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も話せて信頼しあえるようになりました。舅と姑からたいせ
つにされていたことや、夫の優しさを再認識し、子どもたち
からも私を思う気持ちを感じられるようになりました。次女は
私に感化されてフラクタル心理学を学びはじめました。
　仕事でもムダがなくなり、すべきことが明確になって、よ
い出会いが増えました。すべてが私の深層意識の変化と共
に変わっていったのです。

■ 自宅のスペースで新規講座を開催する
　昨年、フラクタル心理カウンセラー養成講座を受講して、
一色真宇先生の個人セッションを受けたときのことです。私
も６７歳になり、仕事にも一区切りがついたので、これから
のことをご相談すると、先生は現在シニア向けの講座を準備
されているとのことで、モニターで開催してはどうかというお
話をいただきました。思いがけない素晴らしいお話に「ぜひ

やらせてください！ 」とお返事しました。
　それは「６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想講座」と
いうもので、子育てや仕事が一段落して人生の節目を迎えた
方たちが、健康や将来に対しての漠然とした不安を取り除き、
自らの限界を外して、未来に向かって前向きな気持ちになれ
る講座です。
 　第一回目のモニター講座は昨年秋３ヵ月間にわたり自宅に
作ったサロン風のセミナールームで開催しました。受講され
た方たちは短い期間にご自分のパワーを取り戻されました。
フラクタル心理学では、過去も他人も変えられるとしますが、
深層意識の思考を変えることで過去も未来も変わるとした
ら、年齢に関係なく、希望や生き甲斐が生まれて、健康に
もなれることでしょう。フラクタル心理学を伝えることはとて
もやりがいのある素晴らしい仕事です。
　１月には初級講座も開催することができました。これから
は自分でも講座を開い
て、カウンセラーとして
も活動していくつもりで
す。このような機会を
与えていただけたことを
心から感謝し、皆さま
と共に素敵な輪を広げ
ていきたいと思います。

●直井知子さんのブログ
私の人生１５０年、まだまだこれから！！ 直井知子のブログ
http://ameblo.jp/happytaw1204

■ フラクタル心理学との出会い
　アメリカに来て２６年、「本当の自分を知りたい」という思
いから、言葉もままならない異国の地で女優をめざして、が
むしゃらに突き進んできました。ハリウッドで仕事が取れるよ
うになると、舞台や映画、ドラマやコマーシャルと、それな
りに満足のいく成果を得ることもできました。
　そうして、華やかな世界に身を置く一方、家に帰ると、自
分は取るに足らない、生きている価値のない人間だという思
いに苛まれたのです。自信を失い、過食嘔吐を繰り返す摂
食障害に陥った時期もありました。カウン
セリングやヒーリングを受けても、心の安ら
ぎを得ることはありませんでした。
　昨年の初夏のこと、パーティでフラクタル
心理学のカウンセラーと知り合い、２ヵ月後
に、ロサンゼルスでフラクタル心理学マス
ターコースの入門講座を受け、晩秋には日
本滞在中に初級講座を受講しました。
　フラクタル心理学は、物事の現象化を「１００％自分の
思考の結果」として説明した理論でした。まず思考が先に
あり、次にそれが現実化する。「人は自らの人生の創造主」
であり、人生は自分で形づくれると教えられました。
　トランク一つでアメリカに渡り、人生を切り開いてきたの
ですから、感覚的にはわかりましたが、それが理論として隅々
まで説明されていることに衝撃を覚えました。私の思考が
私の人生をつくっていると考えたとき、思い出されたのは「親
に愛されなかった」という私のなかにある思いでした。この
思いは私の人生にどう影響したというのでしょう。

■ 最初につくった思い込み
　さっそく、フラクタル心理学の初級講座のワークで、最初
にその思いを抱いた子ども頃の意識を見ることにしました。
誘導瞑想をすると、ある状況が浮かんできたのです。そこに
は、母を独り占めしたくて、母が姉や弟へ使う時間を横取り
したり、成績が良いのを父に褒められたくて、父の仕事の邪
魔をして叱られたりしている私がいました。そのとき、私の

深層意識のなかの未熟な自己
であるインナーチャイルド＊は
「私は親に愛されていない」と
思い込み、「自分を褒めてくれ
ない人や、欲しいものを与えて
くれない人はすべて敵」と信
じ込んだのだとわかりました。
　アメリカに来て女優の仕事を
するようになると、役者の世界

は競争も激しく、厳
しい評価を受けるこ
とも多いため、子ど
もの頃につくったこの信じ込みが発動したのでしょ
う。オーディションではいつもまわりは敵だらけと
感じ、まるで敵陣へ斬り込みにいくように、憤りと
恐怖が入り交じった感情に吞み込まれました。そう

した感情を押さえ込んで冷静を装うだ
けで、とてつもなくエネルギーを消耗
しました。寝る間も惜しんで役柄を勉
強し、万全な準備をしても、そうした
葛藤が起こると、上手くいきませんで
した。「どんなに頑張っても認めても
らえない」「オーディションへ行きたく
ない、仕事もしたくない」と、絶望感
と虚無感に襲われました。

　褒められたことや、最終選考にまで残ったことは評価せず、
これが足りない、だから私は選ばれないのだと容姿にはじま
り、自分のすべてをこき下ろし、身も心もずたずたになるまで、
自分自身を容赦なく痛めつけるのでした。

■ 修正法でインナーチャイルドを変える
　私のなかのインナーチャイルドは、まわりに敵をつくり、「欲
しいものを得るためには戦わなくてはいけない」と信じ込み、
戦ってでも手に入れようとしてきたのです。そのような戦いの
エネルギーは、思いが叶えられないとなると、破壊的なエネ

ルギーへと変わり、自分を追い込み傷つけました。
　フラクタル心理学によると、それらはすべて私の思考がつ
くりだした現象であり、悲劇のヒロインのシナリオを自ら書き、
自ら演じているのだといいます。
　深層意識のインナーチャイルドの思い込みや信じ込みを解
いて思考が変われば現象も変わると講師から言われ、フラク
タル心理学の修正法を使って深層意識を変えていきました。
　両親と姉や弟へは、傲慢な態度をとってきたことを悔い、
心の中で謝罪し続けました。特に、母に対して「ごめんなさ
い！ 許してください！ 」と唱え続けると、目から鱗が落ちる
ように、両親に対して抱いていた、たくさんの思い込みが剥
がれ落ちて、私がいかに両親から愛されて大切にされていた
かを思い出したのです。
　年の初めに、アルツハイマー型認知症と診断されていた母
ですが、晩秋に母を見舞うために一時帰国した際に、以前と
あまり変わらない様子で生活している母と時間をともにして、
認知症ではないと感じました。
　驚いたことに、私がインナーチャイルドを変えると、５年
近く一緒に居るパートナーも思慮深い寛容な男性に変わりま
した。お互いの成長を上手にサポートできるようになり、彼
からの愛情や思いやりをしっかりと感じとれるようになった
のです。
　それから、撮影現場でキャスティング・ディレクターから酷
いことを言われたり、オーディションで英語の発音を間違え
て大恥をかいたり、妬まれたり、侮辱されたりといった苦い
経験も、彼らのせいではなく、私の信じ込みがつくりだした
現象なのだとわかりました。彼ら一人ひとりにも心の中で謝
罪と感謝を繰り返しました。
　すると、オーディションでは、私のために皆さんの貴重な
時間を割いていただいている、という謙虚な心持ちになり、
周囲から親切にされていると感じるようになりました。
　
■ 新たな目標が見つかる
　何よりも嬉しいのは創る楽しさと、表現する喜びが湧き起
こり、自信がよみがえってきたことです。５年近くあたためて
きた脚本を書き始めたので、これを舞台や映像にしていきた
いと思っています。
　これまで想像力を働かせてネガティブなストーリーをたくさ
んつくって、自分を戦かせてきましたが、これからは、ハリウッ
ドの光り輝く人たちと仕事をして、感化されながら成長して
きた私自身の歩みを、心温まるポジティブなストーリーにして
いこうと思います。
　フラクタル心理学でインナーチャイルドを変えたことで、長
く続いた私のなかの戦いにもピリオドが打たれ、人生の第２
幕がいま目の前に開かれたのです。

●中村佐恵美さんのブログ
SAEMI’s Chitchat Room from Hollywood
http://saemi.play-guide.net
●Profile １９９０年に単身渡米、９２年からアメリカで女優活動を
開始、著書に『ハリウッド女優になったOL奮闘記』（文藝春秋刊）
等がある。フラクタル心理学　教育心理コース講師、ホロトロピッ
ク・ブレスワーク認定ファシリテイター

■ 問題の根源にやっと行き当たる
　主人の両親と同居して専業主婦として子育てをしてきました
が、長女が６歳のときに舅が亡くなりました。主人が跡を継
いだ会社を整理して、関連会社に勤めるようになると、３人
の子どもを希望の進路に行かせるために、私も働き始めまし
た。家族のためと意気込んだものの、仕事への切り替えが
できずに戸惑うこともありました。姑との意思疎通が上手く
いかなかったり、子どもたちによかれと思ってすることが伝
わらなかったり、頑張っているのになぜ？ と思いました。
運命学を学び、自己啓発の本を読みますが、納得のいく答
えは見つかりませんでした。
　子どもたちも成人して、長女が結婚し、孫ができた頃、
フラクタル心理学のマスターコースと家族関係コースを受講す
る機会に恵まれました。そこで、すべての出来事は自分が源
であり、「愛とは成長すること、成長させること」と学んでハッ
とさせられたのです。
　私は親の愛を「甘えさせてくれること、守られること」と
勘違いしていたようです。子どもの頃、自立を促す厳しい親
に反発を感じていました。愛を勘違いして親を責めていたの
で、自分が親になった時に、何でもしてあげないと、今度は
自分が責められる気がして過干渉となり、子どもたちから反
抗されました。
　一方、義母には自分の親と同じように依存し、思い通りに
ならないと、心の中で反発しました。フラクタル心理学では、
現象は相似形（フラクタル）で起るといいますが、愛の勘違
いから私が親や姑に心の中で思ってきたことや態度は、子ど
もたちの反抗という形で現われ、仕事場でも依存する人や支
配的な人に悩まされることになったのです。どこでも同じパ
ターンとなる、その源は私の深層意識なのだとやっと気づい
たのです。

■ 深層意識を変えると状況が一変する
　深層意識の自分を変えなければ、この先も同じことが繰
り返されるでしょう。フラクタル心理学の講座で教わったと
おりに、深層意識を変えるための修正文を作って毎日読み
ました。
　心の中で姑や両親に詫び、３姉妹の長女として妹たちにも
今まで威張ってきたこと、夫にもサポートしてくれるのを当た
り前と思ってきたことを謝りました。日々の行動も変えました。
怠慢で後回しにしていたことをすぐにするように心がけ、いら
ないモノを片づけました。
　深層意識を修正しはじめてから３ヵ月ほどすると、自然と
感謝の気持ちが溢れてくるようになりました。両親と妹たち、
素晴らしい家族の中で私は育ったと思えて、妹たちとも何で

フラクタル心理学

http://www.taw.ac/
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ハリウッド女優として人生の第２幕を開ける！

ＴＡＷプレスでは毎号、フラクタル心理学を生かして人生をバージョンアップした方たち
の感動ストーリーをお届けします。今回は、自分を苦しめてきた思いを変えて新たな挑
戦を始めた、ハリウッドで女優として活躍する中村佐恵美さんからお聞きしたお話です。

「愛されなかった」は子どものときの思い込みと気づくとまわりに敵はいなくなった

女優

中村 佐恵美 さん
ロサンゼルス在住

６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想講座 初開催
深層意識の依存心と傲慢な心を変えると親子関係が変わり講座を開催するようになりました

フラクタル心理学は人生運転メソッド ―― 受講生の感動ストーリー 2
自分の深層意識を変えたら、姑や子どもたちとの関係が改善して気持ちが前向きになり、
フラクタル心理学の新規講座を開催することになった直井知子さんからお聞きしたお話です。

高台の見晴らしの良い自宅のセミナールームで講座を開きました
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TEL       03-6805-1828
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Fractal Psychology Association
フラクタル心理学協会

株式会社 アクエリアス・ナビ 本社 
代表　菊澤 有一　
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824　
FAX : 03-6805-1931
Email : info@navi.ac 
http://www.navi.ac/

株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長　松岡 安代
〒862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355　
FAX : 096-366-6355 
Email  : kyusyu@navi.ac 
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
255 W 5th Street #0115, San Pedro, CA 90731
USA
TEL : +1-310-614-8921
Email : infous@navi.ac

フラクタル心理学協会パートナー

TAW理論三つの柱

ステーション Information

PROGRES
代表　山田 佐代子
〒939-8212
富山県富山市掛尾町 504　スペル 2階

リクラシオ
代表　橋本 久美 
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4　
101セントラルビル 702
Mobile：080-9893-8224
Email：info@recracio.com
http://recracio.com
http://ameblo.jp/kttaw/ ビジネス・心理学研究所 はぴあ

代表　新垣 真治 
〒901-0145  
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/ 
http://ameblo.jp/360happier/

株式会社 ピンクダイヤ
代表　吉永 富貴子 
〒730-0016　
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611 
Mobile : 090-3638-8175 
Email : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com

グランコンパス 
代表　高橋 治子  
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1丁目 5-2
四ツ橋新興産ビル 303
TEL : 06-6555-6400　
FAX : 06-6555-6642
Mobile : 090-6555-9902 
Email  : osaka@taw.ac
http://www.taw-osaka.net 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/

有限会社 スタットワーク
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303 
Mobile : 090-2624-0709 
TEL : 03-6459-3770  
FAX : 03-6459-3771
Email : mail@statwork.jp
　　　  statwork@taw.ac
http://statwork.jp/　
http://statwork.jp/blog/ 

九州・沖縄エリア                　    ◆ ステーション

関東エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

関西エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

中国・四国エリア                   ◆ キーステーション

関東エリア　　　                   ◆ キーステーション

中部・甲信越エリア         　　 　◆ ステーション

現象の理論
（フラクタル現象学）
ＴＡＷの最大の発見
は、「世界は隅々まで
自分の全思考の拡大・
縮小である」というこ
とです。この仕組みを
詳細に解き明かし、体
系化したものがフラク
タル現象学です。

心理の理論（フラクタル心理学）
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、フラクタル心理学では「思考が現実化する」のです
から、「親の行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」
と考えます。

一元の理論
一元とは「すべては
自分の投影である」と
いう理論です。一元と
いう仕組みによって、
思考が現実化すると
きに必ず「エネルギー
保存の法則」が働きま
す。何かが生じれば、
何かがなくなります。
ＴＡＷは夢物語では
なく科学なのです。

TEL・FAX：076-471-5588
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac
http://ameblo.jp/sayochan0345/

● 講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは

　（株）アクエリアス・ナビ  またはお近くの
　キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

お問合せは各キーステーションまで　● http://www.taw.ac/counselor/

カウンセラー視点を手に入れて
フラクタル心理学を
使いこなしましょう!

フラクタル心理カウンセラー養成講座 

 フラクタル心理カウンセラー３級授与
一般社団法人フラクタル心理学協会認定資格

このような方に
▶ プロのカウンセラーを目指す方
▶ 最高峰の心理分析法を知りたい方
▶ 仕事に応用して成功したい方

フラクタル心理学開発者一色真宇の研究ノートが

日本トランスパーソナル学会
学会誌に掲載

直井 知子さん
栃木県在住

＊インナーチャイルド : 深層意識の中の成長しきれていない未熟な一部

と題して、私自身の体験から、
自己評価を上げたことで、
ミスユニバースジャパン広島
大会事務局主催「ミセス広島
コンテストインターネット投票
１位」、私のブログ「解決で
きる心理カウンセリング」が

アクセス数ランキング１位を取ることができ、それに伴い仕
事の幅が大きく広がったことをお伝えしました。
　自己評価が低い原因は深層意識にあり、お金に関して罪
悪感がある方や、家庭と仕事とのワークバランスに悩む方の
カウンセリング事例を紹介して、それらがフラクタル心理学
で解決できて、自己評価を上げることができるとお話しまし
た。ここでも参加された方たちにとても喜ばれて、フラクタ
ル心理学に興味を持っていただくことができました。
 
　最初にカウンセラーになったときに、「“フラクタル心理
学ってなに？ ” と言われない世界をつくります」と宣言し
たので、一般の方向けの講座が開けるようになったことを
たいへん嬉しく思います。

■白石美帆先生のブログ　
解決できる心理カウンセリング　http://ameblo.jp/sbeautys

■ 大学で心理学専攻の学生に授業を行いました 
　広島市内にある航空専門校 IAA で、就活の面接対策と
して自己分析の授業を担当してきた経緯から、昨年１０月
には、同市内の比治山大学でも授業を行いました。
 　心理学専攻の大学生を対象にした「就活の為のおもて
なし講座」の中の１講座で、「自己分析 面接対策」をテー
マにした授業です。
　最初に、フラクタル心理学の
概要を説明し、そののち、履
歴書にどれだけ長所が書ける
のか？ 自己ＰＲでは短所をど
れだけ長所として話せるのか？ 
として実際に長所と短所を書かせてフラクタル心理学で分析
しました。
　受講した学生たちは、短所が能力であり長所でもあったと
いう気づきを得て、みるみる表情が明るくなりました。新し
い観点がとても喜ばれて、就活に直結した講座となりました。

■ 金融機関主催のセミナーで講演しました
　今年１月、日本政策金融公庫広島支店の主催による女性
ワーキング交流会にて、女性起業家を対象にしたセミナーに
講師として呼んでいただきました。
　「ワンランク上の私になるために必要なたったひとつのこと」

広島の大学でのフラクタル心理学の講義と
政府系金融機関で行われたセミナーの模様を
ご紹介します。

就活のためのおもてなし講座 
自己分析面接対策

Euphoria（ユーフォリア）代表
IAA インターナショナルエアアカデミー広島校 講師
フラクタル心理学美容健康コース講師

白石 美帆 先生

特集

ハリウッド女優

特集

ハリウッド女優

特集

シニア向け新規講座

特集

大学講義

ロサンゼルスで初めてキャストされた舞台劇
「ヒロシマ・メイデン」の共演者たちと

テレビドラマ「ヒーローズ」の撮影セッ
トで、主演のマシ・オカ君と一緒に。
私は彼の姉役を演じました

ち こ

フラクタル心理カウンセラー　教育心理コース講師
ビジネスマインドコース講師　ＬＤＰコース講師
スペース・ファルフ運営

２．そのシーンの前に戻る
　次に、父が出て行く前のシーンに
戻ります。そこでは、英語の習い事
をさせられ、「英語を辞めたい」と
母に文句を言っている私がいました。
３．相手の気持ちを体験する
　フラクタル心理学の手法で父の気
持ちを体験できました。私が英語を

辞めたいとわがままを言い、ラチがあかないので、父は出て
行ったのでした。「見捨てられた」のではなく、むしろ、お
金を出して学ばせてくれていた、それがあったからこそ留学
もできたのだとわかりました。
　感情回路の未熟な認識は、認知回路に移行させたことで、
理性的で理論的な新たな認識として生まれ変わったのです。
こうして思い出の本質がかわりました。
　修正をすすめると認知回路による適切な判断と行動ができ
ダイエットはリバウンドすることなく成功できたのです。

■ 脳の一元論を応用した心理療法
　誰もが自らの脳で、自らの世界を認識しているとすると、
脳の中での認識は一元の世界ということができます。能動的
に自分の脳を変えることで、本来の能力を最大限に発揮して
人生を創造できます。フラクタル心理学ではそのための効果
的な実践法を伝えています。

■ フラクタル心理学今後への関心と期待
　発表後、臨床心理士、退
行催眠師、そして、大学の
研究機関所属の研究者との
質疑応答がありました。大
学の研究者からは、マスター
コース初級講座内で解説を
するような専門的な質問が寄

せられ、フラクタル心理学への関心の高さが伺えました。
　大学の心理学の教授、精神科医、研究者などの専門家が
属する学会において、フラクタル心理学協会として学術的な
発表を行えたことは、今後ますますフラクタル心理学が普及
し、社会に貢献できる布石になると思われます。

■ 結果を出せる心理学との出会い
　アメリカの大学院でアートセラピーとカ
ウンセリングを学び、脳科学による心理ア
プローチを研究しました。カウンセラーと
して効果的な心理療法を模索していた頃、
友人からある心理学を実践して収入が倍
増したという話を聞きました。それが、フ
ラクタル心理学でした。
　そこで、私もフラクタル心理学の講座を受けて実践すると、
アメリカでの生活でその当時９８キロになった体重を、１年
で３８キロ落とすことができたのです。これこそ、長年探し
求めていた、明確な結果を出せる心理学でした。日本でさ
らに学びを深め、その後、フラクタル心理学の講師になりま
した。
　効果を解明するため脳科学と心理からフラクタル心理学を
検証していきました。

■ 脳の情報伝達とニューロンの生成
　米国の研究によると思考とは脳の中で行われる情報伝達
であり、それを担うニューロンは短時間で生成されると発表
されています。そこから考えてみると、「思考が現実化する。
１００％例外なく！ 」を理念としているフラクタル心理学で
は、どのように脳の中で情報伝達を変えるというのでしょう
か？

■ 感情回路と認知回路
　フラクタル心理学では、トラウマ（心的外傷）の解消にイ
ンナーチャイルド療法を用いますが、私の事例を元に過程を
見ていきましょう。
　脳の情報処理回路には、理論や理性を司る大脳新皮質の
認知回路と、感情を司る大脳辺縁系の感情回路があります。
私が今までダイエットに失敗してきたのは、途中で「もう無
理！ 」と感情回路を活性化させて、ヒステリー状態になっ
ていたからでした。フラクタル心理学を実践するまでは感情
回路が活性化してしまうのは、幼少期のトラウマが原因だと
思っていました。
　そのトラウマとは「私は父親に見捨てられた」というもので、
従来の心理療法では、これを何度も体験して癒すのでした。
しかし、初めてフラクタル心理学のインナーチャイルド療法
を受けたとき、この思い出の本質そのものが変わったのです。

１．子どもの自分（インナーチャイルド）を体験する
　父母が喧嘩をして、父が出て行き、「どうして見捨ててい
くの」と泣きじゃくる私がいました。

堀 和子 先生 

特集

心理学学会発表

一般社団法人 フラクタル心理学協会　
フラクタル心理学講師

６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想

フラクタル心理学 ６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想とは
長い間、社会や家族のために一生懸命働いてきて、
一息ついて「さあ、これから自分のために」と思っても、
健康や寿命、お金の不安が頭をもたげてきませんか？
この講座はそんな不安をしっかりとみて、それをごま
かすのではなく、退治して、健康も豊かさも生きがい
も手に入れることを提案しています。２時間の講座
５回で終了となります。

フラクタル心理学開発者一色真宇
の研究ノート「フラクタル心理学：
一元論に基づいた新しい心理学
の効用」が日本トランスパーソナ
ル学会の学会誌に掲載されまし
た。

研究ノートは以下のＵＲＬよりお読みい
ただけます。
フラクタル心理学協会「学会活動」
http://www.taw.ac/academic/

● これからの生活や健康に漠然と不安がある方
● 仕事を退き、夫婦二人の生活に不満・不安がある方
● 仕事も子育ても一段落、これから第二の人生を歩みだそうとしている方

■開催日程等については、フラクタル心理学協会のホームページ「６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想」の講師一覧にある各講師の
　ホームページよりお確かめください。http://www.taw.ac/violet/

 こんな方に
おすすめです

内容

【講義タイトル】

講師をしていただいた牧野内直美先生（前列右から
２番目）、直井さん（右端）と参加者のみなさん

価格：2000 円 +税
お求めは各地のフラクタ
ル心理学協会認定ステー
ションへお問い合わせく
ださい。

Information あなたが選んだカードに未来からのメッセージが

　
「思考が現実化」します。
あなたが毎日使っている言葉が積み重なり、やがて
あなたの未来を創ることをご存じですか？ カードを、
いつも目に見えるところに置いておくことで、ネガティ
ブな思考を断ち切り、未来への思考を貯めていくこと
ができます。現実化の秘訣はとにかく思考を貯めるこ
と！ 自分を高めるアイテムとしてぜひご活用ください！

NEWS

受講料：16,200 円 　５回レッスン
各レッスンごとにテキスト付き

未来を
つくる フラクタル心理学 日めくりカード

ち こ

ひじやま

未来を
つくる

おのの

レッスン １　「疲れを取り、元気を取り戻す」
レッスン ２　「自分を愛す」
レッスン ３　「自分を許す」
レッスン ４　「能力を高める」
レッスン ５　「未来を創る」

受講生募集

脳の働きからみる、
一元論を応用した心理療法

【講義タイトル】

昨年１１月２７日（日）、神奈川県の相模女子大学にて日本トランスパー
ソナル心理学／精神医学会、日本トランスパーソナル学会が開催さ
れました。合同大会において１時間にわたって行われたフラクタル
心理学講師堀和子先生の講演のダイジェストをお届けします。

フラクタル心理学のインナーチャイルド療法 

熱心に聞き入る会場の参加者

●フラクタル心理学のインナーチャイルド療法
『フラクタル心理学のインナーチャイルド
療法～アメリカの心理カウンセリング事情
とフラクタル心理学の特長～』
アクエリアス・ナビ刊 1,728 円 (税込 ) 
著者：沼田和子 (現 堀和子）

時間ぎりぎりまで活発な質疑応答が行われ
ました

５０枚すべての言葉に一色真宇の解説つき

http://www.taw.ac/branch/　



　

フラクタル心理学
色々な形で広がる

フラクタル心理学
色々な形で広がる

フラクタル心理学
色々な形で広がる

フラクタル心理学
色々な形で広がる フラクタル心理学

色々な形で広がる
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も話せて信頼しあえるようになりました。舅と姑からたいせ
つにされていたことや、夫の優しさを再認識し、子どもたち
からも私を思う気持ちを感じられるようになりました。次女は
私に感化されてフラクタル心理学を学びはじめました。
　仕事でもムダがなくなり、すべきことが明確になって、よ
い出会いが増えました。すべてが私の深層意識の変化と共
に変わっていったのです。

■ 自宅のスペースで新規講座を開催する
　昨年、フラクタル心理カウンセラー養成講座を受講して、
一色真宇先生の個人セッションを受けたときのことです。私
も６７歳になり、仕事にも一区切りがついたので、これから
のことをご相談すると、先生は現在シニア向けの講座を準備
されているとのことで、モニターで開催してはどうかというお
話をいただきました。思いがけない素晴らしいお話に「ぜひ

やらせてください！ 」とお返事しました。
　それは「６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想講座」と
いうもので、子育てや仕事が一段落して人生の節目を迎えた
方たちが、健康や将来に対しての漠然とした不安を取り除き、
自らの限界を外して、未来に向かって前向きな気持ちになれ
る講座です。
 　第一回目のモニター講座は昨年秋３ヵ月間にわたり自宅に
作ったサロン風のセミナールームで開催しました。受講され
た方たちは短い期間にご自分のパワーを取り戻されました。
フラクタル心理学では、過去も他人も変えられるとしますが、
深層意識の思考を変えることで過去も未来も変わるとした
ら、年齢に関係なく、希望や生き甲斐が生まれて、健康に
もなれることでしょう。フラクタル心理学を伝えることはとて
もやりがいのある素晴らしい仕事です。
　１月には初級講座も開催することができました。これから
は自分でも講座を開い
て、カウンセラーとして
も活動していくつもりで
す。このような機会を
与えていただけたことを
心から感謝し、皆さま
と共に素敵な輪を広げ
ていきたいと思います。

●直井知子さんのブログ
私の人生１５０年、まだまだこれから！！ 直井知子のブログ
http://ameblo.jp/happytaw1204

■ フラクタル心理学との出会い
　アメリカに来て２６年、「本当の自分を知りたい」という思
いから、言葉もままならない異国の地で女優をめざして、が
むしゃらに突き進んできました。ハリウッドで仕事が取れるよ
うになると、舞台や映画、ドラマやコマーシャルと、それな
りに満足のいく成果を得ることもできました。
　そうして、華やかな世界に身を置く一方、家に帰ると、自
分は取るに足らない、生きている価値のない人間だという思
いに苛まれたのです。自信を失い、過食嘔吐を繰り返す摂
食障害に陥った時期もありました。カウン
セリングやヒーリングを受けても、心の安ら
ぎを得ることはありませんでした。
　昨年の初夏のこと、パーティでフラクタル
心理学のカウンセラーと知り合い、２ヵ月後
に、ロサンゼルスでフラクタル心理学マス
ターコースの入門講座を受け、晩秋には日
本滞在中に初級講座を受講しました。
　フラクタル心理学は、物事の現象化を「１００％自分の
思考の結果」として説明した理論でした。まず思考が先に
あり、次にそれが現実化する。「人は自らの人生の創造主」
であり、人生は自分で形づくれると教えられました。
　トランク一つでアメリカに渡り、人生を切り開いてきたの
ですから、感覚的にはわかりましたが、それが理論として隅々
まで説明されていることに衝撃を覚えました。私の思考が
私の人生をつくっていると考えたとき、思い出されたのは「親
に愛されなかった」という私のなかにある思いでした。この
思いは私の人生にどう影響したというのでしょう。

■ 最初につくった思い込み
　さっそく、フラクタル心理学の初級講座のワークで、最初
にその思いを抱いた子ども頃の意識を見ることにしました。
誘導瞑想をすると、ある状況が浮かんできたのです。そこに
は、母を独り占めしたくて、母が姉や弟へ使う時間を横取り
したり、成績が良いのを父に褒められたくて、父の仕事の邪
魔をして叱られたりしている私がいました。そのとき、私の

深層意識のなかの未熟な自己
であるインナーチャイルド＊は
「私は親に愛されていない」と
思い込み、「自分を褒めてくれ
ない人や、欲しいものを与えて
くれない人はすべて敵」と信
じ込んだのだとわかりました。
　アメリカに来て女優の仕事を
するようになると、役者の世界

は競争も激しく、厳
しい評価を受けるこ
とも多いため、子ど
もの頃につくったこの信じ込みが発動したのでしょ
う。オーディションではいつもまわりは敵だらけと
感じ、まるで敵陣へ斬り込みにいくように、憤りと
恐怖が入り交じった感情に吞み込まれました。そう

した感情を押さえ込んで冷静を装うだ
けで、とてつもなくエネルギーを消耗
しました。寝る間も惜しんで役柄を勉
強し、万全な準備をしても、そうした
葛藤が起こると、上手くいきませんで
した。「どんなに頑張っても認めても
らえない」「オーディションへ行きたく
ない、仕事もしたくない」と、絶望感
と虚無感に襲われました。

　褒められたことや、最終選考にまで残ったことは評価せず、
これが足りない、だから私は選ばれないのだと容姿にはじま
り、自分のすべてをこき下ろし、身も心もずたずたになるまで、
自分自身を容赦なく痛めつけるのでした。

■ 修正法でインナーチャイルドを変える
　私のなかのインナーチャイルドは、まわりに敵をつくり、「欲
しいものを得るためには戦わなくてはいけない」と信じ込み、
戦ってでも手に入れようとしてきたのです。そのような戦いの
エネルギーは、思いが叶えられないとなると、破壊的なエネ

ルギーへと変わり、自分を追い込み傷つけました。
　フラクタル心理学によると、それらはすべて私の思考がつ
くりだした現象であり、悲劇のヒロインのシナリオを自ら書き、
自ら演じているのだといいます。
　深層意識のインナーチャイルドの思い込みや信じ込みを解
いて思考が変われば現象も変わると講師から言われ、フラク
タル心理学の修正法を使って深層意識を変えていきました。
　両親と姉や弟へは、傲慢な態度をとってきたことを悔い、
心の中で謝罪し続けました。特に、母に対して「ごめんなさ
い！ 許してください！ 」と唱え続けると、目から鱗が落ちる
ように、両親に対して抱いていた、たくさんの思い込みが剥
がれ落ちて、私がいかに両親から愛されて大切にされていた
かを思い出したのです。
　年の初めに、アルツハイマー型認知症と診断されていた母
ですが、晩秋に母を見舞うために一時帰国した際に、以前と
あまり変わらない様子で生活している母と時間をともにして、
認知症ではないと感じました。
　驚いたことに、私がインナーチャイルドを変えると、５年
近く一緒に居るパートナーも思慮深い寛容な男性に変わりま
した。お互いの成長を上手にサポートできるようになり、彼
からの愛情や思いやりをしっかりと感じとれるようになった
のです。
　それから、撮影現場でキャスティング・ディレクターから酷
いことを言われたり、オーディションで英語の発音を間違え
て大恥をかいたり、妬まれたり、侮辱されたりといった苦い
経験も、彼らのせいではなく、私の信じ込みがつくりだした
現象なのだとわかりました。彼ら一人ひとりにも心の中で謝
罪と感謝を繰り返しました。
　すると、オーディションでは、私のために皆さんの貴重な
時間を割いていただいている、という謙虚な心持ちになり、
周囲から親切にされていると感じるようになりました。
　
■ 新たな目標が見つかる
　何よりも嬉しいのは創る楽しさと、表現する喜びが湧き起
こり、自信がよみがえってきたことです。５年近くあたためて
きた脚本を書き始めたので、これを舞台や映像にしていきた
いと思っています。
　これまで想像力を働かせてネガティブなストーリーをたくさ
んつくって、自分を戦かせてきましたが、これからは、ハリウッ
ドの光り輝く人たちと仕事をして、感化されながら成長して
きた私自身の歩みを、心温まるポジティブなストーリーにして
いこうと思います。
　フラクタル心理学でインナーチャイルドを変えたことで、長
く続いた私のなかの戦いにもピリオドが打たれ、人生の第２
幕がいま目の前に開かれたのです。

●中村佐恵美さんのブログ
SAEMI’s Chitchat Room from Hollywood
http://saemi.play-guide.net
●Profile １９９０年に単身渡米、９２年からアメリカで女優活動を
開始、著書に『ハリウッド女優になったOL奮闘記』（文藝春秋刊）
等がある。フラクタル心理学　教育心理コース講師、ホロトロピッ
ク・ブレスワーク認定ファシリテイター

■ 問題の根源にやっと行き当たる
　主人の両親と同居して専業主婦として子育てをしてきました
が、長女が６歳のときに舅が亡くなりました。主人が跡を継
いだ会社を整理して、関連会社に勤めるようになると、３人
の子どもを希望の進路に行かせるために、私も働き始めまし
た。家族のためと意気込んだものの、仕事への切り替えが
できずに戸惑うこともありました。姑との意思疎通が上手く
いかなかったり、子どもたちによかれと思ってすることが伝
わらなかったり、頑張っているのになぜ？ と思いました。
運命学を学び、自己啓発の本を読みますが、納得のいく答
えは見つかりませんでした。
　子どもたちも成人して、長女が結婚し、孫ができた頃、
フラクタル心理学のマスターコースと家族関係コースを受講す
る機会に恵まれました。そこで、すべての出来事は自分が源
であり、「愛とは成長すること、成長させること」と学んでハッ
とさせられたのです。
　私は親の愛を「甘えさせてくれること、守られること」と
勘違いしていたようです。子どもの頃、自立を促す厳しい親
に反発を感じていました。愛を勘違いして親を責めていたの
で、自分が親になった時に、何でもしてあげないと、今度は
自分が責められる気がして過干渉となり、子どもたちから反
抗されました。
　一方、義母には自分の親と同じように依存し、思い通りに
ならないと、心の中で反発しました。フラクタル心理学では、
現象は相似形（フラクタル）で起るといいますが、愛の勘違
いから私が親や姑に心の中で思ってきたことや態度は、子ど
もたちの反抗という形で現われ、仕事場でも依存する人や支
配的な人に悩まされることになったのです。どこでも同じパ
ターンとなる、その源は私の深層意識なのだとやっと気づい
たのです。

■ 深層意識を変えると状況が一変する
　深層意識の自分を変えなければ、この先も同じことが繰
り返されるでしょう。フラクタル心理学の講座で教わったと
おりに、深層意識を変えるための修正文を作って毎日読み
ました。
　心の中で姑や両親に詫び、３姉妹の長女として妹たちにも
今まで威張ってきたこと、夫にもサポートしてくれるのを当た
り前と思ってきたことを謝りました。日々の行動も変えました。
怠慢で後回しにしていたことをすぐにするように心がけ、いら
ないモノを片づけました。
　深層意識を修正しはじめてから３ヵ月ほどすると、自然と
感謝の気持ちが溢れてくるようになりました。両親と妹たち、
素晴らしい家族の中で私は育ったと思えて、妹たちとも何で

フラクタル心理学

http://www.taw.ac/
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ハリウッド女優として人生の第２幕を開ける！

ハリウッド女優として人生の第２幕を開ける！

ＴＡＷプレスでは毎号、フラクタル心理学を生かして人生をバージョンアップした方たち
の感動ストーリーをお届けします。今回は、自分を苦しめてきた思いを変えて新たな挑
戦を始めた、ハリウッドで女優として活躍する中村佐恵美さんからお聞きしたお話です。

「愛されなかった」は子どものときの思い込みと気づくとまわりに敵はいなくなった

女優

中村 佐恵美 さん
ロサンゼルス在住

６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想講座 初開催
深層意識の依存心と傲慢な心を変えると親子関係が変わり講座を開催するようになりました

フラクタル心理学は人生運転メソッド ―― 受講生の感動ストーリー 2
自分の深層意識を変えたら、姑や子どもたちとの関係が改善して気持ちが前向きになり、
フラクタル心理学の新規講座を開催することになった直井知子さんからお聞きしたお話です。

高台の見晴らしの良い自宅のセミナールームで講座を開きました

東京都渋谷区神宮前 5-47-11-302
TEL       03-6805-1828
URL     http://www.taw.ac　　
Email  info＠taw.ac

編集責任者 /林　浩子　
取材・編集 /㈱mamu&Co.
                  代表 真宗理香子
レイアウト /オリーブツリー

Fractal Psychology Association
フラクタル心理学協会

株式会社 アクエリアス・ナビ 本社 
代表　菊澤 有一　
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824　
FAX : 03-6805-1931
Email : info@navi.ac 
http://www.navi.ac/

株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長　松岡 安代
〒862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355　
FAX : 096-366-6355 
Email  : kyusyu@navi.ac 
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
255 W 5th Street #0115, San Pedro, CA 90731
USA
TEL : +1-310-614-8921
Email : infous@navi.ac

フラクタル心理学協会パートナー

TAW理論三つの柱

ステーション Information

PROGRES
代表　山田 佐代子
〒939-8212
富山県富山市掛尾町 504　スペル 2階

リクラシオ
代表　橋本 久美 
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4　
101セントラルビル 702
Mobile：080-9893-8224
Email：info@recracio.com
http://recracio.com
http://ameblo.jp/kttaw/ ビジネス・心理学研究所 はぴあ

代表　新垣 真治 
〒901-0145  
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/ 
http://ameblo.jp/360happier/

株式会社 ピンクダイヤ
代表　吉永 富貴子 
〒730-0016　
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611 
Mobile : 090-3638-8175 
Email : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com

グランコンパス 
代表　高橋 治子  
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1丁目 5-2
四ツ橋新興産ビル 303
TEL : 06-6555-6400　
FAX : 06-6555-6642
Mobile : 090-6555-9902 
Email  : osaka@taw.ac
http://www.taw-osaka.net 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/

有限会社 スタットワーク
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303 
Mobile : 090-2624-0709 
TEL : 03-6459-3770  
FAX : 03-6459-3771
Email : mail@statwork.jp
　　　  statwork@taw.ac
http://statwork.jp/　
http://statwork.jp/blog/ 

九州・沖縄エリア                　    ◆ ステーション

関東エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

関西エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

中国・四国エリア                   ◆ キーステーション

関東エリア　　　                   ◆ キーステーション

中部・甲信越エリア         　　 　◆ ステーション

現象の理論
（フラクタル現象学）
ＴＡＷの最大の発見
は、「世界は隅々まで
自分の全思考の拡大・
縮小である」というこ
とです。この仕組みを
詳細に解き明かし、体
系化したものがフラク
タル現象学です。

心理の理論（フラクタル心理学）
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、フラクタル心理学では「思考が現実化する」のです
から、「親の行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」
と考えます。

一元の理論
一元とは「すべては
自分の投影である」と
いう理論です。一元と
いう仕組みによって、
思考が現実化すると
きに必ず「エネルギー
保存の法則」が働きま
す。何かが生じれば、
何かがなくなります。
ＴＡＷは夢物語では
なく科学なのです。

TEL・FAX：076-471-5588
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac
http://ameblo.jp/sayochan0345/

● 講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは

　（株）アクエリアス・ナビ  またはお近くの
　キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

お問合せは各キーステーションまで　● http://www.taw.ac/counselor/

カウンセラー視点を手に入れて
フラクタル心理学を
使いこなしましょう!

フラクタル心理カウンセラー養成講座 

 フラクタル心理カウンセラー３級授与
一般社団法人フラクタル心理学協会認定資格

このような方に
▶ プロのカウンセラーを目指す方
▶ 最高峰の心理分析法を知りたい方
▶ 仕事に応用して成功したい方

フラクタル心理学開発者一色真宇の研究ノートが

日本トランスパーソナル学会
学会誌に掲載

直井 知子さん
栃木県在住

＊インナーチャイルド : 深層意識の中の成長しきれていない未熟な一部

と題して、私自身の体験から、
自己評価を上げたことで、
ミスユニバースジャパン広島
大会事務局主催「ミセス広島
コンテストインターネット投票
１位」、私のブログ「解決で
きる心理カウンセリング」が

アクセス数ランキング１位を取ることができ、それに伴い仕
事の幅が大きく広がったことをお伝えしました。
　自己評価が低い原因は深層意識にあり、お金に関して罪
悪感がある方や、家庭と仕事とのワークバランスに悩む方の
カウンセリング事例を紹介して、それらがフラクタル心理学
で解決できて、自己評価を上げることができるとお話しまし
た。ここでも参加された方たちにとても喜ばれて、フラクタ
ル心理学に興味を持っていただくことができました。
 
　最初にカウンセラーになったときに、「“フラクタル心理
学ってなに？ ” と言われない世界をつくります」と宣言し
たので、一般の方向けの講座が開けるようになったことを
たいへん嬉しく思います。

■白石美帆先生のブログ　
解決できる心理カウンセリング　http://ameblo.jp/sbeautys

■ 大学で心理学専攻の学生に授業を行いました 
　広島市内にある航空専門校 IAA で、就活の面接対策と
して自己分析の授業を担当してきた経緯から、昨年１０月
には、同市内の比治山大学でも授業を行いました。
 　心理学専攻の大学生を対象にした「就活の為のおもて
なし講座」の中の１講座で、「自己分析 面接対策」をテー
マにした授業です。
　最初に、フラクタル心理学の
概要を説明し、そののち、履
歴書にどれだけ長所が書ける
のか？ 自己ＰＲでは短所をど
れだけ長所として話せるのか？ 
として実際に長所と短所を書かせてフラクタル心理学で分析
しました。
　受講した学生たちは、短所が能力であり長所でもあったと
いう気づきを得て、みるみる表情が明るくなりました。新し
い観点がとても喜ばれて、就活に直結した講座となりました。

■ 金融機関主催のセミナーで講演しました
　今年１月、日本政策金融公庫広島支店の主催による女性
ワーキング交流会にて、女性起業家を対象にしたセミナーに
講師として呼んでいただきました。
　「ワンランク上の私になるために必要なたったひとつのこと」

広島の大学でのフラクタル心理学の講義と
政府系金融機関で行われたセミナーの模様を
ご紹介します。

就活のためのおもてなし講座 
自己分析面接対策

Euphoria（ユーフォリア）代表
IAA インターナショナルエアアカデミー広島校 講師
フラクタル心理学美容健康コース講師

白石 美帆 先生

特集

ハリウッド女優

特集

ハリウッド女優

特集

シニア向け新規講座

特集

大学講義

ロサンゼルスで初めてキャストされた舞台劇
「ヒロシマ・メイデン」の共演者たちと

テレビドラマ「ヒーローズ」の撮影セッ
トで、主演のマシ・オカ君と一緒に。
私は彼の姉役を演じました

ち こ

フラクタル心理カウンセラー　教育心理コース講師
ビジネスマインドコース講師　ＬＤＰコース講師
スペース・ファルフ運営

２．そのシーンの前に戻る
　次に、父が出て行く前のシーンに
戻ります。そこでは、英語の習い事
をさせられ、「英語を辞めたい」と
母に文句を言っている私がいました。
３．相手の気持ちを体験する
　フラクタル心理学の手法で父の気
持ちを体験できました。私が英語を

辞めたいとわがままを言い、ラチがあかないので、父は出て
行ったのでした。「見捨てられた」のではなく、むしろ、お
金を出して学ばせてくれていた、それがあったからこそ留学
もできたのだとわかりました。
　感情回路の未熟な認識は、認知回路に移行させたことで、
理性的で理論的な新たな認識として生まれ変わったのです。
こうして思い出の本質がかわりました。
　修正をすすめると認知回路による適切な判断と行動ができ
ダイエットはリバウンドすることなく成功できたのです。

■ 脳の一元論を応用した心理療法
　誰もが自らの脳で、自らの世界を認識しているとすると、
脳の中での認識は一元の世界ということができます。能動的
に自分の脳を変えることで、本来の能力を最大限に発揮して
人生を創造できます。フラクタル心理学ではそのための効果
的な実践法を伝えています。

■ フラクタル心理学今後への関心と期待
　発表後、臨床心理士、退
行催眠師、そして、大学の
研究機関所属の研究者との
質疑応答がありました。大
学の研究者からは、マスター
コース初級講座内で解説を
するような専門的な質問が寄

せられ、フラクタル心理学への関心の高さが伺えました。
　大学の心理学の教授、精神科医、研究者などの専門家が
属する学会において、フラクタル心理学協会として学術的な
発表を行えたことは、今後ますますフラクタル心理学が普及
し、社会に貢献できる布石になると思われます。

■ 結果を出せる心理学との出会い
　アメリカの大学院でアートセラピーとカ
ウンセリングを学び、脳科学による心理ア
プローチを研究しました。カウンセラーと
して効果的な心理療法を模索していた頃、
友人からある心理学を実践して収入が倍
増したという話を聞きました。それが、フ
ラクタル心理学でした。
　そこで、私もフラクタル心理学の講座を受けて実践すると、
アメリカでの生活でその当時９８キロになった体重を、１年
で３８キロ落とすことができたのです。これこそ、長年探し
求めていた、明確な結果を出せる心理学でした。日本でさ
らに学びを深め、その後、フラクタル心理学の講師になりま
した。
　効果を解明するため脳科学と心理からフラクタル心理学を
検証していきました。

■ 脳の情報伝達とニューロンの生成
　米国の研究によると思考とは脳の中で行われる情報伝達
であり、それを担うニューロンは短時間で生成されると発表
されています。そこから考えてみると、「思考が現実化する。
１００％例外なく！ 」を理念としているフラクタル心理学で
は、どのように脳の中で情報伝達を変えるというのでしょう
か？

■ 感情回路と認知回路
　フラクタル心理学では、トラウマ（心的外傷）の解消にイ
ンナーチャイルド療法を用いますが、私の事例を元に過程を
見ていきましょう。
　脳の情報処理回路には、理論や理性を司る大脳新皮質の
認知回路と、感情を司る大脳辺縁系の感情回路があります。
私が今までダイエットに失敗してきたのは、途中で「もう無
理！ 」と感情回路を活性化させて、ヒステリー状態になっ
ていたからでした。フラクタル心理学を実践するまでは感情
回路が活性化してしまうのは、幼少期のトラウマが原因だと
思っていました。
　そのトラウマとは「私は父親に見捨てられた」というもので、
従来の心理療法では、これを何度も体験して癒すのでした。
しかし、初めてフラクタル心理学のインナーチャイルド療法
を受けたとき、この思い出の本質そのものが変わったのです。

１．子どもの自分（インナーチャイルド）を体験する
　父母が喧嘩をして、父が出て行き、「どうして見捨ててい
くの」と泣きじゃくる私がいました。

堀 和子 先生 

特集

心理学学会発表

一般社団法人 フラクタル心理学協会　
フラクタル心理学講師

６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想

フラクタル心理学 ６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想とは
長い間、社会や家族のために一生懸命働いてきて、
一息ついて「さあ、これから自分のために」と思っても、
健康や寿命、お金の不安が頭をもたげてきませんか？
この講座はそんな不安をしっかりとみて、それをごま
かすのではなく、退治して、健康も豊かさも生きがい
も手に入れることを提案しています。２時間の講座
５回で終了となります。

フラクタル心理学開発者一色真宇
の研究ノート「フラクタル心理学：
一元論に基づいた新しい心理学
の効用」が日本トランスパーソナ
ル学会の学会誌に掲載されまし
た。

研究ノートは以下のＵＲＬよりお読みい
ただけます。
フラクタル心理学協会「学会活動」
http://www.taw.ac/academic/

● これからの生活や健康に漠然と不安がある方
● 仕事を退き、夫婦二人の生活に不満・不安がある方
● 仕事も子育ても一段落、これから第二の人生を歩みだそうとしている方

■開催日程等については、フラクタル心理学協会のホームページ「６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想」の講師一覧にある各講師の
　ホームページよりお確かめください。http://www.taw.ac/violet/

 こんな方に
おすすめです

内容

【講義タイトル】

講師をしていただいた牧野内直美先生（前列右から
２番目）、直井さん（右端）と参加者のみなさん

価格：2000 円 +税
お求めは各地のフラクタ
ル心理学協会認定ステー
ションへお問い合わせく
ださい。

Information あなたが選んだカードに未来からのメッセージが

　
「思考が現実化」します。
あなたが毎日使っている言葉が積み重なり、やがて
あなたの未来を創ることをご存じですか？ カードを、
いつも目に見えるところに置いておくことで、ネガティ
ブな思考を断ち切り、未来への思考を貯めていくこと
ができます。現実化の秘訣はとにかく思考を貯めるこ
と！ 自分を高めるアイテムとしてぜひご活用ください！

NEWS

受講料：16,200 円 　５回レッスン
各レッスンごとにテキスト付き

未来を
つくる フラクタル心理学 日めくりカード

ち こ

ひじやま

未来を
つくる

おのの

レッスン １　「疲れを取り、元気を取り戻す」
レッスン ２　「自分を愛す」
レッスン ３　「自分を許す」
レッスン ４　「能力を高める」
レッスン ５　「未来を創る」

受講生募集

脳の働きからみる、
一元論を応用した心理療法

【講義タイトル】

昨年１１月２７日（日）、神奈川県の相模女子大学にて日本トランスパー
ソナル心理学／精神医学会、日本トランスパーソナル学会が開催さ
れました。合同大会において１時間にわたって行われたフラクタル
心理学講師堀和子先生の講演のダイジェストをお届けします。

フラクタル心理学のインナーチャイルド療法 

熱心に聞き入る会場の参加者

●フラクタル心理学のインナーチャイルド療法
『フラクタル心理学のインナーチャイルド
療法～アメリカの心理カウンセリング事情
とフラクタル心理学の特長～』
アクエリアス・ナビ刊 1,728 円 (税込 ) 
著者：沼田和子 (現 堀和子）

時間ぎりぎりまで活発な質疑応答が行われ
ました

５０枚すべての言葉に一色真宇の解説つき

http://www.taw.ac/branch/　



　

フラクタル心理学
色々な形で広がる

フラクタル心理学
色々な形で広がる

フラクタル心理学
色々な形で広がる

フラクタル心理学
色々な形で広がる フラクタル心理学

色々な形で広がる
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も話せて信頼しあえるようになりました。舅と姑からたいせ
つにされていたことや、夫の優しさを再認識し、子どもたち
からも私を思う気持ちを感じられるようになりました。次女は
私に感化されてフラクタル心理学を学びはじめました。
　仕事でもムダがなくなり、すべきことが明確になって、よ
い出会いが増えました。すべてが私の深層意識の変化と共
に変わっていったのです。

■ 自宅のサロン風セミナールームで新規講座を開催する
　昨年、フラクタル心理カウンセラー養成講座を受講して、
一色真宇先生の個人セッションを受けたときのことです。私
も６７歳になり、仕事にも一区切りがついたので、これから
のことをご相談すると、先生は現在シニア向けの講座を準備
されているとのことで、モニターで開催してはどうかというお
話をいただきました。思いがけない素晴らしいお話に「ぜひ

やらせてください！ 」とお返事しました。
　それは「６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想講座」と
いうもので、子育てや仕事が一段落して人生の節目を迎えた
方たちが、健康や将来に対しての漠然とした不安を取り除き、
自らの限界を外して、未来に向かって前向きな気持ちになれ
る講座です。
 　第一回目のモニター講座は昨年秋３ヵ月間にわたり自宅に
作ったサロン風のセミナールームで開催しました。受講され
た方たちは短い期間にご自分のパワーを取り戻されました。
フラクタル心理学では、過去も他人も変えられるとしますが、
深層意識の思考を変えることで過去も未来も変わるとした
ら、年齢に関係なく、希望や生き甲斐が生まれて、健康に
もなれることでしょう。フラクタル心理学を伝えることはとて
もやりがいのある素晴らしい仕事です。
　１月には初級講座も開催することができました。これから
は自分でも講座を開い
て、カウンセラーとして
も活動していくつもりで
す。このような機会を
与えていただけたことを
心から感謝し、皆さま
と共に素敵な輪を広げ
ていきたいと思います。

●直井知子さんのブログ
私の人生１５０年、まだまだこれから！！ 直井知子のブログ
http://ameblo.jp/happytaw1204

■ フラクタル心理学との出会い
　アメリカに来て２６年、「本当の自分を知りたい」という思
いから、言葉もままならない異国の地で女優をめざして、が
むしゃらに突き進んできました。ハリウッドで仕事が取れるよ
うになると、舞台や映画、ドラマやコマーシャルと、それな
りに満足のいく成果を得ることもできました。
　そうして、華やかな世界に身を置く一方、家に帰ると、自
分は取るに足らない、生きている価値のない人間だという思
いに苛まれたのです。自信を失い、過食嘔吐を繰り返す摂
食障害に陥った時期もありました。カウン
セリングやヒーリングを受けても、心の安ら
ぎを得ることはありませんでした。
　昨年の初夏のこと、パーティでフラクタル
心理学のカウンセラーと知り合い、２ヵ月後
に、ロサンゼルスでフラクタル心理学マス
ターコースの入門講座を受け、晩秋には日
本滞在中に初級講座を受講しました。
　フラクタル心理学は、物事の現象化を「１００％自分の
思考の結果」として説明した理論でした。まず思考が先に
あり、次にそれが現実化する。「人は自らの人生の創造主」
であり、人生は自分で形づくれると教えられました。
　トランク一つでアメリカに渡り、人生を切り開いてきたの
ですから、感覚的にはわかりましたが、それが理論として隅々
まで説明されていることに衝撃を覚えました。私の思考が
私の人生をつくっていると考えたとき、思い出されたのは「親
に愛されなかった」という私のなかにある思いでした。この
思いは私の人生にどう影響したというのでしょう。

■ 最初につくった思い込み
　さっそく、フラクタル心理学の初級講座のワークで、最初
にその思いを抱いた子ども頃の意識を見ることにしました。
誘導瞑想をすると、ある状況が浮かんできたのです。そこに
は、母を独り占めしたくて、母が姉や弟へ使う時間を横取り
したり、成績が良いのを父に褒められたくて、父の仕事の邪
魔をして叱られたりしている私がいました。そのとき、私の

深層意識のなかの未熟な自己
であるインナーチャイルド＊は
「私は親に愛されていない」と
思い込み、「自分を褒めてくれ
ない人や、欲しいものを与えて
くれない人はすべて敵」と信
じ込んだのだとわかりました。
　アメリカに来て女優の仕事を
するようになると、役者の世界

は競争も激しく、厳
しい評価を受けるこ
とも多いため、子ど
もの頃につくったこの信じ込みが発動したのでしょ
う。オーディションではいつもまわりは敵だらけと
感じ、まるで敵陣へ斬り込みにいくように、憤りと
恐怖が入り交じった感情に吞み込まれました。そう

した感情を押さえ込んで冷静を装うだ
けで、とてつもなくエネルギーを消耗
しました。寝る間も惜しんで役柄を勉
強し、万全な準備をしても、そうした
葛藤が起こると、上手くいきませんで
した。「どんなに頑張っても認めても
らえない」「オーディションへ行きたく
ない、仕事もしたくない」と、絶望感
と虚無感に襲われました。

　褒められたことや、最終選考にまで残ったことは評価せず、
これが足りない、だから私は選ばれないのだと容姿にはじま
り、自分のすべてをこき下ろし、身も心もずたずたになるまで、
自分自身を容赦なく痛めつけるのでした。

■ 修正法でインナーチャイルドを変える
　私のなかのインナーチャイルドは、まわりに敵をつくり、「欲
しいものを得るためには戦わなくてはいけない」と信じ込み、
戦ってでも手に入れようとしてきたのです。そのような戦いの
エネルギーは、思いが叶えられないとなると、破壊的なエネ

ルギーへと変わり、自分を追い込み傷つけました。
　フラクタル心理学によると、それらはすべて私の思考がつ
くりだした現象であり、悲劇のヒロインのシナリオを自ら書き、
自ら演じているのだといいます。
　深層意識のインナーチャイルドの思い込みや信じ込みを解
いて思考が変われば現象も変わると講師から言われ、フラク
タル心理学の修正法を使って深層意識を変えていきました。
　両親と姉や弟へは、傲慢な態度をとってきたことを悔い、
心の中で謝罪し続けました。特に、母に対して「ごめんなさ
い！ 許してください！ 」と唱え続けると、目から鱗が落ちる
ように、両親に対して抱いていた、たくさんの思い込みが剥
がれ落ちて、私がいかに両親から愛されて大切にされていた
かを思い出したのです。
　年の初めに、アルツハイマー型認知症と診断されていた母
ですが、晩秋に母を見舞うために一時帰国した際に、以前と
あまり変わらない様子で生活している母と時間をともにして、
認知症ではないと感じました。
　驚いたことに、私がインナーチャイルドを変えると、５年
近く一緒に居るパートナーも思慮深い寛容な男性に変わりま
した。お互いの成長を上手にサポートできるようになり、彼
からの愛情や思いやりをしっかりと感じとれるようになった
のです。
　それから、撮影現場でキャスティング・ディレクターから酷
いことを言われたり、オーディションで英語の発音を間違え
て大恥をかいたり、妬まれたり、侮辱されたりといった苦い
経験も、彼らのせいではなく、私の信じ込みがつくりだした
現象なのだとわかりました。彼ら一人ひとりにも心の中で謝
罪と感謝を繰り返しました。
　すると、オーディションでは、私のために皆さんの貴重な
時間を割いていただいている、という謙虚な心持ちになり、
周囲から親切にされていると感じるようになりました。
　
■ 新たな目標が見つかる
　何よりも嬉しいのは創る楽しさと、表現する喜びが湧き起
こり、自信がよみがえってきたことです。５年近くあたためて
きた脚本を書き始めたので、これを舞台や映像にしていきた
いと思っています。
　これまで想像力を働かせてネガティブなストーリーをたくさ
んつくって、自分を戦かせてきましたが、これからは、ハリウッ
ドの光り輝く人たちと仕事をして、感化されながら成長して
きた私自身の歩みを、心温まるポジティブなストーリーにして
いこうと思います。
　フラクタル心理学でインナーチャイルドを変えたことで、長
く続いた私のなかの戦いにもピリオドが打たれ、人生の第２
幕がいま目の前に開かれたのです。

●中村佐恵美さんのブログ
SAEMI’s Chitchat Room from Hollywood
http://saemi.play-guide.net
●Profile １９９０年に単身渡米、９２年からアメリカで女優活動を
開始、著書に『ハリウッド女優になったOL奮闘記』（文藝春秋刊）
等がある。フラクタル心理学　教育心理コース講師、ホロトロピッ
ク・ブレスワーク認定ファシリテイター

■ 問題の根源にやっと行き当たる
　主人の両親と同居して専業主婦として子育てをしてきました
が、長女が６歳のときに舅が亡くなりました。主人が跡を継
いだ会社を整理して、関連会社に勤めるようになると、３人
の子どもを希望の進路に行かせるために、私も働き始めまし
た。家族のためと意気込んだものの、仕事への切り替えが
できずに戸惑うこともありました。姑との意思疎通が上手く
いかなかったり、子どもたちによかれと思ってすることが伝
わらなかったり、頑張っているのになぜ？ と思いました。
運命学を学び、自己啓発の本を読みますが、納得のいく答
えは見つかりませんでした。
　子どもたちも成人して、長女が結婚し、孫ができた頃、
フラクタル心理学のマスターコースと家族関係コースを受講す
る機会に恵まれました。そこで、すべての出来事は自分が源
であり、「愛とは成長すること、成長させること」と学んでハッ
とさせられたのです。
　私は親の愛を「甘えさせてくれること、守られること」と
勘違いしていたようです。子どもの頃、自立を促す厳しい親
に反発を感じていました。愛を勘違いして親を責めていたの
で、自分が親になった時に、何でもしてあげないと、今度は
自分が責められる気がして過干渉となり、子どもたちから反
抗されました。
　一方、義母には自分の親と同じように依存し、思い通りに
ならないと、心の中で反発しました。フラクタル心理学では、
現象は相似形（フラクタル）で起るといいますが、愛の勘違
いから私が親や姑に心の中で思ってきたことや態度は、子ど
もたちの反抗という形で現われ、仕事場でも依存する人や支
配的な人に悩まされることになったのです。どこでも同じパ
ターンとなる、その源は私の深層意識なのだとやっと気づい
たのです。

■ 深層意識を変えると状況が一変する
　深層意識の自分を変えなければ、この先も同じことが繰
り返されるでしょう。フラクタル心理学の講座で教わったと
おりに、深層意識を変えるための修正文を作って毎日読み
ました。
　心の中で姑や両親に詫び、３姉妹の長女として妹たちにも
今まで威張ってきたこと、夫にもサポートしてくれるのを当た
り前と思ってきたことを謝りました。日々の行動も変えました。
怠慢で後回しにしていたことをすぐにするように心がけ、いら
ないモノを片づけました。
　深層意識を修正しはじめてから３ヵ月ほどすると、自然と
感謝の気持ちが溢れてくるようになりました。両親と妹たち、
素晴らしい家族の中で私は育ったと思えて、妹たちとも何で

フラクタル心理学

http://www.taw.ac/
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ハリウッド女優として人生の第２幕を開ける！

ハリウッド女優として人生の第２幕を開ける！

ＴＡＷプレスでは毎号、フラクタル心理学を生かして人生をバージョンアップした方たち
の感動ストーリーをお届けします。今回は、自分を苦しめてきた思いを変えて新たな挑
戦を始めた、ハリウッドで女優として活躍する中村佐恵美さんからお聞きしたお話です。

「愛されなかった」は子どものときの思い込みと気づくとまわりに敵はいなくなった

女優

中村 佐恵美 さん
ロサンゼルス在住

６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想講座 初開催
深層意識の依存心と傲慢な心を変えると親子関係が変わり講座を開催するようになりました

フラクタル心理学は人生運転メソッド ―― 受講生の感動ストーリー 2
自分の深層意識を変えたら、姑や子どもたちとの関係が改善して気持ちが前向きになり、
フラクタル心理学の新規講座を開催することになった直井知子さんからお聞きしたお話です。

高台の見晴らしの良い自宅のセミナールームで講座を開きました
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Fractal Psychology Association
フラクタル心理学協会

株式会社 アクエリアス・ナビ 本社 
代表　菊澤 有一　
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824　
FAX : 03-6805-1931
Email : info@navi.ac 
http://www.navi.ac/

株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長　松岡 安代
〒862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355　
FAX : 096-366-6355 
Email  : kyusyu@navi.ac 
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
255 W 5th Street #0115, San Pedro, CA 90731
USA
TEL : +1-310-614-8921
Email : infous@navi.ac

フラクタル心理学協会パートナー

TAW理論三つの柱

ステーション Information

PROGRES
代表　山田 佐代子
〒939-8212
富山県富山市掛尾町 504　スペル 2階

リクラシオ
代表　橋本 久美 
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4　
101セントラルビル 702
Mobile：080-9893-8224
Email：info@recracio.com
http://recracio.com
http://ameblo.jp/kttaw/ ビジネス・心理学研究所 はぴあ

代表　新垣 真治 
〒901-0145  
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/ 
http://ameblo.jp/360happier/

株式会社 ピンクダイヤ
代表　吉永 富貴子 
〒730-0016　
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611 
Mobile : 090-3638-8175 
Email : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com

グランコンパス 
代表　高橋 治子  
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1丁目 5-2
四ツ橋新興産ビル 303
TEL : 06-6555-6400　
FAX : 06-6555-6642
Mobile : 090-6555-9902 
Email  : osaka@taw.ac
http://www.taw-osaka.net 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/

有限会社 スタットワーク
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303 
Mobile : 090-2624-0709 
TEL : 03-6459-3770  
FAX : 03-6459-3771
Email : mail@statwork.jp
　　　  statwork@taw.ac
http://statwork.jp/　
http://statwork.jp/blog/ 

九州・沖縄エリア                　    ◆ ステーション

関東エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

関西エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

中国・四国エリア                   ◆ キーステーション

関東エリア　　　                   ◆ キーステーション

中部・甲信越エリア         　　 　◆ ステーション

現象の理論
（フラクタル現象学）
ＴＡＷの最大の発見
は、「世界は隅々まで
自分の全思考の拡大・
縮小である」というこ
とです。この仕組みを
詳細に解き明かし、体
系化したものがフラク
タル現象学です。

心理の理論（フラクタル心理学）
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、フラクタル心理学では「思考が現実化する」のです
から、「親の行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」
と考えます。

一元の理論
一元とは「すべては
自分の投影である」と
いう理論です。一元と
いう仕組みによって、
思考が現実化すると
きに必ず「エネルギー
保存の法則」が働きま
す。何かが生じれば、
何かがなくなります。
ＴＡＷは夢物語では
なく科学なのです。

TEL・FAX：076-471-5588
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac
http://ameblo.jp/sayochan0345/

● 講座に関してのお問い合わせ、お申し込みは

　（株）アクエリアス・ナビ  またはお近くの
　キーステーション・ステーションにお気軽にご連絡ください。

お問合せは各キーステーションまで　● http://www.taw.ac/counselor/

カウンセラー視点を手に入れて
フラクタル心理学を
使いこなしましょう!

フラクタル心理カウンセラー養成講座 

 フラクタル心理カウンセラー３級授与
一般社団法人フラクタル心理学協会認定資格

このような方に
▶ プロのカウンセラーを目指す方
▶ 最高峰の心理分析法を知りたい方
▶ 仕事に応用して成功したい方

フラクタル心理学開発者一色真宇の研究ノートが

日本トランスパーソナル学会
学会誌に掲載

直井 知子さん
栃木県在住

＊インナーチャイルド : 深層意識の中の成長しきれていない未熟な一部

と題して、私自身の体験から、
自己評価を上げたことで、
ミスユニバースジャパン広島
大会事務局主催「ミセス広島
コンテストインターネット投票
１位」、私のブログ「解決で
きる心理カウンセリング」が

アクセス数ランキング１位を取ることができ、それに伴い仕
事の幅が大きく広がったことをお伝えしました。
　自己評価が低い原因は深層意識にあり、お金に関して罪
悪感がある方や、家庭と仕事とのワークバランスに悩む方の
カウンセリング事例を紹介して、それらがフラクタル心理学
で解決できて、自己評価を上げることができるとお話しまし
た。ここでも参加された方たちにとても喜ばれて、フラクタ
ル心理学に興味を持っていただくことができました。
 
　最初にカウンセラーになったときに、「“フラクタル心理
学ってなに？ ” と言われない世界をつくります」と宣言し
たので、一般の方向けの講座が開けるようになったことを
たいへん嬉しく思います。

■白石美帆先生のブログ　
解決できる心理カウンセリング　http://ameblo.jp/sbeautys

■ 大学で心理学専攻の学生に授業を行いました 
　広島市内にある航空専門校 IAA で、就活の面接対策と
して自己分析の授業を担当してきた経緯から、昨年１０月
には、同市内の比治山大学でも授業を行いました。
 　心理学専攻の大学生を対象にした「就活の為のおもて
なし講座」の中の１講座で、「自己分析 面接対策」をテー
マにした授業です。
　最初に、フラクタル心理学の
概要を説明し、そののち、履
歴書にどれだけ長所が書ける
のか？ 自己ＰＲでは短所をど
れだけ長所として話せるのか？ 
として実際に長所と短所を書かせてフラクタル心理学で分析
しました。
　受講した学生たちは、短所が能力であり長所でもあったと
いう気づきを得て、みるみる表情が明るくなりました。新し
い観点がとても喜ばれて、就活に直結した講座となりました。

■ 金融機関主催のセミナーで講演しました
　今年１月、日本政策金融公庫広島支店の主催による女性
ワーキング交流会にて、女性起業家を対象にしたセミナーに
講師として呼んでいただきました。
　「ワンランク上の私になるために必要なたったひとつのこと」

広島の大学でのフラクタル心理学の講義と
政府系金融機関で行われたセミナーの模様を
ご紹介します。

就活のためのおもてなし講座 
自己分析面接対策

Euphoria（ユーフォリア）代表
IAA インターナショナルエアアカデミー広島校 講師
フラクタル心理学美容健康コース講師

白石 美帆 先生

特集

ハリウッド女優

特集

ハリウッド女優

特集

シニア向け新規講座

特集

大学講義

ロサンゼルスで初めてキャストされた舞台劇
「ヒロシマ・メイデン」の共演者たちと

テレビドラマ「ヒーローズ」の撮影セッ
トで、主演のマシ・オカ君と一緒に。
私は彼の姉役を演じました

ち こ

フラクタル心理カウンセラー　教育心理コース講師
ビジネスマインドコース講師　ＬＤＰコース講師
スペース・ファルフ運営

２．そのシーンの前に戻る
　次に、父が出て行く前のシーンに
戻ります。そこでは、英語の習い事
をさせられ、「英語を辞めたい」と
母に文句を言っている私がいました。
３．相手の気持ちを体験する
　フラクタル心理学の手法で父の気
持ちを体験できました。私が英語を

辞めたいとわがままを言い、ラチがあかないので、父は出て
行ったのでした。「見捨てられた」のではなく、むしろ、お
金を出して学ばせてくれていた、それがあったからこそ留学
もできたのだとわかりました。
　感情回路の未熟な認識は、認知回路に移行させたことで、
理性的で理論的な新たな認識として生まれ変わったのです。
こうして思い出の本質がかわりました。
　修正をすすめると認知回路による適切な判断と行動ができ
ダイエットはリバウンドすることなく成功できたのです。

■ 脳の一元論を応用した心理療法
　誰もが自らの脳で、自らの世界を認識しているとすると、
脳の中での認識は一元の世界ということができます。能動的
に自分の脳を変えることで、本来の能力を最大限に発揮して
人生を創造できます。フラクタル心理学ではそのための効果
的な実践法を伝えています。

■ フラクタル心理学今後への関心と期待
　発表後、臨床心理士、退
行催眠師、そして、大学の
研究機関所属の研究者との
質疑応答がありました。大
学の研究者からは、マスター
コース初級講座内で解説を
するような専門的な質問が寄

せられ、フラクタル心理学への関心の高さが伺えました。
　大学の心理学の教授、精神科医、研究者などの専門家が
属する学会において、フラクタル心理学協会として学術的な
発表を行えたことは、今後ますますフラクタル心理学が普及
し、社会に貢献できる布石になると思われます。

■ 結果を出せる心理学との出会い
　アメリカの大学院でアートセラピーとカ
ウンセリングを学び、脳科学による心理ア
プローチを研究しました。カウンセラーと
して効果的な心理療法を模索していた頃、
友人からある心理学を実践して収入が倍
増したという話を聞きました。それが、フ
ラクタル心理学でした。
　そこで、私もフラクタル心理学の講座を受けて実践すると、
アメリカでの生活でその当時９８キロになった体重を、１年
で３８キロ落とすことができたのです。これこそ、長年探し
求めていた、明確な結果を出せる心理学でした。日本でさ
らに学びを深め、その後、フラクタル心理学の講師になりま
した。
　効果を解明するため脳科学と心理からフラクタル心理学を
検証していきました。

■ 脳の情報伝達とニューロンの生成
　米国の研究によると思考とは脳の中で行われる情報伝達
であり、それを担うニューロンは短時間で生成されると発表
されています。そこから考えてみると、「思考が現実化する。
１００％例外なく！ 」を理念としているフラクタル心理学で
は、どのように脳の中で情報伝達を変えるというのでしょう
か？

■ 感情回路と認知回路
　フラクタル心理学では、トラウマ（心的外傷）の解消にイ
ンナーチャイルド療法を用いますが、私の事例を元に過程を
見ていきましょう。
　脳の情報処理回路には、理論や理性を司る大脳新皮質の
認知回路と、感情を司る大脳辺縁系の感情回路があります。
私が今までダイエットに失敗してきたのは、途中で「もう無
理！ 」と感情回路を活性化させて、ヒステリー状態になっ
ていたからでした。フラクタル心理学を実践するまでは感情
回路が活性化してしまうのは、幼少期のトラウマが原因だと
思っていました。
　そのトラウマとは「私は父親に見捨てられた」というもので、
従来の心理療法では、これを何度も体験して癒すのでした。
しかし、初めてフラクタル心理学のインナーチャイルド療法
を受けたとき、この思い出の本質そのものが変わったのです。

１．子どもの自分（インナーチャイルド）を体験する
　父母が喧嘩をして、父が出て行き、「どうして見捨ててい
くの」と泣きじゃくる私がいました。

堀 和子 先生 

特集

心理学学会発表

一般社団法人 フラクタル心理学協会　
フラクタル心理学講師

６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想

フラクタル心理学 ６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想とは
長い間、社会や家族のために一生懸命働いてきて、
一息ついて「さあ、これから自分のために」と思っても、
健康や寿命、お金の不安が頭をもたげてきませんか？
この講座はそんな不安をしっかりとみて、それをごま
かすのではなく、退治して、健康も豊かさも生きがい
も手に入れることを提案しています。２時間の講座
５回で終了となります。

フラクタル心理学開発者一色真宇
の研究ノート「フラクタル心理学：
一元論に基づいた新しい心理学
の効用」が日本トランスパーソナ
ル学会の学会誌に掲載されまし
た。

研究ノートは以下のＵＲＬよりお読みい
ただけます。
フラクタル心理学協会「学会活動」
http://www.taw.ac/academic/

● これからの生活や健康に漠然と不安がある方
● 仕事を退き、夫婦二人の生活に不満・不安がある方
● 仕事も子育ても一段落、これから第二の人生を歩みだそうとしている方

■開催日程等については、フラクタル心理学協会のホームページ「６０歳から始める健康をつくる誘導瞑想」の講師一覧にある各講師の
　ホームページよりお確かめください。http://www.taw.ac/violet/

 こんな方に
おすすめです

内容

【講義タイトル】

講師をしていただいた牧野内直美先生（前列右から
２番目）、直井さん（右端）と参加者のみなさん

価格：2000 円 +税
お求めは各地のフラクタ
ル心理学協会認定ステー
ションへお問い合わせく
ださい。

Information あなたが選んだカードに未来からのメッセージが

　
「思考が現実化」します。
あなたが毎日使っている言葉が積み重なり、やがて
あなたの未来を創ることをご存じですか？ カードを、
いつも目に見えるところに置いておくことで、ネガティ
ブな思考を断ち切り、未来への思考を貯めていくこと
ができます。現実化の秘訣はとにかく思考を貯めるこ
と！ 自分を高めるアイテムとしてぜひご活用ください！

NEWS

受講料：16,200 円 　５回レッスン
各レッスンごとにテキスト付き

未来を
つくる フラクタル心理学 日めくりカード

ち こ

ひじやま

未来を
つくる

おのの

レッスン １　「疲れを取り、元気を取り戻す」
レッスン ２　「自分を愛す」
レッスン ３　「自分を許す」
レッスン ４　「能力を高める」
レッスン ５　「未来を創る」

受講生募集

脳の働きからみる、
一元論を応用した心理療法

【講義タイトル】

昨年１１月２７日（日）、神奈川県の相模女子大学にて日本トランスパー
ソナル心理学／精神医学会、日本トランスパーソナル学会が開催さ
れました。合同大会において１時間にわたって行われたフラクタル
心理学講師堀和子先生の講演のダイジェストをお届けします。

フラクタル心理学のインナーチャイルド療法 

熱心に聞き入る会場の参加者

●フラクタル心理学のインナーチャイルド療法
『フラクタル心理学のインナーチャイルド
療法～アメリカの心理カウンセリング事情
とフラクタル心理学の特長～』
アクエリアス・ナビ刊 1,728 円 (税込 ) 
著者：沼田和子 (現 堀和子）

時間ぎりぎりまで活発な質疑応答が行われ
ました

５０枚すべての言葉に一色真宇の解説つき

http://www.taw.ac/branch/　
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