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修験道

とシャーマニズムとダンマ

（法）を統合したホリスティ
ック心理学

最近の投稿
JTA+TEN勉強会2021年9月12日（動
画）
! 2021年9月14日

【連載】図書紹介
『The Person You Mean to Be』
Dolly Chugh 著 Harper Business
向後 善之（本学会事務局長）
+ 記事を読む

セミナー報告
2021年8月15日(日) 主催セミナー
「人間と組織の発達におけるスピリチュアリティ
の役割
〜成人発達理論の可能性を探る〜」
+ セミナー内容
! ウェビナー感想 北岡 泰典（(株) オフィス北岡 CEO）

8 月 15 日開催
「人間と組織の発達におけるスピリチュアリティの役割
講師：小森谷浩志氏・鈴木規夫氏」

上記ウェビナーについての感想を書かせていただきます。
まず、小森谷氏のセミナーに関しては、同氏が言及された「往相・向上道と還相・
向下道」、「眠りのサイクルと目覚めのサイクル」、「内省と対話」といった対比
概念が非常に興味深いと思いました。

https://transpersonal.jp/?p=6965&shareadraft=baba6965_614be97cc5810

2021年10月22日〜 クリニカル・デ
ィヴィネーション 〜運と縁と偶然を生
きる心理学〜
! 2021年9月14日

2021年10月9日 アーノルド・ミンデ
ル＆エイミー・ミンデル「対立の心理学
（仮題）」復刊記念オンライン・セミナ
ー
! 2021年9月11日

2021年９月、１０月
会開催のお知らせ

オンライン瞑想

! 2021年9月11日

2021年10月2日〜3日 日本トランス
パーソナル心理学／精神医学会2021年
度学術大会のご案内
! 2021年9月11日

2021年9月26日『毒性の恥』『病的な
恥』と『健康な恥』 〜恥トラウマから
の回復と成長〜
! 2021年9月1日

【期間限定公開】「人間と組織の発達に
おけるスピリチュアリティの役割〜成人
発達理論の可能性を探る〜」（有料配
信）
! 2021年8月16日

2021年8月29日「ボディドリーミング
（bodydreaming）〜最早期の発達的
外傷と解離の癒し、変容〜」
! 2021年7月29日

【期間限定公開】ダイアローグあっての
オープンダイアログ（2021年4月18日
開催分）
! 2021年7月29日
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鈴木氏のセミナーでは、同氏は、まず、複雑化されてきている現代社会では、スキ
ルを運用している「私」そのものが成長・進化する必要がある、と指摘され、人間
の内的主体成長に関する方法を提示した思想家として、ケン ウィルバーを挙げら
れ、彼の思想を元にしたフレデリック ラルー著『ティール組織』のベストセラー書
に言及されています。
実は、私は、1988 年当時、英国で 2 年間催眠の学校に在学したときの卒論がウィ
ルバーの『アートマン プロジェクト』 (注*) で、当時、彼を広範に研究していたの
ですが、『Sex, Ecology, Spirituality』(邦題『進化の構造』) で「四象限」のモデ
ルに出会った時、この左脳的分析性に辟易して、ウィルバーの研究を諦めた経緯が
ありました。ただ、2 年前に、ある方から『ティール組織』の源泉はウィルバーの
四象限だと聞いて、驚愕した次第です。私が研究から離れていた 30 年間の間に、
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【期間限定公開】トランスパーソナル学
会第３回大会 スタニスラフ・グロフ氏
講演
! 2021年7月27日

カテゴリー
infomation
JTA̲TEN勉強会
JTA中国支部
JTA東北支部

ウィルバーは四象限を通じて、世界中の成人発達論者が異口同音に同じ発見をして

JTA関西支部

いることを完膚なきまでにモデリングしてきていたことには、正直、畏怖を覚えま

Web連載

した。
また、鈴木氏は、発達理論の測定は、あくまでも「自我 (Ego)」の領域に限られて
いて、「魂 (Soul)」、「真我 (Witnessing Self)」の領域とは無関係で、発達理論
が現象界だけを取り扱うことには問題があると、示唆されています。
実は、私は、1983 年に米国西海岸でインド人に弟子入りして、英国滞在時の

おじんカウンセラーのトホホ通信
お知らせ
わたしの本棚
イベントカレンダー

1988 年から共同創始者のジョン グリンダーに師事して、「本物の NLP (神経言語

ニュースレター

プログラミング)」を研究・実践・講義してきていますが、過去 30 年以上の私のラ

主催セミナー動画

イフワークは「いかにして悟りの世界を永続化できるか」です。このワークの結論
は、「本物の NLP」は、現象界 (自我) を超えた魂、真我の領域でも成人発達を支援

会長メッセージ

できる方法論である、というものです。

学会について

(国内の NLP は、「ビジネス的拝金主義」、「悪意のある操作」の手法として、原

学会主催セミナー

型をとどめない形で紹介されてきていますが、私の NLP は、それらと一線を画して

学会大会

います。)
さらに、鈴木氏は、「人間の致死率は 100% であり、死のリハーサルをするために
世俗のフィクションから出る訓練が必要である」と述べられていて、宮崎駿の映画

学会誌
支部

等を引用しながら、「あちらの世界 (死の世界) からこちらの世界 (生の世界) を見

書籍

る」ことが必要で、そのことが「発達理論を倫理的に使うための必須条件になる」

過去のセミナー情報

と指摘されていますが、「悟りの世界を永続化することを可能にした」私のライフ
ワークの方法論を通じて、「常に」あちらの世界からこちらの世界を見ることがで
きるようになっています。
ちなみに、故船井幸雄氏は、「昔『霊界』と呼ばれていた世界は、現在、『無意
識』の世界と呼ばれている」という名言を残されていますが、この観点から言う
と、自分自身の中の無意識をコントロールすることで、外にあると思われる霊界を
コントロールできることになります。

関係セミナー

アーカイブ
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月

https://transpersonal.jp/?p=6965&shareadraft=baba6965_614be97cc5810
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注*: “Spiritual Growth through Transpersonal Psychology” by Guhen Kitaoka
(1988)
http://www.taiten.info/archives/wilber/
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2021年5月
2021年4月
2021年3月

北岡 泰典

2021年2月

クンダリーニ覚醒の経験者、エグゼキュティブ ライフ コーチ、NLP トレーナ

2021年1月

ーズ トレーナー、NLP インテグラル アソシエーション代表

2020年12月

紹介サイト:

2020年11月

www.taiten.info

TAITEN KITAOKA: Initiator of Modern Esote
ricism
http://www.taiten.info

2020年10月
2020年9月
2020年8月
2020年7月
2020年6月

過去のセミナーの動画販売 始めました

2020年5月
2020年3月
2020年2月

過去の学会主催セミナー・勉強会の動画を配信しています。ぜひご覧ください。
日本トランスパーソナル学会

セミナー動画

https://transpersonal.jp/publish/seminar

JTA開催のセミナーの動画ページです。 データサイズが大きいためスマートフォンなどで視聴さ

れる場合は通信量についてご注意ください。 一度ご入金頂いた料金の返金はできません。ご了承

2020年1月
2019年12月
2019年11月

ください。JTA+TEN勉強会本学会とTEN共催のオンライン勉強会、オンラインで開催しています

2019年10月

し込みください。主催セミナー本学会主催のセミナーです。オンラインで開催したもののうち、ワ

2019年9月

。過去の内容をご覧いただけます。リアルタイムのご参加をご希望の方はこちらのページからお申
ーク等の個人情報以外の部分となります。

学会からのお知らせ
2021年11月14日 主催セミナー 開催
ワールドワーク〜身近な社会的テーマを自分ごと
化する
講師：松村 憲
オンラインで開催

2019年8月
2019年7月
2019年5月
2019年4月
2019年3月
2019年2月
2019年1月
2018年12月

詳細はこちら→
日本トランスパーソナル学会

日本トランスパーソナル学会
https://transpersonal.jp/6954

Japan Transpersonal Association

https://transpersonal.jp/?p=6965&shareadraft=baba6965_614be97cc5810

2018年11月
2018年10月
2018年9月
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