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2012 / 06 
1st 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 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
叫ぶ時によく見ている夢： 
-大学の様な所で、仲間の男性と会って話をしている 
-夢中で場所移動 
-高いビルの前で予定を話し合う 
-両サイドがビルの大きな道 
-地下の実験室の様な場所 
-宇宙ステーションの様な場所 
-エスカレーターで上に上る 
-事件 
-人が殺される 
-銃撃戦 
-大雨	 など様々なバリエーション 

 
セッションの記録： 
 
 
最近の楽しい思い出のイメージ 
白とピンクの睡蓮が沢山咲いている所にいる。 
彼氏と。 
車で少し遠出をして、遊びに来た。 
つい最近、何ヶ月か前の韓国での思い出。 
夏で天気が良い。 
眩しい為に大きな帽子を被っている。 
彼は半袖の Tシャツ姿で笑って、嬉しい様子。 
 
 
NYに引越したばかりの頃のイメージ 
（10代で母親の再婚を機に移住） 
地下鉄に乗っている。 
黄色い椅子が印象的。 
人気は余りない。 
高校へ初めて向かうので不安。 
学校は好き。 
仲良しの友達と廊下で座って話をしている。 
宿題や先生の話をしている。 
クラスが違うが、気が合う。 
たった 1人の日本人なので、興味を持たれた。 
彼女は性格が正反対で、とても人なつっこく気が合っ

た。 
 
 
弟が誕生した時のイメージ 
（歳は一回り違う） 
大きな声でよく泣いている。 
泣き過ぎて、苛々させられるけれど、心配でもある。 
お腹が空いているらしい。 
嬉しい。 
自宅。 
母はベッドで弟をあやしている。 
義父は｢どうして泣いているの?｣｢大丈夫?｣と覗いてい
る、嬉しそう。 
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母が再婚した時のイメージ（12歳） 
自分の気持ちがよく分からない。 
嬉しくも、悲しくもない。 
母は嬉しそうには見える、笑っている。 
 
 
母が離婚した時のイメージ（6歳） 
悲しい。 
苦しい。 
何もしたくない。（涙） 
暗い。 
悲しいので 1人で狭い部屋にいる。 
隠れていたい場所があった。 
両親の間で起こっている事は理解できなかった。 
難しい事は分からないけれど、これからどうするのか

が気になった。 
直接は訊かなかった。 
母と一緒にいたかった。 
理由は、長い髪の毛を切りたくなかったから。 
父は髪の毛を結べなかったから。 
（テレパシーで両親の思いを汲み取ると・・・） 
父：寂しい、本当は出て行きたくない、でも修正不可	 	 	

能だと感じている。 
母：仕方がない、分かって貰いたいと思っていて、そ

う訊かれた時、「はい」と答えた。 
 
 
子供時代の楽しい思い出のイメージ 
幼稚園。 
土曜日。 
土曜日は早く終わる。 
父の会社が休みで、両親揃って迎えに来ている。 
犬（マリ）も一緒。 
皆で一緒に家に帰れるのが 1番嬉しい。 
マリがいるのも嬉しい、マリが大好きだった。 
マリは 3歳の時の誕生日プレゼントだった。 
でも、遠くに引っ越す時に人にあげてしまった。 
天気がいいので散歩して帰った。 
両親に、今日あった事を話している。 
トランポリン、広い庭での鬼ごっこ、だるまさんが転

んだ、色鬼・・・。 
 
 
母の子宮の中でのイメージ 
いるのが嬉しくない。 
不快。 
狭くて暗い。 
何か嫌なものを感じる。 
嫌なものが周りを流れている感じがする。 
それに包まれていたくない。 
病院の中。 
まだ生まれていない。 
母はベッドの上に座っている。 
他の人のベッドも見える。 
人はいない。 
昼間。 
天気がいい。 
窓の外に青空が見える。 
カーテンが開いている。 
母は入院しているのか? 
自分はまだ妊娠 3ヶ月目位の胎児。 
 
（生まれる直前に時間を進める） 
木が見えている。 
祖母の家の柿の木と庭が見える。 
自分の誕生後も、少しそこで過ごした。 
とても快適。 
嫌に感じていたものがもう無くなった。 
母は出産を楽しみにしている。 
 
 
誕生時のイメージ 
とても眩しい。 
黄色掛かった白い光が眩しくて、こんなに強い光だと

目が開けられないと感じている。 
不安。 
眩し過ぎて怖い。 
大丈夫か心配。 
何だか嫌な感じ。 
広い所に出て来て、とにかく不安。 
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母は疲れている様子。 
休みたいと思っているみたい。 
自分に笑い掛けている。 
白い洋服を着た人が近くにいる。 
医者か、看護婦? 
斜めの方に父がいる。 
嬉しそう。 
 
 
子宮に入る前のイメージ 
雲が周りに見える。 
ふわふわの雲の上に座っている。 
待っているらしい。 
向こうにいる白い洋服を着た人に、待っている様に言

われた。 
次にどこに行くのかを待っている。 
待つのは好き。 
楽しく心地良い気持ち。 
他の人が集められて 1人 1人、行き先を言われた。 
下に人が 2人（両親)見え、そこに行くんだと思った。 
そこに行ってもいい様な気がした。 
とりあえず行ってみて大人しく様子を見てみようと

思った。 
小さくて狭い場所を見付けてなるべく静かでいる事

を心掛けて、近くにいた。 
その後嫌なものを感じ始めたけれど、行き先を変更で

きるか分からなかった。 
別に変更しなくてもいいかと思って留まった。 
 
 
 
今生をより良く生きていく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。 
足元に石が見える。 
女性。 
16歳。 
名前は、Nが入っている。 

Anneかも。 
森の中にいて、深呼吸している。 
ベージュ色のワンピース姿。 
背は高くない。 
痩せ型。 
淡い色の肌、茶色の髪。 
1694年。 
王様のいるどこかの国。 
森には、1人になってのんびりしたい時に来る。 
普段は村にいる。 
 
自宅などのイメージ 
同じ様な家が 10軒ほどある。 
まっすぐな村道の両サイドに、家が建ち並んでいる。 
少し煩い母親がいる。 
父親の姿は見えない。 
玄関先に石がある。 
階段を 2段上って家に入る。 
入ってすぐに大きなテーブル。 
奥の方に階段がある。 
2階は物置。 
4人家族。 
母、自分、弟、? 
わたしの部屋はない。 
家の横に大きな鍋があって、母親が何かしている。 
手に何かを持っている。 
大きなスプーン。 
スープを作っている。 
中身はジャガイモ。 
自分の手には麦の束を持っている。 
叩かなければ食べられない。 
麦は牛にもあげる。 
家に 1頭の牛がいて、自分がかわいがっている。 
牛の名前はマギー。 
 
スープを食べているイメージ 
弟と隣同士に座って食べている。 
弟は 10歳。 
とても仲良し。 
弟が、外で石を投げて遊んで来た話をしている。 
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彼の服は汚れて、黒くなっている。 
自分にはそれ程の食欲がない。 
気分が悪くて、食べたくない。 
母親はまだ外で何かをしている。 
弟は今生での弟の様な気がする。 
 
その人生の重要な場面のイメージ 
1人で森の中の広い道を歩いている。 
向こうから誰かが歩いて来る。 
荷物を積まれた馬を引いている。 
知らない人。 
その人が、自分をどこかに連れさらおうとした。 
抵抗した。 
ナイフで体のど真ん中を刺された。 
丁度、胃のところ。 
 
人生最後のイメージ 
道に倒れてそのまま寝そべっている態勢。 
木々と空を見上げている。 
まだ息はある。 
誰も通らず、人気がない。 
空に吸い込まれていく感じがする。 
思考が止まった感じ。（涙） 
息もできなくなっていく。 
目を閉じたら、もう開ける事ができなくなってしまっ

た。 
 
人生を振り返って 
幸せかどうかを考えた事もなく、特に辛かった事もな

い人生。 
空腹に苛まれた事もなく、健康で元気で過ごせた。 
とても普通の人生。 
 
好きな人がいたのに、何も伝えられずに倒れてしまっ

た・・・。 
倒れた時、光が見えたけれど、そこには行かなかった。 
体を離れて彼を見に行った。 
彼は馬小屋で馬の世話をしていた。 
同じ村の斜向かいの家に住んでいた。 
すらっとしている。 

お互いに好きだった。 
現在の彼氏の様な感じがする。 
 
この人生での学び、気付き 
大きな変化や出来事のない普通の人生が 1番いい。 
変化があり過ぎるとすぐ不安になってしまうので、自

分には丁度いいくらいの普通の幸せがあった。 
この人生で手作業を好きになった。 
 
だいぶしてから、光に行った。 
 
 光との対話のイメージ 
 胃が重く感じるのは、この時の傷のせいであ

 る。 
 変化や不安に連いていけないので、狭い所で

 小さくなっていたいが、もっと外に出て皆と

 暮らせなくてはいけない。 
 社交的でいたくない気持ちがあるから、それ

 がストレスになって胃に痛みを伴って掛か

 ってくる。 
 
 
 胃との対話のイメージ 
 
 【クライアントにとって、胃にはどんな役割

 がある？】 
 私はあなた（クライアント）の全てです。 
 私はあなたの真ん中にいるからです。 
 余り私に負担を掛けないで欲しい。 
 食べ過ぎたり、甘い物を食べる事によって。 
 
 【あなたは、症状によって、クライアントの

 心身に何をしている？】 
 あなたを健康にしてあげたいだけ。 
 だから私に協力する様に。 
 
 【どの様に協力すればいい？】 
 ジャガイモだけでなく、色々な物、例えば

 油っこい物や、色々な物を混ぜ過ぎると対処

 し切れない。 
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 1度に色々食べ過ぎないで。 
 幸い、あなたが食べる事に余り興味がないの

 は丁度いい。 
 そして、もう少し安らかに過ごす様に。 
 肩に力が入り過ぎ。 
 肩が重いと胃も重い。 
 胃の壁が弱く、赤くなっているので、あなた

 の場合は余計な注意が必要なのだ。 
 
 【あなたはその他の事に、どう影響してい

 る？】 
 思い切って何かできない、人に話し掛けられ

 ないなど、消極的になるのは、負担が胃に掛

 かってしまうから。 
 あなたの中は、全て詰まってしまっている。

 でも、だから私が代わりに辛い事を引き受け

 てあげるので、他の所は大丈夫。 
 
 【胃に現れる症状はクライアントを守って

 いる?】 
 この質問が 1番大切。 
 私はあなたを色々な事から守っているので、

 その事に気付いて肯定的にいる様にして。 
 
胃のヒーリング	 ＋	 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	

今日は本当にありがとうございました。	

とても不思議な感じです。	

自分なのに、自分でない様な事を話したのかなーと纏めと見て

驚いています。	

読みながら、催眠状態の時の感覚を思い出していたのですが、

本当は私はずっとあの状態に入りたかったのではないかと思

います。	

時々、1 年に 1−２度ほどですが、普段寝付きの悪くない私が、

理由もなくなかなか眠れない日というのがあります。	

それは、目を閉じて眠ろうとすると、眠りとはどこか違う所に

すーっと体が背中から落ちていく感覚になり（今日体験した感

覚と同じ気がします）、それを拒絶して（無意識に）また目を

開けてしまうからなのです。	

目を開けると、心臓がドキドキしてめまいがしていて、その日

は本当に眠れるまで、最低２−３回は繰り返すのです。	

今日は自分では拒絶して入れなかったその先に、とき子さんに

導いていただいて、目を開けずに入って行かれた気がします。	

ご都合があう日にまたよろしくお願いします。	
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2012 / 11 
2nd Hypnosis Session 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
 胃との対話 
 前回に比べて、状態が大分良くなった。 
 もっとエネルギーが高まってきている。 
 波長が良くなった。 
 光に包まれた様になっている。 
 精神的に落ち着いてきている為。 
 今はとても元気にしている。 
 胃壁が少しずつ厚くなってきている。 
 ストレスを吸収して、自分を守っている。 
 体の他の部分は大丈夫な筈。 
 ストレスがある時は、そのせいで具合が悪く

 なるが、ストレスになる事を考え過ぎないと

 か、十分な休養をとるとかしなくてはいけな
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 い。 
 ストレス自体は感じて当然だが、長引かせな

 い事。 
 ジャガイモは、やはり入って来ると苦しいの

 でいけない。 
 とにかく、全体として今迄にないとてもいい

 状態。 
 
 ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
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 
暗くて、足元がよく見えない。 
タイツをはいている。 
女性。 
皆に「ディー」と呼ばれている。 
 若い。 
 痩せて、背が高い。 
 いつも動き易い格好をしている。 
 肌は白い。 
 髪・瞳は茶色。 
 肌は余り見せない様な格好が多い。 
1930年代。 
ロシア、ヨーロッパに近い南の地方。 
具体的な住んでいる場所は、絶対に人に明かしてはな

らない。 
自分自身も居住地の詳細は知らない。 
 
1人で地下にいるらしい。 
この仕事に就いて結構長い。 
目前には、コンクリートの壁が見える。 
その場所に潜んで、何が行われているのか見張ってい

る。 
何かの情報を見付ける任務に就いている。 
仕事仲間は何人かいる様だけれど、詳細は分からない。 
白髪で太ったスーツ姿の上司の命令に従っている。 
その人の指示した場所に忍び込んで行って、その都度、

毎回目的や場所も違う。 
スパイ活動？ 
具体的なスパイ活動の全容は知らされていない。 
スパイをしている相手の秘密を探らねばならない。 
相手は絶対に表にいない人達で、彼らを見張っている。 
そこでの人の出入り、どういった人間と接触があるの

かなどを調べている。 
細かい事を知ってはならない。 
命が危ない時は逃げなくては・・・。 
 
忍び込んだ先で相手が持っている情報などを収集し

てそれを上司に伝えに行く。 
上司は機械が多くある暗い部屋にいる。 
天井にも照明が見当たらない。 
部屋にある大きな TV画面の様なスクリーンの光が部
屋を明るくしている。 
時々上司の他にも人がいる事がある。 
見張る相手の居場所はどこかの地下室だが、自分はよ

く訓練されていて、入り方も熟知している。 
その場所にも何度も足を運んでいる。 
行動は単独。 
大勢だと見付かる危険性がある為。 
 
訓練を受けた場所のイメージ 
最初に来た時に、目隠しをされてつれて来られたので

具体的な地名や場所などは全く分からない。 
その施設には、何年も外に出る事なく住んだ。 
屋外の砂地、グランドの様な場所に立っている。 
砂埃が酷い。 
壁に取り囲まれている敷地の端の方にいる。 
向こうに白い建物がある。 
 
建物の方に向かって歩く。 
正面玄関のドアは白く、銀色のノブ。 
入ってすぐの所は無人。 
中は薄暗い。 
中にパイプが沢山ある。 
機械、電気、ガスのパイプ。 
ここには自分は余り来ない。 
同じ様な建物が 2つあって、その 2つの間には屋外通
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路がある。 
その建物の斜め前、丁度道を隔てた反対側の右側に自

分が住んでいる場所がある。 
 
居住場所のイメージ 
どれもよく似た建物が 6－8棟見えている。 
普段はそこに住んでいる。 
依然として地名は不明。 
自分を含めて、全員で 10名の女性がいる。 
もっと沢山の人がいる筈だけれど、何も分からない。 
お互いに個人的な話は一切禁じられている。 
親しい友人はいない。 
機械専門の人などもいる筈だけれど、やはりお互いの

素性などは一切秘密にして生活。 
これらの人達とは、体力を付ける為の訓練で一緒に走

っている。 
ここには女性ばかりだけれど、別の建物に男性がいる。 
皆、同じ様なズボン姿、長袖、Tシャツの人もいる。 
行動の仕方、タイプライターの扱い方などを習い、運

動は沢山させられた。 
2－3年ここで訓練生活をした。 
ここに来る事になったきっかけは、どこかで話を聞か

されて、最終的に自分で選んだ。 
 
話を聞かされた時のイメージ 
人、建物、店が一杯の大きな街。 
上司になる人が、道端で偶然自分を見掛けて話し掛け

てきた。 
17歳。 
人が沢山いる場所なので、かえって人目につかない。 
少し話を聞いた時、もう少し詳しく聞いてみようと思

った。 
後に、再び話を聞く為に彼に会った。 
別の暗い場所で話をした。 
もともと独り身なので余り未練もなく、行く決心をし

た。 
その日から 3ヶ月後、18歳の時に訓練場へ向かった。 
 
幼少期のイメージ 
3－4歳の自分が見える（珍しく客観的な視点）。 

家の前に立っている様子。 
近くで母親が働いているので側にいる。 
母親は鼻が高い。 
鼻から上は見えない。 
自分に笑い掛けてくれている。 
洗濯物が多く、忙しくしている。 
父はいる様だけれど、よく不在にしていて、人物像が

湧かない。 
 
家は白い壁、赤っぽい屋根。 
それ程大きくない。 
２階建てで、地下室もある新築に近い状態。 
引っ越したばかり。 
玄関先に８段の階段、手摺も見える。 
とても懐かしい感じがする。 
 
次の居住地のイメージ 
小さく古い家。 
茶色の木の壁、屋根は沢山の藁葺き。 
平屋。 
母の姉妹である叔母の家。 
もう母はいなくなってしまった。 
多分、亡くなった。 
12歳。 
白いエプロン、汚いスカート姿。 
居心地が悪い。 
汚いのが好きではない。 
叔母と 2人暮らし。 
学校は行っていない。 
それ以前の学校の記憶もない。 
健康。 
走るのがとても速い。 
目、耳がいい。 
 
（時間を進めて・・・） 
17歳の時。 
充てもなく、特に目的もなく、只何となく街に出たく

てその大通りをぶらついていた。 
“上司”に出会った。 
叔母には黙って出て来た。 
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自分が幸せか分からないし、幸せについて考えた事も

ない。 
 
その人生の重要な場面のイメージ 
今回は、とても危険な任務。 
その土地は、自分の居住地から 1日で行ける場所にあ
る。 
見た目は地下鉄の駅の様だけれど、中はとても複雑な

造りになっている。 
横に広い建物。 
コンクリートに囲まれている。 
部屋が沢山ある。 
最新の技術が集約された所。 
目的地は、機械だらけの地下室。 
「今からここに入らねばならない。」 
 
自分の手には大きな銃が握られている。 
自分達の仲間は 5人いる。 
男性 3人、女性 2人。 
皆、上司に選ばれた。 
全員この建物に精通している。 
あと少ししたら闘わねばならない。 
相手はおそらく 12－13人の地下室にいる人達。 
地下室は機械が沢山あって、上司の部屋にある様な大

きなスクリーンもある。 
金庫もある。 
相手は何か電気関係の専門家である科学者達。 
この部屋には、今迄も、何度か潜入した事があった。

人がいない時を見計らって、狙って忍び込む。 
この科学者達を抹殺しなければならない。 
詳細は知らされていないけれど、どうやら他の国に重

要な科学技術を渡してしまったらしい。 
その人々は、ロシア人と他国人。 
 
いよいよ銃撃戦になった。 
「出口を探さないと!」 
階の隅の方に長いエスカレーターがあり、そこを走っ

て上っている。 
焦っているけれど、自分は大丈夫。 
仲間の 1人、とても大事にしていた男性が目の前で撃

たれた。 
倒れたて、・・・亡くなった。（涙） 
誰かが、逃げ行く他の仲間達を追い駆けて行った。 
自分は何とか外に出られた・・・。 
 
外は、大雨が降っている。 
暗い。 
必死で逃げた。 
私は道端で、悲しみに打ちひしがれて泣いている。 
任務は散々な結果に終わったけれど、自分は助かった

し、中の状況も把握しているので、何とか報告ができ

る。 
ベージュのトレンチコートを着ているけれど、雨でぐ

ちゃぐちゃ。 
静か。 
夜になってきた。 
仲間 1人 1人の為に、別の車が待っている。 
そこに何とか辿り着いた。 
 
車の中には運転手と上司。 
「クリスはどうするのか、彼の死体はどうするのか?」 
今頃は片付いている筈だと思う。 
まだ何人か生き残っているけれど、相当数が死んだ筈。 
施設は爆破されているでしょう。 
「とりあえず、ゆっくり休め。」 
休もうとしたけれど、死んだ仲間が気になって休めな

い。 
雨が止めばいいのに・・・、と呆然と考えている。 
 
その人生の別の重要な場面のイメージ 
上司の部屋にいる。 
次のターゲットの話をしている。 
画面にその建物の写真が映し出されている。 
上から見ると只の平たいビルだけれど、大きい。 
只、もう現場には自分で赴かなくてよくなった。 
昇格して、今度は自分が上司の立場になっている。 
指示を与える責任重大な立場。 
失敗は決して許されない。 
自分が何か間違いを伝えた場合、皆を失ってしまいか

ねない。 
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ずっと画面を見続けている。 
周りにどんなものがあるのかなど、沢山の事を調べ上

げている。 
建物に侵入する方法などを考えている。 
目が疲れて画面が見にくい。 
他に何人かの人が一緒に働いている。 
職場は＜K＞で始まる所。 
 
冬になり寒い。 
雪が多い。 
仕事場が移動した。 
インテリアはそっくりだけれど、別の建物。 
前よりもっと北の地方。 
地名に Yか Uが入っている。 
その職場には 10年いた。 
その施設で生活もしていて、殆ど外の世界に出る事が

ない。 
敷地が広大で、基本的に必要な物は何でも揃う。 
自分には欲しい物も殆どなく、不必要、衣類もそんな

にいらない。 
頑丈な壁に囲まれた大きな建物で、入り口に鉄柵があ

って、簡単に出入りできない仕組みになっている。 
会う人が限られていて、他人との交流が殆どない毎日

を過ごしている。 
この頃になると、仕事への思いも特に何もない。 
 
その人生の他の重要な場面のイメージ 
病院のベッドの上。 
入院している。 
窓から外が見えている。 
空が青く、木に葉っぱが揺れている。 
季節は夏。 
白い壁、白いシーツ、白い枕、白いブランケット。 
ベッドの柵は薄いクリーム色。 
自分のベッドの両サイドに、他のベッドの為のスペー

スがあるけれど、ベッドはなく、自分 1人だけ。 
部屋の反対方向はカーテンで仕切られていて分から

ないけれど、多分誰かいるかもしれない。 
もともとは 6人部屋らしい。 
部屋のドアが開いている。 

窓も開いている。 
風を感じる。 
2－3階にある部屋だと思う。 
とても穏やかな気分。 
50歳くらいの年齢。 
ずっと具合が悪い。 
どんどん酷くなってきた。 
頭痛が入院の原因。 
もう 1－2ヶ月入院している。 
今はもう大丈夫だと感じている。 
こんな穏やかな日々は、これ迄の人生で経験した事が

なかった。 
もう人生を離れる準備が整っている。 
 
人生最後のイメージ 
最後に見たのは、窓からの景色。 
空がとても青く、天気がいい。 
窓は閉まっている。 
木には葉っぱが 2－3枚だけになってしまった。 
目を閉じる。 
そのまま眠って・・・、もう目覚めなかった。 
 
体を離れた。 
 
体を離れた後、銃撃戦の後、雨の中にしゃがみ込んで

泣いている自分の姿が上の方から見えている。 
亡くなった人は帰って来ないので、悲しい気持ちに暮

れている。 
自分は穏やかな死を迎えられて、安堵している。 
人に殺されて痛い思いはしたくないし、そうなる可能

性もあったので。 
 
この人生を振り返って 
今生での自分が細いミスが怖く、パニックになるのは、

ほんの些細なミスがとてつもなく大きな過失になる

のを熟知しているから。 
この人生で、暗い場所で神経をすり減らしながら過ご

した時間がとても長かった事が、今生で暗所が苦手な

原因となっている。 
逃げる方向を目違えない事を学んだ。 
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隠れ場所や逃げる方向を間違えたら人にも見付かる

し、命に危険を齎す。 
この事は、今生でどの人よりも上手くできる。 
手を抜いたら途中で殺されていた可能性が大きいこ

のストレスの過剰な人生が終わって、もう過去になっ

ているので、今生では心をもっと安らかにするべき。 
仕事の時はいつもの倍以上緊張してしまうけれど、そ

んなに頑張り過ぎなくていい。 
頑張る事は悪い事でもなく、必要だけれど、肩の力を

抜いてストレスを溜めない心掛けが必要。 
いつも時計を確認して時間厳守に徹しているのはこ

の時の名残。 
これは社会生活の上で大切な要素。 
今生に於いては、少々のミスでは死なないので、神経

質にならなくていい。 
とにかく心穏やかにする時間をもっと持つべき。 
嫌な事を忘れて、好きな事にもっと熱中すべき。 
ゆっくりと寝る時間をもっと作るべき。 
1 人でいる時間が好きなら、そういう時間をもっと作
っても問題ない。 
それによって更に支障なく頑張れる時もくるし、反対

にその時間が持てないとただ疲れるだけ。 
無理に社交的になる理由もない。 
とにかく＜心の平静を保って一生懸命に生きていけ

ばいい＞。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
 
その他に思い出すべき重要な場面のイメージ 
素足、ジーパン、白いセーター姿。 
女性。 
痩せて背は低く、大きくない。 
12歳。 
「今の私」。 
東京の、昔住んでいた実家。 
クローゼットの前にいる。 
コートを選んでいる。 
義父と母は上階にいる。 
これから 3人で出掛ける。 

楽しみな様な、不安な様な・・・。 
行き先は空港。 
アメリカへ向かう。 
込んでいて暑くて、居心地が悪い。 
 
飛行機の中。 
とても退屈。 
アメリカは遠く、時間が掛かり過ぎてしんどい。 
ご飯もまずい。 
早く到着して欲しい。 
よく揺れるので、ますます嫌気がさす。 
酔った感じで、体調も不良。 
耳も頭も痛い。 
ジェットコースターも好きでないのに、こんな場所は

とても苦手。 
実父と北海道や沖縄に飛行機で行った時は、飛行機が

苦手だと感じた事がなかった。 
自分の具合がとても悪いのに、母親に構って貰えない

辛さ、焦燥感を感じる。 
結局１人でじっと我慢していなくちゃならない・・・。 
長く苦痛の空の旅だった。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
 
-この時の寂しさ、辛さが後々の飛行機に対する居心地
の悪さ、恐怖感に増大している事の理解。 
-母親の“幸せな未来への選択”を大人の立場から理解
し、受け入れ、祝福する。 
-この時一生懸命人生の流れを受け入れて耐えた 12歳
の自分をしっかりと慰めて、頑張った事を褒めて、心

の痛みを手放す。 
-着陸時にこの旅で心に背負い込んだネガティブな思
いを全て座席に置いて、心軽く未来への希望を胸に飛

行機を降りてアメリカの新地を踏む。 
 
すっきりした。 
 
 
イメージセラピー 
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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	

昨日はありがとうございました。	

何だかとてもすっきりした気持ちです。	

もし本当に過去に生きていた私の人生があって、それが

見えていたのなら、今の自分の行動や考え方にその時の

人生が影響を及ぼしていると思える天が多くありました。	

そう思うと、今の自分に臆病な部分があっても、ただ単

に私のとても深いところに注意深くて確認する癖が染み

付いているだけだと思えます。	

それに、実は私、気配を消すのが得意で、よく人に驚か

れるんです。	

前の職場は、人の気配を感じて点灯するライトが天井に

あったのですが、よく気づかれずにこうどうしてました。	

だから前世は忍者だと思っていました（笑）	

人を驚かさない様に、職場など人と接触がある場所では、

なるべく足音を立てたり、持ち物をガサガサして存在を

知らせているんです。	

困るのは、なかなか人に顔を覚えてもらえないが多いこ

とです。それも、忍者だったら顔は覚えられない方がい

いなと思ってました。	

でもやはり、忍者でなくても、近いものがあったのかも

しれませんね。	

（中略）	

また次回も楽しみにしています。	

 

 

 

 
 
 


