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 女性 

 40 代 

 日本人 

 ニューヨーク在住 

 クリエーター 
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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 
甲状腺の分泌液 
エネルギー切れ 
不眠 
人から向けられるネガティブな意識に対しても影響

を受けない精神的な強さを得る 
常にポジティブで、精神的にも成長 
仕事により集中 
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セッションの記録： 

 
 
 
子宮の中のイメージ 
何も見えない。 
幸せだけれど、それよりも母親の幸せな感情を感じる。 
これから生まれる事について、楽しみとは感じない。 
不安はない。 

何かしらの使命感がある。 

 
 
誕生時のイメージ 
周りの皆が喜んでくれている。 
生まれた喜びより、目的が分からない感じ。 
そして、それを探している感じ。 

 
 
今生での悩みや問題の原因点のイメージ 
以前住んでいたアパートの中。 
窓が見える。 
窓の外には普通は木々が見えるのに、どういう訳か景

色が見えない。 
真っ白なブランク。 
そこでの生活が辛かった。 
本来の自分らしくいられなかった。 
自分らしさの喪失感。 
アパートの中で迷子になっている感じ。 
その理由は、彼との関係？ 
自分の過去生に、彼も関わっている気がする 

 
 
その過去生のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
幅の広い裸足。 
男性。 

10代後半～20歳。 
背は低め、中肉中背。 
白い肌。 
ライトブラウンの髪。 
ブルー掛かった灰色の瞳。 
随分昔。 
中世？ 
自然の多いヨーロッパのどこか。 
岩が沢山見える海岸沿いにいる。 
家からは割と近い所。 
ひたすら海を眺めている。 
目的に向かっていこうとしている強い気持ちを持っ
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ている。 

 
自宅などのイメージ 
木造家屋。 
家の中央に大きな食卓。 

1人暮らしだが沢山の人が集まる家。 
20~40歳の男性ばかりが社交の為に来る。 
そこに家族は感じられない。 
家族はいない。 
仕事は、書き物に関する事。 
机の上にろうそく。 
ペンで紙に何かを書いている。 
とても健康。 
静かな暮らしぶり。 

 
その人生での重要な場面のイメージ 

30代後半。 
同じ村だが、自宅ではない。 
外にいる。 
何かで言い争っている感じ。 
人間関係か？ 

男性 2~3人が目の前に見える。 
邪魔をされている感じ。 
自分の中で、人生の障害を振り切ろうとしている感じ

を強く感じる。 
この問題はずっと一生解決されなかった。 
すっきりしない思い。 
悔しさ。 
物質的ではないものを失った。 
名誉を傷付けられた。 
自分のしている仕事に対して他人の嫉妬があった。 

 
人生最後のイメージ 
自宅でゆったりと過ごしている。 
リラックスしている。 
老いてはいるが、苦しみはない。 

70代後半。 
1人暮らし。 
(若い頃は異性とも関係があった。) 
一生、生まれた村から移動しなかった。 

仕事は生涯貫いた。 
物書き。 
淋しさはあるが、幸せだった。 

 
この人生を振り返って 
人間関係から多くを学んだ。 
もっと幸せになる方法があった。 
＜エゴを捨てる大切さ＞を痛感した。 
＜妥協する大切さ＞を思い知った。 

 
暗示 

 
 
別の思い出すべき時空のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ 
パンプスを履いている。 
女性。 

名前のイニシャルは“Y”。 
30代? 
ドレスで着飾っている。 
とても沢山の人々と社交している。 
背が高い。 
瞳も髪も、ダーク・ブラウン。 
とても健康。 

1930年代。 
スペインのどこか。 
劇場での社交している感じ。 
観客ではなく、幼少の頃からそこで演じている。 
ステージで踊るのが大好き。 

 
自宅のイメージ 
海の側に住んでいる。 
水際ではない小高い丘の上。 
家からの海の眺めが素晴らしい。 
天井の高い、石と木で出来た大きな家。 
仕事の成功により自分で建てた家。 
すっきりしたインテリア。 
大勢人が集まる家。 
料理好き。 
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いつもシーフードを作る。 
ワインをいつも飲んでいる。 
読者好き。 

1人暮らし。 
同じ村のすぐ近くに両親が暮らしている。 

両親は 2人とも元気。 
両親とはとても仲良く、よく遊びに行く。 
自分の事をとても誇りに思って、サポートしてくれる。 
兄がいるが、もう家を出ていて近くにはいない。 

 
その人生での重要な場面のイメージ 
仕事以外での恋愛関係でギクシャクしている。 
男性との問題。 

相手は背が高い。 
太っていない。 
とても優しい。 
自分を心から愛してくれている。 
劇場関係者、舞台関係。 

彼とは三角関係の為、関係は余り長続きしない。 
とても強い女性が現れ、恋人を自分の元から引っ張っ

ていく感じ。 
結婚を前提とした付き合いだったのが、その女性によ

って妨げられる。 
その後別の人との出会いがあったが、続かなかった。 
しばらくして、劇場関係者の彼は女性と別れた。 
そ彼を許して、また一緒になった。 
幸せ。 
その彼のイメージは、今気になっている人の雰囲気と

オーバーラップする 
（瞳に宿る魂は、）彼だと思う。 

 
人生最後のイメージ 

70歳ぐらい。 
健康。 
静かに暮らしている。 
一緒に暮らしている人がいる。 
その人の心臓が弱っている 

劇場関係の彼の住んでいる家に、50歳の頃移った。 
その家は木々に囲まれている。 
先への不安はない。 

とても安らかな死を迎えようとしている。 
自宅のベッドの上に横たわり、沢山の友人が自分の周

りにいる。 
彼の姿は今、見当たらない。 
自分は病気ではないが、もう十分生きた。 

 
人生を振り返って 
色々とあったが、充実した幸せな人生だった。 
仕事でも恋愛でも大きな達成感があった。 
またこの様な達成感を味わいたい。 
暗示 

 
 
その他の思い出すべき重要な時空のイメージ 

 
エントリー・ポイントのイメージ	 	  
硬い黒い革靴を履いている。 
男性。 

30代後半～40歳に近い。 
背は高め、細身。 
スーツ姿をしている。 
横断歩道の手前にいる。 
黄色い帽子を被った小さい子供達が回りに沢山いて、 
子供に話し掛けているイメージ。 
自分は彼らの先生ではない。 
周りには高くない建物が建ち並んでいる。 
大きなビルは見当たらない。 
公園が横断歩道を渡った向こう側に見えている。 
出勤中の光景か？ 
まばらな通行人の姿。 
余り人通りがない。 

コンサヴァティヴな感じの日本人	 (初めは特定でき
ず)。 
健康。 
昭和に入ってからの時代。 
今生の直ぐ直前の人生？ 
多分家族がいる。 

 
自宅などのイメージ	  
黒い瓦屋根が印象的な、古い日本家屋。 
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表札に「有・・｣という漢字が見える。 
畳の部屋に、黒い和式の机が見える。 
そこで家族揃っての食事をする。 

 
夕食シーンのイメージ	  

小学生の 2人の男の子がいる。 
息子。 
自分の母親がお櫃からご飯をついでいる。 
母親のイメージは温かい人だけれど、自分の妻とは少

し不和な感じ。 
食卓は品数が少ない。 
魚料理が上っている。 
妻は台所で料理をしている 
妻のイメージは大人しい感じ。 
彼女は内に感情を溜め込んでいるけれど、自分はそれ

に気付いてあげていない。 
仕事が忙し過ぎるし、母親と同居している為だと思う。 
自分と母親とのコミュニケーションも不十分。 
子供とはいい関係にある。 
いい父親だと思う。 

 
その人生での重要な場面のイメージ	 	  

40歳半ば。 
何かのトラブルが起こった。 
子供か仕事に関わる事で大変な出来事らしい。 
責任に関する事項。 
仕事に関する事だと確信。 

仕事は 1人ではないけれど、その責任問題に対処する
のは自分 1人だけ。 
仕事の内容はとても事務的で、全然クリエイティブで

ない事。 
小さい会社ではない。 
沢山の同僚がいる。 
自分は会社のお金を管理している様である。 
トラブルの内容は、大きな仕事を任されたが失敗した

事に関係している。 
危機的な立場に置かれ、糾弾されている。 
精神的な打撃が大き過ぎて、悲嘆に暮れている。 

 
結局、会社を辞めてしまった。 

とてもほっとしている。 

 
（時間が経って・・・） 
何かを作り始めている。 
こげ茶色の焼き物が見える。 
どうも陶芸を始めた様である。 

陶芸はもともと家族の 1員がしていた感じ。 
祖父か、父の様な気がする。 
自宅に工房があった様である。 
父の作った工房。 
自分が焼いた陶器は生計の足しに売っているが、余り

売れてはいない感じ。 
妻は無職で、自分が会社を辞めて陶芸を始めた事で、

経済的な心配をしている。 
自分の内面はとても穏やかで、没頭していく感じ。 
家族とのコミュニケーションはずっと向上。 
自分の好きな事に没頭できて、心が晴れている。 
時間を経て、妻の自分への理解がどんどん深まってい

った。 
ありがたい。 

 
人生最後のイメージ	 	  

(容貌の変化に、驚愕） 
もの凄く高齢。 

90歳以上。 
黒澤映画に出てくる様な、白いひげの老人になってい

る。 
健康状態は良好。 
陶芸は続けていて、この頃には売れている。 
精神状態は極めて安定。 
本来の自分になった実感、充実感。 
とても満たされた静かな生活。 
子供達はずっと前に家を出て、そう遠くない所に住ん

でいて、よく訪ねて来てくれる。 

息子の 1人は陶芸をしている様だ。 
自分と同じ工房か、別の場所かは不明。 
妻は奥の部屋で、長い間患っている病気の為に休んで

いる 

現在は 2人暮らしなので、家事や妻の世話も、自分が
殆どしている。 
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妻の死のイメージ	 	  
皆で妻を囲んでいる。 
気管支系の病気だった。 
結核？ 

7～8人の人間が見える。 
自分と 2人の息子以外は、息子達の家族らしい。 
妻の死後になって、彼女がとても自分の支えになって

いてくれていた事に気付いた。 
もっと妻の気持ちを分かってあげる努力をしなかっ

た事を後悔もしている。 
死に別れて淋しく、妻とはまた会いたいと思う。 
人生の前半は余り幸福でないが、会社を辞めた後から

は、妻との関係が非常によくなった時期があった。 
最後は、妻が長い間病んでいて、彼女の死は悲しいが、

妻は大変だったので、その苦痛から彼女が解放されて

ほっとしている 

 
自分の死のイメージ	 	  
自然な形での死を迎えた。 

もう 100歳に近い年齢。 
家の中にある工房で、作業中に心臓発作が起こった。 
妻の死後からそれ程経っていない。 

その時自分 1人だったが、たまたまやって来た近所の
人に発見された 
死ぬ時に、できるだけの事はやったという思いが心に

浮かんだ。 
特に後半からは、本当の人生が始められ、貫徹できた

実感がある。 

 
人生を振り返って	 	  
本当に好きな事、やりたい事をする大切さ、自分の気

持ちに忠実に生きる大切さを学んだ。 
会社を辞めるトラブルも、“それがあったからこそ本

当の人生を取り戻せた”ので、自分にとっては“必然

的なトラブル”だったのだと理解できた。 

 
中間世	 (だと思われたが、厳密には違う	 	 ) 
今、3人の人が自分に会いに来てくれている。 
女性ばかり。 
皆、自分をとても支援してくれているのをひしひしと

感じる。 

1人はとても親しかった母の姉妹（伯母）。 
もう 1人は、自分は実際には 1度も会った事のない人
で、父方の祖母の関係の人だと認識できる。 
この人々に、とても親近感を感じ、会いたいという強

い思いが湧き上がる。 
この人達は、魂となっていつも近くで自分を見守って、

愛を注いでくれている様である。 
全員が、皆、同じメッセージをくれている。 
｢今の魂としての状態は、苦しみも無くて、とても楽

で、平和な状態なので心配しない様に。｣ 
｢これからも、あなたの好きな様に人生を生きていき

なさい。｣ 
｢問題が起こった時は災難が降ってきた様に感じても、

それに向かい合う事で、更に大きく成長できる。｣ 
「いつも側で見守っている。」 

 
これらの魂との対話のイメージ	 	  

 
“D”さんとの関係について	 	  
彼との関係を貫く事で、大きな成長と学びがある。 
彼は、ソウルメイトであるらしい。 
とても身近な関係－どうも師弟関係だった人生があ

る。 
自分が教師という立場で－過去生を共有した事があ

るらしい。 
｢彼とは心配せずに直感を信じてそのまま進みなさ

い。｣ 

 
“W”さんとの関係について	 	  
彼女は存在していても、存在はないイメージが強い。 
本来なら、自分の人生にとって大きな障害になる筈な

のに、この先も人生の深いところでは関わっていく事

がない。 
彼女は必死で脅威になろうとしている様だが、自分に

とっても“D”さんにとってもそうはならない。 
彼女との関係が希薄化するには時間が掛かるが心配

はない。 
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“K”さんとの関係について	 	  
自分の身近にいて、自分に彼女の持っている問題をさ

らけ出してくれている人。 
それらを見せて貰う事で、自分がより良くなっていけ

る（反面教師？）。 
彼女の状況を変えてあげたいという強い気持ちを持

たせて貰っている。 
具体的には、人をもっと思いやる気持ちを培って、ネ

ガティブな感情をなくしていける様になる為の要素

を担ってくれている。 

 
暗示 

 
	 《木のスクリプト》のリラクゼーション/イメージセ
ラピー 

 
 
セッション後のクライアントの感想など 

 
今日はとても不思議な体験、とっても貴重な体験をさ

せていただいたこと、お時間もたっぷり取っていただ

いてほんとうにありがとうございました。その上、お

昼までごちそうになったり、身の上話まで聞いていた

だいて何だかいたせりつくせりしていただき感謝し

ています。 
（中略） 
あれからもリラクゼーションが続いていて家で少し

横になってからスタジオに来てメールしています。１

２月からこの一月特に前半が忙しかったのでこのリ

ラックス感が有り難いこと。 
ほんとうに感謝です。 

 
_____ 
 
昨日はレポートにまとめてもらったり、ご丁寧に色々

とありがとうございました。 
（中略）それからもずっと身体も気持ちもリラックス

してぽわーってした感じでした。 
昨夜は一度も途中で目が覚めなかったんですよ！と

っても熟睡できました。これもときこさんのお陰です。 

 
 


