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フォーカシング研究所所長からの一言 
 

親愛なるみなさま 

  

 ここニューヨーク市の人々、そして世界中の人々が、特に黒人に対す

る国家が認めた暴力（訳者注：警察による暴力）の終結を求めて街頭に

出ています。「Black Lives Matter（黒人の命も大切だ） 」という叫び

がここアメリカでこれほど広く取り上げられていることに私は心を打た

れています。私の国、アメリカで、より公正で公平な人種差別のない社

会に向けた本格的な動きが出てくるのではないかという希望を与えてく

れる大きな政治的変化を感じます。この多くの人の叫びが私の国で起こったために強く意識しています

が、世界中の親しい仲間たちのおかげで、香港やチリ、その他の地域での最近の同様の社会的大変動

も、より現実に起こっている、自分に関連していることのように感じています。皆さんの多くが、長

く、激しく、厳しい闘争を経験してきた国にいることを知っています。私たちの国を超えたつながり

が、困難な時期を乗り越える勇気と力をみなぎらせる源泉となってきたことを私は知っています。 

 

フォーカシングは自由や権利をもたらすプロセスです。私たちの多くは、最初、自分の内なる葛藤を

解消するためにフォーカシングに取り組みますが、すぐに、この思いやりのある内なる注意の力が、他

者との交流をより人間的なものにし、より大きな社会の交流の仕方自体を変えていくことに気づくので

す。フォーカシングとその根底にある哲学は、自分を含めた人の人生が大事にされない国から脱出しな

ければならなかった一人の男によって創始されました。（フォーカシングの創始者である）ユージン・

ジェンドリンにとって、より公正な社会を作るという仕事は、個人の内側に関する仕事と切り離せない

ものでした。 

 

6 月 13 日、私は「フォーカシング、Thinking at the Edge（TAE）（辺縁で考える）、暗黙の哲学

（the Philosophy of the Implicit）を反人種差別・反抑圧のワークにもっと入れ込むために、フォーカ

シングコミュニティが何をできるか探る」ために 2 つの話し合いの場を設けました。私はこの問題をさ

らに探求するために、さまざまな人種の人たちとの少人数でのグループ活動をしています。私たちは、

国籍、文化、言語の面で非常に多様性に富んだコミュニティであるにもかかわらず、アフリカ系の人々

がほとんどいないことが見落とされています。私は、それを変えたいと思っています。 

 

私は、皆さんの多くが（狭義であれ広義であれ）社会正義につながる仕事でフォーカシングを積極的

に活用していることを知っていますが、その中には、まだ私たちの仲間にあまり加わっていない、ある

いは十分にサービスを受けていないコミュニティに手を差し伸べることも含まれています。私の希望

は、私たちが力を合わせて、フォーカシングから得た賜物をすべての人に共有し、フォーカシングの力

を使って公平な、人種差別のない世界を創造することです。 

 

もちろん、これらのことはすべて、パンデミックが続く中で起こっています。メンバーシップコミュ

ニティと私たちのスタッフは、世界中から集まったフォーカシングボランティアの強力な力を借りて、

 



 

 

サポーティブなオンライン環境の構築に取り組んできて

います。彼らのすばらしい仕事ぶりを讃える短いビデオ

をご覧ください。 

  

心よりの感謝を込めて 

キャサリン・トルペイ 

（訳：榊原佐和子） 

 
 

次の国際フォーカシング会議は、 

2022年 6月、フランスです！ 
 

バッグに荷物を詰めて準備を始めましょう！ 

 まだ詳細な日程は決まっていませんが、わく

わくすることに、フランスのフォーカシング・

コミュニティ（写真をご覧ください）は次の国

際フォーカシング会議をオーガナイズしてくれ

ています。2022 年 6 月のどこかに、かの美しい

国のどこかで開催されます。IFEF（Institut de 

Focusing d’Europe Francophone、フランス語圏ヨーロッパ・フォーカシング研究所）は長年、フランス

で毎年サマースクールを開催してきました。今や、彼らの活気あるコミュニティを世界に披露する準備

ができたのです。すべてのワークショップはフランス語と英語で行われる予定です。待ちきれませんね！ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1VTSkrv3pq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1VTSkrv3pq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1VTSkrv3pq8&feature=youtu.be


 

 

 

熟練者と認定のためのウィークロング 2020が 

オンラインで開催されます！ 

8月 16日〜22日 

この変更のため、参加しやすい料金になります 

 

 2020 年のウィークロングはオンラインでの開催になります！ 直接集ま

ることはもちろんすばらしいことですが、この形式で、交差し、所属する

という体験を真正に生きるという機会に、ファシリテーション・チームはわくわくしています。世界は

騒然とした時のさなかにあり、私たちはそれをくぐり抜けて共に生きるという前例のない機会に立って

います。私たちはイスラエルやアイルランドやカナダやチリやオーストラリア（どれぐらいの場所から

集まることになるでしょう）にある自分の家にいながら互いと共にいることになります。多くの国は政

治的な動乱の内にあり、多くの国はまさにパンデミックの高まりに直面しています。私たちは互いを必

要としており、そして世界はフォーカシングを必要としています。 

 この今という時期は、研究所のロゴであるシータの意味の一例であるように思われます。ジーン・ジ

ェンドリンはシータをフォーカシングのシンボルとして好んでいました。シータを書く時、ペンはまず

後ろに、過去に向かい、それから前へと押し出されるからです。私たちが後ろを振り返って第 50 回の

ウィークロングを祝うまさにその年に、私たちは新しい時代へと放たれたのです。 

 私たちにとって、この 2020 年のオンライン・ウィークロングは堂々たる新たな冒険です。皆さんが

仲間としてこの旅に加わってくれることは、私たちの喜びです。 

 ウィークロングは、熟練フォーカサーと、認定を受けた（あるいは受ける）人向けに開催されるもの

です。このイベントのハイライトは、認定のセレモニーです。 

 詳細や参加申し込みの情報は、こちらに載っています。 

 

https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2020
https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2020


 

 

フォーカシング指向セラピー オンライン会議 
「フェルトセンスはいかにして治療的変化を可能にするのか」 

 

―――――――― 

 

2020年 10月 23日〜25日 

プレ・カンファレンス 10月 21日〜22日 
 

 

 フォーカシング指向セラピー会議がオンライン会議に変更になりました。この会議は 10 月 23 日金曜

日から、10 月 25 日の日曜日まで開催されます。私たちの今年のテーマは「フェルトセンスはいかにして

治療的変化を可能にするのか」です。 

 この会議は、あらかじめ録画されたウェビナーと、ライブでのパネル・ディスカッションやデモンスト

レーションが両方ある内容になる予定です。フォーカシングの時間もあります。プレ・カンファレンス

（10 月 21 日〜22 日）はセラピストのためのフォーカシングに関する２日間の入門コースですので、ま

だフォーカシングになじみのないセラピストにはぜひ、本体の会議からも最大限のものを得られるよう、

プレ・カンファレンスへの参加をお勧めください。 

 発表やデモンストレーションやワークショップは全世界のタイムゾーンにわたって行われますし、追

加のコンテンツがスペイン語で提供される予定です。私たちはスケジュールや発表者の詳細を詰めてい

るところですが、今までわかっているところ、このイベントを豪華にしてくれる顔ぶれの中には、リン・

プレストンやジョアン・クラグスブルン、サルバドール・モレノ、ローリー・ラパポート、エドガルド・

リベロス、レスリー・エリス、グレッグ・マディソン、アン・ワイザー・コーネル、そしてジャン・ウィ

ンホールがいます！ 

 イベントの情報や参加申し込みの詳細については、国際フォーカシング研究所のウェブサイトや配信

される e-mail をご覧ください。このイベントを見逃そうとは思わないと思いますよ！ 

 
 

 

それぞれ自分の言葉で： 

ロブ・パーカーの４モジュールクラスに参加して 
 

ロブ・パーカーを講師に迎えて開かれた、4 モジュールのクラスへの

参加者 2 人から、ジェンドリンの哲学をどのように展望できたか、およ

び、クラスでの個人的な体験について書いていただきました。また、TIFI 

は今後、哲学をより深く探求する機会を提供する予定ですので、ぜひ、楽しみに待っていてください。 

 

モニカの感想： 

 

「ロブ・パーカーによるジェンドリンの哲学を読み解く 4 モジュールのコースを受講しました。私自

身は神経生化学者としてのトレーニングを受け、自然科学の分野で長い間経験を積んできている者で

す。最近、認知科学と意識の側面での研究を始めたところです。研究をするうちに、ユージン・ジェン

 

https://www.focusing.org/


 

 

ドリンの述べている体験と言語との繋がりに関する概念に出会いました。彼の概念をさらに探求した

いと思っていたところ、フォーカシング研究所が提供しているロブのコースを見つけて参加しました。 

 

ジェンドリンの哲学は複雑でかなり難解です。理解するには数多くの著作を読むだけでは足りず、何

度も再読する必要があります。ロブがジェンドリンの考えを噛み砕いて伝えてくれたことは、大いに役

立ちました。ロブは、ジェンドリンと親交が深く、お互いにやり取りを重ねていました。彼自身もジェ

ンドリンの著作を深く読み解こうと研究を続けていたことも、よく知られています。 

ロブは、ジェンドリンのアイディアを非常に明瞭に、しかも私たちが持ち合わせている理解度を考慮

しながら、私たちのペースに合わせて、わかり易く解説してくれました。つまり、私たちが住んでいる

科学をベースにした世界での視点からでありながら、既存の科学的仮説の枠組みからは根本的に異な

るものの見方を示してくれたのです。生き方や人生において理性・身体を私たちが今理解しているシス

テムとは全く異なるジェンドリンの考えるシステムへと導いてくれたのです。それも、私たちにわかる

ような形で。 

 

ロブのコースのお陰で、ジェンドリンの概念に関する私の理解度が大きく進歩したと感じています。

ロブが受講者に理解できるように、忍耐強く、気遣かってくれながらステップの一つひとつを解説して

くれことに感謝しています。彼は文章を数行ごとに区切り、それぞれのところで時間をとって、全員が

同じ船に乗って進んで来ているかどうかを確認しながら教えてくれました。 

 

 自分にとってジェンドリンの哲学への探求はまだまだ進行途中と言えます。新たに読み進めるたび

に彼の考えの論理が展開していき、その意味するところが少しずつわかってくるようになってきてい

ます。ですから、ロブが築いてくれた基盤のお陰で、自分一人でジェンドリンを読むことが、容易にな

ってきているのです。 

 

何をおいても言いたいことは、間違いなくロブが非常に思慮深く、親切で忍耐強い教え手であり、良

い聴き手であったことです。加えて彼自身が豊富な知識や多様な経験の持ち主で、よく考える人である

ことです。こういうすべての良質の条件をそなえているロブこそが、複雑きわまるジェンドリンの偉業

を紹介するのにふさわしい教師だったと言えます。そして私にとって、忘れ難い人となりました。」 

－ Monica 

 

フランソワ‐シャルルの感想： 

 

「我々にとって「プロセス・モデル」に取り組むことは、大きなチャレンジです。それは、あらゆる

事象を全く異なった方法で考える事だからです。自分自身について、関係性、時間、空間、因果関係、

そして起こることすべてに関して当てはまる考え方です。この新しい方法というのは、同時に感じたり

考えたりしながら進めるものですから有機的に成長していかねばなりません。時間がかります。 

 

ジェンドリンは、「生」をプロセスとしてみる事から始めています。つまり、常に変化し続けるもの

であり、そこに留まっているものではないとします。そこから、彼は、徐々に多様な概念を生じさせ、

全く新しい目で現実の姿を見るように築き上げていきます。私たちが通常ものごとを見るために用い

ているような基本的な概念を定義しなおしていくのです。 

ですから、この「プロセス・モデル」自体が書物の中でも、私たちの内側でも常に有機的に成長して



 

 

いきます。これは、私たちの外側にある知識を離れた所から学問的に学ぶようなものではありません。

むしろ、体験するものなのです・・・。 

 

既に学んだ新しい理解が、私の生き方のいろいろな場面で時々忍び込んでくることが、私には感じら

れています。何よりもまず、これは変容のプロセスなのです。 

 

ここで、ロブについても述べておこうと思います。 

彼は、非常に優しくてオープンで、すべてのコメントを歓迎し、批評さえも求める人です。一つ一つ

の質問に対して最も適した応答になるように、必要に応じて答える前に、まず、感じたり考えたりする

時間をとることを心がけしていました。ジェンドリンと何年もかけて話し合い、このモデルの概念につ

いて熟考してきたことが明らかにうかがえます。「プロセス・モデル」に内包されているビジョンを単

に知っているだけではなく、そのビジョンを具体的な表現で我々に伝えてくれるのです。 

 

ジェンドリンのビジョンと遺産の範囲は非常に広いものです。現代において必要とされている新た

な人間理解の仕方や生き方を予知する画期的な業績です。ですから、この冒険的な試みに多くの人々が

参加する必要があると私は考えます。これらの取り組みの努力によって、すべての人々がより容易にア

クセスできるようにする道が切り開かれていきます。きっとこのプロセスは、あらゆるレベルの発現場

面で、それぞれにふさわしい方法で成長し続けていくことになるでしょう。」 

－ François-Charles 

 

（訳：前田満寿美） 

 

 

ボトムアップからのシフト： 

コロナウイルスのパンデミック渦中における 

ジャン・ウィンホール（MSW、RSW、FOT）との会話  
 

デレク・ライアン・メイナード 

 

 ジャン・ウィンホール（MSW：医療ソーシャルワーカー、RSW：リ

ハビリテーション・ソーシャルワーカー、FOT）は、フォーカシング・インスティテュートのコーディネ

ーターであり、そしてトロントのダウンタウンに位置するフォーカシングのセンター兼コミュニティで

ある“フォーカシング・オン・ボーデン”の理事でもあります。個人の実践においては、彼女は臨床ソー

シャルワーカーとして登録されています。そして、トロント大学でソーシャルワークの講義も担当して

います。トラウマおよびアディクションの分野における過去30年間の彼女の広範な実践は、多くの面で、

ジーン・ジェンドリンの実践の原理に基づいています。彼女は世界中の教育界に情熱的で革新的な貢献

をしてきました。彼女の著書『ボトムアップの観点から見たアディクション：アディクションを扱うため

のフェルトセンス・ポリヴェーガル・モデル』（原題 ” Addiction From the Bottom Up: a Felt 

Sense/Polyvagal Model to Treat Addiction”）は 2021 年に出版予定です。 

 

 気がつけば、今や多くの人が、危険な方法によってつながりを断たれ、切り離された、暗黒の時を迎え

ています。Covid-19（新型コロナウイルス）は、悲しみと喪失、そして恐怖をもたらし、トラウマを引き

 



 

 

起こし、多くの嗜癖的な行動へと駆り立てます。このパンデミックの中で、ジャン・ウィンホールはこう

した「身動きの取れない」場所から外へと人々を導く光を投げかけてくれます。彼女の見識と情熱的な導

きは、意味あるつながりを待ち焦がれている非常に多くの人々の傷つきに対して、適切で、しかも非常に

必要とされる癒しとなります。以下は、ジャンのいくつかの知見と、最近の談話からの抜粋です。 

 

 より強いインパクトのために、私たちは本当にフォーカシングに誇りを持たなければなりません。名

付けるにしても、教えるにしてもです。私たちはフォーカシングがどのように機能するのかについて理

解した上で、教えるべきだと思います。たとえば、学生やクライエントが体の内側でどのように変化が起

こるのかを理解するのを助けるために、私は彼らに EXP スケール（体験過程尺度）を教えます。私たち

は何が機能するのか、何が役立つのかを知っています。スケールを使うことによって、私たちは、どのよ

うにしてフェルトセンスを探求し、どのようにして彼らの成長の可能性を高めるのかを、クライエント

に示すことができます。 

 

 私がこの図を作ったとき、クライエントたちはとても気に入ってくれま

した！ 彼らは携帯電話でこの図を写真に撮り、そして自分自身の方向性

を定めるための地図として使い始めました。そうです。もし毎日のように

あなたがこれを取り上げたり、時計を見て「私はどこにいるのだろう？」

と自分に問いかけたりするのであれば、あなたは人生の中のどこにいるの

かということに関しての気づきや、志向性、意識を構築し始めていると言

えます。あなたは人生をどのように生きているでしょうか。このようにす

ればするほど、より意識的に変化を起こすことができるようになります。

もちろん、実際にはもっと複雑です。それは長く、そして大変なのです。

しかし、神経生理学的な状態に関して、自分がどこにいるのか、その位置を見定めることは、非常に強力

な手がかりとなります。それは、私たちがフォーカシングで言うような言い方をするならば、「私はどこ

にいるのか」をとらえるためのハンドルということになります。 

 

ポリヴェーガル理論のレンズを通して、私たちはアディクションを、洪水と混沌という行き詰まり（戦

う・逃げる：Fight-Flight）から麻痺と解離という行きづまり（凍りつく／媚びる：Freeze/Fawn）へと

変化させようとする試みとして理解することができます。この嗜癖的なパターンは人を孤立（固着：

Fixate）へと導きます。それは人々と一緒に集まることとは逆のことです。この図の中で一番下にある場

所は、「集まり」（FLOCK）と呼ばれています。ここは人々が社会交流のシステムを見出す場所であり、

私たちが一緒に集まる場所なのです。アディクションとは、落ち着かせるための行為や物質の使用です。

嗜癖的なパターンは私たちを行ったり来たりさせます。それはどちらにも働きます。何かを感じようと

するためにその行為を用いることもできます。一方で、何かを感じまいとするためにその行為を用いる

こともできます。 

 

 フォーカシングの実践では、それはプレゼンスの質に現れ、そこにいることができるかどうか、そして

ジェンドリンの EXP スケールの深いところへ行くことができるかどうかに影響します。私たちが彼の研

究から学んだことであり、フォーカシング指向心理療法の観点から私にとってはある意味で本当に鍵と

なるのが、EXP スケールです。自分自身を認め、そしてパートナーシップをも認める包容力を育むこと

で、体験過程の本当に深いところに行くことができます。あなたは暗在する何かに触れようとしていま

アディクションを扱うためのフェルトセンス・ポリヴェーガル・モデル 
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すか？ 体の内側でフェルトシフトを生み出す何かに触れようとしていますか？ もしそうでないとし

たら、おそらくあなたは良くない習慣やアディクションによって行き着く先である行き詰まりのループ

にいるのでしょう。自分がどれほど深いところに行くことができるのか、ということに気づけば気づく

ほど、あなた自身のプレゼンスによって、自分がどこにいるのかということについて、よりマインドフル

な状態になります。 

 

 それは、あなたが実践したいことは何なのか、ということについての、一種の志向性を育み、日々の実

践を発展させます。衝動的であるその場所にいるよりも前に、あなたはもっと思慮深く、地に足がついた

状態であり始める場所へと、神経系をすでに変化させ始めているのです。そして、もしあなたが毎日その

ようにすれば、やがてはこの腹側迷走神経的な場所（FLOCK／集まり）、つまり自律神経系が落ち着い

ている場所へとあなたを導く新たな道を築き上げることになるでしょう。体験過程の観点から、あなた

は長い時間をかけて、体験に圧倒されたり解離したりするのではなく、体験に寄り添うという感覚を育

んできました。ジェンドリンは行き詰まりの場所について話しています。そこは彼が『フォーカシング指

向心理療法』の本を書き始めた原点です。彼は人々が動けなくなる場所からスタートするのです！ い

ったい誰が動けずにいる場所から本を書き始めるというのでしょうか？ しかし、このような動けない

場所を超えていくことこそ、私たちがフォーカシングによって可能になることなのです。そして、嗜癖的

な行為や悪習慣は、動けなくなったプロセスなのです。そこで、私たちはシフトを可能にするために、そ

の動けなくなったプロセスと、近すぎず遠すぎない正しい距離を取ることが必要です。そして、それには

いくらかの用心が求められます。 

 

その次は？ 

 

 私たちは、私たちが知っていること、つまり、信じられないような空間を作り出すことができるこの魔

法のようなすばらしいことについて、大きな声で意見を述べる大胆さを持つ必要があると思います。ご

存知のように、私たちはコミュニティの中で互いにオンラインで支え合っています。独りではありませ

ん。私たちは毎週会います。そして人々の間にはフォーカシングのパートナーシップがあります。 

 

 これは、新型コロナウイルスが教えてくれたことです。つまり、私たちはみんなで協力していかなけれ

ばならないということ、そしてともに「十分に安全な場所」を作る必要があるということです。私たち全

員が OK にならない限り、私たちは誰もこの OK から出ることはできないでしょう。これは大いなる教

訓です。 

 

 私たちは今やそこから抜け出し、フォーカシングの力とは何なのかを説明し、記述し、意見を述べるた

めの実に豊かな機会をもっています。なぜなら、フォーカシングは何にでも取り入れることができるか

らです。ジェンドリンはそうすることを本当に推奨していました。フォーカシングを単に 1 つの方法と

して扱うのではなく、あなたがするすべてのことにフォーカシングを取り入れてください。なぜなら、フ

ォーカシングはあなたがするすべてのことの中にあるからです。からだは私たちがするすべてのことに

関係があります。それがヨガの実践であっても、フォーカシングの実践であっても、ピアノの演奏でも、

ウォーキングでも、創造的な筆記であっても、からだの内側に入りましょう。からだに生きること、そし

てからだを生きている生命体として見ることを始めましょう。私たちがそうすることによって、そのボ

トムアップへのシフトをなすことによって、すべてが可能になります。つながりを失ったときは、私たち

は危険な方法で自分自身と切り離されることになります。しかし、つながり合えば、私はあなたとつなが



 

 

り、あなたは周りの木々とつながります。そのつながりは私たちを傷つけ、世界を傷つけます。私たちは

今すぐ、このときこの瞬間に、この教訓を学んでいます。 

 

「私たちはみんなで協力していかなければならない……私たちはともに『十分に安全な場所』を作る必

要がある。私たち全員がOKにならない限り、私たちは誰もこのOKから出ることはできない」 

～ジャン・ウィンホール 

 

ジャン・ウィンホールと彼女のコミュニティの最新情報はこちらでご確認ください。また、2020 年 5 月

のフォーカシング・インスティテュートによる彼女のインタビューはこちらでご覧ください。 

 

ジャンはマイケル・オストロレンクのポッドキャストで特集されました。こちらからダウンロードでき

ます。視聴はこちらです。 

 

デレク・ライアン・メイナードは、南フロリダ大学の情報科学の学生です。彼はフォーカシングに

情熱を持っていて、ますますメディア依存的になっていく世界のニーズを満たそうと努めていま

す。プロのビデオ編集者であるだけでなく、彼の興味の範囲は哲学、瞑想、宗教、そして心理学を

も含んでいます。 

（訳：松尾秀寿） 

 

 

 

ビビ・サイモンを知ってください！  
 

バーバラ・ディキンソンとレン・グロスマン 

 

 もちろん私はビビ・サイモンを知っています！フォーカシング界

でビビ・サイモンのことを聞いたことがない人、会ったことのない

人、彼女に教えてもらったことがない人、友だちになっていない人

がいると私にはとうてい想像しがたいことです。私が彼女に出会っ

たのはシアトルでのフォーカシング会議（2015 年 8 月）のことで

す。そのことを振り返ったことはありませんが、私が最初に知った

のは、ビビが国際フォーカシング会議に、初回から毎回欠かさず参

加してきたということでした。 

 

 私がビビの大親友レン・グロスマンに出会ったのもシアトル会議でした。レンと私はどちらもビビへ

の愛を持っており、それ以来、私たちの間のつながりも深まってきました。レンは、私が二人を知るより

ずっと以前から長い間ビビの友人でした。レンはビビのチェインジズ・グループに参加し、彼女の本『フ

ォーカシングの心得』を作るプロセスを助けてきました。それ以外にも私がまったく知らないたくさん

のつながりを持っています。 

 

 しかしこの私が知らないところについてはレンに尋ねて教えてもらいましょう。 

 

 

 

http://www.focusingonborden.com/
https://youtu.be/xvW09E2Jv9s
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-michael-ostrolenk-show/id550248158
https://www.youtube.com/watch?v=fWrx8yt6nQA


 

 

 ビビについてのあなたの記事に一言二言付け加えるようお誘いいただきありがとうございます。でも、

あなたの記事はビビの人となりをとてもよく捉えていると思います。 

 

 どんな風にビビと出会ったかについて具体的に思い出そうとしましたが、難しいです。昔のことなの

でぼんやりしてしまっています。ビビなら「からだは知っている」と言うでしょうね。でも思い出してみ

ます。 

 

 私がフォーカシングを始めたのは 40 年以上前です。私の親友がすばらしい贈り物をくれました。シ

カゴ大学でのジーン・ジェンドリンとの週末ワークショップです。満員でした。ジーンがボランティアを

募り、私を指名してくれたとき、何が起こるのかまったく見当もつきませんでした。その 30分は今まで

経験したことのないすごく強力な体験でした。今でもそこで起こったフェルトセンスを思い出します。 

 

 その時期、チェンジズ・グループがシカゴのあちこちで芽生え初めていました。そして数年間私は週に

多いときには２，３回チェンジズ・グループに参加していました。ですから、どこでいつビビにあったの

かはっきりしないのです。シカゴのリンカーン・パーク近くのアミタージュ・ハルステッド地域のフォー

カサーの家だったように思います。そこに私は数年間通っていたので。 

 

 その頃、ビビはフォーカシング研究所の事務所で働き始めていました。ドラリー・グリンドラ－・コト

ナーもまだいましたが、メアリー・マクガイヤーが新しい所長になった頃だと思います。結局、ジーンと

研究所はニューヨークに移転しました。ビビは研究所がなくなったこと、特にジーンがいなくなったこ

とをとても悲しんでいました。ビビはジーンと彼が亡くなる直前まで親しい関係を保っていました。定

期的に電話をし、可能なときには彼を訪ねていました。 

 

 私がチェンジズの会合に定期的に通うのを辞めていた頃、突然ビビから電話がかかってきました。彼

女は（シカゴの郊外の）オーク・パークの自分の家でグループを始めたいと言うのです。そして私はそれ

ほど遠くないところに住んでいました。私は、フォーカシングのプロセスのデモンストレーションをす

るときに経験あるフォーカサーがいると助かるので来てくれないかと頼まれました。このお試しグルー

プは２，３回集まったと思います。 

 

 それからほどなく私はオークパークのビビの住まいの近くに引っ越しました。しばらくして私はビビ

に電話して、ビビのグループが本気で始まっているばかりかとてもうまく行っていることを知りました。

30年以上、そのグループは毎週火曜日の夜に集っていました。本当に毎週、休日でも嵐でも吹雪でもク

リスマスイブでも大晦日でも、火曜日の夜はいつもです。ビビが留守のときもいつも誰かがアパートの

鍵を持っており、そこで待っていて、他の人たちを迎え入れ、夕べの集いを始めるのです。彼女が留守の

ときと言えば、フォーカシング研究所が最初の年次「国際会議」を始めたのもこの頃でした。これについ

て詳しくはまた後で。 

 

 この 30 年間私は火曜日を欠席したことはほとんどありません。参加者が減っていたときにもです。

私の所属する組織は、火曜日に会合予定を入れたら私が参加しないと知っていました。私がその組織の

理事になってもそうでした。何年か前ビビが倒れて入院したときには、私は彼女のところに毎週行き、誰

かが来たときのために待っていました。 

 

 80年代の初め、チェンジズ・グループが急増したと述べました。どのグループにもそれぞれのスタイ



 

 

ルと慣習がありました。あるグループはきちんとした調子あわせのフォーカシング時間を持つことから

始めていました。あるグループはすぐに 2，3人の小グループに分かれていました。あるグループは輪に

なって立って、一人ずつがセッションを行って、そこで出てきた感じを隣の人に渡していく（意味がわか

るかどうかわかりませんが、今思い返してみると、インタラクティブ・フォーカシングの原型だったのか

もしれません）という伝言ゲームのような形で始めていました。 

 

 ビビもそのうち自分自身の形式を作り出していきました。それは他でもよく行われているのかもしれ

ませんが、私には新鮮でした。まずはじめに、新しい参加者がいれば、彼女か私がルールの説明をします。

彼女はホステスではありません。つまり、私たち参加者のお世話はしません。彼女は冷たい水とそれを飲

むグラスの場所を伝えます。ルールは、グラスを会の終わりに流し台の中に置いておくということです。

また家具は元の場所に戻すように言われました。（ある回、ビビが国際会議出席のために留守だったとき、

私たちはちょっと彼女にいたずらをすることにしました。居間のソファの片側を 10 センチほど壁から

離して、ちょっと斜めにしたのです。大きなコーヒーテーブルも角度も変えました。そして、壁の絵や写

真の配置も替えました。この変化は何年間もそのままになっていました。ビビは彼女がその変化に気づ

いたかどうかをまったく教えてくれませんでした。私は今でもどちらなのか知りません！）トイレには

手ふきタオルがありました。私たちはそれを使ってもいいけれど、どこかに持っていってはいけないと

いうことになっていました。 

 

 そして、一番重要なのは、誰もが自分がしたくないことはしない、言いたくないことは言わないという

ルールでした。 

 

 そして、当日の進め方の簡単な説明の後、私たちは「ニュースといいこと」で始めました。フォーカシ

ングの調子あわせの代わりです。「最近の意味あること」を話したい人は、それを一言、二言話してもい

いことになっていました。「ポップコーン・スタイル」（訳注：準備が整った人からはじける）です。これ

が挨拶の方法でした。 

 

 それから、2，3人の小グループに分かれて 1時間ほどフォーカシングの時間を取ります。居間に加え

て、快適なふかふかの椅子とソファが備えられた部屋が２部屋と、食事室がありました。一度、ビビの寝

室を使ったこともありました。参加者は自分たちでォーカシングの相手を決めて、最初のグループから

使いたい部屋を選んでいきます。もし、誰も最初に行きたがらない場合には、ポーカーチップが入った箱

があって、ビビは、そのチップを使って組み合わせを決めるやり方があると言っていました。しかし、一

度もそれを使ったことはないと思います。恣意的に決めるやり方があるという脅しのおかげで、自分た

ちの気持ちに集中できたのだと思います。 

 

 参加者はどんなフォーカシングのやり方をしたいか希望を言うこともできました。普通の積極的傾聴

で、とか、インタラクティブ・フォーカシングを、等々です。小グループの中でも、伝え返しをどの程度

多くあるいは少なくしてもらいたいかとか、フィードバックがほしいかどうかなども伝えるようになり

ました。私は手で合図することで「もっと多く」とか「もっと少なく」を知らせるやり方を勧めていまし

た。  

 

 フォーカシングの後、私たちは居間に戻ります（入り口まで静かに近づき、中を覗いて、その部屋の人

たちが終わっているかどうかを確認してから）。この夕べの終わりは「今晩のニュースといいこと--ごく



 

 

最近のとても意味あること」です。参加者は話したかったら、自分の体験の何かを分かちあうことになっ

ていました。そして、どの夕べも最後はいつも「ハグと握手」でした。そういう言い方はしていませんが、

そんな風になっていました。ハグはビビにはとても重要でした。しかしここでも、人々は自分がしたいよ

うにします。ハグでも握手でも、軽く手を振るだけでもいいのです。 

 

 近年になってからビビは新しい実践を始めました。新しい

参加者がいる場合、ビビはその人たちに「愛の実習」を教え

ていました。この簡単な実習によって多くのフォーカシング

初心者は、初めてフェルトセンスに気づくことができたよう

です。 

 

 ここでビビの国際会議への出席について話題を戻したいと

思います。1988 年の最初の国際会議に始まり、ビビは 25

年間毎年すべての国際会議に出席してきました。（私は出席し

ていません。自分にも言い聞かせてきたことですが、私には

養うべき年若い家族がいて、仕事の休みがとれたら、その時

間は家族の休暇に当てたかったのです。ごく初期のウィスコ

ンシン州レイク・ジュネーバの修道院で行われていた会議には出席しましたし、そこでデモンストレー

ションをしたロブ・ベリーに会いました。後年、彼は私のセラピストになります。彼とオフィスを共有し

ていたジム・アイバーグは後に研究所の理事を勤めました。） 

 

 最後に 4 年前、ビビは私に、シアトルの国際会議に一緒に行くよう説得しました。そこで私はバーバ

ラに出会いました。それはすばらしい体験でした。 

 

 その開会のセッションのことをよく覚えています。私たちは皆大きな会議場に集まっていました。プ

ログラムが始まってもビビがいないので私は心配していました。彼女がこれを楽しみにしていたのを知

っていたからです。講師の机は私たちの前にあり、誰かが扉を背にして、グループの方を向いて話をして

いました。彼が何かを言ったとき、皆が拍手喝采を始めました。彼はとても自慢そうでした。彼は、自分

の後ろの扉からビビがこっそり滑り込もうとしているのに気づいていなかったのです。もちろん、みん

なが真正面から彼女の方を見てるので、こっそり忍び込むのは不可能でした。部屋中が彼女にまた会え

たことに、大喜びでした。そして会議はすばらしいものになりました。ビビはたくさんの旧友と再会し、

新しい友だちも作りました。私は、愛の実習と『フォーカシング心得』についての彼女のセッションに参

加しました。彼女はダンスをするのが最初から大好きでした。音楽が私には騒々しくなりすぎて私は部

屋を出ましたが、彼女は夜が深まるにつれ、どんどん若くなっていきました。 

 

 その後国際会議は隔年開催になり、彼女が最後にもう一度参加できたのはイギリスでの会議でした。 

 

 昨年は、メキシコのユカタンのメリダで開催された国際会議に彼女は参加できませんでしたが、彼女

の親友ギゼラが、私にビビの代わりに参加するよう説得しました。会議で参加者たちに見せるために、ビ

ビが参加者に挨拶をするビデオを撮ることを求めると、ビビは１つ条件をつけて了解してくれました。

その条件とは、参加できない彼女の代わりに私がどうにか、愛の実習をもう一度皆に教えてほしいとい

うものでした。いつもながら会議スケジュールはぎゅうぎゅうでしたが、私はその中に彼女のビデオを

 

https://www.youtube.com/watch?v=I5dnVaCBqfo


 

 

見せ、愛の実習を教えることをどうにかねじ込みました。初めてのことでしたが、私は部屋中が集中して

くれたことをうれしく思っています。 

 

 最後のセッションで、私はその部屋にいる皆に頼んで、テーブルの上に私の携帯電話を置いて、それに

向かってビビにハローの挨拶を言ってもらいました。その結果は雑音だらけでした。しかし、私がそのビ

デオをビビに説明したとき、彼女は愛を感じたはずです。 

 

 まだまだ話すことはたくさんあります（ビビは私が「ニュースといいこと」で長く話しすぎるといつも

言っていました）が、愛のところで終わるのがいいように思います。ハロー、ハロー（訳注：ジェンドリ

ンの口癖の挨拶です。「フェルトセンスにハローといいましょう」というビビの教示も思い出します。） 

 

バーバラに戻ります・・・ 

 

 ビビは、親しい人たちはご存じのように、音楽が大好きです。私は、知っている人も知らない人もいま

すが、時々歌を歌います。コミュニティの社交の夕べは、予定では芝生での集いの予定でしたが、暑さの

ために、結局、講堂に集まることになりました。そこには舞台があり、そこで音楽を奏でる人もいれば、

コメディを演じる人もいれば、詩を詠む人もいました。そこで私は立ち上がって何か歌を歌いました。何

を歌ったかは覚えていませんが、終わって退こうとしたとき、聴衆から大きな叫び声が聞こえたのです。

「だめ、まだ帰らないで。もう一度歌わなくちゃ。」それはビビの声でした。 

 

 私は彼女のところに行き自己紹介をし、終わりの会でまた歌うと約束しました。彼女は満足しました。

それが私たちの友情の始まりです。シアトルでのビビとの最初の出会いから、その後起こったことを振

り返ると、私にとっては驚きの一言です。このコミュニティの社交の一夜からなんと多くが起こったこ

とか。 

 

 この会議の後、私はファイルの中に、すぐに使わないと無効になる飛行機のクーポン券があることに

気づきました。そこでビビに電話して「訪ねてもいいですか」と聞きました。ビビは「どうぞどうぞ」と、

彼女の家に泊まるよう誘ってくれました。2015 年の 10 月ビビと私は大騒ぎでした。 

 

 一緒に彼女のお気に入りの金曜夜のジャズ音楽に行きました。そして、ハーシー・フェルダーのアーヴ

ィング・バーリンの人生を演じる一人芝居を見に行きました。ビビの孫も出ている劇を見に行き、彼女の

ご家族にも会いました。私たちは彼女の台所のテーブルに座って、私たちの人生について語り合いまし

た。フォーカサーとして、母親として、それ以上にたくさん語り合いました。 

 

 この訪問中、私が彼女の次のワークショップに参加する計画も芽生えました。それは 2016 年の春の予

定でした。そのワークショップの参加者は少ないながらとても元気な生徒でした。私はそこでたくさん

のことを学びました。ビビのフォーカシングの教え方は独特です。 

 

 皮肉なことです。ビビが彼女の著書、内なる知恵の発見法---私のフォーカシングの教え方（訳注：日本

語訳の書名は『フォーカシングの心得－内なる知恵の発見法』）（ロザ・ズビザリタと共著）で、次のよう

に述べています。「本書での私の意図は、これが刺激となって，人びとが自分なりのフォーカシングの教

え方を見つけてほしいということです。」（『フォーカシングの心得』p.11)  これはビビのたくさんの才能

の一つです。彼女はフォーカシングをあれほどたくさんの人々に彼女なりのやり方で教えながら、彼ら



 

 

が彼女が教えたことを越えて、自分らしい道を見つけていくよう刺激を与えるのです。 

 

 フォーカシングを学ぶプロセスは人によって非常に異なります。時にはとてもおもしろい不思議なこ

とも起こりますが、それはそうそう起こるものではありません。本書ではこの類の例もいくつか挙げま

すが、それは、人によってフォーカシングのプロセスがどれだけ異なっているかを示すためです。そし

て、この類のことが起こりうることを知ってもらうためです。（『フォーカシングの心得』p.11) 

 

 私のビビとの友達関係は他の人たちと比べると短いものですが、私は彼女からあまりにたくさんのこ

とを学んだので、きちんと全部を整理できていません。彼女のワークショップから得たたくさんの刺激

の一つは、もっとも単純なことがしばしばもっとも重要なこと、ちょっとした言葉が大きな意味を持つ

こと、二つのことしかないということはなくて、いつもそこにはもっとあるということです。このことの

例は、彼女が本の中で述べている物語の中にあります。  

 

 「私はフォーカシング国際会議に出席し、会議の後、友だちを訪ねる約束をしていました。その週の半

ばになって私は、週日の夜に私が彼女の家に泊まるのは迷惑なのではないか、と心配になってきました。

「もしそこに行ってから、『来るべきじゃなかった』と感じたらどうしよう」と不安になってきました。

私は彼女に無理強いはしたくありませんでした。・・・・私は「行くか、行かないか」を決めなくてはな

りませんでした。私は友だちと会う機会を逃したくはなかったので、行かないのは良い感じではありま

せん。しかし、行って行くべきではなかったと感じるという選択も良いと感じられません。どちらの選択

肢も良い感じではありませんでした。ですから私はこの実習をして、ふたつの選択肢の間を行ったり来

たりして、それぞれの選択をどのように感じるのか確かめていました。すると、第三の選択肢が浮かんで

きました。その友だちに電話して、彼女に確かめてみればいいのです。・・・・そして友だちに電話した

ら、彼女は本当に来てほしいと言ってくれました。」（『フォーカシングの心得』p.58 ) 

 

 ビビは、自分のフォーカシングを教える事業を「Focusing for Life 生活・命のためのフォーカシング」

と呼びました。彼女のワークショップは独自な形式でした。週末の会を 2 回行うのですが、その間に一

ヶ月空けていました。また自分のアパートで毎週チェインジズ・グループも開催していました。ワークシ

ョップに参加した人たち向けに日曜午後に毎月勉強会も行っていました。YouTube をごらんになれば、

このような会でのビビと生徒たちのビデオを見ることができます。ありがたいことに、これらのビビと

のすばらしい思い出やフォーカシング実習は、YouTube で、好きなときにいつでも楽しめるのです。 

 

 ビビは、世界中の友だちや生徒たちと電話や彼女のウェブサイトを通してつながりを保っています。

まず、ビビの友人であるエド・ダンフォースに大きな声で感謝を伝えたいと思います。エドは、ビビのウ

ェブサイトを長年維持しています。フェイスブックの進歩によって、Focusing for Life の維持は簡単に

なり、より多くの人々に届くようになりました。絵や写真は彼女の元のウェブサイトのものです。ビビは

今は、教えることや会を維持することからは離れていますが、フェイズブックのページは定期的に更新

されているので、ビビの最新の情報を知ることができます。 

 

 ビビと私の旅の次の機会は、2016 年 7 月にケンブリッジ（英）での国際フォーカシング会議でした。

私はビビのワークショップを録画する許可を求め、ビビは了解してくれました。その後に起こったこと

はまるで奇跡でした。私は最大の努力でこのビデオを編集しましたが、私の内なる知恵の力でわかった

のは、自分にはビデオ編集の才能がないということでした。 

https://www.facebook.com/focusingforlife


 

 

 

 私が誰か才能あるビデオ編集者に助けてもらいた

いと思っているときに、よい友人ナダ・ルーが私に連

絡をくれました。ビビ同様、ナダもフォーカシング界

ではレジェンドです。フォーカシングを幅広く教えて

いることばかりでなく、ナダは、ジーン・ジェンドリ

ンやその他の名人フォーカシング教師たちと共同し

て長年にわたって作ってきたビデオ・コレクションで

も有名です。ナダは私の録画を引き取って、「ビビの

ワークショップ」というすばらしい作品を作り出し、

彼女の「フォーカシングにフォーカス」DVD の一部

にしてくれました。 

 

数ヶ月後、私がビビと電話での話の中で、ビビは、

彼女の親友のギゼラ・ウルと一緒に、ニューヨークに

旅行し、ジーン・ジェンドリンを彼の誕生日 12 月 25

日に訪ねる予定だと言いました。私の住まいは二人が

到着する空港に近いので、二人を空港で出迎えて、ジーンの家まで送ることにしました。 

 

 私たちはクリスマス・イブに出発し、ジーンの家に短い訪問をしました。ビビとギゼラは次の日も滞在

しました。ジーンはその後亡くなりましたが、その前に彼と会えたのはすばらしいことでした。ジーンは

ビビの長い人生でもっとも好きな人でした。そして、彼の死は彼女にはつらいことでした。しかし、ビビ

は、2017 年 8 月に行われた彼の記念会のためにニューヨークを訪れました。ビビの友人たちも彼女に会

うために私の家に集まり、記念会とその後の集いにも参加しました。それはすばらしい追悼でした。そし

て、愛する友人たちや生徒たちに囲まれているビビを見るのは心温まるものでした。 

 

 ビビとの思い出はジーンの記念会の後にもたくさんありました。もしそれを全部挙げようとすると、

この記事には収まらず本になってしまうでしょう。次の思い出は、「波及効果」の最たるものです。波及

効果はビビのフォーカシング人生を通してしばしば起こっています。ビビは 2017 年に太平洋岸で行われ

た北西部フォーカサーの集いに参加しました。彼女がその集いのすばらしさをあまりに熱心に話すので、

彼女の友だちの中には、私も含めてですが、「また来年参加しましょう。そしてちゃんとメモを取って、

中西部や東海岸でも自分たちの集いを始められるよう準備しましょう」と言う人たちが出てきました。

そして、実際に私たちはそれを実行したのです！ 

 

 2018 年 3 月、私はまたシカゴを訪ねビビと合流して、シアトルまでの飛行機に乗りました。そしてそ

こから何人かの友だちを拾って、ワシントン州ユニオンのセント・アンドリュ－ズ・ロッジまで車で向か

いました。そこで北西部フォーカサーたちのすばらしいグループとすてきな週末を過ごしました。 

 

 この旅と、ビビの「波及効果」の結果として、中西部フォーカサーの集いと中大西洋フォーカサーの集

いが生まれ、毎年リトリートとして集まり続けています。すべてがビビの熱心さから始まったことです。

ここから、ビビの本の一節を思い出します。これも私の大好きな箇所です。 

 

 

https://nadalou.com/


 

 

 「その人は自分のとても好きなことを選びました。それは刺繍をすることでした。それが好きな理由も

よくわかっていました。美しい作品を作れるからです。その後この実習をして、自分が刺繍をしていると

きの内側の感じに触れたところ、わかったのは、刺繍は平和な気分をもたらしてくれるということでし

た。だから自分は刺繍が好きなのだとわかったのです。・・・それでも彼女は再びさらに深く見ていき、

自分が刺繍をしているところを想像し、自分の内側の感じに触れていきました。そこで、新しいことを発

見したのです。彼女は、刺繍をしながら『自分自身を縫い合わせている』ことを発見したのです。」（『フ

ォーカシングの心得』p.20） 

 

 2019 年 6 月に私は飛行機でミシガンに飛び、友人のメアリー・エレイン・キーナーを訪ねました。私

たちがこの小さな「休暇」を計画したときから、一緒にビビのところを訪ねることも決めていました。こ

のとき、ビビはそろそろ自分がより支援を受けられる環境に移る時だとわかっていて、イリノイ州オー

クパークのベルモント・ビレッジの住人になる準備を整えていました。 

 

 私たちのビビ訪問中に、私は彼女に、彼女が長年にわたって集めてきた書類はどうするのか尋ねまし

た。彼女は単に「持っていって」と言いました。彼女の家を訪ねている間に、メアリー・エレインと私は、

その書類を箱に詰め、持ち帰りました。メアリー・エレインがその後ミシガンからニュージャージーまで

来るまでその箱を運んでくれたおかげで、「ビビ文庫」は今私の家にあります。ビビが価値があると貯め

てきた記事や情報を、私は着々と整理し索引をつけ、彼女の生徒や友人やフォーカシング仲間たちにオ

ンラインで見てもらう方法を決めています。 

 

 この記事の最初に述べたように、ビビは彼女の親友であるロザ・ズビザリタと一緒に本を書きました。

ロザがビビのすばらしいフォーカシングの教え方を本という形で記録に残すよう勧めたのです。そして、

2014 年に二人は本の出版しました。私がビビに出会ってからわかったことですが、彼女は出版社との関

係調整に援助を必要としていました。 

 

 私には以前出版の仕事を経験していたので、私はビビに手伝いを申し出て、彼女の本をより広く普及

するための提案をしました。特に、本を送るのがたいへんな場所に住んでいる人々に読んでもらうため

の方法です。そのためには、この本をペーパーバック版と電子書籍版で再出版すればよいのです。これが

もう一つの旅の始まりでした。これによって私は、自分のもっとも好きな仕事である出版にもう一度関

わる機会を得ましたし、ビビは大きな笑顔を見せてくれました。2019 年 6 月にビビを訪ねた際私は、ビ

ビにその年の初めのボツワナへの旅で撮った写真を見せました。それはぼんやりとかすんだ背景に浮か

ぶ完璧に焦点のあった睡蓮の写真でした。それこそフォーカシングそのものです。ビビがこの睡蓮を使

った本の表紙の見本を気に入ってくれたので、私は彼女にそれを額装して渡しました。本が実際に彼女

の手元に届くまで楽しみにしてもらいたかったからです。 

 

 私がこの記事を書いている今、ビビとロザの新しい版はほとんど準備が整っています。先の版を日笠

摩子とすばらしい翻訳チームの力で日本語に翻訳されたとき、主題と副題が逆にされました（訳注：実際

には、日本語のタイトルは少々意訳として、英語のタイトルをつけるときに、そのときは副題だった

Discovering the Gift of Your Inner Wisdom だけを載せることに了承をもらいました）。ビビはこのすば

らしい変更に従って、新版のタイトルを"Discovering the Gift of Your Inner Wisdom - How I Teach 

Focusing（内なる知恵の発見法--私のフォーカシングの教え方）"にしました。 

 



 

 

 ビビは、決して新しい技術は好きではないのですが、ペーパーバック版だけでなく、電子書籍版の出版

をすることには益が大きいと理解して、電子版の出版を決めました。彼女の本のペーパーバック版と電

子書籍版は国際フォーカシング研究所(TIFI)（Lulu.comとAmazon.comとBamesandNoble.coomでも）

を通してもうすぐ入手可能になります。ビビは、常に国際フォーカシング研究所の貢献を高く評価して

きました。そして、彼女の書籍の売り上げは永遠に TIFI に寄付されるような手配を求めています。 

 

 ビビの「波及効果」の話ですが、この出版企

画は、もし私が、リザ・ハドロヴィッチ（自称

作家支援会社）というすばらしい出版支援者を

見つけていなかったら、実現しなかったと思い

ます。彼女がビビとロザの本を新たに電子化す

ることを可能にしてくれたのです。 

 

 私たちのお話をそろそろおしまいにする前

に、世界中にいるビビのお気に入りの一人ロ

ブ・フォクスクロフトについて伝えておかなく

てはなりません。ロブは多才な人ですが、その

才能の一つが詩作です。ビビの本のために、彼

は特別な詩「出会いの場」（『フォーカシングの

心得』pp.133-139)を書きました。ここでは短い引用に留めます。本を求められれば、それで全部の詩を

読むことができます。 

 

「・・・もし、それが何らかのやり方で開きたいなら 

私はそれが開いていくことに開いていられるだろうか。 

もしそれが何らかのやり方で私に話かけるなら 

私には聞こえないだろうか、それとも聞こえるだろうか。 

もし、それが望むことがあったなら・・・ 

・・・それを歓迎するだろうか。」 

 

 私の愛しい友ビビに捧げるこの記事を書きながら、私は何を含めるかを決めるのに苦労しました。そ

して含めなかったものすべてがもったいなく思えました。しかし、もう一冊本を書かなくてはそれら全

てを含めることはできません。それで思い出すのは、ビビの本の中の大好きなお話です。 

 

 「私は、フォーカシングをよく知っている友だちと一緒にいました。その友だちは、二つのまったく異

なる仕事の機会のどちらを選ぶかに関して、私に話を聞いてほしいと言うのです。彼女はキャリアのた

めに何年も準備をしてきたのですが、ここで、ふたつの可能性のうちのどちらかを選ばなくてはならな

い段階に来ていました。・・・ここで私は、彼女にとっては、意志決定についてではなく、まずは別のこ

とにフォーカシングすることが役立つとわかりました。ですから「そう、どこかで、頼りにする何かを必

要としているんですね・・・」と伝え返しました。彼女はそれについてはそれまで気づいていなかったの

で、私は、その場所と少しのあいだ一緒に居ることを提案しました。そして「頼りにする何かを必要とし

ている」というのが何についてのことなのかを、探ってもらいました。それは彼女には意味があったよう

でした。それをゆっくり探る時間をとると、彼女はほっとしました。そして最終的に、仕事についても自

 



 

 

分で意志決定できたのです。」（『フォーカシングの心得』pp.59-60) 

 

 ビビが何十年にもわたって私たち全てを、教え、励まし、聞き、つながり、友情を育み、楽しみを与え、

主催し、愛することで、世界のフォーカシング界に伝えてくれたことの「10 分」の１もここに含めるこ

とはできません。しかし、ここでもう一度、彼女の本の中の、大好きなお話を引用しましょう。ビビが私

たちの多くにどんな風に関わっていたかを示す話です。「私に話す必要はありません。・・・それを感じて

いるところのそばにいることはできますか。」 

 

 「私は、その人をまったく知りませんでした。しかし他の参加者が彼に、ワークショップで私のガイド

でのセッションをするよう勧めたようです。ワークショップの終わり近く、参加者がそれぞれ 30 分間セ

ッションを行う相手を選べるときのことでした。そこで彼は、私とのセッションを希望し、私も同意しま

した。彼の順番になって始めるとき、かれは面倒そうな様子で『うーん、助けてもらいたいなら、または

じめから全部お話ししなければならないんですね』と言いました。それに対して私は『いいえ、そんな必

要はまったくありません。あなたは話を知っているのですから。私に話す必要はありません。そのことを

内側でどう感じられるかを思えばいいのです。それはできますか。そして、その場所に留まるというか、

ただそれを感じることはできますか。』その男性は長いこと黙っていました。そしてはっと息を飲んで言

ったのです。『それは私の味方だ。いままで敵だと思っていたけれど。』（『フォーカシングの心得』p.65-

66) 

  

 

バーバラ・ディキンソンは、認定フ

ォーカシングプロフェッショナル

であり、戦略的計画について個人や

NPO の相談も行っています。

  

 

レン・グロスマンは引退した弁護

士であり、生涯学習に関わる教師

でもあり、40 年以上フォーカシン

グを続けています。 

（訳：日笠摩子） 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

嗜癖に苦しむクライエントへの 

体験的心理療法における 

「動きの瞬間」 
 

イレニュース・カチュマルチク 

 

体験的心理療法は、体験過程のプロセス、情動・感覚（sense）・意味とい

った身体の方向づけ機能に焦点を当てる。完全な、歪められていない体験

過程は、精神的に健康な状態だと信じられている。治療的な取り組みとそ

のあらゆる方法は、この目的を達することへと方向づけられる。 

 

“もしあなたが自分の苦痛を受け入れないならば 

それはあなたの夢の中であなたをとらえるだろう 

もしあなたが自分のストーリーをそこに認めようとしなければ 

それはあなた抜きで次のストーリーを書くだろう” 

I. K.  

 

 治療的な取り組みの中で私が最も関心を持っているのは、患者が自分の生を生きるその生き方である。

私は情動的苦痛の兆候に目を向け、患者がどうそれに対処するのかに目を向ける。実践の年月を経て私

は（L. グリンバーグに倣って）こう言えるように思っている。私は患者の問題を情動的−認知的なスキー

マの文脈の内にあるものとして扱うのであり、それらのスキーマの構築に関与しているすべてを理解し

考慮しようと試みるのだ、と。このことは患者の状況に目を向けるということを意味している。そこは患

者の体験の全体が変化のプロセスの力動に影響を与えている。 

 

＊＊＊ 

 

 この論考で私は、嗜癖に苦しんでいる人に関わる人間的−体験的セラピーの基礎を、私の知識、神経科

学の知見、私自身の（AA のコミュニティにおける変化の要因に関する）研究や治療経験に基づいて提示

する。私は「動きの瞬間」を記述し、このモダリティが治癒をもたらす要因に焦点を当てることを試みる。

私は治療的文脈と取り組みの方法を、すべてではないが、提示する。ここでの描写は単一のプロセスに基

づいているわけではなく、むしろ体験の総体であり、私は以前の論考でその諸要素について提示した。よ

り実践的なアプローチを取るために私は、複数のセッションからの断片の記述を提示して論じることに

する。私はロジャーズやジェンドリン、グリンバーグ（統合的人間的−体験的心理療法）の業績を直接・

間接に参照しているが、これらはワルシャワの INTRA センターでの心理療法実践の中で展開を遂げて

いる（INTRA の科学セミナーの成果である「体験と心理療法」という本が昨年出版されている）。この論

考はまた、症状と物質、したがって嗜癖が、人間が持つ実現的な（発達的な）傾向への方向性にどう影響

するのか、そしてその方向性の持つ有機体的なエネルギーをセラピーでどう用いるかを示すものでもあ

る。この論考の内容は 2019 年 5 月に INTRA センターが主催した「動きの瞬間」国際会議で私が発表し

たものである。 

 

【以下の論文の内容は日本語版では省略します。興味のある方はこちらから英語版をご覧ください（TIFI

のニュースレターにはポーランド語の原文が載っています）】             （訳：久羽 康） 

 

https://focusing.org/felt-sense/fot-articles


 

 

 

指名委員会でのフェルトセンシング  
 

セルジオ・ララ博士 

 

私は数年のあいだ指名委員会（The Nominating Committee）に関わってき

て、また、国際リーダーシップ評議会（ILC）の委員でもあります。それで、委

員会について少しお話しして、また委員会と ILC の両方で私たちがおこなって

いる業務について説明してほしいと頼まれました。 

指名委員会は、研究所運営のボランティア・ワークに参加してもらうべくメンバーを招くに当たっ

て、コミュニティに注意を向ける最善の方法を見つけるという必要性から生まれたものです。そうする

ことで私たちは、「進展（carrying forward）」の一定の連続性と強さを常に維持し、新しい路を発展さ

せることができます。「人々に協働すべく呼びかける」このアクションが、私たちの「コミュニティの

フェルトセンス」における「精神のささやき」に耳を傾けることでもあるのは、疑いようのないことで

す。 

ジーンとメアリが研究所の日常業務から退き、フォーカシングのコミュニティを望みうる最善の形で

組織する必要に迫られた、あの困難な移行期のことを忘れてはなりません。多くの対話とやりとりが―

―たくさんのセルフ・エンパシーの中で――「スペースをクリアにする」ために必要でした。私たちが

首尾よく上陸できる安全な港に達することは、それによって可能になったのです。 

2013 年の終わりに、ジーンは暫定の事務局長を指名しました。2014 年にその事務局長が、指名委員

会（Nomination Committee）を設立すること、この委員会が正式な理事会を務めるフォーカサーたち

を任命するとともに、新しい組織、国際リーダーシップ評議会（ILC）（注１）を作ることを告知しまし

た。ILC は多元的文化を有する私たちのコミュニティからフィードバックを得て研究所を豊かにし、ま

た、世界の様々な地域や文化からのきわめて重要な観点をもって、理事会の活動のことを知らせるもの

です。このことは研究所の多元的文化のダイバーシティと多元的共存を維持する助けとなるはずです。

理事会や ILC の委員を引き受けてくれる人々を、さまざまな国から見つけることが必要でした。その人

たちは、そのヴィジョンとフェルトセンシングの能力とによって、世界中に広がるコミュニティの隅々

まで知られているフォーカサーたちである必要がありました。 

考えたのは、６人の人が各大陸を代表して ILC に加わるということでした。しかしすぐに、フォーカ

サーの大多数を「代表する」など不可能だということに気づきました。それで私たちはシンプルに、こ

の取り組みに協力したいと思う人々を世界のさまざまな場所から探すことにしました。今 ILC に選ばれ

ている人は、最短で３年間、長ければ再選されて（トータルで６年間）従事します。 

理事会と ILC のメンバーは代わっていきますので、常に経験のあるメンバーと新しいメンバーが含ま

れています。そのために、指名委員会を置いて、各グループのメンバーを絶えず新しくしていくことが

必要なのです。 

個人的には――そして他の人もそう考えているらしいことを私は知っていますが――これらのポジシ

ョンに従事するメンバーを選ぶのに最善の方法なのかどうか、疑問に思うこともあります。触れておき

たいのは、この選び方が「民主的」ではなく「指名制」であるように見えるかもしれないという事実で

す。私は民主主義を信じてはいますが、私の意見ではこれは「より小さな害悪」にすぎません。私は、

私たちが自分たちを統治するより良い、そしてより確かな方法を見つけられたらと願っています。一

方、私はジーンが、投票という方法は信じていない、それは大抵少数派を考慮しないからだ、と何度か

 



 

 

言っていたことがあるのを覚えています。これはまったく明らかなことで、私もそう信じています。ジ

ーンが理事会メンバーを指名したことは何度も疑問視されてきましたし、私もそれについては自問をし

ました。そういった内省にも関わらず、私は指名委員会で２年間、働きつづけています。なぜでしょ

う？ もっとも重要な理由は、今に至るまで私たちは、ダイバーシティを持つ私たちのコミュニティの

多様性と多元的文化を考慮し尊重するような、今以上の、あるいはよりふさわしいようなシステムを見

つけられていないということです。私は、フォーカシングや暗黙的なものの哲学において（そこでは私

たちは生をプロセスとして捉えます）私たちを定義づけているこの根底的でパワフルな特質を守りたい

と望む人々の一人なのです。それには、単純な民主的投票のような標準的なシステムはそぐいません。

そのようなやり方は、間異文化性（interculturality）のダイバーシティに伴うニュアンスや、場所や時

間の多様性、また私たちの理事会や国際リーダーシップ評議会の有機的な性質に目を向けないもので

す。 

このトピックについてのバラバスの意見から、引用することにしましょう。「関係の現在における動

力としての間異文化性の概念は、グローバリゼーションと非平等な多様性の文脈に固執する、非平等で

非難的な社会的現実を説明するために、変形され拡張される必要がある」（注２）。 

この点はなぜ重要なのでしょうか。私が思うに、Zoom やスカイプ、WhatsApp、インスタグラム

等々によって、グループやコミュニティや人々の間の関係性や相互作用が個人のレベルでもコミュニテ

ィのレベルでも増加するにしたがい、「今の時代において市民となることは容易ではない」ということ

が明らかになります。あるニューヨークでの会議でジーン・ジェンドリンはこのことに触れました。そ

れを聴いた時、そういった言葉を強調する様子が私の注意をひきました。他者に関するミシェル・フー

コーの 1968 年のレクチャーを読んだ時に、私のさらにこのことをよく理解しました。 

フーコーのレクチャーは、私たちが生きている環境は他の時代とはもはや異なっているということを

指摘しています。かつては環境はすでに定まっているもので明確に記述されるものでした。たとえば病

院にいる医者、パン屋にいるパン職人、教室にいる教授、といった具合です。しかしもはやそうではあ

りません。今や環境は、私たちの関係性とつながりの上に築かれています。フーコーはこれを「ヘテロ

トピア」と呼びました。もしこれが本当に真実で、現在ではそれが普通で明白なこととなっているのだ

とすれば、今やそれが意識にのぼることは必要ではなくなっています。とりわけ私たちの言語、私たち

の選挙、私たちの決定において、そういったことは意識されているとは限らないのです。ですから、統

治し助言を与える私たちの組織（bodies）の運営に参加する人を選ぶにあたってダイバーシティと多様

性を考慮することもまた、大きなチャレンジなのです。 

こう考えると、私たちが多様性と間異文化性を考慮しそれを促進しようとする時、誰が「最もふさわ

しい候補者」や「理想的な候補者」なのかを考えるのは容易ではありません。この間異文化的な複雑さ

は、現実的な参加の可能性や、ボランティアの仕事を責任ある形で引き受けることといった問題にも直

面します。 

このように指名委員会はかなり複雑で難しいタスクを負っているのです。オープンで多様で多元的文

化的な精神を維持し、私たちのコミュニティのいたるところにいるメンバーからなされた推薦も、推薦

されてもいいと表明した候補者も、指名委員会自体によって提案された候補書も、すべて除外すること

なく歓迎するというのがそのタスクです。プロセスは、すべての選択肢を考慮するために、ゆっくりと

急ぐことなく進みます。最初のリストができる時には、私たちは理事会や ILC に適切な形で従事し参加

する資質をすべての候補者が持つことを確かめていなければなりません。 

理事会と ILC にはどちらも、毎月コミットすることと、一定のタスクを執り行うことが求められま



 

 

す。さらに理事会には管理スキルやリーダーシップのヴィジョンや、関連する法的・政治的事柄を扱う

ことが求められます。このグループは研究所に対して法的な責任を有するため、重要な決定は重大な結

果を伴い、そしてそのような決定が必要となることはしょっちゅうです。このグループは研究所の頭脳

（head）なのです。 

ILC の強調点は、コミュニティの「フェルトセンス」にすすんで波長をあわせることです。ILC は問

題を解決しはしませんが、問題を受け止め、統合します。ILC はコミュニティによって取り組まれるべ

き考えを提示し、それに対応するフィードバックを受け取ります。ILC はフォーカシング・コミュニテ

ィの中に持ち上がってくる事柄を考えるプロセスについて議論し、オーガナイズします。ILC の機能

は、間異文化的な相互作用と対話へとつながるような提案を作ることなのです。ILC は、フィードバッ

クがやってくるのを待ち、受け取り、まとめるのに多くの時間と忍耐を費やします。この理由から、そ

れぞれのチームの候補者は互いによく共同して取り組める人であることが必要です。両チームには、中

断することなくワークフローを持続できる参加者を適当な人数だけ維持することが求められます。 

このことを達成するために、指名委員会は候補者となりうる人たちの、作業に手を貸してもらえそう

な度合い、多元的文化的価値観、共同作業への関心などについてフェルトセンスを得るため、ゆっくり

とした、穏やかな、段階的なアプローチを取ります。それから私たちは候補者に何度も会って、質問に

答えるためのオープンな面接をしたり、コミットメントについて話したり、実務面の詳細を説明したり

します。その後で、もし委員と候補者の間にフェルトセンスが通ずるようであれば、彼ないし彼女は理

事会に紹介され、３年間、あるいは更新するとすればもうさらに３年の期間、任命されます。 

指名委員会はポーラ・ノーウィック（アメリカ）、カレン・ウォーレン（カナダ）、パトリシア・マネ

ッシー（カナダ）、キャサリン・トーペイ（事務局長）、ナダ・ルー（カナダ）、そして私、セルジオ・

ララ（チリ）で構成しています。この委員会は月に１回（必要であればより頻繁に、新しいメンバーを

探していない時はより少なく）会議をします。私たちのタスクは、これらのボランティアの奉仕を提供

することができて、そしてその意思がある人々がいないか、目をこらしていることです。 

おそらくこの委員会のプロセスは、フォーカシングの６つのステップを使って記述することができる

でしょう。 

 

1. クリアリング・ア・スペース。 

 理事会や ILC から新しいメンバーの要望を受ける。すでにリストにいる候補者を吟味したり、新しい

候補者を探したりする。 

2. フェルトセンスを招く。 

 リスト上の人たちに共鳴をして、誰が引き受けられるか、参加したいと思っているのは誰か、また誰

がそのコミュニティでリーダーとして任命されていたり認知されているかといったことに基づいて、同

意に至る。 

3. ハンドルを見つける。 

 選ばれた候補者は面接を受け、参加が現実的かどうか、そのために何が必要かをより公的に尋ねる。 

4. 共鳴 

 この可能性は、最終的な選択がなされる前に委員会と候補者（たち）の両方の間で響き合わされ、関

係するチームと議論がなされる。 

5. 尋ねる 

 関係するすべての人との確認とコミュニケーション。 



 

 

 

   

6. 受け取る 

 新しいメンバーは受け入れられ、チームの取り組みの一員となる。 

 

 私はここで私が述べた振り返りが、フォーカシングコミュニティで行われている業務への参加や関

与、よりよい理解を促進するものであることを願っています。私たちはいつでも、複雑だけれども生き

生きとしたプロセスの中で育まれるもの、私たちに先へと動いていくことを求めるものに、開かれてい

ます。 

 この記事を英語に翻訳してくれたマリアナ・ピスラさんとベアトリス・ブレイクさんに感謝します

（訳注：原文はスペイン語。この日本語訳は英語からの翻訳です）。 

 

（注１）研究所の現在の構造が法的な決定権と投票権を有する理事会とその指令を実行する事務局長を伴っていること

は、覚えておくべき重要な点である。研究所は慈善団体（charity）であり、専門家組織ではない。この理由から、研究

所のメンバーは投票を行わない。 

（注２）Barabas, Alicia M., SNI-CONACYT, Instituto Nacional de Antroplogí a y Historia – Oaxaca & CONACYT. 

Enderezo de correspondencia: Pino Suárez 715, cp. 68000, Oaxaca, Oax., México. 

（訳：久羽 康） 

 

 

 
フォーカシング対話シリーズ 

セルジュ・プレンゲル 

 

２つの短い対話の中で、ブルース・ナヨウィズは２つの状況における彼の内的な

体験を探求しています。(1) 他の人と触れ合いながら、自分自身の若々しい部分に

触れること。(2) エネルギッシュな触れ合いが距離をおいて感じられるような状

況。 
 

ここから聴くことができます 

  
 

開催されるコースとワークショップ 

世界中に広がるフォーカシング・コミュニティから届いた、近々開催されるイベント情

報に触れることができます。 

私たちのウェブサイトのイベントのページにどうぞ 

 

 

私たちのウェブサイト www.focusing.org へのアクセスを歓迎します。 

 

https://focusing.org/events
https://www.facebook.com/focusinginstitute
https://twitter.com/tfifocusing
https://www.youtube.com/channel/UCoGOMxiLAiiEtawyl_d1KIQ
http://previous.focusing.org/conversations/2019_09_Salvador_Moreno_en.asp
http://whatsustainsme.com/nayowith-2/
https://focusing.org/events
https://focusing.org/events
http://www.focusing.org/

