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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】	

高所恐怖症 
カエルに対する恐怖症 
杉・檜花粉のアレルギー 
今後の仕事をどの様にしていくか 
自分の将来の可能性 
前世について 
発達障害の息子との関係 
など 
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セッションの記録：	

	

	

母の胎内でのイメージ 
揺れている感じ。 
温かくて居心地が良い。 
明るい。 
自分自身の体が見える。 
足、足の指もしっかりとできている。 

足が自由に動かせる。 

妊娠8か月目。 
順調に育っている。 
母は楽しそうにしている。 
 料理をしている。 
 味噌汁を作っている。 
 中身は豆腐。 
 匂いはしないが、美味しそう。 
 愛情を込めて料理をしている母の幸せを感じ

 る。 
それを見て、とても嬉しい。 
この母の元に生まれるのが楽しみ。 

 
誕生後のイメージ 
天井の格子模様が見える。 
家にいる。 
自分は寝かされていて、別の部屋に人がいる。 
覗き込んでいるおばあちゃん。 
 嬉しそうに笑っている。 
 自分の知っている祖母の姿ではなく、もっと

 若い姿をしている。 
 顔が違う。 
 自分の方を見て、にこにこと笑っている。 
 自分の事を「かわいい」、と思って喜んでい

 る。 
その様子を見て、とても嬉しい。 

 
 祖母との対話のイメージ 
 かわいい孫。 
 生まれてきてくれて嬉しい。 
 大丈夫だよ。 
 今現在も、いつも側で見守っている。 
 （涙） 

 
 
今生をもっと有意義に過ごしていく為に思い出すべ

き時空の場面のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
雲の上にいる。 
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ほわほわとした感じ。 
自分の体を感じない。 
跳ねたりして遊んでいる。 
とても心地良い場所。 
光が沢山。 

自分は1人だけれど、周りに沢山の光がいる。 
自分自身も光の玉。 
大きさはピンポン玉ぐらいに感じる。 
楽しい。 
でも、何かの変化が起きる。 

 
落ちた・・・。 
地上に・・・。 
暗い所にいる。 
ものが見えず、只暗いだけ。 
体を感じない。 
自分の視点は空中にある。 
何かが見える所まで進んで行くと・・・ 

 
山？ 
木が沢山ある。 
気持ちがいい。 
体を感じる。 
足元にはわらじ。 
男の足。 
紺色の着物を着ている。 
袈裟？ 
手には杖－杖に何かが付いている、銅製の様な円い

物、いつも使っている杖。 

今、40歳位。 
健康。 
がっちりした体形。 
無精ひげ。 

1人。 
旅姿？ 
頭には笠を被っている。 
網代笠。 

 
海の見える山にいる。 
遠くからここまで来た。 

大坂の辺り？から来て、四国にいる。 
旅の目的は修行。 
砂浜を歩いている。 
季節は春。 
爽やかな気候。 
行脚し易い。 
この場所は初めて来た。 
歩みを進めて行くと、辿り着いたのは洞窟の様な所。 
海の側。 

 
座っている。 
座禅を組んで、“感じて”いる。 
自然を感じている。 
これが自分の修行。 
色々な所を回って、自然との一体化を感じる。 

特別な目的地がある訳ではなく、直観に従って1人で
旅をしている。 
＜自分の生きている世界を知る＞為の旅。 
今はまだ修行の途中なので、まだ完全には＜世界＞

を掴めていない。 

 
この人生で重要な場面のイメージ（1） 
赤い柱が見える。 
お寺。 
自分にも関係のある寺？ 
燃えている。 
遠くからも火の手が見えた。 
火事の起こっている時に通り掛かった。 
茫然と見ている。 
火事を見ながら、手を合わせている。 
拝みながら、“無”を感じている。 

25歳。 
この火事が、自分の人生に大きな影響を与えた。 
自分の無力さを知った。 

天正8年（1580年）。 
寺の名前には、“国”という字が入っている。 

 
この人生で重要な場面のイメージ（２） 

28歳。 
人に会っている。 
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とても尊敬している人。 
自分よりも年上の男性。 
（涙） 
寺の僧侶。 
その寺と関係を結んだ。 
自分は僧になった。 
胸が喜びで一杯。 
僧になったのは、居場所がなかったから。 
自分は天涯孤独だった。 
身寄りがなく、幼い頃は、寺で育った。 
自分の育った寺とは別の真言宗の寺に入った。 
とても大きな寺。 
自分の毎日は、掃除、料理、大勢でのお勤めなど。 
自然を感じながら山を歩き廻る。 
山中に赤い塔がある。 
その塔はかなり広い。 
視点が空に移った。 
山だらけの土地柄。 
山の木々の間に、建物が覗いている。 
新緑の季節。 
空気が澄んで爽やか。 
とても綺麗な風景。 
建物は沢山ある。 
全てが同じ寺の領地内にある。 

自分が1番多くの時間を過ごした場所は、四角い感じ
の建物で、20人程の修行僧が生活を共にしていた。 
 
（時間を進めると・・・） 

 
人生の最後の場面のイメージ 
旅に出ている。 
四国での修行の旅。 
この旅で、最も収穫のあったと感じた場所は、崖の

上。 
海をじっと見ている。 
完全な＜無＞の境地。 
巡礼の旅の途中ではあるが、人生が終わった。 
寿命がきて亡くなった。 

55歳。 
 

体を離れて上に昇っていく。 
光が見える。 
光しか見えない世界。 
金色に輝いている。 
闇が広がっている。 
闇の中に自分がいる。 
そこは宇宙空間。 

 
この人生を振り返って・・・ 
気付きを得た。 
自然の存在、全てについて。 
目に見えている存在、見えていない存在、全てにつ

いて。 
＜全てが個々に離れて存在しているのではなく、全

てが同じもの＞だという事。 
＜自分自身が自然そのもの＞という事。 
＜自分自身が宇宙そのもの＞という事。 
この事に気付く為の人生だった。 

この人生の満足度を数値で表すと、80％。 
あとの20％は、孤独感に因る。 
 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
僧侶だった人生を見せた意味 
今の彼女（クライアント）が今後の人生を有意義に

過ごしていく為に必要だから見せた。 
大丈夫だという事を伝えたかった。 
彼女の中には、もう既に人生を充実させる為の知恵

がある。 
潜在意識の中では、自然や宇宙そのものである自分

の存在をちゃんと理解している。 

 
暗示 

 
高所恐怖症について 
光があるだけの世界。 

3歳の女の子。 
名前はマホ。 
光の中で遊んでいる。 
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雲の所にいて、雲で遊んでいる。 
突然自分のいる雲の底が抜けた。 
落ちる。 
地上に。 
もっと上にいたかった。 
雲は金色、地上は闇。 
雲の上にいた時は、地上に闇がある事を知らなかっ

たけれど、底が抜けて雲が割れた時に、闇が見えた。 
水に呑まれる様な感じで落ちて行った。 
空中に浮いてはいるけど・・・。 
雲がなくなった。 
急に、何の前触れもなく雲が割れてびっくりした。 
長い時間を掛けて落下。 
落ちている時、不安で一杯。 
落ちている感覚と、地上に広がる闇の両方が怖かっ

た。 
闇の中にブラックホールがあると思った。 
こんな恐怖感は初めて味わった。 

 
 雲との対話のイメージ 
 マホちゃんを下に落とした理由は、もう下に

 行く時期だから。 
 そうなっているから。 

 
 【誰がそう決めたのか？】 
 マホちゃんが自分で決めた事。 
 遊んでいたから、自分での取り決めを忘れて

 しまっていたて、それで落とした。 
 下に行く事を決めたのは、下の世界で遊びた

 いと思った為。 

 
 【何をして遊びたかったのか？】 
 下で遊ぶという体験。 

 
この人生は、気付いたらそうなっていた。 
雲から落ちて、とてもびっくりしていると、気が付

いたら闇の中にいた。 
闇が怖いのではない。 

 
セラピー	 ＋	 書き換えの暗示 

（睡眠へ移行） 
暗示 

15分間、これ迄の人生で最も充実した睡眠を楽しみ、
心身の疲れがとれる。 
【その他に高所恐怖症の根本原因があるとしたら？】 
光があるだけ。 
幸せ。 
もう大丈夫。 

 
 
花粉に対するアレルギー症状について 
特に限定された過去に原因があるのではない。 
気持ちの問題。 
“ブルー”な気持ち。 
気持ちが沈むと、花粉の影響を受け易くなる。 
自分を攻撃する。	  

 
【”気持ちが沈むと攻撃してくるもの”との関連を断ち

切るには？】 
縁を切る。 

 
暗示 
自分の気持ちと外部の情報が関連性を持たない様に、

“縁を切る”  

 
 
カエルに対する恐怖感について 
潰れる。 
気持ち悪い。 
嫌だ！ 
小学校の体育館の壁で・・・。 

 
 潰れたカエルとの対話のイメージ 
 潰れた時、痛かった。 
 自分が潰れる時の痛みが、（クライアントに

 は）恐怖として伝わっている。 
 自分の痛みを敏感に察知したらしい。 

 
 【自分の痛みを察知された事に関して、どう

 思う？】 
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 自分は何も思わない。 
 何も感じない。 

 
 【クライアントが勝手に察知した、只それだ

 けの事なのか？】 
 そうだよ。 
 自分（とクライアント）との感情的な縁は別

 に不必要だと思う。 

  
 【なぜ、クライアントの目の前で潰れたの？】 
 自分は投げられた。 
 男の子に。 
 びっくりして、痛かった。 

 
 【男の子に対して、何か特別な感情が湧い

 た？】 
 何も思わない。 
 痛いと思った瞬間に“終わって”いた。 
 只それだけの事。 

 
自分（クライアント）は恐怖と気持ち悪さ以外にも、

男の子に対しての腹立たしさも感じた。 

2年生の時。 
 
【自分のしている事を分からずに彼がした事を許す

と同時に、目の前で潰れた姿を見せるハメになった

カエルが植え付けたネガティブなイメージも許せる

か？】 
許せる。 
もう大丈夫。 

 
【家の周りにいるカエルについては？】 
出て来ないで欲しい。 

 
 自宅にいるカエルとの対話のイメージ 
 この家は気持ちがいい。 
 いい環境。 
 何かをするつもりはなく、只、そこにいたい

 だけ。 
 潰れたカエルと自分は無関係。 

 座る場所がある。 
 ウッドデッキが気持ちいい。 

 
 【クライアントが困っているのを知っている

 のか？】 
 知らなかった。 

 
 【今後、クライアントにどう関わって欲しい

 のか？】 
 見ない振りをして欲しい。 
 頼まれたら、移動する。 

 
 
息子（7歳/発達障害）との関係について 
お互いに合意して、設定の上で親子関係を結んでい

る。 
前世も一緒に過ごした。 

 
 一緒だった前世のイメージ 
 道路、バイパスが近くにある。 
 街に住んでいる。 
 九州のどこか。 
 長崎？ 

 昭和40年頃？ 
 自分は女性、60歳？ 
 家事をする毎日。 
 夫はもう他界している－今生の夫？ 

 娘は30歳。 
 孫は小学生、ソラ君－今生の息子。 
 皆一緒に暮らしている。 

 3人暮らし。 
 家族関係に問題はない。 
 むしろいい家族関係。 
 自宅は大きな一軒家。 
 豪邸。 
 手入れされた庭。 
 割と裕福な暮らしぶり。 
 夫が頑張って働き、財を蓄えられた。 
 娘は離婚していて自分と同居し、パートをし

 て働いている。 
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 重要な場面のイメージ 
 体を離れ、家も離れて、空に上がった。 
 街の景色を見下ろしている。 
 この人生は、楽しい人生だった。 
 やり残した事があるとすれば、孫が小さいう

 ちに死んだ事。 

 孫は8歳、自分は56歳だった。 
 孫は、光の様な子供だった。 
 もう少し一緒に生きていたかった。 
 光に入ってからも、孫の近くに行ったりして

 いた。 
 孫は会社勤めをして、結婚して子供が生まれ

 た。 
 孫も幸せな人生を送っていた。 

 
 彼の最後は孤独だった。 
 まだ若かった。 
 死ぬ時に側に誰もいなかった。 
 彼が死んで光に来る時に、出迎えた。 
 彼は自分を見てとても喜んでいる。 
 次の人生を設定するのは一緒にした。 
 光しか見えない。 

 
 息子のハイヤー・セルフとの会話のイメージ 
 今の人生は、自分の意志で選んだ。 
 体験する為に選んだ。 
 この人（クライアント）となら、楽しい人生

 が送れるから。 

 
（睡眠に移行） 

 
ランチ・ブレークを挟んで・・・ 

 
高野山の奥の院出会った、不思議な体験を再体験す

るイメージ 
そこに立っていると・・・。 
お坊さんの姿。 
若い僧侶。 
蝋燭に火を点けている。 
体に何かが入ったかの様な感覚の場面。 

ぼわーっと温かいもの。 
体に入って来た。 
 ＜温かいもの＞との対話のイメージ 
 自分は、空海。 
 自分が呼んだ。 
 タイミング。 
 そういう時だから。 

 
 【どういう時なのか？】 
 世界の流れ。 
 変化している。 
 意識が変容していく。 

 
 【クライアントが奥の院に行った事には意味

 があるのか？	 （クライアントは、それ迄の

 人生で高野山や空海についての見識がなかっ

 たが、突然５か連続で空海の名を耳にして、

 気になって高野山へ出掛けた）】 
 （クライアントを）呼んだのは、もう、決ま

 っているから。 
 自分との縁がある。 
 その縁は昔できたもの。 
 昔というのは、＜間＞。 

 
 【高野山という場所は、何が特別？】 
 高野山というのは、世界が見える場所。 
 見えるから、自分はここにいる。 
 ここは特別の場。 
 ＜真ん中＞にある。 
 日本の中心。 

 
 【何か特別なメッセージはあるのか？】 
 今はまだ言えない事がある。 
 （クライアントには）もう伝えたいメッセー

 ジを送ってある。 
 それを自覚している筈だ。 
 世界の変革に関してのメッセージで、もう受

 け取っている筈。 

 
 【高野山を訪れる多くの人々がいるが、万人
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 が望めば空海から何かを受け取る事ができる

 のか？】 
 できない。 
 受け取れる者と受け取れない者がいる。 
 その違いは、＜縁＞だ。 
 （クライアントの）持っている＜縁＞は、僧

 侶だった時代に結んだもの。 
 この者が修行したのは、高野山。 
 高野山にいた僧侶だ。 
 その時は見守っていた。 

 
 【「あなたは魂として見守っていたのか？」】 
 そうだ。 
 それで、この者を呼んだ。 
 （クライアントは）僧侶時代によく行を修め、

 自分（空海）の境地に近付いた。 

 
 【自然や宇宙そのままである存在としての自

 分を悟った、という事なのか？】 
 その通り。 

 
 【クライアントや催眠者へのメッセージがあ

 れば・・・】 
 大丈夫。 
 全てが大丈夫。 

 
 
再びハイヤー・セルフとの対話 
今回のセッションは、この＜縁＞を思い出す為にあ

る。 
次回、再び高野山に行く前に、思い出すべき事があ

ったから。 
その時、＜縁＞がもっと深くなる。 
自分の役割は、もう今は自覚できた筈。 

 
父親について 

 
 父親との対話のイメージ 
 いつも側で見ている。 
 皆、楽しそうにしている。 

 孫ともよくやっている。 
 自分の人生は荒れていた。 
 特に家庭が。 
 会話がなかった。 
 自分は話をしていたが・・・。 
 孤独を感じていた。 
 人とは接していたが。 

 
 【クライアントに、行動の読めない癇癪持ち

 だったと聞いたが・・・】 
 そんな事はない！ 
 誤解があると思う。 
 自分はいい父親だったと思う。 

 
	  【その理由は？】 
 お金を稼いだ。 
 いい家に住めた。 
 家族を纏めた。 

 
 【家族を纏めたい思いで癇癪を起こし た？】 
 よくは怒った。 
 怒った理由はもう忘れた・・・。 

 
 【大した理由はなくても怒ってしまった？】 
 その通り。 

 
 【アルツハイマーや腎臓病を患った？】 

 アルツハイマーになったのは65歳。 
 退職後。 
 自分はそれ迄、土建屋をしていた。 
 仕事を辞めたらずっと家にいて、酒を飲んで

 いた。 
 酒が好き。 
 仕事をしていた時と比べたら、退屈過ぎた。 
 腎臓癌になった事は、お酒が原因。 
 沢山飲んだから。 

 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
父親を理解し、完全に許す。 
母親について 
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足の付け根に腫瘍ができたのは、ずっと肩が 悪かっ
たので、それとの関係性で。 
血流の問題。 

 
クライアントの今後について 
今は＜シフト＞の期間。 
これからは整体を辞めていく。 
今現在している仕事（コーチング、ファシリテータ

ーなど）を続けていく。 
魂の流れに沿っているから。 

 
【人生で最終的に辿り着くのは・・・】 
雪が見える。 
南極？アラスカ？ 
雪のある所？ 

 
試しに“アカシック・レコード”から情報を得るイメー

ジ 
え、それは何ですか？ 
（クライアントは“アカシック・レコード”という言葉

さえも知らない） 

 
宇宙と、光が見える。 
図書館の様な感じ。 
透明な感じの図書館。 
そこには記録がある。 
誰かがいる。 
女の人、とても細い、でも人ではなく、影の様。 
沢山の人がいる。 
＜私の場所＞に、人が一杯。 
自分が実際に関わってきたり、関わっている人では

なさそうな気がする。 
自分はブースの前に立っている。 
奥に部屋がある。 
中には入らず、そこに立っている。 
記録はなくて、人々がいる感じ。 
座っていたり、立っていたりして、皆がこっちを見

ている。 
嫌な感じはしない。 
これから会う人たちなのか、誰なのか分からない。 

（過去生での）自分ではないと思う。 
（直接誰なのか訊いてみると・・・） 
自分に知恵をくれている人々。 
どこかで出会う人々ではなくて、“そこ”にいる存在。 
“そこ”から自分に知恵を与えてくれていると感じる。 
その人たちは光の中にいて、見守ってくれている。 

 
次回のセッションでこの場に来ると、得たい情報は

得られる。 

 
今回はこれで十分。 

 
ボディ・スキャン 
体は曇りがなく、きれい。 

 
 
チャクラの調整 

 
（睡眠に移行） 
暗示 
これまでの人生で最も充実した深く、有意義な睡眠

時間を持つ（約 30分）。	

 
 
セッション後のクライアントの感想など	

	

とき子様 

今日はありがとうございました！ 

貴重な体験ができて、しかも気持ち良く、やみつきになりそ

うです！ 

後半寝てしまったので、その前の辺りを覚えていないのです

が、深く眠れて良かったです。 

また次回を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいた

します。 

記録のシェア、ぜひぜひしてください。 

——————————————————————— 

こんにちは。 

先日はありがとうございました！	  

セッションの記録、大変興味深く拝見しました。 

自分では忘れていた所が結構ありましたので。	


