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人間的なものはなんであれ、その内側は複雑です。 

 

私たちは、そして私たちが感じるものは、最初にそう見えるような 

ただの単純な切り取られたピースではありません。 

 

それらの単純な切り取られたピースの下は常に、入り組んだ模様があります。 

東洋のラグのように。 

 

ユージン・ジェンドリン 
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熟練者と認定のためのウィークロング 
 

オンライン 

2021 年 7 月 19 日–24 日 
 

 

 

 

 

 

ウィークロングにはこんなことが含まれます 

 

・ 日毎のプレゼンテーション 

・ ホームグループ 

・ ワークショップを提供する機会 

・ 楽しみ、会話、フォーカシングのための小休止 

・ 認定セレモニー 

 

 

（※ 日本語版発行時にはすでにウィークロングは開始しています） 

 

 

https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2021
https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2021
https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2021
https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2021
https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2021
https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2021
https://youtu.be/Wc7N7a2jjhw


 

 

 

フォーカシングについての新しいエキサイティングなリサーチ 

レスリー・エリス 
 

 2019 年、ルーベン・カトリック（KU Leuven）大学のシーブレヒト・ファンホーレンが、ジェンド

リン助成金の最初の受け手となりました。この助成金は皆さんの寄付で設立されたものです。 

 

 あなたが出会うさまざまな人生の状況について、身体的なフェルトセンスを内側に確かめ、このフェ

ルトセンスにあなたの決定を導いてもらう実践を続けていると、あなたは人生への満足をより体験しや

すくなり、苦悩や実存的不安をあまり体験しなくなります。この結論は、385 人のドイツ語を話す参加

者を対象にフォーカシングの体験を概観した最近の研究によって支持されています。 

 この研究（Banhooren, Grosemans & Breynaert, 2021）は、ある研究グループによるいくつかの研

究の中で最初に発表されたものです。このグループは臨床心理学や実存主義心理学の文脈で意味や実存

に焦点を当てています。グループを率いるのはシーブレヒト・ファンホーレン博士（写真）で、ベルギ

ーの大学でトップの研究をおこなっているルーベン・カトリック大学に拠点を置いています。この研究

は、ユージン・T・ジェンドリン体験的哲学・心理学リサーチセンターが管理するジェンドリン助成金

を通じて、国際フォーカシング研究所から資金を受けました。 

 

 この横断的な研究はこんな陳述から始まりました：「私たちの実存の意味を

理解することは、人間であることのもっとも重要な側面の一つである。これま

でに多くの研究が、意味がウェルビーイングや精神的健康と非常に強く結びつ

いていることを示している」。ヴァンホーレンは、人はフォーカシング的態度

（自分のフェルトセンスに触れる実践として定義されるものです）を自分のも

のとしている程度に応じて、より素晴らしい人生の満足を体験し、苦悩や実存

的不安はより少なくなるという仮説を立て、それを支持する結果を得ました。

研究者グループはまた、このポジティブな効果群が部分的に意味の体験によっ

て媒介されているということを成功裡に予測しました。ヴァンホーレンを驚か

せたことに、フォーカシング態度はそれだけで３つの結果変数に強く影響したのですが、人生の意味の
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媒介効果は予想されたほど強くはありませんでした。 

 考慮に入れられたすべてのフォーカシング変数（フォーカシングのトレーニング、パートナーシッ

プ、頻度、どの程度自分の人生にインパクトがあったと感じるか、そしてフォーカシング的態度）の中

で、人生の満足ともっとも強い正の関連を持ち苦悩や実存的不安ともっとも強い負の関連を持っていた

のはフォーカシング的態度でした。この研究はまた、フォーカシングがトレーニングによって学びうる

ものであるという示唆を与えています。またフォーカシングのパートナーシップについては、驚くべき

ことに人生の満足と負の相関を持つ変数であるという結果となり、さらなる研究が必要とわかりまし

た。 

 ヴァンホーレンが驚いた別の結果として、フォーカシングの頻度と、その人の人生にどの程度フォー

カシングのインパクトがあったと感じるかということの間に、大きな効果規模があったことです。彼は

「ひとたびあなたが自分の人生にフォーカシングがインパクトを持つことを意識すると、そのことがそ

れをもっとしようとする刺激になりうる」という言葉で、フォーカシングが自己動機づけのプロセスと

なっているかもしれないと推測しています。彼は、このことはフォーカシングのトレーニングの行われ

方についての示唆を含んでいると述べています。「私たちは、ちょっとした形でもいいので、人々がよ

り頻繁にフォーカシングするような援助の方法を見つけようとしていますし、日々の生活の中でフォー

カシングが持つインパクトをもっと意識できる方法を見つけようとしています」。 

 この研究はヴァンホーレンの研究室で進行中のいくつかの研究の最初のものです。他にも以下のよう

な、さまざまな進行段階のリサーチ・プロジェクトがあります： 

 

・ 77 名の調査協力者を対象とした、フォーカシング、人生の意味、実存的関心事、抑うつについての

予備研究 

・ フォーカシング、人生の意味、実存的関心時、抑うつについての MOOC（大規模公開オンライン講

座）の研究。 

・ がん患者の体験的-実存的セラピーグループの混合研究法による研究。 

・ フォーカシングのトレーニングが人生の満足、人生の意味、実存的関心時、精神的苦悩に及ぼす影

響についての縦断研究。 

 

 研究全体を通しての使命を尋ねられてヴァンホーレンは、「パーソン・センタード、フォーカシング

指向、そして実存的な心理療法に身を置く私たちは、現在とそして未来において果たすべき大きな役割

を担っています。とりわけ、人々の実存的関心事に関わる支援に関してはそうです」と答えています。

この有意義な領域は、世界全体が地球規模のパンデミックの体験と格闘している現在において一層重要

となっている領域であり、そして上記のような諸アプローチがもっとも役立つことが示されてきた領域

です。「私たちは人々がこの中心的な事柄により早く取り組むことを支援することができますし、ま

た、死の不安と無意味さの感覚とに苦しめられる人々を支援することができます」。 

 最大の収穫の一つは、フォーカシング態度を日々の生活に取り入れることが多くの有益な効果を与え

るということ、とりわけ、人生と死、実存的な意味という最大の問題に関して有益な効果を与えるとい

うことです。ヴァンホーレンは、私たちが自分自身の内側を確かめるという思慮深い実践を日々のルー

ティンの一部に取り入れると、患者が同じようにすることを促せると示唆しています。このシンプルな

活動は、広範に及ぶ、深く役立つ効果を生むかもしれないのです。 

 このリサーチはジェンドリンリサーチセンターへのあなたの寛大な寄付によって可能になりました。



このような価値ある取り組みをサポートしつづけられるよう、私たちをご支援ください。 

 

文献 

Vanhooren, S., Grosemans, A., & Breynaert, J. (Accepted, May 2021). Focusing, felt sense, and meaning in life. 

Person-centered & Experiential Psychotherapies. 

 

レスリー・エリス博士は執筆者・講師として、現在、メンタルヘルスの専門家に夢とフ

ォーカシングの臨床的利用を教えることに注力している。彼女は TIFI の元会長であ

り、「臨床家のための夢セラピー（A Clinician’s Guide to Dream Therapy）」の著者で

ある。 

 

（訳：久羽 康） 

 

 

2020-2021 年受賞者 ユージン・ジェンドリン 

生涯功労記念賞 人間性心理学部会 

 

 

 2021 年 6 月 6 日の日曜日、アメリカ心理学会の一部門である人間性心理学部会が主宰した特別な授

賞式で、生涯功労賞が授与されました。TIFI の事務局長であるキャサリン・トルペイとジェンドリンセ
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ンター長のケヴィン・クリッカが研究所の代表として賞を受け取りました。賞そのものはジーンの息子

のゲイリー・ジェンドリンへとおくられる予定です。 

 

ユージン・T・ジェンドリン PhD 

生涯にわたる人間性心理学へのめざましい貢献を認

め、生涯功労記念賞（死後５年以内）を贈る 

 
ユージン・T・ジェンドリン, Ph.D.（1926-2017）

はアメリカの心理学者で、生のプロセス、身体的フ

ェルトセンス、そして「暗黙性の哲学」を思索しそ

れに取り組んだ。彼はシカゴ大学で哲学博士の学位

を取得し、そこで 1964 年から 1995 年まで教え

た。彼はカール・ロジャーズに大きな影響を与え、

パーソン・センタードの理論と実践を発展させた。

彼のフォーカシング指向アプローチはきわめて大き

な影響を及ぼしている。彼は臨床部門のジャーナル

である「心理療法：理論、リサーチ、実践」の創設

者であり長年にわたり編集者を勤めた。ジェンドリ

ン博士は体験的心理療法の発展のため多数の賞を受

けている。彼はあらゆる時代の人間性心理学者の中

でももっとも影響を与えた者の一人である。 

 

 そのキャリアのはじめ、1970 年に、ジーンは APA の心理療法部門（第 29 部門）から「心理学・心

理療法優秀プロフェッショナル賞」の最初の受賞者となりました。今回の受賞は、APA がジーンに認め

てきた評価に、意義深いさらなる評価を加えるものです。私たちは感謝と謙虚な気持ちを持って、彼の

家族とともにこの賞を受け取りました。 

 主催者は授賞式に参加すべくサインアップした人の数に圧倒されていました。250 人が登録しました

が、参加可能な人数は 100 人だけだったのです。しかし、あなたが入れなかったとしても、心配は無用

です。以下から動画をご覧ください。動画はジーンへの賞のところから始まるようになっています。他

の受賞者のところも見たい方は、前まで戻してください。 

（訳：久羽 康） 

 

 

https://youtu.be/jo9QWhhwXvM?t=2878
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2021 年 生涯功労記念章    1970 年 優秀プロフェッショナル心理学者賞 

 

 

フォーカシングパートナーシップネットワークが 

改定され更新されました 

 

 

 

 メンバーシップ委員会のパートナーシップネットワーク小委員会は、TIFI のフォーカシングパートナ

ーシッププログラムをよりアクセスしやすく、理解しやすく、有用なものにするために取り組んできま

した。  

 2010 年にフォーカシング・パートナーシップ参加能力検定プログラムが開始されて依頼、約 139 人の

フォーカサーが、少なくとも 12 人のコーディネーターと 35 人のフォーカシングトレーナーから、この

検定を授与されています。 



 

 このプログラムの 2 つの重要な要素は、パートナーシップネットワークとフォーカシング・パートナ

ーシップ参加能力検定です。 この検定もパートナーシップネットワークも国際フォーカシング研究所に

とって新しいものではありませんが、どちらにもいくつかの新しい側面が加わりました。 

 最初にコーディネーターと訓練中コーディネーターを何回か会議に招待し、次にトレーナーたちとズ

ーム会議を行いました。異なる日時に 4 回のミーティングを設定して、生徒たちをこの検定に推薦した

人の話を聞き、推薦したことのない人たちからの質問に答えました。それらのミーティングに参加して

くれたすべての人に感謝します！ 

 私たちの目標は、フォーカシングを学んでいる人たちにとって、フォーカシング・パートナーシップ参

加能力検定がフォーカシングをさらに探求しトレーニングを受けたいと思う前向きに望むようになる、

有意義な一歩になることを示すことでした。 

 TIFI の Web サイトが更新されました。皆さんも新しい Web サイトに行って、このプログラムの最も

重要な側面を眺めて、確認してみてください。このプログラムのどんなことについてであれ、質問がある

場合や、さらに説明が必要な場合は、mariana @ focusing.org に電子メールで お知らせください。 

 

よろしくお願いいたします。 

マリアナ・ピスラ、ナダ・ルー、エリザベス・カンター 

パートナーシップネットワーク小委員会 

（メンバーシップ委員会の中の小委員会） 

（訳：日笠摩子） 

 

 

理事会の今月の様子 

 

 

 

 2 人の新しい理事会メンバーが加わったことで、理事会の役割と事務局長の運営機能を区別する作業が

続きました。過去 1 年間、理事会では、さまざまなプロセスを洗練し文書化してきました。その中には事

務局長を評価するプロセスも含まれていました。 

 今月、理事会は、出席を希望する TIFI のすべてのメンバーとの会議を予定することを決定しました。

年内に開催される 2 つの会議（世界にまたがる私たちのコミュニティ全体に対応するための会議です）

に関する情報を見逃さないようにしてください。 

 さらに、理事会は事務局長から、ウェブサイトの改善、最近および将来のプログラム、財務、および多

様性声明草案に関するフィードバックの状態と、今後のフィードバック機会についての報告を聞きまし
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た。 

 最後になりましたが、理事会は「戦略的会話」を続けています。そのために行っているのが SWOT分

析---長所、短所、機会、脅威を検討する方法---です。SWOT 分析は、組織の継続的な成功を確実にする

ために定期的に行うことが有効です。このような会話によって理事会は、TIFIが有意義で成功するよう、

今後 10-20 年間の焦点を特定し、フォーカシングと TAE を通じて、ジーン・ジェンドリンの暗黙の哲学

を促進するという TIFI の使命を果たすことができるようになるはずです。 

（訳：日笠摩子） 

 

年次報告 2020 

 

 皆さんが寄付、ボランティア、フォーカシングについての情報を広めてくださったことで、私たちの仕

事は可能になりました。ありがとうございました。困難な年にもかかわらず、私たちはコミュニティとし

て、前向きに生を進展させることができました。 

 次に挙げるのは私たちの成功を祝うビデオです。2020 年の年次報告書に基づいたものです。皆さんと

ともに私たちはこれをすべてやりました！ 

 2020 年の私たちの仕事に関する書面による年次報告は、ここをクリックしてください。 

（訳：日笠摩子） 

 

 

 

（ビデオの内容） 

 

国際フォーカシング研究所 

ユージン・T・ジェンドリンの仕事に基づいて 1979 年創設 

---- 

国際フォーカシング研究所 

2020 年 年次報告 

https://cutt.ly/WmxlpyD
https://youtu.be/3J2zTERwSLE


---- 

世界的なコロナ感染のための困難にも関わらず、2020 年に多くの成功がもたらされました。 

----- 

私たちの達成は皆さんのお力添えなしには不可能でした。 

寄付や支援をしてくれた方々、ありがとうございました。 

私たちコミュニティの、寛大で有能なボランティアの皆さんにも感謝します。 

----- 

現在、私たちの会員は、58 ヶ国にわたる 1691 人で構成されています。 

----- 

36 ヶ国を代表する 196 人のコーディネーターがおり、2020 年には新たに 12 人のコーディネーターを迎

えました。 

----- 

驚くべきことに 35 ヶ国から 189 人ものボランティアに協力いただきました。 

これは、その前の 2 年間のボランティアの約 2 倍の人数です。 

----- 

2020 年は、少なくともイベントの多い年だったと言えます。 

----- 

上級および認定ウィークロング 

26 ヶ国から 73 人---過去最大の参加人数---が、50 回めのウィークロングに参加しました。そしてこれは

初めてのオンラインでのウィークロングでもありました。 

----- 

フォーカシング指向療法会議 2020 

フォーカシング指向療法会議の参加者は記録更新となる 280 人でした。 

----- 

国際フォーカシング研究所提供 

フォーカシング・マラソン 

24 時間の世界を廻るフォーカシング 

 

この募金活動には 350 人の参加がありました。それぞれ、23 人の異なる教師たちが 12 の言語で提供す

るお試しフォーカシングの時間を持ちました。 

 

参加者の半分はまったくフォーカシングが初めての人たちでした。 

----- 

33 のオンラインでのコロナ禍支援グループ「孤立の時のつながり」が、世界中のボランティアによって

実施されました。 

 

いま一度、素晴らしいボランティアの人たちに感謝いたします。 

------ 

私たちはまた、15 のフォーカシング・ハイライトという講座も主催しました。 

------ 



25,000 ドルの奨学金を私たちが主催するいくつかの会議への参加者たちに対して授与されました。 

------- 

国際フォーカシング研究所内 

ユージン・T・ジェンドリン研究促進センター 

 

独自な心理学研究のための第二回ジェンドリン研究助成金が、モハムド・アルタウィルと彼のパレスチ

ナ・トラウマ・センターでの仕事に授与されました。  

----- 

パレスチナ・トラウマ・センターはイギリスを本拠地として、ガザの人々の PTSD を減らすための取り

組みをしています。 

モハムド・アルタウィルとのインタビューは説明文内のリンクをごらんください。 

------ 

20 ヶ国の 163 人からの寄付があり、ほぼ 10 万ドルが集まりました。 

 

本当に感謝しています。 

------ 

この素晴らしい国際的フォーカシングコミュニティに参加してくださっていることに感謝いたします。 

------ 

2020 年の年次報告の全文を読むためには、説明文中のリンクをクリックしてください。 

 

また、各種ソーシャル・メディアで私たちをフォローしたり、focusing.org で今後の予定のページを、ぜ

ひご確認ください。 

----- 

国際フォーカシング研究所 

ユージン・T・ジェンドリンの仕事に基づいて 1979 年創設 

 

-----ここで動画部分終了------ 

 

（動画 説明文） 

 

 皆さんが寄付、ボランティア、フォーカシングについての情報を広めてくださったことで、私たちの仕

事は可能になりました。ありがとうございました。困難な年にもかかわらず、私たちはコミュニティとし

て、前向きに生を進展させることができました。 

 次に挙げるのは私たちの成功を祝うビデオです。2020 年の年次報告書に基づいたものです。皆さんと

ともに私たちはこれをすべてやりました！ 

 2020 年の私たちの仕事に関する書面による年次報告は、ここをクリックしてください。 

https://cutt.ly/WmxlpyD 

 TIFI への寄付をお願いします。皆さんの支援によって私たちの仕事が可能になります。 

focusing.org/donate 

 



 他のリンク: 

-  2020 年の寄付とボランティア: https://cutt.ly/TmxlOMH 

- ジェンドリン助成金を受けたパレスチナ・トラウマ・センターのモハムド・アルタウィルのインタビュ

ー: https://www.youtube.com/watch?v=zLbUi... 

-  講座やイベントの予定: https://focusing.org/events 

（訳：日笠摩子） 

 

 

コーディネーターの役割とは何か 

ILC との会話 

 

 

 

 国際リーダーシップ評議会（ILC）は、コーディネーターおよびトレーニング中コーディネーターと

一連のミーティングを開いて、研究所内でのコーディネーターの仕事と役割について話し合っていま

す。コーディネーターは、フォーカシングの上級教師であり、研究所からの認定を提供できる立場です

が、中には、フォーカシングは教えず Thinking at the Edge やジェンドリンの哲学を教える教師や、他

の方法でフォーカシングの普及に貢献するコーディネーターもたくさんいます。コーディネーターは、

かつてはジーン・ジェンドリンやメアリー・ヘンドリックスの指名で選ばれましたが、現在は主に、他

のコーディネーターたちによって選ばれています。私たちは、コーディネーターの役割と仕事がどのよ

うに進化してきたか、そして私たちが物事を進展させるにあたって、何が正しいか（あるいは何が正し

いことになっていくのか）を検討しています。 

 これらのミーディングは好評で、世界中の 200 人のコーディネーターが有意義な会話をする楽しい機

会となっています。3 月のニュースレターで最初のミーティングについて詳しく報告しました。6 月中も

引き続き、さらにミーティングを行いました。参加者は少なかったものの、より親密なミーティングとな

って、より深く会話を深めることができました。 

 会話の 1 つは中国語でヨンウェイ・シュ Yongwei Xu の主導で行われました。また、ドイツ語とスペ

イン語でのミーティングもありました。私たちはすべてのコーディネーターの意見を収集しており、そ

れらの意見を丁寧にフォーカシング的なやり方で検討します。今後それらをコーディネーターと理事会

に報告し、協力しながら、出現を望んでいるものに対応できるようにします。 

（訳：日笠摩子） 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENURXNIVE1TQjFkNjZZU3didkE4T3F4NjFqZ3xBQ3Jtc0tuNXVubndnRkJJekZXTERjT1VielFlMmFWbEhpOVhPR0RzQ1pfTjc1Um9WVkZHNWtueFRyeWVVajhLZXpvWGxnenJ6aTRvYnNRMzlxZ201cEVOamlLUnRBSDJCb1ZqWE93SUVlRUhmUEtYcDhWSllpQQ&q=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FTmxlOMH
https://www.youtube.com/watch?v=zLbUio43L_I&t=0s
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU1HYzJjb0RFbURYalBFMEJ3S1RiUWNhaS0td3xBQ3Jtc0tsYnVzaVEtYlFLeTBlWTQtaEYycEFJOXBzM2hmc2hQeFFQUXVzZXZfcmZHbXN1N25qYWRVRHRsdjFlQ2owUW9mTjBhRnpwR3BTZmNKRjlPZERGcFJwdk5WSUJpSHctLVUtc09pZzZjUXREZVRucXpSUQ&q=https%3A%2F%2Ffocusing.org%2Fevents


 

マイルストーン 

 私たちは、国際フォーカシング研究所の新しいコーディネーターと新しいコーディネーター・イン・ト

レーニングとして次の方々を祝福します。 

 今後のさらなる取り組みが素晴らしいものになりますように。  

 

新しいコーディネーター 

 

ジェシカ・デルーズ、ベルギー在住 オランダ語 

指導コーディネーター - アストリット・シリングズとルネ・ボグ

ラーズ 

 

 フォーカシング・コーディネーターであるだけでなく、ジェシー

は、精神科医－心理療法家として、システミック指向心理療法の訓

練を受けて「Inner Garden内なる庭」という個人開業の場でトラ

ウマや催眠療法の臨床を行っています。彼女は、フォーカシングを

他の各種心理療法と統合して、複雑性トラウマや悲しみや喪失に取

り組んでいます。 

 彼女の使命は、同僚たちを刺激してフォーカシングに何ができる

かを見てもらうことです。同僚たちがそれまでに受けてきた訓練が

なんであれ、それにフォーカシングを加えることで、さらに何が出

来るかを見てもらいたいと考えています。 

  

ダナ・ケイサリー、イスラエル在住 ヘブライ語 

指導コーディネーター - リオナ・バール・ナタン  

 

 ダナ・ケイサリーは、バイオシンセシス・アプローチとフォー

カシングの認定を受けた心理療法家で、国際フォーカシング研究

所から FOT：フォーカシング指向心理療法家としても認定され

ています。 

 

 

https://focusing.org/sites/default/files/2021-06/FOREIGN%20LANGUAGE%20New%20Coordinators%20JULY%202021.pdf
https://focusing.org/sites/default/files/2021-06/FOREIGN%20LANGUAGE%20New%20Coordinators%20JULY%202021.pdf


 

 彼女は主に心的外傷後の兵士の治療に当たっており、加えて、

イスラエルのキリヤット・オノにあるリードマンカレッジで、セ

ラピストのためのフォーカシング・コースを教えています。 

  

パウラ・トラバグリニ、アルゼンチン スペイン語 

指導コーディネーター - エレナ・フレツァ 

 

「フォーカシングは私を、体感できる場所、心と体と精神が出会

う場所に連れていってくれます。」 

 その場所から、パーソン・センタード・アプローチに基づくカ

ウンセラーである私は、成長したい、発達したい、自分の欲求と

つながりたいと望む人々の援助に、専念しています。そのやり方

はグループでも、個別でも、フォーカシングを教える場の教師と

しての場合もあります。 

20 年以上が経ち、私はすべてを受けとり与えられたと感じま

す。そして、これからも普及や伝達を続け、学びにつきあい続け

たいという願望が感じられます。 

 今までもこれからも、これが私の道であることに私は絶対的確

信を持っています。 

 

新しいコーディネーター・イン・トレーニング 

 

Rosa Catoio ロザ・カタイオ、イタリア 

Marta Fabregat マルタ・ファブリガート、アイルランド 

Matheus Miranda マテウス・ミランダ、ブラジル 

 

（訳：日笠摩子） 

The International Focusing Institute | 15 N. Mill St., Suite 210, Nyack, NY 10960     

 

https://focusing.org/sites/default/files/2021-06/FOREIGN%20LANGUAGE%20New%20Coordinators%20JULY%202021.pdf
http://www.facebook.com/focusinginstitute
https://twitter.com/tfifocusing
https://www.youtube.com/channel/UCoGOMxiLAiiEtawyl_d1KIQ

