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■ 依存心と特別扱いされたい思いを変える
　３人の男の子の母親ですが、優れた子に育てなくてはとい
う思いから、３人とも国立の幼稚園、小学校に通わせていま
した。長男は小学４年生で学校の他にも英語塾、プログラ
ミング、水泳、有名学習塾に行っていましたが、積極的にや
るでもなく、学校の成績も水泳のタイムも今ひとつでした。
　昨年初めにフラクタル心理学のマスターコースを受講する
と、初級で両親に対する思いを見ていくワークをしました。
深層意識の私は仕事を持つ母に「十分に世話してもらってい
ない」と思い、姉もいたのに、「自分だけ特別扱いしてもら
いたい」と思っていたとわかりました。甘えん坊で依存的な
長男はまさに私自身の姿で、私が特別扱いしてもらいたかっ
たので、子どもを特別扱いしてきたとわかりました。
　依存心を変えるために、私は実母を頼りにするのを止めま
した。三男が幼稚園に行き始めると、午前中に迎えに行か
ねばならず看護師の仕事を辞めましたが、「仕事をしたくな
いのでは？」と講師から言われて怠慢な自分に気づきました。
「能力をあげるために仕事をする！」と決意すると、近所のリ
ハビリ施設で機能訓練士としての職が見つかりました。
　それから、私は幼い頃から喘息があり、その度に母は仕
事を休んで世話をしてくれました。これも「弱者になって人
のエネルギーを奪っている」「世話してもらいたいと、世話さ
れたい人が現れる」と指摘されました。職場では、具合が
悪くなる人が多く、その分の仕事を肩代わりしていましたし、
長男もやりたくないと、すぐに体調を崩していたのです。
　講師から「パンチ法※をしなさい」とすすめられ、シャドー
ボクシングの要領でパンチを繰り出しながら深層意識の自分
に「甘えるな、依存するな、弱者になるな！」と心の中で言
い続けました。さらに、深層意識の修正法で、特別扱いさ
れたい思いを減らす言葉を自分自身に伝えました。

■ コツコツ積み上げることで能力がついた
　日曜日以外は毎日塾の送迎をしていましたが、私が母に対
して「母親はそばで見守るべき」と思っていたので、私もそ
うしていたのです。フラクタル心理学で「愛とは自立を促す

もの」と知り、長男にどうす
るか決めるように言うと、長
男は「近くのスイミングと英語
塾だけは自分で通う」と自分
で決めました。
　３ヵ月ほどすると、職場で
依存する人がいなくなりまし
た。長男は水泳のタイムが伸びて、一番下のクラスから最強

チームに入り、大会で入賞するよう
になりました。英語も真剣にやり、
弱音を吐いて体調を崩すこともなく、
目標を決めて積極的に取り組むよう
になったのです。

　私はＰＴＡの役員もしていましたが、傲慢さを直すには、「人
の下に入ることをしないとダメ」と講師から言われていました。
仕事では一番下で雑用も多く、辛いこともありましたが徐々
にステップアップしています。
　私がコツコツ積み上げていくと、長男も同じように積み上
げていき、昨年５年生で作文コンクールの優秀賞を獲り、
全国工作作品展でも入賞しました。今ひとつだった成績も期
末テストでは音楽のＢ以外はすべてＡになり、特別なことを
狙わなくても、積み上げることで能力がつき、結果が出せる
ようになったのです。
　私もフラクタル心理学の講師、カウンセラーを目標に頑張
るつもりです。私が変われば、
息子も変わるのですから、私自
身がエネルギーを出し切り、毎
日を本気で生きることが、息子
たちへの一番の応援なのだとわ
かりました。

■ 柴山真琴さんのブログ
美心ママの幸せの法則～心を変えて家庭も仕事も望む未来
を手に入れる～
http://ameblo.jp/medicalgarden0222/

フラクタル心理学
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普通だった成績が８科目中７科目でＡに

ＴＡＷプレスでは毎号、フラクタル心理学を生かして人生をバージョンアップした方たちの
感動ストーリーをお届けします。今回は、フラクタル心理学を活用してお子さんの成績が
伸びたり、志望校に合格したりした方たちからお聞きしたお話です。

特別扱いをやめると、学校の成績も水泳のタイムも大きく伸びました。

母、妻としての責任を果たすと、
息子たちが自分の道を歩み始めました。
息子たちが２人揃って見せてくれたのは私自身の姿でした。
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Fractal Psychology Association
フラクタル心理学協会

株式会社 アクエリアス・ナビ 本社 
代表　菊澤 有一　
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824　
FAX : 03-6805-1931
Email : info@navi.ac 
http://www.navi.ac/

Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
255 W 5th Street #0115, San Pedro, CA 90731
USA
TEL : +1-310-614-8921
Email : infous@navi.ac

フラクタル心理学協会パートナー

TAW理論三つの柱

ステーション Information

PROGRES
代表　山田 佐代子
〒939-8212
富山県富山市掛尾町 504　スペル 2階
TEL・FAX：076-471-5588
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac
http://ameblo.jp/sayochan0345/

リクラシオ
代表　橋本 久美 
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4　
101セントラルビル 702
Mobile：080-9893-8224
Email：info@recracio.com
http://recracio.com
http://ameblo.jp/kttaw/

ファースト・ブレイン
代表　辻　亜生（松岡 安代） 
〒812-0012  
福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1
JRJP 博多ビル 3F　リージャス
TEL : 092-686-8676
Email : firstbrain@taw.ac
http://firstbrain-academy.com/ 
http://ameblo.jp/firstbrain-academy

ビジネス・心理学研究所 はぴあ
代表　新垣 真治 
〒901-0145  
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/ 
http://ameblo.jp/360happier/

株式会社 ピンクダイヤ
代表　吉永 富貴子 
〒730-0016　
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611 

グランコンパス 
代表　高橋 治子  
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1丁目 5-2
四ツ橋新興産ビル 303
TEL : 06-6555-6400　
FAX : 06-6555-6642
Mobile : 090-6555-9902 
Email  : osaka@taw.ac
http://www.taw-osaka.net 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/

有限会社 スタットワーク
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303 
Mobile : 090-2624-0709 
TEL : 03-6459-3770  
FAX : 03-6459-3771
Email : mail@statwork.jp
　　　  statwork@taw.ac
http://statwork.jp/　
http://statwork.jp/blog/ 

九州・沖縄エリア                　    ◆ ステーション

関東エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

関西エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

中国・四国エリア                   ◆ キーステーション

関東エリア　　　                   ◆ キーステーション

中部・甲信越エリア         　　 　◆ ステーション

現象の理論
（フラクタル現象学）
ＴＡＷの最大の発見
は、「世界は隅々まで
自分の全思考の拡大・
縮小である」というこ
とです。この仕組みを
詳細に解き明かし、体
系化したものがフラク
タル現象学です。

心理の理論（フラクタル心理学）
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、フラクタル心理学では「思考が現実化する」のです
から、「親の行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」
と考えます。

一元の理論
一元とは「すべては
自分の投影である」と
いう理論です。一元と
いう仕組みによって、
思考が現実化すると
きに必ず「エネルギー
保存の法則」が働きま
す。何かが生じれば、
何かがなくなります。
ＴＡＷは夢物語では
なく科学なのです。

お問合せは各キーステーションまで　● http://www.taw.ac/counselor/

カウンセラー視点を手に入れて

フラクタル心理学を
使いこなしましょう!

フラクタル心理カウンセラー養成講座 フラクタル心理カウンセラー養成講座 

 フラクタル心理カウンセラー３級授与
一般社団法人フラクタル心理学協会認定資格

このような方に
▶ プロのカウンセラーを目指す方
▶ 最高峰の心理分析法を知りたい方
▶ 仕事に応用して成功したい方

＊インナーチャイルド : 深層意識の中の成長しきれていない未熟な一部

朝の５時には仕事に行くようになり
ました。学校のことも本人が管理
して、月に数回登校して、勉強と
仕事を両立し始めました。

　次男も中学３年の９月から学校
に行くようになりました。１０月の
文化祭ではバンド活動を披露し、
また、その頃から高校受験を目指
して猛勉強するようになりました。

■ 子どもたちは進路を決め、私も講座を始めました
　責任を取ると決めてから、私は実家の手伝いに加えて派
遣の仕事も週３回行くようになりました。ダイエット講座のフォ
ローアップで「和田さんもどんどん挑戦していったらいいのよ」
と講師から励まされて、その１ヵ月後にアドバイザー試験に
挑戦して合格しました。ちょうど次男の高校受験のタイミング
でした。
　次男は高校に入学してすぐ、先生から学級委員をやってく
れないかと推薦されました。私が責任を取ると決めると、次
男にも同じ要素が出てきたようで嬉しくなりました。次男は週
１回、夢のために東京の専門学校にも通うと決め、その分
の学費は自分で稼ぐと、バイトも始めました。長男も、来年
の４月からは４年制の専門学校に進路を決めています。

　二人の息子の問題がフラクタル心理学を学ぶきっかけでし
た。学んだ結果、息子たちが見せてくれたのは私自身の姿そ
のものであり、ごまかすことも気を抜くこともできないのだと
知りました。と、同時に、自分が望む世界をどのようにでも
つくっていけることも知ったのです。
　私も資格を取ってフラクタル心理学の教育心理コースとビジ
ネスマインドコースを教えるようになり、不登校で悩むお母さ
んのカウンセリングも始めました。長男と次男、不良と不登
校 ×２人で、たいへんな体験をしてきた私だからこそわかる
ことを伝えていきたいと思っています。

■ 和田加奈子さんのブログ
不登校・思春期の問題が根本原因からスッキリ解消するカ
ウンセリング
http://ameblo.jp/sekaka1221/

■ 責任を果たしていないことに気づく
　長男が中学２年の秋頃から不登校になり、年が明けて１月
からマスターコースと家族関係コースを受講しました。３ヵ月
後に長男は公立の高校に行きましたが、何かと反発する長男
との関係で疲れ切っているところに、今度は次男が中学２年
の２学期終盤から学校に行きしぶるようになったのです。
　講師に相談すると、「まだ甘えている。問題を自分で解決
しようとせず、何とかなると思っている」と言われました。
子どもにとっては勉強をすることが責任を果たすことで、私
が主婦、母、妻としての責任を果たしていなければ、子ども
たちが責任を果たすわけがないというのです。
　言われてみれば、家事や掃除が自分の仕事という自覚が
なく「なんで私がやらなくてはいけないの！？」という思いで
イヤイヤやっていました。子どもの用事をするのも自分の時間
を奪われる感覚でした。“子どもたちがこんなで私は悲しい”
というフリをして、夫に家事をさせていました。夫が何も言
わないのをいいことに、夫が稼いできたお金を好き勝手に使
いまくり、夫が私の思い通りに行動しないと腹さえ立てる始
末でした。
 「夫に感謝の一つもないなら、あなたがしていることは搾取
です」「それを止めないと、あなたがしてきたように、今度
はあなたがされますよ」と講師から諭されました。私が自分
のすべきことをせずに夫のエネルギーを奪っていれば、子ど
もたちも自分たちのすべきことをせず、私の労力を奪うよう
になる。まさに子どもたちの姿は私でした。私が変わらない
と子どもたちは変わらない、「本気で解決する！」と決意し
たのです。

■  責任を果たし始めると長男と次男に変化が
　それからは、自分の責任と思いながら家事をし、妻、母と
してすべきことをしました。夫のためにお弁当を作るようにな
ると、夫が稼いでくれていること、今までしてくれたことがあ
りがたく、素晴らしい夫に恵まれたと思えるようになりました。
　私がすべきことをして、夫のエネルギーを奪わなくなると、
夫はその分仕事にエネルギーが向けられるようになり、お給
料が大幅にアップしました。夫はそれが大きな自信となり、
毎日が充実してきたようです。
　それまで私は何かを継続したり、努力したりすることが嫌
いでしたが、８月にダイエット講座を受講すると、朝、夫と
３０分のウォーキング＆ランを始めました。６キロ減量すると
共に、「コツコツ努力を続けられるのだから大丈夫」という
自分への信頼と自信が生まれました。
　長男は高校２年の夏から学校のないときは働くという約束
で、通信制に転入しました。あれだけ起きられなかったのに、

受講生募集

母親が自分のすべきことをし出すと、不登校だった息子さんたちが学校に行くようになり、
進路も決めたという和田加奈子さんからお聞きしたお話です。

Mobile : 090-3638-8175 
Email : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com

（株）アクエリアス・ナビ
またはお近くのキーステー
ション・ステーションにお気
軽にご連絡ください。

講座に関しての
お問い合わせ、お申し込みは

※パンチ法：シャドーボクシングのように、言葉を発しながらパンチをする思考の軌道修正法

フラクタル心理学アドバイザー　
教育心理コース講師
ビジネスマインドコース講師

和田 加奈子 さん
茨城県在住

看護師
機能訓練師

柴山 真琴 さん
群馬県在住

水泳のタイムが伸びて

自分で決めた進路へと進み始めた長男と
スマホでパチリ

子育て・
子どもの成長

特 集 

子育て・
子どもの成長

特 集 
子育て・
子どもの成長

特 集 
子育て・
子どもの成長

特 集 
子育て・
子どもの成長

特 集 
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深層意識の思いを変えることで、息子さんの発達の遅れが解消し、志望校に特待生として
合格。ご自身はサロンを持つ夢を実現された徳永真由美さんからお聞きしたお話です。

文化祭で次男のバンド活動

私が自分の能力を認めると
息子が特待生として志望校に合格！
弱者をやめて能力を認めると、息子が志望校に入学、サロンを持つ夢も実現！

りましたが、諦めずに勉強を始め
たのです。
　その間、私もフラクタル心理学の
「勉強が好きになる！」の講座をは
じめ、さまざまなワークを受講しました。「自分の中の幼なく
わがままなインナーチャイルド※を変えれば、息子も絶対に変
わる」と信じたからです。　
　今まで学んできた美と健康の知識と技術に関してもアウト
プットしたくなり、自分でエステサロンをオープンする決意を
固めて、そのために動き始めました。

■ 息子が志望校に合格、私はサロン開業へ
　息子は、中学受験で志望校に合格しました。しかも入学金・
授業料全額免除の特待生としてです。主人は「奇跡や～！！」

と言って驚きましたが、
私には奇跡でも何でも
ありませんでした。私
が弱者になろうとする
思いを変えて、自分の
能力を認めたことで、
息子も同じように弱者
をやめて、自分の能力

を高めることに力を注いだ結果とわかっていたからです。
　同時期にサロンの店舗も決まりました。オープンにこぎ着
けるまでには、主人や友人たちが彼らの能力をふんだんに使っ
て、私を助けてくれました。今まで主人や友人たちを見下げ
ることで優越感を得ていましたが、自分の能力を認めると、
まわりの能力も認められるようになったのです。

　息子は、自分が望んだ学校に張り切って通っています。５
年生になる娘も難関塾の入塾テストに受かり楽しんで勉強し

ています。私のサロンも６月にオープンし
ました。１年前に中級の５ヵ年計画のワー
クで書いたサロンを持つ夢がそのまま実現

しました。「人生は修
行」から「人生は楽し
むもの」に変化して、
未来へのビジョンが膨
らんでいます。

■ 徳永真由美さんのブログ
http://ameblo.jp/rharigato1011
健康と美容サロン　らふわ
京都市伏見区醍醐新町裏町19　  Mob：090-7345-9676

■ 「世話されること」を求めて看護師に
　幼いときから息子は発達が人より少し遅れ気味で、小学校
低学年では育成教室と普通学級を行き来していました。徐々
に特別支援の通級も必要なくなりましたが、まだマイペース
で人の時間を奪う子どもでした。この頃、私は自分の人生を
どうにかしたくて、フラクタル心理学のカウンセリングとマス
ターコースを受けました。  　
　私が小学６年生の時にうつ病だった母が亡くなりました。
母が亡くなった４５歳に自分の年齢が近づくにつれて、私も
同じように死ぬのではないかと怖れてきたのです。カウンセ
リングでは、「あなたは自分を死に追いやろうとしている」と
言われました。
　そもそも、私の中に、都合が悪くなると弱者になって人に
世話をさせようとする思いがありました。それが母に投影され
て、母はうつ病になって家族に世話をされることになりまし
た。母が亡くなると、私は次の弱者（発達の遅れ気味の息子）
をつくって、今度は息子を世話をしてやろうとしていたのでし
た。本当は自分が世話をされたかったのです。これを断ち切
るには、「弱者になると世話をされて得だ」と思っている深
層意識を変える必要があると言われました。
　看護師をしていた私は、息子を見守るために特別支援学校
の看護師としても働き、できた母親だと優越感さえ感じてい
ました。「かわいそうな子どもを献身的に育てている優秀な
母親だ」と思ってきたのです。それさえも悲劇のヒロインに
なりたい私が作り上げたシナリオなのかもしれないと思い始
めました。そんなはずはないと思いながらも、私はそれが正
しいことを直感的に感じ取っていました。  
　そして、能力があるのに無いように取り繕ったり、弱者に
なったりするのをやめるために、「自分に能力があることを認
めなさい。人を使って世話されて思い通りにするよりも、自ら
能力を出したほうが思い通りになるよ」と深層意識に言い続
けました。
　さらに、母が亡くなったことで、父のことを恨んでいまし
たが、これも悲劇のヒロインになりたくて私が作りあげたシ
ナリオだとわかり、父に手紙を書いて、直接謝りに行きました。
長年の父への恨みが解消されて、ここまで育ててくれた父に
対する感謝の思いで胸がいっぱいになりました。そして、仕
事でも病気の人の世話をしなくてもいい美容皮膚科クリニッ
クの看護師に転職しました。

■ 「弱者を世話したい」をやめると息子が変わった
　私が深層意識を変えると、息子が劇的に変化しました。
６年生になると、急に中学受験をすると言いだし、塾の中学
受験対応コースに遅れて入り、模試ではさんざんの結果とな

美容＆健康サロン　らふわ
看護師
フラクタル心理学アドバイザー

徳永 真由美 さん
京都府在住

歯科衛生士
フラクタル心理カウンセラー　
教育心理コース講師

中川 倫子 さん
広島県在住

息子の中学の入学式で

私が成長を選択すると、
娘も成長して志望校に合格！
私のパニック障害や娘の行きしぶりも私の深層意識の問題でした。
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＊アファメーション：肯定的な自分への宣言

通勤の際に聞き続けました。「あな
たは価値のある人だから社会の役

に立ちなさい」
と、自分を成
長方向へ導く修正文も読み続けました。
怠け心が出てきたら、その思いがはびこ
る前に、自分の中の怠け心を斬っていく
イメージもしました。

■ 私はカウンセラーになり、娘も志望校に合格
　次第に、仕事はイヤなものではなく、「楽しいもの」「やり
がいがあるもの」と思えるようになっていきました。パニック
障害の症状も出なくなり、娘も学校に行くようになったので
す。娘は中学を受験したいと言い出しましたが、とても受験
のレベルではなく、塾に通って勉強するようになりました。
　私がカウンセラー養成講座を受講し終わったころ、ちょう
ど娘も中学受験をして志望校に合格しました。毎日楽しく学
校に通うようになり、部活では管弦楽部に入って、厳しい練
習にも耐えて頑張っています。
　下の息子は姉が算数検定を定期的に受けていたので自分
も受けたいと幼稚園のころから受け始め、年長で小学１年生
並みの１１級に合格しました。私が働く姿勢が、子どもたち
が勉強する姿勢につながっていることを身をもって知りまし
た。

　今年、娘は中学２年生となり、交
換留学生にも選ばれて、夏にはニュー
ジーランド行きを予定しています。私
は歯科衛生士として働く傍ら、子育
てで悩むお母さんたちに向けて講座
やお茶会を開くようになりました。深
層意識の中の思考のタネを修正する
ことで、短期間で現実が変わる体験

をしまし
た。自分で思い描く人生を生きる
ために、これから先も、さらなる
成長を目指したいと思います。

-

■ 中川倫子さんのブログ
子育て中のお母さんのコマッタをスッキリ解決！！
http://ameblo.jp/happy-gifted-child/

■ パニック障害の原因も誘導瞑想で発見
　２年前にフラクタル心理学のマスターコースを受講したとき
には、小学５年生の娘の行きしぶりや私のパニック障害もさ
したる問題ではないと思っていました。ところが、講座で学
び進めるうちに、そこに私の深層意識が大きく影響している
ことを知り、これは大問題だと思うようになったのです。
　私の深層意識を探るために、講座で幼少期のことを見てい
くと、母方の初孫、父方の初めての女の子として生まれた私
は、何かにつけて優遇されてきたことを思い出しました。面
倒臭いことはまわりの人がやってくれて当たり前、私の機嫌を
取るためにみんなが動くのも当たり前でした。成長するに従っ
てそうはいかなくなると、「人生はこんなもの」と、人生をあ
きらめるようになったのです。
　講座では、子どものときにつくられた「ラクしたい、人に
してもらいたい、何もしたくない」という思いが、今でも私
の深層意識にあるので、娘もやるべきことをしないのだと言
われました。学校に行きたくないし、勉強もしたくないという
娘を変えるには、私自身が変わらなければならないとわかっ
たのです。
　一方、パニック障害は、夕方から夜にかけて急に怖ろしく
なったり、絶望感に襲われたりといった症状として月に数回
でていました。カウンセリングを受けて誘導瞑想をしてもらう
と、イメージの中で「怖い、怖い」と言っている私がいました。
何を怖がっているのか探っていくと、娘と息子、２人の子ど
もたちが成長して離れていくことに恐怖を感じていました。
手がかからなくなると寂しいという思いが高じて、恐怖にま
でなってしまったのです。
　私にパニック障害が良く出ていた時期は、娘が泣いて家か
ら出ようとせず、学校に行きしぶることが多かった時期と重
なりました。講師から「あなたがお子さんの成長を怖いと思っ
ているから、お子さんは成長を止めようとしているのです」
と指摘され、「とにかく外に出て働きなさい」と言われました。

■ 仕事に対するイメージをＣＤで変える
　歯科衛生士として働いてきましたが、結婚後、娘ができて
退職してからは１１年のブランクがありました。その頃の私に
とって「仕事はイヤなもの、しんどいもの」で、自信もないし、
働くことに抵抗感がありました。
　それでも「私が変わらなければ娘は変わらない」と、意
を決して復帰すると、思っていた以上に仕事は大変で、「行
きたくない」という思いが出てきました。
　そこで、働く意欲をかき立て、自分に自信をつけるために、
『朝４分で仕事力を２００％ＵＰさせる！ アクティブ・モーニ
ング』のＣＤ（一色真宇著　アクエリアス・ナビ制作・販売）を、

成長することに対する怖れの意識を変えて、仕事に復帰すると、娘さんも勉強を始めて受
験をし、希望校に合格したという中川倫子さんからお聞きしたお話です。

娘と一緒に
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両親への思いを変えるとともに、家事にも家業にも積極的に取り組み、外にも働きに出ると、
娘さんが学校に行き始めたという田中美恵子さんからお聞きしたお話です。

不登校だった娘が自らの能力を
活かす道を歩み始めました
娘の問題は特別な人になろうとした私の深層意識の思いが原因でした。

深層意識の修正をしながら、家事
も仕事と考えて励みました。兼業
農家で、夫はサラリーマンの傍ら
野菜や果物を作り、敷地内に建てた小屋で私がそれらを販
売していましたが、講師から「お母さんが社会とつながると、
お子さんが社会とつながれますよ」「１２０％のエネルギーを
出しなさい」と言われていたので、朝５時に起きて家事を済
ませ、９時から野菜の収穫、直売、夕方６時から８時まで
はパートで外に働きに出ました。週３日は昼間もパートをこな
し、帰宅後の夜８時まで野菜の直売を続けました。
　人間関係が得意でないのは、「私の意見を受け入れて欲し
い」という思いが強いためとわかり、「人の話を聞くとメリッ
トがある」「チャレンジは楽しい」というアファメーション※を
深層意識に言い聞かせると、人とコミュニケーションを取る
のが楽しくなってきたのです。

■ 娘が一人暮らしを始める
　すると、学校に行かなかった娘が、自分の好きな分野を
教えてくれる高校を見つけて受験をして入学し、茨城から東
京まで通い始めたのです。朝５時に起きて、自分でお弁当
をつくり、無遅刻無欠席で卒業しました。今春からは東京
の専門学校に通い始めましたが、通学に往復４時間かかり、
課題をこなす時間がないからと、５月からは一人暮らしを始
めました。

　最初のころのカウンセリングで娘にどうなって欲しいかと聞
かれて、「自分の能力を最大限に活かして社会と繋がって欲

しい」と言いましたが、ようやくそこに
向かい始めたと思うと感慨深く、胸に迫
るものがあります。私もこの３０年間勉
強してきたハーブと、カラーや数秘術の
資格を活かして、自宅の２階をサロンに
して勉強会を開くようになりました。娘
の心配ばかりでくたくたの人生から、能
力を活かして積極的に生きる人生へと、
私自身も転換することができたのです。

■ 娘に影響していた両親への思い
　私は長女として大切に育てられました。４代続く農家の長
男に嫁ぐと、お風呂も最後で水しか出ないシャワーを浴び、
子どもができないこともあって肩身の狭い思いをしてきまし
た。
　１０年の不妊治療後に待望の娘が生まれますが、幼いとき
からアトピーとぜんそくで週１回は病院に通い、むずかる娘
の背中を一晩中さすりながら過ごしたこともありました。成長
と共に症状が出なくなると、小学６年生のときから、今度は
学校に行けなくなり、中学に進学しても保健室への登校が
やっととなりました。
　人からフラクタル心理学の「インナーチャイルドの癒し」
のワークをすすめられて受講すると、娘の不登校は私自身の
実母に対する思いが関係していると言われました。一般のカ
ウンセリングとはまったく異なる切り口に、光明を見る思いが
しました。家族関係コース、マスターコースと学び、上級講
座を受けると、両親に抱いていた思いが一変したのです。
　上級講座のワークで、両親への思いを探っていくと、母は
ぐうたら主婦で、よその働くお母さんは能力があって、羨ま
しいと思っていることに気づきました。ところが、実際は、
母は定時に起きて朝食を５品作り、父の靴を磨き、掃除は
朝夕２回、布団は毎日干し、学校から帰るとおやつを作って
待っていてくれ、よその子を夜まで預かっていたことを思い出
したのです。
　ケチで厳しい人と思っていた父も、経済的にしっかりと家
族を支えてくれたおかげで、何不自由なく育てられたのだと
気づきました。今まで親をバカにし、自分のほうが優れてい
ると思ってきたことが情けなく、しっかりとした両親に、大き
な愛で見守られてきたとわかり、感謝の思いで涙があふれま
した。
　こうして、私が両親を見直すと、何かにつけて「うるさい」
と反発していた娘が、驚いたことに、「はい」と素直に返事
をするようになったのです。

■ １２０％のエネルギーを出す
　毎月のように受けていたカウンセリングでは、「家督を継ぐ
立場である長男の嫁を選んだのは、特別な人になりたかった
からです。ただし、特別な人というのはちゃんとエネルギー
を出して、周囲から認められてなるものです」と言われました。
母の主婦としての働きを軽んじていたために、家庭をしっか
り守って認められるのではなく、わざわざ娘に問題を作りだ
して、大変なのに頑張っている「特別な人」になろうとした
と指摘されました。
　娘の問題の根本原因が自分の深層意識にあるとわかると、

農園のぴちぴちした新鮮な野菜

ハーブを使ったお料理の勉強会

娘さんがデザインした
田中農園のシール

一生懸命勉強するようになった娘

夫と３人の息子たちと 健康と美容のサロン

りんこ

田中農園

田中 美恵子 さん
茨城県在住

アクティブ・モーニングのＣＤ
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