに感謝する。 
ここで得た事は、長い目で見たら“嫌な事”ではなく、

これからの人生をずっと先の未来まで、自分を支えて

いく“力”として、自分を支えていく。 
全てを生かして、素晴らしい人生を歩んでいく。） 

 
小さい自分の心境の変化 

今まで“C”を見て憂鬱だったけど、「行くっ！」っ
て言ってる。 
すっきりした顔をして、今、学校の中に入って行った。 

 
 
ハイヤー・セルフと対話のイメージ 

 
なぜ、この“C”の場面をクライアントに見せたのか？ 
この場面を見せる事によって、心をすっきりとリセッ

トして、次のステップを身軽に歩ませる為。 

XX（クライアント）の身が身軽になった。 
XXの中に闇があったから、“何事も慎重に考えて行
動しないとダメ”という風になっていたけれど、心の

その闇が空っぽになってなくなったから、今はもう、

＜自分がやりたいようにできる様になった＞。 
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【“空っぽになった”という事は、そこに何かを代わ

りに入れられる空間ができたのか？】 
今は、代わりにいい事で埋まっているから、もう大丈

夫。 

 
 
 
その他にクライアントが知っておくべき重要な体験

のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
海。 
遊んでいる。 
まだ小さい。 

3歳ぐらい。 
オレンジ色の水着を着ている。 
砂遊びをしている。 
楽しい。 
パパとママ、おばあちゃんがいる。 
旅行できている。 
ここはグァム？ 
全然覚えていないけど、ここはグァムだと思う。 
上の方には道があって、ホテルみたいな建物があって、

前には海が広がっている。 
いい天気で、海がキラキラしている。 
今、砂でお城を作っている。 
おばあちゃんとパパと一緒に作っている。 
上手くできている。 
けど、トンネルを作ろうとしていて、作っていた

ら・・・、壊れている。 
壊れたのに、みんな笑っている。 
壊れたのに・・・、楽しそう。 
自分も楽しい。 

 
次に、お腹にはめる浮き輪と腕にはめる浮き輪をして、

海の中に入っている。 
怖い。 
不安を感じる。 
パパと一緒にいるけど、海が広いから怖い。 
パパが一緒だから少しは安心するけど・・・。 

顔が熱くて痛い。 
こんな事は初めてじゃない。 
痛いのにはもう慣れてはいる。 
でも、こんなに痛いのに、パパにもママにもそれをお

言っていないって事は、多分ずっと前から熱くて痛か

ったけど、それに小さい時から慣れているという事だ

と思う。 
これが普通の事だと思っている。 

 
今は海から戻って来て、ホテルの部屋の中にいる。 
ママに、青色のジェルみたいなのをべったりと塗られ

ている。 
すごく冷たい。 
冷やしている。 
冷たいな～。 
それからおばあちゃんと昼寝をしている。 
パパとママは買い物に行っている。 
今日は楽しかった。 

 
次の日は、プールに午前中に入ってから、昼から街に

出掛けている。 
顔はまだ痛い。 

ほっぺが 1番痛い。 
 
夜ご飯を食べている。 
スパゲッティー。 
美味しい。 

 
グァムには 1週間ぐらいいる。 
この日は 2日目ぐらい。 
 
次の日は海に行ってる。 
朝から。 
私は帽子をかぶらないとダメで、普通のキャップみた

いなのに後ろにビラっとしたものがべろーんと付い

てる。 
首に巻き付けないとダメだから、窮屈で、すごくイヤ

だけど、それを被っていないといけない。 
でっかい貝殻を見付けて笑っている。 
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ここにずっといたいけど、顔が焼けるから 1時間ぐら
いでどこかに行かなくちゃダメ。 
もうちょっといたかのになあ～。 
この日も顔が大丈夫じゃなかった。 
また顔が真っ赤になって、ジェルを塗られている。 

痛い~！ 
ヒリヒリする。 
ジェルは体に合っていない。 
だってママが買った日焼け止めがきついし、向こうで

買ったジェルだから日本製じゃないのだから、すごく

きつい。 

 
次の日はプールに行ってる。 
パパとママとおばあちゃんはマッサージに行ってる。 
私は横で寝てる。 
それからそのままご飯を食べて、ホテルに戻って来て

から、私とおばあちゃんは部屋に戻って、パパとママ

は喋りながらワインを飲んでいる。 
それを見て特に何も感じていない。 

 
次の日は、明日は 終日だから、プールは入らずにお

土産を買いに行っている。 
海は通ったけど、言ってない。 
顔は痛い。 
日焼け止めとか塗っているから、顔がテカっている。 
顔を洗ったら、引きつる。 
日や替え止めは、全然顔にしっくりきていない。 
引きつっているのが分かる。 
ピリピリするから、多分ベビー用じゃないと思う。 
今の肌だったらいいかもしれないけど、小さくて肌が

敏感だからキツ過ぎる。 

 
 

肌と対話のイメージ 
日焼け止めとか、クールのジェルを塗られて

大変。 
 息ができない。 

ずっと塗られているけど、本当は冷やして欲

しい。 

「お風呂に入っている時も、肌が弱いからゴ

シゴシ洗えないから、まだ昨日の“僕”が残

っていて、それなのにまた塗ったら“僕”が

溜まっていきますよ~」って言ってる。 
 
【“僕”とは誰？】	  
日焼け止め。 

 
「僕が溜まって溜まって溜まって溜まって、

どんどん汚くなってきてますよ～」って言っ

てる。 

「溜まっていったら、臭くなるよ~」って言
われた。 
「汚いから臭くなるよ、毛穴が詰まっている

よ～」って。 
私（肌）には合ってない！ 
「僕は美人にしか合わないねんで」って言っ

てる。 
まだ自分は小さ過ぎるから。 
本当は、只ジェルで冷やすか、水で冷やすか、

“冷えピタンこ”を貼った方が良かった。 

 
肌が知らせていたメッセージは？ 
日焼け止めは、あくまでも紫外線をブロック

するだけ。 
「肌は焼かないけど、光が射す、紫外線を跳

ね返す、でも、熱とか他の物は“僕”を通し

て入って来るから、内面から起こる熱とか腫

れの現象は、“僕”ではどうにもならないよ」

って言ってる。 
今現在も日焼け止めを使っている、同じやつ

を使っている。 
それは、今の肌には割と合っている。 
本当に焼けたくないんだったら、これでいい

と思うけど、とりあえず顔を冷やしなさいっ

て。 

 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
今の情報で合っている。 
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日光に当たった時は、濡れたタオルで 1分ぐらい顔を
冷やしたらいい。 

 
 
紫外線をはじめ、色々な刺激に対して肌が敏感になっ

た根本原因となった時空のイメージ 
どこかな、ここは？ 
ママのお腹の中かな？ 
何も見えないけど、多分、お腹の中だと思う。 
体を感じる。 
動かそうと思ったら動かせる。 
丸まってる。 
もうだいぶ大きい。 
何にも思っていない。 

 
テレパシーで、母の見ているもの、感じているものを

感じる 
フィレンチェ。 
これ、写真で見た所だけど、私はまだその時お腹にい

ない筈なんだけど・・・。 
丸い屋根がある、ドームの。 
レンガとか、バゲットとか、ワインとか、大きい樽と

かが見えている。 
多分、ワインの量り売りの樽？ 
ママはここでパパとワインを飲んでいる。 

2人は喋っているだけ。 
楽しそうにしている。 
愛し合ってると思う。 

 
この 2人のところに生まれていくのを感じながら、ど
う思っている？ 
いいところだなあ、と思う。 
でも、お腹の中に自分がいると思っていたのに、すご

く遠い上の方から見ている。 
自分の周りを見渡してみたら、白っぽい光の玉が周り

に沢山ある。 
一杯、ぶわーってある。 
その光は、“人の形をしていない人”。 
自分の様子は、やっぱり白い玉。 
結構大きめの、テニスボールぐらいの大きさ。 

そこから下の方を見ている。 
その下には、フィレンチェで楽しそうにワインを飲ん

でいるパパとママがいる。 
楽しそう。 
自分はそこに行くってもう知ってる。 
いく事を自分で決めた。 
前からずっと見ていたけど、自分でここに行くって決

めた。 

この人たちは、前から知ってる人たちで、少し前に 1
回（ママのお腹に）入ったけど、出て来たみたい。 

何年か前に、1回この人たちの所に行こうと思ってい
ってみたけど、形になれなかったから、行けなかった。 

その後、また探してみたら（2人が）いて、“リベン
ジ”して、これからもう 1回行こうとしている。 
初の時に、何で行けなかったんやろう？ 

 
周りにそれを教えてくれる誰かいる？ 

1回目の後に、またここに来たら、自分より大きい“金
の珠”みたいなのがいて、その人に、「人の形になれ

ませんでした」って言ったら、「もう少し修行を積め」

って言われた。 
「人の形になるのに、もう少し修行を積まないとダメ

だぞ」と言われた。 
その時に“リベンジ”しようと決めて、また行こうと

している。 
形になれなかったのは、心の準備が足りなかった。 
怖がってしまって、ちゃんと自分は人の形になって生

きていけるんだろうか・・・と思ってしまって、 
“金の珠”に連れ戻された。 
まだそんなんだったら行かせられないと言われた。 

 
 “金の珠”との対話のイメージ 
 【なぜ連れ戻したのか？】 

まだくよくよし過ぎていて、全然ダメだから

ですかね。 
 怖がりなんですわ。 

 
 【クライアントの魂が？】 
 そういう事ですな。 
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 【何を怖がっている？】 
後先の事を考え過ぎて、怖がってしまうとこ

ろがあるから。 
人の形になった後の人生を怖がっていると

いう事ですな。 

 
【人生の設定を理解しているからなのか？】 
そこもあるが、人間としてのいい体験をでき

ずにここに戻って来た“白い玉”の仲間を沢

山見てきているから、自分と置き換えて怖気

付いてしまうんですな。 

 
【それは感受性が強いという事？】 
そういう事になりますな。 

 
【その感受性の強さが、物事をより敏感に受

け取りながら色々な事を体験させている？】 
そういう性格もあるけれど、あそこの家庭に

入るのが、この魂にはベストだと思って行か

せたんですけどね、まだ心の準備ができてま

せんで、連れ戻しましたわ。 

 
【もっと具体的に、“準備”の事を教えて貰

ったら、今後の役に立てられると思うが？】 

そうですな、自分で 1度決心して行ったのに
も拘わらず、後先の事を考え過ぎて、人の形

になる前に、性格や自分の持っているいい部

分が壊れてしまいそうだったので、それを崩

さずに人の形になれる事を願って、連れ戻し

た訳ですな。 

 
【受け入れ側の準備というのも関わってい

たのか？】 
それは大丈夫でしたな。 

 
【只、クライアントの魂が形になれない事に

よって、親となるべき人たちにも多大な影響

を及ぼしたと思うが、その事も計算されての

事なのか？】 
それはあの者たちの修行ですな。 

失った事で、どれだけ大切であったかを知る

事になったので、次に娘として“こいつ”が

入る時には、もっと“こいつ”の事を大切に

してくれると思いますからな。 

 
【親になるべき人たちにとっては、設定の一

部としてあった事なのか？】 
そういう事ですな。 

 
【“金の珠”として見せているあなたは、ど

ういう存在なのか？】 

 
私は、1番 初からいるものでして。 
何人も何人も行ったり来たりしているから

な。 

 
【行ったり来たりしている魂のお世話をし

ている存在という事？】 
そういう事ですな。 
自分でもうこれでいい、と決めたので、こう

いう世話をしているんですわ。 

 
【人間としての体験が、という事？】 
自分は、人間の形をして色々な修行の体験を

してきたけれど、自分の体験話などをしなか

ったら、悪くなるとは言わないが本来そうあ

るべき人の形ができないから、自分が、自分

の経験を生かして他の魂に教えてあげる様

に導いていくのが私の役目ですな。 

 
【あなたが適切な人生や、適切な家庭を魂に

見付けてあげているのか？】 
そうではなく、その魂の子が見付けた所、決

めた所に上手く入れる様に、心構えを教えて

背中を押すのが私の役目です。 

 
【クライアントの“2回目”が上手くいった
という事は、心構えがしっかりと整ったとい

う事なのか？】 
そういう事になりますな。 
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そういう明確な決心をして、今、上から親の

いる下の方を見ている状態ですわ。 

 
【では、どういう状況の時に、母親のお腹の

中に入るのか？】 

1地番忙しい時。 
母親が、1番やりがいを持って過ごしている
時にお腹の中に入れてあげた方が、その魂が

大切にして貰えるので、そのタイミングを上

から見計らっている。 
その瞬間は、 終的には自分自身で決めるけ

れど、その瞬間は私に知らせる様に言ってあ

るので、「今」と決めた時に、私が後押しを

している訳ですな。 

 
クライアントが母親のお腹に入る瞬間を再体験する

イメージ 
その瞬間は、外に出た瞬間に自分を取り囲んでいたホ

ワホワとしたものがあっという間に消えて、自分がも

のすごく小さくなって、一気に下に降りて行って、ス

ポッという感じに入った。 
その時、ママは笑っていた。 
家でおばあちゃんといる時。 

 
今、お腹に入ってまだ 1時間ぐらいの時。 
この体は、まだ小さな“玉”の状態。 
もう、行ったり来たりもできなくて、ずっとお腹の中

にいる。 
外の様子も分かる。 

 
クライアントがこれから自分が送っていく人生です

るべき課題、設定は知っているのか？ 
背中を押して貰った“金の大将”に、「お前は心の準

備不足で 1回お腹に入っておきながら戻って来てしま
っているから、<もう何があってもやると決めた事を、
思いっ切りやり遂げる>、そして、<恥ずかしくない様
な人生を生きろ>、と言われている。 
 
アレルギーを持って生まれた理由は？ 

それは、元々、魂として持って来た訳ではないが、1
回目に失敗して戻って来た時に、“上”で罰として付

けられた。 

 
アレルギー体質を“上”で付けられた時のイメージ 
“大将”が付けた。 

 
 “金の珠”との対話のイメージ 

これからの人生で、楽しい経験は多いかもし

れないが、自分の心の準備ができていなかっ

た事によって、自分の母親になる人にも大き

な感情や心理的なダメージを与えてしまっ

たので、その代償としてアレルギーの症状を

付けた。 
でも、ここまで重くなるとは思ってもいなか

った。 
ちょっとだけ花粉症が酷くて、ちょっとだけ

花が出るぐらいの筈だったのに、ここまで顔

を腫らす事になるとは思っていなかった。 

 
【ここまでではないにしろ、顔を腫らしてし

まう事を決めたのはあなたですか？】 
違います。 
花粉症の罰は与えたが、その与える症状を選

ぶのが悪くて強目のを選んでしまったので、

“変なやつ”も一緒に入ってしまった。 
その“変なやつ”のせいで、顔が腫れたりし

ている。 

 
それは、罰となる“石”みたいなものを詰め

過ぎた。 
ピカーっと光る石の様なものを棚の中から

選び出して、「じゃあ、今回はこの玉を入れ

るから、死ぬ迄に“これ”を果たしてきなさ

い」という感じでしていて、場合によっては

入れたり入れなかったりして、より大きな、

適切な体験や学びを得られる様にしている。 

XXの場合は、調合の仕方と石の選び方を間
違えたから、1回の人生にとっては“入れ過
ぎた”。 
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【これはクライアントが決めて持って来た

のではなく、“金の珠”であるあなたが入れ

過ぎたという事で間違いないのか？】 
そういう事ですな。 

 
【そういう事なら、間違った時点に戻って、

適量を入れなおす、もしくは全く入れないで

済ますという変更は可能なのか？】 
可能。 

 
 

その場面のイメージ 

これから、石をもう 1度持ってきて、それぞ
れの魂に見合った試練を与えるけれど、石の

選び方を変えようと思う。 

 
【もう既に大変な思いをして、それを乗り越

えてきているので、全く入れないという事が

できるなら、そうして貰えるのか？	 も適

切な選択をお願いできるか？】 
そうだな、よく考えたけれど、もう結構大変

な日光アレルギーを入れてしまったから、今

回はもういいだろう。 

 
次にこの場所に戻って来た時に、その時に見

合って試練を与えるかもしれないけれど、こ

の人生、もうこれでいいから、これからは楽

しんで生きなさい。 

 
【もう今までよく頑張ってきたから、もうい

い、という事？】 
よく頑張りました。 
もう取り去ってあげよう。 
人生を生きてきて、ここに戻って来る度にそ

の石を取ってその魂専用の箱に入れてある

から、今取り出した石は 2つともそこに入れ
ておきましょう。 
もう、完了した。 

 

【今迄の意志の入っていた場所に、代わりに

もっと素敵なものを入れてもいいか？】 
大丈夫。 
その石は“真ん中”に入っていた。 

 
【“体の真ん中”、それとも“魂の真ん中”？】 
“魂の真ん中”。 

 
セラピー	 /	 暗示 
（愛情、家族の絆、希望、これまでの全ての体験や学

びを“叡智” として、石の入っていた場所に入れ、
それがこれからの人生を支えていく） 

 
 

 

（アレルギーの原因は削除されたが、）”刺激に対して
過剰反応をする体のシステム”を作った根本原因とな
る時空のイメージ 

また”金の珠”がいる〜。 

さっきの”大将”が・・・。 

 “金の珠”との対話のイメージ 

それぞれの石には色々な作用があるけれど、

調合ミスで変な反応が出る場合があって、体

験例としては、組み合わせたらいけない２つ

の石を組み合わせてしまった事によって、喘

息の症状が出たりや肌荒れが酷い人がいる

から、それの一種で、化学反応みたいに顔が

熱くなったり頭が痛くなったりしていたけ

れど、それは石の周りについているものが作

用していて、敏感な反応が出ていたけれど、

もうそれは取ってしまったから多分、大丈夫。 

もしもそれでまだ続く様だったら、もう１回

ここに来なさい。 
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【もしも”次回”、”大将”の所に行ったら、何を
して貰えるのか？】 

 次にここに来たら、専用の部屋の様な所に行

 って、上から光の様なものをバーっと（照射）

 して、焼く・・・というか、１回”自分を失く
 して”粉にして、それを専用のカプセルに入れ
 ておいたら、もう消毒された（浄化された）

 綺麗な状態の魂に戻るから、今回した事でま

 だダメだったら、また来なさい。 

 
 【今日、一気にそこ迄してしまう事は可能

 か？】 
 今・・・？ 
 まあ、今、やってあげますわ。 

 
専門の部屋での浄化のイメージ 
“大将”に、今から特別な部屋に行くけれど、開ける

為の特別なカギが必要だから、私が取りに行く様にと

言われた。 

 
色々な石を置いてある部屋の棚に鍵があるから、そこ

に行って来る。 

 
あったから、今から“金の珠”に持って行く。 

 
開けてくれて・・・。 
「うわぁ、暑っ！」 
そこの中に入った。 
ガラスケースの様なところに入って・・・。 
“大将”が、「今からボタン押すけど、暑いよ〜！」

って。 
「暑いけど、一瞬だから」って言われた。 
スイッチが入る。 

 
「暑っ！！」 

 
「あ、自分が消えたのが分かる！」 

 
「あ、何か、自分が新しくなっていってる〜！」 

「あ、もう完成しました」。 

 
あ、“金の珠”が部屋に入って来た。 
「もう戻っていいよ」って言ってくれた。 

 
 “金の珠”との対話のイメージ 
 今回はこれで完了だけど、それでもまだ顔が

 腫れたり赤くなったりする事があるなら、ま

 だ他のところに原因があるかもしれないけ

 れど、自分が考えられるのは、今のところこ

 れだけだから、 終手段を採って、体のシス

 テムを新しく作り替えたから、ほぼ、もう大

 丈夫だろう。 

 
「ありがとうございました」。 

 
 【また何かあったら、あなたの所に来たらい

 いのか？】 
 そう。 
 あなた（催眠者）が連れて来たら、いいでし

 ょう。 

 
 【では、今後とも、よろしくお願いいたしま

 す。】 

 
今は、また、お花端めに戻った。 
海も山もない。 
平地のお花畑がどこ迄も続いている状態。 
さっきよりも、体が軽い。 
心も軽い。 
スキップしている。 
今の歳の自分。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
肺のスキャン 
肺炎も、石の調合の副作用だった。 
今は綺麗で、光っている。 
完璧に癒す。 
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ピカピカにする。 

 
鼻・喉のスキャン 
もう詰まっているものもなくて、何もない状態。 
ピカピカしている。 

 
暗示 
（粘膜を宇宙の光でコーティング。 
外からのいかなる刺激からも守る。 

 
吐き気も石の副作用。 
風邪でしんどい時に、履く事は自然な反応としてある

けれど、石の副作用の為に吐き気を催す事は、もうな

い。 

 
“気が上がっている”と言われていたが、それはどう

いうことだったのか？ 
石からくる湯気というか、エネルギーのオーラの様な

ものが大量にあるから、それが全然沈められずにいた

状態。 
もうなくなっているから、心配しなくていい。 
“上がっていた気”派、さっきの部屋で自分が粉にな

った時に完全に体から出て行った。 

 
服用している薬について 
もう必要ではない筈。 
今はまだ、学校に行っているから、とりあえず飲んで

おくが、春休みになったら、1回飲むのを止めてみて、
様子を見て、徐々に止めていって大丈夫。 

 
 薬との対話のイメージ 
 【どういう副作用を齎してきた？】

 血液と一緒に、テープみたいな役割で花粉を

 皮膚にこびり付かせて、鼻とかに行かない様

 にしていた。 
只、薬を止めると、テープの様な役目のもの

がなくなる事で、一気に色々なものが鼻の方

に行くから、瞬間的に１日だけ鼻がものすご

く出ると思うけれど、そういう背景があるか

ら、不安に思ったり心配したりしない様にし

なさい。 

ものすごく鼻が一気に出る事があっても、び

っくりせず、気をとられる必要がない。 

自分（この薬）に関しては、副作用は特にな

かった。 

【Wの体を離れていく心の準備はできてい
るのか？】 

はい、もう自分は十分役に立てたと思うし、

もう必要ないだろう。 

「では、あなたとは少しずつ距離を取っていきます。

長い間、ありがとう」 

 

生理の不正周期について 

半年ぐらい生理がなかった時期に溜まっていたもの

が一気にドバドバっとくる事と、１回１回の出せる量

がまだ少ないから、１ヶ月に２回に分けないとちゃん

と体外に出せなので。 

問題がある訳ではなくて、１日に出せる量が人の半分

なので、そういう周期に修正してあるだけ。 

もう少ししたら、普通に戻ってくるし、１回の量がま

だ少ないけれど、もう少ししたら、大丈夫になってく

る。 

 

ボディー・スキャン 

体全部が金色に光っている。 

あ、おでこの傷のところだけちょっと曇っている。 

この傷は、触らずにいたら、体の中からの光で早く治

すから大丈夫。 

 

チャクラのバランスを整える 
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ものすごく気持ち良くなった。 

 

オーラ・チェック 

全体的に白っぽくなっている。 

 

 

今日は、これ以上の情報はもう必要がない。 

今日はもうこれでセッションを終わっていい。 

 

 

セッション後 

すぐに症状の改善が見られ、顔や目の腫れもすっかり

なくなった。 

アレルギーの薬は断った。しばらくの間、鼻水が出て

いたが、次第に治まった、との報告を受けた。 

 


