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■■はじめに 

 

この度は、２days プロコーチ認定講座（通学講座）の受講を決断されましてありがと

うございます。 

 

2007 年 11 月より海原式ＮＬＰ講座としてＳＮＳを発足させ、2008 年 12 月には、「日

本目標達成協会」を発足させ、「２days プロコーチ認定講座（通学講座）」を開設し、

以来、認定カウンセラー、認定コーチ、認定目標達成コーチを多数輩出しております。 

 

こうした認定者を輩出したその基礎となるのが、２days プロコーチ認定講座（通学講

座）の存在です。毎月 1 回、2 日間の日程で、各自セラピー実習を通じてメンタルブロ

ックの除去に多くの時間を費やしております。 

 

誰もが多少の差こそあれ、メンタルブロックを持ち、それがご自身の現在の目標達成の

足かせになっていることに気づかない例があまりに多いと理事長・海原悠雲（うなばら

ゆう）は言います。 

 

既に受講をしている門下生たちは、一人ひとりが自分の過去に向き合って、自分の明る

い未来のための重要な作業としてメンタルブロック除去にひたむきにエネルギーを費

やしております。 

 

時には、似たような経験、似たようなメンタルブロックを持つ仲間の存在を知ることが

ありますし、また、異なるメンタルブロックを持っていると知って、共感を広げる仲間

にも出会えます。 

 

過去にどのようなことがあっても、それに真摯に向き合う点では、全員が共通しており

ます。だからこそ、他では見られないような信頼関係を作り上げていると思っておりま

す。 

 

そんな仲間の輪に新たに加わっていただける決断をされたことに感謝であります。 

 

ともに前進していける仲間が増えたことに感謝いたします。 
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概  要 

 

 

名称： 2days プロコーチ認定講座 通学講座 

 

主な目的： メンタルブロックの除去（セラピー実習）と関連スキルの向上 その他 

 

開催場所： 毎月異なる。  

      偶数月  関東（横浜）  ダイワロイネットホテル横浜公園 

      奇数月  関西（大阪）  アパホテル大阪肥後橋駅前 

   ※幹事が上記ホテルの部屋を予約し、各自その部屋でセラピー実習を行う 2 日間。 

 

開催日程： 毎月第二週末の土日 2 日間 

      一日目（土曜日） 午前 10 時に集合 

      二日目（日曜日） 午後 6 時ごろ解散 

 

主催： 日本目標達成協会（理事長・海原悠雲） 

 

協会所在地：〒231-0023 横浜市中区山下町 222-3 ドメス山下町 1205 

 

協会連絡先： TEL:045-212-0738（平日 9:00～18:00）  

 

協会ホームページ： http://target-capture.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://target-capture.com/
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■■通学講座 参加にあたって（ＳＮＳ関連） 

 

通学講座に初参加する前に、ＳＮＳ内で 【プロコーチ】２ｄａｙｓプロコーチ認

定講座 のコミュにお入りください。その月の実施要領について連絡等の情報交換の場に

なっております。 

 

 

このコミュに入るには、管理者の承認が必要です。通学講座に入られた方はみなさんこの

コミュに入れますので、遠慮なく申請をしてください。 

 

 

承認が済むと、下記のようなページが閲覧できます。 

 

 

通学講座に参加するにあたって諸連絡が随時更新されますので、日程が近くなるほど確

認を行うようにしてください。 
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参加する通学講座のコミュに、コメントとして参加意思表示を書き込んでいただくこと

になります。 

 

 

 

 

 

このコミュに参加した後は、このコミュのメンバーに「マイフレンド申請」をしておき

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

認定講座のメンバー全員にマイフレンド申請をしておくといいでしょう。（人数多いの

で、少しずつ） 
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普段においては、下記のページを元に講座を進めてください。 

 

講座の目次 

http://www.1nlp.org/?m=pc&a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=564

&comment_count=2 

 

下記のようなページです。 

 

 

 

 

 

 

http://www.1nlp.org/?m=pc&a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=564&comment_count=2
http://www.1nlp.org/?m=pc&a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=564&comment_count=2
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講座の進め方部屋♪ 

http://www.1nlp.org/?m=pc&a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=582

&comment_count=2 

 

下記のようなページです。

 

 

また、普段の各種シェアや勉強においては、海原先生の日記をたどってご覧になって下

さい。講座生の素晴らしい結果や他のみなさんと共有したい日記の紹介などが沢山あり

ます。 

 

是非、ご覧になってご自身に役立ててみてください。 

http://www.1nlp.org/?m=pc&a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=582&comment_count=2
http://www.1nlp.org/?m=pc&a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=582&comment_count=2
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■■通学講座に参加するにあたって（携帯電話設定） 

携帯電話でインターネット利用してＳＮＳにアクセスする方法です。 

主に、外出先やＰＣが手元にない時に役立ちます。 

下記では、携帯電話画面にＳＮＳを表示する方法をお知らせします。 

 

 

 

まずは、画面右上の「設定変更」の文字をクリックします（下図） 

 

 

次に「設定変更画面」が出てきます。そのなかほどにある「携帯メールアドレス設定ペ

ージへ」をクリックします。（下図） 
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すると次のような画面が出てきます。（下図） 

携帯メールアドレスを入力し、送信ボタンをクリックします。 

 

すると、ご自分の携帯電話のメールに 

ＳＮＳのＵＲＬが届きます。 

 

これをクリックしてメールアドレス登録画面を開き

ます。 

 

パソコン用メールアドレスに登録しているパスワ

ードと同じものを入力して、［送信］ボタンを選択

します。登録完了画面が表示されたら、パスワード

を入力して［ログイン］ボタンを選択します。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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■■通学講座に参加するにあたって（メンタル面） 

 

2 日間の通学講座では、そのほとんどの時間がセラピー実習に費やされます。参加さ

れる他の講座生と 2 人でペアになり、ホテルの部屋で 2 時間や 3 時間交代でセラピー

実施します。 

 

1 日目の午後、1 日目の夕食後、2 日目の午前、2 日目の午後、それぞれ 2 時間や 3

時間、ホテル部屋（シングル）に入ってセラピー実習を行います。4 つの時間帯それぞ

れ異なるペアを組むので、2 日間で 4 人の人達とペアを組むことになります。 

 

それだけの時間をセラピー実習に費やすため、ご自身で解決したいメンタルブロック

をリストアップしておくと、この 2 日間はとても有意義になります。 

とりわけ、自分年表（小さいころからのメンタルブロックの年表）を事前に作成して

おくとよろしいでしょう。 

 

ポイントは 3 点。 

→いつごろ、どんな出来事（事実）があり、その時の自分の感情は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分年表（例）・・・時系列で書き出すメンタルブロックの例 

・小学 2 年の時、水泳が出来なくて、友達に馬鹿にされ、とても嫌な思いをした。 

・小学４年の時、学校の帰り道に突然大きな犬にほえられ、以来犬が怖くなった。 

・小学 6 年の時、テストで 18 点を取ってしまい、親にひどく怒られ、勉強が嫌になった。 

・中学 1 年の時、親が飲みすぎで怒号の中帰宅し、とても怖くて眠れなかった。 

・中学 2 年の時、わけわからず担任の先生にビンタされ、ひどく悲しかった。 

・中学 3 年の時、同級生からいじめにあい、誰にも相談できず学校に行けなくて辛かった。 

・高校 2 年の時、アルバイト先の店長に嫌がらせを受け、辛かったので辞めた。 

・高校 3 年の時、受験の重圧を感じる日々で、友達に冷たく当たってしまった。 

・25 歳の頃、上司とうまが合わず、希望した会社だったが、心身ともに疲れたので辞めた。 

・32 歳の頃、どうしても言う事を聞かない部下と口喧嘩してしまい、とても凹んだ。 

                               等々 

 

※「どんな出来事（事実）の欄は出来るだけ詳しく書く。 

※「その時の自分の感情」の欄は素直に正直に。当時どのように思ったか、感じたか。当時

の関係者に遠慮せず、あくまで「自分はどう思ったか。何を感じたか」を詳しく書く。 
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また、自分年表を作成するにあたって、身近な人との関係を見つめなおすのもメンタ

ルブロックを発見する手掛かり（ヒント）となることがあります。 

例えば、身内の存在。父や母、兄姉、弟妹、祖父祖母の存在は、いろんな場面で自分

に協力してくれる存在であるってことはあるでしょうが、時に、もつれ合い、コミュニ

ケーションのズレ、家庭内のルール、兄弟喧嘩などから、自分が傷つく場面が過去にあ

った方もいらっしゃることでしょう。身内の存在、言葉のやり取り、苦い経験、しんど

い経験、等を振り返ってみて、自分が怒ったり、傷ついたことがあるなら、メンタルブ

ロックになっている可能性あります。自分年表に加えてみてください。 

 

 

認定講座（通学講座）当日までに、自分年表がたとえ完成していなくても、書けた所

までを持参しましょう。過去を振り返ってノート等に記すのは案外時間がかかったりす

るものです。ゆっくりと時間をかけて徐々に完成させていけばいいでしょう。焦らず、

出てきた過去の記憶から順にノート等に記しておきましょう。出てきた過去の記憶（メ

ンタルブロック）からセラピーで除去すればいいのですから。 

当日は書けた所までを持参しましょう。 

 

通学講座の当日の際には、この自分年表に基づいてセラピーのテーマを決め、ペアにな

る講座生（セラピスト）に伝えて、セラピーに臨んでください。 

 

 

 

その他 

軽装にて参加ください。 

遠くよりお越しの方、集合時間に遅れる、解散時間を早退するなどの予定の方は、到着

予定・帰宅予定時刻などＳＮＳに書き込みをお願いします。 

 

幹事が全体を取りまとめますので、正確に書き込みするようお願いします。 
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■■通学講座のスケジュール（例） 

 

○月○日（土）一日目     ※毎月第二週末の土日です。 

午前 10 時  ○○ホテル ロビー集合  

       その後、近隣のカフェ等で、ワクワクセミナー実施 

 

午後 12 時  近隣のレストランにて全員でランチ 

 

午後 2 時   ホテルチェックイン  

       セラピーペア組み合わせ 

        ＜各自部屋にてセラピー実習・1 回目＞  

 

午後６時   近隣レストランにて夕食会 

 

午後 9 時   夕食会終了、ホテルに戻り、セラピーペア組み合わせ 

        ＜各自部屋にてセラピー実習・2 回目＞ 

 

 

○月○日（日）二日目 

 朝食は各自済ませておく。 

 

午前 9 時 30 分 ホテルロビーに集合、セラピー組み合わせ。 

        ※外部講師セミナーがある場合は、セミナー参加組と 

        セミナー不参加組（ホテルでセラピー組）で、別行動になります。 

 

   ＜セミナー不参加組は各自部屋にてセラピー実習・3 回目＞ 

        ＜セミナー参加組はセミナー会場へ＞ 

 

午後 12 時   近隣レストラン等でランチ 

 

午後 2 時   ホテルに戻り、セラピーペア組み合わせ 

 

        ＜各自部屋にてセラピー実習・4 回目＞ 

 

午後 6 時   ホテルロビー集合 あいさつ 解散 
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午後 6 時 30 分 近隣飲食店でシェア会（希望者のみ） 

 

        解散 

 

 

2 日間の予算等は、毎月開催場所ごとに異なりますので、ＳＮＳ内 【プロコーチ】

２ｄａｙｓプロコーチ認定講座 のコミュでの情報更新をご覧になってください。 

 

セラピー実施ごとに、アンケートの記入をお願いします。 

ご自身がクライアント（セラピー受ける側）として、ペア相手のセラピーについての感

想等をご記入ください。（アンケート用紙は【プロコーチ】２ｄａｙｓプロコーチ認

定講座 のコミュをご覧になってください） 

 

 

尚、この 2 日間のスケジュールの中で、外部講師をお呼びして、セミナーを開催するこ

とがあります。おおむね、二日目の午前中にホテル近くの貸会議室等で 2 時間程度のセ

ミナーです。詳しくは参加される月の【プロコーチ】２ｄａｙｓプロコーチ認定講

座 のコミュをご覧になってください。参加にあたっては有料のものもあります。希望者

が受講できるセミナーです。 

 

外部講師セミナー等実績 

統計心理学 

お料理教室 
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■■フォローアップコーチングについて 

2 日間の認定講座（通学講座）の後は、フォローアップコーチングでご自身の目標達成

に向けての情報交換や他の講座生との交流を深めましょう。 

フォローアップコーチングは毎月第三週末の土日に行います。 

 

形式：ご自宅にてスカイプを利用。 

時間：毎月第三週末の土日の夜 10 時からおおむね 90 分程度。 

   なお、昼の部として第三日曜午前や午後に開催される事もあります。 

   詳細はＳＮＳ内のフォローアップコーチングのトピックを確認ください。 

メンバー：ホスト役とゲスト役合わせて 4・5 名程度 

     （ホスト役は認定コーチが担当する） 

内容：ご自身の現在の目標達成について 

    認定講座 1 週間後、変化等 

    疑問や質問等 

 

 

 

 

 

※毎月開催される通学講座に毎回参加できるとは限らない方もいらっしゃると思いま

す。ですので、フォローアップコーチングの時間を利用しながら、情報交換や、ご自身

の目標達成に向けてのコーチングの場として利用されるとよろしいかと思います。 
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■■講座生 変化の実例紹介 

通学講座に参加すると、セラピーによりメンタルブロックがたくさん除去されてきます。

私たちの中で大きく変化した方がいらっしゃいます。実体験を書いていただきましたの

で下記に紹介いたします。現在も通学講座に在籍している 20 代男性の例です。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１．最初の頃の自分 

 

小学校高学年（１０歳）の頃から喋れない状態でした。 

原因は、家庭で母親から不平不満を聞かされ、父親に暴力を振るわれていたこと。 

姉が些細なことで怒って大きな声を出したり、物を壊す・隠すなどをすること。 

学校でのいじめ。大人への失望が大きかったことではないかと思います。 

 

人と話せないのは不便で、楽しみが少ないので、変えようと思っていましたが、上手く

いきませんでした。 

 

 

 

２．その時の問題点 

 

人に接する自分に自信がないこと、 

話すのが非常に怖くて、人と話すことを極力避けていたので、スキルが身につかなかっ

たことです。 

 

話すと馬鹿にされる、上手く話せない、などの思い込みが非常に強く、話すことが怖か

ったです。 

小さいころから、話すと失敗するという経験を積み重ねていたので、 

「話をすると上手くいかない」という思い込みがありました。 

 

それに付随して、些細なことで怖れる、落ち込むことが多かったです。 

結果、人間関係全般が苦手で、人の目をまともに見れない、発表などが嫌いな状態でし

た。 
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３．成りたかった自分 

 

一方で、自分の能力を上げたい、コミュニケーションに苦しんでいる自分を変えたい、

と考えていました。 

そのために、高校生の頃に成功法則を知った後、色々な本や教材（ナポレオン・ヒル、

デール・カーネギー、中村天風など）を買い集め、実践しました。 

 

 

 

４．変わるきっかけ（転機） 

 

海原先生の１分間目標達成術を購入したのがきっかけです。 

アマゾンキャンペーンをやっているのを知って、購入しました。 

 

書籍を拝読して、すぐに無料の「スピード目標達成講座」という SNS に入会しました。 

その SNS のルールに則って、成功・感謝体験を日記に書いたり、書籍の内容を実践し

たところ、今までの成功法則よりも効果があったように思います。 

 

例えば、以下のような効果がありました。 

今までよりも、感情の波がなくなりました（怒りや嫉妬などの感情を始める前よりも感

じなくなりました）。 

感謝やありがたさをたくさん感じるようになり、いいことが増えたように感じるように

なりました。 

 

 

効果があるな、と感じたので、今度は有料の養成講座1を受講させていただきました。 

 

申し込んだときの特典として、まゆりさんのセッションを無料で受けることができまし

た。 

その時、コーチングもしていただき、家族の問題のひとつを解決してもらいました。 

今までの「成功・感謝体験」なども効果はありましたが、セッションはそれとは比べ物

にならないほど、効果があったように思います。 

 

セッションをはじめて受けて、自分の問題行動（心配性、焦りなど）を少し改善できま

 
1 この講座生（通学講座）が入会時、「養成講座」という名称の講座がありました。 
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した。 

また、いろんなことに対してやる気が出ている状態（常にやる気のある状態）を長く維

持できるようになりました。 

 

セッションを受けた後、まゆりさんに薦められて、元々興味があったことも手伝って、

プロコーチ認定講座（通学講座）に入会しました。 

これは毎回、参加するたびに確実に良い方向に変わっていっていると実感できるので、

１年経ったいまでも受講させていただいています。 

 

 

 

５．認定講座（通学講座）に入ってから（時系列） 

 

最初に立てた目標が、コミュニケーション力を上げる、ということでした。 

人と話すのが怖い、話せない、話すことに対する自信がない、という状態を変えようと

決意しました。 

 

そのほか、昔からやっているネットビジネスを成功させたいという、という目標もあり

ましたが、こちらは海原先生との最初の電話で、止められたのでいったんやめて、講座

に集中することにしました。 

始めてから、徹底して講座内に用意されている音声・動画を徹底して聴いて見ました。 

 

１回目、毎月行なわれる認定講座（通学講座）に参加した後、復習と、先生にコンサル

ティングしてもらったときに頂いたアドバイス 

（安全な言葉（褒めること）を自然に使えるようにするなど）を実践することで、 

徐々に人への抵抗感が減っていきました。 

まだこの段階では初対面の人と話す、まではいきませんでしたが、人と会ったり話すの

をあまり恐れなくなりました。 

 

認定講座（通学講座）に初めて参加してから、コミュニケーション力を上げるという目

標を講座の皆様に支えていただきました。 

コミュニケーションの考え方やスキルは、認定講座内にある音声、上司講座や「人を動

かす」という先生がお勧めしていた書籍で学びました。 

 

また、認定講座（通学講座）で何度も先生にコンサルしてもらったこと、先生や講座の

皆様に教わったことを日常生活で実践することで、少しずつコミュニケーションを行な
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うということが、どういうことなのかわかってきました。 

 

 

認定講座（通学講座）に参加して、コーチングを受けたり、あるいはコーチングを学ん

で人の悩みを聞き、解決したり、セッションを受ける・かけることで、人への抵抗感が

減っていきました。 

 

ほかの受講者さんが、全員優しかったこと、勇気を出して話しかけたら、１００％の確

率で、笑顔で返答してくれることも要因のひとつです。 

だいたい３回程度参加した頃には、もう初対面の人にでも、平気で話しかけられるよう

になっていました。 

平気というのは、まったく心理的負担を感じず、スムーズに話すことができる、という

意味です。 

 

まだ、人とスムーズに話しかける技術のようなものが足りず、考え込んだり、つっかえ

たりすることもありますが、人前で話す、発表することも普通にこなせるようになりま

した。 

 

 

 

６．認定講座（通学講座）で特に大きかった出来事 

 

先生に頂いた PC サポートの依頼を「プロとして」行なうことが、上手くいったこと。 

（普段は上手く話せないとしても、得意分野であれば何の問題もなく話せることを確認

するために、先生が用意してくれた機会でした。） 

 

セミナー中のワークを行なった後、講座でどんなことをして、どんな成果があったのか

話すこと（自分の意見を言うこと）。 

このふたつが、上手くいったことで、自分は人に受け容れてもらえるんだと納得できた

ことが、大きな成功体験になりました。 

 

 

８月のミッションのワークでの発表と、究極のＮＬＰコーチング。 

この時の海原先生のお話を聞いた後、コミュニケーション力の問題に本気で取り組み始

めました。 
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その取り組みのひとつとして、認定講座が終わった後、「話をしたときに失敗した出来

事」をテーマに、コーチング・セッションを重ねて受けました。 

どんなことをしたかと言うと、小学校から社会人まで、時系列で話関連のメンタルブロ

ックを書き出し、長い時間をかけてそのメンタルブロックを取り除きました。 

 

 

 

７．メンタルブロックについて 

 

最初に受けたまゆりさんのセッションで、「家族について」「小学校のいじめについて」

をテーマにしたメンタルブロックをとってもらいました。 

６月の認定講座（通学講座）では、たけさん、まゆりさんに、時系列順に書き出した嫌

なことリストに対して、小さい頃のものから順にセッションをかけてもらいました。 

７月の認定講座（通学講座）では、「小・中学校のいじめについて」嫌な思い出のある

出来事から、順々にかけてもらいました。 

 それぞれの出来事から、特にずっと持っていた「恨み」や「怒り」の感情が、ニュー

トラルな状態になりました。 

８月の認定講座（通学講座）で、「家族について」のテーマ深めて、父親・母親・姉そ

れぞれの「嫌な行動、特に辛かった出来事」 について書き出したものに対して、セッ

ションをしていただきました 

（この認定講座だけでは終わらなかったので、９月までかかりました） 

 

この時点で、家族についての大きな問題は解決できたように思います。 

その後、家族と接していて、怒ることがほとんどなくなりました。 

 

 

８月から、コミュニケーション力の問題に本気で取り組み始め、 

「話をしたときに失敗した出来事」のメンタルブロックをとりました。 

９月の大阪での認定講座（通学講座）では、声に関してのメンタルブロックをとりまし

た。 

 

９月の長野での認定講座（通学講座）から、時系列で書き出したメンタルブロックにつ

いて、セラピーをしていただきました。 

 大きなものは取れた感覚があったので、小さな出来事（思い出したら嫌な気持ちにな

ること）を片っ端からやっていただきました。 
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８．具体的に変わるためにやったこと 

これまでに、意識してやったことは、以下です。 

 

自分に自信をつけるために、感謝・成功体験の書き出しを、「スピード目標達成講座」

SNS に入ってから、養成講座、認定講座に入っても、９０日間は毎日やりました。 

 

認定講座（通学講座）で教わった技術（特にリフレームやアファメーションは初期に集

中してやっていました）と、嫌なことを時系列で書き出す作業、タイムラインを、時間

をかけて行ないました。 

また、自分にできること・強みの書き出しもしました。 

 

掃除は、入会してから何度か重ねてやりました。 

自分の悪いパターン、メンタルブロックと向き合うことは、認定講座（通学講座）に入

ってから、話せるようになるまで、やり続けました。 

 

講座に用意されている音声・動画は何度も繰り返し見たり聴いたりして、 

ほかの受講者さんの日記（成功体験など）をたくさん読みました。 

 

 

 

９．到達した自分 

 

自分に自信がある状態になりました。 

怖れや怒りを感じても、自分である程度、感情をコントロールできる状態になりました。 

 

人間関係・話すことへの抵抗がなくなりました。 

初対面の人でも怖れずに話せるようになり、また相手の目を見ると怖かった状態から、

ほとんど何も感じない状態になりました。 

 

落ち込むことをなくすためのスキルが身につきました。 

以前よりも、小さなことにも感謝できるようになりました。 

目標を立てて、それを達成するためのスキルが身につきました。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

■■通学講座生 データ  ＊2010 年 5 月 30 日現在 

＞＞男女比 

男性  ５７．７％ 

女性  ４２．２％ 

 

＞＞職業別比 

会社員  ５３％ 

専業主婦 １５％ 

自営業  １３％ 

経営者   ８％ 

フリーター ８％ 

学生    ０％ 

 

＞＞年代別比 

２０代  １３．３％ 

３０代  ３７．７％ 

４０代  ４２．２％ 

５０代   ４．４％ 

６０代   ２．２％ 
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■■参考文献 （全７冊） 

 

■1 分間目標達成術 海原悠雲著 インデックスコミュニケーションズ 

 

海原理事長の処女作。2009 年 2 月発売。目標達成のスピードを

上げるための 6 原則、潜在意識活用しながらスピード成長する方

法、携帯電話を使って目標達成する方法など、目標達成にかかわ

る心構えやツールの利用法などの紹介がふんだんに掲載されて

いる。講座内でも本書を手にして自分を変えるきっかけになった

という報告が沢山出ました。認定講座（通学）必読の書。 

 

 

■やる気の育て方 海原悠雲著 株式会社インフォトップ出版 

 

海原理事長の第二作。2009 年 11 月発売。やる気がでない人達

に共通しているのはメンタルブロックがあるから。それを自分

の性格であると考えてしまうことも多いという。やる気に満ち

たメンタルエナジー、目標達成にかかわる 4タイプの解説など、

優しい語り口で分かりやすい解説があると好評を得ている。認

定講座生（通学）必読の書。 

 

 

■クラズナー博士のあなたにもできるセッション  

Ａ・Ｍ・クラズナー 小林加奈子訳 ＶＯＩＣＥ 

 

セッション（催眠療法）について総合的に書かれた名著。 

脳のしくみや潜在意識の理解、暗示などセラピーを実施すると

きに必要となるコアになる部分や周辺知識について多くが述

べられている。セラピーを自らに行う際にも参考になる章があ

り、じっくりと取り組む(向き合う)ときにも使える。セラピス

ト必読の書。 
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■あなたの人生を変える催眠療法セッション  

リンダローズ博士の「潜在意識」活用マニュアル 矢沢ﾌﾚｲ伸恵訳 雷韻出版 

 

 

「心の働きと構造」「心のパワー源」「心のツールキット」「ト

ラブルシューティング」と４部構成からなる潜在意識活用に

ついて述べられている。本書にある「クリティカルファクタ

ー」や「心の法則」は、海原理事長の内容と共通しており、

通学講座生はスピーディに内容理解できるものとなってい

る。セラピスト必読の書。 

 

 

 

■ザ・シークレット  ロンダ・バーン 角川書店  

 

 

出版以来世界を瞬く間に席巻した有名書。「引き寄せ」して

いる世界の著名人たちが自らの実践経験を本書で解説して

いる。ＤＶＤも発売済であり、読むほどに、見るほどにそ

の内容の深さを感じることができる。この引き寄せの実体

験を増やすためには、メンタルブロックの除去が欠かせな

いと海原理事長は言う。 

 

 

■人を動かす     Ｄ・カーネギー 山口博訳 創元社  

 

営業を仕事とする人もしない人も、人を理解し、人を動か

すことがいかに難しいかを経験している人は多いはず。本

書ではたくさんのエピソードを盛り込みながら人を動かす

ことの本質を解き明かしている。原書名「友をつくり人を

動かす法」の和訳本。デール・カーネギーの名著シリーズ

の 1 作。 
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■毒になる親 スーザン・フォワード 玉置悟訳 毎日新聞社 

 

親という存在が、自分の成長にどのような影響を与えてきた

のか。「毒になる親」という刺激的なタイトルとは裏腹に、

実は本書に書かれている内容は比較的日常的に見られる親

の姿だったりする。自分の親がどうであったか、或は親であ

る現在の自分はどうであるか。親の姿、子どもへの接し方に

ついてアメリカの事例を盛り込みながら、親からもらったメ

ンタルブロック、その解消法としてのセラピーについて書か

れている。セラピスト必読の書。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 26 

 

 Ｙさん（３０代女性）恐怖心が消える 
 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

ソフトテニスの試合のときに、失敗するのがこわくて、 

思い切ったプレーができずに困っています。  

のびのびとプレーできるようになりたいです。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

実際に、これから試合してみないとなんともいえません。 

ただ、自分が思い切れない原因の中の１つに、 

失敗して怒られることを怖いと思っていることが、 

分かりました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

今は、頭の中心が、スッキリしている感じです。 

自分がどのように変わっているのか、 

正直今はよく分かりません。 

明日から、どんな風に変わるのか、とても楽しみです。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか  

 

とりあえず、受けてみられては、どうでしょう。 

頭で考えるより、感覚で感じてみる方が早い気がします。 

日常生活では、経験することのない、 

私の中では、初めての感覚でした。 

催眠という言葉が怖かったけど、 

実際には、怖いことは全くありませんでした。 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分自身のことを、ゆっくりと考えてみる時間のない人。  

忙しくて、ばたばたしてる人にこそ、受けてみてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｙさん（３０代女性） 父親が許せる 
 

「テニスで勝ちたい、思い切ったプレーができるようになりたい」 
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「今は、失敗して、監督に怒っれるのが怖くて思い切ったプレーができない」 

 

 

１回目４０分程度 

２回目３０分のゴールデンサークル 

 

１回目 

お父さんとのキャッチボールのシーンにいってもらう。 

お父さんのアドバイスが、当時幼稚園児だったＹさんにはよくわからない。 

 

自分がわかっていないんだという事を、まず、お父さんに受け入れてほしい。 

大人になったＹさんに一緒に行ってもらい、お父さんに話してもらう。 

 

お父さんは困った顔をしている。 

小さいＹさんの気持ちを、聞いて、お父さんにどんどん伝えててもらう。 

しばらくして、お父さん、小さいＹさん、大人のＹさんの３人とも笑顔になる。 

 

次に、大人のＹさんに小さいＹさんに言ってあげたい言葉をかけてもらう。 

「頑張らなくてもいいんだよ」 

 

小さいＹさんに、「まだ話したいことがある？」と聞いてもらう。 

・人と比べないで 

・女の子だからあれしちゃダメとか言わないで 

 

お父さんは困った顔のまま。 

 

大人のＹさんと一緒にやりたかったことをやってもらう。 

遊んでいるうちに、いつの間にかお父さんも笑顔になっていた。 

ここでいったん終了して帰ってきてもらう。 

 

２回目 

ゴールデンサークル 

１年後の自分に出てきてもらって、アドバイスをもらった。 
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・失敗が怖くてラケットが振れない 

・緊張してしまう 

事に対してのアドバイス。 

 

後で、思ってもみなかったアドバイスでしたと感想を頂いた。 

 

先生に紹介して頂いた本にあった、「テニスが上達するための暗示」の写しをプレゼントして終

了。 

 

反省点、気付き 

・時間があれば、緊張しすぎる原因の場面に行ってみるのも良いかと考えた。 

・相手の方の緊張をもっと早くといてあげられると良かったと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍさん 経営者の苦悩から解放される 
１回目 

ゴールデンサークル 

理想の経営者となった自分に出てきてもらってたくさんの質問、アドバイスをしてもらった｡ 

未来の自分との対話が、経営コンサルティングを受けておられるような様子でした｡ 

泣く場面ではないのに涙が出てこられたそうです｡ 

後で、ご本人が、海原先生にご質問されたところ、「うまく行っているということ。経営者の方

は、日頃こうあらねばならないという役割の部分が強いから｣という意味のお言葉がありました｡ 

 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 30 

 

２回目 

ご自分がＮｏ.２として経営に参画されている会社のＮｏ.1の社長さんと対話してもらう｡ 

最初は、意見が衝突している場面でした｡その場面の感情を処理していただいた後は、全て社長

さんに感謝している場面に行って、感謝の気持ちを伝えていただきました｡ 

 

 

Ａさん 

お祖母さん、お姉さんとの関係｡ 

最初は、お祖母さんが、食卓でよくネガティブな言葉を行っておられるその場面がイヤというこ

とで、その場面に行って、言いたいことを、言ってもらおうとしました｡ 

出てきた言葉は、｢おばあちゃん、何か辛いことがあったの？｣というやさしい言葉でした｡ 

おばあさんの気持ちをたくさん聞いてあげていただきました｡ 

そして、おばあさんにしてあげたかったこと、お姉さんにしてあげたいことをたくさんしてもら

いました｡ 

 

Ｓさん 

１回目 

チームリーダーとして、自分のチームをまとめていきたいということで、メンタルブロックにな

っているのではないかと、気にかかっている場面に行っていただきました｡ 

サッカーの場面（なかなかパスがもらえなかった）、野球のコーチの方との場面、に行っていた

だき、ハットトリックを決めてもらったり、思いっきりバッティングをしてもらったりしました｡ 

 

２回目 

ゴールデンサークル 

未来の自分に出てきてもらって、アドバイスをもらっていただく｡ 

「一般的なアドバイス」だというような感想もあられたようでしたが、すでに１２時を回ってお

り、お互いまとめたいこともあったので、ひとまず初日のセッションを終了いたしました｡ 

 

Ｋさん 

過去の自分を許したい 

過去の自分に会いにいってもらいましたが、壁があり、会いにいけないご様子でした｡ 

過去のご自分のお気持ちを、壁にどんどんぶつけていただきました｡ 

壁がなくなった後も、ご自分の気持ちを、どんどん出していただきました｡ 

最後にゴールデンサークルで終了。 

 

Ｆさん 
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１回目 

お父さんと対話したい 

お父さんに会いに行っていただき、お話したかったこと、いっしょにやってみたかったことを、

たくさんしていただきました｡ 

 

２回目 

ゴールデンサークル 

３年後、５年後の自分出てきてもらって、ご家族のことなどに、アドバイスをもらって頂く｡ 

 

３回目 

テニスをしておられるので、テニスが上達できるような、プラスのイメージワークをしていただ

きました｡ 

 

 

＊反省点 

つい、「イメージの中だけど」といってしまったことがあった｡ →  厳禁 

 

＊感じた点 

人の根本には、やはり愛情があるんだということが実感できました｡ 

お母さんとの関係（虐待的な育てられ方をした） 

 

小さい頃、お母さんに厳しく叱責されている場面に行ってもらう。 

小さいＴさんの気持ちを聞いてもらう。 

「おばあちゃん助けて」という気持ちが出てきたので、おばあちゃんに来てもらう。 

 

おばあちゃんに小さいＴさんの気持ちをしっかり聞いてもらって、二人とも笑顔になる。 

 

お母さんに出てきてもらって小さいＴさんの気持ちをしっかり伝える。 

→お母さんがすごく怖い表情 

 

お母さんを箱に閉じ込めて見えなくする。→その状態で小さいＴさんの気持ちをぶつけた後、宇

宙に打ち上げる。 

 

大人のＴさんにそばに行ってもらって、小さいＴさんがして欲しかったことをしてあげてもらう。 

最後におばあちゃんと三人笑顔で手をつないで戻ってきてもらう。 
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上司、先輩に大きな声で指示、叱責されると思考停止してしまう。その時間が長い。 

 

事前のお話では、特にこの場面というのは、思い出せないという事でしたが、話しているうちに、

「同じことを何度も繰り返すんです」と言われたので、じゃあその場面に行ってみようという事

になる。 

 

訓練中、上司、同期との場面に行ってもらう。 

ｋさんは、緊張した表情。 

 

「どうして緊張しているの」と聞いてもらう。 

「不安」「準備はしている」「どこまでしていいのかわからない」「そこまで言われることはな

い」 

 

といった言葉が出てくる。 

「そこまで言われることはない」と感じたことに対して、何があったのか思い出してもらう。 

 

その時の上司、同僚に対しての感情を全部吐き出してもらう。 

 

相手の反応「不安だった」「追い越されるのが怖かった」 

 

ｋさん、思わぬ答えに若干拍子抜けされる。 

後から聞いた感想だと、 

・相手がとても小さく見えてきた。 

・自分が怒鳴られていて、被害者だと思っていたのに、立場が逆転してしまった。 

 

と思われたそうで、実は相手が自分を恐れていたという事に気付かれた。 

 

許しの気持ちが出てこられたので、ここで一度終了。 

 

その後、ゴールデンサークルを一度体験してもらって終了。 

 

 

頭で行動しようと思っていても、なかなか行動できない。 

 

中学生の頃、志望校を選ぶ際に、お母さんからわけのわからない理由でダメ出しを受けられた。
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それが一番きつかったとお話しされたので、その場面に行ってもらう。 

 

中学生のｋさんは、、とてもつらそうな表情だった。 

お母さんはそばにいない。→「顔も見たくない」という言葉が出てくる。 

 

今のｋさんに、中学生の頃のｋさんの気持ちを聞いてもらう。 

その後、お母さんに出てきてもらって、今のｋさんから、お母さんに言ってもらう。 

 

お母さんは、苦虫をかみつぶしたような表情 

中学生の頃のｋさんは、「さすが未来の俺」という表情 

 

今のｋさんが、中学生のｋさんに言ってあげたいこと、してあげたいことをしてもらう。 

（本のプレゼント、これからのアドバイスなど） 

 

中学生のｋさん、いい表情になってこられた。 

 

もう一つの場面に行きたいと仰ったので、大学生の頃、就職のことで、ご両親と話している場面

に行ってもらう。 

 

その頃のｋさんの気持ちを、今のｋさんからお母さんに伝えてもらう。 

お母さんは、「まあ頭ではわかった」という表情になる。 

 

その後、大学生のｋさんに語りかけてあげたいことを全部伝えてもらう。 

最後に中学生のｋさん、大学生のｋさん、今のｋさんの三人で円陣を組んでもらって、ゴールデ

ンサークルで終了。 

 

ｋさんからは、今まで思い出すことはあっても、口に出すことがなかった思いを出せて、スッキ

リしましたという感想を頂く。 

 

この後、ゴールデンサークルを一回実施して、セッション体験終了。 
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虐待されても 気持ちを切り替えられる 

 

 

 

 

１日後のご本人の細かい感想 

初めて、セッションを受けました。 

 最初は、何をするのかイメージもつかず、戸惑いましたが、スカイプ 

での事前コンサルで解消！ 

 

 今、自分を悩ましている事は何か？ 

 

案外、自分の事なのに悩みを放置していた事に気がついた。 

変な話、セッションを受ける前は、悩みなんか解決しなくても別にいいんじゃ 

ないかと思う事もあった。 

 

 実際、セッションを受けた感想は、 

 

過去の自分に会えた事が印象深く残っている。 

必要以上に、小さくなってた自分がいた。 

訳もわからず怯えていた自分がいた。 

 

やけに映像が鮮明だった。 

 

セラピーを受けて 

わたしを悩ましていた連中は小さな存在になった。 

 

 

セッションを受ける前、自分なりに実はイメージしていて、結末も自分で 

用意していたところがあったのですが、結果はまったく予想外でした。 

 

 職場で、嫌な目に会わされた上司、同僚にたいして激しい怒りを感じていたのですが、過去の

場面に行くと、怯えていたのは私ではなく、上司や 

同僚だったことです。 
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 職場では失敗が許されず、何かミスをすると責任を全部とらされるような 

ところだったので、皆なにか職場の雰囲気に恐れをなしていた感じがあった。 

皆一様に抱えているストレス環境の中で、ストレスのはけ口は、反撃してこない奴を叩くことだ

った。そのターゲットにされてしまった。少しでも自分より上をいこうとする奴は、叩く。そん

な感じだった。 

 よく、上司から大声で怒鳴られたりしたが、彼らも何かに怯えていたんだ。不思議と彼らが、

いじめられっ子に見えた。 

 その反動で彼らも騒いでいたんだ。それがわかり、気持が軽くなった。 

 

 

 セッションが終わって、帰りの新幹線の中で急に、疲れがどっときました。 

（変な意味ではありません。）自分の嫌な過去の場面に行くことは、 

想像してた以上に体力が消耗することだと思った。 

 

 

 過去私は、職業上イメージをしなければいけない事が多く（目をつぶって 

ふんふんという軽いイメージではありません）、なおさらセッションですから、 

当時の嫌な場面が映像として、はっきり写しだされ、その場面を見ている 

だけで、涙がでました。 

 

 丸 1日たって、日記を書いている分けですが、確かに 

これまで私を悩ましていた。職場の連中が、小さい存在になってい

るのが実感できる。自分でもアクセスモードの変更で、いくらか対処できてはいたが、

セッションを利用したほうが近道だと思った。 

 

準備の大切さも実感できた。 

 

 今回、セッションを受けるにあたって自分なりに、悩みを精査してきたのは 

良かったと思う。 

  

 自分が出来る準備は、ノートに思いつくまま悩みを吐き出して、 
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これまで、苦しめてきたものは何か、可能な限り真剣に自分で過去に 

アプローチして、アクセスモードで処理しつつ、その中で浮かびあがった 

問題をセッションしてもらうのが一番だと思った。 

 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってました？ 

   

一緒に住む実の母親のこと（声・顔・話す内容・などすべて）を受け入れられない、嫌悪感をも

ってしまい結局うまくいかずいざこざが起こるという現状をなんとかしたかった。 

>  

>  

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

>母に対する嫌悪感はあまり変わらないが、今日母がまたあることで感情を高ぶらせたとき、冷

静に対処ができた。正直今現在、問題が解決したとはいえないが、セッションを受けて、小さい

ころ母に虐待的扱いを受けてつらかった自分を救えたような気がした。  

>  

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

> セッションの後、何度も小さいころの私がうれしそうに笑っているイメージがふと浮かび、

とても温かいうれしい気持ちになれた。 

>  

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

> 安心して受けてみてください。あなたの中で何かが変わるのを感じられるのではないかと思

います。そして心が軽くなりますよ。 

>  

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

>他の方に言葉や態度、暴力などでトラウマを持っているすべての方に効果的なのではないでし

ょうか。特に私のように両親との確執に悩まれている方にぜひおすすめしたいです。 

>  

 

 

母親との関係が良くなる 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってました？ 

 

苦手な人(理不尽な人）に対して、何も言えない恐怖心があった。このまま、相手に対し て悔

しい思いを抱いたまま終わってしまうのか？ 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

相手の心の弱さが見えた途端、自分にとって心悩ます相手ではないと思えた。 

いままで、嫌な奴の事を、凄く頭のよい奴だと思い、劣等感を持っていたが、 

それが消えた。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

自分が考えていた結末と、全然違ったのが面白かった。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

自分 1人で考えるには限界があるし、自分の都合の良い所で決着をつけようと 

してしまうので、セラピーを受けて普段意識していない声を、イメージをみてみる 

事が出来る。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

何を悩んでいるのかさえわからなくなった人により効果があると思いました。 

 

劣等感が消える 

嫌なやつが嫌でなくなる 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 自分の行動が認められているのか、誰かから拒絶されてしまうのではないかということが頭の

中を回ってしまい、行動することがいやになってしまう。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 過去両親から自分の意見を拒絶されたシーンに戻って両親と対峙して自分の意見を通したこ

と。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 意外と意識はっきりしているものだと思った。はじめは起きるとセラピー中のことを思い出せ

ないと思っていました。 

 心のもやもやや無理やり隠していたことを解消できたことで気持ちがすっきりできた。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 自分の心の奥にしまいこんだ「ゴミ」を片付けることができるので、その分気持ちが楽になり

リラックスできる。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 過去を振り返り気持の上だけでも整理したい人、過去の自分や関係者に本当の自分の気持ちを

伝えたい人 

 

 

 
拒絶される恐怖心が消える 
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行動力がアップする 

 
 

自分に自信が持てない・あがり症の克服がしたい 

 

小さい頃、ファミコンが買ってもらえなかった。そのことで、友達との間でつらい思いをした。 

 

小学生の頃の、お母さんにファミコンのことを頼んでいる場面に行ってもらう。 

まず、小さいＨさんの気持ちを聞いてもらう。 

現在のＨさんがそばに行って、お母さんにその時の思いを聞いてもらう。 

御母さんは最初怒ったような表情だったが、やがて、 

「自分は子育てにはっきりした意見があったのだけど、正しかったのか？」という表情になる。 

 

お母さんから言葉は返ってこなかったので、この間ずっと、感じられることを感じて頂いた。 

 

その後、小さいＨさんに、やってみたかったこと、経験してみたかったことをやってもらい、欲

しかったものをすべて、今にＨさんからプレゼントしてもらう。 

 

ちいさなＨさんが、自信のある表情、満足げな笑顔になったので、終了。 

 

後の感想では、お母さんに対するマイナスの気持ちが一つ消えたような感じだった。 

 

 

お父さんとの関係改善 

 

小さい頃の夕食の場面に行ってもらう。 

お父さんは怖い顔をしていて、Ｓさんは緊張している。 

 

今のＳさんが、まず小さなＳさんの気持ちを聞く。 

そうして、お父さんに話してもらう。 

 

何度か話しているうちに、二人とも笑顔になる。 
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小さなＳさんは、お父さんにもっと遊んでほしかったようだ。 

 

そこで、二人で鬼ごっこして遊んでもらう。 

二人で散歩に出かけてもらい、Ｓさんはしばらく待ってみる。 

 

すると、小さなＳさんが、父さんにジュースを買ってもらって帰ってくる。 

ここでいったん終了。 

 

２回目 

ゴールデンサークル 

理想のＳさんの言葉 

 

「自分の未来は自分にしか作れない。信じてあきらめなければ、必ずここに来れる。」 

 

私も勉強になりました。 

 

 

自分に自信が持てない・お母さんとの間にメンタルブロックがありそう 

 

 

幼稚園の頃、誰ともお友達になれなかった。遠足で一人で遊んでおられた場面に行ってもらう。 

 

友達の姿は見えないが、声は聞こえている。 

今のＫさんがそばに行って気持ちを聞いてもらうが、何も言わない。 

でも、本当は友達と遊びたいらしい。 

 

いまのＫさんが、手を引いて、友達のところへ連れて行ってもらう。 

そして、みんなで一緒に遊ぼうと声をかけてもらう。 

 

小さなＫさんはとても楽しそうに、普通にみんなとしゃっべって笑っている。 

 

お母さんが出てこられて、「声をかければ良かったのかな」とか言っておられるらしい。 

小さなＫさんは、平気だが、今のＫさんが何かおっしゃりたそうなので、口に出していってもら

う。 
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お母さんに言いたいことを、ガンガンぶつけてもらう。 

 

次第に、そうはいってもお母さんも苦労していたというような気持ちも出てくる。 

 

最後にみんな笑顔になれた。 

ここで終了。 

 

 

 

 

自分に自信がもてるようになる 

お母さんとの関係が良くなる 

お父さんとの関係が良くなる 
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今日はお疲れ様でした。 

 

そしてありがとうございました。 

 

本当、こんな方法があったんだと驚き！ 

 

長年の呪縛が解かれた気分です。 

 

すごく晴れやかな気分で帰宅することができました。 

 

ありがとうございました。 

 

アンケートはじっくり考えて送らせていただきます。 

 

今日は本当にありがとうございました。 

 

またよろしくお願いします。 

 

 

今日の成功体験 

 

・朝の目覚めがスッキリ！ 

・今日も子供たちは元気だ！！ 

・セッションを受けることができた！ 

・ｋｋｔさんに感謝！ 

・朝から日記を書くことができた。 

・美味しいご飯が食べれらた。 

・無事に帰宅できたことに感謝！ 
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今日は二回目のセッション体験の日、最初に比べれば 

多少余裕がありました。 

 

ｋｋｔさんにしていただきとても心が癒され、長年の呪縛が 

 

解き放たれた感じでスッキリ！ しました。 

 

こんな方法があったんだと思えるほどに感動し鳥肌が 

 

立ったのを実感しました。 

 

今日は、本当にｋｋｔさんのお導きに脱帽です！ 

 

ありがとうございました。 

 

今日もすっごくいい 1日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アンケート＞ 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 
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  自分に自信がもてないこと。      

   

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

   

  自信もてるようになりました。  

>  

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

  今まで、大きな成功体験が不鮮明だったのですが、      

  明確になりました。これには、おどろきました。 

 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

  

  絶対！自分では気づいていないことが、わかります！ 

  自分をわかっているようで、わかっていなかったと思います。  

>  

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

  

  私がそうだったのですが、頑固な人や、思い込みが強い人に効果があると 

  思います。  

 

 

自分に自信がつく 
 

 

 

 

＜アンケート＞ 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 
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他人の批判にすぐにひるむとことや他人の意見に流されやすいところがあり、 

自分の考えや行動に自身が持てない事。 

また、人前に出ると緊張してしまい、いつもの自分が出せない事を解決しようと思っていました。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

セッションセラピーではこの解決したいことの原因（マイナスの感情）として小学生時代の 

母親の教育方針が影響していると考えて、そのことに対するアクセスモードの変更を行ってもら

いました。 

セッションセラピーを受けてからも、人前に出ると緊張しますし、他人の批判にすぐにひるむこ

とは直ってないように思います。 

しかし、そのことを母親の教育方針が悪かったからと仕様が無いと考えるのではなく、 

「なぜそうなるのか」、「何か改善できる手はないか」という風に前向きに考えることが 

できはじめました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

アクセスモードの変更により、うまくいかない事を過去の出来事のせいすることをやめることが

出来た。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

セッションセラピーを受けて理想の自分に近づけた自分を想像する事がいいと思います。 

そうすることでセラピーを受ける意欲が高まり、実際に受けたときの効果が高まると思います。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

過去に出来事から大きなトラウマを持っている方  

 

 

すっかりアンケートのことを忘れておりました。 

 

すみません。 
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でもセッションはとっても効果ありましたよ！！ 

 

ここから離れていても以前よりも  

プラス思考でいられるし 

何が起きても、自分を責めることも無く卑屈になるこ

とも無く 

そう考えれば後は上に上がるだけだと思えるように

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> ＜アンケート＞ 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

  父親に対する恐怖、トラウマ 自分の自信のなさ 

 

>  

>  

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

  仕事上で父親に近い年齢の人でもある程度普通に話すことができ 
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  こちらの主張を通すことができるようになった気がします。  

>  

>  

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

>  

  心が軽くなった気がします。 

 

  今まで背負っていたものが無くなった感じです。 

 

>  

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

 あなたの人生が変わりますよ。  

>  

>  

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

  やはりトラウマを抱えている人、対人関係に悩んでいる人  

 

 

 

Ｐさん（男性） 

１回目 

・年表を書いていくうちに、行動を伴わない時という

のは、お金が絡んでいるという事に気付かれました。 

・昔お金で苦労していたお父さんの言葉が、刷り込ま

れているのかもという事でした。 

・昔のお父さんの所へ行って、かけてあげたい言葉をかけてあげて、してあげたいことをしてあ
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げて頂きました。 

笑顔になったところで終了。 

 

２回目 ゴールデンサークル 

理想のご自分に出てきていただいて、女の子と自信を持って一緒にいられる方法について質問・

回答して頂きました。 

 

Ｕさん（女性） 

１回目 

お金についてのメンタルブロックを取り除くという事で、お祖父さんに会いに行って頂きました。 

言いたい放題やりたい放題して頂いて、小さなうりぼうさんにはお母さんに一杯甘えて頂いて終

了しました。 

 

２回目 

ゴールデンサークル 

理想の自分に合って頂いて質問・回答して頂きました。 

 

今回は、１人目の方は、事前コンサルでは出てこなかったのですが、お目にかかってみれば、お

二方ともお金に関するメンタルブロックについてのお話しでした。 

 

お二方とも笑顔で帰っていただけて良かったです。 

●1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

 

日頃から、お金は大切で絶対必要だと思っているのに 

 

いざ、売上が上がると、自分には分不相応なのではないか。 

 

売上をあげたいと思っているのに、 
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大金を得ると身を滅ぼすのではないかという。 

 

漠然とした恐怖がありました。 

 

一番に、お金への恐怖感・罪悪感 を解決したかったです。 

 

また、嫌な思いの年表を書いてください。と言われ、 

 

子供の頃からの、嫌な思いを書き出すと、 

 

全て、祖父と父との思い出でした。 

 

なので、二番目は父との関係を。 

 

（特に、父と仲が悪いわけではなかったのですが。） 

 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

＜セッション 1回目＞ 

 

「お金を得ることに対する恐怖感・罪悪感を解消する」がテ－マでした。 

 

 

セッション開始前に、中澤さんとは、 

 

「小さい頃に見ていた TV 

 

（時代劇・大河ドラマ・日本むかしばなし）が原因ではないか」 

 

と話していたのに。 
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何故か、5歳くらいの私に会いに行きました。 

 

その時に、祖父から怒られて、家に入れてもらえなかった経験に 

 

原因があったようです。（原因不明） 

 

中澤さんに誘導され、イメ－ジを進めていき 

 

最後に、5歳の頃の私を抱きしめました。 

 

実際には、その時、言いたいことも言えず、泣いていたのですが。 

 

セッションの中では、お腹を抱えて爆笑している 小さい私を抱きしめながら 

 

私も爆笑しました。 

 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

 

イメ－ジの中の私は笑いすぎて泣いていたんですが。 

 

催眠状態から覚めたとき、実際にも泣いてました。 

不思議です。 

 

とにかく、スッキリしてました。 
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終わった時、頭は少しボ－ッとしていたのですが、 

 

心は、スッキリさわやかでした。 

 

心の中が、キラキラしてます。 

 

 

原因の一端が祖父との出来事なのに、驚きました。 

 

終わった後は、眠くて仕方なくて 

 

すぐに帰って寝たのですが、（19時頃） 

 

今日は 10時ごろまで起きれませんでした。 

 

今も眠いです。 

 

 

今は、お金を得ることに対して、 

 

何故、そこまで怖かったのか・罪悪感があったのか 

 

よく分かりません。 
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完全にはその気持ちは消えてないのも分かりますが、 

 

大きな部分は消えた感じがします。 

 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

 

思ってもない 些細な事が 

 

メンタルブロックの原因だったりするので 

 

とにかく、一度は受けてみるといいと思います。 

 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

どんな人にも効果的だと思います。 

 

絶対に 皆さん、一度は受けたほうがいいと思います。 

 

 

アンケート返信させていただきます。 
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＜アンケート＞ 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

金銭関係の問題や恋愛で、何かに挑戦しようとした時に、無意識に

ブレーキをかけてしまい１歩踏み出す行動できないことが多かった

ので、それを解決したかった。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

完全には解消してはいないが、もやもやが少し晴れた感じです。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

気持ちが軽くなった分、フットワークも軽くなった気がします。 

あと、何か問題があるときに、３年後の理想の自分に会うワークで

出会った自分をイメージすると、勇気がでます。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

初めてセラピーを受ける方はあやしいとか何をされるんだろう？とか不安な気持ちも感じると

思います。私も全く初めてのセラピーでしたが、今回、受けてみてよかったと思います。 
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必要かも。と少しでも感じる方は試しに受けてみる価値は十分にあると思いますし。 

何か問題を感じている方は確実に気持ちが楽になると思います。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自信がない方。今抱えてる問題の解決法がわかわず苦しんでいる方。 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

湯布院講座で解散した後、まだ「怖い」という感覚が強く残っていました。 

このまま「怖い」を抱えて帰宅するのは恐ろしくてたまらず、耐えられないと思ったので、どに

かく軽くして欲しくてお願いしました。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

私は触覚タイプなので、ひたすらじっくりと「怖い」という感覚を味わわせてもらいました。 

「怖い」という感覚が、自分が「ここまで抜けたら大丈夫」と思えるまでそっとしておいていた

だけたので、終了後、だいぶ楽になりました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

「怖い」という感覚が、軽くなりました。 

 

受ける前は、「怖い」という感覚が、頻繁に襲ってきました。 

寒気のように背筋を通り抜けていくのですが、抜ける前に「あ、くる！」っていうのが事前に分

かるので、その分余計に怯えてました。 

抜けるのにかかる時間も長くて、じっくり感覚を味わってしまい、怖くて仕方なかったです。 

 

受けた後は、「怖い」から受ける怖さが軽く短くなりましたし、通る前の前触れが無くなりまし

た。 

また「怖い」が通るたびに徐々に軽くなっていくようになったので、 

「日数が経てば、絶対消えて無くなる」 
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と信じられるようになり、怯えが消えました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

自分ひとりではどうしようもないことって、あります。 

お手伝いしてもらった方が、ずっと楽で、早くて、感嘆に解決できます。 

悩んでいる時間で解決できますから、ぜひ一度受けてみて下さい、と言いたいです。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

痛みを抱えている人。 

生きづらい人。 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

 仕事上、会話することが避けられない人と会話することに悩んでいました。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

 今できることを始めようという気持ちを持てました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

 中澤さんの的確な質問のおかげで自分の思考や周り

との関係が整理されました。 

 感動です。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

 一人で悩むだけでは得られない安心感・達成感で満たされます♪ 

 迷われているのであれば、受けることをお勧めします！ 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

 思考が同じところをぐるぐる回っていて先が見えないと感じている方。 

 

 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 57 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

健康回復のためのダイエット、実行できずに困っていました。 

2度ほどダイエットに関連したコーチングや成功イメージのセッションをかけてもらっていま

したがすぐに実行できなくなるので、自分のなにかがダイエットに向かうことを阻んでいるのだ

ろうと思い今回はセッションをお願いしました。  

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

解消できたかはまだ不明です。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

自分のボディイメージや食行動に影響したと考えられるような過去

のネガティブな出来事が起こったころに戻りました。食べ物を残す

ことに対する罪悪感、食欲がなくても食べることが健康を回復差さ

せるという無意識の信条、容姿について傷ついた経験などを意識す

ることができました。 

その頃の自分を、その後にポジティブな経験をした時点に連れて行

って、自分の信条を変更したり、セルフイメージをポジティブなも

のに修正したりしました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

セルフイメージの変更に即効性があります。 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 
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行動変容がなかなかできない方がその原因を探ることに効果的です。そして、セ

ルフイメージを変えたい方、特に自分自身で考え方を変えようとし

て限界を感じておられる方にお勧めします。 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

職場でのコミュニケーション 

対人恐怖 

あがり症 

仕事に対する考え方（これはトラウマ等は関係ないかもしれませんが…） 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

今のところどこまで改善したかはよく分かりません。 

波があるので、良い時悪い時があります。 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

浄化される感覚 

昔の状況をより客観的に見ることができる。 

今の気持ちと昔の気持ちの繋がりが見えるようになる。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

まだ自分が２回しか受けていないのですが、セッションセラ

ピーを受けてマイナスになることは少なくとも無いと思います。 

合う合わないはあるかもしれませんが、一度試しに受けてから判断されると良いと思います。 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

トラウマのある人 

 

＜アンケート＞ 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

過去の会社生活で自分の生活を一変さ

せるいやな出来事、許せない社長がいました。 

そのままその感情を持ち続けることは、目標達成にとってマイナスとなるので、 

その感情を消したいと思っていました。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

 過去の事にこだわったり、自分がいかに悲劇の主人

公だと思っていても、何の生産性につながらない。 

 未来志向でいくことにしました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

過去の自分の感情を認め、一緒に新しい道を歩む約束をしました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

 自分では気がつかない感情を認識でき、過去の自分と対話できるなんて 

 すばらしいと思いませんか？  

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 
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家族や会社の人間関係で悩んでいる人、許せない人 がいる人 

＜アンケート＞ 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

深い部分のメンタルブロックの解消。 

奥のほうにメンタルブロックがあるのを感じていましたが、 

自分で書き出しても見えない、より深く書き出そうとすると、 

書き出せなくなってしまうものがあるのを感じていました。 

枝葉として解決したものがあるけど、それは本質として欲しいものではない。 

でもいったい・・という部分。 

2.それは、どう解消しましたか？ 

セラピーで、自分自身が全く思っていなかった形で解消できたと 

思います。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

今はなんとも不思議な温かい気分です。 

効果を実感するのは様々な日常シーンで、じわじわ感じられるのでは 

ないかと予感しています。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

なんでも体験だと思います。 

迷うのであれば、一度体験してみるとよいと思います。 

そして、中澤さんは、とても広い心で、ゆっくりと、待ってくれます。 

ちょうどよいタイミング、そして、自らの決断を。 

 

 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 61 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

自分自身では解消することができない奥深いメンタルブロックの解消。 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか？ 

  または、どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

 断りもなしに書類を持っていってしまう同僚に、上司から注意をし

てもらった翌日その同僚がくも膜下出血で倒れてしまい、職場復帰

もままならない状況に 

 注意をしてもらわなければよかったかもという罪悪感と 

 悩みの種だった同僚の存在自体がない状況にほっとしている自分

がいる事になにかモヤモヤしたものを感じて嫌でした。 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 セラピーの中で、同僚に言えなかった事が言えた段階で 

 心がスッキリしました  

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 カウンセリングは１回で効果が出ない事もありますが 

 セラピーは確実に何かしらの効果があると実感しました 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら 

  何て言ってあげますか？ 

 

 受けた後、悩んでいた時間がもったいなかったと思ったりします 

 勇気を出してセラピーを受けた時点で、とても簡単に前に進めるよ
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うになります 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

 悩んで辛い思いをしている方に効果的です 

 特に、親しい友人、親にすら相談する事ができないと悩まれているならば 

 プロの方に頼られてみてはいかがでしょうか 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

 親子関係 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

 自分と母親の関係を思い出しました。 

 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたかようになりましたか？ 

 

 あーこうだったんだと思いました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

 こわくないよ。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

 悩みはない！！といっている人に効果ありです。 
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アンケート 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

 将来の成功した自分 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

 話のイメージが変わり、 

 親、姉との関係が気がかりな事が分かった。 

 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたかようになりましたか？ 

 

 体があたたかく、意識はハッキリしている。 

 セラピーに入っている感覚が得られた。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

 思いがけず、自分で気付かない事に気付ける。 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

 誰でも向いている。 

 

アンケート 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

    

  本当に自分が何を望んでいるのかが分からない。という事。 

  苦労してもお金は入らない。という重たいお金へのイメージ 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

  

  生まれた瞬間から様々な状況の中で、 

  それでも精一杯生きていたその当時の自分を 感じ、 

  それを「頑張ったね。」「ありがとう」と受け入れる事ができ

るようになって。 

  未来のお金のイメージをよいものにすることによって。 

 

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

    

  自分の時間や行動に、 

  「自分の価値はいくらかかるのか」という自分への価値を感じる事が増えた。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

    

  迷っているのであれば、まずは実際に受けてみるといいと思う。 
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> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

    

  ぼんやりと周囲が恐いな～～と感じる人。 

  人の目を気にする人。 

 
 

アンケート 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

 子供の事、対人関係の事→人の事を受け入れられる人になりたい 

  

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

 まだ解消中です 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じるようになりましたか？ 

 

 気持ちがスッキリして 

 朝起き上がれなかったのが目覚めがよくなりました 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

 私は気持ちが楽になったよ 

 気持ちが向いたら受けてみたら？ 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

  

 心が病んでる人・悩みのある人 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

主人との関係が悪化しているので、毎日苦

しかった。少しでも心に余裕が欲しい。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

主人とゆっくり会話ができた。 

主人が私を応援してくれている事に気が付いた。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

こんなに主人と会話できたのは何ヵ月、何年ぶりか？！でした。 

 

セラピー中はゆったりとした気持ちになり、セラピー後は

清々しい気持ちになり心が軽くなっていました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

不安や緊張もあると思いますが、大丈夫です！！ 

セラピストさんがとても安心させてくれます。 

ゆったりとした気持ちで受けてみて下さい。 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

私のように夫婦関係の悩みはもちろん、過去のトラウマなど何にでも効果的だと思います 

 

カウンセリングでしっかりお話をして下さい(^^) 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

小学校の頃の嫌な出来事を解消すること 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

その頃の自分と話して解消することが出来た 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

気持ちはかなり楽になった。自分で解決できたということを実感できた。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

強要されたりすることは一切ないので、1 度は受けてみられる事をお薦めします。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

悩みをお持ちの方、気持ちを落ち着かせたいと思っている方 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

  マイナス思考を克服したかった   
 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

  残念ながら解消とまではいきませんでしたが、 

  自分が思っていたよりも深く、 

  色々な原因がありそうなことがわかりました。 

  

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じるようになりましたか？ 

 

  忘れたいと思って箱の中に積めて見えないところに置いていたものを、 

  きちんと処分するように説得して行くような作業ができる。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

  不思議な体験はしてみるものです。興味を持った気持ちを大切に。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

  

  自分の思考に、なんでなんだろう？と悩む人に効果的だと思います。 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

人間関係 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

1で答えた事柄に関して解消されたのかはまだ良くわかりません。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

心がラクになれたように感じました。 

インナーチャイルドの声を受け止めることができたからか、満たされた気持ちになれまし

た。イガイガのタワシが丸くてツルツルの球体になったような。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

是非とも受けてみてください。あなたの葛藤のお答えは自分の中に隠されています。 

安全だし、怖いことは何もありませんでしたよ！ 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

自分を認めることができずに苦しい思いを抱えている方々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お悩み 

 

自己否定感。 
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親との関係。 

「何のために生まれてきたのか？」という疑問。 

 

 

 

■セラピーの感想・反省・課題 

 

とても 2時間の尺では、解決出来そうにないお悩みだったので、 

ある程度スッキリしていただいたところで、 

楽しいイメージを入れて終了。 

 

 

 

 

 

 

 

u3自分が嫌い な人は 自己否定感が強いですが 

このレベルは結構時間がかかります（うなばら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アンケート結果 

 

【1.当初どんなことに悩んでいましたか？ 

 または、どんなことを解決したいと思ってましたか？】 

 

自己否定感が強いこと 
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家族との問題 

 

 

【2.それは、どう解消しましたか？】 

 

今回は、まだ心の準備が出来ていないようで 

解消するところまではいきませんでした。 

 

 

【3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？】 

 

具体的に何かが変わったということはありませんでしたが、 

少しだけ、気分がスッキリしたような感じがします。 

 

 

【4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら 

  何て言ってあげますか？】 

 

今の自分を何とかしたいという思いがあるのであれば、 

一度、受けてみると、何か見えるものがあると思います。 

 

 

【5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？】 

 

今の自分に問題を抱えている人、 

その自分を克服したいと思っている人 

 

【1.当初どんなことに悩んでいましたか？ 

 または、どんなことを解決したいと思ってましたか？】 

 

「自分自身が過去に辛い体験をしていた事実を 

受け入れたくない」という気持ちを受け入れて、 
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正面から自分の過去に向き合いたい。 
 

 

【2.それは、どう解消しましたか？】 

 

家族の辛い感情は彼ら自身の問題で、 

全ての痛みを自分が受け入れる事で家庭の平和を守っていた。 

 

家族の問題と自分の問題を切り離して決別し、 

自分自身の人生を自分で歩む決意をして。 

 

また、愛し愛される子ども時代を渇望していたが、 

無念だが事実はそうでは無かった。 

 

事実を受け入れ、「そんな子ども時代だったら 

良かったのに。」という夢と決別をして。 

 

「他人にはなれない。自分自身にしかなれない。でもそれでいい。」 

と自分を受け入れる決断をして。 

 

 

 

【3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？】 

 

余分な力みが消えました。 

長年胸の中心を掴まれていた感覚が消えました。 

 
【4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら 
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  何て言ってあげますか？】 

自分は今までの人生を乗り越える覚悟があれば、 

人生は必ず望むものになります。 

 

 

【5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？】 

 

過去に辛い経験をして、それでも自分のせいと 

自分自身を責めてしまう人たち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1.当初どんなことに悩んでいましたか？ 

 または、どんなことを解決したいと思ってましたか？】 

 

結婚に対して恐れがあり、決断できなかったこと 

 

 

【2.それは、どう解消しましたか？】 

 

なぜ恐れがあるのかが明確になり、 
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「どうにもできない」というイメージの強かった問題を、 

「解決する方法はいくつもある」と

いう印象に変えられました。 

 

 

【3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？】 

 

安心感を得られました。 

すごく癒されるような感じでした。 

悩み続けることが無意味に感じられ、 

自分のできることに焦点を変えられた気

がします。 

 

 

【4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら 

  何て言ってあげますか？】 

 

催眠と言われるとどんな効果があるのかイメージしにくいですが、 

私にとっては自分の心の一番奥の、自分でも気づいていない気持ちに向かって 

コーチングをしてもらうようなイメージでした。 

 

そのため新たな発見があり、改善策を見つけやすい気がします。 

 

迷われるくらいなら一度受けて早く改善の一歩を踏み出されることを 

お勧めします。 

 

 

【5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？】 

 

悩みの原因や解決策が思い浮かばない人。 
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男性関係のメンタルブロックをとることも必要ではありますが、 

このマイナスの感情について、軽くしていくことが、 

全体についても軽くしていくことだと感じます。 

 

この根本がとれると、セルフイメージが上げやすくなりますし、 

イメージももっとしやすくなると思います。 

（他全般については、イメージ出来るようになってきましたが、 

こんなレベルじゃなく、ものすごくクリアなものがイメージできるかも…！） 

 

自分の今気づいているうちの 

一番深くて強いメンタルブロックが分かったのは、とても大きいです。 

 

 

実際、他のメンタルブロックがとれてきて、 

小さなことでは動揺しなくなってきたのに、 

●感情が出てくると、全く自分が抑えられません。 

怖くて辛くて悲しくてもうぐっちゃぐちゃーーーな感じになります。 

ここまで激しいことは、●感情と、記憶のない男性関係のこと。 

そして、これは密接に関係しています。 

 

この●感情と、小さい頃の「いいこ」でいようという感情は、 

関係がある気がします。。 

この辺りを探ってみたいと思います。 

 

一番怖いのは「分からない」ことなので、 

いい機会を頂いたのに感謝して、更に考えてみます。 

このことが分かったら、すごく軽くなれる予感がありますｖ 

 

そこまで悪くないぞわたし！ 

…そう思いながら、トライしていきます。 

 

感謝すべきことは沢山ありますが、 

まあさんが、本当に色々な共感を持って話を聞いて下さったこと、 

わたしの支離滅裂な話がまとまっていくように導いて下さったこと、 

そして、こんな話をしていたのですが、とても楽しくて笑っていました。 
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まあさんがメンタルブロックに辿りつくまでのお話や、 

「大丈夫」と何度も言って下さったこと。 

ずっと忘れません（*^_^*） 

 

わたしがいつかメンタルブロックをとったら、 

「こんな楽になりました！」と報告をさせて頂きたいです。 

楽しみ…^m^ 

 

本当に似ている部分が多いようなので、また改めて意識して、 

日記も拝見しなおそうと思いますｖ 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか？ 

  または、どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

…男性関係に対するメンタルブロックと、その解決後を 

もう少し明確にしたいと思っていました。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

…そもそもそのメンタルブロックの根本が、 

他のメンタルブロックにも強く影響を与えているマイナス感情から 

くるものだと気づきました。 

 

今まで認識していたマイナス感情の親玉レベルを突き止めました。 

よく感じる「怖い」という感情も、相手に対してのものではなく、 

「自分が怖い」ということに気づきました。 
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3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

…今まで曖昧で見えなかったマイナス感情の芯を捉えられました。 

そのことによって、メンタルブロック全体をその視点から 

捉えなおす作業ができることに気づきました。 

また、自分がどんなに自分を責めていたか、悪い人間だ

と思っていたか、改めて強く捉えられました。 

まあさんが根気よく聞いて下さったおかげです。 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら 

  何て言ってあげますか？ 

…深い共感と安心を与えて下さるので、迷う前に 

まずは相談されるとよいと思います。 

自分一人では気づけないものが、見えてくると思います。 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

…自分に自信が持てない人。自分を責めてしまう人。 

自分を無意識に追いこんでしまう人。自分が好きになれない人。 

また、そういう感情がもやもやとして見えてこない人。 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

 お金に関するマイナスのイメージを払拭したかった。 

 （両親がお金でケンカしている記憶について） 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

 感じていた険悪な家庭の雰囲気が嫌だという感情を話して吐き出す事によって、お金＝無くて

ケンカするもの。という部分のイメージが和らいだ。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

 非常にのんびり気持ちが動いていく中で、その都度受け止めてもらえたので、安心感を感じる

事ができた。 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 78 

 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

 特に理由が分からずモヤモヤしてるようでしたら、まずは一度体験するといいと思います。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

 恐がりが性格だと思っている人。 

 親から拒絶やさみしさを感じて育った人 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

母に対する感情を確認したいと思っていました。 

自分の信念や思いこみに、一番の影響を与えているのが母ではないか、と疑っているためです。 

確認したかったのは、次の２点。 

 ａ．現在の母との関係において抱いている感情 

 ｂ．過去、母に抱いていた感情 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

ａは問題点が分かって、解決法を思いつきました。 

ｂは小さい頃（小学生低学年くらい）までは何となく分かったもの

の、それ以降は他の家族に対する感情とリンクしているようで、母

だけに絞りたかったのに焦点がぼけてしまいました。こちらは後日
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もっと状況を絞り込んでから、再度受けたいと思います。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

ａについては、一人でずっと考えているより、ずっと素直にシン

プルな解決方法が、短時間で見つかりました。 

ｂは、母や自分を取り巻く環境から受けていた感情を確認できました。また、もっと丁寧に掘り

下げる必要があることを自覚できました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

セラピーに入ると、自分の感情や考えが、素直に出てきます。 

自分が本当にやりたいこと、求めていること、感じているこ

とを、自覚しやすくなります。 

一人だと悩み続けるだけで解決が見えない（解決法が無い）ように

思えることこそ、セラピーを受けるといいと思います。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分の本当の気持ちが分からなくなっている人。 

問題を抱えているとは思っていても、はっきりとした
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解決法が分からない人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．当初どんなことに悩んでいましたか？or 解決したいと思っていましたか？ 

 

今は亡き父親との確執。 

 

 

２．それは、どう解決しましたか？ 

 

現在の自分から、父に自分の思いを率直に伝え、父の生前の思いを

知ることにより、 

いままで自分の中で引っ掛かっていた気持ちに整理がついた。 
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３．実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

気が晴れたようなスッキリした感じがした。 

 

 

４．受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

自分は受けてみて良かった。 

今より悪くなることはないと思うから、勇気をだして受けてみることを薦める。 

 

 

５．受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

トラウマがある人。 

 

 

 

 

 

 

１．当初どんなことに悩んでいましたか？or 解決したいと思っていましたか？ 

 

◎おばあちゃんに対すること。 

 

 

２．それは、どう解決しましたか？ 

 

◎おばあちゃんと姑さんと繋がった。 

 

 

３．実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

◎ぼんやり、イメージのような見えてるものを、妄想とかにならないでその場で話せて良かった

です。 
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４．受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

◎短時間で、深く見ていけるから、いろん

な気付くことがあって良いです。 
 

 

５．受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

◎悩んでる人？にかな？ 

 

 

６．いくらくらいだったらまた受けたいと思いますか？ 

 

◎お値段はつけがたいです(>_<)一対一で本当にすごく深い時間です。 

 

 

７．その他何でもいいです（好きなコメントをお書きください） 

 

長い時間付き合ってくださって、本当にありがとうございました。 

自分を、もっとちゃんとしっかりさせて、ひとりでも対人関係をきちんと出来る力をつけたいと

いうのが今の願いです＊ 

どうしてもひとりだと、感情の波に飲み込まれて、自分をコントロール出来なくて左に右

にと流されるまま流されてしまうので…(;_;)もっとしっかりしたいです。 

ちょっとまだ色々モンモンとすることがあるんですが、、(>_<) 

でもあの日セラピーしていただいて、私はとっても時間がかかるタイプなので、頭がまとまって

いって本当に良かったです(^-^) 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

物事を「大丈夫出来ますよ」と、言っておいて、後になって後悔している自分がいる。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

小さい頃に母親に叱られた記憶を消せたので楽になりました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

久しぶりに掛けてもらいましたが、気持ち良く心が楽になりましたね。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

心が楽になるから１度は受けてみては？ 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 
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何かに思い悩んでいる人にいいかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

当初、彼のことが信頼しきれなかった、信じることがコワかった、

男性を根本的に信頼出来ないのではないか？ってこと。 

自分も信じることが出来ず、相手から自分を必要とされていると常

に感じていなければ不安になること。 

一度、不安になりだすと、どんどんなって、本音では望んでない方

向にいって、全て壊してしまいそうになること。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

愛するということは、母親が子供を愛し、信じて見守るように、強く信じることなのではないか？

と気づくことが出来た。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

ホッとしたような、不安感がなくなったように感じた。 
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4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

潜在意識に入ると言っても意識があるので、全く不安になる

ことはありません！ 

でも普段考えているのとは違う言葉が出てくることがあり、

自分の深い部分で何を求めているのか、気づくきっかけにな

ると思います。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分の心に素直に向き合えないことが、出来ないと感じている人に、リラックスした中で効果的

に潜在意識にアプローチ出来て、いいと思います。 

 

 

 

セラピー後は心地良い疲労感があるような気がします。 

やっぱり、自分の本音とは違う気持ちでいるとは苦しいのだな…と思った。 

昨日は長い時間どうもありがとう。 

今朝は清々しい気分です♪ 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

自分の娘が見劣りする＝自分が頭が悪いから。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

のんびりした後、いっぱい勉強して褒めてもらった。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

気分が軽くなった。というより、晴れやかな気分。 

曇っていたのが、快晴になった感じ。 

こわばっていたのが、やわらかくなった感じ。 

 

セラピー後、頭の周辺が光り輝いている感じ☆ 

娘が帰ってきた時、いつも「お帰りなさい↓」が、「お帰り～♪」という感じ。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

肩の荷がおりるよ。 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

もんもんとしていて、自分の言いたいことがあまり口に出して言えない人。 

おとなしい人。ためこんじゃう人。 

 

 

好きな香りをあらかじめ用意してもらうと、よりリラックスできると思います。 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

仕事をする意欲が湧かない。 

両親からのプレッシャーもあり、安定した職業を探さなければいけ

ないのに、正社員になりたくないと思う自分と葛藤していました。 

2.それは、どう解消しましたか？ 

仕事をしなければいけない、ではなく、自分のためにも両親

のためにも仕事をしたい！と思えるようになりました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

父へのトラウマと向き合うことで、父にぶつけられなかった感情を

解放することができました。 

また、父はあまり好きじゃないけれど、母のことが好きな自分の原

因がはっきりしてスッキリしました。 

その結果、父のことは好きでも嫌いでもないフラットな状態に、母

のことはもっと好きになりました。 
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現在、親孝行をしたい気持ちが溢れています。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

自分としっかり向き合って、素直に感情を吐き出すことができれば、心が変化して世界が変わり

ますよ。 

5受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

うつ状態の人、ひきこもりの人など、です。 

安藤さんのカウンセリングやセラピーに取り組む真剣な姿勢に心が揺さぶられました。 

私のことを考えて最大の努力で応えてさることが、とても嬉しく、感動致しました。 

最初から最後まで、大きな愛で包み込んでくださって、ありがとうございます。 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

対人関係。 

自分がつまらない人間だと思うこと。 

人前で何かすることがやたらと恥ずかしく思う。 

  

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

母に、そのままでいいと受け止めてもらえる場面にであった。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

まだよくは解らないんだけど、子供のするモノマネを一緒にやったりするのに、前より抵抗が無

くなったような気がする。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 
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まだ今はわからない。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

トラウマのある人。 

自分の変化がまだはっきりわからないから、答えるのが難しいです。ごめんね。 

確実に何か変わっていると思っているんだけど、つかめていないです。 

セラピーは本当にうれしかったし、自然にやれたし、まさかと思っているような事にいきついて

感激でした！ 

 

 

＜その後の変化報告＞ 2010.05.20 約 2ケ月後 

 

最近になって、なんか母の愛情を前より感じて、うれしいなあって時々涙がでるんだ。 

じわじわ効いていたんだね。 

 

義理のお母さんの事をバアバとしか呼んだ事がなかったけど、先日知らないうちに「お母さん」

と言っていた。まあビックリ。 

 

セラピーで恥ずかしい気持ちを取ってもらったような気がするんだけど、セラピー中お母さんご

っこが平気になったり、服装がゴージャスなものを着れるようになったりしたけど、終わってか

らは、やってもらったのにそんな気分にならなくて、どうなったんだろうと思ってた。  

同窓会も、やっぱり行きたくないと思ってた。 

最近になって、前程気にしてないと思うようになった。 

行きたくないけど行くも有かな、みたいな。 

服は、これはちょっと恥ずかしいと着なかったものを着れるようになった。 

おばさんの私が着ていいの？なんて思わなくなった。 

 

娘との関係もあれからだいぶよくなってるよ。 

 

最近の私は凄くハッピーに暮らしています。 
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もちろん、リフォームするのにコミュニケーションの問題はたくさ

んあるけど、ムカついても先に進む事ができています。 

 

心のこもった一生懸命なセラピーをありがとうね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

人間関係のトラブルが起きる、メンタルブロックを解消したいと思いました。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

過去の恋愛問題に取り組むことで、人とのつながりを感じられるようになりました。 

想いを相手に伝えて、相手に伝わってと感じることで、つながりを感じられるようです。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

過去の記憶の部分は、なかなか潜り込むことができにくいのですが、少しづつ、誘導を受けてい

く中で、記憶を思い出しながら進めることができました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

受けた人の感想を読んで、感じるものがありましたら、ぜひ、一度受けてみることをお勧めしま

す。 
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直感は、正しいと後から思いますよ。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

「怒り」をテーマに持っている人 

感受性の豊かな人 

 

声がとても心地よく、爽やかで耳にすっと入っていきます。 

誘導の際、とてもリラックスできるので、安心してまかせることの出来るセラピストです。 

 

ありがとうございました！！ 

１．当初どんなことに悩んでいましたか？または、どんなことを解決したいと思っていました

か？ 

 

→自分の視線が相手に不快な感じを与えていることが気になって、

人の目を見ることができない所 

 

 

２．それは、どう解消しましたか？ 

 

→人の目を見られない時に感じる気持ちと、同じような気持ちになった幼いころの思い出を再現

して感情をもう一度味わうことによって 

 

 

３．実際に受けてみてどんな効果を感じましたか？ 

 

→受けてから何日間か行動力が増して自分の目標に向かって行動す

ることができた  
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４．受けるのを迷われている方にアドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

→とりあえず受けるのを迷っているなら受けてみてください。自分の悩みを解決していく第一歩

になります。何を相談すればいいのかちょっと頭の中で整理できていなくても大丈夫です。安藤

さんが問題をうまく引き出してくれ、受け止めてくださるので安心して話をすることができます

よ。 

 

 

５．受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

→悩みがあるけど自分では解決する方法が分らない人なら誰でも 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

昔の両親に対する感情を、感謝の気持ちに変えたかった。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

過去の両親も受け入れられ、感謝の記憶になりました。 

父にせかされた記憶も、父に愛情を与えることで、解決しました。 

父も愛が欲しかったのだな、と当時を振り返ることが出来ました♪ 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

過去を受け入れられたおかげで、気持ちにゆとりが出来ました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

今は、なんともなくても、過去、辛い思いをした記憶がある方は、辛い思いをセラピーで癒すこ
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とが出来ると、もっと違う自分に出会えるはず。 

生き方が下手な人、もしかしたら、癒されない過去が邪魔をしているのかもしれません。 

受けて見られること、お勧めです。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

ほとんどの人に効果的だと思います。 

気持ちが楽になりました♪ 

昔の父のことが、今だから理解できました。 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

人と話すときに嫌われるのではないかと不安になることに悩んでいまし

た。 

あとこれから起こる出来事で不安に思っていることがありました。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

セラピーではこれから起こる出来事で不安に思っていることを未来の自分にアドバイスしても

らいました。  

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

セラピーを受けたあとはすっきりして、安心感が得られました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

自分の中にある解消されていない感情や不安な感情を癒してくれるものなので一度は受けてみ

て効果を確かめてみるといいと思います。 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分の気持ちを後回しにして今までマイナスの感情を溜め込んできた人、 

マイナス思考に考えやすい人に効果的だと思いました。 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

⇒父親との関係。父親を認め、楽しい会話をしたい。父親とわかりあいたい。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

⇒父の父（祖父）が、謝ってくれて、涙が出ました。父親も早くに父を亡くして、彼なりに家族

を支えていこうと思っていたんだなと感じ、見方が変わった。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

⇒父親に対する、もやもや、イライラした感情がなくなったような気がします。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

⇒「本当の自分」に出会える喜びと「人生における生きやすさ」を手に入れられると思います♪ 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

⇒普通の人（笑） 

自分と対峙するので、精神的に病のある方は受けることに付き慎重な対応が望まれると思います。 

 

6.幾らくらいだったらまた受けたいと思いますか？ 

⇒15,000円 
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7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください）  

 

⇒静香さんはカリスマセラピストです！ 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

順調といえるような道を歩んでいるのに、寂しさや物足らなさを感じていました。 

女性として生きることを優先したり、表現したりする行動ができな

いことに対する感情かと思って、それを解消したいと思っていました。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

寂しさや物足りなさのもとは、もっと深いところにあることに気付きました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

今の感情のもととなっている怒りや罪悪感に気付き、それの

もととなったいることに対しての思いを吐露することがで

きました。押さえつけていた感情の大きさにも驚きました。 

気分がすっきりしています。 

今後は、より自分を大切にしていくと思うので、その一つとして女性性もより発揮できるように

なるのではないかと思います。  

いつもセラピーの効果を実感できるのは数日たってからです。今回もそうだろうと思います。  

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何と言ってあげますか？ 

 

受けることをお勧めします。 

自分で考えても適切な答えが出ないことも多いです。 
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思いこんでしまっていることもあります。それに気付くだけでも収穫が大きいです。 

一度で問題解決も可能です。 

悩み続けることで貴重な人生を浪費してほしくないです。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

わけがわからずモヤモヤしている方に効果的だと思います。 

 

 

6.幾らくらいだったらまた受けたいと思いますか？ 

 

15,000円くらいでしょうか。他の方には 10,000円までしかつけたことがありません。基準が低

くてすみません。 

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください）  

 

スカイプセラピーは初めてでした。対面同様、深く入ることができることに驚きました。事前カ

ウンセリングしていただいて、信頼できるセラピストさんと認識できた上での効果だったと思い

ました。また、カウンセリング時に、本番ではどのように進めていくか予定をお聞きしていたこ

とも、自分の事前準備につながりました。 
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1・当初どんなことを悩んでいましたか？ 

 

  会社の上司が嫌で仕事も上手く行かなかった。 

 

2・それはどう解決しましたか？ 

 

  頭の中が整理されてすっきりした気持ちになりました。 

  明日から頑張れそうな気持ちになりました。 

3・実際受けてみて？ 

 

  最初は怖かったけれど、頭がスッキリして気持ちが楽になりました。 

 

4・受けるのを迷っている方にアドバイス 

 

  １度受けてみるとわかりますが、 

  楽になりますよ。 

 

5・受けてみてどんな人に効果がありますか。 

 

  悩んでいて前に進めない人にはいいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 
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①仕事のセルフイメージが低くて悩んでいた。 

②ある人に対するわだかまりがあった。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

①自分のセルフイメージをぐーとあげるイメージを入れて 

今の自分を上から見下ろす感覚になった。 

そして自分はもっと上がれるというアンカーを入れた。 

 

②実は父親に甘えられなかった過去が原因だった。 

子供に戻って父親に甘えることによって解消した。 

 

3.実際に受けて、どんな効果を感じましたか 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

毎日同じことに繰り返しと思っている人は 

心にオモリがあるかもしれません。 

 

オモリをとると楽になりますよ＾＾ 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

毎日が辛い人。 
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1・当初どんなことを悩んでいましたか？ 

 

 過去の嫌なことを消したかった。 

 

2・それはどう解決しましたか？ 

 

 今回は大きな物が取れた感じがしました。 

 

3・実際受けてみて？ 

 

  今回は深く催眠に掛かった感じです。 

 

4・受けるのを迷われている方にアドバイスを 

 

  とても体が楽になりますよ。 

 

5・受けてみてどんなひとに効果的だと思いますか？ 

 

  心にモヤモヤしている人。 

 

6・いくらだったら？ 

 

  10,000～15000円 
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１・当初どんなことを悩んでいましたか？ 

   

  家族の事で悩んでいました。 

 

２・それはどう解決しましたか？ 

 

  家族を許せた感じでもやもやした気持ちが 

  なくなりました。 

 

３・実際受けてみてどうでしたか？ 

 

  最初に大きな物が出て来て怖かったけれど、 

  後はどんどん嫌な物が抜けて楽になりました。 

 

４・受けるのを迷っている方に対してアドバイスを？   

 

  心が楽になってすっきりするのでお進めです。 

 

５・受けてみてどんな人に効果的だと思いますか？ 

 

  悩みを解決したい人 

 

６・いくらだったら受けますか？ 

   

   １５、０００円以上 

 

 

 

 

 

１・当初どんなことを悩んでいましたか？ 
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  大学生時代の嫌な友人を思い出すので 

  何とかしたかった。 

 

２・それはどう解決しましたか？ 

 

  その友人をいろんな事をして思い出せなく 

  しました。 

 

３・実際受けてみてどうでしたか？ 

 

  心・体がすっきり楽になりました。 

 

４・受けるのを迷われている方にアドバイスを 

 

  将来の自分もはっきりしますよ。 

 

５・受けてみてどんな人に効果的だと思いますか？ 

 

  自分の気持ちがはっきりしない人にいいと思います。 

 

６・いくらだったら受けますか？ 

 

  １０，０００円くらい 

 

７・何か一言どうぞ。 

 

  今日はありがとう御座いました。 

  とても楽にになりました。 

  またお願いします 

 

 

１・当初どんなことを悩んでいましたか？ 
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  ５年前から体調が思わしくなく、 

  気分が憂鬱になり将来が不安。 

 

２・それはどう解消しましたか？ 

 

  不安がなくなって来て頭の中がｽｯｷﾘした感じです。 

  前に進んで行こうとゆう気持ちになって来ました。 

 

３・実際受けてみてどうでしたか？ 

 

  すごい不安がありましたが、 

  終わってみて凄くｽｯｷﾘしました。 

 

４・受けるのを迷われている方にアドバイスを 

 

  騙されたと思って１回受けてみては？ 

 

５・受けてみてどんな人に効果的だと思いますか？ 

 

  生るのに不安な人？ 

 

６・幾らだったら受けますか？ 

 

  １０，０００円位かな？ 

 

 

 

 

 

１・当初どんなことを悩んでいましたか？ 
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  自分に自信がない。 

   

２・それはどう解消しましたか？ 

 

  少し解消されて自信がつきました 

  まだまだですが？ 

 

３・実際受けてみてどうでしたか？ 

 

  不思議な感じがしました。 

 

４・受けるのを迷われている方にアドバイスを？ 

 

  自分がこんなことを思っているのかと 

  築くと思います。 

 

５・受けてみてどんな人に効果的だと思いますか？ 

 

  毎日がどうして良いのか分からない人 

 

６・幾らだったら受けますか？ 

 

  ８、０００円位 

  もうちょっとお金があれば１０、０００円以上 

 

７・何か一言 

 

  今日はありがとう御座いました 

  すごく気持ちが楽になりました。 

 

１・当初どんなことを悩んでいましたか？ 

 

  悩みが多すぎてどうしていいのか分からない 
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  状態だった。 

 

２・それはどう解消しましたか？ 

 

  多少楽にはなったがまだもやもや 

  した感じはある。 

 

３・実際受けてみてどうでしたか？ 

 

  少し楽になった感じ。 

 

４・受けるのを迷っている方にアドバイスを？ 

 

  いいです。 

 

５・受けてみてどんな人に効果的でか？ 

 

  よく分からない。 

 

６・幾らだったら受けますか 

 

  １０、０００円か 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

  元上司（今の同僚）との関係 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 
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  顔を見てもむかつかなくなった。 

  むしろかわいそうなやつだと思えるようになった。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

  すごいです！ 

  そいつを見ても変に感情を逆なでされることはなくなりました。 

  そのおかげで余計なエネルギーをとられることなく、 

  別のことができます☆ 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

  思っている以上に効果があります。 

  そして適用範囲も広いです。 

  おすすめします！ 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

  どんな人でも！！ 

  あえてあげるとすれば、忙しい方！ 

  余計なエネルギーを使わなくてすむようになり、 

  結果、効率的に物事が進み、スケジュール管理が楽になります。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

  1万円の価値はあります！  

 

   ありがとございました。 

１・当初どんなことに悩んでいましたか？ 

 

  何かにつけてイライラしてしまう。 
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２・それはどう解消しましたか？ 

 

  イライラが少なくなった 

  感じがします。 

 

３・実際受けてみてどうですか 

 

  不思議な感じ？ 子供の頃の事を思い出していたら 

  急に涙が止まらなくなりました。 

 

４・受けるのを迷っている方にアドバイスを？ 

 

  一言では言えないけれどいいです。 

 

５・受けてみてどんな人に効果的だと思いますか？ 

 

  思い悩んでいる人にはいいともいます。 

 

６・幾らだったら受けますか？ 

 

  １５、０００円～以上は・・・ 

 

７・何か一言 

 

  終わってから何か涙もろくなった感です。 

  ありがとございました 

 

 

1・当初どんなことを悩んでいましたか？ 

 

 言いたいことを我慢してしまう。 

 大勢いる中で孤独感を感じる。 
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2・それはどう解決しましたか？ 

 

 小さな時に一人取り残される自分を 

 癒し抱き締めてもらいました。 

 

3・実際受けてみて？ 

 

 心がスーと軽くなる気がしました。 

 

4・受けるのを迷っている方にアドバイスを言うとしたら。 

 

 悩むよりやってみた方が早いです。 

 

5・受けてみてどんな人に効果がありますか。   

 

 過去にトラウマを抱えている人 

 自分に自信がない人 

 

6・幾らだったら受けますか？ 

 

 初めての人はお試しで５０００円位で、 

 ２回目から１０、０００～１５、０００円位と 

 思いました。 

 

 

７・何か一言お願いします。 

 この前はありがとうございました。 

 何か不思議な感がしました。 

 いろんな事がよみがえって来て、 

 子供の頃の辛い思い出が蘇って来たときは、 
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 涙が止らない状態でした。 

 泣いたことにより何かすっきりしました。 

 体もほぐしてもらい、心も楽になりました。 

 また受けてみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

・高校時代は毎日憂鬱な嫌なことが多かったので、 

 高校時代の嫌な思い出を改善したいと思っています。 

 

 

①高校時代は寮に入ってまして最初は狭い部屋に４人いました。 

 勉強する時も寝ようとする時も、４人もいるので、誰かがそうぞうしくて。 

 ですから、絶えずストレス状態で、音が気になるのではないかと思います。 

 

②授業中に変なやつがいて、噛んだガムを丸めて投げてくるのです。 
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 髪の毛のくっついて取れなかったりで２、３ヶ月は嫌な思いをしていました。 

 恨みを晴らしたい。 

 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

  

 （どうセッション中に解決したか） 

 

 ①うるさいので静かにして欲しい、謝って欲しいと思う自分と、 

  一緒に仲間として加わりたいという自分がいました。 

 

  何だ、昔の自分は一緒に加わりたかったんだと今の自分が分かった時と 

   

  相手から、おいでよと誘ってくれているように感じた時は、嬉しくて涙がでそうに 

  なりました。 

 

 ②思いっきりぶん殴ってやりたかったけど、そこまで感情が込み上げてきませんでした。 

  高校の２、３ヶ月、憎み続け、卒業後も１年弱は仕返ししたいと思っていましたが、 

  もう、許してしまってるのか分かりません。 

  

  サッカーボールにして蹴飛ばしましたが、何かすっきりしません。 

  やはり、思いっきりぶん殴って、相手が降参した後、和解したいと思います。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

  （セッション後にどう解決したか？） 

  

  ①まだ、わかりません。 

  

  ②再度、挑戦したいです。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

 アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

 ・想像していなかったこと（原因や本当に望んでいたこと）がでてくるので是非受けて 
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  下さい。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

 自分で悩みを認識している人 

 強く改善したいと望んでいる人 

 日々マイナスの感情が多い人 

 

6.いくらだったらまた受けたいと思います？ 

  まだ、効果がよくわかっていないので、５千円くらいかと。 

  でも、時間チャージを考えると、９０分～１２０分必要だから、 

  １万５千円くらいか？ 

 

  相場は知りませんが、１万５千円は高い気がする。 

  後、交通費等も必要なので、場所によっては、２万円を超えてしまう。 

  １回目から次回まで間が空いてしまうと、次行くのが面倒くさくなってしまいます。 

  効果がハッキリと現れないと感動が薄れてしまうので、次回、お金を払ってまで、 

  受けようと思うかどうか？ 

   

  高瀬さんの時 

  １回目受けて、正月を挟み、仕事が始まり、仕事が忙しい、家族との外出などもあり、 

  忘れてしまうというか。 

   

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください）  

 

 ・最初のハーイ目を閉じて、手をぎゅ－と、口をイーとまで、笑いを堪えるのに 

  苦労しました。 

  何故か、おかしくて。 

 

 ・楽しい感情、嫌な感情共に十分に感じる時間がありませんでした。 

  （慣れていないので、すぐにイメージして十分感じられないのかも。私はすごく 
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  時間がかかると思います。） 

 

 ・自分と相手が話をしている状況、様子、表情、会話などは口に出して言った方が 

   いいのでしょうか？   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 具体的な悩みは思いつかないけれど、何となくもやもやし

た感じがありました。 

 

 もやもやの原因は何なのか知りたくて、無料モニターに 

 応募させていただきました。 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 セラピー直後は、ただただすっきりした、という感じでした。 

 問題の根っこが、翌日の朝起きたときにふっと思いつきました。 

 自分の中から出てきた答えなので、とても腑に落ちて納得しました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 終わった後は、とてもすっきりしました。 

 また、深いリラックス状態になるので、穏やかな気持ちになれました。 

 問題の根っこが、翌日の朝起きたときにふっと思いついたので、 

 じわじわと効いてくるというのは、本当なんだなぁと思いました。 
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4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

 「変わる気があるのなら、行った方がいいよ」 

  

 ちょっと辛口かもしれませんが、本人の「変わりたい」 

 「悩みを解決したい」という思いが、強ければ強いほど 

 劇的な効果があると思います。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 ・具体的な悩みや、嫌な出来事を抱えて日々暮らしている人。 

 ・自分を変える気のある人。 

 ・問題を抱えて、解決したいと思っているけれど、解決策が分からない人。 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

思い切った行動をすることができないこと 

行動する際に躊躇してしまう部分があること 

 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

思い切った行動が取れないことについては、 

小さい頃から幼稚園、小学校、高校、大学と 

年を順番に上がっていく中で共通するものが見えてきました。 

 

2回目のセラピーでは就職してから、何度か転職した先での上司や社長との 

関係にも共通することが見つかりました。 

 

それは、先生や上司、社長など立場か上の人に対して、 

言いたいことが言えなかったことです。 

 

相談したいのに思い切って話ができなかったり、 

相談したけど面と向かって取り上げてもらえなかったりという経験があり 

最後はどうせわかってもらえないのならと、転職をするなどで 
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環境を変えようとしたことでした。 

 

 

それぞれの人に話してわかってもらったり、言いたかったことを 

伝えることで、自分の中の感情のわだかまりのようなものが 

ひとつずつ無くなっていきました。 

 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 

今回のセラピーを受けてみて気づいたのは、年上の人や上司との 

関係には父親との関係が大きく影響しているということです。 

 

父には、進路のことなど大事なことで相談をしたことがありません。 

 

それがなぜなのか、今はわかりますが、その行動が 

同じように上司や先生など目上の人対しても 

あらわれていたことに気づくことができて良かったと思います。 

 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

セッションセラピーを受ける前は、ほんとうに効果があるの

かわからないところが 

ありましたが、実際に受けてみて自分の中で変化を感じてい

ます。 

 

信頼できるセラピストを持つことは、自分をよりよくしてい
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くために 

必要なものだと思います。 

 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分にいまひとつ自信がもてなかったり、人間関係などで問題を 

抱えている人にとって効果的だと思います。 

 

>  

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

1万円から 2万円（たぶんそのあとの効果を考えるともっと価値はあると思います） 

 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

自分の中には、普段は忘れていても消えることのない記憶があります。 

 

良い記憶ばかりだったらいいですが、中にはつらい記憶もあるのが普通だと思います。 

そんな、つらい過去の記憶をを癒すことができるのがセッションセラピーだということが 

わかりました。 

 

自分ひとりでは、なかなか解決できないことも良いセラピストに 

助けてもらうことができれば、自分の中で解決できると思います。 

 

セラピーを受けるたびに心が軽くなっていく感じがします。 

今日はどうもありがとうございました。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

ある出来事で受けた心の傷 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

そのときの相手と対峙してじっくり話し合うことで 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

問題になっていたことを考えても心が重くならない 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

１人では解決できないことができると思います 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

過去にあった何かをひきずってる人 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

１万 
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> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 中学・高校の時の恋人が、毎日夢に出てくる。 

すごく近くにいるのに、話をしようとすると目が覚める。 

自分が、まだ彼に対して、何かの感情があるのかな？と思いつつも、そんなことはない

と否定する自分もいて、ただ、その夢のあとは、胸が苦しくなる。 

自分が彼に対してどう思っているのか、確認したい。 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

 ①当時、自分が押さえ込んでいた複雑な気持ちを、はっきり感じられた。 

 ・彼に対して、素直に「好き」という感情を認められた（自分から別れた以上、「好き」と言

う感情が残っていてはいけないと思って、その気持ちに蓋をしていた事に気付いた。 

・別れてから、彼がかなり荒れていったのを見て、彼を傷つけてしまった事に罪悪感を感じ 

 ていたが、どうすることも出来ないと同時に、「傷つけた」という罪の意識に高校生の自 

 分が耐えられないので、その気持ちを、押さえ込んでいた事に気付いた。 

 

②彼に謝って許してもらい、抱きしめてもらったことで、交際していたことが楽しかった思い  

出として、自分の中に入り、思い出せるようになった。 

 

③自分が別れを切り出したことで、傷つけてしまったので「自分は幸せになってはいけな 

 

い」と、固く決めていたということに気付いた。 

 

>  

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 

・彼との関係が、【楽しい思い出】として清算された。 

・変な信念通り【幸せにならない】ような恋愛・結婚（一回目）を
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していた事に気付いた。 

・自分は幸せになっていいんだと心のそこから思えた。 

 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

 本当に小さな「ちょっと気になること」や「何かひっかかる事」の奥には、 

  

 人生を左右するような事が隠されている場合があるので、気になる場合いは、 

  

 思い切って受けられたら、心が軽くなると思います。 

>  

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

  

 ・現在はもちろん、過去の恋愛や友達関係で、何となく気になることがある方。 

 （「何となく感じる」の奥には、かなり深いものがある事があると思います） 

>  

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

>  

 ひとつのテーマで、もう少し長い時間かけてやるという前提で、1万 5千円 

 

  7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

 最初は、男性のセラピストという事に抵抗があったのですが、 

  

 今回のテーマが「過去の恋愛」だったので、男性の声のほうがが、 

  

 逆にイメージしやすくて、よかったです。 

 

 セラピストの声が優しかったので、優しかったときの彼がすんなり出てきてくれて、 

 

 よかったです。 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 118 

 

 

 どうもありがとうございました。 

 

 

・この講座に入って、私の場合は、とても急激に夢が叶う方向に舵取りをすることが出来 

 

て、毎日が楽しくなって来ている事と、クーガさんのセッションで「幸せになっ 

 

てはいけない」という変な信念をとって頂いたことが、すごくリンクして感じられて、 

 

「私は幸せになっていいんだ」と心のそこから思えました。 

 

最初にこのとげを抜かないことには、何も始まらないですよね。 

 

自分で自分に「幸せになることを禁じてた」なんて・・・・これって、まさしく先生が言われて 

 

た「自転車の荷台に重い荷物を載せて、上り坂を上っている」ようなものですね） 

 

その「幸せになるため」のスキルをこの講座で勉強出来るという、すごく不思議な縁を感じ 

 

ました。 

 

 そして、何気なく買った先生の本も、勇気を出して先生に本講座の質問をしたことも、電 

 

話でお話した事も、サポーターを決めるときに、「クーガさんがいい」とクーガさんの事を何 

 

も知らないのに言った事も、クーガファミリーに思い切って入って、双子の妹にしていただ 

 

いた事も、何についてセッションをするか決めるときに、全く考えていなかった「昔の彼のこ 

 

と」と言ったことも（どうしてこれにするって言ったか、本当に今でも不思議） 

 

全てがここに繋がっていたんだって思えたら涙が止まりませんでした。 

 

その為にこの講座に入ったんだと確信出来ました。（これって引き寄せの法則？） 
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> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

「人に何を言っても何をしても無駄ではないか｣という思い込みがあったので、この原因を突き

止めて消したいと思っていました。 

また、会社の人間関係で相手の言っていることはわかるが感情的に受け付けられない、以前衝突

したことがある人と話すときにどうしてもぎくしゃくしてしまうということがあったので、これ

も解消したいと思っていました。 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

｢人間関係、物事はうまくいかない｣｢人に言う｣など自分の発想になかったことを無理やりやろう

としたのですが、心の底から「人間関係、物事はうまくいく｣「まず人に言ってみる、やってみ

る｣と考え方が変わったのだと思います。 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 

気が晴れました。 

これから考え方が変わったことで行動がどう変わっていくか楽しみです。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

迷っているのならば一度受けてみるといいと思います。 

なにか問題を解決するヒントが見つかると思います。 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

どうしたらいいかわからなくなってしまっている人 

自分の意識を変えたくても変えられない人 

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

15,000円 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

今回はありがとうございました。 

「これは思い込みですよね」と言ったことを「思い込みです｣と断言してくださったことが心強

かったです。 

クーガさんがそう言うのならば間違いないと思わせるのがクーガさんの強みだと本当に思いま
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した。 

セッション中の声も穏やかで安心できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

頭で考えたことと、行動が一致しないことです。 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 
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別に一致しなくても構わないんだ。と腹にストンと落ちました。 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 

生きるのが楽になりました。 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

書籍やセミナーなどに出席しても、効果は実感できないと思いますし 

よくわからないと思います。実際に体験してみることが一番です。 

勇気を振り絞って一歩前へ前進しましょう。 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

悩みのある人全員に効果的です。 

 

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

１時間５０００円といったところでしょうか。 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

セラピーに関する今までの考えが根底から覆されたように 

感じます。おかげさまで楽に生きるコツというかヒントをいただいた 

ように思います。ありがとうございました 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

  自信の持てない自分を何とかしたかった 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

  自分は劣っている訳ではないこと。まずは行動することだと思うようになりました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 
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  気持ちが軽くなりました。まるでサウナに入ったような爽快感です。 

    

４.受けるのを迷われている方に、 アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

  これは自分自身を見つめ直す良い経験です。 

  催眠というと意識の主導権を施術者に奪われるイメージがあるかも 

  知れませんが、主導権はあくまでも自分です。 

  施術者はその方法を示唆して下さるだけです。 

  だから安心して受けてみて下さい。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

  自分を見つめ直したい人。他人に打ち明けられない悩みを抱えている人 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

  現実的な事を考えると・・1万以下が限界。 

  もし私が裕福と仮定するならば、1本３万円ぐらい。  

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

  長時間有難うございました。トランス状態に入るのになれると 

  もっと早く深く入り込めるのだろうと思います。 

 

  セラピストの癖や相性も有ると思うので、主治医のような 

  セラピストを持つことも大切だと思いました。 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

現実として、近いところでは、一緒に住んでいる義母や主人との価

値観の違いを感じること、満足できる子育てが出来ていないことで

したが、その根本に、両親との関係で満足できていないことがある

と感じていたので、両親との関係を満足できるものにしたいと思っ

ていました。 
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2.それは、どう解消しましたか？ 

両親との関係が、満たされなくなった原因は、一つとかではなく、いろんな出来事が重なって、

そういう関係に至ったのだと実感できました。 

今回は、その一つである、１５～１６歳くらいに感じていた自分の淋しい気持ちに直面し、 

そのときに戻って、そのときの自分の気持ちを理解し、慰めの気持ちを与えたすることで癒し感

を得ることが出来ました。また、母や父の本心がイメージとして浮かび上がり、気持ちを知るこ

とが出来、また、どうなってほしいのかをイメージすることで、（母が気持ちを表現し

てくれることで、私もそれに答えることが出来、お互いが心から、

分かり合え、癒し合え、いい表情で向かい合っている）実際それに

近づけるかもという気が、生まれてきました。今までは、そんなことは、絶対

に無理という意識があったので、そう思えたことが、いい方向に進めたと感じることが出来まし

た。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

普通の状態で、昔のことを思い出し自分は、よくがんばった・・・などと慰めることでは、得ら

れない癒し感が、得られました。 

潜在意識下で行うことの効果を、まだなんとなくかも知れませんが、感じることができました。 

実際、受けた後、心が、穏やかになっていることを感じます。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

自分の受けた感想を話して、体験してみる価値のあることを伝えたいです。 

不安に思うことがあれば、事前に申し出て説明を受け不安のない状態で受けてほしいです。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

メンタルブロックがあると、少しでも感じている人。 
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感じてなくても、いつも同じ系統の悩みばかり抱えている人 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

１万円くらいでしょうか・・・テーマとか、内容の深さ、時間とかにもよると思うので、一概に

は言えません。。。  

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

こんなふうな、癒し方があると、身をもって、実感できたことが、良かったです。 

とっても優しい声の誘導でした。 

人の心が、すごく奥深いものだと、改めて痛感しました。 

感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

大人になることに、あまりいいイメージを持っていなかった。それが原因で、自分の行動

範囲を狭めていたこと。 

 

２.それは、どう解消しましたか？ 
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過去の出来事の不満や不安に対して、吐き出すことができず、自分の中だけにため込んでいた。 

未来の自分に助けてもらったり、過去を安心できる環境に作り変える事で、不満や不安が解消さ

れた。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

過去の不満や不安を吐き出す事で、心が軽くなった。過去の自分と

向き合い、悩みを解消する事で、未来がとても楽しみになった。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスをするとしたら何て言ってあげますか？ 

セッションを受けると、心がとても軽くなります。 

セッション体験記をたくさん読むといいと思います。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

心に何かを抱えて悩んでいる方。それによって行動する事ができない方。また、行動してもいい

結果が得られない方に。 

 

6.いくらだったら、また受けたいと思いますか？ 

 

１万円 

 

7.そのほか何でも良いです(好きなコメントをお書き下さい) 

 

セッションを受けて、過去は変えられるんだと思いました。確かに過去の事実は変えられません。

でも、過去の自分に向き合う事で、過去に感じた気持ちや過去を成功体験に変えられるんだと思

いました。 

セッションに出会えた事に感謝します。ありがとうございます。セッションがもっと世に広がっ

てほしいです。 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

   メンタル面の弱さをどうにかしたいと・・・ 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 
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   母親との関係は、既に母が他界しており関係修復はできませんが 

   心の中では、少し楽になりました。 

 

   子供が帰宅してセラピーが途中で終わってしまったので 

   次の機会を楽しみに待ちたいと思います。  

    

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

   イメージの中でも、心理的に抵抗している自分を感じ、 

   こう言ったらああ言われるからやめておこうと 

   あきらめる自分がいましたが、未来の自分から助けを借りて 

   なんとか言いたいことが言えるようになりました。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

    

   私もかなり迷いましたが、受けてみると 

   すっきりする自分がいて、 

   もう少し早くお願いすればよかったと思いました。 

 

   自分では忘れている過去が影響していることもあるんです。 

 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

    

   迷いの多い方というか、決断しなければいけないときに 

   セラピストの助けを借りて、 

   もう一人の自分と対話してみると、いいのでないでしょうか・・・。 

 

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

   近くの整体師さんにお願いするような感じで 
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   5000円くらいでちょくちょく施術してもらえればいいな～と思います。  

 

> 7.そのほか何でも良いです。 

 

   今回、途中で娘が帰宅してしまい時間がなくて残念でした。 

   セラピーのあと、バタバタと家事をこなしているときは感じませんでしたが 

   夜になって、ものすごい眠気に襲われいつのまにか爆睡し、 

   翌朝もまだ、ぼーっとしている感じがしたのはびっくりでした。 

    

   他にもこの講座の内容とか投資のお話とか、 

   雑談しながら、いろいろと聞かせいただくことができ、 

   疑問に思っていたことがすっきりできたり、お会いできて楽しかったです。 

 

   また機会がありましたらぜひお願いしたいです。 

   遠いところを我が家まで来ていただいて 

   本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 悩み 

・小さい時の貧困意識 

・会社の上司との関係 

・自分で稼ぐことでの抵抗感 

 解決したいこと 

・抵抗感なくどんどん突き進めれるようになりたかった 
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> 2.それは、どう解消しましたか？ 

上司との関係で、自分自身が嫌な事をされても怖かったので我慢してきた。 

上司のもっと年配の船田さんに登場してもらい一緒になって上司の悪いところを指摘

して、最終的には友好的になった。 

 

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

上司との関係 

少し時間が費やしましたが 

嫌な上司をやっつける事で、当時嫌な思いを解放できた。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

目標達成できていないのはメンタルブロックが取れていないのと、目標達成するスキルが身に付

いていないだけです。 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

変わりたい、素直な心を持った人に有効です！ 

 

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

12,000円～15000円以内 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

セッションセラピーと本講座は最強のメソッドです！！ 

海原先生の本から繋がった今回のご縁非常にありがとうと感謝の気持ちでいっぱいです 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか 

> or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

いいと思ったものは否定される～。 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

ゲームをしていると物凄く否定された。 

ゲーム＝いいもの＝好きなことと変換されていた。 

ゲームをして起こられるのは時間にルーズになるから。 
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なので、母上に怒られないようなゲームの仕方をして、 

ゲームをする私自体を認めることによって、解決。 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 

気が楽になった。 

別に何してもいいかなって思えるようになった。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

とりあえず受けてみたらよいと思います。 

迷うと言うことは興味があると言うことだと思うので。 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

悩みがあるけど何とかしたいと解決を望んでいる人。 

 

 

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

そだね。他の方々と同じかな？ 

２ｈ 15,000円かな？ 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

無理強いされることが無いので、 

凄く気が楽に受けることが出来ます＾＾ 

自らのペースである意味自由にうけることが出来ると思います。 
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共感と傾聴の達人なので、事前コンサルだけでもする価値ありです

よ♪ 

 

ホテルのデイユース使用。スカイプコンサル＋3時間程度のセッションでした。 

2回かけて、2回目が 2時間ほどかけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 当初どんなことに悩んでいましたか 

or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

人との間に自ら壁を感じてしまうこと。 
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傍観者になってしまう癖。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

セッションで直接解消したという感覚は無かったけれど、その後で人に敬語で話さずにいら

れるようになりました。 

その時に壁が無くなった感覚を得られました。 

また、母親に対して強い諦めを持っていたことに気づけました。 

予想していなかった効果としてセッションの後、父親に対して母

と私が固定イメージを持っていたことに気づけました。 

違う視点から見て、ポジティブなイメージを発見できました。 

父に対する壁が取れたように感じます。 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 

自分から逃げずにがっつり向き合って解決策を探す機会になると感じました。 

セッションでは思ってもみなかったイメージが出てくると感じました。 

セラピストとの対話の一面もあると知ることができました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

悠樹さんは穏やかにていねいに寄り添ってくれるセラピストなのでとても安心感がありま

す。 

自分にどうするかを選ばせてくれるので嫌なことを強制されることはありません。 

不安に感じるようなことは起こりません。 

一度受けてみてください。 

 

2.  

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

悩み事に対して言葉で解決策を得ることで身になるタイプの人、言葉で納得できる人に効果
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的だと思いました。 

 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

２万円 

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください  

 

悠樹さんの声は穏やかで柔らかくてとても安心感がありました。 

アロマトリートメント＋セッションって素晴らしい組み合わせだと感じました。 

看護師の知識と経験、メディカル系アロマ、トリートメント技術、そしてセッションの相乗

効果がどんなに素晴らしいかとわくわくします(o≧▽≦)o 

悠樹さんにしかできないセッションセラピーを応援しています♪悠樹さんの活躍を楽しみ

にしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか 

or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

先の見通しを立てることが出来ない。（仕事上） 

求められた通りにできるようになりたい。 
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2.それは、どう解消しましたか？ 

 

堂々巡りのパターンに落ち込んでいることに気付き、 

あるところを破壊、変化させることで解消できそう。 

ただ、あらゆるところに「行動をしても無駄ではないか」 

というメンタルブロックの存在を感じることが出来、 

今後のセラピーを受ける際の課題に気付かせてもらえました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

素直になれる。 

言ってはいけない、考えてはいけないという枠が外れる。 

自分ひとりのために与えてくれる（セラピストの）優しさへの感謝。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

何か問題を感じているなら、まずは、コンサルだけでも 

受けてみてはいかがでしょうか？ 

（信頼できる人となりを感じて、セラピーを安心して受ける気に 

 なりやすいと思います。） 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

心底悩んでいる人。 

イメージ力の強い人。 

何でも試してみる素直さのある人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

1万円くらいです。 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 
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優しく、美しい声で誘導してもらえたのでとてもリラックスできた。 

導入・呼吸のタイミングをぴったり合わせてもらえたので、違和感なく力を抜けた。 

コンサル時、自分の腑に落ちなかったところがストンと落ちてきて、安心できた。 

感謝の気持ちが自然とわいてくるセッションだった。 

ありがとうございました！ 

 

ホテルのデイユース使用。スカイプコンサル＋3時間程度のセッションでした。 

2回かけて、2回目が 2時間ほどかけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか 

or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

人との間に自ら壁を感じてしまうこと。 

傍観者になってしまう癖。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

セッションで直接解消したという感覚は無かったけれど、その後で人に敬語で話さずにいられる

ようになりました。 

その時に壁が無くなった感覚を得られました。 

また、母親に対して強い諦めを持っていたことに気づけました。 
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予想していなかった効果としてセッションの後、父親に対して母と私が固定イメージを持ってい

たことに気づけました。 

違う視点から見て、ポジティブなイメージを発見できました。 

父に対する壁が取れたように感じます。 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 

自分から逃げずにがっつり向き合って解決策を探す機会になると感じました。 

セッションでは思ってもみなかったイメージが出てくると感じました。 

セラピストとの対話の一面もあると知ることができました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

悠樹さんは穏やかにていねいに寄り添ってくれるセラピストなのでとても安心感があります。 

自分にどうするかを選ばせてくれるので嫌なことを強制されることはありません。 

不安に感じるようなことは起こりません。 

一度受けてみてください。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

悩み事に対して言葉で解決策を得ることで身になるタイプの人、言葉で納得できる人に効果的だ

と思いました。 

 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

２万円 

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください  

 

悠樹さんの声は穏やかで柔らかくてとても安心感がありました。 

アロマトリートメント＋セッションって素晴らしい組み合わせだと感じました。 

看護師の知識と経験、メディカル系アロマ、トリートメント技術、そしてセッションの相乗効果

がどんなに素晴らしいかとわくわくします(o≧▽≦)o 
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悠樹さんにしかできないセッションセラピーを応援しています♪悠樹さんの活躍を楽しみにし

ています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

彼と彼の元カノさんへの執着、気になる事を聞けない自分 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

○彼と彼の元カノさんへの執着 

→彼と彼の元カノさんに感謝し、認め、愛して包み込みました。 

○気になる事を聞けない自分 

→彼とのある出来事を焦点にしました。その出来事に対して、気になるのに聞けないというのは、

相手を信じていないから。相手を信じるという事は愛で、自分が聞けない時は相手も聞けないん

だなぁとわかりました。ちなみに、彼は「わたしを信じていた」と言いました。 

 

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

○彼と彼の元カノさんへの執着 

→自分がとっても楽になりました。執着がなくなりました。 

○気になる事を聞けない自分 

→相手を信じるという事は愛。相手の話をよく聞き、相手を思いやる事が大事だとわかりました。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 
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セッションセラピーは自分で自分を認め、見つける作業だと思います。 

受けてみると、とっても楽になる事がわかりますよ♪ 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

「こんな風になりたい」というイメージはあるのに、どうやればいいのか方法がわからない人。 

 

> 6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

10000～15000円 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください  

明確な原因と結果を導いてくれる、セラピストさんです＾＾ 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

頑張っても無駄だと思っている 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

一生懸命やっても認めてくれない、 

努力、頑張りを認めてもらえないという思いが強かった。 

自分に認めてもらいたいという思いが強かったので、 

沢山認めて、愛を伝えてきました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

何かが楽になった感じです。 

物事をするときにぶつぶついう量が減った感じがします^^ 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

やってみたら、変われるかもしれないけれど、 

やってみなければ、確実に変化できない。 

 

どちらをえらびますか？ 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 138 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

とにかく変化しようと覚悟している人。 

ぜったにどんなに痛くても必ず変化してやるという意志をもっている人。 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

１ｈで 1万位の効果はあったと思います^^ 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください) 

 

アロマ良かったです♪ 

緊張しやすい性質なので、それも効果があったかもしれません。 

とにかくその前に話まくったことにより、 

覚悟が決まりました。 

誘導の仕方も良かったです^^ 

私が基本的にお任せコースなので、 

色々と提案していただけてありがたかったです(笑) 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

子供の頃の父親との嫌な思い出が、未だにひっかかっていると思っていたので、 

それを解消したい。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

父自身の態度が嫌だったというよりは、父が母をいじめているようで嫌だった。 

自分が自由に眠れないのが嫌だったということがわかった。 

 

そして、父と母の間の問題は、私がどうこうできるのではなく、２人でどうこう 

するものだと思って、自分は自由に感じた。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

以前は、その場面を思い出すと嫌な気持ち、気持ち悪い思いがしていたけれど、 

今は思い出しても普通に感じられる。思い出の中の部屋の空気も重いものから 

そうでないものに変わった。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

受けて損になることはないです。受けなければ今の辛いまま。受ければ程度の 

差はあれ確実に楽になります。やればやっただけ楽になります。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

嫌な思いを胸にためたままにしている人。 

辛い人。 
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6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

１万円くらいかな。 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 何をしたいのかその度にきちんと聞いてもらえたのはよかった。 

基本的に自分でどんどんしゃべって進めていく人なので、自分のやりたいように 

できた。もう少しゆったり放っておいてもらえても大丈夫です♪ 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

以前やってたバイト先の上役とやや険悪な関係になった。 

（自分のミスが原因でやなこと言われた） 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

対話することによって、謝罪したり、相手から話を聞いたりした。 

その後、当時のやな感情から影響されなくなった。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

内面に蓄積していたものがスッとすり抜けた感じ。 

出来事の記憶はやや残っているが、そこの感情は無い感じ。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

説明を十分聞くことも大切だとは思いますが、 

まずは簡単な体験をしてみるだけで「セラピー」の 

理解は格段に上がると思います。 

 

まずは体験を。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

なんかモヤモヤしたものを持っている人 

過去の嫌な記憶がときに頭をよぎる人 

頭よぎって、嫌な感情が出る人 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

10000-15000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

安心できる言葉のやり取りがあります。 

嫌な思いは決してしませんね。 
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迷う時間があったら、体験したほうが理解できます。 

今回はどうもありがとうございました。 

またどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

自分の家庭観。特に兄と同じ部屋でずっと生活してましたが、 

怖くて常に様子をうかがいながら育ってきました。 

その当時の「牢獄」にいるような感覚を癒したい。 
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2.それは、どう解消しましたか？ 

 

当時の傷ついた自分に出会い、ひとりの子どもを 

徹底的に受け止めて感情を表現してあげることで。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

心の一部分がポカポカ満たされたのを感じます。 

ひとりの感情を徹底的に出した事で、 

他にも無数の小さい自分が居る事が分かりました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

迷っているのであれば、まずは一度体験して欲しい。 

心で感じてる小さいじぶんからのＳＯＳを聞いてあげて欲しい。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

こどもの頃に嫌だ。と言えず傷ついた経験のある人。 

家族に愛されたとう記憶が無い人。 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

１万５千円 

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

今回小さな自分が抱えていた気持ちをいっしょになって受け止めて下さいました。 

小さな子が訴えてきた一言一言に強い共感を持って 

「いいんだよ」と承認してくれた事が何より嬉しかったです。 

ありがとうございました。本当にありがとうございました。ただただ感謝です 
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頑張ってもムダだ。と思っている自分。 

 

 

コレは NLPかな？とか思っていたのですが、 

セッションで案外取れました＾＾ 

 

 

まずは、頑張っても無駄だと思っている自分に会いに行きました。 

扉を開けて、開けて、開けて、、、 

 

5回くらい開けたところに、 

ぐっちゃりした物体が。 

 

どうにも私らしい。 

骨が無く半透明。真っ暗で上も下も分からないような空間に、 

ぐっちゃりとしていました。 

 

彼女の気持ちを聞いてみると、 

いくら頑張ったって何も出来ないんだから、 

いくら頑張っても、誰も認めてくれないんだからほっておいて。 

 

一生懸命やっても、一生懸命やったって認めてくれない。 

それなりに結果が出たとしても、 

もっと一生懸命やってればねーっていわれて全然認めてくれない。 

 

 

泣いてたので余り記憶に無いのですが(笑) 

こんな感じで半透明の彼女は一生懸命話をしておりました。 

 

「誰に認めて欲しかったのかな?」 

 

「・・・・自分」 

 

ΣΣ(ﾟдﾟ lll) 

自分かよ＞ｗ＜ 
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でも凄く納得でした。 

他の人がいくら認めてくれていても、 

全然受け止めることが出来ないし、 

良くやったねって言って貰っても全然喜べない。 

 

ようするに、自分こそが自分を痛めつけていたわけです。 

 

 

ごめんね。辛かったね。 

頑張っていたのに認めて上げられなくてごめんね。 

良く頑張ったね。 

本当に良くやったね。 

あなたのことが大好きだよ。 

一生懸命やったあなたのことが大好き。 

大丈夫。一人じゃないから。 

みんながいるから大丈夫。 

もう無理しなくていいからね。 

 

そう言って抱きしめているうちに、 

半透明だった骨無しの私が徐々に人間らしくなりました＾＾ 

 

 

「何かしたいこととかはありますか？」 

 

「・・・・」 

 

基本的にしたいことがいつも思い浮かばない私。 

 

場所移動をした方がいいのではと提案していただき、 

山の中へ彼女を移動。 

高原と言うか避暑地ですね＾＾ 

すがすがしい空気の中に移動させて上げました♪ 

 

あの暗い空間にまた放置しておくところでした＞ｗ＜ 

危ないところでしたぁ☆ミ 
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そして、今の気分は「可も無く不可も無く」＾＾； 

 

誰もいなくなったお部屋にお星様をいっぱいばら撒いて、 

キラキラさせて「満足」で終了しました。 

 

自分が自分のことを認められていない。 

 

激しく認められていない理由が、 

自分にあったのかぁ^^； 

 

正直そういうことって、認めたくありませんでした。 

 

だけど、 

昨日ザ・シークレットをふにふに読んでいて、 

悩むのはやめようと。 

 

だから早めにメンタルブロックを取ろう。 

 

核心部分だけが残ってきていて、 

正直触りたくない。 

逃げたい気持ちでいっぱいでした。 

 

だけど、逃げても意味が無い。 

 

覚悟を決めないと。 

と、気合をいれて望みました^^ 

 

その結果がちゃんと出るのが、 

セッションの凄いところ。 

 

どうやったら今の状況が打破できるのか。 

悩んでいたところに引き寄せられたのは、 

最高のことだったと思います^^ 

 

私の引き寄せ力万歳♪ 
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もっともっと良くなりまーす＾＾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

人に迷惑をかけたくないので、自分を殺して相手に合わせてしまう自分の性格が、 

何が原因だったのか知りたいと思いました。 

自分の道は自分で選ぶ、そしてその責任もきちんと引き受ける。そんな自分になりたい。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

高校を選ぶ時に母の言いなりになって、後悔したことがあり、高校時代の自分に 

戻って、今の自分と話をしてみた。そして、イメージの中で高校生だった自分を 

美容室に連れて行ったり、素敵なお洋服を着せて、一緒に海を見に行き、 

海岸で語り合った。最後には、心からの笑顔を高校生の私が見せてくれた。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

気分がすっきりしました。改めて潜在意識の力を感じました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 
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悠樹先生のセラピーは、アロマの香りに包まれる優雅な時間です。 

語りかける口調もやさしく穏やかで、安心できますよ。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

過去にトラウマのある方。 

 

普段忙しく、リラックスできない方。 

 

人間関係でお悩みの方。 

 

性格改善したい方。 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

２時間で１万円から１万５千円くらい。 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください  

 

ゆうきちゃん、クライアントさんに似合うアロマとか選んであげると、 

喜ばれると思います。 

私は紅茶が好きなので、ベルガモットの香りですごく癒されたし。 

やはり芸は身を助けるなと思います。 

 

ホテルお部屋は、静かでリッチな雰囲気で気に入りましたよ。 

 

悠樹ちゃんが素敵なセラピストさんになられることを楽しみにしています。 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

小さいときに、「不幸にならなきゃダメだ」と思ったことがありました。 

友達には好かれなくて、好きな男の子にも振られ、 

不幸になって、ひとの心の痛みを知らなきゃ、 

誰にも好きになってもらえないと思ったからです。 

 

そう思い続けて、大人になってからも、 

苦しんでいる自分を可哀想と思ってもらうことでしか 

誰かに構っていてもらえないと思い込み、 

自分で自分を落とすようなことばかりしていました。 

 

夫と出会い、そんなことをする必要はないとわかってからも 

今度は、もっと幸せになりたい 

いろいろなことを成功させたいと思っているのに 

それまでと同じような振る舞いしかできないために、 

もっと幸せになろうとする自分にブレーキがかかっているのを感じ続けてきました。 

 

だから、もう、うまくいっていい、もっと幸せになっていいと、 

自分に許可してあげたいと思っていました。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

そういう自分がいたから、幸せになっていいと思えないのではなくて 

そういう自分がいたからこそ、今が幸せなんだ、 

これからもっともっと幸せになれるんだと心から思えました。 
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3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

受けた質問に出した答えが、自分では思ってもいないものだったりして 

自分が知らなかった自分を、見つけた思いがしました。 

 

自分の思いの全てに向き合い、 

気づき、受け止めることができる人は、なかなかいないのではないかと思います。 

 

自分でも気づかなかったくらいの、違和感、悲しさ、寂しさ、 

恥ずかしくて、無意識に追いやってしまった傲慢な思い、 

こんな気持ちを自分が持っているということ自体、認めたくなくて 

心の隅に追いやって、忘れていたつもりなのに、積み重なって、 

自分でも知らないうちに、自分の心や身体を重くしている「何か」に 

気づくことができるのかもしれないなぁと思います。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

それは、当然、迷うと思います。 

今まで、どうにかしたくて、いろいろやって、 

でも、何ともならない・・・ということが多かったでしょうから。 

 

ただ、自分ひとりで何とかできるものなら、とっくにどうにかなっているはずです。 

どうにかしたくて、一生懸命がんばって、もがいて 

それでも解決できない何かがあるのだとしたら 

その原因になるものに、自分では気づけていないのかもしれません。 

 

自分が原因だと思っているのとは全く違うところに 

本当の原因があるのかもしれません。 

自分のことだからこそ、見えなくなっていることもあるんじゃないかと思います。 

 

セラピーを受けたからといって 

「治してもらう」とか「○○できるようにしてもらう」のではないと思います。 

結局は、自分で解決するしかなくて 
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セラピーは、それを助けてくれるもの。 

 

部屋の、一方の壁だけを見て 

出口がない！と叫んで、うろたえているところに 

肩を優しく、ぽんと叩かれ、 

「後ろには、何がありますか？」と微笑みながら聞いてくれるような感じです。 

なーんだー、あるじゃん！と思っても 

出口を出るのは、自分の足で。 

手を引いて連れてってくれる訳でもなく、 

ほら、とっとと出て！と背中を押される訳でもない。 

 

結局は、あなたが何とかするしかないんです。 

 

ただ、あなたも知らない、あなた自身の一部を見つけるために 

セラピーの力を借りてみるのは、悪くないと思います。 

 

少なくとも、何も変わらない、意味がなかったということには 

決してならないと思います。 

 

セラピーの力ももちろんですが 

ひとには、きっと、変わろうとする力があるはずだからです。 

その力が、あなたにもあるからです。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

今、言った自分の言葉が 

本音か建前か、すぐにわからない人。 

 

自分のことは、よくわかっていると思っている人。 

 

自分のことを知りたいと思っている人。 

 

たくさん本を読む人。 

 

誰かが言ったことが、いちいち気になる人。 
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素直な人。 

 

思い込みの激しい人。 

 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思いますか？ 

 

セラピーの価値だけ考えたら一万五千円～二万円。 

 

でも、自分が受けるなら一万円。 

一回じゃなくて、継続して何度か受けられたらいいなぁと思うからです。 

かなり、主観的な金額です。 

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

今回の経験は、自分にはとても大切なものになりました。 

今まで、ぼんやりしていたことが、はっきりしてきました。 

 

初めて会う西岡さんは、身体は小さいのに 

柔らかな大きさを感じさせる方でした。 

 

お会いできて、よかったです。 

ありがとうございました。 

 

たくさんの方々と、素敵な出会いがあるといいですね。 

 

西岡さんと、西岡さんに関わる方々、 

これから出会う方々に、たくさん、楽しいことがあるといいなと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

人前で話す時に緊張してしまうこと、自信がもてないことです。 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 153 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

体験後、人前で話す機会があったのですが、その時は落ち着いて、しっかり話すことが出来まし

た。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

受けた直後はとてもスッキリした気持ちになりました。それ

と安心感を得たような感じがしました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

「受けてみたい」って気持ちがあるなら実際に受けてみることをオススメします。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

漠然とした不安感を感じている人、なんとなく生きづらさを感じている人、言葉ではうまく表現

でき 

ないような感情を感じている人。 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

15000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

僕は取り組みたいテーマを明確にして、前向きな気持ちで受けました。 

それにリラックスして受けれたので良かったです。 

午後の部は悠樹さんでした。 

わー悠樹さん引き寄せちゃったよー。 

やった、私引き強くなってきたなー。 

 

さー、これから恋愛に対するメンタルブロック抜くぞー。 

が、事前打ち合わせでは恋愛に対するメンタルブロックではなく、「変化する人を見ていると自
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分が置いていかれるような気がして不安になります」と話していました。 

が、激しい人がでてきてそれどころではなくなってしまったので、当初の予定を変更していただ

きました。 

事前打ち合わせとか予定とかからはずれまくるフリーダムなクライアントですみません。 

が、この打ち合わせもしっかり伏線になっていました。 

 

好きな人から嫌われると安心します、幸せすら感じる、と言うとみずきさんと悠樹さんから吹か

れました。 

私は相当面白いことになっていたようです。 

そ、そうか。これはあんまり普通じゃないのか！ 

普通は好かれるほうがうれしいよね、確かに。 

「じゃあ好かれたらどうなるの？」 

「なんだこれはー！ どうなってるんだー！？ と混乱します。で、嫌われると、ああこれだ、

こうでなくてはと安心します」 

成功パターンが過去を探してもあんまり思いつかないという状態ですが、まずは「嫌われたら安

心する」さんをどうにかすることに。 

 

「嫌われたら安心する」さんは、実は背中に包丁が刺さってても痛くない！と強がってるだけで

した。 

なんて無駄なやせ我慢をしてるんだこの人は！（笑） 

嫌われても痛くもかゆくもない！とかすごいなー。 

そんなことになれば痛いにきまっとるがな。 

この無駄なやせ我慢している人は絶対私の中にいるとは思っていましたがまさかここで一致す

るとは……（遠い目） 

まずは背中の包丁を抜いて手当てをしてくれと言うと、「そうか！ そうだね、手当てすれば痛

くないんだよね！」と目を覚ましてくれたようでした。 

非常にツッコミがいのある人でした。 

それからなんかもにょもにょ言っていた記憶はあるのですが、細部は忘れました（あー） 

が、「これからは私のことを一番に好きになってくれる人がいいです」ということで解決した

……かのように見えたのですが、それでも私はなぜか納得できません。 

えー。なにこれー。 

もう気は済んだような気がするのに、何が気に入らないのだ。 

この上まだメンタルブロックがあると抜かすのか。 

そうこうしているうちにかつてのセッションで言っていたことを言い始めるし、やばい！ この

ままでは無限ループにはまりそうな気がする！と焦ります。 

休憩を入れて頭を冷やしたり、悠樹さんと話をしたりして再開。 
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もう大丈夫だと思えるのに、なんで私はそっちにいけないんだろう？ 

とか思っていると、自分の足に人の背丈ほどもある鉄球がついた足かせがついていることに気が

つきました。 

これだー！ 

これがあるから私はどんなにいい方向に進みたくてもここから動けないのだー！！ 

あー！！ しかも事前打ち合わせで言っていた「変化や成長する人から置いてかれる」につなが

ったー！ 

ぜんぜん違うメンタルブロックだと思っていたのに、まさかこんなところで結びつくとは思って

いませんでした。 

しっかり同じ時期に吐き出すべきことは把握しているのですね、潜在意識さんは。恐るべしです

よ。 

ということで、この「鉄球」さんをなんとかすることが５日の最後のテーマになりました。 

 

 

ここまできたらこの「鉄球」さんをなんとか抜いて帰りたい。 

「鉄球は何か主張していますか？」 

「うーん。完全に沈黙しているのでどうするかちょっと考えます」 

というかお前ー、私がなぜわざわざ遠く神奈川まで来たのかわかっているのかー。 

それはお前を助けるためだ！！ 

（こう言った時の私は我ながらちょっとカッコイイと思った） 

これがきいたらしく、沈黙していた「鉄球」さんは言いたいことをようやく言い始めました。 

 

なんで変わらなきゃいけないの？ 

なんで大人にならなきゃいけないの？ 

今のままでも幸せじゃん。 

満足してるんだから今のままでもいいじゃん。 

「……なんか今のままでもいいとか言ってますよ。本人は満足してるといっているのにどうした

らいいものでしょうか」 

「本当に満足したら人は先に進みますよ。逆に満足していないことがあるんですよ。子供のまま

でいたい理由か、大人になりたくない理由があると思います」 

「なるほどー。それを聞いてみます」 

 

気がついたら鉄球は消えて、かわりに小さい私がしっかりしがみついて先に進ますまいとしてい

ました。 

よーし、小さい樹（仮）ちゃんはなぜ子供のままでいたいのかなー？ 
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「もっと遊びたい」 

……。 

よ、よーし。わかった。思う存分遊んできなさい。 

 

小さい私は遊んだら満足したらしく、超あっさり私を解放してどっかに行きました。 

「私は私のまま大きくなればいいと思うよー」とか言い残して。 

な、なんだこのあっさり感は！ 

これについては後で振り返ったときに正体がつかめた気がしますが。 

http://www.1nlp.org/?m=pc&a=page_fh_diary&target_c_diary_... 

それでもって、こんなに簡単に解放してくれたのも、今まで「変化や成長は楽しいことだ」とい

うことをこの講座を始めてか積み重ねてきたものがものをいったのかなとも思いました。 

講座に入る前の私といったら、周囲の変化についていけず、しかもかたくなに変化を拒んでいま

したよ。 

他に足を引っ張っているものはもう感じなくなったので、あとは幸せなイメージを入れてもらっ

て今回のセッションはこれで終了しました。 

わーい、お疲れ様でしたー。 

 

終了後にはアロマのハンドトリートメント付きでした。 

こういうオプションがついてくるのはいいなあ！ 

いやー、今回は大きいのが二つも抜けたなー！ 

よかったよかったと思いつつ、帰途に着きました。 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

恋愛に対してネガティブなイメージしかないので解消したいと思っていました。 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

もごもごしたメンタルブロックもありましたが、何より大きかったのは「自分は大人になりたく

ない」と強く思っていたことが原因だったとわかったことです。 

満足していなかった子供時代を満たしたら解消できました。 

 

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

自分でも気付いていなかった原因がはっきりしてすっきりしました。 

http://www.1nlp.org/?m=pc&a=page_fh_diary&target_c_diary_id=22941
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それもすっかり解消できたのでよかったです。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

本気で自分を変えたいのならば受けることをお勧めします。 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

何か行動しようとしても引っかかりを感じて動けなくなってしまう人 

 

> 6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

15,000円 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

長い子供時代が終わってようやく次に進めそうです。 

ありがとうございました！ 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

人に頼みごとをするとき、 

「頼んだら迷惑じゃないだろうか？」「断られるのが怖い」 

と考えてしまって、行動できなくなることがたびたびありました。 

それを解決したい、すぐに行動できるように変えたいと思っていました。 

2.それは、どう解消しましたか？ 

原因が、過去にあることがわかりました。 

その原因を解決することで、怖いという思いが消えました。 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

自分でも把握できていなかった原因がわかり、過去のもやもやしていた 

部分が消えました。それによって、行動力が増してきたように感じます。 
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4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

初めてだということで、不安もきっとあると思いますが、体験してみたらまた違います。 

悩みがあって、それを解決したいと思ったら、相談してみるのも良いのではないか、と思います。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

過去に辛い経験を持っていて、それをいまでも思い出す方。 

いま、どうしても解決したい問題を抱えている方。 

 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください  

 

自信がないけれど言ってみた言葉を、すべて肯定していただけたのが嬉しかったです 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

受け入れてもらいたいという欲求をなんとか 

したかった。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

幼いころにもどって両親に甘えることによって 

解消しました。 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

今はまだ良く分かりませんが、 

両親との遊んだ楽しい記憶は体の奥に残っています。 

昔のように両親が遊んでくれなかったという 

思いはありません。 
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4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

やってみないとわからないよ。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

素直な人。 

変わりたい人。 

覚悟がある人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

１万５千円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

先日はありがとうございました。 

自分でどんどん進んでいくタイプなので 

扱いにくかったかもしれませんが、 

ジックリとセラピーしてくださって助かりました。 

 

幼い自分が笑顔になれるお手伝いをしてくださって 

今回は講座に参加する前に初めて危機感を感じました。 

講座の２週間前ぐらいにメンタルブロックが浮き彫りになってきたからです。 

このまま参加しても無意味だと直感を感じたので先週の週末は二日間セラピーにあてました。 

思っていたよりも深く、産まれてからずっと感じていた渇望が出てきました。 

 

 

両親にただ僕を見てもらいたい、 

 

 

かまってもらいたいと三歳ぐらいの僕は感じてました。 

両親からの愛を渇望していたのです。 

三歳の僕の目の前の両親は上を向いていて、白い紙に書いた一筆書きのようでした。 

 

ちっちゃい僕が、こっちを向いて、僕に気がついて！ 

と叫んでも、全く無視していました。 
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存在すら感じていない。 

 

 

そんな感じでした。 

 

 

あ、電車がついたので、また後程(^O^) 

 

 

まさか、この体験が引き寄せになるとはおもいませんでした。 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 人が何かしてくると、「誰も助けてくれなかったのに、もうこれ以上言わないで・しない

で欲しい。」という思いが浮かんでくるのを無くしたい。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 自分にはマイナスの感情しか周囲から受け取っていなくて、プラスの感情や愛を手元に持

っていないし自分にはプラスの感情を表現できないと思っていた。 

 プラスの感情を自分に持つ事を許す事によって、気持ちが軽くなった。 

  

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 受ける前は周囲を許していなかったのだと思っていたが、一番許せていないのは自分自身なの

だと、全く新しいきづきを得た。 

 自分自身さえ知らない事に気づくことができるので、改めてセッションは凄いを思いました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 受ける受けないは本人の意思しだいですが、受ける事で何かしらの結果を得る事が出来ます。 

 

 行動する事によってのみ自分の人生を変える事ができます。 

 変えたい方は、勇気を持ってチャレンジしてはいかがでしょうか？ 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 日々理由も無く辛いと感じている人。 
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 周りのせいで今の結果になっていると思っている人。 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 １時間１万円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください) 

 悠樹さんは本人も気づいていない問題点を発見する感性が素晴らしいです。 

 

 他にもたくさんの良い所や強みを持っていらっしゃるので、後はそれを信じて、発揮する場面

と場所を使い分けることができれば、さらに良いセラピストさんになれると確信しています。 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

  

営業の仕事で思うように動けなかった。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

セッションをしているうちにだんだん軽くなった。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

重苦しい感じがなくなった。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか。 

 

受けてみないとわからない。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分で問題解決できずにもんもんとしている人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 
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2-3万円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

とても楽しかった。わくわくセミナー教えてもらった良かった。 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

人見知りするところ。あがり症なところ。メンタルブロックを外したいと思った。  

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

解消したか分からないけれど、時々意識が無くなって眠っている感じがした。 

また問題と向き合ってみたいと思った。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

効果なのかわからないが身体が軽くなった感じ。すっきりした感じ。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

セラピストの方が丁寧に優しく接してくださるし、効果があればその後の人生が大きく変わるか

もしれないのでぜひ受けてみてほしい。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

催眠などにかかりやすい人。メンタルブロックやトラウマを無くし、自分の人生を変えたい人。

夢や目標がある人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

１万５千円～２万円 

（今、自分が金欠なため・・・。その後の効果を考えるともっと出してもよいと思う） 
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7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

忙しい中時間をつくっていただきありがとうございました。哲さんや家族の方の優しい人柄に伝

も癒されました。価値あるセラピー、無料で体験させていただきありがとうございます。 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

子ども（長男）との関係・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

感情的に怒っていたのが、長男の次男に対する気持ちなどをよく理解することができ、落ち着い

て話ができるようになった。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

自分を責めていたが、その自分も受け入れられるようになり、気持

ちが楽になった。冷静に対処できる場面が増えた。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

案ずるより生むが易し。 

とにかく、自分が楽になるので、まわりに良い影響が出て、良い循環が生まれます。是非一度ト

ライする価値あり！です。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

何かをいつも心配している人。悩んでいる人。自己否定している人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

10000円前後 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 
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石川先生はとてもお人柄がよく、安心して委ねられる方です。信頼できるのが何よりです。今回

はお世話になることができ、とても良かったです。このご縁に感謝いたします。ありがとうござ

います。 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

高校時代の大学受験のこと。その失敗について。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

当時の自分にアドバイスをして、また当時の自分を受け入れることができました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

高校時代の自分が嫌いでしたが、少しずつ好きになり、自分として受け入れることができ

ました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

悩んでいること、コンプレックスを持っていることから逃げずに向き合うことで今の自分がもっ

と好きになれます。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分にコンプレックスがある人、プライドの高い人、自分を責めすぎる人。 

 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

3000-5000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

セラピーを受けているうちに、忘れていたこと（いいこと、嫌なこと）がドンドン思い出されて

きて驚かされました。 

コンプレックスと向き合うことで、そのしこりがなくなり、気持ちがとても楽になりました。ど

うも有難うございました。 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

大学３年の就職活動のこと。その失敗について。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

当時の自分と向き合い、アドバイスをしました。語り合いました。当時の自分を受け入れること

ができました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

就職活動に失敗した自分も今の自分の一部だと思えるようになり、ずっとコンプレックス

になっていた部分を解消することができました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

コンプレックスを他人に話すことを恥ずかしがらず、是非受けてみてください。きっと気持ちが

楽になると思います。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

プライドの高い人、コンプレックスの多い人。 

 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

3000-5000円ぐらい。 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

気持ちが楽になりました。ありがとうございました。 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 
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大学院に進学したこととその後。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

大学院に進学したことへのシコリは解消された。 

また今後頑張って自立の道を歩んでいく気力が湧きました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

自立へ向けて就職活動を頑張ろうと気

持ちが前向きになりました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

話してみると自分の思っている以上に悩みが出てきて、話すとスッキリします。気楽に受けてみ

てください。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

コンプレックスのある人。１人で悩んでいる人、プライドの高い人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

3000-5000円ぐらい 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

また一つ大きな心のシコリが取れた気がします。少しずつ前向きになってきたのが実感できます。

恥ずかしかったですが、話せて気持ちが楽になりました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

極楽セラピー（デート編） 
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2.それは、どう解消しましたか？ 

 

とても楽しく寝てしまいました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

とても楽しい体験でした。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

気軽な気持ちで是非受けてみてください。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

落ち込んでいる人、自分に自信の持てない人 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

3000-5000円くらい 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

また受けたいです。寝てしまってすみませんでした。 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

将来の自分像 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

少しずつですが、将来の自分を具体的にイメージできました。 
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3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

イメージできた将来の自分像を目標にして前向きにがんばれると思います。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

将来に不安のある方あんど是非受けてみてください。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

将来の自分がイメージできない人、将来に不安を抱えている人 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

5000円くらい 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

少しずつですが、将来の自分像をイメージでき、アドバイスをもらいました。 

昔のシコリも気付く中では、なくなったと思うので、今日からは将来の自分像を 

イメージして、がんばっていきたいです！！ 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

人間関係  元彼  仕事 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

気分的に楽になりました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

最初はあまり信じられなかったけど、モヤモヤしているもの
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が無くなった気がします。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

「ぜったいやってみたほうがいいよ」 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

「悩みを抱えている人」 

「自殺を考えている人」（←私はこれもありました） 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

5000円くらい 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

やってもたってよかった♡って思いました。 

 

とにかく「自殺」を考えることはこの先ないって思っています。「仕事みつけなきゃ」って気持

ちになりました。有難うございました☆ 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

自殺した元彼 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

友達を呼び出してかな？ 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 
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気がらくになりました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

「自分と向き合ってみない？」 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

「悩みを抱えている人」 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

3000円か 5000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

ありがとうございました。 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

緊張すること 怖い 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

自分らしく、周りを考えすぎず 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

明るい気持ちになれました。 
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4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

一度お試しを！！ 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

悩んでいる人 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

 

職場の人間関係 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

怒りを消すこと 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

怒りのかたまりになっている自分に気付いた。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 
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必ずうけてください。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

精神力の弱い人 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

15000円は高くて～～～でも本当に悩んでいる人には高くないのかも。 

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

これからは楽しいことを沢山思い浮かべて、ハッピーに過ごしたいです。 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

カラオケが苦手なこと 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

自分が楽しく歌えばいいんだと気がついた。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

カラオケをドンドンやりたくなりました！ 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

小さいと思っている悩みでも、話してるうちにいろいろな悩みが出てくることがありました。是

非受けてみてください。 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分に悩みは無いと思っている人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

５，０００円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

今度カラオケに行きましょう！！ 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

子どものころのいじめ  目のこと 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

気にならなくなった感じ 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

気持ちが楽になり、すっきりした。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

迷っているのなら、まず体験してみることをすすめる。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 
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悩みを解決したいと強く願っている方 

自分が変わりたいという覚悟ができている方 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

1万円くらい 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

石川さんのことは全然知らない人だった。 

でもとても話しやすくすごい人だと思った。 

石川さんは「いい人」です。 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

マンションの隣人とのトラブルについて 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

相手を大きな目で見る視点を得られた。自分の対処法を前向きに捉えることができるようになっ

た。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

現在の自分のやり方を前向きに捉えられ、気分が明るく、楽しくなった。相手も大人の目

線で見てあげられる気持ちになり、気分が和らいだ。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

どんな悩みでも話してみると気が楽になります。私の場合は、ネガティブな悩みがポジティブな

気持ちになりました。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

悩みを自分のせいだと思っている人 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 175 

 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

5000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

アパートに帰るのがだいぶ憂鬱でなくなりました。 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

大学院時代の論文等の悩み + 今後の就職活動の悩み 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

大学院時代の自分を認めることができ、今後の就職活動を積極的に行おうと考えられるようにな

った。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

過去の悩みが和らぎ、今後を前向きに行動していこうと思えた。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

過去・現在・未来のどんな自分のことにも活用できます。是非受けてみてください。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

ずっと悩みを抱えている人 
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6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

5000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

今日から前向きに就職活動をしていきます！ 

遅刻してすみませんでした。 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

お掃除ができない。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

エプロンしてお掃除している自分が感じられた。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

体温が上がってきて、体の表面の血流を感じました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

言葉にすれば、悩みは雲から雨粒になり、わかりやすくなるから不安が減りますよ。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

不安の元が何だか定まっておらず、やたらと実際以上に悩みを膨らませて感じている人たちには

よいと思います。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

ＢＴＵが４０分 3600円、整体が６０分 6000円、エステが約１時間 8000円。その中間で 6000

円くらいかな？と思います。 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 
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自分の考えを人に批判されずに聞いてもらえるのは心地よいことでした。肯定してもらえただけ

でありがたかったです。これからも悩める子羊たちを助けてあげてください。 

今日は有難うございました。 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

教師からのイジメ（小 4～中３） 

部活でつかうユニホームをしまうケースを同じクラスの女子が壊したのに私のせいにされ

て怒られたこと。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

イジメに関してはすっきりしました。 

まだ解消されていないシコリがあります。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

すごいリラックスできました。✩✩後、スッキリしました(#^.^#)。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

こわくないよ。何にも心配しなくて大丈夫だよ。すごい楽になるよ。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

つらい思いをして悩んでいる人に受けてほしいです。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

1000-5000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 
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今日は本当にありがとうございました。!(^^)! 

セラピーをうけて本当に良かったです。(^^♪ 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

両親のこと。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

せっとく 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

やるかちあり！ 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

「やってみようよ」 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

「悩んでいる人」 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

3000-5000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

すごいすっきりしました！！ 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 

  

主人を亡くして寂しさ。親子関係で淋しさと悲しさ。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

お父さんとよくお話ができました。 

 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

心がやわらいできたようです。悲しさが薄れてきたようです。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

本当に心が安らぐこと。つよくなれたこと。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

一人で悩んでいる人に。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

3000-5000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

家庭の事情でできることなら、たまにはまたお願いしたいと思います。 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思っていましたか？ 
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前にすすみたいのにうまく進めない事に悩んでいました。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

セラピーを受けてから講座を素直にできるようになりました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

こんなにすっきりした気持ちになるとはびっくりしました。 

とげを抜くことの重要性を感じました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

体験するのが一番早いと思います。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

もやもやした気持ちがある人 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

15000円前後 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

今の時期にリリーさんのセラピーが受けれて良かったです。ありがとうございました 

 

 

 

 

 

まず、導入について。 

とても慣れている方は別ですが、いざ始まると案外心の準備が整っていなかったりして、戸惑い

が出るかもしれません。先にお手洗いはいいかとか、喉は渇いていないかなどを聞いてあげると

いいと思います。（自分から言い出しにくい人もいるかもしれないので） 

それと、講座の方の場合はＨＮでお呼びするか、また先のカウンセリングで問題点がわかってい
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れば、その時にあった呼び名とかを先に聞いておくといいかもしれないです。 

 

また、風花さんがセッションの導入で語りかける前に、灯りをおとしてから１～２分くらい、普

通のトーンでお話して「まずはこれから少しずつ深呼吸してリラックスしていきますよ、いいで

すか～？」というような問いかけで心の準備を再確認してあげるといいと思います。 

あと、風花さんが「こうしてください」と導入していくときに、返事を返したほうがいいのか、

集中したほうがいいのかどうしようかな？とチラっと思ったので、その点もさきに言ってあげる

といいかもしれません。先に普通のトーンでやり取りしておくことで、そのへんがスムーズにな

るかなと思います。 

素人意見ですけど・・・ 

 

あ、そうだ、私は途中で「これが出来ない！」という事が殆ど無かったのですが、 

初めにリラックスする場所を思い出して・・・・というところがちょっとうまくいきませんでし

た。凄くいろんなところを探してみたんですけど、あれ、そういうとこって思いつかないなぁ、

というかんじで。無理矢理サーフィンで波まちしてるところを想像したんですけどね＾＾ 

セラピーの中で「これこれをイメージしてみてください」とか「○○にこうしてあげてみてくだ

さい」といったリードをするときに、先に「できても、できなくても、どうなったか教えてくだ

さいね」って断りをいれておくのは流れ的に先に否定が入ってダメなんでしょうかね？ 

もしダメでなければ、イメージが止まってしまった人も安心して「できませんでした」といいや

すいですし、次のリードに進みやすいんじゃないかなぁと思いました。 

 

セラピーの最中の風花さんの話方のトーンやペースは、とても心地よかったです。 

語りかけてもらってると、身体のリラックス感がすごく増しました＾＾ 

理屈ぬきで、感情のところがくすぶっていたんだなぁ～って事も良くわかりましたし。 

 

セラピー終わった後も、アドバイスいただいたり、今だって気が済むまで感情を吐き出しちゃっ

ていいんだよ～、泣きたかったらいっぱい泣いていいんですよ～、ってことをフォローしていた

だいたので、ほんとにすっきりしました。 

暖かいんだけど押し付けがましい感じがなくて、（昔から結構女の子同士で泣きたいところを撫

で撫でされたりするの苦手なタイプなんです）妙に気まずい思いもしなくてすみました。これは

風花さんの個性というか、さっぱりしてるけど突き放された感じがしない、ちゃんと見てくれて

るけどベタベタいらないところまで手を出してこない、というかんじの独特な魅力を持ってらっ

しゃるからなんじゃないかな～って思いました＾＾ 

 

また自分一人じゃどうにも向き合い難いんじゃないかな？という部分がみつかったら、 
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お金払っても風花さんのセッション受けたいな～！って思いました。 

その時はまた是非、よろしくお願いしますね！ 

 

 

セッション本当にありがとうございました！ 

風花さんこそ前日からの続いてのセッションお疲れだったでしょう。 

それでもして下さって本当にありがとうございます。 

 

漫喫でできるなんて、本当にどこでもできますよ！ 

なんとなくあの場でなくちゃいけないような気がして、声がもれることを気にしつつ「ここでし

ましょう」ということを言いましたが、もしそのことで風花さんの自信になったのなら、本当に

よかったと思います。 

 

体調については問題ないのですが、今日もまだボーっとしている状態です。 

完徹とウナギとセッションの相乗効果なのだろうと思っています。 

 

私もネックレスしています（＾＾） 

本当にこれいいですよ！ 

最高のアンカーです。 

 

セッションのことについては日記でアップさせていただきました。 

いつもの調子で書いたのですが、あれでよかったでしょうか。 

 

改めていいますと、 

 

あの距離感はよかったです。 

本当に耳元で声がするので「声」に集中できました。 

まあでも、普通はマンキツはやめておいた方がいいでしょうね。笑 

 

気になる人は気になると思います。 

自分の声が聞こえちゃうことと、隣の声とが。 

 

私はそういう雑音のある状態でのセッション経験があったので問題なしでしたが、やっぱり静か

で声がもれることを気にせずにいられる場所の方がいいと思います。 

次今回のように外でされる機会がありました時は、カラオケルームがいいかもしれませんね。 

よく考えれば、カラオケルームは声がもれる心配しなくていいですものね（＾＾） 
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椿さんの日記から 

 

今回は風花さんのセラピーを受けるという最高に素敵な機会を手に入れることができました。 

これは、パーティーに参加したことと、ゲストに有末さんがいらしたことと、風花さんも参加し

ていらしたことと、海原先生が提案してくださったことという、全てのことが重なったことで生

まれたチャンスであり奇跡です。 

まず最初に、全てのことに感謝いたします。 

ありがとうございます。 

 

 

さて、内容についてシェアさせていただきます。 

 

 

パーティー会場を後にしてから、風花さんと二人でセラピーできる場所を探すところからはじま

りました。 

 

漫画喫茶というアイデアを風花さんが思いついて下さり、いい場所を見つけることができました。 

本当は横になることで力を抜くことができリラックス状態に入りやすいということでしたが、私

自身受けたことのあるセラピーが全て座っていた状態でありそれに慣れていたことと、横になる

部屋が空いてなくてもなんだかここでなきゃダメなような気がしたこととで、ソファーを使って

開始することになりました。 

 

 

正直漫画喫茶を提案くださったときは驚きました。 

 

防音施設はありません。 

静かだからこそ声を発すれば聞こえてしまいます。 

それでも風花さんが問題ないというのならば、信じようと思いました。 

 

セッションセラピーを受けたことのある方はご存知でしょうが、催眠状態に入るといっても、意

識は全てありますし、体も自由に動きます。 

隣でカップルが会話している声も全て聞こえます。 

が、それでも集中してセラピーに入ることのできる風花さんは本当にすごいと思います。 
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優しい声で導いてくださり、辿り着くのは子供との時間です。 

 

私はパソコンで用をしてて、そんな時にかまって欲しいとくる息子。 

手を止めて彼につきあうこともありますが、お願いだからやらせてと彼に我慢を強いることもあ

ります。 

 

子供の思いをきかなければならない。 

そうしなきゃ愛しているということを伝えられない。 

でも、私はやりたいことをやりたい。 

私は私の時間が欲しい。 

 

その思いを、 

「それでいいんだよ。悪くなんかないよ」 

と言ってくださることで涙が止まりません。 

 

泣いているうちに、私は子供になっていました。 

自分の母親の背中を見ながら、自分の思いを押し殺しています。 

 

その思いとは、 

 

「お母さん、大好き」 

 

という思い。 

そして本当は抱きつきたかったのに、抱きつくことを我慢していた私。 

有末さんの言葉を借りれば、手の中の愛の種を蒔きたかったのに、蒔くことが許されないと思っ

て我慢していた私でした。 

 

そして、それはまさに、私の息子が私自身にしてくる行為でした。 

 

私はそれを躊躇なくできる彼が、羨ましかったんです。 

 

「あなたは思う通りにしてるのに、私は思うとおりにしちゃダメなの？」 

 

これが、私の中の子供の私の声でした。 
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うながされ、私の思いを母に告げ、私は母を抱きしめました。 

すると笑顔で抱き返してくれる母。 

 

それを今の私と息子と一緒に見ると、私たちも幸せな気持ちになります。 

息子も「よかったね～」と言いながら私を抱きしめてくれます。 

 

 

さらにうながされ、私は子供の私と母に訊ねます。 

 

「どうすればそんなに幸せでいられるのかな？」 

 

答えはこうでした。 

 

 

「時間はあなたが思っている以上にたくさんあるんだよ」 

「だから焦らなくてもいいんだよ」 

「だから”今”の時間を十分に使ってもいいんだよ」 

「だいじょうぶだよ」 

 

 

私が子供に自分の時間を侵害されることを「嫌」だと思っていたのは、「ここ」でした。 

確かにインナーチャイルド（私の中にいた小さな私）は彼のことをうらやましく思っていたけれ

ど、今の私は彼の声に応えることが彼のためにいいことなのだと分かっています。 

それでも苦しかったんです。 

 

苦しかったのは、「時間」がないと思っていたからです。 

「今、彼に時間を使ったら、私の時間がなくなってしまう」 

そう思っていたからです。 

 

 

でもこの時、時間は十分にあるのだということが分かりました。 

時間は「ない」と思うからこそ「なくなる」のであって、本当は等しく平等に存在しているもの

なのです。 
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「私にはこれだけしかないから」 

 

違うんです。 

そう思うのは、私がそう決めてしまっていたから。 

私にも彼にも同じだけの時間があるんです。 

 

 

 

この後、ゴールドの宝石を胸の中に入れてくれました。 

母にちゃんと思いを伝えられ、受け止められた幸せと、時間は私の分も十分あるのだという安心

感。 

この思いがいっぱいにつまった宝石を。 

 

 

この時、私はジュエリーを買わなくちゃって思いました。 

風花さんが入れてくれた宝石と同じジュエリーです。 

 

そしてそれを伝えたところで、風花さんはジュエリーセラピストになりました。 

 

今までがんばった自分へのご褒美と、答えを導きだしたお祝いのこもったジュエリー。 

彼女は、それを下さるセラピストです。 

 

そして、実際にそれが現実に手元にあったら、すっごいアンカーになっていいよねっていう話に

なって、ジュエリーセラピスト誕生となりました。 

（こちらについての詳細は風花さんの日記をどうぞ＾＾） 

最高の瞬間に立ち会うことができて私はとっても幸せです。 

ありがとうございます。 

 

 

そして、 

風花さんは、一緒に泣いて下さるから、泣いてもいいんだという安心感を与えて下さるセラピス

トです。 

私の分も泣いてくれるから、私自身が泣く時間がとても短かったように思います。 

心が満足するまでの時間がとても短く感じました。 

 

さらには、答えが自分で導き出せたことは、自分でなんとかしようという想いが強いからだと褒
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めてくださいました。 

タイムラインを集中してやっていたことを褒めてくださいました。 

そして再び、答えを出せたことを褒めてくださったことは、とっても嬉しかったです。 

 

風花さん、本当にありがとうございます。 

 

 

 

実際にこの後、ジュエリーを買おうと思ったのですが、もし風花さんが一緒に見つけてくれたら

いいな～と思って提案したら、風花さんは快く承諾してくださいました♪ 

そしてジュエリーショップで購入したのがこの写真のものです。 

風花さんと色違いでおそろい♪ 

もちろん今も身に付けています（＾＾） 

 

おそろいなんていいな～と思っていたら風花さんも欲しいと言ってくださったので、びっくりし

ました。 

しかも、実は一番最初に気になったのも同じジュエリーだったとか。 

 

 

こういう誰かと一緒の買い物については、今まで自分の直感に沿ったものを購入すると失敗ばか

りしていました。 

なので念のために他のものも色々見回ってみたのですが、直感でもいいんだという自信がつきま

した。 

今までの失敗例を払拭することのできる成功体験です。 

ありがとうございます！ 

 

 

風花さんのセラピーとジュエリーのおかげで今もとっても穏やかです。 

 

子供に我慢を強いるかもしれないと思うことは、先に彼に訊ねてみるようになりました。 

いいよ、って言ってくれるときだけ、自分のやりたいことをすることで、お互いに何の我慢する

こともなく、とても穏やかな時間が流れます。 

もちろん、甘えてきたときは、思いっきり応えることができます。 

 

本当にありがとうございます 
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> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

仕事の選択で。（今の仕事をやめて望む内容の臨時職員をやるか、今の仕事を続けながら

体調をよくして望む内容の仕事ができる方向へ進むか） 

 

> > 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

望む仕事をするためにも、健康の回復を第一に考えて決めた。 

 

> > 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 

本当に自分が望んでいることへのイメージがつかめた。 

 

> > 4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

気楽に試してみたら？ 

 

> > 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分の本当の気持ちに気づかず、親や社会の価値で生きてしまっている人 

 

  6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

五千円以下かなあ…今はあまり切実ではないので…  

 

> > 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 
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ありがとう。人の迷いを聞いて苦しくならないか逆に心配です…が、プロだからそんなことない

よね。 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

自分の将来について。特に現状の仕事について。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

自分の中にある本当の気持ちを知ることで、すっきりと悩みから解放されました。 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

悩みから解放される。また自分の気持ちに正直

になることが答になると知りました。           
4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか人それぞれだと

思うけど、受けるか悩むなら受けたらと薦める。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

色々混ぜて考えている人。自分の気持ちを知りたい人。前向きに生きたいと思っている人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

\5,000～\10,000 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

自分の気持ちを知ることが出来て自分の考えがすっきりし

ました。周りの状況は変わりませんが、自分の考え方を変え

るだけで、こんなにも自分が楽になるんだと実感しました。

正解かわからないけれど自分の気持ちはわかったので、あとは自分が行動を起こすか起こさない

か。それこそは悩むのではなく、じっくり考えたいと思います。 

悩んでいる時って色々なことをごちゃまぜにして考えてるんだと思いますが、意外と自分の中の

答えってシンプルなんですね。また悩んだらお世話になりたいです。 
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> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

自分が何に悩んでいるかをみつけたくて。 

よくわからない不安な気持ちを少しでも楽にしたくて 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

セラピーで理想像をたずねられて 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

なーんだ こう思ってたんだってわかった 

自分の気持ちに気づいた 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

自分も受ける前は正直半信半疑だった でも 

占いと違って 自分が結論勝手にだすから納得ができる 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

それはよくわからん。 

ただ、 

自分がどうしたいかよくわからないっておもったとき 

に受けたらよい 

 

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

３０００円まで。 

それは わたしが日頃かける 癒しを求めるときの金額。 

マッサージのときも 占いのときも 常にそのくらいだから。 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

ともちゃんは素敵なセラピストになれると思う。 

応援してるよ。そしてこないだはどうもありがとう。 

 

これからもよろしく。 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

父との関係。トラウマ。虐待による恐怖と憎しみ。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 父を消したことによって、父の少し好きだった時を思い出しました。  

 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか  

 セラピーが終わったら楽しくなりました  

  

4.受けるのを迷われている方に、 アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 とにかく試しに受けてみましょう 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 「なぜか」自分の望まない反応をしてしまって、自分では「なぜか」それがコントロールで き

ない人 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

１．５～２万 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

よかった点。気になる点など。 

 すごく優しく誘導していただけて、安心します。 

 私のセラピーの特徴みたいなものがあれば教えてもらえると嬉しいです♪ 

 

 みずきさんが美しく、かわいい女性であるということは、女性クライアントにとっても（もち

ろん男性にとってはもっとでしょう）、正直うれしいです。やっぱり素敵な人がそばにきて声を

かけてくれるのは、同性、異性を問わずうれしいことだと思うのです。 

 

 そして、クリエイティブだということも、みずきさんの良さではないでしょうか。私が思いつ

きもしなかった才能を、私の守護神が持っていたなんて・・・！四次元ポケットとか鼻で吸い出

す、とかのアイディアで、私の潜在意識さんは納得したようです 

 

 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

会社でいらいらしてしまい批判的になるところを改善したかったです。 
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子供の頃からの体験が原因で人付き合いが苦手になっていたので、それを克服すべくあれこ

れ暗中模索していたところだったのでセッションで自分なりの答えを見つけてすっきりし

たいと思っていました。 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

家族、友人との過去のわだかまりが解決することで、他の人とも笑顔で接することができる

ようになりました。 

初対面の人と会うのが苦痛でしたが、今では新しい人との出会い

が楽しみです。 

子供の頃の体験から、｢自分と異なった人は拒絶する｣という思い

込みがありましたが、ヒプでその体験を昇華することにより「人

はそれぞれ違っていて、それに優劣はない」と自然に思えるよう

になりました。 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

過去のイライラがなくなることにより、他人への諦めがなくなってきました。 

対人関係で失敗しても自分や他人を責めることが格段に減り、結果的にはいい関係を築ける

ようになったと思います。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

無料体験セラピーもあるので、一度試してみるのはいかがでしょうか。 

迷っているよりは行動したほうが解決へ近づくと思います。 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

過去の体験に今でも傷ついている人、それでも無理をして耐えている人 
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> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

 パッケージプラン 5万円 

今まで諦めていたものを自分にも取り戻せる！と思えるようになったことの価値は計り知

れませんが。 

 

> 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

> よかった点。気になる点など。 

>  私のセラピーの特徴みたいなものがあれば教えてもらえると 

>  嬉しいです♪ 

 

みずきさんの優しい声での催眠の導入がとても心地よかったです。 

それだけでも幸せ気分になれました。 

自分でも忘れていた子供の頃のことを思い出したときに大泣きしてしまったのですが、こち

らを気遣ってそっと気配を消して一人にしてくださったことがとてもありがたかったです。 

 

しっかりフォローとアフターケアをしてくださるので安心してセラピーとコーチングをお

願いできました。 

たくさん笑ってたくさん泣いて、とても楽しい日々でした。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

直接子どもに言えない気持ちを、謝りたいと思いました。 
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> 2.それは、どう解消しましたか？ 

セッションで謝って済むことではないけれど、心が軽くなりました。 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

元気がでてきました。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 

> アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

誰にも言えず、悩んでいることがあったら受けてみるといいです。 

どんなことも受け入れてくれるセラピストさんです。 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

誰にも言えず、悩んでいる人 

 

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

３０分で５千円ぐらい。 

９０分しっかりやって抱えていた問題がスッキリするなら 2万円でもＯＫだと思います。 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

> よかった点。気になる点など。 

>  私のセラピーの特徴みたいなものがあれば教えてもらえると 

>  嬉しいです♪ 

 

・「OK」とうなずいてくれた言葉が受け止めてくれた感じがしてよかったです。 

・声がとてもやさしいですね。 

・見守ってくれる感じがとてもつたわってきました。 

・私は共感の言葉をかけてもらえると感情が増幅するタイプかな～と思いました。 

「誰にもいえなくて辛かったね」「ずっと一人で抱えていたんですね」など。 

 

・セラピー後にやさしいコメントをいただいて嬉しかったです。 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

自信のなさ、ちょっとしたことでもすごく緊張する 
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状態を解決したかった。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

胸のあたりが軽くなったら、緊張が大幅に緩和した。 

その日に自信の方の変化があったわけではないけれど、 

以後、数日かけて変化が継続して、自信のなさも緩和したと 

思う。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

 

心が軽くなった。自分の本音、言いたかったことに 

向き合えて、すっきりした。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

他人に悩みを打ち明ける事自体が苦痛な人もいるので、 

セラピー効果もさることながら、秘密厳守で、間違いなく 

信用できるセラピストだよと紹介したい。 

また、しゃべりたくないことは、しゃべらなくてもいい 

ということもそういう人には言ってあげるといいと思う。 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

我慢をしてきた人。家庭で家族からの期待が色々な意味で高かった人。 

子どもの時から、精神的に大人になることを要求されるような 

環境にいた人。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

解決する内容によって感じ方が変わります。 

小さいトラウマの解決なら、30分で 5000円くらい。 

大きなトラウマなら、2時間集中セッションして、3万円くらい。 
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7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

よかった点。気になる点など。 

 私のセラピーの特徴みたいなものがあれば教えてもらえると 

 嬉しいです♪ 

声やしゃべり方がとてもかわいいなと思いました。 

人によって相性はあるかもしれませんね。 

（あわない人のことは気にする必要はないと思います） 

 

一緒に泣いてくれるのがいい。 

自分だけが泣いていると、それが気になったかもしれない 

ので。 

セッションとセッションの合間の、背景を知ろうとする 

何気ない質問もよかったです。 

 

全体的には、自信も感じられて安心でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

ダイエットしたいが、家に帰るとご飯を食べてしまう。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

心理面にフォーカスして解消しました。 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか  

食べたくなったら、「孤独死は絶対に嫌だーーー」と思え、歯止めがかかると感じます。
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楽しく継続できそうです。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

迷われているあなたにこそ、みずきさんのＮＬＰコーチングやセラピーをお薦めしますよ。 

共感力のあるみずきさんですから、あなたは癒されること、間違いありません。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

もっと自分を輝かせたいと感じている全ての方に効果的だと思います。 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

15000円以内 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

よかった点：たとえを出してくださったので、答えやすかったです。 

気になる点：特にありません。強いてあげれば、紙を見ないでされた方がいいと思いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

不安や恐怖をもたらすメンタルブロックがあることに気がつきました。 

それは戸棚にしまったままの生ごみ状態で今の私にマイナスな影響をもたらしていました。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

メンタルブロック（生ごみ）自体は対面セラピーだったらとれるでしょう。 

ということがわかりました。 

 

その上で、生ゴミがある状態である今を過ごしやすくできるような現状の認識の仕方、楽
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しい気持ちにシフトチェンジできる考え方や、自分が陥っていたマイナスの無限ループを

発見して認識できました。 

 

自分の中にある何だかよくわからないけど不安な気持ちや恐怖をみずきさんは一緒に探っ

ていってくれました。 

 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか  

 

みずきさんの柔らかい相槌を受けながら一緒に現状を認識していくうちに、不安感が薄れて冷静

に自分の気持ちを見つめられました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、 アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

風邪をひいたときのアイスノンや寒い日の温かいミルクティーみたいにほっとする感じを受け

るとても穏やかな雰囲気に包まれて自分の心に潜っていけます。とても安心できますよ♪ 

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

6.幾らだっただったらまた受けたいと思います？ 

 

うーん。これはちょっとわかりません。どういう人がどういう悩みを抱えているかや、お金のこ

とに関しては私は疎いのです。 

ごめんなさい。 

7.私のこと（またはＨＰや blog)をどこでお知りになりましたか？ 

 

言わずもがなです！ 

 

8.私からセラピーを受けようと思われたポイントは何でしょうか？ 

 

生ゴミを戸棚にしまった時期が、周囲の期待にこたえたくていい子ちゃんにしてた時期だと思わ

れたので。 

その時期は「頑張っているのに、なかなか前へ進めない」 

「自分を変えたいのに、変えられない」 

ことに悩んでいた時期だったからです。 
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9.その他何かよかった点、気になる点等あれば。 

 

対面でうけてみたらもっとよかったかなあと。 

 

 

 

みずきさんありがとうございました♪♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

 何を直せばいいかわからず、何を解決したいかもわかっていませんでした。 

 ただ、漠然と直したい、変わりたいという思いにとりつかれていたと思います。 

> 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

 セラピー前のカウンセリングで、まず手放していいかなと思えるものが 

 あきらかになってきました♪ 

 あとは、今後玉ねぎの皮をむくように、どんどん出てくるものかなと思います。 

 

> 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか  

> 

 自分で気づいていない問題に気づけました♪ 

 セラピーを受けずにいたら、違う方向に進んでしまい、解決できなかったのでは 

 ないかと思うと、受けてよかったと思います♪ 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 
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> 

 私は、自分で意識していない問題に出会うことができまいた。 

 自分自身で隠している問題を解決するには、セラピストを信頼して、 

 身を委ねるのが一番だと思いますよ♪ 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

> 

 自分に自信がない人 

 いつも、ひどい目にあう人 

 前向きになれない人 

 自分は遠慮がちな思慮深い人だと思っている人 

 

 

  

> 6.幾らだっただったらまた受けたいと思います？ 

> 

 幸せなお金持ちであれば、３万～５万位／回 

 その過程にいる人は、   １万～２万位／回 

 変わりたいと思っている人は５千～１万位／回 

 問題に気づいていない人は無料♪ 

 

 

> 7.私のこと（またはＨＰや blog)をどこでお知りになりましたか？ 

> 

 オフ会で♪ 

 

> 8.私からセラピーを受けようと思われたポイントは何でしょうか？ 

> 

 引き寄せです♪ 

  

> 9.その他何かよかった点、気になる点等あれば。 

 

 よかった点は、セラピー後の食事も含めて、茅ヶ崎の空気が 

 優しさと癒しをもたらしてくれたこと♪ 

 

 やっぱり、みずきさんは優しくて、素敵なこと♪ 
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 気になる点は・・・１Ｆのアイスクリーム屋さんですね＾＾； 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

人に使わなくていい気を遣って神経をすり減らし、人付き合いで疲れてしまうこと。その

ために会社の人と接するのが嫌になっていたこと。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

過剰ながんばり、人付き合いの疲れの根っこにある原体験をみずきさんに誘導してもらうことで

探り当て、そのときの体験を癒すことで気が楽になりました。 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

まだはっきりとした効果はわかりませんが、いらいらすることに時間を費やすよりは、自分を楽

しませたり輝かせることに時間を使おうと思うようになりました。 

人の期待以上にがんばろうとは思わなくなりました。 

セッション後では、セッション前に自分が言っていたこと、信念に違和感を感じます。自

分の中でタブーになっていた恋愛についても、なぜか他の人と気楽に話せるようになりま

した(笑) 

 

4.受けるのを迷われている方に、 

アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

受けてみたいと少しでも思っていると思うのならば、一度受けてみるといいとおもいます。 

最初は抵抗感もあるかもしれませんが…… 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

人付き合いがうまくいかない人 

他人と衝突が多い人 

人間関係で疲れてしまう人 
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6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

15,000円 

 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

セッション後の対処法も教えていただきありがとうございました。 

しばらくは自分をかわいがりつつ、カピバラさんと一緒にほけほけしようと思います(笑) 

みずきさんは一流のセラピストさんです～。 

本当にお世話になりました。ありがとうございます。 
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1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 「誰も助けてくれない。自分は一人ぼっち、これ以上関わらないで。

私を変えようとしないで！！」と今も叫んでいる 

過去の自分を癒してあげたい。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 今までは無意識のうちに家庭の・家族の場を守るために行動を選択し、実行していた。 

 それが「自分の事は自分でして下さい。」と言葉にできた事で、人は人・自分は自分と周りの

起こっている状況は 

全てが自分のせいでは無いと思えて楽になった。 

  

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 自分が思っても見なかった部分（家庭の”場”自体）の大きな黒い影

がすっぽり取れたので、その当時の私が何をどのように感じていた

のかが今までよりはっきりと感じられるようになった。 

 今までは誰か他人の人生を歩いているような感覚が心のどこかに

あったが、何気ない事をしていても「これは私の 

人生だ！」とふと感じることがあった時に嬉しくて通勤途中に泣き

そうになった。笑）  

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 
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 もし、何かで苦しい・辛いと感じていたら、自分に向き合うことを決意すると必ず良い方向に

向かうので、 

迷っているのであれば、まずは一度受けてみることをお勧めします。  

 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 理由は分からないのにいつも落ち込んでしまう人 

 自分に自信の無い人 

 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

 1万 5千円～2万円   

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 辛い感情が浮かんでくる度に、みずきさんが心から共感してくれた感覚、今でも忘れません。 

 嬉しかったです。 

 私のように誰にも理解されない認められないと感じて生きてきたものにとって、あの共感して

もらうという経験を 

するだけでも充分価値があると思います。 

 みずきさんは素敵なセラピストさんです。ありがとうございました。 

 

 全てが終わった後、他人の人生を生きることがどれくらい辛いかという話で盛り上がりました

が、その話しをしている 

時に内に秘めている”意志の強さ”を感じ取ることができました。 

 一緒にお話ししたこの分野がこれからのミッションになって行くのかもしれませんね 
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１、みずきさんのセラピーを受けているうちに、自分がアダルトチルドレンだと分かりました。 

私の場合は共依存でした。 

何回かセラピーを受けて癒されてきて、過去の自分と決別したくて今回みずきさんにセラピーを

お願いしました。 

２、人の為に行動する前に、まず自分のことを大切にするようになりました。 

３、頼まれた時に今までだと身体が勝手に動いてたけど、今は少し考えて自分の感情に素直にな

ろうと思えるようになりました。 

４、セラピー中に『私は共依存ではありません』と宣言したことによってモヤモヤしていたもの

がスッキリしました。 

５、最初の一歩を踏み出して下さい。 

変化は怖いと思いますが、今のままだと辛くないですか？ 

６、アダルトチルドレンだと気がついた人。 

アダルトチルドレンと決別したい人。 

 

 

７、お金に変えれない価値があると思います。 

 

１万５千円なら何度も受けに行きたいです。 

 

 

８、アダルトチルドレンから解放してくださって、みずきさんありがとうございます。 

 

 

みずきさんとお会いしてなかったら、自分がアダルトチルドレンだと気がつきませんでした。 

 

 

みずきさんのセラピーを受けて、私は救われました。 
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ありがとうございます。これからも宜しくお願いします。 

 

 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

１．自分の言いたい事を表現できないこと。 

  強く言われると何も言えなくなる事。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

２．コミニュケーションスキルを使いながらの会話で改善できそうです。 

 （まだ一日しか経ってないのでまだ解消できたかどうか判りません） 

 

> 3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか  

 

３．母親に対する思いに気づきました。 

言いたい事が言えなくて、我慢して、辛かったこと、悲しかったこと。 

甘えたかったこと、いっぱい愛して欲しかったこと etc.の気づきです。 

鍵をかけてふたをしていた自分の感情を取り出した感じです。 

こんなに溜め込んでいたのか！と驚くほどいっぱい、怒りや辛さ、悲しみを、 

当時の私と今の私が一緒になって、ぶちまけていました。 

心の塊がなくなって、体のかたまりもだいぶ溶けていきました。 

まだ残ってはいますが、すごく楽になりました。 

 

今自分をいっぱい可愛がって、ほめて褒めてあげて、無理しないようにしています 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、 アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 

４．今、本当にそれがトラウマなの？とか思っていたり 

    記憶があまりない という方でもタイムラインを書いてみてセラピーを 

  受けてみると、きっと思い出しますよ。記憶がよみがえってくると思いますよ。 

  私がそうでしたから。 
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5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

> 

５．全ての人に効果的だとは思いますが、 

  なんか判らないけど、辛い、楽になりたいと思っている方にオススメします。 

  勿論変わりたい方にもオススメです。 

 

6.幾らだっただったらまた受けたいと思います？ 

 

 ６．一万円（今は無職なのでごめんなさい<(_ _)> 

> 

> 7.私のこと（またはＨＰや blog)をどこでお知りになりましたか？ 

>７．ＳＮＳで。 

> 

8.私からセラピーを受けようと思われたポイントは何でしょうか？ 

 

８．最初は、コミニュケーションスキルを身につけたい！と思ってましたが 

  スカイプでお話してみて、全部お任せできるとおもいました。 

  「人柄」 

 

> 9.その他何かよかった点、気になる点等あれば。 

 

９．母親との会話ややり取りを、口に出さないで、心の中でやらせてもらえたのが 

  楽でした。ゆっくり待ってもらえたので、心行くまで言いたい事、してもらいこと、 

  したいことができました。ありがとうございました。 

  人にもよるのかもしれませんが、私には、楽でした。 
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> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

感情の抑圧とそこからくる苦しみ 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

まだ取り組んでいる途中です 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

怒りなどの、受け入れがたい感情の解放の仕方 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

何でも体験してみないとわからないから、試してみるといいよ 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

子供のころのトラウマに苦しむ人 

 

> 6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

15000円 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

とにかく、自分がおかしいんだって責めていたことを、そんなことないよって言ってくださった

のが救われた気持ちになりました。フォローも熱心でありがたかったです 

 

 

みずきさん 

 

先日はとてもよいセラピーをありがとうございました！ 
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また、セラピーの後はたくさんお話できてとっても楽しかったです＾＾ 

 

あれから数日経ちましたが、どっしりとした安心感、信頼感、満たされている感じが続いていま

す。 

 

身体の奥から喜びが湧いてきつつも、深い安らぎと安心感につつまれています。 

 

横になると体の芯から力を抜くことができ、深くリラックスできます。 

 

先日いつも通っている整体にいったのですが、 

先生から「すごく身体がしなやかで柔らかくなってる」と言われました。 

 

それまでは深い部分が不安だから力が入っていたりこわばっていたのかもしれません。 

楽しいときでも、常にどこか不安で満たされない感じがしていました。 

 

セラピーで不安の根っこの部分が取れたのだと思います。 

深い部分で癒されたんだな～って実感しています。 

 

セラピー中は、次に移動すべき年齢の自分などがぼんやりとイメージとして見え、 

それを次のテーマとしてみずきさんに伝えていました。 

 

そのテーマが終わるまでイメージは見え続けていました。 

 

お腹の中にいるときの場面では胎児のイメージが見え、 

幼稚園の時は紺色の制服を来た子供のイメージが見えました。 

 

あの子たちが自分のインナーチャイルドだったのかなと思います。 

 

あの後、夜寝るときにそのイメージを思い出すと、 

それぞれの子供がなんか喜んでいる満たされている楽しい感じが伝わってきました。 

 

みずきさんに何度も「ありがとう」とお礼を言っている感じがしました。 

 

ちょうど１年前に、みずきさんの日記を読んで共感して 

自分も同じような問題を抱えていたことを送ったメールに書いたことがあると思います。 
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その直前に、筋肉反射テストを使ったセラピーで母親との問題があることに気づいたところでし

た。 

 

あの時はセラピーを受けた直後で少しスッキリしていたので 

母親との問題も癒されたと書きましたが、 

その後も母親のテーマで計３回ほど受けたのですが 

それほど癒されたという実感はありませんでした。 

 

ですがそのセラピーのおかげで母親との関係の問題があることに気づけ、 

向き合うことができるようになりました。 

 

メールを送ったときに、その時はセラピストではなかったみずきさんが、いずれセラピストとな

って 

このテーマからの卒業をアシストしてくれるということを深い部分では知っていたのかもしれ

ません。 

 

思えばあの時から導きかれていたのかなーと思います。 

 

僕のこのテーマのセラピーは、みずきさん以外の他の誰にもできなかったと思います。 

 

みずきさんのセラピーは今までにたくさん受けてきたセラピーの中で最高のセラピーでした。 

 

みずきさんのセラピーに出会えて本当によかった。 

本当にありがとう。 

 

それではまたよろしくお願いします！ 
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1 とにかく自分に自信がもてなかったことや父親との関係。 

 

２ 自分に対しての見方やイメージが少しずつ変わってきた。 

父親に対して抱いていた気持ちに変化があり父親からの愛情を感じることが出来た。 

 

３ 自分をもっと大切にしたいと思うようになりました。 

 

４ 一流のスポーツ選手にもコーチがいるように、心の問題も自分一人だけで頑張ろうとせず、

時にはプロの方の力を借りるというのも一つの方法だと思います。 

 

５ 自分を向上させたいと思っている人や、もっと楽に生きたいと感じている人。 

 

６ 現実問題として、手がだせるのは一回あたり１～１万５千円くらい。 

 

７ 受けてみて色々な気付きがありました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

自分が認められている、必要とされていると思えない 
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他人への敵意が強い 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

自分が必要とされていないと言う気持ちを、セラピーで両親から認めてもらうことで解消しまし

た。 

他人への敵意は自己防衛のためだとわかったので、もう人を攻撃しなくても大丈夫だと自分に納

得させることで解消しました。 

 

3.実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか 

おもったより簡単に自分の思いが解消されたので不思議でした。 

気分が軽くなりました。 

またこれからじわじわ変化するのを楽しみにしています。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

本気で自分の問題を解決したい、向き合いたいと思うのならば受けて損はないと思います。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

葛藤がある人 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

15,000円 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください 

 

今回もお世話になりました。 

まだ脱皮したてなので感覚が良くつかめませんが、これからは自分を大切に生きていきます。 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

日常生活の中でなぜだかわかりませんが、心苦しくなく場面がよくあり、 

その度に胸の辺りが締め付けられるような感じがしていました。 

子供もの頃から「いい子」でいようとするあまり、 

どこか、本心で感じている感情を無視して生きているような部分があり、 

その違和感は仕方のない事だと思っていました。 

でも、あまりにも苦しく、辛い思いを無視できなくなっていました。 
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こんな苦しい状態から少しでも抜け出せるなら、 

そう思って有野さんのセラピーを希望しました。 

 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

 

昔、小学生の頃、勉強の事でひどく叱られた際の事を思い出し、 

そのことがきっかけで「いい子」で居ようと頑張ってきたことを思い出しました。 

 

子供の頃でしたから、沢山遊びたかったわけですが、 

そんな気持ちを押し殺して、心の片隅で抱えていた 

過去の辛い思いを受け入れることができ、 

とてもスッキリとした気分になりました。 

 

胸の辺りに感じていた違和感は、 

溶けてなくなったんだろうか？ 

と思えるくらい軽くなりました。 

 

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

自分の中に抱えている否定的な感情に 

苦しめられなくなりました。 

落ち込んでから回復するまでの時間が大幅に短くなりました。 

以前は 2、3日掛かっていましたが、 

セラピーを受けてからは、長くても 2時間くらいで 

回復するようになりました。 

お陰様で、元気な状態で居る時間が長くなりました。 

また、職場で同僚の意見を良く聴けるようになり、 

以前よりもコミュニケーションが円滑になりました。 

 

> 4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

有野みずきさんのセラピーを受ける一ヶ月前、 

私は「セッションセラピー」という言葉を知りませんでしたが、 

一度無料モニターを受けることができたお陰で 
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「セッションセラピー」というものは大丈夫だ、 

と思えたので安心してセラピーを受ける事ができました。 

 

また、事前の無料カウンセリングでお話していて 

有野さんなら安心して任せられると思えました。 

 

セラピーを希望しようか迷われているようでしたら 

1回だけ無料モニターができるので 

そちらを利用されてみるのが良いと思います。 

 

抱え込んだままの辛い気持ちを受け入れるというのは 

なかなか一人では大変な事だと思います。 

 

セッションセラピーでは自分が内面と向き合っている間、 

セラピストの方が適切に誘導してくれるので 

とても効果的に取り組むことができると思います。 

 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

いつも過去の同じ場面を思い出して辛くなるけれど 

どう対処してよいか分からない人 

 

体がボロボロになるくらい頑張ってしまう人 

 

人から褒められても素直に喜べない人 

 

人に上手くはっきりと説明できないけれど 

確かに違和感というか苦しい感覚がある人 

 

 

> 6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

 

5万円(2時間) 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 
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過去から抱え込んでいた気持ちを解放できてとても楽になりました。 

たった一度でこれほど成果があるとは夢にも思いませんでした。 

 

セラピーの間も泣きましたが、 

セラピーが終わった後で今後の自分の状態が 

良くなっていくと確信できて、 

嬉しさのあまり思わず泣いてしまいました。 

 

正直なところ今回のセラピーは、 

値段をつけれないと思えるくらい満足度は高かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

ケンカをすると、主人をなかなか許すことができない自分に悩んでいました。 

 

> 2.それは、どう解消しましたか？ 

父から暴力を受けていた時、最後には自分が父に謝ることで暴力が終わっていたかもしれない、

というかすかな記憶がありました。 

そこで、セラピーでは、私に怖い、痛い、悲しい、辛い思いをさせたことを父に謝ってもらいま

した。 

これは、主人に対して謝罪を求める時の私の気持と全く同じでした。 

そして、父は一度死ななきゃ直らないと思ったので、生まれ変わってもらって、その父と遊びま

した。結構泣いていましたが、最後には父と母と３人で仲良し親子になって、幸せな気持を味わ

いました。  

 

> 3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか？ 

主人を楽に許せるようになった自分を感じています。 
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> 4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

子供の頃の自分の気持や訴えを満たしてあげると、不思議なんですが、自分の心が変わっていま

す。 

これは経験してみないと分からないと思いますので、騙されたと思って、一度受けてみられたら

いかがでしょうか？ 

 

> 5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

子供の頃、愛に満たされていなかった人 

両親との間に何かわだかまりを持っている人 

パートナーとの関係で悩みのある人 

 

> 6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

１万円以下だったらまた受けたいです！ 

 

> 7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 

母が忙しくて、いつも背中しか見ていない自分がいました。 

甘えたい、旅行に行きたい、一緒に遊んで欲しい、買い物に行きたい 

ハグして欲しい、もっとギュッと抱きしめて欲しいと思っていました。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 

小さな私が出てきました。 

母と出かけたり遊んだりしました。 

セッションの最中に、母が昔、内職をしていたことを思い出しました。 

全然考えてもいなかったことが急に出てきて不思議な気持ちがしました。 

 

でも、いっぱいお話をして楽しくて幸せな気持ちになれました。 

本当はこうしたかったんだなあという気持ちに気づきました。 

  

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか？ 
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初めてセッションをお願いしたのですが、 

最初にお話をしたときに、私の悩んでいるツボをすぐにつかんでく

ださったので驚きました。 

そしてスムーズにセッションに深く入っていけました。 

 

心のなかでもやもやしているものに目を向けることが 

辛いとか、苦しいとか想像していましたが、終わってみると 

母とわかりあえた気がして、気持ちがスッキリしました。 

 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

 

受けてみる価値は必ずあると思います。 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

自分の中にいろんな思いを閉じ込めている人。 

自分の心に気がついていなくても新しい発見があります。 

 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

１万円位ならとても手ごろなのですぐに受けたいです。 

お話や、相談とかも含めたら、1.5万円位です。 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 

最初に色々話をすると、自分の気持ちが整理されて、より、セッションに入りやすい気がします。 



 

うなばらゆう ALL RIGHTS RESERVED 218 

 

 

お話を聞いてもらえるということがまず、安心感が得られます。 

その点では、みずきさんはずっと話を聞いてくださって感謝しています。 

 

また、お願いしたいと思いました。 

ありがとうございました～♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

 「誰も助けてくれない。自分は一人ぼっち、これ以上関わらないで。私を変えようとしな

いで！！」と今も叫んでいる過去の自分を癒してあげたい。 

 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

 今までは無意識のうちに家庭の・家族の場を守るために行動を選択し、実行していた。 

 それが「自分の事は自分でして下さい。」と言葉にできた事で、人は人・自分は自分と周りの

起こっている状況は全てが自分のせいでは無いと思えて楽になった。 

  

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか 

 自分が思っても見なかった部分（家庭の”場”自体）の大きな黒い影がすっぽり取れた

ので、その当時の私が何をどのように感じていたのかが今までよりはっきりと感じられ

るようになった。 

 今までは誰か他人の人生を歩いているような感覚が心のどこかにあったが、何気ない

事をしていても「これは私の人生だ！」とふと感じることがあった時に嬉しくて通勤途

中に泣きそうになった。笑）  
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4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか 

 もし、何かで苦しい・辛いと感じていたら、自分に向き合うことを決意すると必ず良い方向に

向かうので、 

迷っているのであれば、まずは一度受けてみることをお勧めします。  

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

 理由は分からないのにいつも落ち込んでしまう人 

 自分に自信の無い人 

 

6.幾らだったいくらだったらまた受けたいと思います？ 

 

 1万 5千円～2万円   

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

 辛い感情が浮かんでくる度に、みずきさんが心から共感してくれた感覚、今でも忘れません。 

 嬉しかったです。 

 私のように誰にも理解されない認められないと感じて生きてきたものにとって、あの共感して

もらうという経験を 

するだけでも充分価値があると思います。 

 みずきさんは素敵なセラピストさんです。ありがとうございました。 

 

1日目の夜にみずきさんにかけていただいて、 

 

自分の向き合うべきものが見えてきました。 

 

 

 ただ、かなり眠かったので、セッション中の記憶がはっきりしないのです。 

 

 でも、「お母さんを守らないといけない」「お母さんを守らないといけない」 

 

と何回も叫んでる自分がいました。 

 

この言葉を叫んでいる自分を見たのは、とても大きな気づきでした。 
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 どうして、私はあんなにも「お母さんを守らないといけない」と 

 

必死なのか？この時点では、はっきりしていなかった。 

 

セッションの後、みずきさんとお話しているうちに見えてきたこと。 

 

  

 5月の明日香さんセッションの後、明日香さんに 

 

「もっちもちさんは、お母さんのことを本当に思っているね」と言われた。 

 

でも、自分の中に実感が全くなかった。 

 

 6月の雅也さんセッションが終わった時、雅也さんに 

 

「お母さん、心配？」と優しく聞かれたけど、「？」状態。 

 

でも、なぜか嗚咽する自分がいた。 

 

 そして、みずきさんセッションで、「お母さんを守らないといけない」を 

 

苦しそうに連呼する自分をみました。 

 

  

 セッションの後、みずきさんと色々お話しする中で、 

 

やっぱり、『お母さんを守らないといけない』というのがネックだと 

 

わかってきました。みずきさんも同じ意見でした。 

 

 ただ、セッションで叫んでいた自分と、戻ってきた自分の感情が一致しない 

 

ことをお話しました。 

 

 セッション中はあれだけ苦しそうに叫んでいたのに、戻ってきた時は、 
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セッション中ほど、「お母さんを守らなきゃ」と思う気持ちが湧いてこないのです。 

 

  

 

 そのことをみずきさんに言うと、「でも、明日香さん、雅也さん、今回と 

 

だんだん感情がはっきりしてきているし、今回はっきりと『お母さんを守ら 

 

ないといけない』と言ったのだから、やっぱり、ここをもっと掘り下げていっ 

 

たらいいと思うよ。」と、言ってくださいました。 

 

 自分では普段、そこまで強く母を守らないといけないと感じていないだ 

 

けに、セッションってすごいな～と思いました。 

 

 

 そして、みずきさんの的確な判断を聞いていた瞬間、 

 

忘れていたある記憶が急によみがえってきました。 

 

  

 私が子供の頃、父と母の部屋に呼ばれました。 

 

母は息が苦しそう。私は母の背中を必死にさすっていた。 

 

でも、父はテレビを見て笑っていた。 

 

「どうしてこの人は、お母さんが苦しんでるのにテレビを見て 

 

笑っていられるの？」と怒りと悲しみを感じていた。 

 

 そして、母が言った言葉を思い出してしまった。 

 

「私は、あんたたちがいなかったら、もう死んでもいい」 
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この時に私の心が固まったのを感じました。 

 

 自分の予想を超えるショックなことを言われると、感情が固まるんだと 

 

思いました。 

 

 悲しみ、怒り、心配・・・・・・いろんなネガティブな感情を一度に強く 

 

感じると、何も感じないように心が固まるんだと、そのことを強く思いまし 

 

た。だから、何も感じないのです。 

 

だから、記憶もないし感情もない。だから、初めてのセッションの時に 

 

「私は何もない」って言ったのかな～？ 

 

  

 このことは、自分がセラピーをする方になった時に、重要なこととして 

 

覚えておこうと思いました。 

 

  

 この時からなんだろうか？ 

 

私が母を守らなければ母が死んでしまうと、私は無意識で思っていた 

 

のかもしれない。 

 

今でもそれと同じ気持ちになる。 

 

 

 

 「私が頑張らなければ、大変なことになる」 

 「私が頑張らないと誰も助けてくれない」 
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この恐怖心に背中を押されて頑張っている自分がいるのは感じる。 

 

なんともいえない恐怖心はここから来ていたのかな？と思った。 

 

 私は、母を守るために必死だったのかもしれない。 

 

自分の気持ちは感じないふりをして・・・・・。 

 

だから、明日香さんに言われても、雅也さんに聞かれても、 

 

自分の感情がわからなかったのかもしれない・・・・。 

 

 

 

 今回のセッションでとっても大きなことを気づくことが 

 

出来ました。 

 

みずきさんは、こうやって ACの人を楽にしてるんだ～と思いました。 

 

チーム ACに参加させていただいてる自分にとって、すごく大きな学びでした。 

 

苦しんでいる人に、光を当てている・・・・・素晴らしいな～。 

 

そのことについても色々考えさえせられたセッションでした。 

 

 みずきさんありがとうございました。 

 

そして、もう 1つ、みずきさんが言ってくださった事 

 

「今までのつらかった気持ちが癒えてないんじゃない？子供が生まれた時のつらかった気持ち

とか・・・」 

 

 そういえば、出産の時の事、アトピーのこと、離婚の時のこと・・・・ 

 

頑張ること・乗り越えることだけに必死だったから、自分の気持ちに寄り 
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添ってこなかったな～と思いました。 

 

 そして、お話していて、ほかにも見つかったこと・・・・・ 

 

「私は、母に話を聞いてほしいことがあっても、母の話を聞いてしまって 

 

 自分の事は、一切言わない」という事にも気づきました。 

 

 

 またしても、みずきさんの素晴らしいアドバイスに、驚くばかりです。 

 

みずき先生がすごいのは、 

①やさしい声 

②考える時間をくれる（考える時間にプレッシャーを受けない。） 

③声のトーン・声量が自由に変わる。 

 振り返ってみれば、声のトーン・声量で 

 めっちゃ誘導してもらってました。 

 （しかも現場では私は気づかない。。） 

 

（１）テーマ：恋愛 

（２）概要： 

 ①悩みの書き出しをみずき先生に説明 

 ②ずっと迷ってた問題に 

  （具体的内容は、あまりにプライベートでどうしても 

  、見た方が気分を害する可能性があるので 

   かけません。。。） 

  目的地を設定することができました。 

  ほんまに、ずっと悩んでてた問題で「決めれるか～！」 

  って思ってたんです。 

  しかし、 

  ルート指定で（笑）、目的地が設定できました。 

  ルート指定の目標設定は始めてのパターンで 

  そのような設定をするのを手伝っていただいたみずき先生に 

  ほんまに感謝☆ 

  ありがとうございます！ 
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  「お互いの身辺が平和な状況になって、 

   お互い別の相手と結婚する。」 

  この解答にたどり着けるとは思ってなかったです。 

  ほんまに。 

 

 ③手段： 

  講座の内容を 100％身につけ、 

 （自己評価では現時点での習得率 30％） 

 人間的に成長する。 

 

 ④具体策：講座の習得の仕方について、 

  いうまでもありませんが、みずき先生は 

  講座の先輩なので、講座を進める上での 

  アドバイスをいただきました。 

  ア．講座のスキルを読み上げて 

    抜けているところを教えてもらう。 

  イ．疑問点について教えてもらう。 

    ①目標設定の仕方 

     例；望んでいる環境 

    ②ゆり戻し（巻き返し？潜在意識の逆襲？）の回避方法 

     そういうもんだと思う。 

     否定はしない。 

     そういう自分がいたのよ。 

     自然なこと、 

     凹んでても持続時間長くない。 

 

  ウ．みずき先生からスペシャルフレームワークを 

     伝授していただきました！！ 

     すごすぎ！！ 

    ①ご褒美リスト 100個作る。 

    ②日記を毎日書く。（これはリフレーミングになる） 

    ③セッションセラピーを受ける。 

    ④マイフレンドにコメントを書く。 

    ⑤NLP講座の書き出し 2週目 

     （これは優先順位としてラストにする。） 

    ⑥成功した自分のイメージ（朝起きてから夜寝るまで） 
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    ⑦書き出しだした悩みに対する解決策の書き出し（仕事以外） 

    ⑧タイムライン（空白の部分は隠れている。） 

    ⑨大掃除 

    ⑩アクセスモードの変更 

    ⑪アファメを 2万回、量質転換 

    ⑫人を動かす。（本） 

    ⑬書き出した悩みに対しての解決策を書く 

    ⑭脳の動かし方（本） 

  

 ⑤ご褒美設定 

  シュークリーム 3個 

  スープカレーくう。 

  ご褒美リストとタイムラインを聞く。 

  ココ壱、鳥煮込みカレーにソーセージトッピング、600g、１カラ 

 

 ⑥達成したときのイメージング 

  友達から進められて買ったけど、使えてなかった 

  FRANKLIN COVEY のシステム手帳を使っているイメージが 

  でてきました！ 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

自分が自分の将来に全く希望が持てず、行動したいのに行動できない事 

2.それは、どう解消しましたか？ 

少しずつですが自分が将来どのようになりたいのかを考えられるようになり、行動できるように

なった。 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか？ 

マイナス思考になる時間が減少した。 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

一度受けて見ても損はないと思います。 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

悲観的な考えの人 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

1万 5千円 
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7.そのほか何でも良いです（好きなコメントを） 

受けると決意するまでかなりの時間を要しましたが、受けて本当に良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

理由のわからない恐怖を解消したいと思っていました。 

 

2.それは、どう解消しましたか？ 

自分を肯定する気持ちが強くなったことで解消されました。 

自分に自信が持てなかったことが恐怖の原因だったようで、 

自信を持てなくしていた原因であるメンタルブロックが解消されることで 

恐怖も解消されました。 

 

3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか？ 

自分のベースが強固になると感じました。 

 

4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

ベースが固まると強いです。 
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いろいろなことに対処できる力がつきます。 

 

5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

つらい過去がある人。 

 

6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

（１日コースとしてで） 

5万円。 

 

7.そのほか何でも良いです（好きなコメントをお書きください） 

（１日がっつりやることに関して、やってみてどうだったか、 

細切れとの違いなど、感じたことを） 

連続してセッションを受けることで、問題の中心にあるものにどんどん迫っていけること、 

様々な角度から一つの問題に向き合えること、それによって変化が強固になること、 

しっかい変えるという覚悟がもてること、などが一日がっつりやることで得られる良さだと感じ

ました。 

とても充実した、素晴らしく価値のある日になりました♪ 

みずきさんありがとうございます！ 

 

>1.当初どんなことに悩んでいましたか or どんなことを解決したいと思ってましたか？ 

仕事に終われ疲れていた。> 

>2.それは、どう解消しましたか？ 

ストレスの原因が子供の時にさかのぼっていたことがわかった。> 

>3.実際に受けもみて、どんな効果を感じましたか？ 

とりあえず今は前向きに考えることが少しずつできるようになったと思う。> 

>4.受けるのを迷われている方に、アドバイスするとしたら何て言ってあげますか？ 

無料体験セラピーもあるのでまずは受けることをお勧めします。 

>5.受けてみてどんな人に効果的だと思いましたか？ 

相談相手がなく、悩んでいる方> 

>6.幾らだったらまた受けたいと思います？ 

１回 1万円程度 

>7.そのほか何でも良いです（好きなコメントを） 

今後ともよろしくお願い致します。> 

娘・・・もっと、自信をつけたい。 

 

ゴールデンサークルのように、未来の娘に出てきてもらい、アドバイスをもらいました。 
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娘の感想 

・リラックスしていくのがわかって、気持ちよかった。 

・アイマスクとか、なんか目隠しをしたほうが、安心できる。 

・イメージは、はっきりもてた。 

・もう少し、大きくはっきりゆっくり話してくれたほうが、いい。 

・安心感を持てるような話し方をしてほしい。 

・音楽はかけたほうがいい。 

・未来の自分が、本当にキラキラしていたので、とても嬉しかった。 

・（終わったあとに感じたこととして）最初より、理想の自分に近づけた。 

・なんかすっきりしてる。 

 

 

 

 

 

◎ゆうきさん 

先生以外で、男性の方からセッションを受けるのは初めてでした。 

最初は、ゆうきさんの声の方に神経がいってました。 

私はすぐに泣き出してしまったのですが、 

動揺せず、しっかりとわたしの話を聞いてくれてるのが分かり、 

とても安心して話せました。 

どこの場面でも、ゆうきさんの共感してくれてる言葉が感じられて、 

とても落ち着けました。 

自分の感情を自分のペースで、出させてくれたって感じです。 

最初から驚かれたと思いますが、自分が出せるってことは、やはり信頼関係があるので、 

安心して出せたと思っています。 

 

 

 

◎なぎさん 

 

途中から、なぎさんに交代してもらいました。 

私の１番辛かったときのことが出てきました。 

そのことにも、動揺せず、なぎさんもしっかり聞いてくれたので、 

とても安心して話せました。 
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なぎさんの声は、優しい感じがして、心地よい感じもしました。 

場面を変わるのに、ドアが出てきて、とても効果的でした。 

はっきり場面の区別が出来たので、私はよかったと思っています。 

ただ、「重いドア・・・」といった時があったのですが、重い・・といわれると、 

イメージの中でドアを開けるのに、力を入れなきゃと思ってしまうので、 

重い・・とかの形容詞はいらないと思いました。 

「ドア」 だけでいいと思います。 

 

間の取り方も丁度良かったです。 

主人の目を、ハットリ君の目にしてくれたのは、とってもよかったです。 

思いつかなかったことを言ってもらえたので、とてもよかったです。 

 

 

 

◎ふみやすさん 

 

最後、あまり時間がなかったのですが、でも、うまく誘導をしてもらって、 

かえる時間いっぱいまで、してもらいました。 

すぐにセラピーに入ったので、導入の部分で自分で考えていました。 

「カウンセリングをしないで始まっちゃたけど、どうするんだろう？？？」 

と・・・。 

導入の部分で、そのことが気になっていました。 

でも、答えは簡単でしたね。 

「今まで１番辛かったときのことを思い出して下さい」 

すると、１番辛かったときのことは、もう出していたので、なんだろう？？と思っていたら、 

まだ出してないものがちゃんと浮かんで来ました。 

それも、結構辛かったときのことです。 

カウンセリングをしなくとも、このような形できるんだなと思い、とても勉強になりました。 

ふみやすさんの声は、しっかりしていて、はっきりしていて、パワーを感じ、 

とてもここち良かったです。 

私の中に素敵な場所を入れることが出来たことも、とってもありがたかったです。 

優しい声も心地よいけれど、はっきりしたパワーを感じる声も心地よいと感じました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

みずきさんにもしていただきました（次にかきます＾＾；） 
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今回男性の方（先生以外）にセッションをしてもらいましたが、 

「声」 

 声のトーン、抑揚、話し方、語尾、聞こえる感じ・・・など、 

クライアントさんからすると、どんな感じがリラックスできるかな・・・ 

感情を出しやすいかな・・・と、 

声の出し方、話し方をいろいろ聞けましたので、とても参考になりました。 

自分なりに考えておきます。 

 

いつもクライアントさんが主体と考えていれば、自然と声の出し方、間の取り方など出来るよう

になるのだと思います。 

そうできるように、取り組んでいきます。 

 

「クライアントさんが主体！」 

このことを忘れず、ずれないようにしていきます。 
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１）当初、どんな事で悩んでいましたか？どんな事を解決したいと思っていましたか？ 

 ⇒ 不登校だった頃の自分が、頑張れなかったことが嫌だった。 

２）それはどう解消しましたか？ 

 ⇒ 中学の時、自分は頑張っていたんだと、いう事が分かって良かった。 

３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 ⇒ お父さんのイメージが変わった。 

「朝食を食べないのは異常だ！」 → 「え～～～！」この

え～～という言葉から、お父さんのイメージが変わった。 

４）受けるのを迷われてる方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

 ⇒ お父さんのように、嫌なイメージから、面白いイメージに変えることが出来るので、いい

と思う。 

 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

 ⇒ 嫌な思い出のある人。 

 

６）受けるとしたら、いくらで受けますか？ 

 

 ⇒ ２～３回セットで、１５，０００円 

 

７）その他何でも。 

 

 ⇒ 声は丁度良かった。 

誘導は、ＣＤと同じ入り方だったので、違和感がなかった。 

守護神が良かった。 

イメージは、最初より、後になってからの方が、はっきり浮かんできた。 
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＜Ｎさんのアンケート＞ 

 

１）当初、どんな事で悩んでいましたか？どんな事を解決したいと思っていましたか？ 

 

 ⇒ アムエイビジネスを、うまくいかせたい。 

 

２）それはどう解消しましたか？ 

  

 ⇒ 伝わらない人は、ご縁がない人と分かった。 

 

３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

 ⇒ スッキリした。 

 

４）受けるのを迷われてる方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

 

 ⇒ 怖いものじゃない。 

 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

 

 ⇒ なにかモヤモヤしている人。 前に進みたい人。 

 

６）受けるとしたら、いくらで受けますか？ 

 

 ⇒ ３０００円くらい。 

 

７）その他何でも。 

 

 ⇒ 目的が、ハッキリしているほうがいいですね。 
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＜Ｒさんのアンケート＞ 

 

１）当初、どんな事で悩んでいましたか？ 

 

 ⇒ 上司とうまくいくようにしたい。 

 

２）それはどう解消しましたか？ 

  

 ⇒ 上司とも分かり合えた。自分の事を考えてくれている事を知ることができた。 

 

３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 

 ⇒ 意識が自分の中に集中できたのが、とてもよかった。 

   普段意識しない、考えないような事を考えて、スッキリ感があります。 

 

４）受けるのを迷われてる方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

 ⇒ 思い切って受けてみたら。 

 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

 ⇒ 自分で自覚していないが、抑圧してる人。 

   辛い経験があったのに、それが平気ですよ、という人。 

   辛いことを辛いと言えない人。 

 

６）今度受けるとしたら、いくらで受けますか？ 

 ⇒ ３０００～４０００円くらい。 

 

７）その他何でも気づいた事をお願いします。 

 

 ⇒ 声は良かったです。身体の動かす感覚がなくなっていたようです。 

   半分夢心地でした。 

   気持ちが内面に集中できた、一点に集中できたのが良かったです 

 

 

＜Ｒさんの日記より＞ 
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セッションセラピーを無料体験しました。 

率直な感想を書いていきたいと思います。 

セッションセラピーは、伊沢かおりさんにお願いしました。 

以下、自問自答形式でセッションセラピーを体験していった 

感想をつづりたいと思います。 

 

●セッションセラピーを受けようと思ったきっかけは？？ 

 

 上司との関係で悩んでいて、この講座のスキルを使って 

だいぶ改善されてきていたけど、まだ不十分な感じがあったので、 

思いっきり加速するきっかけを作りたかったんです。 

 そして、私は、心理学を勉強をしていて催眠療法に大きな抵抗は 

なかったので、自分でも体験してみたいという好奇心がありました。 

 

●セッションセラピーを受けることに不安はなかったですか？ 

 

 もちろんありました。 

 初対面の人に何をされるかわからないという漠然とした不安は 

ありました。 

 でも、セッションセラピーの数日前に伊沢かおりさんとはスカイプで 

話をしてやさしい方だということが分かっていましたので安心感が 

ありました。 

 また、この SNSでセッションセラピーを体験された方の日記には、 

苦情などが書かれていなかったので、信頼感がありました。 

 

●当日は、どんな感じだったんですか？ 

 

 私は布団に横になり、伊沢かおりさんは近くのいすに座りました。 

 伊沢かおりさんの声を聞きながら、体を楽にしていきました。 

 催眠にかかってるという自覚はありませんでした。 

 ただ、自分の意識が思いっきり内面に集中している感じです。 

 耳と脳だけがはっきりしていて、体の感覚は忘れてしまうくらい 

集中していました。 

 伊沢かおりさんの質問に答えたり、イメージしながら進んでいきました。 

 頭でイメージしたことと感情がフィットする感じで、素直に自分に 

向き合える感覚でした。 
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 いやあ、自分が持っている寂しさに向き合えました。 

 やさしく泣けたって感じでした。 

 終わってみると、面白い感覚でした。 

 頭がぼうっとして、外界よりも自分の内面に意識が行っていて、 

外界の刺激に集中できない感じでしたが、すぐに元にもどりました。 

 ●セッションセラピーを受けて、その後どうですか？？ 

 

 一番に思ったのは、セッションセラピーでイメージしていったこと 

（特に良いイメージ）は、強烈な夢を見たようにはっきりと 

頭の中に残っていました。 

 そして、今、自分がやっていることを伊沢かおりさんに支持して 

励ましてもらったので、自信につながっています。 

 

●セッションセラピーの体験を迷っている方に何か一言ありますか？ 

 

 自分を変えたくて受けてみたいのに勇気が出ないという人は、 

絶対に受けてみたほうが良いですよ。体験しなければ分からないことが確実に起こります。（良

い意味で。） 

 

 

時間配分  １１：００～１１：３０  カウンセリング 

        １１：３０～１２：４０  セッション 

        １２：４０～１３：００  シェア、アンケート 

＜問題点＞ 

 ・父親との関係をよくしたい。うまく話が出来ない。 

 ・５年後の自分をイメージしたい。 

 

 

１）当初、どんな事で悩んでいましたか？ 

 ⇒ 父親と一線のある感じを取りたいと思った。 

   未来をイメージしたい。 

２）それはどう解消しましたか？ 

 ⇒ 自分が変化し成長し、仕事で結果を出すことで解決するとわかりました。 
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３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

 ⇒ すっきりしました。 

   イメージがしっかりと出来て、未来が楽しみになりました。 

４）受けるのを迷われてる方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

 ⇒ ずっと何かひっかかり続けているより、ちょっとの勇気で、スッキリする未来を選ぶ事も

できるよ。 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

 ⇒ 夢や目標を持っている人。自信がない人。 

６）今度受けるとしたら、いくらで受けますか？ 

 

 ⇒ ５０００円 

 

７）その他何でも気づいた事をお願いします。 

 

 ⇒ ２回目でしたが、何となく、１回目よりイメージがしやすかったです。 

 

 

 

 

＜問題点＞ 

 

 ・自分自身を肯定することができない。 

 ・自分自身をおかしいと思っている。 

 ・父親に言われたマイナスの言葉が、深く心に入っている。 

 

１）当初、どんな事で悩んでいましたか？ 

⇒ 自己評価が低い事。自分を卑下している。 

 

２）それはどう解消しましたか？ 

⇒ 感情を解放することにより、解消されたと思います。 

 

３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 
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⇒ まだ、頭がボーッとしてますが、心が軽くなったと思います。 

 

４）受けるのを迷われてる方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

⇒ 怪しくないので、リラックスして受けてみて下さい。 

  きっと、楽になります。 

 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

⇒ 自分に自信がない人や、自分を変えたい人。 

 

６）今度受けるとしたら、いくらで受けますか？ 

⇒ ２００００円までなら、受けたいと思います。 

 

７）その他何でも気づいた事をお願いします。 

⇒ 催眠状態とは、思っていた程特別なものではない、と思いました。 

   自分が催眠にかかるのか、不安がありましたが、実際はそんなことはなく、すっと入って

いけたと思います。 

 

今月６日、伊沢かおりさんにセッションセラピーをしていただきました。 

当日はとても親切にしていただいて、 

本当に助かりました。 

 

６日は本当に（いい意味で）驚きの連続でした。 

まず伊沢さんの気配りの温かさに驚いて、 

ランチを食べながら雑談するうちに、 

気が付いたら私の問題の核心にまで 

迫っていたことにも驚かされます。 

 

普通に話していたつもりが、 

実はセラピーが始まっていたんですね。 

 

私は理性が強いので、ちゃんと催眠に入れるかどうか 

心配でしたが、すんなり入ることができました。 

ぜんぜん涙もろいほうではないのに、 

ちゃんと泣けたことにびっくり。 

セラピーが終わって、体感時間では２０分くらいにしか 
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感じませんでしたが、実は１時間３０分も経っていたことを 

伊沢さんに教えられ、またまたびっくりです。 

何より、これだけの濃い体験が 

無料でできたということがびっくりですね。 

 

胸のつかえがかなり取れたし 

苦しい気持ちがあっても、それは必ず変えられると確信できました。 

（これが一番の収穫だったと思います） 

 

不思議だったのは、翌日電車で帰るときに、 

忘れていた記憶が、いろいろと出てきたことです。 

 

ブロックがいくつか外れたおかげで、 

潜ちゃんが「次のブロックはこれだよ」 

と教えてくれたのかもしれません。 

 

次に対処する課題は何か、 

がはっきりと見えた気がします。 

 

私にとっては大きな転機となった一日でした！ 

 

いずれまた、セラピーを受けてみたいと思います。 

伊沢さん、本当にありがとうございました！ 

モニター  Ｋさん 男性 ３５才  能代市 

 

時間配分  １２：００～１２：３０  カウンセリング 

        １２：３０～１４：００  セッション 

        １４：００～１４：３０  シェア、アンケート 

 

＜問題点＞ 

 

・自分が成功したい、活躍したいと思っているのに、そのように活躍している人たちを見ると、

敵意を持ってしまう。 

・自分にとって特定の人たち＝目立つ人、我の強い人が苦手。 

 

＜Ｋさんのアンケート＞ 
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１）当初、どんな事で悩んでいましたか？ 

⇒ 派手な人が苦手。 

   自分をうまく出せない。 

 

２）それはどう解消しましたか？ 

⇒ 自己イメージが変わることで、解消されたとおもいます。 

 

３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

⇒ 自分の抱えていた壁が、ひとつ壊れたと思います。 

 

４）受けるのを迷われてる方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

⇒ 変わりたい、今の自分が嫌だと思っていたら、受けてみるといいと思います。 

 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

⇒ 心が重い人、劣等感が強い人。 

 

６）今度受けるとしたら、いくらで受けますか？ 

⇒ １５０００円位なら、受けてみたいと思います。 

 

７）その他何でも気づいた事をお願いします。 

⇒ 今日は、たくさんの気づきのあった１日でした。 

  ありがとうございました！ 
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モニター  Wさん 男性  ４３才  仙台市 

 

時間配分  １３：３０～１４：４０  説明、カウンセリング 

        １４：４０～１６：２０  セッション 

        １６：２０～１６：５０  シェア 

 

＜問題点＞ 

 

 ・小学校の時のサイクリング事件。友達との約束を破り、自分は友達を裏切ってしまった罪悪

感を取りたい。 

 ・自分を二の次にする性格、他人優先をなくしたい。 

 

＜Wさんのアンケート＞ 

 

Q1）．当初どんなことで悩んでいましたか？ 

A１）．人脈が無いという思い込みを解消したい。 

人に受け入れられないという思い込みと恐怖心を解消したい。 

人を立てるあまり、いつも自分の意見は二の次、あるいは発言が出来ない自分を修正したい。 

 

Q2）．それはどう解決されましたか？ 
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A２）．サイクリング事件で経験した人間関係での失敗が、少し癒されたおかげで 

ひょっとしたら成長のための経験だったなのかなと思えるようになりつつある。 

 

Q3）．実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

A３）．これまで気にはなっていたがあまり人に話すことも無かったサイクリング事件が 

ひょっとして進展の壁になっているかもしれない、 

自信のなさや人間関係とか人脈作りのブレーキになっているかもしれないと 半信半疑のまま 

お話ししてみたが、お話ししてよかったと感じている。 

今後どんなふうに良い影響を与えてくれるかは未知数だけど 

人生の向上に何らかの良い影響が見られればバン万歳です。 

 

Q４）．受けるのを迷われている方にアドバイスするとしたら、何て言ってあげますか？ 

A4）．自分のペースで何度か受けると良いと思います。 

初めは自分もセラピストの方もお互い初めてですからちょっと緊張するかもしれませんが、 相

談したい内容も自分の中で明確になっていって、さらに解決の糸口を 

力を合わせて徐々に紐解いてゆく感じです。 

一気に問題を解決したいのは山々ですが、「徐々に」っていうのもかなりイイ感じです。 

 

Q５）．受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

A５）．いろいろなことに前向きなのに なぜか上手く行かない人。人の力を借りることが嫌い

な人 

人を信じるのが下手な人。 

 

Q６）．次回受けるとしたら、いくらだったら受けたいと思いますか？ 

A６）．帰り道で頭にパッとひらめいたのは 5,000円 

5,000円を思い浮かべながら思ったのは 

今は勤め先からボーナスがでたりタイミング的に不思議な引き寄せのお陰でお財布事情が 

一時的に良いので 5,000円が浮かんだけど、これって明らかに”お財布事情”だけの問題で 

きっと収入がどんどん増えてゆけば 5,000円が 1万円、１万円が１万５千円・・・・・と 

増えてゆくのだと思います。結局収入が感謝の金額に影響を与えてしまっているんですね。 

 

Q７）．その他、何でも良いので、気づいた点など感想をお願いします。 

A７）．セラピストは人の人生の相談に乗るわけで、とても大変な仕事だと思うと同時に 

かおりさんがクライアントの問題を一緒に解決しようと努めてくれているのがありがたく 

感謝しています. 

たくさんのご協力、ありがとうございます。 
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⇒ 今日は、かなり集中して取り組めたと思います。 

  本当にありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニター  Ｓさん 女性 ３５才  仙台市 

時間配分  １２：００～１２：４５  説明・カウンセリング 

        １２：４５～１４：１５  セッション 

        １４：１５～１５：３０  シェア、アンケート 

＜問題点＞ 

・白黒はっきりさせたい性格が、周りに不快な思いをさせているのではないか、どう、コントロ

ールしたらいいのか。 

・自分の本当に望むことは、なんだろうか？ 

＜Ｓさんのアンケート＞ 

１）当初、どんな事で悩んでいましたか？ 

⇒ 白黒はっきりさせてしまう性格は良いのだろうか？ 

  感情のコントロールがうまくできない。 

  自分はどうしたいのか？ どうなりたいのか？ 

 

２）それはどう解消されましたか？ 

⇒ 白黒はっきりさせてしまうのが、悪い訳ではなく、自分がやってしまう（リーダーシップを

とる）という事は、やるしかないのだ！というところで、スッキリした感じがありました。 

 

自分はどうしたいのか？ どうなりたいのか？は、うっすらとイメージしか出来ませんでした。 

 

３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

⇒ 「そっか！」 と、スッキリした部分を感じる事が出来ました。 

４）受けるのを迷われてる方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

⇒ 一度、受けてみるといいと思うよ。それで決めて見たらどうか、と話してみます。 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

⇒ 何か、悩み事を持っている人や、迷っている方は特に。 
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６）次回受けるとしたら、いくらだったら受けたいと思いますか？ 

⇒ 時間などにもよりますが、４０００円ぐらい。 

 

７）その他何でもよいので、気づいた点など感想をお願いします。 

⇒ とても不思議な感覚でした。思っていたほどの心配はなく、安心した部分が多かったです。 

 

モニター  Ｈさん 女性 ３５才 仙台市 

 

時間配分  １２：００～１３：１０  説明・カウンセリング 

        １３：１０～１４：５５  セッション 

        １４：５５～１５：５０  シェア、アンケート 

 

＜問題点＞ 

・大きな声を出されたり、大きな音がしたりすると、ビクツ！となって固まってしまう。すぐに

身体が反応してしまい、動揺してしまう。 

・中学１年の時の、日記事件のいじめの犯人を何とかしたい。 

＜Ｓさんのアンケート＞ 

１）当初、どんな事で悩んでいましたか？ 

⇒ 大きな音へのおびえ 

 

２）それはどう解消されましたか？ 

⇒ 海の音、水族館など、楽しいイメージ。 

 

３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

⇒ よく分からないけど、楽しかった。 

 

４）受けるのを迷われてる方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

⇒ 迷うなら、一度試せばいいじゃない？ 

 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

⇒ 悩み、迷いがあって、何となく答えが分かってるけど、自分の力では踏み出せない、そんな

感じの人。 

 

６）次回受けるとしたら、いくらだったら受けたいと思いますか？ 
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⇒ ５０００円くらい。 

 

７）その他何でもよいので、気づいた点など感想をお願いします。 

 

 

モニター  Ｏさん 女性 ３３才 仙台市 

 

時間配分  １２：００～１３：５０  説明・カウンセリング 

        １３：５０～１６：００  セッション 

                     （シェアの時間がなかった） 

＜問題点＞ 

 

・両親に対する思い。素直に心を開けないでいる。普通に関係を保てない。 

 

＜Ｏさんのアンケート＞ 

 

１）当初どんな事で悩んでいましたか？どんな事を解決したいと思っていましたか？ 

⇒ 両親との関係。両親に対する思い、感情をうまく処理しきれずに、あえて閉鎖的にな

っていたこと。 

 

２）それは、どう解消しましたか？ 

⇒ 解消したかどうかは、わかりませんが、少し軽くなったような気もします。 

 

３）実際に受けてみて、どんな効果を感じましたか？ 

⇒ 感情が開放され、自分の気持ちを確認した感じです。 

 

４）受けるのを迷われている方に、アドバイスをするとしたら、何て言ってあげますか？ 

⇒ どんな問題を抱えているにしろ、自分を知るという意味で、受けてみてもいいんじゃないか

と思います。 

 

５）受けてみて、どんな人に効果的だと思いましたか？ 

⇒ トラウマの解消ができるのであれば、トラウマを抱えている方に。 

または、自分で抱えきれないような問題を抱えている方に。 

 

６）次回受けるとしたら、いくらだったら受けたいと思いますか？ 

⇒３０００円～５０００円（所要時間にもよると思いますが） 
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何回受ければ問題が解消出来るのかわからないので、この位の価格であればやりやすいかなぁ…

と思います。 

一般的に１５０００円位～やっているのを目にしますが、結果がどうなるのかわからないので、

高額料金だと気が引けてしまいます。 

 

７）その他何でも良いので、気付いた点や感想をお願いします。 

⇒ なかなか慣れない部屋で自分に入り込むのは、集中力が必要だと感じました。 

最初は緊張もあるのでリラックス効果のある香りなど、何かあると更に良いように思います。 

伊沢さんは、とても優しい声をしていらっしゃるので、気持ちを打ち明け易いのだと感じました。 

 

以上です。 

素直に書かせていただきました。 

何かのお役に立てれば幸いです m(__)m 

またお会いできるのを楽しみにしております。 

 

 

 


