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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】 
背中の痛み 
偏頭痛 
リラクゼーション 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
セッションの記録： 
 
 
 
子宮の中のイメージ 
母親の幸せを感じる。 
母親の話し声。 
ずっと中にいたい。 
生まれてくる事は余り楽しみでない。 
 
 
誕生時のイメージ 
病院の医者が見える。 
母親の姿は見えない。 

疲れて休んでいる。 
少しの孤独感を感じる。 
生まれて来て幸せだとは思えない。 
 
 
 
今後の人生を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 
裸足。 
男性。 
20歳代。 
ジョン。 
擦り切れた茶色の服。 
地味な帽子。 
一応健康。 
中肉中背。 
白い肌。 
道端のポストの側にいて、誰かを待っている。 
誰か、2人以上の男女を待っている？ 
車で来て、自分をどこかへ連れて行くのか？ 
 
自宅などのイメージ 
家はある様だけれど、そこにはもう帰れない。 
両親もいない。 
どことも無くに暮らしている。 
 
その人生での重要な場面のイメージ 
10代の頃。 
誰かが、両親の死を告げてきた。 
両親は、車の事故で 2人一緒に亡くなってしまう。 
その時、自分は家にいた。 
姉もいたが、共に家を出て行かねばならなくなった。 
持ち家ではなかったから。 
 
車で連れられて、その後、そんなに長くないうちに死

んだ。 
（死の場面は見たくない。） 
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人生を振り返って 
“Can’t escape from pain！” 
痛みを回避する事はできない！ 
 
天使からのメッセージ 
もうどうやって痛みを回避できるのか、既に分かって

いる筈。 
 
【どうすれば痛みを回避できる？】 
向き合わねばならない。 
この時の人生も、今の人生も、他の人生も、ずっと避

けようとし続けて来た。 
避ければ避ける程、痛みが大きくなって、自分に背負

い切れない程の大きなものに感じて、最終的にはその

痛みから完全に逃れる道を選んだ。 
 
【完全に逃れる道とは？】 
彼は人生を終える事を選んだ。 
しかし、痛みは、向き合わねばなくならない。 
味わい尽くしたところで、気付きや強さに転じる。 
 
 
その他に思い出すべき大切な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
革靴を履いている。 
30歳。 
女性。 
名前は、アブリゲル？ 
それ程背は高くない。 
少し小太り。 
白い肌。 
こげ茶の髪。 
ドレスを着ている。 
生活は豊か。 
とても美しいアムステルダムの町にいる。 
年代は定かでないが遠い昔。 
1600年代。 
人々は、絵画の中の様な服装をしている。 
ドレスの女性達。 

若い頃はボーイフレンドもいたけれど、私は生涯独身。 
健康。 
 
親しい人が自分に託していった 2人の子供を世話して
いる。 
7～8歳位の、少年と少女。 
 
自宅のイメージ 
自分の生家ではない家。 
オールド・ダッチ・スタイルの家。 
それ程大きくはないけれど、十分な広さがある。 
沢山の素敵な調度品。 
働かなくても、生活に困らない程の十分な資産がある。 
2人の子供を、我が子の様に面倒を見ている。 
子供達がいるので、結婚しなくてもとても幸せ。 
両親は、少し離れた町に住んでいる。 
他人の子供の面倒を見る自分への両親の理解がある。 
 
その人生での重要な場面のイメージ 
とても年老いている姿。 
ずっと一生涯同じ家に住み続けた。 
自分の家が居心地良く、とても好き。 
健康に異常なし。 
特に何をするでもなく、外出も殆どしない。 
子供達は家を出て自立しているので 1人暮らしだけれ
ど、彼らがよく訪ねて来てくれる。 
子供達とはずっと仲良く親しい関係が続いた。 
 
人生最後のイメージ 
とても年老いている。 
自宅のベッドの上にいるイメージ。 
とても満足な、素晴らしい人生だった。 
 
人生を振り返って 
充実感。 
他の人々を思いやる心の大切さを学んだ。 
 
【この人生を思い出した事で、気付いた事は？】 
自分の中に、こんな側面もあった事が分かった。 
流れに逆らわないで、自分らしい生き方を大切にして
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いると、“こうあるべき”という社会一般の価値概念

に囚われないで、十分幸せな生き方ができる事を思い

出せて良かった。 
 
暗示 
 
 
その他の今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 
プラスチック製のサンダルを履いている。 
男性。 
20代。 
今の人生。 
ビーチにいる。 
ケープ・コッド。 
海水浴。 
誰か親しい人と来ている。 
妻と。 
気分は良く、幸せで、この時間を楽しんでいる。 
お互いに愛し合っている。 
彼女もとても幸せそうに見える。 
でも、心の中に、何か物足りなさを感じている。 
それは、彼女からは、自分と同じ様なフィーリングを

感じられないから。 
何かが遠くにある感じ。 
そこにあるべきではない何か。 
彼女は、今でさえ、始めから抱いていた感情を持ち続

けている様に思う。 
 
結婚当初 
只、OKという感じ。 
不安。 
彼女が私の娘の母親になっていくのに当たって、以前

から何となく感じていた何かとても重要なものの欠

如を感じる。 
 
 
その“重要なものの欠如の感覚”と根本的に結び付い

ている場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
革靴を履いている。 
男性。 
40代。 
台所で料理をしている。 
そんなに大した立場ではない。 
給仕。 
豪華な屋敷の台所で働いている。 
ここでは、もう数年働いている。 
イギリスのどこか。 
この屋敷では、多くの人間が働いている。 
自分は、この屋敷に住んでいる多くの人の顔を知らな

い。 
自分は、只、台所の中で働いているだけだから。 
自分が住んでいる場所は、どこか別の所。 
 
住んでいる場所のイメージ 
石造りの家。 
家族と住んでいる。 
母親の体調は、余り良くない。 
 
自分が働いている屋敷に、気になる女性がいる。 
その人が、自分の今生の妻の様な気がする。 
 30代に見える。 
 話している声色で、今生の妻だと思う。 
自分が彼女の姿を見る事ができるのは、食事の時に給

仕する、ほんの少しの時間だけ。 
それも、彼女が客人としてこの屋敷に招かれた時だけ。 
彼女がすごく気になるけれど、自分の身分では、彼女

と話をする事は不可能。 
只、給仕するだけ。 
自分は、彼女の事がものすごく好き。 
でも、彼女が自分の事に目を向ける機会は、絶対にな

いだろう。 
自分と彼女の間には、生活スタイルのとても付もなく

大きな相違があり、自分の事を彼女は一生涯理解でき

ないに違いない。 
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この人生での重要な場面のイメージ 
20代。 
自分の母親が、病気で突然亡くなってしまった。 
母親だけが唯一の家族だったので、たった１人だけで、

ずっとこの家に住んでいかねばならなくなった。 
とても孤独。 
 
この人生の最後のイメージ 
60代。 
同じ家に、ずっと１人で住み続けた。 
とても不健康。 
実年齢よりもずっと老けて見え、疲れ果てている。 
疲れは、極限の孤独から来ている。 
この全人生を通して、唯一の喜びは、屋敷の台所で働

く事だった。 
この人生では、その他の事は何１つ起きなかった。 
気が付けば、孤独に死んでいた。 
 
この人生を振り返って 
とても恐れていた。 
巨大な不安で一杯だった。 
full of enormous insecurity 
 
【もしも恐れや不安がなければ、どんな人生だったと

思う？】 
多くの人達との出会いがあり、色々な所へももっと自

由に旅に出掛けていた。 
 
 
光の中で、光との対話のイメージ 
もっと強くならねばならない。 
自分自身の感情やフィーリングが自分に混乱を齎し

ても、常に回りにはあなたを理解し、サポートしてく

れる人が必ずいるという事を信じなさい。 
魂を癒す為に、もっと愛を受け取りなさい。 
そして、それを他の人にも与えてあげなさい。 
いつ迄も怖がっていてはいけない。 
妻との関係に於いても、恐れと不安を抱いて関わって

いてはいけない。 
上手くいっていないと感じるならば、お互いの事をも

と客観的に見て理解できる様に、距離を置いてみる事

もベネフィットになる。 
今付き合っている彼女は、あなたに自分らしい生き方

ををする為の正しい道を指し示し、あなたを癒す為に

側にいる。 
彼女は、あなたに愛と、どうやって愛を表現するかを

教えてくれる事ができる。 
 
 
彼女との関係を説明する場面のイメージ 
裸足。 
池か湖かで泳いでいる。 
２人ともティーンエージャー。 
一緒にいてて、楽しい。 
彼女はとても幸せそう。 
２人は恋人同士。 
 
家には帰りたくない。 
家には彼女がいないから。 
 
彼女といれる場所は、大きな窓のあるどこかの部屋。 
沢山の箱があちこちに積んである。 
誰かの持ち物が詰まっている。 
引っ越しして来た？ 
とても素敵な場所。 
いつも一緒にいられるから。 
 
暗示 
 
 
光との対話のイメージ 
 
【なぜ、これらの場面を見せた?】 
何が自分らしく、何が自分らしくないのかを教える為。 
 
【自分らしくないのは？】 
不安と恐れに抑圧されて、本当に自分がしたい事をし

ていない事。 
今の彼は、まさにこのステージに立っている。 
妻との関係に、始めから疑問を抱きながら、自分の気
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持ちを誤摩化して今まで生きてきた。 
妻に振り回されている事に気付きながら、どこかで仕

方がないと諦めて、自分らしさを失っている。 
彼女に力を与え過ぎた。 
心のどこかで、その事に気付いていて、自分を責めた

りもしている。 
生活の中心が、完全に彼女にあり、彼は自分を見失っ

ている。 
 
【このままの状態を続けていくと、どうなる？】 
もっと背中の痛みが増すだろう。 
自分の人生を自分の意志で支えていない、軸がずれて

いる事を知らせている。 
 
【では、軸を自分に戻したら、背中の痛みは治る？】 
その事を教えようとしている。 
 
【彼は優柔不断な性格だと言っているが、自分の在り

方を変化させる事によって、例えば今すぐに治す事も

可能？】 
そうだと自分で決めるだけ。 
でも、彼は、決断がなかなかできない。 
人に流される。 
今すぐにここ（背中）を離れる事はできないが、彼が

勇気を持って自分と向き合うのなら、少しは軽減して

もいい。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
【偏頭痛の意味は？】 
また同じ過ちを繰り返そうとしているから、警告して

いる。 
 
【“自分らしくない在り方”の事？】 
その通り。 
目の前にはっきりとした分かれ道が現れたとする。 
すると、彼は、必ずと言っていい程、同じ道を選択す

る。 
つまり、平たんに見える方だ。 

その方が、自分には楽そうに見えるからだ。 
しかし、そんな道が彼に有益だった事は少ない。 
だいたいが、妻であったり上司や他人に主導権を与え

る道であり、言ってみたら、“自分でない誰かに自分

の人生の責任を任せる”結果になっている。 
実情は、そんなものだ。 
＜自分らしい道は、自分の強い意志による選択でしか

歩めない＞。 
彼は今、やっと自分を自由に解放できるガールフレン

ドに出会ったのに、また、選択を他人に任せようとし

ている。 
目の前に、自分が幸せになると感じる道が延びている

のに、そちらを選ぶ事を恐れている。 
 
【平たんそうではないから？】 
その通り。 
しかし、＜自分の真の喜びや幸せに繋がる道は、自分

の力で一生懸命に切り開いていく先にできる＞もの

だ。 
始めから平たんな道に、何の喜びがある？ 
彼は、そんな人生は、今迄に何十回も繰り返してきた。 
 
【では、クライアントが悩んでいる通り、妻との別れ

を考慮すべき？】 
その選択は、本人がするべきだ。 
私が関与する事ではない。 
このセッションで、自分の事が少しはクリアーに見え

た筈だ。 
＜どの道を選ぶかは、本人次第＞だ。 
 
暗示 
 
 
時間が来て終了となる 
 

 
 
 


