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2018 / 02 
1st Hypnosis Session 
 
 女性 

 40 代 
 日本人 
 外科医 
 既婚 
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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】 

 
夫と子供達との関係 

−	 夫：ASD傾向 
−	 長女：ADD傾向、潔癖性（重ね着症候群） 
−	 次女：— 
−	 長男：ADHD傾向、チック症状 
−	 次男：ADD、 LD傾向、夜尿症 

自分自身の癒し 
疲弊感、孤独感の軽減 
ストレスの軽減 
など 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
セッションの記録： 

 
 
 
リラックスする空間のイメージ 
暗闇の中、金色の星を散りばめられたスペース。 
宇宙空間。 

立っているような体勢で、ぼーっと周りを眺めてリラ

ックス。 
体を感じる。 
とても軽い。 

1つだけひときわ輝いている星がある。 
その星に行って、ハイヤー・セルフと繋がる。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
この人生で、多くの悩みを持ちながら生きているが、

今迄、よく大事な事を見失わずにやってきている。 

 
 
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 
教会の様な建物。 
壁に沿って回り階段がぐるぐると設置されている。 
燭台みたいな電気？を手に持って、階段を上の方へ上

がっている。 
黒い服装、白いエプロン姿。 

私は20代の女性。 
 茶色い髪の毛、白い肌。 
 名前は、マリー。 
この教会には住んでいない。 
でも、割と近くに住んでいる。 
ここに来ているのは仕事だから？ 
蝋燭を変える？ 

1人でしている。 
何かのお手伝いをしに来ている。 
ボランティア？ 
この場所に来ると、気持ちがほっとする。 
どこかヨーロッパの国。 
古い時代のフランス。 
まだ人々がドレスを着ている時代。 
教会へは黒い服で行く。 
この教会は丘の上にあり、芝生のある広場がすぐそこ

に。 
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丘を下った下の町に、家が沢山ある。 
人が沢山住んでいる。 
自分は花屋。 
丘の上にあるこの教会をいつも見て過ごしていた。 

 
この教会の上階にはおばあさんがいる。 
小柄なおばあさん。 
教会に住んでいる。 
最近は病気なので手伝ってあげている。 
体が弱っているけれど、自分が来る事を知っていて、

座っている。 
私の顔を見て、「ありがとう」と言ってくれる。 
「大丈夫？」と声を掛ける。 
今生の自分の祖母の様な感じがする。（涙） 
水をあげて、話をし、部屋を片付ける。 
頼まれた事をして、色々な事を手伝ったら帰る。 
おじいさんも部屋の後ろの方にいる。 
おじいさんも一緒に話をして笑っている。 

この2人が隠れる様にして暮らしている。 
静かに暮らしている。 
自分は詳しい事情を知らない。 
とてもいい人たち。 
教会を覗いた時に、おじいさんと出会った。 
今生での自分の祖父の様な感じがする。 

 
 おじいさんとの対話のイメージ 
 自分（おじいさん）は元々、違う教会の神父

 だった。 
 罪を犯してしまって、空いていたこの教会に

 住んでいる。 
 小さい子供を不注意で死なせてしまった。 
 （涙） 
 自分が目を離した隙に、その子が溺れてしま

 った。 
 その子は自分が孫の様に可愛がっていた。 
 その子は身寄りのない子で、預かって育てて

 いた。 
 孤児院で？ 
 遊ばせてあげようと思っただけだったが、溺

 れて死なせてしまい、立場をなくした。 

 溺れた子供との対話のイメージ 
 遊んでいたら、川に溺れて沈んだ。 

 4歳の時。 
 苦しかった。 
 おじいさんが必死で自分（子供）を助けてく

 れようとしている姿を見ていた。 
 死んだ。 
 自分の両親は既に亡くなっていて、光の中に

 入ったら、会えた。 
 嘆き悲しんでいるおじいさんの元へ行き、自

 分は大丈夫だと伝える。 

 
 子供のヒーリングのイメージ 

 
 おじいさんとの対話のイメージ 
 自分が悲しんでいる姿を見守りながら、自分

 をとっくに許してくれている事が知れて安

 堵。（涙） 
 この子は、自分の子供がいなかった私たちに

 とって、まるで自分の孫の様な存在で、とて

 も可愛がっていた。 
 その当時は、町の教会に住んでいた。 
 孤児院で、沢山の子供たちがいた。 
 この子が死んでしまい、自分を追い込んだ。 
 自分の優しさが為に、自分を追い込んだ。 
 まさか自分が子供を死なすとは思わなかっ

 た。 
 他の子供たちがいたが、また同じ事が起こっ

 てしまったら・・・と考えると、とても怖く

 なり、自分は既に年寄りだったし、孤児院を

 離れる事にした。 
 信頼できる人に孤児院を任せ、少し安心。 
 本当に辛かった。 
 丘の上の教会の上に籠って、ここでひっそり

 と余生を過ごそうと考えた。 

 
 おじいさんのヒーリングのイメージ 

 
 マリー（クライアント？）との出会いは、彼

 女が辛い思いを抱いて教会の扉の中に入っ
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 て来た時。 
 自分から彼女に声を掛けてみた。 
 優しそうで信頼できそうな印象を受けた。 
 彼女はとても傷付いている様子だった。 
 何らかの辛い思いを秘めている様に感じた

 が、その事情は詳しく聞いていない。 

 
マリーが傷付いていた理由の場面のイメージ 
私も家に居場所がなかった。 
自宅は花屋で、そこを手伝っていた。 
お父さんが怖かった。（涙） 
お母さんはいないみたいで、家にも存在感がない。 
花屋は、お母さんがしていたと思う。 
お父さんは、何をしているのかも分からない。 
結構家に籠って、テーブルの所に座って何かを食べて

いる、飲んでいる姿しか見えない。 
居心地が悪い。 
お父さんが怖いから。 
それで家を出て、どこかほっとできる場所を探したら、

教会に来た。 
そこの扉を開けたら、優しそうなおじいさんとおばあ

さんがいた。 
そのうちだんだんと体が悪くなっていって、水を運ん

だりしてあげていた。 
この人たちがいなくなったらどうしようと思って、い

つも心配した。（涙） 
この人たちの方が、自分のお父さんよりもずっと親し

みのある存在になっていた。 

 
（お父さんの瞳を覗き込むと・・・） 
お父さんは、今生の夫の様なイメージ？（涙） 
体が大きく、いつもお酒を飲んでいる。 
大きな声をあげて、いつも自分や何かに対して怒って

いる。 

 
2人切りで住んでいる。 
母の姿はどこにも見えない。 
母の記憶すらない。 
写真がある？ 
（写真のある時代） 

 父との対話のイメージ 
 （涙） 
 いつも飲まずにはいられない。 
 人生ついてない。 
 大事な妻が死んだ・・・。 
 不慮の事故で。 
 花の仕事をしていた時に、高い所から落ち

 て・・・。 
 子供が小さかった。 

 1歳だった。 
 自分が1人で子供を育てねばならなかった。 
 大変だった。 
 妻の代わりはいなかった。 
 妻の事は、とても大事にしていたから。 
 死んだ妻が、大事にしていた子だから。 
 妻の事を思いながら育てた。 

 
 【何故、酒に依存しているのか？】 
 やるせない・・・。 
 寂しい。 
 娘は自分に寄り付かない。 
 こんな自分が嫌。 
 情けない。 

 
 【自分を変えようとした事は？】 
 変えようと思った。 
 情けない。 
 思うけど、自分に掛ける金や時間の余裕がな

 かった。 

 
 【それで娘だけを働かせているのか？】 
 矛盾は感じている。 

 
 【酒に逃避している？】 
 でも、体も壊した。 
 動けなくなる様な骨折が原因で不自由。 
 手足が思う様に動かない。 
 苛々する。 
 工場で機械の仕事をしていた。 
 そこで事故に遭った。 
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 何かが落ちてきて挟まった。 
 手足が・・・。 
 ついてない。 
 子供は高校生ぐらいになっていた。 
 自分の代わりに娘が働かなければならなく

 なった。 
 事故の後からは仕事をしていない。 
 仕事ができないから、仕事をしていない。 
 酒に溺れた。 
 娘が働いて酒代を出している。 
 娘は健気だと思うし、悪くて、申し訳なくて 
 苛々する自分は、何もできないから。 
 コミュニケーションが取れない。 
 自分の思っている事と、行動がどんどん反対

 の方にいってしまっている。 
 娘が可愛いのに、居心地悪そうにしているの

 が辛い。 
 自分の本音を伝えられない。 
 情けない。 
 どうしてだろう・・・。 
 辛い。 
 何とかしたいと思っているが、心がどんどん

 離れていく。 
 自分は娘に嫌われている。 

 
 【自分のコミュニケーションが上手く取れ

 ない性格の根本原因は？】 
 自分の幼少期。 
 両親とのコミュニケーションがなかった。 
 やり方を教えてくれなかった。 
 愛情が分からない。 

 
 【妻の事は愛していた？】 
 妻が初めて愛情が何なのかを教えてくれた

 人だった。 

 
 
娘として 
お父さんは不器用な人。 
分かりにくい人。 

今、お父さんの気持ちを知って、できるなら、お母さ

んと出会った頃のお父さんに戻れる様に助けてあげ

たい。 
お父さんの事は、許せる。 

 
 父との対話のイメージ 
 （娘が自分を許してくれると知って） 
 自分が情けない。 
 遠回りした。 

 
 父のヒーリング	 ＋	 暗示 
（自分のコミュニケーション音痴の原因を理解し、親

も自分も許す。娘として、コミュニケーションを図ら

ず、ネガティブな感情を抱いて過ごしてきた自分を許

す。） 

 
（お母さんの写真をじっと見ると・・・） 
今生の次女。 

 
 写真の中の母との対話のイメージ 
 まだ小さい子を残して死にたくなかった。 
 もっと側で生きていたかった。 

 死んでからもずっと2人を近くで見ていた。 
 たまらない・・・。 
 こんな風になって欲しくなかった。 

 2人共、もっと幸せでいて欲しかった。 
 死んでも死に切れない。 

 2人に、「死んでもずっと側から離れた事は
 なかったのよ・・・」と声掛け。 

 （イメージで2人を抱き締める。） 
 「大丈夫、また会えるから、しっかりし

 て・・・」 
 「いつも見守っているのよ、大丈夫よ」 

 
 父との対話のイメージ 
 いつも側にいた事に気付けて嬉しい。 
 また戻れる。 
 （この後の人生でも、チャンスが沢山ある事

 を理解できた。） 
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暗示 

 
この人生で重要な場面のイメージ 

30代半ば。 
海が見える。 
船に乗っている。 

男の子がいる－ 5歳。 
私の子供、名前はケヴィン。 

2人でどこかに向かっている。 
逃げている？安全な場所へ向かって。 
夫から逃げている。 
何で夫から逃げているのか・・・？ 

 
逃げるべき場面のイメージ 
一杯暴力を振るわれている。（涙） 
自分も、子供も。 
特別な原因はないと思う。 

 
 夫との対話のイメージ 
 苛々する。 

 “いい子”だから。 
 癪に障るから殴りたくなる。 
 苛々する。 
 （妻の）やっている事が全部正しいところが

 鼻につく。 
 縋ってくるのも腹が立つ。 

 
 【では、どういう対応や振る舞いをして欲し

 かったのか？】 
 もっと怒って欲しかった。 
 言い返さず、自分の言う事ばかり聞くから。 

 
 【言い返して、怒る人が好きなのか？】 
 自分は怒られた事がなかったから。 
 怒ってくれる人がいなかった。 
 親に甘やかされて育った。 

 
 【甘やかされて育つ環境は、自分にとっては

 良い環境ではなかったのか？】 
 物ばっかり与えられて、愛情をこれっぽっち

 も感じられなかった。 
 愛情に餓えた。 

 
 【妻が愛情を与えてくれると感じて一緒に

 なったのに、なぜ酷い仕打ちをする？】 
 分からない。 
 自分が止められない。 

 
 【もし、妻が逆に怒って言い返してきたら、

 どう対応するのか？】 
 更に殴り付ける。 

 
 【では、妻の対応は正しいものだった？】 
 そうか・・・。 

 
 【暴力の根本原因は？】 
 愛情を、それでしか確認できない。 
 これが自分の愛情表現だと思う。 

 
 【一方方向の自己中心的な言い訳では？】 
 何でも自分の言う事をひたすら聞くと思っ

 て・・・。 
 でも、それも腹が立った。 
 妻が何をしても腹が立った。 
 本当はそれを望んではいなかった。 
 本当の心でぶつかる方法が分からなかった。 
 それで、自分のエゴに偏るしかなかった。 

 
 【自分の態度が相手に及ぼす影響を考えた

 事は本当になかったのか？】 
 最初はあった。 
 でも、そのうち忘れた。 
 捨てた。 
 辛かったから。 
 自分が愛情を求めているのに、それを言えな

 くて。 

 
 【本当はもっと人間らしい直接的な愛情を

 受けたかったという渇望を、妻に言った事は

 あるのか？】 
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 全くない。 

 
 【これで妻が、殴る事でしか愛情表現をでき

 ないと思い込んでいる自分の愛情を感じる

 事ができる筈だと本気で思っていたのか？】 
 ・・・。（涙） 

 
 【妻が自分から逃げて行った事について】 
 今になったら納得している。 
 逃げ出される迄は、何かが間違っているなど

 全然思いもよらなかった。 
 妻と子供が消えて、すぐに気付いた。 
 当然だなと思った。 

 
 【この後、この2人に再会する機会はあるの
 か？】 
 許して貰えるなら・・・。 
 でも、許されなかった。 
 一生、自分の所に帰って来なかった。 
 もう一生会えなかった。 
 どこに行ったのか分からない。 

 
 
黙って家を出るしかなかった。 
夫に家を出て行く事を告げたら、絶対に殺されていた

と思う。 
とても怖かった。 
夫の瞳の中に、今生の夫が見える。 
この人が今の夫。（涙） 
夫も辛い思いをしていたのに、全くお互いを理解し合

えていなかった。 
私は許すのは得意だから。 
いつも・・・。 
切り離す方が辛い。 
崖から飛び降りる様な気持ちで家出した。 
それしかなかった。 
子供を守らなければならなかったし。 

 
（夫にその思いをテレパシーで伝えるイメージ） 

 

 夫との対話のイメージ 
 その後の人生は、只々まじめに働いた。 
 死ぬ迄ずっと。 
 妻や子供に対しては、申し訳ない。 

 
 【もしも生まれ変わって、今度また一緒に暮

 らせるとしたら、どんな人生を過ごしたいの

 か】 
 暴力は振るいたくない。（涙） 
 喜ばれたい。 
 喜ばれる存在になりたい。 
 大事なものを失いたくない。 

 
 ヒーリング	 ＋	 暗示 
 （失くしてはしまったが、この体験からとて

 も大事な事を学べ、妻にその気付きを齎して

 くれた事に感謝。妻も自分も許す。夫を許し

 夫の下を去った自分も許す。） 

 
その後の人生・・・ 
港に着いた。 
イギリス。 
この土地で暮らしていく。 

知り合いもなく、1からの出発。 
苦労するけれど、田舎で子供をちゃんと育てる事がで

きた。 
息子は大きくなって、とても素直ないい子に成長して

くれた。 
後悔はない。 
やるべき事は全力でやれた。 
周りの人は、皆とても親切だった。 
息子とはしっかりとした絆を持て、コミュニケーショ

ンも上手くできた。 
父親の不在に関しても、この子に説明しなくても、自

分で察する力が強かった。 
この息子の魂は、今生の次男。 

いい人生を2人で過ごせて嬉しい。 
 
人生の最後の場面のイメージ 
自分はこれから死んでいく。 
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病気ではない。 

寿命、86歳。 
死を目前にして思う事は、子供をちゃんと育てられて

良かった。 
幸せだった。 

1番やりたい事、ちゃんとした子育てができた。 
精一杯この人生を全うできた。 
思い残す事は、今、何もない。 
でも、もう疲れた。 

1番最後に、子供と話がしたい。（涙） 
子供は死に際にここにいてくれている。 
私はすっかり年老いて、死ぬのが当然な時期なのに、

私の為に泣いてくれている。 
「ありがとう」って言った。 
そうしたら、また泣いている。 
彼の後ろに、彼の家族がいる。 
孫もいる。 
孫の男の子は、今生の長男な感じがする。 
わんぱくな所がそっくりで、可愛い。 
息子のお嫁さんは、今生の長女の様な感じ。 
優しくて、いい子。 
すごくいい子。 
この子が息子といてくれて、とても安心。 
「泣かなくても大丈夫、また絶対にいつか会える時が

くるから」と言ってあげる。 

 
【もしもまた人生を皆で共有できるなら、どんな人生

を過ごしたいか？】 
穏やかな人生。 
追われない人生。 
笑いの絶えない人生。 
皆、健康に恵まれて、幸せに暮らしていきたい。 

 
最後の息を吐き切って・・・。 
光の中に、おじいさんとおばあさんと、お母さんが迎

えてくれている。 
皆、私に微笑んでくれている。 
「ずっと見ていたよ」と言ってくれている。 
「会えたね」とお母さんが笑っている。（涙） 
私の送った人生を、いい人生、美しい人生を全うでき

たと言って喜んでくれている。 
大変な事が沢山あったけれど、勇敢に正しい生き方を

選んでこられたと言ってくれている。 
やり遂げたね、って。 
それが聞けて、満足。 
幸せ。 

 
この人生を振り返って・・・ 
暴力に晒され、男の人たちと関わる事が難しい人生だ

った。 
でも、子供は、優しい人に育て上げる事ができた。 
色々と相手の事情も分かるから、気持ちの持って行き

場がなかった。 
けれども、人に恵まれ、血の繋がりのない色々な人に

助けて貰う事もできた。 
誰も責められない。 
皆それぞれに、他人には測り知れない事情があるから。 
でも、その様な事情が分かり過ぎた事は、かえって辛

かった。 

 
【もしも、この人生にやり残した事があって、未来生

での課題にすべき事があるとしたら何？】 
夫の下から逃げずにできる事があったのかは分から

ないし、この人生では、自分の持っている知恵の中で

は、精一杯だった。 
自分の持っている経験や知恵の範囲でしかのベスト

しか尽くせない。 
この人生での学びを生かして、自分の体験や知識を増

やしていけたら・・・と思う。 

 
光の中に戻った時のイメージ・・・ 
美しい光で満たされている。 

 
 
光との対話のイメージ 
今終えた人生で、彼女（クライアント）は、十分な事

をやり尽くせた。 

 
【再び彼女を地球の3次元の世界に送り出す時に、彼
女が課題にすべき事、使命があるなら、それは何？】 
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皆が後々に後悔する事がない様に、彼女が率先して教

えていく事ができる。 

 
【それは、マリーの人生でやり遂げる事ができたか

ら？】 
その通り。 
本心でない行動と、やむを得ない振る舞いなど、彼女

は全てが分かる。 
後で後悔しない様に、今、この人生で皆が気付く事が

できる様に、もっとチャレンジする。 

 
【今のところ、クライアントのチャレンジは上手くい

っているのか？】 
ギリギリのところで。 
サポートしてあげている。 

 
【今の状態でいくと、使命をやり遂げられそうか？】 
・・・。 
本人が迷っている。 

 
【セッション後に、迷いを払拭できそうだと思うか？】 
私（光）が教えてあげたい事は、彼女が家族や子供た

ちに対して行う事ばかりが全てではないという事。 
自分自身の人生を回す。 
何とかしようと思って何かをやったけれどもどうし

ても上手くいかない様な事は、もう十分やってきた。 
同じパターンを繰り返してきたし、まだ繰り返そうと

しているが、ちょっとずつ光を見られる様にはなって

きている。 
光を感じるのであれば、それで正解。 
今、選択し始めている道でいい。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
光のいう通りで間違いない。 
光と自分はほぼ同じ、繋がった存在。 
自分が彼女を催眠者の所に連れて来た。 
セッションを受ける事で、同じパターンを違う人生を

通して繰り返してきている事の見極めができると思

ったから。 
このパターンの人生は、もう何度か繰り返している。 
不安と恐れで逃げるパターン。 
でも、逃げるのも大事。 
彼女は、本当に逃げるべき時を直感で決断できる。 
その事が彼女の中に響いている。 
それは、私と彼女がしっかりと繋がっている印。 
彼女は、人の心が分かる分、苦しみも大きい。 
その点が、私が見ていて辛い事。（涙） 
感情的に人の心を自分と重ね合わせられる。 
感受性が豊か。 
助けて欲しい。 

 
【催眠者に、という事なのか？】 
そう。 
振り回されない様に。 
彼女も私もそう望んでいる。 
夫との関係について 

2人が夫婦になった理由は、夫の方にその必要性があ
っての事。 

 
 
 夫との対話のイメージ 
 妻と自分の間に問題があるとは思わない。 
 何の事だか分からない。 
 自分たちの間にある問題が何なのか全く分

 からない。 
 自分は幸せ。 

 
 【でも、周りの人が幸せとは限らない。その

 事を疑った事は？】 
 分からない。 

 
 【家族6人が皆、全員自分と全く同じ気持ち
 で生きていると思っている？】 
 それは違うと思う。 
 でも、何故だかいつも否定される。 
 否定されると腹が立つ。 
 腹が立ったら酒を飲む。 
 酒を拠り所にするのは、趣味がないから。 
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 酒を飲む以外にする事が思い浮かばない。 

 
 【他に没頭できる事は？】 
 手術（夫も外科医）。 
 集中できる。 
 集中するのは好き。 
 何も考えないからいい。 

 
 【何かを考え始めたら、どうなるのか？】 
 分からなくなる。 
 命が何なのか、自分が何なのかが分からなく

 なる。 
 そういう時がある。 
 夜寝ている時とか、時々そうなる。 
 夜、一体自分は何だろうと思う。 
 そうしたら、パニックを起こしそうになる。 
 理由は分からない。 

 
 【その理由を知りたいのか？】 
 多分。 
 狭い所が苦手。 
 シートベルトも好きじゃない。 
 埋められた感じもする。 
 閉じ込められたか？ 
 この人生ではなく、過去の人生で？ 

 
 
 夫のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 彼が狭い所が苦手な原因は、彼の見立て通り

 である。 
 過去の人生で、閉じ込められて殺された。 
 樽に閉じ込められて。 
 戦争があった。 
 ヨーロッパの国で。 
 鎧を着た兵士だった。 
 捕まって閉じ込められて、彼が閉じ込められ

 た樽に沢山の矢が射られている。 
 残酷。 
 残酷な死に方。 
 それが原因。 

 いつも闘っているから。 
 この過去の人生でも、今の人生でも、常に。 
 気付いたら、もっともっと豊かに生きてゆけ

 るのに。 
 難しい。 
 いつも追われている。 
 何かを守っている。 
 究極的には、命。 
 だから常に重たい。 
 重たい人生ばかりになる。 
 でもその重たさが本人には全然分からない。 

 
 【クライアントが、彼に自分の優しさに気付

 かせ、豊かな暮らしがある事を気付かせる為

 にできる事は、本当にもう何もないのか？】 
 彼女は妻として、もうやるべき事は殆どやっ

 てくれている。 
 彼女は、彼が自分から変化を望む事ができる

 様に、上手に支えてくれている。 
 あとは、本人次第。 
 本人が自分で気付かない限り、変化のしよう

 もない。 
 只、近頃は、何となくではあるけれど、気付

 いてはきている。 
 でも、それは、家族の痛みを伴う。 
 彼の気付きの為に、家族も苦しい思いをしな

 ければならない。 
 家族の誰も、そこ迄は望んでいない。 
 でも、全員にとって、大きなインパクトがあ

 る。 

 特に本人が1番可愛がっている筈の次女には。 
 大きな気付きはあったけれど、気付きの代償

 としては余りにも痛みが大き過ぎる。 
 だから、できる事ならもう少し違う形で気付

 きを与えていきたい。 

 
 
 夫との対話のイメージ 
 ハイヤー・セルフが言っている事は、正直余

 り分からない。 
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 自分なりには努力している。 
 妻も分かっている筈。 
 どうしてもいつも悪い事になっていく事も

 分かっている。 
 だから、それを指摘されるのが辛い。 
 前の事を出さないで欲しい。 

 
 【その時の事象だけを指摘するのはいいの

 か？】 
 今、趣味に思っている投資の事とか。 
 やっと趣味を見付けたのに。 
 投資は楽しい。 
 自分は数字がとても理解できるから。 
 足らない気持ちを埋めてくれる。 

  
 【数字が下がった時はどうするのか？】 
 数字が下がる事はないと思っている。 

 
 【上がりっ放しで下がらないのは自然の法

 則には反する事では？】 
 誰もそんな事言わない。 
 周りの人間は、下がる事を言わない。 
 下がる危険性の話をするのは、反対している

 人間だけ。妻とか。 
 投資を通してできた友人は、いい事だけを言

 ってくれる。 
 同じ趣味だから分かり合えている。 

 
 【同じ夢を見たいだけなのでは？】 
 でも、実は少し気付き掛けてはいる。 
 行ったり来たりしている。 
 どうやって判断したらいいのか分からない。 

 
 【医者として、もっと明晰な判断が下せない

 のか？】 
 我に戻る瞬間はある、が、戻ってしまう事も

 ある。 
 趣味で楽しいから。 
 いちいち話をしながら仕事をするのは好き

 でない。 

 だから、仕事中に無駄話でストレスを発散で

 きない。 
 ストレスを発散したい。 
 だから投資は好き。 
 せめてお酒でストレスを減らしたいと思っ

 ているのに、そのお酒で迷惑を掛けていると

 言われたのでお酒でストレスは発散できな

 い。 
 お酒を飲むと、大きな声を出すと言われたの

 で、家でも飲みにくなってきた。 
 子供にも言われる。 
 ここだけの話、実は、自分は本当はおかしい

 んじゃないかと思い始めている。 
 最近そう思い始めた。 
 きっかけは、妻の家族のアドバイス（クライ

 アントの両親や子供達との話し合いの場が

 あった事を指している）で。 
 ちょっと目が覚めた。 
 実は、向こうが言っている通りだと思う事も

 多い。 

 
 【今迄、自分自身との距離をとった事はなか

 ったのか？】 
 必要がなかった。 
 自分は必ず正しい。 
 医者だから。 
 まず、自分が間違っているなどと考えた事も

 ない。 
 自分が学んだ事、教科書やデータ化している

 資料だけが、自分にとっては真実。 
 それが間違っている事を疑った事など全く

 ない。 
 分からない。 
 騙されている事は、あり得ない。 
 表面的な事しか見えない。 

 
 【ダークマターと言われている様な、人間が

 認識、知覚化できないところにこそ、真実が

 あるかもしれないとは思わない？】 
 言葉は知っているが、自分にはその話は難し
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 い。 
 分からない。 

 
 【脳神経外科医として、物質としての脳を扱

 う技術は優れているが、脳の本質的な機能は

 まだまだ分からない事ばかりにも拘らず、上

 手く扱えている事実を踏まえて、表面的な事

 しか分からないというのは説明にならない

 と思うが？】 
 自分はそこを見ようとしていない。 
 そこを見なくても、手術中に失敗する事はな

 い。 
 失敗は起こさない。 
 自分は確信が持てる程、慎重な人間だから。 
 準備を重ねるから。 
 失敗は起こせない。 
 リスクの大きい仕事が故に、生き甲斐を感じ

 ている。 
 その根拠は自分の予定通りに全部いくから。 

 
 【今迄、予定通りにいかなかった事は？】 
 人と接する事。 
 人は、分からない。 
 全く分からない。 
 分かったらいいとは思うが。 

 
 【家族と分かり合えたらいい？】 
 でも、自分は一生懸命やっているのに、一生

 懸命働いているのに、自分のやっている事が

 おかしいと言われる事は、なかなか納得がい

 かない。 
 朝から晩迄、人よりも沢山の時間を集中して

 働いているのに。 

  
 【働いて、家族を機械的に養って行く事だけ

 が人生？】 
 ・・・と思っていた。 
 違うって言われた。 
 妻に。 
 それから、かなり考える様になった。 

 自分では、随分変わったと思っている。 
 今は、早く帰宅しようとしている。 
 家族にその気持ちは伝わっていると思う。 
 子供からの手紙に、「早く帰ってきてくれて

 嬉しい」って書いてあった。 
 子供は優しい。 
 手紙を読んだ時、「あ、これが喜ばれる事な

 んか」と思った。 
 もっとそういう気持ちを味わいたいと、少し

 感じた。 
 もっと喜んで貰って、自分もその事を喜びた

 いと思った。 

 
 でも、投資を止めろって・・・。 
 自分は、そこで初めて友達ができた。 
 自分は友達だと思っているのに、皆は違うっ

 て言う。 
 初めてできた友達なのに。 
 仲間。 
 今迄、友達はいなかった。 
 一緒にいた人間は、手術で競い合うライバル

 だった。 
 腕では負けたくなかった。 
 私立の医大に対して、劣等感があった。 
 手術を上手くなろうと願った。 
 腕を磨いた。 

 
 【自分でこうだと決めた目標に対して、しっ

 かりと結果が出せるという事？】 
 そう、当たり前。 

 
 【家族と上手くいかないのは、家族関係を上

 手くやろうという強い意志がないから？】 
 関心がないと言われる。 
 言われている事の意味が分からない。 

 
 【関心を持ち合っている家族関係を、自分で

 経験していないから？】 
 ・・・かもしれない。 
 妻がその点に長けている事は知っている。 
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 妻から学ぶ事ができる・・・？ 

 
 【彼女を妻に選んだ理由の１つに、彼女のそ

 ういう点があったのでは？】 
 見た事のない人だった。 
 それ迄に見た事もない様な、多分、心の美し

 い人だった。 
 自分にはそんな感覚がないから、理解できな

 かった。 
 優しさがどんなものなのか、感じられた。 
 居心地が良かった。 

 
 【人間にとって、本当に必要な事は、そうい

 う事ではないのか？】 
 自分には、分からない。 
 お金を稼ぐ意外に、自分でできる事が分から

 ないし、見付けられない。 
 それは、上手くできる。 
 それが父親の役割だと思っている。 
 自分は、自分の理想の父親像に近い事ができ

 ていると思う。 
 でも、きっと違う。 
 それで、何が違うのか・・・というところ迄

 は来ている。 
 けれど、それから先は、考えられない。 

 
 でも、家の事、子供の事だけでは面白味がな

 い。 
 社会で認められる様な、もっと大きな仕事が

 したい。 
 もっと大きな病院の経営とか。 
 何百人の職員。 
 お金が要る。 
 前は、沢山の人間を養えていた。 

 独立する前の病院で XXX をしていた時
 は。 
 伴う責任には、面白味がある。 
 そろそろ動く時だと思っている。 
 また大きな事がしたくなっている。 

 

 でも、家族には、それは自分だけの望みで、

 家族はそんな事を望んでいないといつも言

 われる。 
 家族が幸せでないのに、家族以外の周りを幸

 せにしようとしたところで、物事の順番が違

 うと言われる。 
 いい分が分からない。 
 まだ、子供が小さいから、とも。 
 子供は難しい。 
 接し方が、分からない。 
 特に長女は分からない。 
 次女はかわいい。 
 とにかく、今は、早く家に帰ろうとはしてい

 る。 
 それは、認めてくれている。 
 家族の一員に慣れている様な気が、最近はし

 てきた。 

 
 今迄は、動き方が全く分からなかった。 

 “自分らしい”とは何なのか、全く・・・。 
 自分のパニックを感じる気持ちも含めて。 
 シートベルトや、狭いところは怖い。 
 どうしたらなくなってくれるのか、分からな

 い。 

 
 夫の恐怖症の根本原因のイメージ 
 捕まって、樽に閉じ込められた。 
 暗い。 
 怖い。 
 矢が飛んで来るのが分かる。 
 体中に刺さって・・・、痛い！ 
 気が遠くなる。 
 死んでしまう。 
 みっともない死に方。 

 情けない・・・。(涙) 
 戦争のせいで。 
 殺らなかったら、殺られるだけ。 
 やる事をやっていたのに、捕まった。 
 自分が先に殺らなかったから・・・。 
 実力は出し尽くしたのに。 
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 ヒーリング	 ＋	 暗示 
 （その事を認め、府の感情を手放す。 
 代わりに、信じる心、逃げなくてもいい安心

 感、戦わなくてもいい気持ち、経験した事の

 ない幸せ、愛、それらを受け取れる感受性で

 心を満たす。） 

 
暗示 

 
休憩を挟んで・・・ 

 
 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
夫の事は、だいぶはっきりした筈。 
でも、長女の事も、この家族の要となっているので、

その事に言及する必要がある。 

 
 
長女について（中学生	 / 潔癖性、重ね着症候群） 
 
彼女の症状が出始めた頃のイメージ 

6 年生で、潔癖症状が始まった頃、娘の中学受験のお
正月、皆でゆっくりしたいと泊まったホテルで娘のシ

ャワーが長かった。 
浴室から、「もう止めてー！」という悲鳴が聞こえて

きた。 
駆け付けたら、夫が娘に「早く出ろ！」と言って、蹴

ったり叩いたりしていた。 
夜中なので、夫は酔っぱらい、娘は潔癖症状のせいで

行動に長時間を要して、シャワーに入りたい夫がキレ

て、ドアをドンドンバンバン叩いて、この日は特に酷

かった。（涙） 

 
それ以前も、返事が少しでも遅れたら、頭を叩いたり

はしていた。 
何か夫の期待通りのリスポンスがない時に、怒鳴った

り、いきなり叩いたり。 
叩く事でしか相手は理解できないと思っているから。 

動物ではないのに。 
私が口を挟むと、怒られたり、なじられたり。 
子供に対する説得力がないから止めろと言われたり。 
ずっとそういう考え方だったので。 
それでも、私が娘の髪を整えている時に、返事がない

からといきなり娘の頭を叩いて彼女の眼鏡が飛んだ

時に、私の手が勝手に動いて夫を突き飛ばしたりした

事もあった。 
余りに酷くて・・・、その後に口論になった事も。 
返事が遅いから叩いているのに何なんだ、といった感

じの自己正当性を持っている。 
深夜に帰宅する夫と、夜中にシャワーを浴びる娘との

間でよく揉め事が起こっていた。 
私が他の子達を寝かしつけようとしている時に聞こ

えてくる。 
いつもこんな事が起こって、娘が泣きながら私を起こ

しに来たりしていた。 
ホテルでの出来事が私の記憶に残っているのは、私が

身動きできず、何もしてあげられなかったから。 
夫が娘に手を出したら、すぐに飛んで行こうと思った。 
でも、どこ迄が暴力・・・という私の認識と、夫との

争いを避けたいが為に、娘を犠牲にしてしまった呵責

があって、このシーンが頭にこびりついて離れない。 

  
 長女との対話のイメージ 

 
 潔癖性などの精神疾患について 
 え、私は何も知らない・・・。 
 自分はきれい好きだとは思う。 
 何かがおかしいのではないかとも思う。 
 でも、何がおかしいのか分からない。 
 私は掃除が得意。 
 いつも掃除をしている。 
 掃除をしていると気持ちがいい。 
 スッキリ整っているのが好き。 
 自分が思う様に整えにくいけれど、ものすご

 く整えていると思う。 
 ほぼ全部きっちりしないと耐えられない。 
 汚い事に。 
 例えばカバンが床に付いたり、制服が汚れた
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 り。 
 制服がトイレに付いたりするから。 
 汚い！ 
 あちこちに付いている汚いものが何なのか

 は分からない。 
 ばい菌なのかな？ 
 付いているものを確認した事はないから、分

 からない。 

 
 【整っていない場所は？】 

 “自分”が１番整えにくい。 
 
 （イメージで真実の見える眼鏡を装着する

 と） 

 “自分”！ 
 自分が１番汚い。 
 ばい菌。 
 思い描いた通りに見えている。 
 自分の部屋はきれい。 
 自宅は汚い。 
 でも、自分の部屋は、自分が汚いから入れな

 い。 
 自分がお風呂に入って、きれいになった時し

 か、自分の部屋には入れない。 
 だから、自分の部屋以外の所でずっと過ごし

 ている。 
 家は汚いけど、自分が汚いからそれでいい。 
 学校も汚いから、一応通える。 
 ベッドはきれいだから、汚したくない。 
 布団では寝ない。 
 それで、自分を入念にきれいにしないといけ

 ない。 

 
 【どこ迄したら、きれいと言えるのか？】 
 できるだけ洗わない様にしているけれど、石

 鹸で何回も何回も体を洗っていると、皮が擦

 れてきてそれが落ちるのが汚いから、洗うの

 を我慢して、でも、それも汚いからものすご

 く困っている。 

 

 【少し我慢ができる汚さの状態とは？】 
 だいぶ時間が経ったら、大丈夫。 
 私が大事にしている物は、汚したくない。 
 新しく貰った教科書は、すぐには開けない。 
 お風呂に入る迄は、勉強できない。 
 お風呂に入るのは朝方になってしまうから、

 勉強はできない。 
 学校から家に戻ったら、疲れて寝ている。 
 ご飯は食べない。 
 荷物は学校に置けないから、重い。 
 全部持ち帰って、また持って行く。 
 トイレも学校では汚くて行けないから、家で

 行く。 

  
 【いつ迄こんな生活が続けて行けると思っ

 ている？】 
 これをやらなかったら不潔になるから、やっ

 ていかなくてはいけない。 
 止めたら、困る。 
 治したくない。 

 
 【この様な状態になってきたのは？】 
 小学校５年の終わりから、６年の始め。 
 学校の先生と合わなかった。 
 先生が自分を見る目が汚かった。 
 悪い事をしていないのに、何でもメモを取っ

 て、お母さんに電話した。 
 友達と遊んだり、先生に反抗して皆でどこか

 に行ったり、先生が気持ち悪いから皆で反抗

 していた。 
 先生がすぐにチラチラ見てはメモを取る姿

 が気持ち悪かった。 
 全員の事をいちいちメモっていた。 
 何時何分、何をした、とか。 
 先生が勝手に決めて、したらいけないと言う

 事をしたら、メモった。 
 授業中に教室から出たり、卒業式の歌の練習

 の時に喋ったり、そして皆で反抗していた。 

 
 【反抗する事に付いて、それでいいと思って
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 いたのか？】 
 うん。 
 皆したから。 
 でも、何でそう思っていたのか分からない。 
 色んな事をした。 
 親も知っていた。 
 親が担任や校長先生や教頭に呼ばれて。 
 親が「ごめんなさい」って謝っていた。 
 うざいって思っていた。 
 先生も教頭も。 
 それに、パパ、嫌。 
 いつも、頭ごなしに怒るから。 
 私が説明する時間もない。 
 ご飯も楽しくない。 
 小さい頃からずっと。 
 いつも私が怒られた。 
 下の子には甘い。 
 私ばっかり・・・。 

 
 【子供全員の代表で怒られていると感じる

 のか、自分だから厳しくされていると感じる

 のか？】 
 自分だけに厳しい。 
 理由が分からない。 
 パパの性格が悪いから。 
 自分の性格も嫌。 
 いっぱい（体や手を）洗ったりするのは嫌。 
 本当は面倒臭いし、時間も掛かって、嫌。 
 こんな時間があったら、もっと勉強できるの

 にって思う。 
 辛い。 
 勉強は好きではないけれど、もっと頑張りた

 い。 
 ずっと頑張ってきたから。 
 上手いこといかない。 
 勉強に関しては怒られない。 
 私の事は、バカだと、アホだと思っていると

 思う。 
 諦められていると思う。 
 パパに。 

 お母さんは大丈夫。 
 お母さんには本音で接せられるけれど、思っ

 てもいない事も一杯言ってしまう。 
 「消えろ」、「死ね」、「キモい」とか。 
 ホントは思ってもいないのに。 

 
 【なぜ、思ってもいない事を言わねばならな

 い？】 
 色んな事が大変だから。 
 私の。 
 発散。 
 スポーツをさせて欲しい。 
 サッカーがしたい。 

 
 【サッカーは汚くない？】 
 それは汚くない。 
 毎日でもしたい。 
 学校に遅刻するのと、宿題が全部出せていな

 いのと、私が沢山キツイ言葉を言うから、そ

 れが直る迄はダメと言われていたけど、１回

 行ける様になった事があった。 
 サッカーはすごく楽しい。 
 帰って、洗濯機で洗ったらいいから。 
 ボールも触れる。 
 大丈夫。 

 
 【楽しいから汚くないのか？】 
 そうかも。 
 サッカーしている自分は汚くない。 

 
 【何が違う？】 
 大事にしたい物を触る時は、きれいにしない

 といけない。 
 その時だけ、汚さが気になる。 
 大事な物が自分の部屋に一杯あるから、落ち

 着かない。 
 教科書はきれいなまま持っているけど、汚く

 なってきたら大丈夫になる。 
 そうしたら、勉強は普通にできる様になるけ

 ど、眠くなる。 
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 【部屋にある物で、きれい過ぎてどうしても

 触れない物は？】 
 部屋にある物は全部。 
 貰った物とか。 
 紙袋から出せていない。 
 貰った物は、殆ど紙袋のままある。 

 
 【勿体なくはない？】 
 紙袋から出した方が勿体ない。 
 でも、古い物は、最近ちょっと紙袋から取り

 出せた。 
 そんなにきれいにする必要がないから、ちょ

 っとずつは何とかできる様になっていると

 自分では思っている。 

 
 【シャワーはなぜそんなに長い？】 
 汚いから。 
 自分が。 

 
 【そのせいで怒られたりした時、どう思っ

 た？】 
 今はもうそんなにないけど・・・。 
 パパ、うざいって。 
 どっか行けって、泣いて言い返したけど、大

 きな声で怒鳴られて、蹴られた。 
 痛かった。 
 酔っぱらいは嫌い。 
 お酒、嫌い。 
 酔っぱらった時のパパは、特にうざい。 
 夜になったらいつも飲んで、ぼーっとして寝

 ているのに、私が動くと、寝てないみたいに

 動いたり、床に落としながらものを食べるの

 が汚い！ 

 
 止めて欲しい。 
 目に付く。 
 だらしない。 
 そこ迄パパの事は汚くは見えていない。 
 １番汚いのは私なのか・・・、分からない。 

 

 弟は汚い。 
 カブトムシ飼ったり、土持って入ったり。 
 お菓子をボロボロ落としながら食べて走っ

 たり、家を汚くして。 
 私は何回も、一杯弟に言ってる。 
 「キモい」、「死ね」、「消えろ」、「汚い」、「止

 めて」。 
 「止めて」って言っても、止めてくれない。 
 笑いながらどんどんする。 
 殺したいと思う。 
 それぐらい嫌。 
 言ったらカバン蹴られるし、私の部屋に入ろ

 うとする。 
 部屋に入られたら、絶対に殺してしまうと思

 う。 
 部屋に入られるのだけは、絶対に嫌。 

 
 【なぜそこ迄の思いを抱かねばならない？】 
 分からない。 

 
 
 長女のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 この子に妹が生まれた。 
 その後も弟達が生まれていった。 
 どんどん生まれていって、どんどん自分のも

 のを失っていったと感じた。 
 子供らしい我儘で、よく怒られた。 
 最初は自分が赤ちゃんで、それも最初の赤ち

 ゃんで、とてもかわいがって貰っていた。 
 それが、自分が二の次になった。 

 気付けば、“小さいお姉ちゃん”にさせられて
 いて、そして母を失った。 
 妹の誕生後、ドアを開けて見て、ドアを閉め

 てからおもちゃコーナーに行って、腹いせに

 おもちゃを壁に投げていた。 
 父親が困った顔で、只、見ていた。 
 彼女は小さいから、どう感じていいか分から

 なかった。 
 寂しかった。 
 その気持ちを、誰にも伝える事ができなかっ
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 た。 

 
 長女との対話のイメージ 
 【今からでも遅くないので、寂しかった気持

 ちをお母さんに聞いて貰う？】 
 いい。 
 別にどうでもいい。 
 言っても戻らないから。 

 
 試しに本音を言ってみるイメージ 
 妹は、嫌。 
 私の場所を取り上げて。 
 私を放って、赤ちゃんの所にばっかり行かな

 いで欲しかった。 
 私は一緒に付いて行けなかった。 
 いつも留守番だった。 
 保育園に預けられて、お母さんが赤ちゃんを

 見に行くのが、寂しかった。 
 ずっと一緒にいて欲しかった。 

 
 お母さんは、言ったら分かってくれる人。 
 パパは、あんまり何とも思わないと思う。 
 パパも優しくはしようとしてくれるけど、お

 母さんとは違う。 

 
 【自分勝手な解釈で、色々と決めている事は

 ない？】 
 そういう風によく言われる。 
 でも、自分を止められない。 
 癖になっている。 

 
 【このままいくと、本当に変えにくくなるの

 では？】 
 そう言われる。 
 分かっているけれど、体と心と上手い具合に

 いかない。 

 
 【直接、本人がセッションを受けてみる可能

 性は？】 
 いや、話したくない。 

 誰にも。 
 言いたくない。 
 治ったら困る。 
 治ったら、汚くなるから。 
 絶対治さないって決めてるから。 
 自分が治したいと思う迄、絶対に強制的に治

 さないでって、お母さんに言った。 

 
 【その日がいつか来ると思う？】 
 いつか来るけど、今は嫌。 

 
 【“今”はどういう時期？	 何か意味がある？】 
 分からないけど、不潔になるから治したくな

 い。 
 勝手に治されたり、人にこんな事言われたら

 もうどこにも出たくなくなる。 

 
 【それが幸せ？	 それで安心感が得られ

 る？】 
 いや・・・。 
 でも、これしかない。 
 今は分からない。（涙） 

 
 
 長女のハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
 間違いなく、こういう風に思って生きている

 筈。 
 すごく正直に話している。 
 お姉さんになった体験以外にも、父親から引

 き継いだ性格的なものもある。 
 でも、小学校の先生との体験は決定的。 
 親にも責められたり。 
 ムキになって戦ってみたり、頑張る性格も大

 きい。 
 頑張り続けている。 
 頑張り続けて、持たなくなってきている。 

  
 でも、サッカーが始められて、スポーツが色

 んな事の発散に役立っている。 
 スポーツは続けた方がいい。 
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 今やっているテニスも続けたいし、水泳も褒

 めて貰える。 
 でも、勉強は妹の方ができる。 

 “じいじ”が「この家には天才が２人もいる」
 と言った時、傷付いた。 
 父親も中学は私立に行く様に進めて、自分を

 バカだと思っている事に気付いて、傷付いて

 いる。 
 その気持ちは父親には言えず、母親には言っ

 た。 
 母親は比べない。 
 「賢い」と言ってくれる。 
 「賢い」と言って欲しいのではない。 
 「かわいい」と言って欲しいだけ。 
 自分がいるだけで嬉しい、と思って欲しいだ

 け。 

 
 長女との対話のイメージ 
 お母さんが好き。 
 だから、何でも言えるし、言ってもいいと思

 っている。 
 サッカーにもっと行かせて欲しい。 
 サッカーをしている時は、本当に楽しくて、

 すっきりする。 
 体を動かしていたい。 
 家には遊ぶ場所がないし、近くに公園もない

 し。 
 サッカーは毎日していたい。 
 そう言ってみたけれど、毎日はさせてくれな

 い。 
 家を出るのが遅くなって、サッカーのチーム

 に着く迄に時間が掛かって遅刻するから、と

 言われる。 
 自分は好きだからちゃんとできると思って

 いるし、毎日頑張っているけど、毎日遅刻し

 てしまうから、サッカーも、多分遅刻してし

 まう。 
 お母さんが、体育の世界は遅刻は許されない

 って言うから。 
 自分はそれでもいいけど、土曜日のサッカー

 のチームをなかなか探して貰えない。 
 サッカーに費やす時間が増えたら、自分が変

 わっていける気がする。 
 気分転換したい。 
 人生に変化が欲しい。 

 
 
クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
この 2人の関係を上手く説明できる時間が前世にもあ
った。 

 
その前世のイメージ 
村に住んでいる。 
赤い屋根の町が近くにある。 
木を切っている旦那が見える。 
この男性が今生の長女。 
きっと。 
私は奥さん。 
余り幸せではない。 
夫婦関係が良くない。 
お互いに意思の疎通が上手くできている感じが全く

しない。 
只、黙々と旦那は木を割っている。 
私はそれを見ながら、家事をしたり・・・。 

2人共、家にいる。 
子供はいない。 
どういういきさつで結婚する事になったのか、もう、

忘れた。 
気が付いたら、同じ村の者同士で一緒になっていた感

じ。 
とても小さい村。 
旦那は、とてもこだわりながら、すごく丁寧に木を切

っている。 

 
家の薪にする。 
彼のしているのは、ひたすら木を切っている事だけに

見える。 
幸せでもない結婚生活を、淡々と送り続けている。 

今で、もう 10年も夫婦をしている。 
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【今迄に１番嬉しかった事は？】 
全く思い当たらない。 
ちょっと手を休めて、お茶を飲むぐらい。 
お茶の時間に、唯一、辛うじてコミュニケーションが

ある。 
でも、余り喋らない。 
会話を殆どしない。 
殆どお互いを理解し合えていない。 
一生、ずっとこんな具合。 
一生、何で一緒にいているのか分からない。 

 
【一緒にいる理由を考えると？】 
別れる理由もないし。 
酷い関係ではない。 
淡々とした、静かな、面白くない関係。 

 
【この人生で１番重要な出来事は？】 
旦那が亡くなる時。 

72歳。 
初めてその時、「ごめん」「ありがとう」を言われた。 
（涙） 
それを聞いて、びっくりした。 
嬉しかった。 
人生で、１度もそんな事を言われた事がなかったから。 
もっとそういう優しい言葉を聞いてみたかった。 
私は、優しい言葉を彼に掛けた事がなかった。 
そんな雰囲気では全くなかったから。 
お互いに、そう言う雰囲気を作り出していた。 
だから、とても驚いた。 
言われた時に、私は何も言えなかった。 
言えないうちに、彼が死んでしまった。 
彼は心臓を病んだ？ 
体の不調さえ、言われた事がない。 

彼が亡くなった時に、「彼は“ありがとう”と言える様な
人だったんだろうか、そうだとしたら、私は彼の何を

見ていたのだろう？」と考えた。 

 
【この夫と、機会があれば、また人生を一緒に歩んで

みたいと思う？】 
もういい。 

こういう人生は、もう要らない。 

 
【別のシチュエーションの人生があるなら、どんな体

験をしたい？】 
もっとぶつかり合いたい。 
本音で。 

 
 亡くなった夫との対話のイメージ 
 人生を終えて、疲れ果てた。 
 仕事が疲れた。 
 同じ事ばかりやり続けた。 
 仕事をやり続けた事に、満足感はない。 
 それしか自分がやれる事がなかったから、し

 ょうがない。 

 
 【この人生での１番大きな学びは？】 
 生きる事は楽しくない。 

 72年の間、何か少しでも楽しかった事がある
 とすれば、それは、自分が植えた植物の芽が

 出て来るのを見る事。 
 畑の。 
 自分が畑をしていた。 
 植物を育てるのは、楽しかった。 

 
 【夫婦関係を育てようと思った事は？】 
 どうしたらいいのか分からなかった。 
 妻にどうしたらいいかなんて、訊ける筈がな

 いし。 
 訊けない。 
 妻の事が好きかも分からないし。 

 
 【妻のどういう点が違ったら好きになった

 と思う？】 
 分からない。 
 そんな事は、考えた事もない。 

  
 【またこの妻の魂と同じ人生を過ごすとし

 たら、どういう課題や設定をしたい？】 
 話し合ったり、もう少し沢山の関わりを持ち

 ながら、一緒に学ぶ。 
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 触れ合い方を学んでいきたい。 
 この人とだったら、次はもっと上手く学んで

 いけそうな気がする。 

 
 【妻が、最後に「ごめん、ありがとう」を言

 われて驚いたらしいが】 
 妻の本音を、１回は聞いてみたかった。 

 
妻（クライアント）との対話のイメージ 
寂しかった。 
一緒にご飯を食べたり、手を止めて話を聞いてくれた

りして欲しかった。 

そんな時間が 50年の間、殆どなかったから。 
 
逝去して、光の中で夫と再会のイメージ 

【この先、また 2人が一緒に過ごす時間が未来に用意
されているとしたら、その時、何を一緒にしていきた

い？】 
しっかり関わる。 
愛情をちゃんと伝わる形で確認し合う。 
今度は上手くやっていきたいが、とても難しそう。 
２人の性格が違い過ぎるから。 
でも、違い過ぎるから、多分学びが大きくなると思う。 
手が掛かる。 
覚悟を持って、お互いに決めた。 

 
【その場所から、今生の２人が体験している母娘の関

係を見て、どう思う？】 

80点ぐらい。 
残りの 20 点は、母親の方がもっと強く、どんと居座
る事。 
揺れている姿を娘に見せない。 
毅然としている姿を示す。 
信頼の中で。 

 
そうする事で、娘の方が、諦めたり、揺れ動いたり、

自分の存在に不信感を抱く隙がなくなる。 
すると、自己嫌悪の気持ちも減っていく。 
暴言を吐いている事は、自己嫌悪の要因の１つ。 
全てに於いて、愛情の確認がしたい。 

それに加えて、父親が、彼の学びの為に持ち込んでく

るその他の色々な要因も、彼ら全員の学ぶべき大きな

課題となっている。 
父親の学び、娘の変化。 
母親の関わり方からの影響。 
母親の信念に関わってくる。 

 
クライアント 
ぶれていると言うよりも、私が夫にエネルギーを取ら

れていっている。 
力が弱っている。 
夫は、自分のエネルギー不足から、人のエネルギーを

奪っているが、その事に気付いていない。 
でも、私がエネルギーを取られていく事を許してしま

っている。 
エネルギーを奪われない為には、物理的に離れるか、

気にせず強く立つか・・・。 

または、子供達の事を“何とかしようと思い過ぎない”
か。 
まずは＜自分の立ち方、生き方にフォーカス＞しなけ

ればならない。 
＜優先順位は、まずは自分＞。 
＜自分自身が精神的に自立して、まっすぐに立つ＞事。 

 
【何が、その精神的自立を助長してくれそう？】 
＜困った人を助ける事に、喜びをもっと感じていく＞

事。 

それが“自分の魂の本質”だから。（涙） 
＜人に喜びを分け与える事によって、自分もそれに助

けられている＞。 
薪を切っていた夫との人生は、自分の本質的な個性を

全く生かせないで終わった。 
それは、完全に自分らしくない生き方だった。 

 
【別の言い方をすれば、その人生体験をする事によっ

て、自分らしくない生き方というものを自覚し、消去

法的な理解を深められたのでは？】 
そうだと思う。 

 
【自分らしくない生き方が理解できた事で、自分らし
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い生き方の方向性がはっきり分かった？】 
そう。 
その時は、無関心で、無感情で、無干渉で、ぶつかり

合いもなければ、絆の深め合いもない退屈な人生だっ

たけれど、本当は＜ぶつかり合いながら、自分の本質

的な事が分かっていく＞という事。 

“自分ではない事”を、色々なシチュエーションを通し
て確認させられている。 

“大事なものが本当に何かが分かっていく為のプロセ
スの途中”。 
それは１人ではできない作業。 

皆で助け合いながら、それぞれの“自分らしさ探し”を
それぞれが一緒にしている。 
それは、夫にしても同じ事。 

 
 

クライアントのハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
今の気付きは、今生の家族の関係性の核心にかなり近

付いてきている。 
もう十分に繰り返してきたから、次は、次のステップ

へ。 
子供の自立はゴールではない。 
その先にあるものが肝心で、でも、それもゴールでは

ない。 

 
【今生での最終的なゴールがあれば、それは？】 

全てを通り越して、“あるべき姿”を見せる。 
家族に、＜自分らしい信念を持った生き方、生き様＞

を見せる。 
ある程度は口を挟むのも仕方ないが、＜子供達が学ぶ

べき姿を、自分が見せていく＞事。 

 
【見せられた姿からしか、子供達は本質的な事を学べ

ない？】 
そう。 
大切な事は、必死になり過ぎない事。 
もっと肩の力を抜かねば。 
力は入れても抜いても一緒。 
＜愛情があれば、大丈夫＞。 
もっと長い目で見ていけばいい。 

数字に偏る価値判断や、物質的な判断は、人の本質的

な部分の成長とは深く関わらない。 
＜人にとって学ぶべき最も大切な事は、愛情＞。 

 
夫の事は、理解し過ぎているから、それで気持ちの行

き場を失くしている。 
夫の件では、夫の存在に執着しなかった事に引っ張ら

れて、責任を感じ過ぎている。 

“不必要な責任感”。 
でも、何とかしなくちゃ・・・という気持ちに引っ張

られ過ぎているけれど、彼女が何とかできる様な問題

ではない。 
これは、夫本人が自分で気付いて変えていくしかない

事だから。 

 
“子供を助ける境界線”を、もっとしっかりと把握した
らいい。 
それを把握するのは、なかなか難しい。 
その前に、彼女自身の自信が必要。 

 
【その自信は、このセッションで得る事はできるの

か？】 
できる。 
うんざりしたと言われた時などの夫の価値観に潰さ

れた自信を取り戻しながら・・・。 
誰にも助けて貰えなかった事に起因する孤独感も払

拭できたら・・・。 
うんざりするのは、夫ではなかった。 
されるべき事に全てが頭ごなしだったから、沢山の自

信が奪われていってしまった。 

でも、“自分がぐらついている事によって、更に夫など
の言葉に影響され続けている自分の執着と言うべき

感情”に、自分自身がうんざりしている。 
 
ヒーリング	 ＋	 暗示 
（受容、許し。今回のセッションで得た数多くの気付

きや学びは、今後の人生に於いて、自分をしっかりと

支えていく。） 
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家族全員で集まり、お互いの存在確認のイメージ 

 
次女 
今のままでいい。 
（中学受験に失敗した事で）いい発見ができた。 
優等生でも、優等生でなくても、母の愛情をしっかり

と受け取る事ができる。 
安心して接していけばいい。 

 
 次女との対話のイメージ（順置換） 
 自分は望んでこの家族の所に生まれてきた。 
 お母さんが優しそう。 
 この人の事は、もっとずっと前から知ってい

 て、大好き。 
 一緒にいるだけで、ほっとする。 
 兄弟姉妹の間で難しい事が沢山ある。 
 お姉ちゃんが大変。 
 弟も言う事を聞かない。 
 理不尽な事ばっかり起こっている。 
 お父さんも、怒られない様にいい子にしてい

 るのに、細かい事を見付けては、いちいち怒

 る。 
 お父さんが私の事をすごく好きな事は、知っ

 ている。 
 でも、自分だけが贔屓されても嬉しくない。 

 
 【自分の存在が、どの様な形でこの家族の関

 係を好転させていく事ができると思う？】 
 お母さんを支えたり、自分の対応でお母さん

 も自分で気付けない事に気付く事が多い。 
 一杯お母さんに見せてあげている。 

 
 【それは、自分の役目？】 
 お母さんを助けたいから。 
 この家族の要は、お母さん。 

 私とお母さんの 2人がしっかりとして、他の
 家族を支えていくという家族関係になって

 いる。 

 

 
長男 
もっと分かり易い愛情の掛け方をしてあげる。 
自信がある様に見えて、実はそんなにない。 
自分の才能に、もっと気付かせてあげる。 
新しいものを作ったり、アイディアを考えたりする才

能。 
優しい気持ちで何か自分以外のものに接して、かわい

がる事もできる子。 
それをちゃんと教えてあげる事。 
母親の言う事を全然聞かない。 
でも、頭の中ではちゃんと聞いている。 
聞かない振りをしているだけ。 
甘えている。 
そこを分かって接してあげる。 

 
 長男との対話のイメージ（順置換） 
 【チック症について】 
 僕は何も知らない。 
 気にもしていない。 

 
	  【無意識に、その症状が必要？】 
 そんな事はどっちでもいい。 

 
 【症状を認めたとして、その症状が自分を助

 けているとしたら、何を？】 
 お父さんへの怖い気持ち。 
 コントロールが効かないものを、それでリリ

 ースしている。 
 【受けているストレスを、体の外に出せてい

 る？】 
 出せている。 
 すっきりするから、集中力も戻る。 

 
 【この体の反応は、まだしばらく必要？】 
 今、だいぶ落ち着いてきている。 

 
 【父が怖くなくなったら、自然に解消する症

 状なのか？】 
 小さい時は強くなって、お父さんを殴りたか
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 ったけど、今は、もっと口で対抗する事がで

 きる様になってきた。 
 お姉ちゃんが叩いてくるから、悔しい。 
 悔しい気持ちを体に貯めておきたくないか

 ら漫画を読んでる。 
 漫画をずっと読んだり、ゲームをずっとした

 りして、気を紛らわせている。 
 ずっとゲームをしていたい。 
 ゲームは好き。 
 プログラミングを習わせて貰っている。 
 楽しい。 
 工作で、人のまねできない物を作ると、褒め

 て貰えて嬉しい。 
 元々、創造する事が好き。 

 
 【この家族の一員としてどう思う？】 
 僕は、自分で選んでこの家族の所に来た。 
 お母さんを助けたかった。 
 生まれて来る前から、お父さんとお母さんの

 事を見ていて、お母さんを守らねば・・・と

 思った。 
 お母さんを一杯喜ばせてあげる。 
 物を作って。 
 何かを作った時に、お母さんに褒めて貰うの

 が１番嬉しい。 
 お母さんの喜ぶ顔を見たいから、色々と作っ

 ている。 

 
 
次男 
たっぷりこの子の分かる形で褒めてあげる事。 
彼のやる気を尊重してあげる事で、自信をつけてあげ

る事ができる。 
そうすると、彼は変わる。 
彼なりのこだわりが出てきたが、それを私が不安な気

持ちで見ない事。 

 
 次男との対話のイメージ 
 自分は望んでこの家族を選んできた。 
 パパとママを助ける為に来た。 

 どっちも困っているから。 
 僕は両方の立場が分かるから。 

 
 【夜尿症について】 
 家が怖かったから。 
 不安だった。 

 
 【おしっこをする事で、体から不安や怖さが

 出て行く気がした？】  
 そういう気がする。 
 喧嘩したり、パパが大きな声で怒ったりする

 のが全部ずっと嫌だった。 
 落ち着かない。 
 おしっこしたら、すっきりした。 

 
 【体と心のバランスを保っていた？】 
 そう。 
 自分の心を守れた。 
 お母さんは怒らない。 
 僕が何をしても。 
 だから、安心できた。 

 
 
 長女との対話のイメージ 
 自分も選んでこの家族の所に来た。 

  
 【自分の存在が、この家族関係にどの様な貢

 献をしている？】 
 私がいる事で、お母さんのお父さんへの理解

 が進んだ。 
 お父さんを中心とした家族の立て直しのき

っ かけが自分だった。 
 お父さんも、私を通して自分を観る機会を与

 えられている筈。 

 
 【潜在的には、自分の使命が理解できてい

 る？】 
 そう。 
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 夫との対話のイメージ 
 自分も確かに望んでこの家族を選んだ。 
 家族の中に自分がいる。 
 まずは、そこの自覚から。 

 
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 
この家族の像がはっきり見えてきた。 
色んな機会がこうやって与えられていて、色んな経験

をしていけるので、彼女は大丈夫。 
私が彼女をしっかりと導いていける。 
色々な事がクリアーに見えた事で、彼女の抱いていた

疲弊感や孤独感も、既に癒され始めている。 
何が起こっているのか、だいぶよく分かる様になって

いるので、自信を持って生きていける。 

 
 
暗示 

 
 
亡くなった母の存在を感じる。 

 
 母との対話のイメージ 
 ずっと見守っている。（涙） 
 娘の人生は、私と計画して生まれてきた事で

 始まった。 
 ＜全てを経験として体験して、豊かに生きて

 いく＞事を信じて、これからも見ています。 
 でも、大変。 
 だから、見ているのも辛い。 
 でも、大丈夫。 
 ＜全ての事は、経験する為に与えられている

 ＞。 
 ＜全ては人を助けていく為に必要な経験＞。 

 
 【自分で経験した事でしか、人を理解できる

 知識や尺度を持ち得ないから？】	  
 そう。 
 今迄の経験は、ネガティブな事を理解するの

 に役立ってきたが、これからは＜ポジティブ

 な思いで、それを人にも還元できる様に使っ

 ていける＞。 

 
 【母親の患った病気	 –	 乳癌、甲状腺の問
 題、脳梗塞は、クライアントの人生に転機を

 齎す為に設定された事？】 
 そう。 
 それが自分の役割だったと思う。 
 もう手の施し様のない人、病院から見放され

 た人、人知れず困っている人を助ける為の、

 直接的な動機付けになる事ができるから。 
 娘は、私の病気と死への経過を体験する事を

 通して、その事をしっかり学べた。 

 
 【母親の死は無駄ではなく、有益な学びとな

 って、彼女と共に生き続けている？】 
 だから、きっと、娘は子供に無償の愛情を注

 ぐ事のできる、愛情の表現をちゃんと分かっ

 ている筈だと思う。 

 4人も子供がいて、大変。 
 私はこの人（クライアントの夫）と一緒にな

 ったら大変な事になるよとアドバイスした。 
 あの人と結婚したら、どういう事になってし

 まうのか、私には分かっていた。 
 何で私がそう言ったのかは、その時の娘は分

 かっていなかったけど。 
 あの人が娘を好きで、でも、結婚したら大変

 になるのはすぐに分かった。 
 でも、一生懸命やっている娘の姿を見て、ま

 た違うアドバイスをしてあげたいなあ、声を

 掛けてあげたいなあ・・・と、いつも思って

 側で見守っていた。 

 
 【自分で苦労した事は、ちゃんと実を結んで

 ちゃんと財産になっていると思うが？】 
 そう。 
 大変だけではない。 
 豊かさと、深い喜びと、分かち合える心、人

 に恵まれて縁を結んだり、助けられもしてい

 る。 
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 楽をしていたら、見えない事、得られない事

 が沢山ある。 
 この子の魂の成長は、だいぶ進んだ。 

 
 【彼女の強い魂の資質があるからこそ、この

 家族体験を選んだ、という事で間違いはな

 い？】 
 その通りだと思う。 
 結婚前の私たちとの家族生活は、お嬢さん育

 ちで、とにかく幸せに生活できていた事が、

 今の家族生活を送る上で、大切な土壌となっ

 ていると思う。 

 
 【両親から、無償の愛を受け取ったから？】 
 だから、苦労しても、何とかやっていける。 
 小さい時に、愛が何であるかを知ったから。 
 それがあるから、この子は大丈夫。 
 色々な事が、よく分かっていると思う。 
 信じている。（涙） 
 困ったら、いつでも私は助けるから。 
 いつでも側にいているから。 

 
 母親のヒーリングのイメージ 

  
 暗示 

  
 
ハイヤー・セルフとの対話のイメージ 

 
【脳神経外科の仕事と、精神世界をもっての脳機能の

理解、知識の統合のプロセスをしている様に催眠者は

理解しているが、その点について】  
今は、自分が自分の実験台の様に、色々な体験を重ね、

それがいつか自分の家族と同じ様に、周りの人にも還

元されていく。 
周りの人も、家族の様に見ていこうと思っている。 
その手助けになる貴重な体験を学んでいる。 
全ては必然。 
少し医療からは外れている様に見えるが、証明できな

い脳の機能を理解する行為は、人間の本質に帰ってい

っているだけだと思う。 
そろそろ自信を持って、少しずつ周りの人にも、自分

の学ばせて貰ってきた事を還元するプロセスを始め

ていってもいい。 
そのやり方は、彼女が今、何をやろうとしている中に、

私（ハイヤー・セルフ）から受け取っている。 
この方向性で進んでいったらいいだけ。 

 
今日の今迄、エネルギーは奪われるだけのものだと思

っていたけれど、きっと感情的に自分を責めていたけ

れど、そうしてきたからこそ、今日迄これた。 
自信を失わない様に。 
感情的になっても大丈夫だから。 

 
【エネルギーを奪われていたと思い込んでいたのさ

え、勝手な思い込み？】 
そう。 
自分の自由な選択と意志で、本来は始めからどうにで

もなる事だった。 

 
暗示 

 
ボディ・チェック 
 心臓に影がある。 
 少し疲れている。  
 不必要な動悸が多過ぎた。 

 
 心臓との対話のイメージ 
 自分は彼女にメッセージを送っていた。 
 「辛い事を無理して我慢しなくてもいいん

 だよ」って。 
 体はこんなに反応しているんだよって、代表

 して動悸を使って知らせようとしていた。 
 でも、動悸がする事に悩んで、本当の意味は

 分かって貰えなかった。 
 精神の負担が体に影響を与えるという事を、

 身をもって教えようとしていた。 
 今日は役目が成就して本当に良かった。 
 ありがとう。 
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 【このまま気付いて貰えなかったら？】 
 そのうち必ず倒れていた。 
 体は常に、細かいメッセージを送り続けてい

 た。 

 10年も前から。 
 夫の事で、こんなにまだ悲しい自分を嫌がっ

 ているけれど、それくらいの事だと理解でき

 ればいいと思って、サインを送っていた。 

 
心臓への感謝とヒーリング 

 
 
チャクラの調整 

 
 
オーラ・チェック 
 うっすらと虹色に輝いている、 
 セッションの前に比べたら、色のバランスが

 良く、美しい。 

 
 
 
今回のセッションは、これ以上するべき事は何もない。 
ありがとう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セッション後のクライアントの感想など 

 

とき子さん 

 

本当に昨日は、お逢いできたご縁に心からの感謝でいっぱいで

した。 

神様からのご褒美のようでした♡ 

長時間があっという間の素晴らしいセッションを体験させて

頂けて、身体が未だダウンロードしているような感覚がいたし

ます(^^; 

（中略） 

ときこさん。 

お逢いしたときから、同じ星出身のような親近感でいっぱいで

す♡ 

共振共鳴・・心地よいひとときでした。 

心より感謝しております。 

 
 
 
 
 


