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プレ・オンライン集会 

「とにかく会おうよ」を終えて 

大会長 白坂和美 

2020 年今年の夏も酷暑となりました。外に出れば体温を超える暑

さ、その上にマスクを着け、ソーシャルディスタンスを保ちながら人

と接触するという、特別な未曾有の夏となりました。水害なども重な

り自然の猛威を感じ、人は自然をコントロールすることなどできない、自然の一部の流れの中で生きて

いることを改めて思い知らされています。 

さて、日本ゲシュタルト療法学会（JAGT）の年次大会が 2020年 7月に執り行われるはずであった第

11 回目のワークショップ＆学術大会 in 高野山ですが新型コロナウイルスの猛威の中延期となってしま

いました。室城理事長から大阪で行われたファシリテーター審査会で「2020年大阪で大会をやってほし

い」とささやかれ、オリンピックイヤーなので嫌です。っといった記憶があります。が、しかし、引き

受けることとなってしましました。引き受けたからにはいい大会にしたいという思いで第 11 回大会の

準備が始まったのが、2019年が明けてすぐの頃だったと記憶しています。3月末には会場となるはずだ

った高野山大学のある高野山へ出向き、大学構内、各教室をご案内していただき、学長先生にも後日ご

挨拶に伺い、1 年半後の大会に熱い想いを馳せていたことを想いだします。それが、開催まで 4 か月切

ったという時に、2020年大会の延期が決定しました。まったく未知なるウイルスによる人間への宣戦布

告のような宣告でした。 

2020 年、今回行われるはずであった高野山大会のテーマ「先人たちからの“みち”（未知・道）を辿

りその先へ」に教えを乞うような現実と向き合うこととなりました。 

パールズならこんな時に何て言うだろうか・・・・・・・・・・・。「とにかくやりなはれ」ではない

でしょうか。ゲシュタルト療法というセラピーグループが、今、何ができるのか、今、何かをやらなけ

れば、ゲシュタルトの意味がないのではないか、との想いに突き動かされました。 

ロックダウン寸前の人と会えない状況下の中、新型コロナに感染したかもしれないという、一本のメ

ッセージが入りました。パニックに陥る寸前の中なんとか電話でコンタクトをとり、落ち着きを取り戻

してくれるという出来事がありました。外部とコンタクトがとれないことが中間領域の妄想を膨らませ

不安を掻き立てる。そのような中、思いついたのがオンライン集会「とにかく会おうよ」でした。   

オンラインという新しい形とのコンタクト、出逢いでした。リアルで濃密なコンタクトを取れるのが

ゲシュタルトの強みでした。しかし、3密が叶わないこの状況下、これは「SURVIVE（生き残り）」を

かけた新しい文化の始まりでした。ゲシュタルト療法の新しい形態でもあります。時代によって、まっ

たく予期せぬ出来事によって直観を働かせ「SARVIVE」する。これはゲシュタルトの教えでもありま

す。形にとらわれることなく「今を生きる」。まさに「先人たちからの“みち”を辿りその先へ」のこと

となりました。企画当初は「とにかく会おうよ」皆の顔を見て生存を確認し、声を聴ければいいと思っ

ていた集会でしたが、ふたを開けてみると、シンポジウム、学術発表、ワークショップ、自主シンポジ

ウムと、このような豊かな全体性が形成された集会となりました。オンラインであれ感動し胸があたた

かくなる思い実感することができました。これもひとえに運営スタッフ並びに、ご助言、ご協力いただ

いた方々、理事会のサポートがあってのことかと感謝申し上げます。お陰様で、JAGT 初のオンライン

集会を無事に終えることができました。エッジを超え未知なるゲシュタルトが誕生しクリエイトされた

瞬間に皆様とご一緒出来たこと心より感謝申し上げます。 
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 参加者の声 ～アンケートより～  

オンライン集会にご参加くださった皆様、アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。い

ただきましたアンケートは、大会事務局の皆さんともシェアさせていただいております。多数のご意見

をいただきました。本誌では一部しかご紹介できませんが、ご参加いただけなかった皆様にも大会の雰

囲気が伝わることを願っています。 

 

➢ アンケート回収数：51部（うち、〇 学会員：46部 ◆ 一般参加者：5部） 

以下、ニューズレターへの掲載に「可」と回答されたアンケートから抜粋しています。 

 

基調講演 シンポジウム「SURVIVE」 

シンポジスト：加藤良徳氏・小竹広子氏・ 

陣内裕輔氏・長谷川伸氏 

○ 理事長の室城さんの挨拶に思わず涙しまし

た。スタッフのみなさま、このコロナ禍に翻

弄されながらの準備、本当にたいへんだった

ことと思います。オンラインでも思いのほか

臨場感が感じられ、場を共有する参加者のみ

なさまになんだか親しみを感じました。 

○ 様々な分野でのご発表を興味深く伺いまし

た。ゲシュタルトの広がりを感じます。 

○ さまざまな立場からの意見が交差して、とて

も興味深い場となっていたと思います。もう

少し時間があれば。 

○ このところ、ゲシュタルトに接する機会が少

なかったので、まず、zoomの中に知っている

お顔を見つけてとても嬉しく思いました。 

○ ゲシュタルトセラピーの目指すべきところ

の共通性が確認できて面白かったです。あと、

多様な分野でゲシュタルトセラピーが活用

できそうなので、今後とも、こういった企画

はお願いしたいと思います。 

◆ 多方面の発表を伺えてとても勉強になり、視

野が広まった気がします。「感情」がとても大

切だなと思いました。「感情」にアプローチし、

「気づき」があるゲシュタルト療法はすごい

なと思いました。ゲシュタルト療法をどのよ

うに活用するか、どんな効果があるかがキー

になるのかなと思いました。 

○ ゲシュタルト理論やワークが様々な分野で

活かされていることがわかりました。また、

活かしていくことができるものであるとい

う確証が得られました。にも関わらず、まだ

一般社会には浸透していないのが残念な点

です。ゲシュタルトがひとり一人の幸せにつ

ながるきっかけになればいいなと改めて感

じました。 

○ 教育、企業などさまざまな場面での、ゲシュ

タルトの広がりが嬉しい。 

○ ゲシュタルト療法を学ぶ・ワークを行なうこ

とが、教育や再犯防止・組織開発にも効果が

あるという興味深い事例を聞き、心強く感じ

た。そして日本でもゲシュタルト療法がもっ

と広がるように活動したいと思った。 
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○ 学校教育、犯罪者の社会復帰支援のゲシュタ

ルト療法活用事例は参考になった。 

○ 教育、司法、産業というそれぞれの場で、ゲ

シュタルトを体感している人たちが動くと、

理論や手法ではなく伝わっていくものがあ

ると心強く思いました。少数だけれど変化が

起こり、そのことを言語化して伝えることも

また必要なのだと思いました。それぞれが自

分のゲシュタルトを体現していきましょう

と握手したい気分でした。 

◆ 私自身学習塾を経営していますので、教育関

係の方のお話がとても参考になりました。ゲ

シュタルトが生かされているということを

感じました。特に、「教育方法や技術にこだわ

っているが、もっと内面に目を向けるべきで

ある。」ということは、私自身も仕事上考えて

いたことでした。また、他の職種の方のお話

も聞くことができて、人との向き合い方が大

切なのだということを考えさせられました。 

○ パネリストの方々の実体験を通しての発表

がとても素晴らしく、共感・感動しました。

もう少しお話を伺いたかったです。 

○ 異なる業界で活躍されている方々の発表で

したので、とても興味深かったです。 

○ 発表者の方々の立場や役割以前の、人への関

心、優しさが感じられました。 

○ 想像していた形式と違っていたが、皆さん素

晴らしかったと思う。 

○ 教育の中でのゲシュタルト加藤さんの話の

中の F.コルトハーヘンのALACTモデルにつ

いて詳しく話を聞きたかったです。長谷川さ

んお二人の発表で教えること、教師と生徒の

関係など、考える機会をいただきました。小

竹さん、陣内さん私の関わっている分野では

無い分視野が広がりました。 

○ 長谷川さんが学校嫌いと仰っていてなのに

大学教授をされてるのが面白いと思ったの

と、私も学校や会社の雰囲気が苦手なのでほ

っとしました。あと、弁護士の小竹さんのお

話も興味深かったです。刑務所に入る事でさ

らに囚人化、犯罪化が強化されるというお話。

あと私も ADHD と診断されてるので弁護士

として活躍されてる方がいると知り希望が

湧きました。 

○ 環境変化の大きい現代社会において教育、産

業、地域でゲシュタルトが活用できる可能性

や現状を共に考えることができて良かった。 

○ 各視点からのゲシュタルトへの考察が伺え

て興味深かったです。 

○ ちょうど学校の先生向けの講座を控えてい

たので、加藤さん、がわしさんの発表が、興

味深く、面白かった。 

○ 興味深いものが沢山でした。質疑応答の時間

が足りないと感じました。 

○ 短時間の中で、発表された方たちの活きた体

験からの簡潔な発表が聞けたことがとても

よかった。充実していた。 

○ 各分野の専門家がゲシュタルトの必要性を

発表して下さり、また現実に即した発表事例

が学びになりました。生きやすい社会への貢

献に頭が下がります。 

○ 教育、企業、弁護士の業界で活躍されている

方々からゲシュタルトセラピーが役立って

いるお話が聴ける貴重な時間でした。 
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研究発表Ⅰ：口頭発表 江夏亮氏「トラウマを扱

う理論による行き詰まり・内破の層の検討」 

◆ 「行き詰まり」の時にどんなことがクライエ

ントに起こっているかということがわかり、

とても興味を持ちました。特に、低覚醒、過

覚醒の時にはそのままセラピーを進めよう

としても進まなくなるので、ここに戻って来

てもらうように促すことが必要であるとい

うことが、強く印象に残りました。 

◆ 仮説をたてられて、検証される発表。調査・

研究されたことのエッセンスがつまってお

り、短時間で多くのことを教えていただきま

した。ありがとうございます。専門的な知識

に「へぇ〜そうなんだぁ」と興味津々に拝見

させていただきました。 

◆ わたし自身、トラウマ多くフラッシュバック

も頻繁に起こってると最近知ったので、トラ

ウマの扱い方を検討してくれてることが嬉

しかったです。本当の自分に出会う時の恐怖、

わたし自身の今の課題に感じました。超えた

いです。 

○ トラウマ理論を用いての、ゲシュタルトセラ

ピーの理論的再考といった感じだったかと

思います。納得できる部分が多かったです。 

○ 現代のトラウマセラピーの考えが、ゲシュタ

ルト療法に応用されていて、勉強になりまし

た。 

○ 内破の層については、分かったような分から

なかったような…という状態ですが、人の心

というものが持つ深さ、わからなさ、ブラッ

クホールのような深いエネルギーの存在を

感じました。 

○ 行き詰まり・内破の層とトラウマの特徴を重

ね合わせて丁寧に解説してもらったことで、

未完了として扱うのか、それとも凍り付き・

解離の可能性もあるとして扱うのか、私の中

で整理された。 

○ 行き詰まりは、ワークを受ける側でもする側

でもよく出くわすため興味深いテーマだっ

た。行き詰まりの状態を理論的に説明いただ

き、理解が深まった。関係対話アプローチの

ワークを実際みたかった。 

○ 江夏先生のお話は初めて聞きました。お時間

があれば口頭で質問もしたかったです。 

○ 江夏さんの発表の中にご自分だけに留まら

ず、他の方の見解もあり、聴く側に幅を持た

せて頂きました。ポリベーガ理論が分かりや

すく、ゲシュタルトも外在化することでトラ

ウマの理解に繋がり、短い時間でしたが、ま

た聴講したいと思いました。 

○ ありがとうございました。私は経験が浅いで

す。今回は、行き詰まりと内破の層について、

時間をとって考え、学ぶことができ、理解が

深まりました。 

○ 今まで、重要視してこなかったけど、やはり、

理論的な位置づけが今後も必用ですね。 

○ 行き詰まりやインパス、内破の層を国内の文

献から整理していただき、臨床的に起こる事

象の中で、何を考慮すべきか示唆をいただき

ました。 

○ 日頃カウンセリングをしていると出会うと

ころです。理論的にな話でまとめてくださっ

てわかりやすかったです。トラウマを抱えて

いる CL の病状と社会適応の状況から発達障

害として診断される方があります。そこにカ

ウンセラーとしての関わるのか知りたいで

す。 

○ トラウマは、仙台の大会で幅広く扱ってくだ

さいましたが、今回は学会 SV としてゲシュ

タルトを中心に長年実務をされ、研究してい

らっしゃる江夏さんの発表で関心がありま
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した。トラウマ、行き詰まり、内破の層の関

連が理解できました。ゲシュタルトの理論の

中にこれらを組み込んで伝えていかれるよ

うに思います。 

○ ゲシュタルトの理論を鵜呑みにしている自

分がいたことに気づかされました。 

○ 「内破の層」についての自分の理解が十分で

なく、難しかった 

○ ワークの中でしばしばみられる「何も感じま

せん」「分かりません」という展開の理解につ

いて、行き詰まりや内破の層を切り口にした

文献的な考察がとても参考になった。このよ

うな展開をポリヴェーガル理論やトラウマ

理論と結びつけて考えたことはなかったけ

れど、臨床症状からみると、納得感があった。

「今ここ」にとどまることのリスクについて

知れたことで安心安全にワークを進めてい

けそうな気がした。 

○ 60 分の内容だったが次のシンポジュウムに

つながっていたのでよく理解できた。 

○ 話自体は興味深かったのですが、後半が

15:30 の講演に繋がっているとは知らず、聞

けないままでしたので正直消化不良です。 

○ 身近な方の著書を紹介して、内破の層の考察

が始まり一気に興味をひかれた。行き詰まり、

内破の層に CL がいると理解されてきた状況

は、トラウマ時の断片化された記憶がよみが

えっているかもしれない。ゲシュタルトの

「今、ここ」のアプローチを使ってはいけな

い場合がある～というところで、次回のお楽

しみになってしまった。残念である。 

○ 後半に続くだったので、後半を知る事が出来

ていないのでまだ未消化中です。 

 

研究発表Ⅱ：自主シンポジウム 

プログラム A：岡田法悦氏・江夏亮氏・藤原勝氏

「エンプティチェアの効果的場について」 

 ⇒研修委員会主催研修報告（p.11）にて掲載さ

れています。 

プログラム B：岩崎風水氏・白坂和美氏 

「『つみ☆げしゅ』参加者とリフレクティング」 

◆ 戸惑いながらクライエント？役に手を挙げ

ましたが、本当の悩みを聞いてもらい、少し

楽になりました。聞いてるだけの方が画面上

顔を隠してくれたのも気持ち楽になりまし

た。聞き手の方の感想が、私に共感的な内容

をお話ししてくれたのもホッとしたし安心

しました。 

○ リフレクティングを知らないメンバーが、短

い説明でワークを行うのは難しかったです

が、ゲシュタルトの＜今、ここ＞で起きてい

る事と共に居る事で、参加メンバーと安心の

場を創れた体験が感動でした。 

○ ゲシュタルトのワークではないですが、場が

もうゲシュタルトのように感じられました。

かけがえのない経験です。 

○ リアルな話しが聞くことが出来たことと、今

ここで起こっている気持ちが聞けたことが

良かった。 

○ ありがとうございました。リフレクティング

プロセスが面白いと思いました。途中退出で

したので次回体験したいです。 

○ 90 分！？だったのかと思うほどあっという

間の時間でした。風水さんと白坂さんが続け

てこられたつみげしゅ、やはり暖かい場でし

た。参加者皆がズームに慣れていけば、又よ

り良いものになりそうです。 

○ いろいろな気づきの方法。語って気づく事、

語りを聴いて気づく事。やっぱり、発表も聞

きたかったです。ありがとうございました。 

 

プログラム C：筒井優介氏・岡本太郎氏 

「ゲシュタルト若手の会」 

○ 若手がこのように活躍するのはうれしい限

りです。 
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○ オンラインで新しいゲシュタルトセラピー

の可能性を感じました。自分をゆっくり感じ

る時間が持てました。筒井さん岡本さん、ま

た開催して下さい。このような状況下求める

人は多いと思います。 

○ 参加者みんなが温かくてリモートでしたが

安心安全を感じて、今の自分に気づくことが

できる時間でした。 

 

プログラム D：陣内裕輔氏 

「ゲシュタルト組織開発―“日本ゲシュタルト

療法学会のこれから”を議論する対話集会―」 

○ 陣内さんの最小の組織は家族、百武さんの

「驚き・ワクワク」が必要という言葉が特に

印象に残る。白熱した総会の後で、特に自分

がどう学会とコミットしていくのかという

ことも考えるいい機会となった。様々な価値

観がある中でコンセンサスをとっていく難

しさ、その一方で時間はかかるであろうが、

こうした対話の積み重ねこそが自分の所属

するコミュニティの進化に繋がっていくよ

うに感じた。 

○ 入口は「学会のこれから」というところだっ

たけれど、あらためてじぶんにとって「組織」

という言葉やイメージの持つ意味を考える

いい機会になった。「わたし」という個体も

「組織」なんだよなぁ、などといろいろ無限

ぐるぐるしています。参加者の皆さんと

zoom 越しに会って話できてとてもうれしか

ったです。 

○ シンポジウムの趣旨をきちんと理解せずに

参加してしまったので場違い感があった。そ

の割にはしゃべり過ぎてしまった。スミマセ

ンでした。16人の参加で、フリートーク的に

全体討議のスタイルにすると 2時間はあっと

いう間だと感じ、シンポジウム後に他のメン

バーから「もっと語り合いたかった」という

声も聞こえた。解決策としては、フリートー

クではなくある程度のアジェンダを決める、

全体討議ではなくブレイクアウトルームで

の対話の時間を多く取る、事前にシンポジウ

ムの趣旨をもっとしっかり参加者に伝えて

それぞれの課題感をまとめておいてから参

加してもらうなどがあるのではないかと考

えた。 

○ 時間が足りなく感じました。朝から、人の話

を聴くことばかりでしたので、少しだけ話せ

て良かったです。でも、足りない。 

○ もう少し皆さんの意見が伺いたかったが、設

立当初のお話や、今の学会の在り方などが分

かって良かった。何について話せば良いか、

分からない時間があり、内容を明確にして欲

しかった。 

 

プログラム E：江村珠美氏 

「ファミリーコンステレーション・ワークショ

ップ」 

○ 私は、ファミリーコンステレーションを数回

は体験していた。家族の問題を取り扱うので

人数も多い。Zoom の世界ではどのように展

開するのか、非常に興味深く、子供のように

好奇心を持って参加した。一度も体験してな

い方も、何人かいた。まずは理論の説明の後、

クライアントは、両親と自分自身の代理人を
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募った。ここまでは、現実の普通の方法でセ

ッションが進み、次に行われたことは、すべ

ての代理人を人形が代理するのである。小指

ほどの人形である。数字を書いた文字盤のフ

ィールドに立たせたり、座らせたり、向きを

変えたり。セッションのプロセスが進むと

様々な感情が沸き上がり、普通の現実のワー

クのセッションが展開される。人形を動かす

のは、ホスト役の珠美さんである。思いがけ

ない体験であった。ちなみに人形は、どこで

動かしているのか珠美さんに見せていただ

いた。珠美さんのデスクにフィールドと人形

を置き、カメラ？のような器具でうつしてい

た。種明かしをしていただいた。 

○ 初ファミコンでしたが非常に満足しました。 

○ オンラインでもセラピーが可能だというこ

とを実感しました。 

 

Zoomによるオンライン開催について 

○ 今回初めてゲシュタルトの集会に参加いた

しました。シンポジウムで発表されている方

がとても親しみを感じる方達で、参加しやす

かったと感じています。参加する前は、「学会」

という言葉からフォーマルな場をイメージ

していたのですが、ZOOMで開催ということ

もあってか、リラックスして参加することが

でき、思い切って申し込んで本当に良かった

と思います。都合により、最後は途中で退出

してしまいまして、失礼いたしました。今回

のような ZOOM による開催でしたら、私の

ような遠方（北海道の東端）の者でも参加し

やすいので、また機会がありましたら、参加

したいと思います。とても、楽しく勉強する

ことができました。ありがとうございます。 

◆ 事務局のみなさま 本当にありがとうござい

ました。企画・運営に感謝申し上げます。と

ても内容の濃い有意義な時間を過ごすこと

ができました。また、全国各地の方と家にい

ながら繋がることができ、zoom の良さを感

じました。往復時間・料金もかからず助かり

ました。グループセッションがあることで、

受け身だけの授業ではなくよかったです。個

人ごとに参加プログラムの URL を送付くだ

さりとてもわかりやすかったです。その分、

お手間がかかったと思います。ありがとうご

ざいました。 

○ 思ったより、とてもよくてびっくりしました。

今後も、オンラインの可能性を探ってもいい

かと思います。 

○ 交通費もかからずとてもよかったです。これ

からもいろんな企画ができると嬉しいです。 

○ 本当はリアルにお会いしたいですが、今回は、

オンラインでもかなり、内容の濃い企画を体

験できたので、感動しました。安全性につい

ても、いろいろな専門的な知恵が集められて

いるのを感じ、配慮されていたので、よい見

本になりました。 

○ とにかく会えてよかった。こういうやり方も

ありですね。移動等を考えずに参加できたの

は楽でした。初めての試みの準備等々、大変

だったと思います。ありがとうございました。 

○ リアル学会では、集合することで多くの方々

と出会えますが、Zoom は、自宅で様々な発

表に接することができるので、気軽な感じが

しました。 

◆ 時間管理と朝起きるのが苦手な私には、あり

がたかったのと、画面オフにしてご飯食べた

りも自由にできたのが良かったです。 

○ 開催して下さり、ありがとうございました。

全国のメンバーと出会えて嬉しかったです。
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もっと簡単な、「皆で逢う」催しだと想像して

いたのですが、内容も充実していて、運営も

しっかりしていて、大会の ZOOM バージョ

ンのようにも感じました。直接逢う良さには

かないませんが、全国のメンバーと繋がる幸

せを感じました。画面に名前と住んでいる都

道府県が書いて有ったのは、安心感があり、

改めて、顔と名前が一致出来て良かったです。 

○ 感染症の事がなくても、zoom だったら参加

していたと思います。勿論、感染症がきっか

けで、zoomを知りましたが。学会や遠方での

研修参加のハードルが低くなった感じはあ

ります。ただ、１日パソコンの前に座ってい

るのは慣れておらず、疲れました。運営や準

備に携わられている皆様、大変お疲れ様です。

そして、ありがとうございます！ 

○ 思いのほかみなさんと一緒にいる感覚を感

じました。よかったです！スタッフのみなさ

ま本当にありがとうございました！！懇親

会がないのは残念ですね。あ、オンライン飲

み会よりはリアルがいいです♪あと、百武さ

んが面白過ぎでした！「小さいおじさん」に

メチャ笑いました！Zoom 使えないのに、ウ

サギ変身機能は使いこなしてるってどうな

の！？ってツッコミたかったです。 

○ zoomの大勢の集まりが苦手で、疲れ果てて、

残念ながら午後は参加できませんでした。 

○ オンラインでの開催、とてもよかったです。

実際にお会いするということも大切ですが、

全国各地から気軽に参加できるというのは

大変魅力に感じます。オンラインでも蜜な時

間が過ごせました。事務局の方々、時間もな

い中、ご尽力いただき、どうもありがとうご

ざいました。 

○ スタッフの皆さまが、参加者の多い中、よく

対応されてあったと思う。来年からハイブリ

ッドの開催も、ぜひ検討していって欲しい。 

○ 初めてのことにたくさんのご苦労もおあり

だったろうと想像して、まずは実行委員のみ

なさんにお礼を伝えたいです。ありがとうご

ざいました！！ 1 日を通して zoom の前に

座っているというのはちょっと大変だった

けど、それでも全国の仲間の顔が見られたり

声が聞けるの嬉しかった。内容も充実してい

て大満足でした。不便な点も特に感じられま

せんでした。ただ zoom が終わった後は毎回

ですが、独特のさびしさに襲われます。生で

みんなと会いたい思いもまた強くなりまし

た。 

○ この数ヶ月は Zoomばかりですが、気軽に参

加できて、各地のメンバーと会える機会は素

晴らしいと感じた。座席の関係でスライドが

見にくいということもない。参加メンバーの

顔と名前が一致するのは私のような新参者

にとっては大変ありがたいです。大会事務局

の皆さん、初めての試みで大変だったことと

存じます。事前の細やかなリマインドメール、

また当日、急用が入り、午前のセクションに

出られなかったのですが、渋谷さんから昼頃

に参加確認のメールをいただいたこと、感動

しました。本当にお世話になりありがとうご

ざいました。今後ともどうぞよろしくお願い

致します。 

○ 企画、準備等相当の時間を費やされたことと

思います。感謝申し上げます。 

○ スタッフの丁寧な対応で、大成功だと思いま

す。お疲れさま＆ありがとうございました。 

○ 白坂大会長はじめオンライン大会企画運営

されたスタッフの皆さまに感謝致します。大

会テーマの「とにかく集まろうよ・・」zoom

成功おめでとうございます。 
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ありがとうございました！ ～オンライン集会事務局より～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴重な体験となりました。ありがとうございます。 

COVID-19 や自然災害等の存在から，私たちは，

どう生き，どう繋がるのか，あらためて問われてい

るのかもしれません。どうぞ，お元気で！（渋谷） 

カンパーイ❣大会終了後はシャンパンタワーをす

るはずでした。オンライン乾杯も乙なものでした。

新しい時代を『SURVIVE』しましょう。（白坂） 

準備・運営にバタバタしていましたが、終わってホ

ッとしています。皆様の顔を見ながら、声を聴きな

がら、距離を超えたつながりを感じました♪ご参

加くださった皆様ありがとうございました！（筒井） 

オンラインで三密を回避して、「密」ならぬ、『蜜』 

な繋がりを体験することができて感激！ そして、

ご参加いただきました皆さまに感謝！ 締めくくり

は、運営スタッフの仲間たちと乾杯！（高山） 

ドタバタしてご心配をおかけしましたが、なんとか

終わって一安心。これからにつないでいけたらと

願っています。皆さん、ありがとうございました！ 

（久松） 

「離れていても、繋がっている」。そう感じられた体

験が、今の私を支えてくれています。全国のゲシ

ュ仲間に会えて嬉しかったです！ 

みんなありがとう～ （竹山） 

ご参加のみなさま、多くの寄付をいただきありがと

うございました。みなさまのエネルギーを感じなが

ら、無事やり切ることができました!カンパーイ!! 

（梅村） 

当日参加は叶いませんでしたが、色々な学びが

ありました。どんな形であってもゲシュタルトで繋

がれますように。ありがとうございました。（堂脇） 
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JAGT      エンプティチェアの秘密大公開！ 

オンライン集会  第 2回日本のゲシュタルト療法研究の発表 

 

 

7 月 26 日に開催された JAGT オンライン集会で、日本ゲシュタルト療法学会研修委員会専門コアメン

バーが発表、49名が参加されました。内容は、今年、2月 1日(土)の第 2 回日本のゲシュタルト療法研

究会のエッセンス版でした。学会スーパーバイザー岡田法悦・江夏亮の両氏による「エンプティチェア・

アプローチの効果的な場合と非効果的な場合」について発表しました。事前打合せやリハーサルを 4回

重ねたこともあり、参加者からはわかりやすいと好評でした。 

 

 

【内容概要】 

◎心の中にあるものをエンプティチェアで 

外在化して統合を進める        岡田法悦さん 

 

エンプティチェアは日本人の心理・文化に合ったもので、クライアント 

は自己内対話を進めやすくなります。クライアントの心の中にある断片化 

している部分部分、たとえば葛藤する二つの声を、エンプティチェアを使 

って外在化し、部分と部分の間の対話を促すことで統合が進みます。 

ただクライアントが統合失調症や人格障害の場合には巻き込まれない注意 

が必要です。 

新型コロナ感染拡大の環境下では、オンラインで面談を進めていくこと 

も増え、欧米で主流の関係対話アプローチも今後の実践課題です。 

 

◎トラウマ理論の耐性領域の概念を活用する  江夏亮さん 

 

これまでゲシュタルト療法で行き詰まりと内破の層と言われてきた現

象の中で、トラウマ理論の中の耐性領域という概念を活用します。クラ

イアントが自己のもつ耐性領域の中なら「今ここ」のアプローチは安全・

効果的に面談が進められますが、その領域の下限だと一時的凍り付き、

解離など低覚醒状態になって面談が進められません。また上限を超える

と過呼吸など高覚醒状態になりこれも面談が進みません。 

これらの行き詰まりの際の対応するための一つとして「投影物語り法」

を紹介します。これは同じ症状を持つ他人をエンプティチェアに置いて

投影を使いながらワークする方法で、耐性領域から外れた状態をもう一度耐性領域の中に収めてワーク

を進める方です。 

  



＜JAGT News Letter No.19＞ 

11 

 

【参加者の感想】 

◎岡田 法悦さんの発表に対して 

・とてもわかりやすかったです。「中間領域」を外し、信頼関係を築くことができれば「我―汝の関係」

になれる。日常生活で実践できるようになりたいです。 

・やっぱりファシリテーターの意図が働くと、エンプティチェアも、効果がないと改めて認識しました。 

・「関係対話アプローチ」に関心を持ちました。 

 

◎ 江夏 亮 さんの発表に対して 

・研究発表Ⅰ から話題が続いており、続けて参加し、学びが深まりました。トラウマ、低覚醒・   

 過覚醒領域のメカニズムのエッセンスの説明で、わかりやすかったです。見分け方・アプロー  

 チの仕方は、エビデンスからのお話で説得力を感じました。 

・embodied listening はゲシュタルトならではだと思います。今後、意識したいです。 

 

◎ グループセッションに対して 

色々な方とお話しすることで、学ぶこと、気づくことがありました。コミュニケーションができ、楽

しく有意義な時間でした。 

 

【お知らせ】第 3回日本のゲシュタルト療法研究会 

１． 日時 ２０２１年３月７日（日）１０：００～１７：３０ 

２． 場所  都内(集合講座)  ＊リモート配信(Zoom)も同時に行う複合形式で行います。 

３． テーマ 「ファシリテーターの“在り方”～自分に気づく」 

岡田法悦氏、江夏亮氏による小講演と個人ワークデモンストレーション 

４． 申し込み 日本ゲシュタルト療法学会事務局まで（1月頃にアナウンスします） 

 

 

▲2月 2日の第 2回日本のゲシュタルト療法研究会の写真                     
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【研修委員会主催研修】 

➢ 行き詰まりへの対処法 

〜Embodied listening と投影物語り法 

目的：この研修は 2020 年 7 月に行われたオンラ

イン大会での発表をフォローアップする

もので、ゲシュタルト療法を行って行き詰

まりで終わる状況を、更に一歩進めて、行

き詰まりから気づきや洞察を得る技法を

学びます。 

内容：行き詰まりにあるＣｌへ共感する方法とし

て Embodied Listening と、行き詰まりか

ら過去の未完了、またはトラウマを明らか

にするための方法として、投影物語り法を

扱います。これらにより、ゲシュタルト療

法のファシリテーターは、Ｃｌが行き詰ま

っても、安心して次の展開を見守り、最終

的にＣｌが気づきを得る所まで同伴する

事が可能となります。また、ゲシュタルト

以外のオリエンテーションの心理職にと

っても、Ｃｌの回復援助に役立つ技法です。 

備考：予習をしてこの研修からの学びを更に充実

させたい方は、学会誌の第六号の論文「ゲ

シュタルトワークにおいて投影と外在化

と物語を組み合わせた試み」とＤＶＤ「投

影物語り法」（チーム医療ラーニング）をご

覧下さい。 

日時：11月 28日（土）10:00～17:00 

講師：江夏亮氏 

場所：オンライン 

定員：100名 

参加費：会員 ￥5000円 非会員 ￥7000円 

ホスト：藤原勝氏 

 

 

 

 

➢ 「ファシリテーターの在り方 ～自分自身

に気づく～」 

目的：ファシリテーターの在り方を学び自分の在

り方に気づくことで、ファシリテーターと

して成長につなげる 

内容：ファシリテーターとしての在り方とはどの

ようなものであるのかを知り、自分自身がフ

ァシリテーターとしてどのような在り方で

いるのかに気づき成長に生かします。 

開催：3月 7日（日）10:00～17:30 

会場：未定 

定員：30名 

参加費：会員¥5000 非会員￥7000 学生￥2500 

講師：江夏亮氏・岡田法悦氏 

 

ワークショップ情報 
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日本ゲシュタルト療法学会 ウェブサイト リニューアルのご案内 

 

2020年 7月 1日より、旧来の学会ウェブサイト(=サイト)を刷新し、リニューアル公開しております。 

今日では、パソコンからだけではなく、スマホやタブレットからアクセスされる機会も多くなってきて

いるものと思いますので、各種の端末からのアクセスにも対応できるようなシステムを導入しています。 

サイトを閲覧される際の利便性の向上のためのいくつかの要点につきまして、以下ご案内いたします。 

 

◆【会員専用ページ】（※会員専用ページのログイン設定には今年度の年会費の納入が必須です） 

サイト内の【会員専用ページ】のログイン・パスワード設定のシステムを復活させ、一般向けの記事

と会員向けの記事のコーナーに区切りを入れております。この【会員専用ページ】コーナーにログイン

するための初期設定用の共通パスワードは、当該年度の年会費の納入が確認できた時点でパスワードを

印字した「更新葉書」（兼 領収書）を郵送し、ご案内いたします。また、初期設定用の共通パスワード

でログイン後、ご自身で新たな別のパスワードに設定、変更していただくことが可能です。以下の設定

方法をご参照ください。※但し、パスワードは毎年、新年度には前年度のパスワード設定を削除して、

新年度用の初期設定用の共通パスワードを再設定、更新いたしますので、都度ログイン設定のご対応を

お願いいたします（ご自身で別途、新規に設定されたパスワードも同様）。 

 

新たな別のパスワードに設定する方法（※初期設定用の共通パスワードでログイン後）； 

① トップページ画面、左側のメニューバーにある【ログアウト】をクリック 

② 会員ログイン画面の【ログイン】ボタンの下にある《パスワードをお忘れですか？》をクリック 

③ 空欄に入会時に登録済のメールアドレスを入力し、【パスワードをリセット】のボタンをクリック 

④ 登録済のメールアドレス宛に送信された再設定用のメールを開封し、【新しいパスワードの設定】の

ボタンをクリック 

⑤ 新しいパスワードを設定し、【パスワードを変更】のボタンをクリック 

 

※すでに学会に登録済のメールアドレスの変更ご希望の方は、JAGT事務局宛てにご連絡ください。 

（e-mail :  jagt@ja-gestalt.org） 

 

◆【シェアボタン】（※学会サイトの掲載記事、投稿内容の発信、共有に便利な機能です！） 

サイト内の掲載記事、投稿内容を Facebook、Twitter、LINE（スマホのみ）等の SNSで一緒に学ぶ

仲間や、ご友人に転送、発信することができます。詳しくは、以下をご参照ください。 

① JAGTサイト内の発信したいページにアクセス、閲覧 

② そのページを開いたままの状態で、シェアボタンを押してご自身のアカウントにログイン 

③ 投稿する記事内容をテキストを打ち込み、送信 

④ 上記③のタイムラインの記事の中に学会サイト当該ページのURLが自動的に記載 

この【シェアボタン】を使用すれば、サイトのURLを SNSの記事投稿の画面にコピー＆ペーストする

手間を省いて簡単に記事投稿することができます。以下の画像でボタンの設置場所をご参照ください。 
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◆【ドメイン受信設定】（※学会からのメールが届かない！と思われる方は必ずお読みください！） 

※携帯電話のアドレスでは、学会からの連絡メール、メルマガを受信できない場合があります！ 

携帯電話（スマホ、ガラケー）のキャリア（=会社）によっては、迷惑メール、受信拒否などの制限の

設定により学会からのメール、メルマガ（=一斉メール）が届かない場合があります。また、パソコンで

は学会からのメールが受信時点で【迷惑メール】フォルダに自動的に格納されてしまう事例も多くあり

まるので、常時チェックをお願いします。メールが届かない場合は、JAGT サイト・トップページのメ

ニューバーの下方部分にある【ドメイン受信設定】（以下、画像を参照）をクリックし、移動先ページに

記載の内容をご参照いただき、 @ja-gestalt.org から受信できるように設定の変更お願いします。 

  また、可能であれば登録済のメールアドレスをパソコンで使用されるアドレスへ変更していただき、

受信された学会からのメール、メルマガをパソコンのアドレスから携帯アドレスへ転送設定されること

をお薦めします。※登録済のメールアドレス変更ご希望の方は、JAGT 事務局宛てにご連絡ください。

（e-mail :  jagt@ja-gestalt.org） 
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○ 年会費振込先口座について 

2020年度の学会年会費が未納の方におかれま

しては、速やかに納入くださいますようお願い

申し上げます。納付先は、下記銀行口座宛に振

込みをお願い致します。 

【振込先】 

三井住友銀行 横浜駅前支店 

普通 8863229 

日本ゲシュタルト療法学会 理事長 

室城隆之（むろきたかゆき） 

2020年度年会費：5,000円  

※ 恐れ入りますが、振込手数料はご負担くだ

さい。 

 

○ 会員登録情報（メールアドレス・住所・連絡

先等）の変更について 

学会事務局では不定期ではありますが、会員

の皆様にお知らせ等がある際に一斉メールの送

信を行っております。一斉メールにつきまして

は、より多くの会員の方に配信させていただき

たいと考えております。 

会員登録時のメールアドレスの変更等の理由

により一斉メールを受信できていない方におか

れましては、お手数ですが学会事務局までお知

らせください。 

また登録住所、氏名、連絡先の変更等もござ

いましたら事務局までご一報ください。 

 

○ 学会事務局 FAXの廃止について 

2021年 3月 31日をもちまして、学会事務局

の FAXを廃止させていただきます。廃止日以降

のご連絡につきましてはメール、電話、問い合

わせフォームをご利用いただきますようお願い

いたします。 

 

○ 事務局スタッフの任期満了について 

2019年 4月 1日より事務会計補佐を担当して

おりました土居千晴につきましては、2020年 3

月 31日をもちまして任期満了となりました。 

 

○ 退会手続きについて 

退会手続きは、 

・会員本人から退会の意思表示があった場合 

・３年間年会費が未納になると除籍 

となる以外は会員としての資格が継続してお

り、年会費の請求書や送付物、メールマガジン

等のご連絡をしております。 

退会の意思表示方法については、以下のいず

れかにて退会希望の旨のご連絡をお願いしま

す。 

＜連絡項目＞ 

 会員番号・氏名・退会希望の旨・登録の住所 

【学会事務局へのメール連絡】 

 jagt@ja-gestalt.org 

【学会HPの問い合わせフォーム】 

 https://www.ja-gestalt.org/form_toi.html 

【FAX】 

 FAX 045-752-1859 

【郵送】 

 〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森 

1-10-9-201 ハートフリースペース内 

 日本ゲシュタルト療法学会 

行き違いで直近の郵送物・メールマガジンが届

く場合がございますのでご了承ください。 

また退会に伴う納付済年会費の返金はございま

せん。 

事務局からのお知らせ 

 

《編集後記》 過日よりお伝えしていた通り、今回からニューズレターが電子版にて配信となりまし

た。ホームページもリニューアルされ、さらに学会としてアップデートしていっています。また、オ

ンラインで実施された今年度の総会では、コメント機能等を通じて多くの皆様からの声を聴くことが

できました。今後ますます活発になることを願っています。（広報担当・筒井優介） 

日本ゲシュタルト療法学会 

〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森 1-10-9-201 ハートフリースペース内 

TEL 045-752-1759 ／ FAX 045-752-1859 

WEB: https://www.ja-gestalt.org 


