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各界でご活躍の方に、成功の秘密や普段の活動内容をお聞きして、夢実現のヒントを得るための連続インタビューシリ

ーズ。第一回目は、「魂を読み解く子育てコンサルタント」としてご活躍のたかもりくみこさんをお迎えしました。 

「子どもの最高の未来研究所」を主催し、３人の男の子を育てながら、幼稚園を設立・運営するなど精力的にご活躍さ

れてきました。現在は子育てが一段落し、お母さんたちの心と魂のサポートを通じて、子どもたちと、子どもたちが創

る未来を幸せで豊かにする活動を展開されています。 

 

たかもり	 くみこ 

「子どもの最高の未来研究所」主催。子育ての悩

みをゼロにする、子育てスピリチュアルコンサル

タント。パートナーと 3 人の男子（大学生、高

校生、小学生）の 5人家族。東京都杉並区在住。

家事と子育てとライフワークを両立させながら、

この 10 年間でセッションでは 1000 組 2000 人

以上の人生をより良くし、毎回「目からウロコ」

のセミナーも人気で、受講生は 300人を越す。 今

年 2 月にリリースしたばかりの「明日が楽しみ

になる、”ずっと幸せな子育て”」７日間無料メー

ル レ ッ ス ン （ 音 声 付 ） が 好 評 。

https://my33.biz/p/r/5ANAnEqj 

-------------------------------------  

●スピリチュアルとの出会い  

-------------------------------------  

 

	 大学卒業後、某メーカーの総合職として働いていましたが、妊娠と主人の東京への転勤を機に退職し、しばらくは子

育てに専念していました。長男が生まれた時から 

「この子がこの子らしく、幸せに豊かに生きていくには何が必要だろうか？」 

という問いを持っていました。 

	 私は子どもの気持ちが分かりすぎるほど分かってしまい、必要なときに適切に叱れないほどでした。 
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その後、長男が小１（６歳）、次男が年少（３歳）の時に、様々な流れで、子どもの魂にとって理想の幼稚園を仲間の

ママたちに声をかけて立ち上げ、運営もしていました。その後、三男を身ごもり、憧れの自宅出産をしたものの、今度

はあろう事か、赤ちゃんの時から三男の言動が理解できず、本当に困り果て、壁にぶち当たりました。 

「この子とつながるには、魂のことを理解しないとつながれない！」と直感的に感じ、それまではあまり重要視してい

なかったスピリチュアルな本を読み始めたのが、子どもたちが１０歳、６歳、０歳の時のこと。当然まだ授乳もオムツ

もしていましたが、三男との関係をなんとかしなくては、と必死の思いでスピリチュアルな学校の門を叩いたのが、私

が３５歳の時のことでした。 

 

	 アメリカ人のレバナ・シェル・ブドラ先生のスクールには１３ヵ月通いました。  

	 そこを卒業したときに、「スピリチュアルってスゴい！」を実感したんです。道具も不要で、自分を変えることがで

きたり、問題を解決したり、人を癒すこともできるのですから。だから「いつかこれを教えたい」と思っていました。  

 

	 ちょうどその頃、あるご縁で某社団法人の先生を知って、クラスを受講することにしました。  

	 その結果、私自身が変わったし、ものすごく良かったのです。私には得るものがありました。  

	 認定講師制度もあり、教えられるチャンスがあればやる、という感じでしたが、そこで看板講師として認められ、し

ばらく活動を続けていました。  

 

	 ところがあることをきっかけに、そこを止めることになりました。  

「もう出よう！」と思ったのです。 

	 約２年近くを通じて、得たもの、失ったもの、両方ありました。  

 

 

----------------------------------------  

●学んだこととオリジナルの才能と  

----------------------------------------  

 

	 もともと、人の心には敏感な方でした。家系的にも霊感が強かったと思います。  

	 それが磨かれて、魂と会話できるようになったり、お名前を見ただけで、その方がどういう本質を持っていて、どん

なエネルギー状態かが分かる能力が深まったのです。  
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	 見る、感じる、といったスキルに加え、受け止めたものを言語化する能力がつきました。  

	 過去生とか、インスピレーションとして感じる情景とかを受け止めて、それをご本人に伝えるスキルです。それをお

伝えしたご本人には、それが真実だと「わかる」のです。きっといろんな意味で納得感が得られるからなのでしょう。  

 

	 いまは、お名前だけ、写真もなしで、魂の声や過去生が分かります。  

	 たとえば、お子さんについてのご相談の場合、「この子はなんでこうなの？」と親が思っていた事を、現象として現

れる「点」で捕らえるとわからないことが多いのですが、お子さんの魂にフォーカスすると、それらの現象（点）がみ

ごとに線でつながって行くのです。  

	   

 

--------------------------  

●過去生から現世を見る  

--------------------------  

 

	 たとえば、あるお母さんは、小３の娘さんが「ダメな男子」に引っかかりそうなのを心配したり、毎日シャンプーし

ないのを心配していたのです。  

	 しばらく話していて見えたのが、ナイチンゲールのような「戦場のナース」の姿。その戦場ナースの過去生からすれ

ば、貢献したいという気持ちが強いから、シャンプーなんてどうでも良いですよ……（笑） 

	 傷ついた男性を癒すことに、やりがいと喜びを感じるタイプでした。  

 

	 だから、お母さんの予感はある意味あたっていた。似ているんだけど、下手をするとそうなる……ということを感じ

取っていたんですね。  

 

	 また、この子には英語が必要と思って塾に通わせたのに、ある日「止めたい！」と言い出したのです。  

	 良く話を聞いてみると、先生がイマイチ合わないだけで、英語を止めたい訳じゃないようなのです。塾の決め方が安

易だっただけでした。そう考えると、すべてが符合して行く……。将来はきっと海外で活躍するでしょう。 

	 ほかにも、母がダウンした時、すごく娘さんが張り切ったこともありましたが、そういったことが、すべてつながっ

たのです。  
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	 魂としては「人を本当に助けること」という目的があって、傷ついた人を助けるというシナリオを持っている。それ

が娘さんの「魂のテーマ」だったのです。  

	 遠回りにならないよう、スムーズに行きたいと魂は思っています。  

	 そこを親が、「海外にはゼッタイ出さない」とエネルギーを止めちゃうと、それこそダメンズの世話をする女子にな

ってしまうかもしれません。かえって、そっちでエネルギーを解消するようになるかもしれないのです。  

	 お母さんは私の話に納得がいったご様子で、 

「そうですね、わかりました」と言ってお帰りになりました。  

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------  

●暴れる子には、暴れるだけの理由がある。  



Create Books【夢実現インタビュー】 

© Create Books 2017 5 

--------------------------------------------------  

 

	 じつはこの女の子、暴れまくる男子の世話をしていて、男の子が女の子を勢い余ってけがさせてしまったことがきっ

かけで、お母さんがご相談にいらっしゃったのです。  

 

	 女の子のお母さんは、私の半年のコース「自分を信頼し、人生を創っていく」（現「魂の声を受け取るセラピスト養

成コース」の前身）で学ばれている方で、個人セッションでのお話でした。  

 

	 暴れる子には、暴れまくる理由があります。座っていられないエネルギーがあるのです。  

	 そして、それだけ深く傷ついていることが多いのです。  

 

	 傷つけられた女の子のお母さんも、その男の子のお母さんに「いいですよ」とは言えなかったけれど、男の子のお母

さんが困っている話を聞いてあげられたそうです。 そして、「たいへんねー」と言ってあげられた。  

 

	 実は、暴れん坊の子こそケアが必要なのです。 もちろん、被害者がでないようにするのがいいけれど、 本当は、暴

力をふるっている子が一番傷ついていて、叫んでいるのです。  

	 そこが理解できるオトナが一人でもいれば、子どもたちはもっと救われるはずなのです。  

 

 

	 去年の秋の個人セッションのとき、小３の男の子が小１の男の子を傷つけた件でご相談を受けました。  

	 発達に困難を抱え、本来であれば、特殊なケアを必要とする子が加害者でした。 

	 カウンセリングの先生もついている、手厚い私立の学校での出来ことでした。  

 

	 もちろん、お子さんをその学校に通わせているということは、お母さんにも理解があるのです。 そのお母さんに、

被害者の男の子は「心配しないで！」と告げました。  

 

	 実はセッションを通じて、「暴力をふるう、ふるわれる関係」は、加害者の子の心の叫びがオトナに伝わらないから

起こったことだったとわかりました。  

	 どういう事かというと、被害者の子は実は「共謀者」で、  
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「お母さんが僕の気持を分かる人だから、僕をいじめたら、オトナの助けを得られるよう動いてくれると思うよ。そう

すれば君は救われるよ」  

	 そういう考えを（魂レベルで）被害者の子は持っていたのです。  

 

 

-------------------------------------------------  

●子どもたちの魂は大人よりも成長している  

-------------------------------------------------  

 

	 そんな状況が来たら、オトナたちは動かざるを得ないですし、そんな大きな愛にオトナは太刀打ちできません！  

	 放任親ではないのに起こったこの一連の出来事は、いわば「劇」の様なものだったんですね。  

	 そういった「仕組み」は子どもが教えてくれます。 なんで加害者の子が怒っているのか、魂こそが教えてくれます。  

 

	 それはものすごく論理的で、理に叶い、愛で、オトナが一生懸命考えられるレベルをはるかに超えている、というこ

とばかりです。  

 

	 彼らのメッセージを通じて、私自身、受け取っていることがすごくたくさんあります。  

	 彼らのもつハイレベルの愛と智恵を聞いたら、みんな誰でも、子どもたちを軽々しく扱うことなどゼッタイできない

でしょう。どれだけ愛の存在で、彼らが愛で生きているか！	 それはもう驚くべきことです。  

	 きっと私たちにも、そういう時期があったと思います。  

	 私自身、４、５歳のとき「オトナって本当に分かってないなー。もっと愛と調和に世界は満ちているのにー」と思っ

た記憶があります。  

 

 

---------------------------  

●子ども時代のこと  

---------------------------  

 

	 子ども時分、私には「間違った場所に来てる」という感覚が既にありました。  
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	 なんで今、スピリチュアルな仕事をしてるかというと、 母が天才的に子の気持ちが分からない人だったからです。  

	 孫の気持もわからないので、その子の声を母に伝えると「へー、そうなの」というぐらいの。もちろん、親なりの一

生懸命はあるんだけど、教育熱心だけど、心や気持ちとかは、全然わからない人でした。  

 

	 実はある癒し関係の懇親会で、ある参加者さんから言われたことなのですが、私が普段、使っている肩書き「子ども

たちの魂の声の翻訳者」を聞いて、嫌な感じを受けたそうです。  

 

	 私への批判のエネルギーがあったということは、私自身、まだ足りていないことを突きつけられたということ。  

	 私自身、「もうちょっとわかってほしい」という気持がまだ癒されきっていないんでしょう。感覚的には 10％ぐらい

残っている。  

 

	 とはいえ、私は「子どもの代弁者」、あるいは「大人と子どもの魂の翻訳者」であることに変わりありません。子ど

もたちの声をみんなに聞いてほしい！と切に願っています。  

	 子どもは、ある意味本当に「神々しい」部分と、そうはいっても、４歳とか、３年生とかの幼さは絶対に持っていま

す。もちろん、神様じゃないし、あがめ奉る必要はありません。スゴい部分もあるし、甘えたい、これやって、あれや

って、という健全な幼さもっています。それで親は混乱しちゃうのです。  

 

 

-------------------------------  

●子どもを良く見て、心の声に耳を傾ける  

-------------------------------  

 

	 親もイロイロなタイプがあって、子どもを下にして「教育しないと！」と思っているタイプと、 子は宝で尊い、だ

から私がイライラしていると傷つけてしまうんじゃないかと心配で……というタイプがいます。でも実際は、どっちも

違う。意外と見落とされがちなのは、尊いと思いすぎ、何でもいうことを聞いてあげなきゃとか、この子は素晴らしい

から何でも聞いてみようと、子どもに精神的に頼ってしまったりすることで、子どもがその子らしく、子どもらしさを

発揮できなくなるケースです。どちらもお互いの境界線が曖昧なために、将来の生き辛さや混乱につながってくること

が多いのです。「真ん中」を見つけること、中庸とバランスが必要です。  
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	 怒っちゃいけない事にあまりにも捕われてしまうと本質を見失うし、「この子は私次第で素晴らしい人生になる」と

いうのも違う。  

	 もっと子どもを信頼して良いのです。ある程度、子は生まれ持っている才能や「使命」がありますから、自ら育って

行こうとしています。  

	 だからこそ、「子どもをもっと良く見て、心の声に耳を傾けましょう。」といつもお伝えしています。  

 

	 子を見るときに邪魔するのは、単なる思い込みだったり、観念だったりします。  

「一人遊び」を心配することはないし、「魂の道筋」もちゃんと見えるから安心して、とお母さんたちに伝えています。  

 

	 リーディング・セッション（個人の深層心理や、過去の事象・体験等を読みとること）が「占い」と違うのは、聞い

たときに「腑に落ちる」という感覚があることです。 それはきっと、お母さんたちも潜在意識的にはわかっている、

理解している事だからでしょう。直感と言ってもいいかもしれません。  

	 私がお伝えしているのは「魂のテーマ」でありそのプロセス。子が本来持っているものであり、育ちのプロセスなの

です。子によって受験の成績のあがり方さえも違います。それは予知とは違うもので、「ビジョン」と言った方がしっ

くり来ます。  

 

 

 

------------------------------  

●魂のテーマを理解する  

------------------------------  
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	 子どもの魂には、何かしらのテーマ、使命がありますが、  

	 それは、平和の使者、リーダー、美的感覚、見いだす、世に伝える、  

	 ものづくり、世界に貢献、アート、世を驚かせたい！サプライズ好き、など実に多様です。  

 

	 たとえばイベント企画が好きで、家族のイベントや季節の行事、誕生日パーティーになるとやる気満々！になる子が

います。そういった才能や気質は、自然と小さい頃からやっていたり、表に出ているのですが、それに気づいているお

母さんは意外と少ないのです。子にとっても、あまりに当たり前にできるので「そんなもの？」と思っていたりするの

ですが、実はそれこそが「才能」だったりするのです。（なのに、親はときに、「楽しい時だけ張り切っちゃって！」

「やらなきゃいけないことはやらないんだから」などと、子どもに言ってしまったりするのです。）  

 

	 そしてそれが、子がもつ「魂のテーマ」につながっていることだったりします。お子さんには、プレッシャーをかけ

る言い方じゃなくて、「いつも助けてくれるよね」と言葉にして、母親からポジティブなフィードバックを言ってもら

うと、子の自己肯定感につながり、自分の力の認識、才能の認識にもつながるのです。  

 

	 他の子の力関係が見えちゃう子もいます。そしてその力関係を見て、適切に動く、的確に声をかけたりすることがで

きたりします。けれども、それも一人っ子だったりすると、それを才能だと認識できる機会はほとんどないでしょうし、

学校で先生が気付いてくれることもあまりないかもしれません。でも、子どもの話を良く聞いて、良く見ていたら、何

かしらのヒントはあるはずです。だって、その才能のことをそのお母さんにお伝えすると、「そういうところ、確かに

あります。」とおっしゃるのですから。 

	 それを才能の一つとして認識できると、それって社会に出たときに「使える才能」ですよね！	 自己信頼も高まるし、

お母さんもイライラしないで済みます。そういう才能を見つけてあげるのです。  

 

	 透視・透聴によって魂と会話すると、過去生の才能を持っているだけでなく、今生に持ち込んだ不要なエネルギーを

持っている事があります。  

	 たとえば過去生で、王様になりきれなかった悔しいエネルギーを持っていたりします。海が怖いのは、実は過去生で

海で死んでいたり。そういったものは、今はもう要らないのでヒーリングします。  
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-----------------  

●集客の実際  

-----------------  

 

	 私は開業して今年で９年目です。アメブロは週に３本書いて、メルマガは１０日間に一回、月３回です。  

	 ブログを読んで、メルマガ登録していただき、２、３ヵ月に一回、お子さん連れ可のリアルセミナーを 3,000円で開

催しています。  

 

「ハートフル・オープンドア・セミナー」というのですが、軽い感じで、パートナーシップから学校選びまで、自宅の

サロンでお話ししていますが、７、８人から多いと１３人＋お子さんとか。平均すると１０人前後ですね。  

	 お茶を飲みつつ、ちょっとお勉強する。ちょっと聞いてみたいことなど、質問があれば答えています。個別には個人

セッションでお応えします。  

 

少し話がそれますが、そうした個人的なライフワークの他に、敬愛するメンターに背中を押され、全米ベストセラー子

育て本作家のシェファリ博士という方の来日講演を実現するプロジェクトも並行して進めており、そのプロジェクトの

一環で収益の全額をプロジェクトに寄付し、賛同してくれる方を募るミニ講演会を 2016年秋に３回開き、３月に井の

頭公園のお茶室と湘南茅ヶ崎の方に呼んでいただきました。２時間のお話会にして 3,000円です。  

 

ブログを読んで、半年コースにいきなり来る人もいるし、個人セッションからの人もいて、 個人セッションとブログ・

メルマガ、お茶会・お話会の比率は、４：３：３	 です。  

 

	 半年コースは８人ぐらいで、年に１、２回、開催しています。２０１７年からはセラピストやセッションできる人を

育てるのが目的で、フォローアップクラスを月１開催していて、ここは手厚くしています。社団法人を止めてから、半

年コースの受講生は２２人になりました。  

 

 

---------------------------------------------------  

●普通のお母さんに、 もっと自分と子を信頼してもらいたい  

---------------------------------------------------  
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	 特にこれまでの半年コースの受講生には、これで稼げます、とはうたわなかったし、ターゲットにはしませんでした。 

まずは、自分を信頼して、子どもを受け容れ、信頼して、学校や社会に自信を持って送り出せる人を生み出すことを目

的としていました。けれども、すでにお話しした通り、子どもたちからの要請もあり、私自身に降ってきたビジョンも

あって、様々な流れの中で２０１７年からは「魂の声を受け取るセラピスト」として、活動できる人を増やしていく時

が来た、と感じています。 

 

	 私には、今のままだと、子どもたちの声が届かない！という危機感が常にあります。  

	 子どもの声をすくい取れる人が一人でもいれば、という想いだけでやっています。  

 

	 わたしがもつ感覚をいかに伝えるか。  

	 あとは、ご本人がやりたいかどうか。スキルは教えるし、いきなり表に出るのはたいへんだろうから、モニターセッ

ションの時間、相手にセッションする場を作る予定にしています。  

 

 

	 大切なキーワードは「子どもの合意」です。 だから私に「言うな！」という子もいるんですね。そういうことにな

っているみたいです。  

	  

	 私は目の前の現実が変わるのが好きです。親が変わると、子への接し方が変わるし、もっと深く信頼できるようにな

ります。 そしてセッションでは、言葉できちんと説明できる。そこはリアリストです。いい気分にして終わりは、あ

まり興味がありません。  

 

	 お伝えしたとき、お母さんたちが腑に落ちるかと言うと、魂レベルではすでに分かっているからこそ、そのストーリ

ーが腑に落ちる訳です。 そして、腑に落ちるから、癒しが起きるのです。そうでないと癒されないし、腑に落ちない

のです。ときに、「まだ受け取りきれないだろうけれど、いまのうちに伝えておきますね」という事もあります。  

 

	 個人セッションは「小さい旅」みたいなもの。お互いのラポールが築かれる度に、深いところに落ちて、癒しが起こ

る。そして、終わったとき、全く違う世界が見えるのです。それは、視点が高くなり、視野が広くなる世界。より信頼

も増すし、もっと信じていい、ということが納得出来ると思います。 
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	 大人になってからの様々な問題、例えばパートナーシップをはじめとした人間関係、豊かさ、自分自身についての問

題（生き辛さや無価値感など）の根っこは、子ども時代の家庭環境にあるというのは、今ではすでに定説となっていま

す。アダルトチャイルド、毒親、毒母などの問題、コントロールの問題、境界線の問題などで、子どもたちが苦しむこ

となく、自分らしい最高の人生を生きていけるように、お母さんたちが自分の痛みを癒して、自分の人生を楽しく豊か

に生きていけるように、親子関係、そしてパーナーシップがより良い関係に変わるよう、この仕事を続けて行きます。  
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