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 ニューヨーク在住 
 ピアノ講師 
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よく見る夢： 
アメリカの都会の高速道路、人がいなく、その脇を自

転車を引きながら歩いている 
中国、東洋の国で特別な衣装を着て曲に合わせて踊っ

ている 
小さな虫などが周りを這っていて、恐れおののいて叫

びもがく 
少し暗めの大きなスーパー・ショッピングモールを、

男性（兄のの様な、父の様な人）と無口で歩き、店内

で商品を探している 
何もない白、黒、銀の空間の中で、近代アートなどの

作品と自分のみがいる世界 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
今回のセッションの目的： 
 
【解決、軽減、解消したい事項】 
自分が本当にしたい、なりたいものは音楽家なのか、

または別の職業なのか。 
人と自分を比べず自分に自信が持てる様になりたい。 
両親と自分の過去における関係、自分が彼らの為に出

来る事は何か。 
自分が解決しなければならないカルマはあるのか。 

生きていなければならない目的など。 
小さい子に対する壁を作ってしまう理由、自分の子供

であっても愛せない様な気がする。 
二胡の音色を聴くと涙が出そうになるが、理由がある

のか。 
 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
リラックスできる場所のイメージ 
金色の光に包まれている。 
宇宙の中にいる。 
月や星が周りにある。 
宇宙空間を歩いている感じ。 
“無”の気持ち。 
安らぎの場所。 
月の上に行く。 
水色の池の前で座る。 
目の前に地球を臨む。 
 
地球の上で今生を生きている自分に思いを馳せる。 
 
最近の自分を誇れる場面のイメージ 
高校の入学式。 
父が電話をくれた。 
合格した！ 
 
小学校時代の楽しい思い出のイメージ 
ピアノのレッスン。 
お姉さんの様な先生。 
優しく的確な指導。 
ピアノの楽しさを教えてくれた。 
感謝の気持ち。 
 
子宮内のイメージ 
喉が苦しい。 
口に指を入れている。 
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手を見ると、赤黒くてまだ小さい。 
まだ小さい。 
泳ぎ回っている。 
リラックス出来ている。 
この先大丈夫だ、という感じ。 
 
誕生の直前のイメージ 
両親が病院にいて、話している。 
父が「ちーちゃんなら大丈夫」と母に言っている声。 
自分も大丈夫、という思い。 
 
【これから生まれていくこの人生での目的は？】 
両親を幸せにする為。 
誰かに出会い、その人を幸せにする為。 
＜誰かの為に生きる＞。 
 
誕生の場面のイメージ 
すでに母の腕の中。 
父、母方の祖母と叔母、親戚のおばあさんが近くにい

て嬉しそうに笑っている。 
嬉しい。 
これから大変になっていくなあと思っているが、幸せ。 
 
両親を離れた場所から見付けた時のイメージ 
地球の外。 
宇宙空間から地球上にピンク色に光るモノガあった。

ので、そこに行く事にした。 
自分の求めている温かいモノを感じる。 
ここに降り立つ事を以前から知っていた様な気がす

る。 
自分自身の子供をここに感じる。 
 
 
今生に生かす為学びや気付きを得られる、思い出すの

が大切な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
男物の下駄。 
黒っぽい色の着物。 
余り質の良いものではない。 

手に小銭を持っている。 
名前は“三郎”。 
 28歳。 
 背は高い。 
 色白。 
 結い上げた髪型。 
金銭を扱う場所で働いている。 
江戸時代。 
 
自宅のイメージ 
小さな木造長屋に住んでいる。 
自宅には闇取引したと思える書状が沢山ある。 
母と 2人暮らし。 
母の体調は悪い。 
自分は未婚。 
食べる事に全く興味がない。 
 
職場のイメージ 
仕事は余り良くない。 
やはり金の闇取引をしている。 
男性が沢山いる。 
何かギャンブルの様な事が行われている？ 
土地の価値などを計算して誤魔化している。 
この仕事に対してよい気分ではないが、この仕事しか

自分にはなかった。 
母が病気なのと、自分の不甲斐ない性格の為に続けた。 
初めはずっとこの仕事を続けていく気はなかった。 
25－26歳頃から始めた。 
計算が得意だった。 
闇取引に対しては、常に違和感があった。 
 
もう少し先の場面のイメージ 
39歳。 
借金が嵩んで手が回らない状態。 
結婚はできないで 1人暮らし。 
母はもう他界している。 
1人で仕事を含め、切り盛りしている。 
 
この人生で重要な場面のイメージ 
30歳。 
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自分の目の前に女性が立っている。 
その女性と一緒になろうかと思っていたが、自分の境

遇や仕事の為に自分から身を引いた。 
人生で 1番辛い時だった。 
彼女は唯一自分の心を理解してくれる魅力的な女性

だった。 
ふみ子、ゆみ子？（聞き取れず） 
彼女と結婚しておけば良かった。 
そうすればまともな仕事をしていたかもしれない。 
が、やはり他の能力はなかった。 
 
この人生最後の場面のイメージ 
50歳。 
自分の意志で自害？ 
汚い畳の上に。 
骸骨の様になって横たわっている。 
誰 1人として看取ってくれる人もなく孤独に餓死。 
食べる気力も、生きる気力も皆無だった。 
別れた女性の事がずっと好きで未練があり、後悔の念

が離れなかった。 
別れた時点から気力が次第に失せ、だんだん何もかも

諦めてしまった。 
 
死後の場面のイメージ 
魂となってしばらく自分の亡骸の傍で、自分の体が朽

ちていくのを見ていた。 
そのうち小さな物体になってスーッと上に上って行

き・・・。 
海を下に見下ろしながら再び宇宙に戻った。 
 
この人生で得た学び、自己洞察 
自分の不甲斐なさから母親を助けられなかった。 
疑問を持ちながらも汚い仕事に身を染めてしまった。 
自分の弱さから好きな人と一緒になれなかった。 
自分さえ良ければ良かった。 
子供にも恵まれなかった。 
 
“三郎”から今生の自分へのアドバイス 
両親を幸せに。 
好きになった人と一緒に家族を作る。 

誇りを持てる仕事を持って欲しい。 
自分の境遇を憎まない。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
＜汚い心、やきもち、妥協の心、孤独な心、無関心＞

を取り出して、＜温かい気持ち、守られている様な安

心感、平穏、美しい心、優しさ、愛、許し＞に置き換

える 
 
 
別の、今生に生かす為学びや気付きを得られる、思い

出すのが大切な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
小さな花柄の靴。 
15－16歳。 
着物？ 
黄色の民族衣装。 
名前は“リャン”? 
 三つ編み。 
 目が吊り上がり気味。 
 健康。 
似た様な恰好の子が 3人一緒にいる。 
一緒にいて幸せ。 
踊り仲間。 
姉妹関係。 
約 100年前。 
中国の何処か。 
 
住んでいる場所のイメージ 
綺麗な箪笥や鏡がある。 
何か大きな建物の 2つの部屋に住み込みしている。 
料理を出したり、踊ったりしている。 
主人は恰幅のいい 40 代の男性、沢山の女性に囲まれ
ている。 
私は、いつも式典、パーティーの様な席で踊る。 
羽根の様な物を手に。 
太鼓、二胡の音。 
楽しい。 
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この人生で重要な場面のイメージ 
23－24歳。 
踊り仲間である姉妹の 1人が暴行されて亡くなった。 
絶望感。 
自分が彼女のお墓を作ってあげた。 
姉はそこに残るといったが、自分は自分の意志で屋敷

を出て行く決心をした。 
自分は他民族の人の住む所へ移動したいと思った。 
 
（時間を進めて・・・） 
周りの人々はシャツやズボン、スカート姿。 
ヨーロッパの何処か。 
私は、毎日路上で踊って、小銭を貰っている。 
以前の生活よりましだと思う。 
色々な人に踊りを見て貰って、喜び、褒めてくれるの

が嬉しい。 
住処は白い建物の小さな 1部屋。 
ホームレスの様な暮らし振りで、親切な人にタダで貸

して貰っている。 
ここで、新たに西洋の楽器を知る事ができた。 
多文化に触れられた。 
狭い世界から大きな未知の世界へと出て行けた事に

対しては喜びを感じる。 
 
別のこの人生で重要な場面のイメージ 
30歳。 
病気を患っている。 
喉、胸が痛く、苦しい。 
肺が悪い。 
息をするのが苦痛。 
体調は悪かったけど、見てくれる人がいるのでその人

達の為に最後まで踊っていようと思っていた。 
最後は路上で死ぬ気がしていた。 
 
この人生最後のイメージ 
部屋を貸してくれていた人が、部屋にベッドを入れて

くれた。 
1 人で死んでいったが、その人のお蔭で路上や床の上
で死なずに済んだ。 

 
この人生で得た学び、自己洞察 
踊りを人に見て貰いたかった。 
誰かに認めて欲しかった。 
もう少し生きていたかった。 
自分の家族を作りたかった。 
姉妹を幸せにできなかった。 
中国を離れてからは姉妹に最後まで会う事が叶わな

かった。 
勇気を振り絞って、新しい環境へと抜け出して行けた

のは良かったと思う。 
 
“リャン”から今生の自分へのアドバイス 
もっと自分の心の中を周りの人に打ち明けねば。 
強がっているだけでは認めて貰えない。 
他人に対して心を開いていかねば。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
＜辛さ、孤独、後悔、挫折感などのネガティブな心＞

を、＜素直な気持ち、家族の絆、感謝、愛、希望、自

信＞に置き換える 
 
 
その他にも、思い出すのが有意義な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
白い壁。 
白いソファー。 
家具の余りない木造の家の中。 
大きくはない浜辺にいる。 
 
浜辺の遥か彼方に太陽が沈む頃。 
太陽が 1番光っている。 
光を見詰めているのに目が痛くない。 
リラックスして優しい気持ち。 
今日も 1日が終わるんだなあ・・・と思っている。 
大きな愛情を感じている。 
 
ピンクの小さいビーチサンダルを履いている。 
短パン、Tシャツ姿。 
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短めのブラウンの髪。 
褐色の肌。 
黒い瞳。 
6歳。 
（コロンビアか、）ブラジル。 
家の近所の浜。 
家の外にあるベランダ？から砂浜を見ている。 
1人で。 
家族は父母、4歳の妹。 
妹とは仲良し。 
幸せ。 
名前はアーシャ？ 
 
自宅のイメージ 
白いペンキの禿げた木造。 
その辺りではごく普通の余り大きくない一軒家。 
屋根はオレンジっぽい。 
潮風の為にやはり少しペンキが剥げた様な感じ。 
木製の扉、余り頑丈ではなくすぐに出入りし易い。 
屋内は、床にカーペット。 
天井にファンが回っている。 
窓は全開、外は暑いけど、屋内には涼風がある。 
父（今生の父の様なイメージ）‐新聞を読んでいる。	  
母（今生の、幼少期のピアノの先生の様なイメージ）

‐台所で料理。 
辛みの利いた芋料理、自分の好きな料理の 1つ。 
マンゴも見える。 
家族で食卓を囲む。 
ご飯は美味しい。 
夜は、両親が無干渉だったので外のソファーの上で 1
人で眠る。 
 
この人生で重要な場面（1）のイメージ 
37歳。 
ポンペイの遺跡の様な感じの場所にいる。 
白い器を持って水を運んでいる。 
夫がいないので、1人で水を売って働いている。 

建設現場の日雇い労働をしていた。 
	 	 木の下敷きになる事故で亡くなった。 
	 	 グスタフ？ 

夫と結婚した場面のイメージ 
特に結婚式はしなかった。 
家の中で親戚が集まって食事。 
とても幸せ。 
夫とはお見合いで出会った、真面目で口数が少ない。 
 
水運びの場面に戻る 
毎日毎日、同じ生活の繰り返し。 
何も変わる事なく同じ生活。 
汗水たらして・・・。 
同じ作業をずっと続ける。 
生き甲斐もない。 
夫が生きていた頃は好きな仕事をしていた。 
絵を描いたり木を彫ったり。 
そういう生き甲斐があった。 
子供は 2人。 
この時点で 10歳の息子、3歳の娘。 
夫が亡くなり、子供たちを養っていく為に、幾らかは

お金になる水汲みの仕事に変えた。 
 
この人生で重要な場面（2）のイメージ 
年老いてきている。 
60歳前後。 
子供たちはもう大きい。 
息子（30歳）は自分の言う事を全然聞いてくれようと
しない。 
娘はよく自分を世話してくれる。 
	 	 結婚をしている。 

割と近くに住んでいる。 
彼女の夫は雑な性格。 
娘はよく自分に泣きついてくる。 
つい甘やかしてしまう。 
女の子だからかわいそうと思い・・・。 
彼女には 2人の孫がいる。 

孫は 5歳と 6歳。 
余り自分になついてくれない。 
好かれていない。 
キャンディーなどをあげるがそれでもなつかず。 
自分を馬鹿にする様な態度で接してくる。 
しっかりと躾けられていない。 
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自分と話が噛み合わない。 
年老いた自分の容姿を醜いと言ってくる。 
それでも叱れず、只、孫だからかわいいと思う。 

孫たちとしたかった事は、ピクニックに行ったり、一

緒に絵を描いたり、作った料理を食べて貰ったり。 
実際には自分の話を何も聞いてくれず、自分の存在を

無視していた。 
一緒にいるのにとても寂しい。 
昔の様にちゃんと声が出なくなってしまった。 
耳も遠くなりよく聞こえない。 
上手くコミュニケーションがとれない。 
 
喉と耳を癒し、しっかりと普通に会話が出来る様にす

るイメージ	  
ちゃんとコミュニケーションがとれる。 
孫たちに抱く愛情をしっかりと伝える。 
理解を深める。 
その結果、孫たちは、自分が呆けていると思って酷い 
接し方をしてきたけど、自分たちの行為が悪かったと

思っている。 
その事を知って、報われた思いがする。 
孫たちを抱き締め、許してあげる。 
 
暗示 
 
この人生最後の場面のイメージ 
白くて硬いベッドの上に横たわっている。 
すっかり大きくなった孫もいる。 
息子はいないが、家族に囲まれ幸せを感じる。 
眠りに就く様な気分。 
喉、首、腰が悪いのは、荷物を運び過ぎたからだけど、

娘だけはその事を理解してくれ、感謝してくれている。 
自分の健康と命を削って家族を養い、守ってこられた

満足感。 
自分のやりたかった彫刻や絵はできなかったけど、家

族と過ごせてこられて良かった。 
家族への感謝の思いで一杯。 
（セラピーによって）最後に声が出る様になり、孫た

ちとも対等に話をする機会が持てて本当に良かった。 
 

死後の場面のイメージ 
眠りに就く様に穏やかに息をひきとった。 
 
この後まどろむ 
 
 
暗示 
今生で最も良質の充足感を伴う 30 分の睡眠時間を持
ち、心身ともに最善の状態となって目覚める。 
 
 
セラピーと暗示 
 
 
 
 
 
セッション後のクライアントの感想など 

 

 

ときこさんへ 

 

今日は、貴重なセッションを頂いて、誠にありがとうございま

した。 

今日は、初めての貴重な体験をさせて頂いて緊張してしまい、

ちょっとだけ貧血になってしまい（過去の事を見たからかもし

れないのですが・・・）ゴロゴロ動き、とき子さんの方にお尻

を向けてしまったり、恥ずかしい事や失礼な事を言ってしまっ

たのではないかと思います・・・。 

ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありません・・・。 

貴重な素晴らしい体験をさせて頂いて、とてもとても嬉しく、

感謝しております。 

不思議な事に、いつもよる、体重いのですが、今日はとても体

が軽いと感じます。 

自分の過去が浄化されたからでしょうか・・・。 

 
 
 


