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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】 
整頓能力の向上 
自信の回復 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
セッションの記録： 
 
 
落ち着く場所のイメージ 
金～白色の心地良い光。 
バカンスの様な感じ。 
ベンチにパラソルがあって座っている。 
 
3年以内の楽しい思い出のイメージ 
ぐるぐる回っている感じ。 
参加した東京のセミナーでのシーン。 
自分が姿を現すと皆が喜んでくれている。 
ハイタッチの時のうきうき感。 
 
暗示 
（人との繋がり、友情が齎す喜びを満喫。周りにいて

支えてくれている人々への感謝の気持ちを放射する。

この感覚が、自分を輝かせる。） 
 
20歳の時の楽しい思い出のイメージ 
交流会の打ち上げ会。 
イベントを一緒にした仲間 15人といる。 
半年間の準備期間を経てやっと終わった時の達成感

と仲間との繋がり。 
 
暗示 
（達成感と喜びを最大限に高めて、その感覚が自分の

人生を常に支えていく） 
 
 
今生をより充実させて生きる為に思い出すべき、重要

な気付きや学びを齎す場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
自分の思っていたのと違う・・・。 
誕生した頃の感じがする 
｢大変だ｣と言って人がぱたぱた走っている。 
明るい感じではない。 
イメージの中で白～黒の色が出てくる。 
箱の中にいる様な感じ、閉じ込められている感じ。 
保育器の中らしい。 
誰かに見られている。 
 
生まれる前の子宮の中のイメージ 
居心地は良くない。 
お母さんは頑張りやで、「もっとやらなきゃ」といつ

も思い続けている。 
5ヶ月過ぎた頃みたい。 
僕は、｢もう出なきゃ・・・｣と思っている。 
お母さんは周りからの期待が大きく、｢いい子を産ま

なきゃ｣、と考え過ぎ。 
いつも人の目を気にしてキューっとしている。 
だから自分が出た方が、お母さんが楽になると思った。 
お母さんは結構自信がなさそう。 
焦ったらしい。 
心に余裕がなくてかわいそう。 
もう少し後で、心理的に落ち着いた時に出産できたら
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良かったのに・・・。 
 
誕生直前のイメージ 
分かってはいるけど、いよいよ出なくちゃ・・・とい

う気持ち。 
自分はまだ小さいまま、でも出なきゃ・・・。 
予定日より、まだ 2ヶ月も早いんだけどなあ。 
生まれたくないという感じはない。 
お母さんを楽にできるかも・・・、とも思っている。 
お姉ちゃんが楽しみにしているから会いたいなあ、と

わくわくもしている。 
 
誕生時のイメージ 
周りが大変だ!、と騒いでいる 
3－4人の看護婦と、50～60代の男性の医者の姿が見
える。 
家族はそこには感じない。 
わくわくして生まれたかったのに、迷惑掛けているみ

たいになっちゃって・・・。（涙） 
期待していたのと違う・・・。 
お母さんとの距離を感じる。 
離れた所にいる。 
僕は、誰かに抱っこされている。 
医者が｢ちゃんとしないと・・・｣、と感じている。 
箱に入れられた。 
早く家族の皆に会いたいのに会えない。 
そのうち家族も会いに来てくれて、自分は話し掛けよ

うとするけど、皆に聞こえていないみたい。 
寂しい。 
皆に会いたくて生まれて来ている筈なのに、家族が僕

の事をかわいそうとか大変とか思ってしまっている

ので、自分の気持ちが伝わらなくて残念。 
 
テレパシーで気持ちを感じる 
お母さん：	  
 余裕が全然ない。 
 本当は 1 人になりたかったけど、周りを
 気にして自分を責めている。 
 体調や精神面では、自分が生まれる前よりも

 っと酷そう。 

お父さん：	  
 余り悲しんでもいないし、能天気に喜んでも

 いない。 
 腹を括るという感じがする。 
 ｢これもしゃーないな｣、と思ったらしい。 
 
両親に、自分を迎え入れてくれた感謝の気持ちを送る。 
 
脳性麻痺で生まれた自分に、「これから大変な事もあ

るけど、君なら大丈夫だよ」と言ってあげる。 
暗示 
 
 
今生での悩みや問題の原因点のイメージ 
 
リセットしたい場面のイメージ(1) 
 
W園の時。 
（クライアントは、小学校修学迄の数年間を、週末を

除いて障碍者施設で育った。） 
家族と離れている時の自分の姿は、いつも。空想して

いる 
その場にいて何かをやるというよりは、未来や数日前

の思い出を思い浮かべている。 
生まれた時とは違って、いつもとても落ち込んでいる。

おかしいなあ・・・。 
M先生が2年目にいなくなってしまってから人の目を
気にする様になってきた。 
誰が自分の見方なのかいつも窺っている。 
支配欲争奪戦みたいな感じ。 
お父さん－見方。 
先生方－忙しいので余り自分が大切にされている感

覚を受けない。 
家－皆ちやほやしてくれる、もっと家にいたいのに

“W園”に戻る決まりなので、そう言っちゃいけない
んだと思い込んでいる。 
無理し過ぎた。 
 
無理して心の中に閉じ込めていた感情や我儘をその

時の年齢の自分として思いっ切りぶちまけるイメー
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ジ 
本当は、ずっと家で一緒にいたかったよ。 
何で僕だけが、家族から離れて暮らさなきゃいけない

んだ？ 
いつも頑張って一生懸命歩いてるのに、「もっとちゃ

んと歩け」って言われても困る。 
「こぼさない様に食べろ」って言われても、手がちゃ

んと動かないからどうしたらいいのか分からない。 
“W園”にいると、皆が“そういう人”だと一纏めに
されるけど、僕は自分を“そういう人”だと思いたく

ないんだけどなあ。 
先生達も皆、忙しくて構ってくれないし、すごく寂し

かった。 
イヤな思いをしても、何か、存在してるだけで申し訳

ないと思わなくちゃいけないみたいになってて、本音

を誰にも言えなかったから、辛かった。 
いつも家族なのに、家族の中に完全に入っちゃいけな

いのかと感じて悲しかった。 
只、一緒に普通に皆と過ごしたかった。 
 
インナーチャイルドのヒーリング	 ＋	 暗示 
その自分の＜インナーチャイルド＞に、今の大人の自

分が寄り添って抱き締め、｢よく頑張ったね｣と沢山褒

めて慰めてあげる。 
「君のお陰で、僕は強くなれたよ」。 
 
リセットしたい場面のイメージ(2) 
3－4年生の時の給食でのシーン。 
友達同士で 6人が机を合わせている。 
悪気は全然なかったのに、急に噴き出して、向かいに

座っていた男の子の友達に牛乳を掛けてしまった。 
自分でびっくりしてどうしたらいいのか分からなく

て、すぐに誤る事ができなかった。 
その子の顔をじいっと見ていたら、「何で顔ばっかり

見てるんや！」と言われた。 
割と仲良くしてくれていたのに、それ以来どうしても

気持ちが彼から逃げて、声を掛けられなくなってしま

った。 
 
 その時の思わず噴き出した状況を想像して、

 イメージの中で直ぐに謝って貰う転換作業 
 その時、彼は｢次からやんないでよ｣とすぐに

 言って貰えた。 
 良かった。 
暗示 
 
自分はすぐに笑ってしまう。 
多分、毎日どこへ行っても胸の中がキューっとしてい

るので、そのつっかえを無意識に解放する為かもしれ

ない。 
キューっとしているのは、何をしなくてもいつも皆が

自分の事を笑うし、家でも色々言われるし・・・。 
お母さんは勉強の事でとてもうるさい。 
お父さんは小さい頃はよく遊んでくれたけれど、だん

だん忙しくなってきた。 
お姉ちゃんは何でもできるから自分の気持ちを分か

ってはくれないだろうし・・・。 
今になると、あの時の気持ちは誰にも分かっては貰え

ない。 
お父さんに｢どうして人が生まれるのか知っている

か｣、「生まれる時が一番強い自分なんだ。それを知る

為に生まれてきたら、その強い自分は変わらないだろ

う」、みたいな話をされたのが印象に残っている。 
おじいちゃんは照れ屋だし、気に掛けてくれているが、

もっと話をしてみたかった。 
おばあちゃんは何でも言わせてくれたので、何でも言

えた。 
Tちゃんは小さいけれど、色々できるのが羨やましく
て、つい、叩いたり泣かせたりしたので悪いなあ・・・ 
と思っている。 
 
 
お腹に入る前のイメージ 
【これから生まれていく人生の設定を知っている？】 
自分は別の人生では何でもできた人だった。 
今度生まれる時は、同じ様な人生では退屈なので、逆

の人生を生きてみようと考えた。 
それ迄の人生では、何でも思い通りにならないと気が

済まないので、どうにもならない事を経験しようと思

った。 
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【障害を持って生まれるという事が、“どうにもなら

ない事”だった訳？】 
人生の設定をする時、＜できる体＞と＜できない体＞

の選択肢があった。 
＜できる体＞は、今迄にもう何度も体験した。 
＜できない体＞を着こなせる人はそう多くはなくて、

一定レベルの経験を積んだ魂だけが着れるらしい。 
魂のレベルでは、＜できる体＞と＜できない体＞に優

越はなく、結局は自分次第だったので、＜できない体

＞を選んだ。 
 
【自分の自由な意志で、障害のある体を選んだ？】 
そう。 
 
今生をこれからより良くしていく為に必要な学びや

情報を如実に示す、今現在にクライアントにとって最

も重要な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
革のサンダルを履いている。 
外国。 
“ベンハー”よりも少し前の時代らしい。 
180cm位の長身。 
当時としては大柄。 
威厳がある。 
40歳位。 
地方の豪族っぽい。 
ヨーロッパ、地中海の方、アラビア? 
召使に｢ご主人様｣と呼ばれている。 
アレックス、又は、アレキスという名前。 
Alex。 
白人に近いけど、程好く日焼けしている。 
目は灰－青の中間。 
短目の金髪。 
白いローブ、襟の開いたシャツ、スカートの様なズボ

ンのいでたち。 
 
誰かが来ると、家の広間の椅子に座っている。 
人がよく訪ねて来る。 

世話や接客をよくしている。 
威厳を示そうと、大きな指輪を嵌めている。 
代々の金持ちではないが、商売が上手く、地元の名士

になったらしい。 
日差しが強く真夏みたいに感じる。 
 
娘がいる。	  
 18－20歳位。 
 名前はマレーラ。 
 白を基調とした袖の短いワンピース姿。 
 顔は姪みたい。 
 好奇心旺盛。 
 本当に現在の姪かも。 
 
奥さんがいる。 
 最近仲が余り良くない。 
 黒髪。 
 別の土地から嫁に来た。 
 名前はビアンカ。 
恋愛ではなくて、彼女の家族と繋がった方が互いの家

にとって有益だと判断して結婚。 
結婚は 24歳の時。 
当初はいい関係だった。 
彼女の家は余り潤っておらず、向こうの親が結婚に乗

り気だった。 
他に好きな人がいたみたいだけど、家の人に説得され

て来た。 
奥さんは親しい人とこの土地に来たのではなく、知り

合いもいなくて、習慣も違うし、家族にも殆ど会えな

い。 
彼女は自分のスタイルがあったので、人に弱みを見せ

ないし、心を開けない性格。 
奥さんに対しては、好きでも嫌いでもないが、娘の母

親として感謝はしている。 
 
この頃は人生の絶頂期。 
全てが順調。 
唯一の心配事は娘の結婚相手の事。 
 
娘の他にも息子がいた様だけど、小さい頃に亡くなっ
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たかも・・・。 
そうではなくて、その子はまだどこかにいるかも。 
自分はもてる性格で、お金もあったのでどこかに妻以

外の女性がいたらしい。 
そのうち、小さい息子を養子みたいな感じで家に迎え

た。 
その時妻は口をきかず。 
娘はかわいい子だとかわいがり、息子も彼女にとても

懐いている。 
息子の名前はフィリオ。 
 
自宅などのイメージ 
丘の上に建っていて海が見える。 
田舎でも町でもない所。 
周りにぽちぽちと家が点在。 
その辺ではとても大きな家。 
家族と、召使 7－8人が住んでいる。 
玄関は大理石。 
数段上がって扉。 
エントランスの後、1つ部屋。 
食堂、接客の部屋、自分の寝室、子供部屋、召使の部

屋・・・。 
広い庭。 
外の庭から、一息つきたい時に海をよく眺めた。 
庭は 1番寛げる所だった。 
人前でも客間で振る舞っている時は寛げた。 
 
仕事などのイメージ 
塩を仲買している。 
届けたり、港に運ぶ。 
自分の扱う塩は高品質なので、信頼を得ている。 
始めは父の仕事を若い頃から手伝ってきて、自分が大

きくした。 
地元の名士を気取ってみたり。 
敬虔な宗教家ではないが、子供が病気になったら祈る。 
自分は幸運の持ち主だと信じている。 
 
その人生での重要な場面のイメージ 
45歳。 
娘が結婚して、家が暗くなった。 

家から笑いが消えた。 
思い通りにいかない事があると、怒りっぽくなった。 
元々、自分は短気ではあるけど、ケロッとする性格。 
商売は順調だけど、後取りは商売に向いていなさそう

なのでとても悩んでいる。 
妻とは相変わらず冷えた関係。 
儀礼的に食事だけは一緒にしているけど、寝所も別々。 
自分の商売のやり方をまねて同じ様にしている仕事

のライバルが出現してきた。 
自分よりも大きな仕事を請け負っている。 
 
50歳過ぎ。 
健康でなくなってきた。 
家に篭もりがち。 
気持ちの明るさがなくなってきた。 
家に塩が沢山あった為、塩辛い食事が多く、血圧が悪

化している。 
ベテラン召使も年老いて、客も減り、家の中の雰囲気

がジメジメしている。 
娘は遠くへ嫁ぎ、たまに帰って来るくらいで殆ど会え

ない。 
息子は引き篭もっていて、今で言うフリーターっぽい。 
自分の人生の終わりが迫ってきているのを自覚して

いて、そろそろどうしようかとよく考えている。 
自分の代で商売をたたもうか・・・・。 
折角大きくした事業なので、少しの金ではあったけど、

権利を他人にあげた。 
多くの蓄財がまだある。 
 
57－58歳。 
息がし辛い。 
呼吸器系の疾患、喘息? 
心臓も弱っている。 
動くとしんどいので、横になったり、じっとしている

時間が長い。 
先はもう長くない。 
治療と称して紹介された薬草を燻している。 
この薬草は実は体に害になり、それによって健康が悪

化したみたい。 
薬草は、自分を邪魔だと思う人によって持ち込まれた。 
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その人は、店を最終的に譲る事にした人の知り合いだ

った。 
どうやら、裏で始めから仕組まれていたらしい。 
 
人生最後のイメージ 
1人自室で寝ている。 
妻が側にいる。 
息子は留守。 
｢仕事は楽しかった、でも人生は一体何だったの

か・・・｣、と考えている。 
｢人生は、まあ、それなりには良かった｣と思っている

と、上に浮かび上がって、家や町が見え始める。 
 
呼吸がし易くなった。 
下に見える家を見ながら、｢もう少し家族と仲良くし

たかった・・・｣、と思っている。 
 
人生を振り返って 
仕事をする上では、人に喜ばれる事をするのが大切。 
家族に関しては本音を語れなかったので、思いやりを

掛けたり，意思の疎通を図ったりする事が大事。 
お金や仕事以上に価値のあるものがある事に気付い

た時にはもう時間がなかった。 
 
光との対話のイメージ 
＜自分から相手に心を開く＞事が大切。 
自分が期待する答えを受けるだけでなく、例えそれが

期待に反していたり辛いものであっても大切にする

事。 
＜結末がどうであれ、きちんと受け留める＞事が必要。 
 
 
思い出すべき他の重要な場面のイメージ 
 
エントリー・ポイントのイメージ 
日本の砂浜。 
男性。 
35歳。 
着物姿 
羽織－白っぽい。 

袴－黒っぽい。 
痩せ型、普通の体型。 
名前は三太郎。 
1800年代。 
江戸～明治時代。 
浜で何かを拾っている。 
漂着物。 
砂浜を綺麗にする為に毎朝ここに来ている。 
朝、起きるのが早いので、ここに 1人で出て来る。 
武士だが、半分は漁師。 
武士としてだけでは食べていけない。 
 
自宅などのイメージ 
浜の近く。 
それ程立派な家ではない。 
全体として黒い色が印象的な家。 
玄関を入ると囲炉裏がある。 
部屋数は 4つ。 
白い障子。 
 
 
次第にまどろむ・・・ 
（普段寝不足なのを考慮して、睡眠時間を持たせる） 
 
 
暗示 
（これ迄の人生で、最も充実した睡眠時間隣、目覚め

た時に、完全に心身がリラックスしてエネルギーが満

ちている） 
 
 
時間が来て、終了となる。 


