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Introduction  
 
Greetings, I’m Andrea Olsen, and I am delighted to share these seven movement explorations with you, developed with 
my colleague Caryn McHose. 
  
こんにちは。アンドレア・オルセンです。私の同僚のキャリン・マックホセと共に発展させた、これら７つの

動きの探求をあなたと共有することが嬉しいです。 
 
こんにちは。アンドレア・オルセンです。私とキャリン・マックホセが共に作り上げてきた 7日にわたる動き
の探求/旅をみなさんとシェアすることに喜びを感じています。 
  
Relationship is a theme of our time: relationship to body, to place, and to global community. This series of short films 
offers resources for ease in the body by restoring inherent flow, our birthright.  They are for anyone with curiosity about 
living more consciously. 
 
 
からだ、場、地球社会との関係は、私たちが生きる時間におけるテーマです。これから紹介する 7日間にわた
る動きの探求/旅を通して、私たちが生まれ持った 'Flow' や人間らしさを取り戻していきます。 それは、から
だに無理のない自然な在り方に向かっていくことでもあります。丁寧に生きることを願う全ての人の為のもの

です。 
 
Two underlying concepts inform this work: Body is earth (is this different from the title, body and earth?). Our bones, 
breath and blood are the minerals, air and water inside us. When you arrive in a new place, in just a few days the 70% of 
your body that is water is now from that watershed. The local eggs, milk, and greens that you eat shape your muscles and 
bones. Humans are nature too, not separate but same. 
  
この作品「からだは地球」には 2つの根底概念があります。一つ目は、私たちのからだの中にある骨はミネラ
ル、呼吸は空気、そして血液は水と、言う概念です。新しい場所に着けば、その 2,3日の間に、からだの 70%
の水は、その土地の水から成り立っていきます。あなたが食べている地元の卵、牛乳、そして野菜はあなたの

筋肉や骨をかたちづくっています。人間と自然は切り離せるものではありません。 
  
The second concept is that dance — and movement — are essential ways to experience this interconnectedness. Rather 
than superficial, peripheral, or extraneous, movement is central, essential, and core to what it means to be human in this 
time. Bodies have intrinsic intelligence formed from over three billion years of evolutionary history—since the origins of 
the first cell. Rather than seeking control over the body and the places we inhabit, we develop practices for deep attending. 
  
２つ目の概念は、ダンスーそして動きーは、からだと地球の繋がりを経験/体感するためのとても大切な道す
じだということです。表面、枠もしくは外に表れるものよりも、中心にあり、不可欠であり、そしてコアであ

る動きそのものが、この時代に生きる人間を意味しています。細胞の発生から 30億年以上の進化の中でかた
ち作られた知性を、からだは持っています。からだや居場所をコントロールする方法を探し求めるのではな

く、それらに深く関わる為の実践を発達させていきます。 
  
To explore these concepts experientially, we begin with our feet. In Day 1 we orient to weight and to space and practice 
arriving. Day 2 we refresh fluidity, followed by Day 3 investigating breath and voice. In session 4 we remap verticality, 
and in Day 5, we explore the process of perception remembering how orientation and perception underlie every 
movement we make. In Day 6 we focus on balancing the nervous system. And finally in Day 7 we apply all these 
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resources to embracing mystery, meeting the uncertainty and challenges of our days more consciously and with more 
spontaneous joy. 
 
この 2つの概念を経験的/体感的に探求/旅するために、私たちは足から始めます。Day1では、重さと空間を感
じます。Day2では流動性をよみがえらせ、Day3では呼吸と声の探求をします。Day4では垂直性について学
び、Day5では動きをサポートしている仕組みと認知を意識しながら、知覚の過程を探求します。Day6では神
経系のバランスを取り上げます。最後の Day7ではより意識的に、喜びと共に神秘、日々の不確かさ、そして
挑戦を受け入れ、Day1-6で経験/体感したことを更なる探求/旅に繋げていきます。 
  
These seven movement explorations can be done individually, part-by-part, or linked for an hour-long practice. The verbal 
cues are meant as invitations, not commands. Follow what captures your imagination, finding your own inroad to 
embodied awareness. 
 
これら７つの探求/旅はそれぞれ一つずつそして部分的に、あるいは１時間のまとまりで進めることもできま
す。言葉がけは導きであり、命令ではありません。あなたが想像するままに、そして'embodied awareness' (hard 
to translate, if we do, 体現して気づきを促していく) への自分自身の入口を見つけて下さい。 
  
You’ll need a space to move in that feels private enough for focused concentration, a yoga mat or other clean surface, and 
comfortable clothing. It’s helpful if you have a writing journal to reflect on the process. You can work alone or with a 
group, as we enter this journey together. 
 
この探求/旅には、十分に集中して動ける心地の良い場所、ヨガマットやそのほか清潔な床、そして動きやす
い服が必要です。このプロセスを振り返るためのノートがあると役立ちます。この探求/旅は、一人でもグル
ープでもできます。 
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DAY 1	 	 Orientation and Arriving	 	 道筋と行き着く場所 
 
Sometimes we spend our whole time just arriving in a new place, rather than being fully present. How do we practice 

orientation and arriving? 

 時々私たちは、ここに本当の意味で存在することよりも、新しい場所へ行くことだけに時間を費やしていま
す。 

Begin standing: 

-Greet your oldest friend, gravity. How do you notice the sensation of weight in your body? 

立った所から始めましょう。 

あなたの古くからの友人、重力に挨拶をしましょう。からだの中の重さの感覚をどう捉えますか？ 

-Move your head off center and notice the subtle shifts in your sensing feet. 

 頭を中心からずらし、足の裏での感覚が少し変化するのを感じてみましょう。	  

-Take a walk, and receive the ground with your feet. Let the earth touch you. 

 歩いてみて、足の裏で床を受けとめましょう。地球があなたに触れるのです。 

-Now, move with active feet. Let them lead you into space. Does that change how you move? 

 ここで、足を活発に動かしてみましょう。その足があなたを空間の中へ導いて行きます。それはあなたの動

きを変化させますか？ 

-Bring your attention to the palms of your hands and receive the “news of the universe” in their skin. 

 手のひらに注意を向けて、肌で宇宙の出来事を受けとめましょう。 

-Imagine a tail of your choice and grow it from your tailbone: dinosaur, salamander, or poodle. Notice how your tail 

extends your spine into space. 

例えば、恐竜、サンショウウオ、プードルの様な、あなたから生えているしっぽを想像して、それを尾骨から

伸ばして行きましょう。あなたのしっぽが背骨をどんな風に空間の中に伸ばしていくのか気づきましょう。 

-Reach the top of your head towards the sky. Shake any tension out of your spine as you elongate head to tail. 
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頭のてっぺんを空に向かって伸ばして行きましょう。頭からしっぽまでをふーっと伸ばしながら、背骨の緊張

を振り落としましょう。 

-Move your head vigorously and bring your attention to your inner ear. Visualize the tiny ear stones suspended in fluid 

telling you about balance. Imagine long earrings dangling amplifying your sense of down. Accelerate or decelerate your 

movement and notice the difference. 

頭を勢い良く動かし注意を耳の中に向けてみましょう。液体の中に小さな石がぶら下がっているのを視覚化し

ましょう。これは、バランスに関わるものです。次に、ぶら下がった長いイヤリングを想像し、下への感覚を

より強く感じてみましょう。その動きを、早めたり遅くしたりして、違いに気づきましょう。 

-Foreground awareness of your eyes. Pause and bring in peripheral vision. Imagine eyes as windows, receiving the world. 

Now explore an active gaze. Let your eyes lead you in space. 

あなたの目の前に広がる景色があります。一呼吸おいて、周囲を見渡してみましょう。窓のように、目で世界

を取り込んでみましょう。今度は積極的な眼差しで探求してみましょう。目が、空間へあなたを導いて行きま

す。 

-Explore on your own, with awareness of hands and feet, head and tail, inner ear and eyes. These are parts of your tonic 

system—the gravity system in your body— locating you in place. 

 今度は自分で、手、足、頭、しっぽ、耳の中、そして目の感覚で遊んでみましょう。これらの感覚は、あな

たを場に位置付けているトニックシステムの要素ーからだの重力システムーでもあります。 

-Transition to lying down comfortably on your back and yield your weight into the ground. What can you let go of that’s 

holding you away from the earth? Bond with gravity.  

ここで、床に重さを委ねながら仰向けに心地よく横になってみてください。何を手放したら、より地球に近づ

けますか？重力と繋がりましょう。 

-Sometimes yield feels like collapse. If collapse is right for you, roll onto your belly and spill your weight into this 

vulnerable surface.  Rest. Stay as long as you need, until you feel a genuine impulse to move again. 

 時々、重さを委ねることはただ脱力のように感じます。もしそれが、あなたにとって心地良いことであれ

ば、うつ伏せになってそこに存在する面のさらにその先に重さを拡散していきましょう。休んでください。再

び動きたいという衝動に駆られるまで、必要なだけそのままで居てください。 

-When you are ready, dance your own dance, orienting to weight and stimulating the gravity system in your body, 

answering the question “where am I”.   
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準備ができたら自分の思うままに踊り、「私はどこ？」という問いに答えながら、重さを位置付け、からだに

ある重力システムを刺激していきましょう。 

-Let your body tell you what it wants. It knows exactly what it needs at every moment for rest, recovery, and expression if 

you take the time to listen. Tune in, rather than tune out. 

からだが何をしたいか耳を傾けてみましょう。じっくり聞いてみると、休むとき、回復のとき、そして表現す

るとき、からだはそれぞれの瞬間で何を必要としているのか知っています。からだに聞き入り寄り添ってみま

しょう。      

Sometimes you have to go way down in yourself to find an authentic voice— to take the next step. 

時に、真実の心の声を見つけるためには自分自身を深く掘り下げていく必要があります。ーでは、次に進みま

しょう。 
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DAY 2   Refreshing Fluidity	 蘇れ、流動性 
 
Humans are mostly water, reflecting our oceanic heritage. How do we cultivate responsiveness and resonance, rather 

than rigidity? 

人間は海で生きていた時代の名残から、おおよそ水で成っています。私たちはどのようにして、硬さではな

く、敏捷性や共鳴を養ってきたのでしょう。 

Lying comfortably on the floor, eyes closed: 

-Engage the theatre of your imagination. Visualize your body as a giant water balloon. 

床に楽に横たわり、目を閉じてみましょう。 

ー想像の舞台に訪れてみましょう。あなたのからだが巨大な水風船だと思い描いてみましょう。 

-Begin rolling the balloon by pouring its fluid contents. Dissolve your boney joints and tight places. Sometimes it helps to 

move slowly, feeling the continuity of all the tissues. 

―まず、中の液体を注ぐようにしてその風船を回転させるところから始めましょう。骨っぽい関節や凝った部

分を溶かします。全ての組織のつながりを感じることが、ゆったりと動くのを助けます。 

-Now imagine being moved by a fluid context, an ocean wave or river current moving the volume of your body from 

outside—propelling, rolling your skin through space. 

中にある液体によって動かされるのを想像してみてください。 

海の波や川の流れが外からあなたの身体の中身を動かします。―空間の中を、あなたの皮膚が前に、そして回

転させながら進んでいきます。 

-Now move from the skin itself—the mutable membrane. Shape-shift your body through the container of the skin.  

ここから、変化することのできる膜として皮膚そのものから動いてみましょう。皮膚の中身を通して、からだ

の形・型が変化していきます。 

-Explore the fluid body on your own: skin to depth inside, skin to depth outside. What does your body dream up next? 

自分自身で流動的なからだを探ってみましょう。皮膚の内側への奥行き、皮膚の外側への奥行き。あなたのか

らだは次に何をしたいと願うでしょう。 

-Pause, noticing all the fluidity that is happening in what we call stillness. 
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 一呼吸おいて、静止の状態で、全ての流れ動くものに何が起こっているか感じてみましょう。 

Rolling the three body weights 

３つのからだの重みの回転 

-Starting with your head, begin rolling the globe of your skull. Notice that you have to move your whole body to touch all 

the surfaces. 

頭から、頭蓋骨の球体を転がし始めましょう。全ての表面が触れるためには全身が動かなければならないこと

に気づくでしょう。 

-Roll the basket of your ribs. There are over two hundred joints in your resilient ribs; let them touch and be touched by the 

ground. 

カゴの様な肋骨を転がしましょう。あなたの弾力のある肋骨には 200以上の関節があります。それらが床に触

れ、触れられるのを感じましょう。 

 

-Roll the bowl of your pelvis. Feel its roundness. Explore the circumference of your pelvic bowl, receiving the impression 

of the ground.  

骨盤の器を転がしてみましょう。その丸みを感じてください。骨盤の器の周囲を探求し、床の印象を受けとめ

てください。 

-Now, roll the three body weights together. Explore a log roll, like a child rolling down a hill—moving the body as whole 

around an axis.  

 今、これら 3つ（頭、肋骨、骨盤）のからだの重さを一緒に転がしていきます。子どもが丘を転げ落ちる様

に軸の周りを一まとまりで動きながら、丸太回しをやってみましょう。 

-Rest. 

 休みましょう。 

-Starting the roll at the head, allow a sequential spiral through the spine.  

もう一度、頭から転がし始めましょう。背骨を通して連続的なスパイラルが上から下へ起こっていくでしょ

う。 

-Initiating with your tailbone, notice how the spiral reverses. How does this change your experience? 
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次に、下から上へ 尾骨から動きを始め、どのように背骨の動きが逆流するか感じます。これはどのような感

覚の違いがありますか？ 

-Pause, returning to omnidirectional awareness of the fluid body. 

 止まって、流動的なからだのあらゆる方向に意識を戻してください。 

-When you’re ready, with eyes closed, roll your body into a seated position. Pour the pelvis first, then the ribs, and the 

head is last.  Can you retain fluidity in verticality?  

準備ができたら、目を閉じたまま、からだを転がしながら座りましょう。骨盤、肋骨、そして最後は頭の順に

流れるものを大地に注いでください。垂直になっても、流動性を保てますか？ 

-Slowly open your eyes.  See or imagine someone seated across from you. Sustain the inner sea of your fluid body as you 

add vision and relationship to other. 

ゆっくり、目を開けてください。あなたの向かいに座る誰かを見る又は想像して下さい。視界と関係性を他者

に向けながら、あなたの流動的なからだの中に広がる海を保ち続けてください。 

 -Dance your own dance. Fluidity underlies all styles of movement. Any reach in space is a stretch, connecting fluidly 

through your fascia to the entire body. If you move one part, another responds.  Flow through the weave of your structure.    

あなたの踊りを踊ってください。流動性は全ての動きの根底にあります。全身の筋膜を通して流動性を繋げる

ことで、空間に向かうどんな動きでもストレッチになります。一部を動かせば、他が反応します。織り込まれ

た構造をもつからだの中を Flowが巡り流れていきます。 

Every quality found under water is found in us. Our bodies remember. 

水中にある多くの質感は私たちのからだの中にあります。 

そしてからだはそれを記憶しているのです。 
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DAY 3  Breath and Voice  	 呼吸と声 

You can do anything with your voice as long as you have enough breath. 

息が続く限り、自分の声を使ってどんなことでもできます。 

 Take a comfortable seat, or choose constructive rest, lying with your back on the ground, feet wider that your hips, and 

arms below shoulder level. Close your eyes and move your attention inward: 

楽に座る、または、コンストラクティブレストになりましょう。（背を床に付けて、膝を立て足の間隔を骨盤

幅より広くし、腕は肩より低い位置に置きましょう。目を閉じ、身体の内面に意識を向けていきます。 

-Notice any sensation of breath.  

 呼吸の感覚にも意識を向けましょう 

-Bring your hands to your low belly and back, and expand these areas as you breathe—filling and emptying. 

手のひらをおへそより少し下の部分と背中に持ってきます。 

息をしながらこれらの箇所を広げていきましょう。ーー息で満たして、それを空にします。 

-Let the outer environment become part of your body with every breath. 

 息をするたびに、からだの周りの空間をからだに取り込んでいきましょう。 

-Move your hands to the bottom of your ribs and trace their circumference. This is the attachment site for your breathing 

diaphragm.  It moves down on the inbreath while your ribs expand, and releases on the exhale. Feel or imagine it moving 

inside you—like a jellyfish propelling itself through the ocean. 

 手のひらを肋骨の下の方に移動させ、その辺りをなぞっていきましょう。ここがあなたの横隔膜がついてい

るところです。それは空気を吸い込むときに肋骨が広がりながら下がっていき、息をはくときに緩みます。自

分のからだの中で動いているのを感じ、もしくは想像しましょう。海の中でクラゲが上下に動いているかのよ

うに、横隔膜が上下します。 

-Place your hands on the full volume of your ribs, (top, side, and back). Expand your ribs on the inbreath. Feel the support 

of the ground and relax on the outbreath. Remember, there is no muscle of exhale. 

 手を肋骨全体に置いてみましょう。（上部、側面そして背面）息を吸い込むときに肋骨を広げていきます。

床からの支えを感じ、息を吐くときはリラックスしてください。無理して息を吐く必要はありません。 
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-Move your hands to your heart. Place them on your breastbone and imagine your heart pulsing blood to every cell in your 

body. Your bone cells are breathing, muscle cells breathing, nerve cells are breathing in a process called cellular 

respiration. Feel your whole body breathing. 

心臓に手を持っていきましょう。胸骨の上にのせ、心臓がからだの細胞一つ一つにまで血液を送り出している

ことを想像しましょう。あなたの骨細胞、筋細胞、神経細胞は細胞呼吸をしています。からだ全体が呼吸して

いるのを感じましょう。  

-Notice the air moving across your lips. Invite an audible sigh of breath alone. Repeat several times.  

 唇全体を抜けて空気が移動していることに気付きましょう。呼吸だけでいざなう様に聞き取れるような、た

め息をしてみましょう。何回か繰り返しましょう。 

-Allow breath to become sound. Feel the vibrations without tightening extra muscles. 

 呼吸を音にしていきましょう。余分な筋肉を緊張させずに振動を感じましょう。 

-Explore any vowel tone and let it resonate throughout your body. Be touched by sound. Now let your sound touch the 

space around you. 

母音（あ、い、う、え、お）の音を探求しましょう。それをからだ中に響き渡らせましょう。音を迎え入れま

しょう。そして、あなたの周りの空間へもその音を響かせてください。  

-Pause and notice any lingering vibration.  

 一度止めてみて、残った振動に気づいてみましょう。 

-Transition to standing.  

今度は、立ち上がってみましょう。あなたのペースで時間をかけて大丈夫です。 

-Explore breath and voice in vertical alignment. Partner vocalizing with walking, sustaining inner spaciousness. 

今度は直立の状態で呼吸と声を探求してみましょう。からだの内側の空間を保ちながら、声を出しながら歩い

てみましょう。 

-Connect your resonant voice to your fluid body. Relax the back of your neck. 

 その共鳴した声を、流動的なからだと繋げてください。首の後ろはリラックスさせて。 

-Paint the whole room with your voice. Try different pitches and volumes. Explore words.  
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部屋全体を自分の音で彩ってください。様々な音階や音量を試しましょう。言葉でも遊んでみてください。  

-Practice playful extremes of vocalizing so your mid range of speaking can be more expressive and varied. 

あなたの普段の話している状態が更に表現的でバリエーション豊かになるように、自分の声を大きく、小さ

く、など大きく変化させて遊んでみましょう。  

-Invite different languages and cultural modalities. 

様々な言語や文化様式を受け入れてみましょう。  

-Invite levity into your voice and movement, bonding with sky. Can you retain full even breath as you explore? 

空と繋がり、自分の動きや声に軽さを取り入れてみましょう。探求しながら、深く均等な呼吸を保つことはで

きますか？  

-Some say we develop our vocal habits at puberty—as our bodies mature, and keep those patterns throughout our lives. 

But we’ve changed a lot since then.  There’s more potential for range. 

 からだが成熟するにつれて、つまり思春期で声の特徴が決まり、そのパターンは一生変わらない、と言う人

もいます。しかし、私たちはその時から随分と変化しています。変化する可能性は十分にあります。 

-Dance your own dance with sound and breath. Listening as well as vocalizing, balancing impression with expression. 

Allow every body part to be articulate and resilient in this dialogue with air.  

 音と呼吸と共に、自分の踊りを踊りましょう。音を出すと同時に聞き、感じていることと、表現しているこ

とのバランスを取りましょう。全てのからだの部位が、空気と共にあるこの会話の中で、全てのからだの部位

がはっきりと、そして柔軟に変化していけるものにしましょう。 

Breathing is our hearts love affair with plants 

私たちの呼吸は、植物と切り離せない深い関係にあるのです。 
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DAY 4  Remapping Verticality	 垂直性を再確認する 
 
Alignment is relationship, not position. How can we encourage both mobility and stability in movement?  

 アライメントはその位置ではなく、関係性です。どうしたら、動きの可動性と安定性の両方を活用すること

ができるでしょう。 

Begin standing:  

-Feel the ground and the space around you, orienting bi-directionally.  

まず、立っている所から始めます。床、周りの空間を感じながら、双方向への可能性を持つ自分の位置を確認

してみましょう。 

-Tap the outer side of your ankle. This bump is the first landmark in postural alignment. Rub it to encourage sensation. 

足首の外側をトントンと叩いてみましょう。このボコッとしたものこそ、姿勢アライメントの最初の目印で

す。 その感覚を研ぎ澄ませる様にこすってみましょう。 

-Touch the large knob on the side of your upper leg, the second landmark. Move the top of your leg directly over your 

anklebone. Relax your knees, so they are not back-locked. 

 太ももの側面上部にある出っ張った骨に触れてみましょう。これが二つ目の目印です。この太ももの骨を最

初に触れたくるぶしの真上になる様に動かしてください。膝がロックされないよう、膝をリラックスさせまし

ょう。 

-Touch the center side of your ribs. Measure front to back, and find the center. This is the third landmark. Shift it directly 

over your upper leg and ankle. 

肋骨の前と後ろの厚みを測り、側面から見た真ん中辺りに触れてください。これが３つ目の目印です。この部

分を太ももの骨とくるぶしの真上にくるように動かします。  

-Touch the center of your ear—the ear hole, and bring this fourth landmark into easeful vertical alignment.  

耳の穴に触れてみましょう。この４つ目の目印を、無理のない垂直なアライメントになるようにこれまでの３

つの目印の上に持ってきましょう。 

-Tap the top of your head and pull a few hairs or imaginary hairs upward into space, extending your vertical axis.  

 垂直軸を伸ばす様に、頭部をトントン叩いてみて実際に髪の毛を引っ張ったり、髪の毛が上に引っ張られる

のを想像してみましょう。 



13 
 

-Now use the pointer fingers of both hands to touch the center of your ears. Imagine your fingertips meeting in the center 

of your skull creating a horizontal axis. Do a small “yes” nod around this central joint where the weight from your skull 

passes down to your spine. 

 今度は両手の人差し指を使って耳の中心に触れます。指の先が頭蓋骨の中心で繋がり、水平軸を作り出して

いることを想像しましょう。頭蓋骨の重みが脊柱を降りていく場所と水平軸が交わる点の周りで、はい、とい

う小さな頷きをしてみましょう。 

-Grow a plumb line from the top of your head, and imagine it descending along the front of your spine, through the hole in 

your pelvis, between your feet, and down through the layers of earth to the solid iron core where all plumb lines meet. 

Orient your three body weights around this imaginary vertical axis.  

頭の上から重さが落ちる線を伸ばし、それが脊椎の前側、そして骨盤の中を通り足の間、そしてそこから地層

を通り抜け、最後には地球の中心にたどり着くのを想像しましょう。頭、脊柱、骨盤の 3つの重さをこの想像

の垂直軸で実感します。 

- Now let your spine move from side-to-side, like a fish. Imagine you are moving between two planes of glass. The fish’s 

head leads you from the top of your skull and there’s a front-to-back fish tail propelling you, like a shark or salmon tail. 

Disappear your legs and let your tailbone be free. 

 次に、魚のように脊柱を左右に揺らしましょう。2つの海藻の間を移動しているのを想像しましょう。魚の

頭、すなわちあなたの頭蓋骨のてっぺんは動きをリードし、鮭やサメのような前から後ろまで続く脊柱をイメ

ージしましょう。そして自分の足の感覚を無くし、尾骨を自由にしてあげましょう。 

-Pause, noticing what you’ve stimulated with the fish-swish. 

 一旦止まりましょう。この魚のような尾ひれを持つことでどんな風に刺激を受けましたか？ 

-Move your spine front to back. This is a mammal pattern, like whales or dolphins swimming through the sea, or a horse 

galloping.  Notice any holding in the twenty-six vertebrae of your spine. Encourage each to move.  

 脊柱を前と後ろに動かしてください。これはイルカやクジラが海を泳ぐときや馬が駆け回る時のような哺乳

類のパターンです。26ある脊柱の椎骨に滞りはありませんか。一つ一つを動かしてみましょう。 

-Now spiral your spine. Leading with your mouth and eyes, see all the way behind you. (It’s like a flag wrapping around a 

flagpole.) Now initiate with your tailbone and spiral up through the head. 

 次に、脊柱を捻ってみましょう。目と口でリードし、自分の後ろの方まで見ます。(旗が支柱に巻きついてい

るような感じです) 今度は尾骨から頭に向かって上に捻っていきます。 
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-A healthy spine moves in all three directions, side-to-side, front-to-back, and spiraling. This mobility supports our human 

multidimensional agility—the capacity to move in any direction with ease. 

 健康な背骨は 3方向に、左右、前後、そして回旋します。この可動性は私たちの人間としての多次元的な敏

捷性ーーすなわち、どの方向にも簡単に動ける能力を支えています。 

-Tipping your spine off verticality, explore horizontality. You can stay oriented to weight and space, head and tail, in any 

plane of movement. 

 垂直軸から脊柱を少しずらし、水平感覚を探求してみましょう。どの面の動きにおいても、重さと空間、頭

としっぽを位置付けていくことができます。 

-Spinal rigidity is one sign of holding in the nervous system. Balancing mobility and stability cultivates readiness for 

response—our ability to respond—responsibility.  

脊柱を固めることは神経系に滞りをもっている一つのサインです。可動性と安定性をバランスさせることによ

って反応に適応できること、つまり自分のからだに対して責任を持つ、という力を養うことができます。 

-See or imagine two other people, and stand facing them.  Can you see and be seen without changing who you are? 

 部屋の中の誰か 2人を見る、または想像上の彼らと向かい合わせで立ちます。あなたという人間が変わらず

に、相手を見たり見られたりすることはできますか？ 

-Notice that in communication with another, you are standing on the same ground, sharing the same space.  

 誰かとコミュニケーションを取るとき、同じ場に立ち空間を共有していることに気付きましょう。 

-Explore on your own. Dance your own dance. Let your mobile spine be visible, audible, and expressive. 

 自分で探求しましょう。自分の踊りを踊りましょう。可動性のある脊柱が見えるように、語る様に、表現豊

かに動いてみましょう。 

  

Alignment is not something we “do,” it’s something we “are.”  

アライメントとはわたしたちがなにか”する”ということではありません、わたしたちが”こうである”というこ

とです。 
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DAY 5  Perception 	 知覚 

We construct our view of the world and what we think is real through our senses. How do we broaden perceptual habits? 

 私たちは自らものの見方を築き、そして頭に描いていることは感覚を通してリアルになります。私たちは、

どのようにして自分の認知の癖から抜け出すことができるのでしょうか。 

Starting right where you are, notice what you’re noticing. Do you habitually look, listen, move, smell, taste, or touch to 

meet the world? Observe your perceptual preferences. 

 今いる場所からはじめましょう、自分が何に気付いているかに気付いてみましょう。世界と向き合うため

に、どのような癖を持って見て、聞いて、動いて、匂って、味わって、それらか触れていますか？自分の知覚

的な好みを観察しましょう。 

Begin a body scan. Sit comfortably, or lie on your back in constructive rest, eyes-closed:  

 ボディースキャンを始めましょう。楽に座る、または目を閉じコンストラクティブレスト（No translation, so 

we may need a note what is constructive rest）で横になりましょう。 

-Bring your awareness to the top of your head. 

意識を頭のてっぺんに持ってきてください。  

-Notice any sensation happening on this part of your body. You might feel tingling, an itch, or a pain.  Observe any 

sensation on this area non-judgmentally. 

 ここにどんな感覚があるのか気付いてください。チクチクしたり、かゆかったり痛みがあるかもしれませ

ん。この頭の辺りの感覚を、評価することなく観察してください。 

-Bring your awareness to your face and scalp. You might sense the touch of air on your skin, heat or cold, a muscle 

twitching. The invitation is to feel what is really happening at this moment, without reacting. 

意識を顔と頭皮に移しましょう。例えば、皮膚に触れる空気や、熱さ、冷たさ、または筋肉がピクピクする感

じがあるかもしれません。これは、その現象に反応することなく、今自分のからだで本当に何が起こっている

のか、それを感じることへの誘いです。  

-Move your awareness to your neck. Notice any sensation—tingling, the touch of cloth on skin, or your hair as it brushes 

your body.  If you feel nothing, just wait. Sensation is happening all the time whether you are aware of it or not.  
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 意識を首に移しましょう。チクチクしたり服が肌に触れる感じ、またはからだを触れて流れる自分の髪の毛

を感じますか？何も感じないのであれば、しばらく待ちましょう。あなたが気付いていなくても、感覚は常に

そこに存在しています。 

-Move your mind’s eye to your back body. There might be pressure or pain, heat or coolness, compression of joints. If 

your mind wanders, just bring it back to this part of your body, valuing sensation.  

 あなたの意識を背中に向けましょう。圧、痛み、熱さや冷たさ、関節が詰まる感覚があるかもしれません。

気が散るようなら、意識を背中に戻し、感覚を大切にしましょう。 

-Continue to the front surface of your body, the right arm, the left arm, the pelvis, the right hip and thigh, the right lower 

leg and foot, the left hip and thigh, the left lower leg and foot. 

 引き続き、からだの前面に意識を向け、右腕、左腕、骨盤、右の股関節と太もも、右足ふくらはぎと足先、

左の股関節、太もも、ふくらはぎと足先へと辿っていきます。 

 -Bring your awareness to the soles of your feet. 

 足の裏に意識を向けます。 

- Return to the top of your head and scan down the core of your body. 

 頭のてっぺんに意識を戻し、それを、からだの中心まで下ろしていきましょう。 

-Notice sensations in the soft tissues of your mouth and tongue, lungs, heart, digestive tract, and reproductive organs.  

口や舌、肺、心臓、消化器官、そして生殖器の軟部組織の感覚を感じましょう。 

-Return awareness to your breath.  

 意識を呼吸に戻します。 

-Notice any impulses for movement. Let yourself follow these impulses. Move while being moved. Rather than doing 

exercise or patterned movement, listen to your body. What feels good is right.  

 動きが始まろうとする衝動を感じてください。そして、その衝動に従いましょう。動かされる感覚に従って

動きましょう。エクササイズやパターン化した動きではなく、自分のからだの声を聞きましょう。心地いいそ

の感覚を大切にしていきます。 

-Pause and return to a seated alignment. Slowly open your eyes in this dialogue with light that we call seeing. Can you 

remain aware of sensation as you include vision? 
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 一息ついて、座位姿勢に戻ります。光との対話の中でゆっくりと目を開けていきましょう。この過程を私た

ちは「見る」と呼んでいます。視覚を取り入れながら、この感覚を保ち続けることができますか？ 

 

Changing Lenses	 視点を変える 

-Sit somewhere you can imagine an expansive view, with your eyes open: 

 目を開けて、広々とした景色を想像できるところに座りましょう。 

-Visualize that you are facing an ocean. It’s a warm day with bright sunshine and a light sea breeze. People are strolling 

by, children and dogs are playing, and birds are passing overhead. Build this scene for yourself: what are the colors, 

smells, textures, and details of this place? 

あなたの目の前には海が広がっています。明るい太陽の日差しを感じる暖かい日で、さらっと潮風が吹いてい

ます。人々が散歩し、子どもと犬達は遊び、頭の上を鳥が飛んで行きます。あなた自身がこの様な情景をつく

り上げていきます。色、香り、感触、その他具体的に想像してみましょう。 

Now, imagine a pair of sunglasses and put them on by lifting your hands to your face:  

まず、自分の手で顔にサングラスをかけてみましょう。 

1. Focus your attention on the water, air and land of this place. This is the geological lens, connecting you back to billions 

of years of earth’s history. If you are a surfer, a mountain climber, or a geologist, this lens might feel familiar. (Lower 

your arms to refresh.) 

1. 意識をここの水、空気と土地に向けましょう。これは地理的なレンズであり、あなたを何十億年の地球の歴

史へと導いてくれます。あなたがサーファーや登山家、または地質学者であればこのレンズに親しみを感じる

でしょう。（リフレッシュするために腕はおろしましょう） 

2. Try a second pair of glasses (lifting your hands to your face): What’s happening to the plants and animals of this scene. 

This is the biological lens, connecting you back millions of years. Often we recognize the truth of our emotional lives in 

the lives of animals. If you are a dog-lover, gardener, or biologist, you might be drawn to this lens.   

2.二つ目のサングラスをかけてみましょう。（手を動かして顔にかけてください）。この眼鏡を通してみる

と、植物や動物に何が起きていますか？これは生物的な眼鏡で、あなたを何百万年もの昔へ導いて行きます。

私たちはしばしば、自分達の野生的本能を動物達の中に認識します。あなたが愛犬家であったり、庭師、ある

いは生物学者だったらこの眼鏡に惹かれるかもしれません。 
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3.   Put on the third pair of glasses: Notice people; this is the cultural lens, connecting you back thousands of years—since 

the origin of humans. If you are interested in gender dynamics, politics, religion, history, architecture, and clothing 

choices of the people you see—and the artists and writers who have preceded you in this place, you might view the world 

through this lens. (Now lower your arms, and “glasses” to refresh.) 

3.３つ目のサングラスをかけましょう。人に意識を向けましょう。：これは文化的なレンズで、あなたを人類

の起源である何千年をも昔へ誘います。あなたが、男女間の力関係や政治、宗教、歴史、建築物、いま目の前

にいる人々が選んでいる服、そしてこの探求に導いてくれたアーティストや作家に興味があるならば、このレ

ンズを通して世界をみるかもしれません。（腕をおろし、サングラスも取ってリフレッシュしてください） 

 4. Try on the fourth pair of glasses: Connect to your relatives; this is the familial lens, linking you back hundreds of years 

and continuing to the present day. You may have grandparents who walked here; parents whose ashes were spread at sea, 

picnics and boat trips on nearby   islands. Some of us view the world from the lens of family. (Lower your arms and 

“glasses” to refresh.) 

４．4つ目のサングラスをかけてみましょう。これで先祖と繋がりましょう。これは親族のレンズで、何百年

前から現在までを繋げてくれます。ここを歩いた祖父母や、海に遺灰を撒かれた祖先、近くの島で船の旅やピ

クニックをしていた祖先がいたかもしれません。この家族のレンズを通して世界を見ている人もいるかもしれ

ません。(腕とサングラスを下ろしてリフレッシュしましょう) 

5. And, finally, experience the last pair of glasses - your personal lens. Now you are engaging decades of history, your life 

span.  This view includes your education and training, beliefs and values, and the individual life experiences and 

memories that shape your perception of place: a first kiss by the dock, performance on the beach, or fight with a friend. 

Place is emotional, whether you are consciously aware of it or not. (Lower your arms, and “glasses,” and refresh.) 

 ５．そして、一番最後のサングラスをかけましょう。あなた個人のレンズです。今、あなたは自分の人生、

これまでの歴史に招かれています。この景色は、ここがどんな場であるかをつくりあげている、これまでの教

育、トレーニング、信念や価値観、そして、個人の人生経験と記憶を含んでいます。船着場での初めてのキ

ス、海辺でのパフォーマンス、あるいは友達との喧嘩などもあったでしょう。場、というのは、あなたが意識

するしないに関わらず感情的なものです。(腕を下ろし、サングラスを外してリフレッシュしましょう) 

The problem with any lens (in binoculars, for example) is if it gets stuck, fixated on one view of the world, with no other 

possibilities. Then all the rest of the perspectives are blurry or impossible to perceive.  

どのようなタイプのレンズでも(仮に双眼鏡だとしましょう)もし動かなくなってしまい、世界のある一部の側

面しか見れなくなって他の可能性がなくなってしまった時、残りのすべてはぼやけてしまい、あるいはそこに

あることさえも気づけなくなってしまうかもしれません。 
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The invitation is to look at various scenes during your day and scan through the lenses to be more inclusive. No two 

people perceive the same thing at the same moment. Changing lenses opens possibilities for communication and 

exchange. 

この誘いは、1日に様々な場面を見て、レンズを通してより包括的に現象を捉えるができます。同じ瞬間に、

同じようにその現象を捉える人は 2人といません。レンズを変えることでコミュニケーションの可能性を広げ

ます。 

-Dance your own dance, with awareness of sensory perception. Does changing lenses as you move broaden perceptual 

range? 

感覚を研ぎ澄ませて自分の踊りを踊ってみましょう。踊りながらレンズを変えることによって知覚範囲が広が

りますか？ 

Sensation is the language of the body, informing all our actions and interactions. It’s how we make “sense” of the world. 

センセーションはからだの言語です。私たちの行動や関わり合いを教えてくれます。それは、私たちが世界と

どのように向き合うか、ということです。 
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DAY 6  Balancing the Nervous System  神経系のバランスを取る 

  

The nervous system orchestrates our actions and reactions. How do we make friends with our nervous system? 

神経系は私たちの行動や反応を統合しています。 

神経系と親しくなるにはどうしたらいいでしょうか？ 

  

Central Nervous System 

中枢神経 

  

Start standing: 

立ったところから始めましょう 

  

-Let your body fall through space. Move faster than you can think. You’re stimulating spinal cord reflexes. 

からだを空間に委ねてみましょう。思う以上に速く動いてみましょう。その動きが脊髄反射を起こしていきま

す。 

  

Coordinated below the conscious level, they let you walk through town without staring at your feet. Change direction; 

surprise yourself.  Keep this up for some time. Spinal reflexes evolved with fish—trust your body. 

意識レベルの下で調整し、足元を見ずに町中を歩くことができます。方向を変えて；自分を驚かせましょう。

これを少し続けます。魚から進化してきた脊髄反射です。自分のからだを信用してみましょう。 

  

-Continue moving and add deep full breathing. This engages your brain stem, which houses the breathing rhythmicity 

center. Relax your jaw; let the air fall easily in and out of your mouth. Keep moving faster than you can think, while 

breathing—don’t hold your breath. 

続けながら、そこに深く満たされた呼吸を加えていきます。これはあなたの脳幹と繋がります。それは、呼吸

のリズムを整える中心となる場所です。顎をリラックスしてください。空気が楽にあなたの口から出入るでき

るように。呼吸を続けながら、自分が思う以上に速く歩いてみましょう。呼吸を止めないで。 

  

-Change your focus of attention reflexively. This engages your midbrain. Hear a loud crash and respond with your whole 

animal body. Imagine an unusual movement (like a snake in the grass) and react spontaneously. Midbrain reflexes activate 

your hands, feet, head and tail—your whole self turns toward the stimulus (like a child). The mid-brain is your lizard 

brain, non-emotional, fast, and direct. 

注意を向けるところを不意に変えてみましょう。これは中脳と繋がっています。大きな爆発音を聞くと、あな

たの野生的なからだが反応するでしょう。普通にはない動きを想像し（例えば、草むらにいる蛇のように）、

そして自然に反応してみましょう。中脳の反射はあなたの手、脚、頭と尾を活発にしますーまるで子どもの様

に、全身が刺激に反応するように。中脳は原始的なトカゲ脳です。感情的でなく、早くて直接的です。 
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-Continue everything you have done so far (you’re building endurance) and add emotional connection to what you 

perceive. This is the limbic brain at work, which evolved with mammals.Take time to engage memory, association, and 

your imagination. Everything you see around you is recognizable because you’ve experienced it before. It’s a storied 

landscape. 

これまでのことをすべて続けながら（あなたは持久力をつけているのです）そこに、感情を今認知しているこ

とにつないでください。これは大脳辺縁系の脳が働いています。それは、哺乳類により進化しました。記憶や

自分に関わること、そして想像と繋ぐ時間をとりましょう。あなたの目に入るすべてのことを認識できるでし

ょう。何故なら、以前経験したことがあるからです。それはストーリー性のある風景なのです。 

  

  

-Now engage the cortex. Continue moving and make choices about what you’re doing. Reflect and make decisions, while 

noticing your appetite for movement or stillness. 

今度は大脳皮質にも意識を向けていきます。動き続けながらあなたが今やっていることを、選択していきま

す。反応しつつ、自ら選択していきましょう。あなたの動と静の嗜好に気づきながら。 

  

-Then just dance, enjoying ease and support in the central nervous system. 

そして、ただ踊りましょう。中枢神経システムの心地よさと支えを楽しんでみてください。 

  

Autonomic Nervous System 

自律神経系 

  

-Continue exploring through moving. Sometimes we need fire to activate our lives. Light the match and add a dynamic 

edge to your physicality by engaging the sympathetic nervous system. Add a bit more adrenaline, fueling your range. 

 動きを通して探求を続けましょう。ときどき、私たちは人生を活性化するために炎を必要とします。マッチ

で火を灯し、交感神経系に意識を向けて、身体性にダイナミックさを加えましょう。もう少しアドレナリンを

足して、あなたの可能性に燃料を注ぎます。 

  

-Move larger or faster than normal. Imagine you’re late to an appointment, or performing in a huge theatre and need to 

communicate to the back row. How much energy can you add without losing balance? 

 普段より、もっと大きく速く動きましょう。あなたが約束の時間に遅れる時を想像してみて、または、大き

な劇場で公演していて、客席の最後列まであなたのメッセージを伝えなければならないとき、バランスを失わ

ずにどれだけのエネルギーを加えることができますか？ 
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-Continue moving, but slow down, so you don’t burn out. Transition to the parasympathetic nervous system. Let your 

movement become integrative, digestive, and easeful, as well as highly specific. Imagine a favorite safe place that inspires 

your most relaxed way of being and moving. 

動き続けましょう、だけどゆっくり、あなたが力尽きてしまわぬように、副交感神経に移行します。あなたの

動きを統合的に、しかし噛み砕いて、楽にそれでいて非常にはっきりと。あなたが一番リラックスできたり、

動いたりできる大好きな安全な場所を想像しましょう。 

  

Enteric Nervous System 

腸管神経系 

  

-Move with your gut brain, the enteric nervous system. The brain in the gut lines the digestive tract and has more nerves 

that your spinal cord. It’s the oldest part of your nervous system. 

 あなたの内臓の脳、腸管神経と動きます。内臓の脳は消化管と並んでいて、あなたの脊髄より多くの神経が

通っています。それはあなたの一番古い神経系です。 

  

-Let your front, belly surface be open and responsive, picking up unconscious cues from the environment and other 

people. Feel this gutsy organic part of yourself. The enteric nervous system can override your cortex. Follow the gut body 

as it leads you in space. 

あなたのからだの前面をオープンにして敏感にしてみましょう。無意識に気づかされるきっかけを環境や他者

から拾い集めましょう。この力が湧き出る有機的な部分を感じましょう。腸管神経は大脳皮質を打ち消すこと

もできます。空間の中で自分をリードしてくれる力みなぎるからだに身を任せていきましょう。 

  

-Now, imagine a group of four people. Make a sandwich with all the layers: 

Be person A, the brain and spinal cord—directing the show. This is the central nervous system—the part that thinks its in 

charge, talks, makes choices, and remembers. 

では、ここで 4人の人を想像します。 すべての層を使ってサンドイッチを作ります。 

：Aさんは脳と脊髄―この人がこの小作品の監督になります。中枢神経の Aさんは、責任者、発言者、決定

者、そして、記録者だと考えます。 

 

-    Add person B in front: you are the bones, grounding and supporting. 

 Bさんを Aさんの前に加えます。あなたは骨で、安定と支えの役割です。 

  

-    Add person C as the front layer: you are the autonomic nervous system. Choose to embody sympathetic activation 

(too much caffeine), or parasympathetic integration (ready for a nap). A balanced state between the two is alertness. 
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Bさんの前に Cさんを立たせます。：あなたは自律神経系です。交感神経系を活性させる（カフェインの取り

すぎ）または副交感神経の統合（昼寝の準備）のどちらかを選びます。この交感神経と副交感神経のバランス

状態の間にあるものは警戒心です。 

 

 

-       Is this D?? The forth person? I remember you this this workshop in NYC. 

 The front layer is the enteric nervous system—the brain in the gut, which is largely unconscious (close your eyes). But 

remember that you can override the cortex. 

Cさんの前に Dさんを立たせます。これは、腸管神経系ー内臓の脳ーで、それは殆ど無意識です（目をつぶ

って）。しかし覚えておきましょう、あなたは大脳皮質を乗っ取ることができます。 

 

-        Before moving: person A attaches hands to the hips of person B to steer. Person B—the bones—wraps arms around 

the front two people (like ribs) to keep everyone together. 

動く前に、Aさんは Bさんの腰に手を当て Bさんを動かします。骨である Bさんは、みんなが一緒にいるよ

うに前にいる二人の周りに腕を巻き付けます。 

  

-Now, take a walk around the space as if you are one body. Let each layer have a voice. The central nervous system 

orchestrates and gives commands, the bones support, the autonomic nervous system sets the tone, and the enteric picks up 

unconscious cues. 

 これで、みんながひとつになったように空間を歩き回りましょう。それぞれの層が意見を持つようにするの

です。中枢神経系は指揮をし、命令します。骨のサポート、自律神経は調子を整えます、腸管神経は無意識の

きっかけを拾います 

  

- Imagine you are walking downtown! If working as a group, switch roles four times so you embody all the layers.   

 あなたがグループでダウンタウンを歩いているとしましょう。それぞれの役割を表現できるように 4回役割

を交換してください。 

  

-Dance your own dance. Engage the diversity inside. It’s both complex and humorous to be human. 

 自分のダンスを踊りましょう。内なる多様性につながりましょう。人間は、とても複雑で独特です。 

  

We learn the parts so we can know enough, to feel enough, to be brave enough, to be fierce enough, to be free enough, to 

be fluid enough, to care. 

 それぞれの役割を知ることでそれらを充分に理解し、感じ取り、勇気を持って、激しく、自由で、流動的に

なり、そして気遣うこともできます。 
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DAY 7  Embracing Mystery	 神秘の受容 

If we are going to encourage ourselves and others to feel deeply about people and place, we need practiced forms for 

creative expression—to avoid depression, repression, and aggression. How do we meet challenge and cultivate creativity 

in our lives and work? 

私たち皆が、人々や場所について深く感じるためには、創造的な表現のために練習されたある種の型が必要で

す。ー落ち込むこと、抑圧、そして侵略を避けるために。私たちの日々の生活や仕事において、どの様にチャ

レンジと向き合い、創造性を耕して行けるでしょう？ 

See or imagine a doorway. As you walk toward the threshold, notice your approach, the passing through, and the 

aftermath:  

入口を見るあるいは想像してみましょう。その入口に向かうとき、自分の近づき方、通り抜け方、そして抜け

た後の感覚に気づきましょう。 

-Begin walking: You are simply a human being walking.  Walk your own walk. 

歩き始めましょう。あなたはただシンプルに、歩く人です。あなたらしく歩きましょう。 

-What’s the threshold between walking and moving? Where does the word “moving” land in your body? Be bold. You are 

a human being, moving. Does this word change your choices? 

歩くことと動くことの境は何でしょう？’動く’という言葉があなたのからだの何処に、落ち着きますか？動き

を強調してみましょう。あなたはここに存在し、動く人です。この言葉により何か変化はありましたか？ 

-What’s the threshold between moving and dancing? Any style, cultural tradition, or personal movement is included. Your 

body knows about dancing; it’s your birthright.  

動くことと踊ることの境は何でしょう？どんな踊りの種類でも、文化 伝統でも、あるいは個人的な動きで

も、どれも含まれます。あなたのからだは踊ることを知っています；それはあなたの生まれ持ったものなので

す。 

-What’s the threshold between dancing and raucous dancing? Explore whatever that means to you. 

踊ることと、がむしゃらに踊ることの境は何でしょう？それが意味することを何でも探求してみましょう。 

-What’s the threshold between raucous dancing and performing? You might be giving a talk in front of a group, engaged 

in a challenging conversation, or premiering a new dance in front of hundreds of people. What’s your embodied 

experience of performing? 
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がむしゃらに踊ることと、演じることの境は何でしょう？グループの前で話をすること、難しい論争に挑むこ

と、もしくは何百人もの観客の前で初演のダンス作品を披露しているかもしれません。演じることで体現され

たことは何でしょう？  

-What’s the threshold between performing and meditating? Invite between-ness. Now you are meditating as you move—

whole body moving. 

演じることと瞑想することの境は何でしょう？その間に目を向けましょう。今、あなたは動きながら瞑想して

います－からだ全体が動いています。 

-What’s the threshold between meditating and walking? 

 瞑想と歩くことの境は何でしょう？ 

Exploring that sequence again, continue walking through the space. Cultivate the gap between knowing and not knowing, 

the ecotone of uncertainty that allows a creative response: 

空間を縫って歩き続け、 その一連の動きを探求してみましょう。知っていることと知らないことの溝を見つ

けて、耕してみてください。それは創造的な反応を可能にします。そしてそれはエコトーン（推移帯）という

不確かさでもあります。 

-What’s the threshold between walking and moving? 

 歩くことと動くことの境は何でしょう？ 

-Between moving and dancing? 

 動くことと、踊ることは？ 

-Between dancing and raucous dancing? 

 踊ることと、がむしゃらに踊ることは？ 

-Between raucous dancing and performing? 

 がむしゃらに踊ることと、演じることとは？ 

-Between performing and meditating? 

演じることと、瞑想することとは？ 
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-Meditating and being? 

瞑想することと、ここに存在することとは？ 

-Dance your own dance. Explore any threshold that captures your imagination.  Thresholds return us full circle to the 

process of arriving—practicing presence. 

自分のダンスを踊ってください。あなたの想像力を捉えるどんな境も探求してみてください。境は、到着する

までの過程に円を描いて戻ってきますーそれは存在することを練習することでもあります。 

Sometimes we don’t have the words, but we know from experience that the evocative qualities of music and dance link us 

to larger spheres, like the giant kelp forest silently undulating just below the ocean’s surface. 

時折、私たちは言葉が見つからないけれども、経験から知っています。音楽や踊りの魅力的な性質が、まるで

海面のすぐ下に静かに波打っている巨大な昆布のようでもあります。そしてより大きな規模になっていくこと

を経験から知っています。 

Humans don’t create movement, we participate in a moving universe. 

人が動きを生み出すのではなく、私たちは、動き続ける宇宙の中で生きています。 

People are nature too, not separate but same. 

人々も自然であり、宇宙の一部です。分かれ隔てることなく、同じなのです。 

 

 


