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運営組織
住所：

Barbara Brennan School of Healing
500 N.E. Spanish River Boulevard, Suite 201
Boca Raton, FL 33431-4559, U.S.A.

電話番号：

+1-561-620-8767（英語だけ）

Fax:

+1-561-431-0877

E-mail

bbsh.japan@barbarabrennan.com

ウェブサイト：

www.barbarabrennan.com

営業時間：

月曜日〜金曜日、08:30-16:30（アメリカ東部標準時間）
ボイスメールは24時間受け付けています。
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無差別の原則
BBSHでは、人種、宗教、国籍、性別、婚姻区分、性的指向の違いにより差別される事はありません。
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The Healer
ヒーラー

The Barbara Brennan School of Healing/バ ー バ ラ・ブ レ ナ ン・ス ク ー ル・オ ブ・ヒ ー
リング（以下BBSH）はハンズ・オン・ヒーリングと自己変革をサポートしていく、これまでに類の
ないヒーリング・スクールです。ここで学ぶ学生達は自分自身の人生、そして周りの人々の人生
をより豊かなものにしていきたいと心から願っています。学生達は、学び、社会、コミュニティ
ーへの情熱を持ち、そして生活を健全に保ちながら自分自身の豊かさを体験する事を望んでこの
スクールに訪れます。BBSHはこのような情熱に敬意を払い、貴方の内にあるヒーラーとしての
素質が開花していく事をサポートしていきます。

自己変革そして自己の癒しを望んでいる方、現在の職業にヒーリング理論体系を取り入れた
い方、プロのヒーラーになろうとしている方…BBSHはそのような貴方の人生を豊かにするで
しょう。

「安心して愛に身を任せなさい
その愛はあなたの内に存在し、
流れているのです
それはあなたそのものなのです
問題が何であろうと、
癒しの段階がどこにあろうと、
全ての癒しは愛の流れに
従っているのです」
--シーズ・オブ・ザ・スピリット, 2004
(Seeds of the Spirit, 2004)
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Our Mission
スクールの使命
教育理念
The Barbara Brennan School of Healing
バーバラ・ブレナン・スクール・オブ・ヒーリングは
教育と研究、世界貢献を通しヒューマン・スピリットの発展に貢献しています
バーバラ・ブレナン・スクール・オブ・ヒーリング は、以下のような目的を持って運営しています。

グローバル・レベルでの目的
・グローバル・レベルで最上の健康を創り上げていく事
・意識を高め、宇宙規模での発展に貢献していく事
・誕生から死に至るまで、生命のあらゆる側面の理解を深めていく事
・人類発展の次なるステップを容易にしていく事
・私たちの先祖、スピリチュアル、そして宇宙規模で受け継いできた財産を尊重していく事
・私達の現在や未来を尊重し守っていく事

パーソナル・レベルでの目的
・補完的ヘルスケアとして専門的で統一された形態である、ブレナン・ヒーリング・サイエンスについて包括的な指導を行なう事
・自己の気づき、自己表現、コミュニケーション、疑問を問いかけながら考える能力を高め、より良い人間関係を築き、それを持続させる事
・職場や地域社会、人間関係、個人的なスピリチュアリティーなど、日常生活の様々な場面において、
認知的、体験的学習を応用できるよう指導していく事

・生涯にわたって、学習、自己探求、奉仕を続けていくという責任を持てるよう指導していく事
・健康促進を目的とした統合医療についての研究、生涯教育、地域の教育プログラムの機会を作る事
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Barbara Brennan
バーバラ・ブレナン

バーバラ・ブレナンは、スピリチュアルリーダー、ヒーラーそして教育者として、世界中に広く知られています。もはや
学校の教師ではなく、彼女は現在引退を楽しんでいます。
エネルギー意識体研究の先駆者、革新者であり、前NASAの物理研究員であるバーバラ・ブレナンは、35年以上に渡って
ヒューマン・エネルギー・フィールド及びその意識体系の分野で研究を続けています。そしてグリーンウィッチ大学において
エネルギー医学博士号、ホロス大学においてヒーリングの神学博士号、ウィスコンシン大学において大気物理学修士号と物
理学学士号を取得しています。そして科学研究員としてNASAのゴダード宇宙飛行センターで勤務していました。また博士
は、インスティテュート・オブ・コア・エネジェティックス(the Institute of Core Energetics)を卒業し、シニア・パスワーク・ヘルパ
ー(Senior Pathwork® Helper)でもあります。
バーバラ・ブレナンの最初の著書である「光の手」
：自己変革への旅（河出書房新社）は1989年に出版され、アメリカの出
版元であるバンタム・ニュー・エイジ社のベストセラー著書となりました。スピリチュアル・ヒーリングにおいて偉業を成し
遂げたこの著書は、26ヶ国語に翻訳され100万冊以上出版されています。博士の2作目の著書である「癒しの光」
：自己ヒーリ
ングへの旅（河出書房新社）もまたベストセラーとなり、世界中で出版されています。彼女の3冊目の本であるCore Light
Healingは、三部作を完成させ、人間のエネルギーをさらに探求しています。これらの著書はエネルギー・ワークや代替医療
の分野では代表的な書物になっています。彼女の他の本、Seeds of the Spirit®1998~2009で提示された講義は、彼女が学校
で教えていた瞑想中に転写されました。各本は、人生のすべての側面に関する新しい概念と実践的なガイダンスを提供しま
す。それらは物質的な世界と精神的な世界を統合するための実践的な精神的精神的な教えとガイドを含んでいます。
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Brennan Healing Science

®

ブレナン・ヒーリング・サイエンス

バーバラ・ブレナンは、35年以上に渡ってハイ・センス・パーセプション（超感覚的知覚）を活用し、ヒューマン・
エネルギー・フィールドについて総合的な研究を続けています。そしてこの研究を基に、ヒューマン・エネルギー／意識体
系と健康状態／病気の関連性を追求したブレナン・ヒーリング・サイエンスを体系化し、発展させる事に尽力を注いでき
ました。
ハイ・センス・パーセプションとハンズ・オン・エネルギー・ヒーリングのテクニックを組み合わせたこのホリスティック・
ワークは、人々の自己ヒーリングの過程をサポートしてきました。ブレナン・ヒーリング・サイエンスはこれまでに何万人
にも及ぶ身体的、精神的、スピリチュアルな問題を抱えた人々の助力となり、その結果、その人達は人生の進路を導き出
す事ができるようになったのです。人生の転換期に自己を見直し中心にもどる事で、これまでの生活がバランスの取れた
愛に満ちたものへと変わり、そしてそれは自己実現の達成感、仕事での満足感へと繋がっていくのです。このようにブレ
ナン・ヒーリング・サイエンスは、人々のクオリティ・オブ・ライフ（生活の質）の向上を様々な側面からサポートしています。
ブレナン・ヒーリング・サイエンスの全カリキュラムを終了した学生は、ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクテ
ィショナーとして認定されます。病気*の症状は、一般的にヒューマン・エネルギー・フィールドやオーラとして知られる
ヒューマン・エネルギー／意識体系の不調和と機能不全から起こります。ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティ
ショナーはクライアントと共にヒューマン・エネルギー／意識体系に働きかけ、クライアントの健全な健康状態の回復や
維持に努めています。
またブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーは医師、他の代替療法の専門家と協力し、クライアントの
ヒーリング・チームの一員として、精神的、そしてスピリチュアルな次元でのヒーリングを行う事で、手術や怪我等から
の早期回復や痛みの緩和等、様々な病気の治癒過程をサポートする一役を担っています。
＊

英語で病気は(dis-easeと
) 書きます。disは非または不という意味で、easeは安心という意味です。安心できない

という意味になります。病気は心が安らいでいないために起こる事もあるという事です。
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Principles of Practice
Fo r B r e n n a n H e a l i n g S c i e n c e Pr a c t i t i o n e r s
バーバラ・ブレナン・ヒーリング・サイエンスプラクティショナーの実務原則
バーバラ・ブレナン・スクール・オブ・ヒーリングの教師達により採用

̶2003年3月3日

意図、誠意、プロとしての責任感
1. BHSプラクティショナーは、クライアントの健康、繁
栄、スピリチュアルなヒーリングの為に、トレーニン
グの知識、スキル、意図を活用するよう努めなくては
なりません。

序文
実務原則は、ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラク
ティショナー（以下BHSプラクティショナー）がヒーリン
グ・セッションを行う際のガイドラインであり、又一般の人
がヒーラーを選ぶ際、実りのある関係を持てるヒーラーを
選択する指針となるよう定められています。
The Barbara Brennan School of Healing Japan (バーバ
ラ・ブレナン・スクール・オブ・ヒーリング・ジャパン）の4年
間のプロフェッショナル・スタディーのプログラムの卒業
生として、BHSプラクティショナーは、自己改革の体験、
ハンズ・オン・ヒーリングのテクニック、プロとしての実践
、クリエイティブ・アート、統合的なケア、身体と精神の繋
がりについて認識し習得する為の集中的なプログラムを修
了しています。
BHSプラクティショナーとしての最優先の目的は、適切
で、誠意、思慮のある心構えを持って、クライアントそれぞ
れの独自なヒーリングの道のりを援助していく事です。そ
してBHSプラクティショナーは、親身になってクライアン
トのヒーリングや自己改革の過程に合った安全な環境を整
え、人生に確信が持てるよう導いていく事に努めています。
広い意味で、BHSプラクティショナーはその知識や人間の
精神の向上を支援するトレーニングを地域や世界への貢献
の為に応用しているのです。
クライアントとのセッションにおいて、BHSプラクテ
ィショナーはクライアントの状態や必要性に応じて、自ら
の能力、技能による様々なスキルやヒーリングの方法を組
み合わせ取り入れる事があります。どれだけルールを作っ
ても、BHSプラクティショナーが直面する全ての状況に対
応するルールを作る事は不可能です。従って、後述の実務
原則では、一般的又は一時的なクライアントとの関係にお
いて、BHSプラクティショナーが明確にすべき意図と認識
の重要な側面を提示しています。

2. BHSプラクティショナーは、各自のトレーニングの経
験や能力に相応するサービスを提供し、もし他の治療
が適当又は必要であると判断した場合は、他のヒーラ
ーや医療関係者に紹介しなくてはなりません。

3. BHSプラクティショナーは、他の者からの指導、コン
サルタント、生涯教育等で、常に自分の業務の分野の
知識を最新に保ち、更にその知識を活用できるように
しておかなくてはなりません。

4. BHSプラクティショナーは、治療の提案、約束、診断
をしてはならず、薬の処方もする事はできません
（そう
いった処置のできる資格を持っている者を除く）。さら
に病気の治療法や回復を約束してはいけません。

患者とのコミュニケーションとプロとしての境
界線
5. BHSプラクティショナーは、セッションを始める前
にセッションについての一般的な概要、料金や請求方
法、BHSプラクティショナーとしての規則、手順につ
いて明確、正確、正直にクライアントに伝えなくては
なりません。

6. BHSプラクティショナーは、プロとしてクライアン
トとの境界線を守らなくてはなりません。そしてクラ
イアントとBHSプラクティショナーとの間の認識と立
場の違いを細部まで把握し、プロとして働いている期
間やその後、BHSプラクティショナーの利益や自己の
満足感の為に立場を悪用してはいけません。更にBHS
プラクティショナーは、クライアントがBHSプラクテ
ィショナーに依存し過ぎる状態にならないよう気を付
けなくてはなりません。
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7. BHSプラクティショナーは、クライアントと恋愛関
係または性的関係を持ったり、関係を持つ事を持ちか
けたり、始めたりしてはなりません。BHSプラクティ
ショナーは、クライアントに性的関係の勧誘、肉体的
又は口頭の如何に関わらずセクシュアル・ハラスメン
トやその他の人に嫌がられる行為、人を不快にする行
為、敵対心を持つような環境、安全でないヒーリング
の 環 境 を 作 る 事 に 関 わ っ て は い け ま せ ん 。そ し て
BHSプラクティショナーは、クライアントとしての関
係が終了してから2年以内にそのクライアントと性的
関係を持ってはいけません。ただし2年後に元クライ
アントに危害を与えたり営利目的で利用する事がなく、
適切な監視の元で誠意を持って決断した場合、その限
りではありません。

8. BHSプラクティショナーは、自己の目的と異なる可
能性のある場合や、クライアントや元クライアントと
二重又は多重的関係になる事を事前に避けなければな
りません。

患者とそのコミュニティに敬意を払う
9.

BHSプラクティショナーは、クライアントの基本
的な威厳、価値、自己の旅路を年齢、性別、人種、民
族性、国籍、宗教、性的指向、障害の有無、言語、社会
的地位の違いに関わらず尊重しなくてはなりません。
そしてBHSプラクティショナーは、文化、個人、役割
の違いを敏感に察するように努力しなくてはなりま
せん。

10. BHSプラクティショナーは、各クライアントが自
分と違う価値観、態度、信念、意見を持つ権利がある
事を尊重しなくてはなりません。そしてBHSプラク
ティショナーは、たとえBHSプラクティショナーが
クライアントにとって最良の方法であると判断した
場合でも、その行動や信念を押し付けたり、強制する
事はできません。BHSプラクティショナーは、クラ
イアントが人生の選択を学ぶ事や、その選択によっ
て起こる結果を考える事を通じて、クライアント自
身に力を与える事、自己決定、自己改革のプロセスを
支援しなくてはなりません。

11. BHSプラクティショナーは、ヒーリングの威厳を保
ち、クライアントにBHSプラクティショナーが属す
る地域社会に、国際社会におけるの神聖な人類の心
に、プロとしてのヒーリングを提供する役割を認識
していなくてはなりません。

患者への守秘義務
12. BHSプラクティショナーは名前や個人情報を含む
クライアントの秘密、記録を他者に洩らしてはいけ
ません。しかし次の様な場合を除きます： (A)クライ
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アントが許可した場合、(B)BHSプラクティショナ
ーがプロとして管理する際、クライアントが匿名で
あり管理する目的を遂行する為に必要である場合、
(C)クライアントや他の者に明白に危険が切迫して
おり、情報の公開が必要な場合、(D)法律によって定
められている場合、(E)BHSプラクティショナーがク
ライアントの訴えにより、民事又は刑事訴訟、懲戒処
分の被告人となった場合（その場合、クライアントの
個人情報はその手続きに沿ってのみ公開されます。）

13. クライアントからの書面による要請や承認、道義心に
沿った場合やBHSプラクティショナーの能力のレベ
ルにより、BHSプラクティショナーがプロとして判
断し、クライアントの他のヒーラー、セラピスト、医
者、スピリチュアルな師と、クライアントにとって最
大限に有益となるよう相談する事もあります。

BHSプラクティショナーの自己責任、福利、
サービスの終了
14. BHSプラクティショナーは、自分自身をケアし、継
続的にパーソナル・ヒーリングに努力を投じ、そして
この努力がクライアントのヒーリングの鍵である事
を認識していなくてはなりません。

15. BHSプラクティショナーは、定期的に能力のある他
の専門家と個人のスーパービジョン・セッションを行
わなくてはなりません。そしてBHSプラクティショ
ナーは、クライアントとの関係に障害が起こるのを
防ぐ為に、未解決の個人的な問題、逆転移、感情的な
反応等のサインを見逃さないよう注意を怠らず、必
要であれば他の専門家の援助を得る義務がありま
す。

16. BHSプラクティショナーは、酒気帯び又は薬剤や薬
物の影響があり、クライアントとの関係に障害が起
こり得る状況である場合、セッションを行ってはい
けません。

17. BHSプラクティショナーは、クライアントにセッシ
ョンの必要がなくなり、これ以上続けてもクライアン
トに有益にはならないと判断した際、セッションを終
了します。BHSプラクティショナーの身体的または精
神的な病気、未解決の個人的な問題によりセッション
を終了する事が望ましいとされた場合は、終了する事
ができます。BHSプラクティショナーは、金銭的な事
情のみでクライアントとのセッションを続けてはいけ
ませんが、クライアントに支払い能力がない場合や、
払う意思のない場合にはセッションを終了する事がで
きます。可能であれば、セッションを終了する前に、
BHSプラクティショナーは、セッションを終了する正
当な理由を伝え、他のプロのサービスを探す手助けを
します。

2021 Resident
Training Facilities
レジデント・トレーニング施設
バーバラ・ブレナン・スクール・オブ・ヒーリング・ジャパンの2021年度のクラスは
オンラインと愛知県名古屋市で開催されます。
クラス1、クラス2、およびクラス3は、ズームを介して開催されます。クラス4と5はハイブリッドになります。ハイ
ブリッドとは、生徒はズームを介して参加するか、直接現地で対面で参加するかを選択できます。
クラス4と5（対面で参加することを選択した学生向け）は、日本の名古屋の邦和セミナープラザで開催されます。ホ
テルは新幹線の名古屋駅から30分以内、名古屋国際空港から約1時間です。客室のご予約は、邦和セミナープラザに直接
お問い合わせください。

052-654-3327 • www.howaseminarplaza.com

愛知県名古屋市
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The BBSH Experience
The BBSHでの経験
The Barbara Brennan School of Healing Japan／バーバラ・ブレナン・スクール・オブ・ヒーリング・ジャパン（以下BBSH
Japan) に入学したその日から、自己変革の旅が始まります。ここでは、深淵なパーソナル・ヒーリング（自己の癒し）やエネ
ルギーと意識について学びます。スクールで学び人生が変化していくと共に、ヒーリング・スキル、そして自己発見や自
己成長を行っていく術が身に付いていきます。
全カリキュラムを終了する頃には、より深く自分自身を知り、より広い視野で現実を見る事ができるようになります。
それと共に、ヒーラーとして、また現在携わっている仕事やプライベート・ライフに活かす事のできるヒーリングの技術
も身に付ける事ができます。
一年一年が発見の連続です。自分自身又は他者への癒しを問わず、真の自分をより深く知り、自己認識がいかに大切
かを学びます。そしてこのすばらしい体験を重ねていく事で、ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーとし
て必要なスキルを習得していきます。
少人数制クラスの導入により、高度なトレーニングを受けた教師陣が、学生一人一人との交流を持ちながら指導して
いきます。教師陣は最適なヒーリング教育を提供できるよう全力を傾けています。ここでの教育は常に新しく、そして
本物です。教師陣は親身になって学生一人一人に向き合い、身体的、精神的、スピリチュアルなレベルでのヒーリングが
行なえるようパワフルかつ安全な環境を用意します。
身体的、精神的、またはスピリチュアルなレベルでのヒーリングの指導に加え、BBSH Japanではボディ・サイコセラ
ピー、精神心理プロセス、自己内省、ハイセンス・パーセプション（超感覚的知覚）、生体力学、ヒーリング・スピリット・ア
ートやプロフェッショナルとしての在り方についての指導も行っています。
ブレナン・ヒーリング・サイエンスの各学年のカリキュラムは5分野（各コースについては後記を参照）での成長を目標
に作られています。この幅広いコース内容を学んでいく事で、一人一人が心に抱く夢や憧憬の実現に向け、バランスの
取れたスキル身につけていく事ができるようになります。
そして、この統合されたカリキュラムに瞑想、または自分なりのスピリチュアルな実践法が
加わり、ヒーリング・カリキュラムの全課程が完成されます。スクールは個人のスピリチュアル
な修行の方法がいかなる宗教や信仰に基づいたものであっても歓迎します。
ヒーラーシップは自己の最善を生きる姿勢を呼び覚まします。BBSH Japanのカリキュラムは、
適切なヒーリングの技術やハイセンス・パーセプションを習得するだけでなく、
自己責任、誠実さ、表現する事の喜び、独自の才能を発見し、世の中に送り出す
素晴らしさを体験していく事をサポートします。
このプログラムを終了し卒業した後、ブレナン・ヒーリング・サイエンスの手法
を現在の職業に統合したり、プロフェッショナルなヒーラーとして開業、また代替
療法、伝統的治療法に取り入れて活用していく事も可能です。

BBSH Japanは貴方をこの素晴らしい旅路へとご招待します。
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As You Journey Through the Course of Study,
You Will Be Supported to:
ここでのコースの学びの旅を通してあなたが得るもの...
• 貴方独自の人生の目的を見つける事
• 人生の目標達成への強い意志を身に付ける事
• 心の内にあるスピリチュアルなガイドと深く繋がり、
貴方の本当の望みを叶える事
• 様々な疾患の身体的症状の改善
• 心身の健康とバランスの回復
• 精神力の浄化と強化
• 神聖なコアからハラへ、そしてヒューマン・エネルギー・フィールドを通して
物質的な世界に実現化する創造のプロセスの学び

BBSH Japanのプログラムを貴方のような方にお勧めします:
ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーになりたい方
身体的、精神的、スピリチュアルなレベルを高めたい方
プロのヒーラーとしての知識を深めたい方
プロとして又は自分自身の為に、ビジネス、教育、社会奉仕、
世界貢献の為の能力を高めたい方
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Curriculum Overview
カリキュラムの概要

BBSHのカリキュラムは、ヒーリング・スキルやハイセンス・パーセプションを

習得するだけでなく、自己責任、誠実さ、表現する事の喜び、
貴方が創りだす独自のワークを発見し、世に送り出す素晴らしさを
体験できるようサポートしています。
各学年ごとに総合的なカリキュラムが用意されており、
学生達は日々の生活やヒーリングの場面で心からの願いや憧憬を表現できるよう
バランスのとれたアプローチを学んでいきます。

Healing Science Courses
ヒーリング・サイエンス・コース
ヒーリング・サイエンス・コースでは、4年間で45以上のヒー

義や独自のトレーニングを受けます。またブレナン博士や

リング・スキルとテクニックを習得し、実践していきます。こ

BBSHの教師によって作られた最新のヒーリングのテクニッ

のコースで学生達はヒーリングの基本原理として、ハンズ・オ

クの講義を受けます。このカリキュラムで、学生達はブレナ

ン・ヒーリングとエネルギー・ヒーリングの理論、物理学、力学と

ン・ヒーリング・サイエンスを総合的に理解していきます。更

心理的及びスピリチュアルな側面を理解し探求していきます。

に、実技指導を行い、一人一人の内なるヒーラーの能力を導き

学生達は、ハイセンス・パーセプションを開花させる為の講
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出し、学生のヒーリング・スキルを向上させていきます。

内なるヒーラーとしての素質の開拓
• ヒーリングの普遍的原理の理解

• 自己のエネルギー・フィールドの動きの認識

ヒューマン・エネルギー／意識体系の知識の習得
• 科学的な観点と研究の歴史
• ヒューマン・エネルギー・フィールドの機能と構造
• 人間の4つの次元について
• その他のエネルギー・フィールド・ダイナミックへの認識

ヒーラーとしての知覚ツールの習得
• 存在の様々な側面、クライアントの病気の原因に関する情
報にアクセスする為のハイセンス・パーセプション（超感覚
知覚）の開花
• スピリチュアル・ガイダンス

Psych-Spiritual Development Courses
サイコ-スピリチュアル・デベロップメント・コース
サイコ-スピリチュアル・デベロップメント・コースの過程
は、自己変革を目指した自分探しの旅に例えることができます。

様々なヒーリング・テクニック

このコースでは、これまでに経験した事がないほど自分自

• ヒューマン・エネルギー・フィールドの各レベルでのヒーリング

身と深く繋がれるよう学生達をサポートしていきます。授業

• 色や音を使ったヒーリング

では、より自分の真実につながり、自分に正直に在るよう導

• ハラ、コア・スター・レベルでのヒーリング

クリニカル・ブレナン・ワーク
• 4つの次元の学びに関連したブレナン・ヒーリング・サイエ
ンスのスキル
• 身体の次元の情報の入手
• ブレナン・ヒーリング・サイエンスの健康面やヒーリングへ
の活用

いていきます。そして、自分自身、他者、スピリチュアルな領
域、人生の使命、自己のコア・エッセンスとの新たな関係を築
き上げていきます。
後述のカリキュラム内容を通して学生の自己変革の過程を
サポートしていきます。

サイコ-スピリチュアル・デベロップメントと
ヒューマン・エネルギー／意識体系のサイコ・
ダイナミック（精神力動）
• ヒューマン・エネルギー・フィールドにおける自己成長と発

• 全体的な構成や機能、健康や病気における 4つの次元との
関連
• クライアントの不快症状と4つの次元それぞれの具体的な
徴候との関連性
• クライアントの状態を把握し、ヒーリング・プランを計画

達段階
• エネルギー・ブロックと防衛システムがどのようにヒュー
マン・エネルギー・フィールドに現れているか
• プロセス・ワーク中のヒューマン・エネルギー・フィールド
の観察

する際の特異性と意識に重点おいたハイセンス・パーセプ

• クライアントの精神心理状態とエネルギー・フィールド

ションの活用法

• ヒーラーの精神心理状態とエネルギー・フィールド

• ヒーリング・プロセスを理解し対応する為の統合的な応用
方法の習得

• 転移、逆転移、リスニング（傾聴）、コンタクト（人との接触）、
バウンダリー（境界線）、その他の人間関係に関連したスキル
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ヒーラーとしての自己責任と自己開発
• 対象関係論、ファミリーシステム、トランス・パーソナル

(自己超越）心理学
• 心理学でのブレナン・ヒーリング・サイエンス理論の応用
• 性格分類学
• パーソナル・プロセス

レクチャー・イベント
• ブレナン博士による瞑想、覚醒した意識状態から行なうレ
クチャー・シリーズ
• スクール全体で行うヒーリング・メディテーション（瞑想）
• 「ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーの
実務原則」は、BBSHの教師陣により編成され、BBSHで
採用されています。このカリキュラムは、このガイドライ
ンに沿って行なわれています。この原則は本カタログの序
文に記載されています。

ヒーラーの為のセルフ・ケア
• プロとして働く為には、まずヒーラー自身の健康、安全、
品位が重要になります。ヒーラーとしての自己の健康管理

Professional Practice Courses

やエネルギーの調整は、BBSHでの教育の重要な要素とな

プロフェッショナル・プラクティス・コース

っており、プロとして働く際には不可欠になっています。

プロフェッショナル・プラクティスのカリキュラムでは、
卒業後にプロのヒーラーとして開業できるよう指導していき
ます。この分野の学びは、学生に更に誠実さとはどういうこ

プロフェッショナリズム
• 4年間を通して、学生達はプロのヒーラーとして開業し、ヒー

となのかという問いかけ、プロとしての行動規範やヒーラー

リングを続けていく上での実務的な側面について学んでい

としての倫理感を定義し、他の医療関係者との対話の進め方

きます。このコースでは、ヒーラーシップのビジョン、ヒ

等を学んでいきます。

ーリング環境、マーケティング、記録管理、開業するにあ

プロフェッショナル・プラクティスのカリキュラムではプ
ロのヒーラーとなる為に後述の分野について学んでいきます。

倫理
• BBSHとブレナン・ヒーリング・サイエンスの基本理念は
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たり必要不可欠な法律や会計の知識等について学んでいき
ます。

統合的なヒーリング・モデル
• ハンズ・オン・ヒーリングを医療やその他のヒーリングの現

スクールで教えられ実践されている倫理観が基準となって

場に取り入れていく事は時として困難な事もあります。し

います。このカリキュラムは、ヒーラー自身が自己の倫理

かしヒーラーとしての能力が発揮できる場があり、従来の

観を明白に説得力を持って主張できるようデザインされて

医療や代替療法よりもクライアントにとって有効である場

います。このカリキュラムにおいて、自己の倫理観に徹し

合、ハンズ・オン・ヒーリングをクライアントのヒーリング

威厳を持つ事によって、安全と力の源である真実として自

のプロセスに取り入れ統合していく事はヒーラーの使命で

らの倫理観を認識していきます。この自らの倫理観を真の

もあります。このコースではこれから卒業していくヒーラ

源から持ち続けることで、クライアントが自由に自分自身

ーの為に効果的にヒーリングを行えるよう、また他の医療

につながる事のできる純粋な場を提供する事ができるの

分野の関係者とスムーズにコミュニケーションを取ってい

です。

く上で役立つ情報を提供しています。

コミュニティの構築

病気のプロセス：身体と身体以外との関係

• 学生は、クラスでのプロジェクトを通じて他の専門家と

• ホリスティック・モデル

一緒に働いていく為にコミュニティを構築していく基礎を
学びます。各学年において、共同プロジェクトの運営や、
連携の方法、グループ内で起こり得る問題の解決法、業務
上において不一致が起こった場合の対処法、グループ内で
の自己の位置決め、競合、役割の設定やその他のグループ

• インテグレイティブ・ケアにおけるセルフ・ケアと健康の問
題点
• 栄養管理と健康
• 体内浄化とデトキシング

で働く際の課題等、コミュニティの構築の上での重要な側

• 健康と水の役割

面を学びます。年間を通してのプロジェクトに加え、スク

• パーソナル・プロセスの中における生理的反応の観察

ールではそれぞれのクラスの週に、学生達が将来プロのヒ
ーラーとして成功し、運営していく為に必要な社交性の向

医療現場での対処法：基本トレーニング

上やネットワーク作りを支援する為に、授業終了後の夜に

• クライアントの身体状態を把握する為の基本知識

コミュニティの構築のプログラムを提供しています。

• 医療業界の専門用語
• クライアントの病歴や健康状態の情報を収集する方法
• 手術前の準備
• 手術室でのヒーリング
• 手術後のヒーリングとケア
• 医師や他の医療関係者とのコミュニケーションの取り方
• 他の医療機関へ照会するケースについて

特定の病気または病状の理解と対処法
• 特定の病状に関するブレナン・ヒーリング・サイエンスのガ
イドライン
• ブレナン・ヒーリング・サイエンス、代替療法、伝統医療の
具体的な病状へのアプローチの仕方

Integrative Care Courses
インテグレイティブ・ケア・コース
インテグレイティブ・ケア・コースでは、各学年でフォー
カスしている学びと関連したサイコ-スピリチュアル・デ

• 急性または慢性疾患のクライアントの基本的対処法
• 重病またはショック状態のクライアントへの対処法
• 死を迎えようとしているクライアントや、末期のクライア
ントへの対処法

ベロップメント、ヒーリング・サイエンスのスキル、身
体とエネルギー・ボディーについての知識をより具体的

クリニカル・ブレナン・ワーク

に応用し、学生の理解を深めていきます。このコースを

• 身体の構造と機能においてヒューマン・エネルギー意識体

通じて学生はエネルギー意識についての知識とブレナ

に関連するブレナン・ヒーリング・サイエンスの基礎

ン・ヒーリング・サイエンスの知識を、身体や病気のプ

• 病気と健康に関連する4つの次元の機能への理解とスキル

ロセス、そしてヒーリングに応用し統合していく能力

• 様々な側面から見たクライアントの反応への認識と理解

を養っていきます。
インテグレイティブ・ケア・コースのカリキュラムで

• ヒーリング・プロセスを理解し活用する為の統合的な応用

は、後述の分野について学んでいきます。
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Creative Arts Courses
クリエイティブ・アート・コース
クリエイティブ・アート・カリキュラムは、学生達が自己の
コアを輝かせそれを表現していくプロセスや万物が発展し続
けているという事を知り体感する事をサポートします。癒す
と意図した瞬間にヒーリング／癒しのプロセスは動き始
め、変容のプロセスが始まり新しい形が生まれるのです。
クリエイティブ・アート・コースでは、各学年のテーマに焦
点を当て、創造のプロセスを学んでいきます。後述のクラス
にて、創作活動とヒーリングの関係を学び、体験する機会を用
意しています。

ヒーリング・アート
• アートとヒーリングの関係を探りながら、芸術とは魂の表
現である事を体験します
• 体験的ワークではアートを通じて学生のパーソナル・プロセ
スにフォーカスしていきます
• 学生は毎年行われるアート・プロジェクトで、その学年の学
びの旅、癒しの過程、自己成長の在り方をアート・プロジェ
クトとして発表します

クリエイティブ・アートの知識

「愛に溢れた軽い感触に身を委ねなさい。
それは、やさしさ、愛、

• 細胞の意識
• ウェーブ／波に乗る
• 神聖な場を作る
• 多次元のコア・コンタクト
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軽い感触を一つにしていくでしょう」

--シーズ・オブ・ザ・スピリット, 2003

(Seeds of the Spirit, 2003)

Year 1
コース
“Journey of Personal
Healing and
Self-Discovery”
パーソナル・ヒーリングと
自己探求への旅路

Brennan Healing
Science I
ブレナン・ヒーリング
サイエンス I
Psych-Spiritual
Development I
サイコ-スピリチュアル
デべロップメント I
Creative Arts I
クリエイティブ・アート I
Professional Practice I
プロフェッショナル
プラクティス I
Integrative Care I
インテグレイティブ・ケア I
Distance Learning
Modules I
ディスタンス・ラーニング
モジュール I

不健康な生活習慣、心、態度へのセルフ・ヒーリング

ブレナン・ヒーリング・サイエンス

Year1コースの概要

コース名: ブレナン・ヒーリング・サイエンス：理論とスキル I
履修時間: 79時間
ヒーリング・サイエンスでは、ブレナン・ヒーリング・サイエンスとハンズ・オン・ヒーリングの基本概念を学んでいきま
す。Year1では私たちの身体、感情、精神面に関連するヒューマン・エネルギー／意識体系の第1〜第 3レベルに結び付
く理論、働き、テクニックやエクササイズを中心に学習していきます。講義と体験学習により、学生達は自己のヒューマ
ン・エネルギー／意識体系の第1〜第3レベルそれぞれのエネルギー・フィールドを整える方法やグラウンディング、エネ
ルギーを感知する方法、ハイセンス・パーセプション（超感覚的知覚）のスキル、基本的なハンズ・オン・ヒーリングのテク
ニックを習得していきます。
クラス内容：
• ヒューマン・エネルギー／意識体系の機能と構造
• ヒーリングの基本概念
• ハイセンス・パーセプションの開発
• ブレナン・ヒーリング・サイエンスのテクニック
• クリニカル・ブレナン・ワーク
• ヒューマン・エネルギー／意識体系の感知
• スピリチュアル・ガイダンスの受け方
• 色と音を使ったヒーリング
• ヒューマン・エネルギー・フィールドの第1〜
第3レベルにおけるヒーリング

サイコ-スピリチュアル・デベロップメント

Year1コースの概要

コース名: サイコ-スピリチュアル・デベロップメント I
履修時間: 62時間
サイコ-スピリチュアル・デベロップメントのコースでは、自分自身の心理的そしてスピリチュアルな側面を探求していき
ます。自己防衛システムや自分自身との関係において、
「自分は何者なのか？」という問いかけをしながら人格構造の形成
について学んでいきます。また学生達はグループでのプロセスやスクール全体での瞑想体験をしながら、自己の精神面、ス
ピリチュアル面での問題を探求していきます。スピリチュアル・レクチャーと講義はその時々の状況に合わせて行われ、実
際に役立つエクササイズやスキルを合わせる事でスピリチュアルな成長への枠組みを提供しています。
クラス内容：
• 性格分類学
• グループ・プロセス
• サイコ-スピリチュアル・デベロップメントのスキル
• シーズ・レクチャーのシリーズ
• 全校一斉のヒーリング・メディテーション
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クリエイティブ・アート Year1コースの概要
コース名:

クリエイティブ・アート I

履修時間: 45時間
クリエイティブ・アートIでは、第1〜第3チャクラから自己の感覚を深めていきます。学生は様々な芸術様式を試み、それ
を自己発見や自己表現の道具として創作活動を行います。
クラス内容：
• ヒーリング・アート
• アート・プロジェクトのプレゼンテーション
• ムーブメントを通した心と体、スピリットの体験

プロフェッショナル・プラクティス Year1コースの概要
コース名: プロフェッショナル・プラクティス I
履修時間: 17時間
プロフェッショナル・プラクティス・コースでは、クライアントとヒーラーの関係や、プロのヒーラーとして果たすべき責
任について学びます。グループ・スーパービジョンと呼ばれる専門知識を有するリーダーによる少人数制のグループ・ワー
クでは、学生がヒーリングをするにあたり問題になっている事柄や、それに関連した個人的な問題を解決するサポートを
していきます。またプロフェッショナル・プラクティスのカリキュラムでは、有効的なヒーリング・チームの編成の方法、他
の代替療法、医療関係者にどのようにブレナン・ヒーリング・サイエンスのワークについて伝え、コミュニケーションを取
るかについて話し合われます。
クラス内容：
• プロとなる為の準備
• グループ・スーパービジョン
• 学生と教師のミーティング
• コミュニティの構築

「自 分 自 身 を 敬 意 、平 和 、愛 に
近づけて行きなさい
自分自身に威厳を持って
接 す る 事 で 、他 の 人 に も
同じように接する事が
できるでしょう」
--シーズ・オブ・ザ・スピリット、2004

(Seeds of the Spirit, 2004)
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インテグレイティブ・ケア

Year1コースの概要

コース名: インテグレイティブ・ケア I
履修時間: 30時間
このコースでは、インテグレイティブ・ケア（総合的ケア）
・モデルの概要を理解し、ヒーリング・チームを編成していく
際に必要な用語を習得していきます。また、特定の治療法とブレナン・ヒーリング・サイエンスが互いにどのように治療
に貢献できるかに焦点を当てながなら、補完的なヒーリング・モデルの基本を理解していきます。そして、Year1のテーマ
となっている自分自身との関係を念頭に、栄養管理や水分補給、老廃物の排出のプロセスを通して、自分の身体をケア
する事を生理学的な側面から学んでいきます。
クラス内容：
• セルフケアと健康における課題
• 栄養学と健康
• 体内の浄化と老廃物の排出
• 健康における水とその役割
• インテグレイティブ・ケア・モデル／ヒーリング・チームの編成の仕方
• クリニカル・ブレナン・ワーク

ディスタンス・ラーニング・モジュール

Year1コースの概要

コース名: ディスタンス・ラーニング・モジュール I
履修時間: 7モジュール（7回の通信教育コース）

1年間に7回の通信教育課題に取り組むことで、Year1の学生はブレナン・ヒーリング・サイエンスの新しい知識やスキル
を深め、それを応用できるようになります。それぞれの課題は5つのカリキュラムであるヒーリング・サイエンス、サイ
コスピリチュアル・デベロップメント、クリエイティブ・アート、プロフェッショナル・プラクティス、インテグレイティ
ブ・ケアの要点を取り入れています。この総合的な通信課題により、授業で学んだ理論、手順、テクニック、エクササイ
ズ、またその応用を深く理解していく事をサポートしていきます。
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Admission Requirements
入学条件と先修条件

PROFESSIONAL STUDIES PROGRAM／プロフェッショナル・スタディ・プログラム
Year 1:
BBSHに入学する際の条件として、高校卒業資格を有し、その証明書の提出が必要になります。入学希望者は18歳
以上の方に限ります。
(注：解剖生理学を除き、入学までに受けた教育やトレーニングはBBSHの単位として認められません。)
Year 2:
Year2の先修条件として、Year1での全ての単位を取得している必要があります。
Year 3:
Year3の先修条件として、Year2での全ての単位を取得し、BBSHのヒーラーの為の解剖生理学の単位を取得している、
もしくは単位の移行が可能な大学で解剖生理学の単位を取得している必要があります。
Year 4:
Year4の先修条件として、Year3での全ての単位を取得している必要があります。

ANATOMY

AND

PHYSIOLOGY

FOR

HEALERS／ヒーラーの為の解剖生理学プログラム

このプログラムは、プロフェッショナル・スタディの全学生を対象としています。

健康診断書（全ての入学／進学希望者）
全ての入学希望者及び学生は、身体又は精神疾患の履歴を入学申込書の健康に関する履歴の項目に記載しなくてはな
りません。
入学希望者及び学生の身体的、精神的状態により、本人もしくは学校に何らかの問題が生じる可能性があると判断さ
れた場合、学生相談課長、学校長、学年主任の判断により入学及び在学が決定されます。そして疾患の履歴を見た上で、
学校から健康に関するアドバイスをする場合があります。
学校は入学及び在学を否認する権利を有し、希望者の精神的、身体的な状態が入学及び在学に相応しいと判断された
時に、再度入学及び在学の願書を提出するよう求める事ができます。その場合、希望者は医師または精神科医による承
諾書を提出しなくてはなりません。その際、学校は公平に手続きを行うものとします。心理的困難による入院の履歴が
ある者は、退院してから5年経過した後、入学申し込みをする事ができます。
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休学、停学および退学に関して
休学、停学又は退学をした学生は、復学および再入
学に際し、再度手続きが必要となります。定員制限や学
校規則の変更を考慮し、再入学は自動的には許可され
ません。再入学をする為の手続きについては、登録課
と学年主任に問合せて下さい。
身体的、又は精神的な状態により、学生本人もしく
は学校に何らかの問題が生じる可能性があると判断さ
れた場合、学生相談課長と協議の上、学校長と学年主任
が適切なアドバイスをします。また学校は、公平に判断
を行なった上で、学問的罰則を課す事無く、学生に退学
を求める場合があります。再入学手続きは、学年主任、
学校長、学生相談課長の判断と医師又は精神科医の承
諾書をもとに決定されます。

1年間の休学 :

1年間休学をした学生は、次学年へ進級

3.

BBSHの登録課から取り寄せたスキルに関す
る書類には、サイコ-スピリチュアル・デベロッ
プメントに関する質問が記載されています。
復学を希望する者は、質問に対する回答をワー
プロでタイプし、予約を取ったスキル評価の資
格を有する教師にセッション予定日の1週間前
までに郵送して下さい。

4.

スキル評価を担当した教師が、一回目の対面
試験の際、復学希望者に十分なスキルがあると
判断した場合、次学年に復学する前に、復学希
望者が休学中に習得できなかった新しいスキ
ルを教える為のスケジュールを組みます。

5.

スキル評価を担当した教師は、ヒーリング・サ
イエンスとサイコ-スピリチュアル・デベロップ
メントの両方のスキル評価フォームに必要事
項を全て記入し、BBSHの登録課に提出しま
す。最終的な判断は、学校長によって行なわれ
ます。

6.

その後 BBSHの登録課から復学希望者に結果
が書面にて通知されます。

手続きを行なう事ができます。

2年間以上休学をし復学を希望する
学生は、ヒーリング・サイエンス・スキルとサイコ-スピ
リチュアル・スキルの能力を判断する為のテストを受け
なくてはなりません。そしてテストの結果を基にスキ
ルのレベルに応じた学年に復学する事になります。学生
によっては、卒業するまでに同じ学年のプログラムを
何度か繰り返す場合もあります。 4年間全てのプログ
ラムを終了した学生のみが卒業資格を得る事ができま
す。
2年間以上休学した学生が復学する際、以下の手続き
を行なう必要があります：

2年間以上の休学:
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1.

BBSHの登録課に連絡の上、休学以前に在学
していた学年のヒーリング・サイエンスとサイ
コ-スピリチュアル・デベロップメント・スキル
の内容リストが記載された書類の最新版コピ
ーを取得します。

2.

スキルに関する書類をオフィスより取得し、そ
こに記載されているスキルを練習し、スキル評
価資格を有するBBSHの教師にスキル評価の
為３時間のセッションの予約を取らなくては
なりません。
（復学するためのスキル評価資格
を有する教師については、BBSHの登録課に確
認して下さい。）スキル評価を行なった教師2
によってレベルの判定が行なわれ、それを基に学
校長により復学の最終的な判断が行なわれます。

再手続きには、管理手数料とスキル評価の為の費用
がかかります。新しいスキルを学ぶ為に要した時間や
スキル評価に所定外の時間を要した場合は、別途費用
がかかる場合があります。

Adjunctive
Requirements
付属履修条件

パーソナル・プロセスの
必要条件に適合する資格認定
BIP/ブレナン・インテグレーション・プラクテショナー
BBSH ジャパニーズ・プロセス・グループ
COUNSELING
Dip. Couns.
BACP
UKCP
LMHC
LPC
MAC
Ed.D.

Diploma in Counseling
Accredited Counselor
Accredited Psychotherapist
Licensed Mental Health Counselor
Licensed Professional Counselor
Master of Arts in Counseling
Master of Arts in Counseling and Guidance
Doctor of Education (must specialize in counseling)

MARRIAGE & FAMILY THERAPY/COUNSELING
MFT
Marriage and Family Therapist
MMFC
Master of Marriage and Family Counseling
LMFT
Licensed Marriage and Family Therapist
LMFCC
Licensed Marriage, Family and Child Counselor
MEDICAL

Licensed Psychiatrist/免許のある精神科医

パーソナル・プロセス履修条件
(Year1,2,3,4学生)
トレーニング期間中、学生の個人の成長を促し、心の健康を維持する目的
で、全ての学生は2月から11月の最終のクラス期間までの間に一定の間隔で
合計18回のパーソナル・プロセス・セッションを受けなくてはなりません。
カップル・セラピーやマッサージ、針治療、メディテーションといったセッシ
ョンは、パーソナル・プロセスの履修条件を満たしません。
エネルギーとボディー・ワークによって学生の個人的プロセスを高めるブ
レナン・インテグレーション・ワーク／ Brennan Integration Work（以下BIW）
はパーソナル・プロセスの条件を満たします。BIWには、各学年のプロセス・
ワークに焦点を当てたボディー・ワーク、エネルギー・ワーク、サイコ-ダイナ
ミック・ワークが含まれています。それぞれのブレナン・インテグレーション・
プラクティショナー／Brennan Integration Practitioner (以下BIP) は何年にも
及ぶ教職課程を修了した高度なスキルを持つ専門家です。多くのBIPは、レ
ジデント・トレーニングにおいて現在教鞭を取っています。BIWを提供でき
る有資格者は、BIP一覧表で参照することができます。
また学生はセラピストによるセッションを受けたり、セラピストとBIP
の両方からセッションを受ける事により、パーソナル・プロセスの履修条件
を満たす事も可能です。可能な限り対面でBIPのセッションを受ける事を勧
めますが、電話でBIPのセッションを受ける事もできます。
セラピストのセッションを受ける場合は、精神科医、もしくはソーシャル
ワークの修士号、臨床心理学やカウンセリング心理学の博士号、インスティ
テュート・オブ・コア・エネジェティックス（the Institute of Core Energetics）
やバイオエナジェティック・インスティテュート（the Bioenergetic Institute）
などの機関を卒業した専門的資格を有するセラピストに限ります。
（パーソ
ナル・プロセスのセッションが可能な資格に関しては右記を参照）パーソナ
ル・プロセスのセッションに適応した資格を有するか否かの確認は、学生の
責任のもとに行なわれます。学校の基準による資格を有する人からのセラピ
ーのみが有効になります。但しセラピストとの遠距離（電話等）セッションを
受ける事はできません。
パーソナル・プロセスは各学年のプログラムが終了するまでに全てのセッ
ションを終了していなくてはなりません。スクールは、パーソナル・プロセ
スの履修条件を満たす事ができない学生に対し、退学を命じる権利を有しま
す。次の学年に進級する為には、各学年で最低18回のセッションを受ける必
要があります。

MD
MSN
Psychiatry)
APRN
DNSc
PASTORAL
Member, AAPC
STM
D.Min.
Ph.D.

Doctor of Medicine (Psychiatrist)
Master of Science in Nursing (specializing in
Advanced Practice Registered Nurse (specializing in
Psychiatry)
Doctor of Nursing Science (specializing in Psychiatry)
American Association of Pastoral Counselors
Master of Sacred Theology (must be member of AAPC)
Doctor of Ministry (must be member of AAPC)
Doctor of Philosophy (emphasis on Pastoral
Counseling,member of AAPC)

PSYCHOLOGY

Licensed Psychologist/免許のある臨床心理士
Ph.D.
Psy.D.
MA
MS
SOCIAL WORK

Doctor of Philosophy (in Psychology)
Doctor of Psychology
Master of Arts in Psychology
Master of Science in Psychology

Social Worker/社会福祉士
MSW
MSSW
CSW
LCSW
DSW

Master of Social Work
Master of Science in Social Work
Certified Social Worker
Licensed Clinical Social Worker
Doctor of Social Work

Other／その他
下記のセラピスト等は、認定のプログラムの全てを修了し、
資格を習得していなくてはなりません。
Jungian Therapist or Diplomat (Doctorate level)
ユンギアン・セラピスト又はその博士号を取得した者
Core Energetic Therapist
コア・エナジェティック・セラピスト
Bioenergetic Therapist/バイオエナジェティック・セラピスト
Hakomi Therapist/ハコミ・セラピスト
Pathwork Helper/パスワーク・セラピスト
Ridhwan Therapist/リドワン・セラピスト
The following counselors must also hold one of the above
degrees—Master’s level or higher—in addition to their
counseling certificates:
CAC
Certified Alcohol Counselor
CADH
Certified Alcohol and Drug Counselor
CCMHC
Certified Clinical Mental Health Counselor

セッションは以下の要領で受けるよう決められてい
ます：
クラス2までに6セッション
+ クラス3までに4セッション
+ クラス5までに8セッション
合計18セッション
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パーソナル・プロセスのガイドライン
1. クラス1で、セッションの状況を記入するフォー
ムが配布されます。このフォームは、学生が記入
及び署名をする必要があります。このフォームは
クラス2、3、5を出席する上で必要になります。
学生は 2月からパーソナル・プロセスの履修条件
を満たしていくようにします。

2.

3.

学生はパーソナルプロセス・セッションを受
けたことを証明する領収書などの記録をセラピ
ストから取っておく必要があります。全ての記
録を保管しスクールより記録の提示があった場
合、提出する必要があります。
スクールでは、学生は月毎に2回のセッションを
受ける必要があると考えています。1回のセッシ
ョンに1時間要しても、2時間要した場合であって
も、1セッションとして見なされます。しかし、状
況によっては、その限りではありません。例外的
に1回2時間のセッションを2セッションとする場
合、そのセッションの少なくとも2週間前にはそ
の理由を説明し申請する必要があります。スモー
ル・クラスの担任教師に郵便またはファックスに
て申請を行ないます。緊急の場合は、出来る限り
早く申請するようにします。
学生の事情を考慮した上で状況に応じて
例外が許可されます。例外措置は1セッションご
とに取られるものとします。明らかな理由なく、
期限までに履修基準を満たせない場合は、例外と
は認められません。

4.

5.
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健全な関係のもとセッションを行なう為、学生は
パーソナル・プロセスセッションを行うセラピス
トもしくはBIPに物品等の贈与、性的関係や恋愛
関係を結ぶ事はできません。そういった状況で行
なわれたセッションは、パーソナル・プロセスの
単位として見なされません。
全てのセッションは、一対一の対面で行なわれな
ければいけません。例外として、電話でのブレナ
ン・インテグレーション・ワークは認められてい
ます。

解剖生理学コース

(全ての学生は、Year3の進級時までにこの単位を取得する事)

解剖生理学の総合的知識は、プロのヒーラーとなる
上で必要不可欠な要素です。解剖生理学の知識を習得
する事により、学生はヒーリング・サイエンス・プラク
ティショナーに必要なスキルをより正確に把握し、ハ
イセンス・パーセプションを向上させ、ブレナン・ヒー
リング・サイエンスのテクニックと併用する事ができる
専門的な知識を習得できるようになります。
以下のいずれかの方法により解剖生理学の単位を取
得する事ができます:

1.

BBSHのヒーラーの為の解剖生理学を履修し、単
位を取得します。

2.

認可を受けた大学又は教育機関にて取得した解剖
生理学の単位を移行する事もできます。その際、
履修時間が最低 80時間のコースである事が条件
です。80時間から100時間の解剖生理学の履修時
間を設けている大学もしくは教育機関はいくつ
かありますが、BBSHの基準となっている人体の
全てを網羅していないコースもあります。単位
の移行が可能なカリキュラムには以下の身体組
織が含まれていなくてはなりません。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

骨格系
骨格筋系
心臓血管
呼吸器系
消化器系
内分泌系
神経系
泌尿器系
生殖器系
免疫システム

解剖生理学の単位取得の証明に関して:

Year3進級時に BBSHが認める解剖生理学の単位を
取得した事を証明する為に、学生はBBSHの登録課に
成績証明書を提出しなくてはなりません。証明書を提
出することで、Year3の手続きを始める事ができます。
Year3の登録の期限 の後に証明書が受理された場合、遅
延 料 金 が か か り ま す 。 そ の 為 、 BBSHで は
Year2の11月のクラス5までに解剖生理学の単位を取得
する事を奨励しています。大学や専門教育機関にて取
得した解剖生理学の成績証明書の写しは、単位移行の
許可を得る為にBBSHの学生相談課まで送付しなくて
はなりません。

Anatomy & Physiology
for Healers Program
ヒーラーの為の解剖生理学
プロのヒーラーとして解剖生理学の基本全般を学ぶ事は重要です。体の組織や器官のエネルギーに働きかけるブレナ
ン・ヒーリング・サイエンスを学ぶ学生にとってこの知識は必要不可欠な要素になっています。解剖生理学とヒューマン
・エネルギー／意識体系との相互関係を理解する事は、統合的なヒーリングの理解へと繋がっていくのです。
プロフェッショナル・スタディ・プログラムのYear 3において、学生達は特定の組織や器官のバランスを整えるハン
ズ・オン・ヒーリングのスキルとテクニックを習得します。この技術の習得には、解剖生理学の基礎知識が必要不可欠で
す。この基本的知識を持つ事で、より効率的にハイセンス・パーセプションで受け取った情報やヒーリングのテクニック
を身体の組織や機能に適応させていく事が可能になります。
従って学生達は、プロフェッショナル・スタディ・プログラムのYear 3に進む前に、BBSHのヒーラーの為の解剖生理
学を履修していなくてはなりません。すでに解剖生理学のクラスの必要条件を満たしている学生でも、復習や知識を深
める目的でいつでもこのコースを履修する事ができます。
ヒーラーの為の解剖生理学コースは、エネルギー意識体系における人体の神秘を総合的に探求するように編成されて
います。このカリキュラムでは身体の組織、構造、機能、そして相互機能に焦点を置き、どのように身体の生物学的構造
と生理機能がヒューマン・エネルギー／意識体系と相互に関連しているのか学んでいきます。この統合的なアプローチ
は、ブレナン・ヒーリング・サイエンスやヒーリングの原理を応用する事により、学生達がホログラフィック的な視野で
身体を観察できるよう導いていきます。
このコースの講師達は、ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーであり、医療分野における、プロ又は
教職歴を持っています。彼らは、医学とヒーリングに精通し、それを組み合わせた斬新的で独自のモデルをクライアン
トに提供するプロとして、ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーとして、総合的な治療モデルを学ぶ学生
にとって目標となる存在です。
身体のそれぞれの器官を以下の観点から取り上げて学んでいきます：
• 器官の構成と機能の概要
• ヒューマン・エネルギー意識体系(Human Energy-Consciousness System/HECS)
と身体への徴候との関係
• 実践的なヒーリングのテクニック
• 器官の構成や機能を判定する際のハイセンス・パーセプション(High Sense
Perception / HSP 超感覚的知覚)の活用
• ヒーリング・サイエンスのスキル、サイコ-スピリチュアル・ デベロップメント
とハイセンス・パーセプションの発達 を統合した実践的な実習
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ヒーラーの為の解剖生理学コース概要
コース名：身体の基礎̶細胞から皮膚まで
履修時間：20時間
このコースでは、器官の系統の説明や身体の構造と機能の相互関係を学びながら身体の全体像を捉えていきます。また、
細胞の種類やそれらの生理機能、細胞の組織、骨格系、私達の身体の動きの仕組み、そして様々な種類の筋肉、外皮系につ
いて学びます。これらのカリキュラムは、実践的な講義や討論によって構成されています。

コース名：身体の制御と調整機能
履修時間：20時間
脳のシステムや神経系について学び、身体を制御し調整する機能を探求していきます。そして講義、討論、実践的な練習
を行う事により、自律神経系、感覚、中枢神経系、末梢神経系について学んでいきます。

コース名：身体機能：バランスと反応の維持
履修時間：20時間
このコースで学生達は、身体の様々な機能の相互関係について更に理解を深めていきます。身体がバランスを保ち機能
していく為に、その時々に機能上の必要性や変化に応じた能力と他の器官との相互関係やシステムを学んでいきます。
講義や討論、実践的な練習により、内分泌腺、免疫、リンパ腺、循環器系も同様に学んでいきます。

コース名：身体の機能：摂取と排除システム
履修時間：20時間
このコースでは身体への摂取と排出のシステムである呼吸器、消化器、泌尿器についての構造や機能を学びます。そして
これらの器官が身体を総合的に捉えた時どのような働きをしているのか、他の器官との相互作用と関係を学び、生殖器に
ついても同様に学んでいきます。

「自分であるために、人との距離感を保つよりも、コアの中心に在る方が
よりパワフルなエネルギーに満ちることでしょう」
--シーズ・オブ・ザ・スピリット、2003

(Seeds of the Spirit, 2003)
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Completion Requirements
各学年の履修条件
プロフェッショナル・スタディ Year1
1. 1学年で 5回のレジデント・トレーニングに参加し
なくてはなりません。
（通常、1回のレジデント・ト
レーニングは 5日間）基本的に学生は、5回全ての
トレーニングに参加しなくてはなりませんが、突発
的な急用、冠婚葬祭など特別な事情がある場合に
は欠席する事が認められています。しかし4年間の
プログラムの期間中、2回以上レジデント・トレー
ニングを欠席する事はできません。また1年間で1
回以上レジデント・トレーニング週を欠席する事は
できません。

2. 合計18回以上のパーソナル・プロセス・セッション
を2月から11月までに定期的に受けなくてはなり
ません。
（付属条件のページを参照）

3. 全てのディスタンス・ラーニング・モジュール（通
信教育）を提出し、その他に課題が出された場合、
それを提出しなくてはなりません。

4. 期末試験に合格しなくてはなりません。合格基準
は70％以上です。
5. Year1全てのスキルに合格しなくてはなりません。
Year1の学生がYear2に進学する為には、上記の条
件を満たす必要があります。

プロフェッショナル・スタディ Year2
1. 1学年で5回のレジデント・トレーニングに参加し
なくてはなりません。
（通常、1回のレジデント・ト
レーニングは約5日間）基本的に学生は、5回全て
のトレーニングに参加しなくてはなりませんが、突
発的な急用、冠婚葬祭など特別な事情がある場合
には欠席する事が認められています。しかし4年間
のプログラムの期間中、2回以上レジデント・トレ
ーニングを欠席する事はできません。また1年間で
1回以上レジデント・トレーニング週を欠席する事
はできません。

2. 合計18回以上のパーソナル・プロセス・セッション
を2月から11月までに定期的に受けなくてはなりま
せん。
（付属条件のページを参照）

3. 全てのディスタンス・ラーニング・モジュール（通
信教育）を提出し、その他に課題が出された場合、
それを提出しなくてはなりません。

4. 期末試験に合格しなくてはなりません。合格基準
は70％以上です。
5. Year2全てのスキルに合格しなくてはなりません。
6. カタログに記載されているBBSHのヒーラーの為
の解剖生理学を履修しなくてはなりません。もし
くは、他の教育機関で履修した解剖生理学の単位
の移行手続きを行って下さい。単位を移行するに
は、BBSHの登録課に公式の成績証明書を提出し
なくてはなりません。単位の移行はBBSHの独自
の決定権により決定されます。

Year3に登録する為には、解剖生理学のコースの履
修記録をBBSHの登録課に提出しなくては
なりません。それが終了するまでは、
Year3のコースに登録する事はでき
ません。もし解剖生理学の単位の
移行がYear3の登録の締め切りに
間に合わなければ(通常2月)、手
続遅延料を別途支払わなくては
なりません。従ってYear2での11月に
あるレジデント・トレーニングのクラ
ス5の前までに解剖生理学の履修の手続
きを終わらせる事をお勧めます。

Year2の学生達がYear3に進学する為
には、上記の条件を満たす必要があ
ります。
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プロフェッショナル・スタディ Year3

プロフェッショナル・スタディ Year4

1. 1学年で 5回のレジデント・トレーニングに参加し
なくてはなりません。
（通常、1回のレジデント・ト
レーニングは約 5日間）基本的に学生は、5回全て

1. 1学年で 5回のレジデント・トレーニングに参加し
なくてはなりません。
（通常、1回のレジデント・ト
レーニングは約 5日間）基本的に学生は、5回全て

のトレーニングに参加しなくてはなりませんが、突
発的な急用、冠婚葬祭など特別な事情がある場合
には欠席する事が認められています。しかし4年間
のプログラムの期間中、2回以上レジデント・トレ
ーニングを欠席する事はできません。また1年間で
1回以上レジデント・トレーニング週を欠席する事
はできません。

のトレーニングに参加しなくてはなりませんが、突
発的な急用、冠婚葬祭や学校の卒業式など特別な
事情がある場合には欠席する事が認められていま
す。しかし 4年間のプログラムの期間中、2回以上
レジデント・トレーニングを欠席する事はできませ
ん。また1年間で1回以上レジデント・トレーニング
週を欠席する事はできません。

2. 合計18回以上のパーソナル・プロセス・セッション
を 2月から 11月までに定期的に受けなくてはなり

2. 合計 18回以上のパーソナル・プロセス・セッショ
ンを 2月から 11月までに定期的に受けなくてはな

ません。
（付属条件のページを参照）

りません。
（付属条件のページを参照）

3. 全てのディスタンス・ラーニング・モジュール（通

3. 全てのディスタンス・ラーニング・モジュール（通

信教育）を提出し、その他に課題が出された場合、
それを提出しなくてはなりません。

信教育）を提出し、その他に課題が出された場合、
それを提出しなくてはなりません。

4. 期末試験に合格しなくてはなりません。合格基準
は70％以上です。

4. 期末試験に合格しなくてはなりません。合格基準
は70％以上です。

5. Year3全てのスキルに合格しなくてはなりません。

5. Year4全てのスキルに合格する必要があります。

Year3の学生達がYear4に進学する為には、上記の

6. ケース・プレゼンテーションのレポートを提出し、

条件を満たす必要があります。

ケース・プレゼンテーションに合格しなくてはな
りません。ケース・プレゼンテーションが不合格と
なった場合は、ケース・リーダーと学年主任の判断
と指導のもとで、補修課題が出され再評価されま
す。場合によっては、追加費用がかかります。

7. Year4のプロジェクトを提出期限までに提出し、合
格しなくてはなりません。提出期限の日程は受領パ
ケットに明記されています。

Year4の学生達が卒業する為には、上記の条件を
満たす必要があります。

プロフェッショナル・スタディ卒業
4年間の学びを修了した卒業生は自らのヒーラーシッ
プ（ヒーラーとしての志し）を祝うセレモニーとして卒
業式に招待されます。卒業生には、バーバラ・ブレナン・
スクール・オブ・ヒーリング・ジャパンから卒業証書が
授与されます。
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Evaluation Procedures
成績評価の手順

教師は学生各自のパーソナル・プロセスをサポートし、
ヒーリング・ワークの質を維持する事、そしてBBSHを高
い水準を保つよう全力を注いでいます。全ての学生の
学びの過程においてタイムリーに適切なアドバイスを
提供する事が、教師の真の願いであり意図でもあります
。そして様々な場面で、学生の自己改革やヒーリングを
深く学んでいくプロセスを情熱と敬意を持って支えて
います。
後記の評価／フィードバック・システムにより、各学
生は、スキルの上達レベル、進級や卒業する為に習得す
べきスキルについて具体的に通知されます。教師は、一
年間のプログラムを通して常に学生のスキルの上達レ
ベルを評価し、学生が理解できるようこの評価システ
ムを通してサポートしていきます。
スクールでは学生一人一人に、各自の現状を把握し
てもらえる事を願っています。現状を明確に把握して
いく為、スモール・クラスの時間に不明な点について質
問する事を奨励しています。
また学生は、各レジデント・トレーニング・クラスの
期間中、スモール・クラスの教師から口頭でアドバイス
や評価を受ける事もあります。
学生は後述の要領でフィードバックを書面にて受け
取ります：

・ ステューデント・プログレス・レポート
・ ステューデント・レター・フォーム
・ ディスタンス・ラーニング・モジュール
・ 期末試験

ステューデント・プログレス・レポート（学
習経過報告書）
レジデント・トレーニングの期間中の学生のスキルの
上達の経過は、スモール・クラスの担任教師によって学
年主任やその他の教師（スーパーバイザー等）のコメン
トと共にステューデント・プログレス・レポートに記録
されます。このレポートで、学生はヒーリング・サイエ
ンス、サイコ-スピリチュアル・デベロップメント、クリ
エイティブ・アート、プロフェッショナル・プラクティ
ス、インテグレイティブ・ケアの授業に合格しているか
否かを知る事ができます。またステューデント・プログ
レス・レポートには、各クラス期間中、学生が習得すべ
き、又は合格しなくてはならないスキルの一覧が明記
されています。学生は次の学年に進級もしくは卒業する
為に、ステューデント・プログレス・レポートの一覧の
全てのスキルを習得し合格しなくてはなりません。
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ステューデント・レター・フォーム

期末試験

スキルの習得の過程において、後記のような懸念事
項がある場合、教師はその内容を必要に応じ、ステュー
デント・レター・フォームで学生に通知します：

ヒーリング・サイエンス、サイコ-スピリチュアル・デ
ベロップメント、クリエイティブ・アート、プロフェッ
ショナル・プラクティス、インテグレイティブ・ケアの知
識を評価する為の期末試験があります。期末試験は、
可／不可で評価を行ないます。なお、合格ラインは70％
です。

1. ヒーリング・サイエンス、サイコ-スピリチュアル・
デベロップメント、プロフェッショナル・プラクテ
ィスの単位取得が困難と思われる場合
2. パーソナル・プロセスを受ける事や、責任ある行動
を取る事が困難な場合、または進んでしようとし
ない場合
3. 身体的又は精神的な問題の影響により、授業を受講
する事が困難な場合
4. 進級をすることが難しい状況で、留年をする可能
性がある場合
5. 進級をすることが難しい状況だが、何らかの条件
を満たす事により進級できる場合
6. 学校のポリシーや倫理を遵守せず、各クラスの履
修条件や手続に伴う規則などに著しく反する場合
懸念される事項に関してはステューデント・プログレ
ス・レポート（単位取得の合否）またはステューデント・レ
ター・フォームにて直接学生に通知され、教師との面談に
おいて、懸念事項とその状況について説明がされます。そ
して進級または卒業が可能であるか判断されます。この
フォームで、学生を特別な指導下に置くか、又は学生が
授業を受けるのに相応しい体勢を整える為に取るべき処
置が通知されます。

ディスタンス・ラーニング・モジュール

(DLM)

ディスタンス・ラーニング・モジュール（DLM）の評
価は可／不可で行なわれます。スモール・クラス担任教
師が学生一人一人のヒーラーシップの成長をより深め
る為に、各DLMにフィードバックを記入します。学生
はそれぞれの提出期限までに、全てのDLMを提出しな
ければいけません。
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General Information
一般事項
授業料と費用

休学、停学、退学

授業料、その他費用についての詳細は別紙の入学申
込書を参照して下さい。

休学、停学、退学した学生は、再入学の申し込みをし
なくてはなりません。クラスの人数制限や学校の規則
に変更等がある為、再入学は自動的には行われません。
再入学に関しての質問は、BBSHの登録課またはクラ
ス長に直接問い合わせて下さい。

成績の評価形式
評価は、1年を通して行われます。スキルをマスター
したか否かは、合格／不合格で評価されます。成績の評
価に関するその他の情報や教師からのフィードバック
については、カタログの評価手順のページを参照して
下さい。

以前のトレーニングや教育で取得し
た既得単位／単位について
ブレナン・ヒーリング・サイエンスのトレーニングは、
解剖生理学を除いて特殊である為、これまでのトレー
ニングや教育での既得単位は単位として認められませ
ん。

トレーニングの中断
補習
ディスタンス・ラーニング・モジュール(DLM)の課
題を全て提出していない学生はレジデント・トレーニン
グ・クラスに参加する事はできません。1回のレジデン
ト・トレーニングを欠席した学生は、いつどのように欠
席した授業の補習を行うかを明記するエクセプション・
フォームに記入し署名しなくてはなりません。クラス
の講義を録音したテープを購入し聴講する事で、欠席
した授業の補習を行う事ができます。ヒーリング・サイ
エンスやサイコ-スピリチュアル・デベロップメントの
クラスで行われた実技の講義を受けられなかった場合
は、チュートリアルとよばれる補修クラスに参加して
下さい。

欠席
学生は、1年間で4回以上のレジデント・トレーニング
全てに参加し、2回以上欠席する事はできません。レジ
デント・トレーニングを欠席する学生は、学年主任、ス
モール・クラス担任、クラス・バディ（下記参照）にクラ
スが始まる前までになるべく早く報告しなくてはなり
ません。

クラス・バディ
レジデント・トレーニングの最初の週であるクラス1
の初日に、学生はスモール・クラス内でクラス・バディ
を選びます。お互いの住所や電話番号を交換し、各レジ
デント・トレーニングが始まる前に連絡を取り合います。
クラス・バディがクラスに参加していない場合は、その
相手の学生がクラス・バディに電話連絡し、学年主任と
スモール・クラス担任に報告します。
ヒーラーの為の解剖生理学を受講する学生は基本的
に全てのクラスに参加しなくてはなりません。しかし、
緊急時、疾病、特別な場合には講師の許可を得て、2日
のみ欠席できます。

広告と掲示板
学生の掲示板は学年内での情報交換やネットワーク
作りの目的以外では使用できません。他の学年の情報
を掲示する事は基本的に許可されていません。

遅刻
クラス・スケジュールは全ての学生に連絡されます。
時間を順守しクラスに出席して下さい。遅刻した場合、
その日は欠席扱いとなります。
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Student Life
and Services
学生生活とサービス

集中講義の形式で行われるBBSHのプログラムで、
学生は継続的に努力をする事を求められますが、レジ
デントトレーニングでは、親睦を深める為の機会も設け
てあります。
約一週間のクラスを通して、学生は集まってリラッ
クスしたり、散策したり、音楽を作ったり、ダンスをし
て楽しむ時間もあります。必修のクラスに参加するだけ
でなく、選択コースを履修したり、様々なミーティング
に参加したり、学生会に参加する事も可能です。

学生会
各学年、レジデント・トレーニングの最初のクラスで
学生会の役員を選出します。通例では、三人から五人の
代表者が選ばれますが、スモール・クラスからそれぞれ
一名ずつ選ばれる場合もあります。そして学校の代表
者と連絡を取る学生会長が選出されます。
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学生会は、それぞれのレジデント・トレーニング中に
1回全員出席のもとで開催されます。重要なトピックス
について議論し、情報交換をしたり、関心事項を話し合
ったりします。

ファミリー・デー
BBSHでは毎年レジデント・トレーニングのクラス4
にファミリー・デーを設けています。スクールでどのよ
うな事を学んでいるのか、学生の家族に紹介する催し
です。大人も子供も参加できるアクティビティーを企
画しています。

個別指導（プロフェッショナル、アカ
デミック・アドバイス）
プロフェッショナル・スタディの学生は、スモール・
クラス担任教師、学年主任から個別指導を受ける事が
できます。少人数制クラスの導入により、生徒一人一人
の学習状況を把握し、学びのプロセスをサポートして
いきます。また、レジデント・トレーニング・クラス期
間以外は、教師による電話相談時間を設けています。個
別指導（プロフェッショナル、アカデミック・アドバイ
ス）の内容は下記の通りです：
• 学校での学びや人生の目的を明確にし、それを達
成していく過程をサポート、指導していきます
• スクールが提供するカリキュラムを理解し活用で
きるよう学生をサポートします
• コースの詳細や卒業条件を説明します
• ファミリー・デーを毎年開催し、学生の家族から
の理解が得られるようサポートします
• 学生のよき理解者として親身になり、学びの過
程をサポートします
学生の学習過程が基準より遅れている場合、合格す
る為に学生にとって最善な方法とその計画の概要を話
し合う面談が教師との間で行われます。この面談にはそ
の学生が所属する学年の教師が参加します。Year4の学
生の場合、学年の教師の他、ケース・リーダー、プロジェ
クト・アドバイザーがこのチームに加わり、ブレナン・ヒ
ーリング・サイエンス・プラクティショーナーとしてプ
ロになる過程をサポートします。この場合、ケース・プ
ロジェクト・アドバイザー費用が別途必要となります。
詳細はカタログに付属している入学申込書の冊子を参
照して下さい。

就職支援
就職支援のプログラムは、プロフェッショナル・スタ
ディのプロフェッショナル・プラクティスのクラスにて
行われます。このコースでは、プロとして開業する為の
準備、現在の職業に学校で学んだスキルをどのように
して取り入れていくか等、後述のトピックについて講
義があります。
「開業するためのステップ」、
「医療現場との橋渡し
とその役割」、
「どの時点でどのように他の医療者に紹
介するか」等が含まれています。

BBSH卒業生リスト
BBSHが出版する書籍、パンフレット、文献、広告、
ウェブサイト等に掲載される卒業生リストに氏名を掲
載するか否かの決定権はBBSHが保持しています。卒
業生個人の要望にそって、BBSHが出版するパンフレ
ット、文献、広告、ウェブサイト等に氏名が掲載される
保証はありません。BBSHは、出版物またはウェブサイ
トの卒業生リスト掲載内容から卒業生氏名を削除する
権利を保持しています。

学生登録記録
学業成績は学校の管理事務所のコンピューターのデー
タベースに恒久的に保存されます。データベース記録
の洩れや紛失のないよう、日々バックアップがされて
います。更に、学業成績原本も事務所で保管されていま
す。学業成績表は学生達にも配られます。
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Who to See for
Information & Support
インフォメーションとサポート
日本校学長／スクール・ディーン

デニース・モロ
学生相談課
マネージャー

学 長 は ス ク ー ル の 理 念 と ビ ジ ョ ン を 掲 げ 、ブ レ ナ ン・ヒ ー リ ン グ・サ イ エ ン ス の 卓 越 し た
総合教育が維持されるようスクール全体を統率しています。そしてスクールを総括する者として、
スクールに関心を寄せる人々全てに敬意の念を持って対応しています。
またスクール本体、スタッフ、学生、講師、社会、日本校オフィスとを連携させていくマネージャー
としての役目も担っています。

学年主任／クラス・ディーン
学年主任は各学年に一名ずついる学年の責任者です。学年主任は“学生の頼りになる存在”として、学生の健康状態、クラ
スでの状態を考慮しながら学生のスピリチュアルな学びの過程を見守っています。
学年主任は、学年の方針とカリキュラムを管理し、学年ごとのテーマに合わせて各学部の教育内容を統合しています。
学年主任は、継続性、一貫性ある高水準な教育を保つよう尽力を注いでいます。学生や講師に支援されている教育の質に
見合った環境を整えていく為に、学年の教師の指導を行っています。

学年副主任／アシスタント・クラス・ディーン
学生副主任が配置される学年もあります。学年主任を支え、学年主任と共にクラスの状況を監督する役目を担っていま
す。学生副主任はスモール・クラスの教師の職務を兼任する場合があります。

学年事務管理／クラス・アドミニストレーター
クラスに学年副主任がいない場合、そのクラスには学年事務管理が配属されます。学年事務管理は書類の手続きを円滑
にし、学生の情報が正確に管理保管されるよう勤めます。学年事務管理はスモール・クラスの教師の職務を兼任する場合
があります。

スモール・クラス担任教師
BBSHが承認したスモール・クラス担任教師は、コースの内容を教え、スモール・クラスのエネルギーを保持できるよ
う努めています。遠く離れた自宅から通って来る学生の為に、学びの環境や安全を考慮しています。スモール・クラス担
任教師は、スキルを教えたり、学生の評価や成績の管理などを行っています。常に学生の力となり、学生のヒーラーシッ
プ育成のサポートをしています。

ロジスティック・コーディネーターとクラス・コーディネーター
クラス・コーディネーターは、会場となるホテルの全般的な実務業務管理を行い、ロジスティック・コーディネーター
はスクールとホテルの間との連絡係の役割を担っています。ロジスティック・コーディネーターはクラス・コーディネー
ターを含め、全てのクラス運営を監督しています。

オーディオビジュアル・スタッフ
オーディオビジュアル・スタッフは、カメラやCD等の視聴覚機材の管理をしています。

36

Faculty Overview
教師プロフィール
教師はビジネスの役員、芸術家、医師、心理療法士、またその他の医療分野に携わるなど、様々な職業経験を持って
います。ヒーラーとして、そして教育者として学生をサポートする為の高度な技術を持ち、学生やBBSHに惜しみなく
これまでの経験や知識を提供しています。
教師は身体、感情、精神、スピリチュアルなレベルにおいてヒーリングが効果的にそして安全に行なわれるような
環境を提供しています。
現在のところ、ブレナン・ヒーリング・サイエンスの技術を教えたり、BBSHの教材を使用して講義を行える個人や
団体は存在しません。バーバラ・ブレナン・スクール・オブ・ヒーリング・スクールでのみ、ブレナン・ヒーリング・サイエ
ンスを学ぶ事ができます。
2021年1月15日付で在籍しているBBSHの教師及びアシスタント講師が以下に記載されています。BBSHの教師は
4年間のブレナン・ヒーリング・サイエンス・プロフェッショナル・スタディ・プログラムの卒業生であり、少なくとも卒業
後BBSHにて2年間の教職課程を修了しています。

ドナ・エヴァンス・シュトラウス • 理学士
BBSH Japan Year1 学年主任
教職歴: 1993〜2005年、2018年〜現在 BBSH講師。
職歴: 1994〜2005年BBSHヒーリングサイエンスディレクター；2019年〜現在 BBSH Florida
Year2 学年主任；2021年〜現在 BBSH Japan Year1 学年主任；20年間のプライベートヒーリン
グとカウンセリングの実践；マディソン郡少年院および児童養護施設の3年間のカウンセラーおよ
び活動ディレクター；サイコドラマ、アートセラピー、統合的回帰グループの2年間の共同ファシリ
テーター；プロの女優としての4年：演劇、コマーシャル、トレーニング映画；管理：WHT、The
Movie Network; RCAレコード＆テープ;ゼネラルモーターズ。
学歴／トレーニング : 1992年〜現在ブレナンヒーリング・サイエンス・プラクティショナー；
1992〜1994年 BBSH講師養成コース；オハイオ州シンシナティのユニオンインスティテュートでヒ
ーリングサイエンスとカウンセリング心理学の博士号を取得；理学士、メンタルヘルステクノロジー、
ハーネマン大学、フィラデルフィア、ペンシルベニア；フィラデルフィアサイコドラマ研究所でのサ
イコドラマトレーニング；高等研究センターでの統合的回帰療法トレーニング；さまざまなモダリテ
ィでの5年間の形而上学的トレーニング；The Center for Intentional Livingにて2年間のトレー
ニング。
資 格 : パスワーク・ヘルパー；認定催眠療法士、形而上学センター (Interfaith Metaphysical
Center)。
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講師
久恵 フリーマン
教職歴: 2021年〜現在 BBSH Japan 講師。
職歴: テキサス州にて弁護士秘書として3年間勤務；バミューダにて米国国防省入省。国外の勤務を
経たのち沖縄で在沖米軍海兵隊基地司令官付き補佐官として5年間勤務。その後、在日米軍司令部の
政務担当渉外官として米軍と日本政府間及び日米政府高官訪問の調整に加えプロトコール担当、米軍
トップの通訳兼アドバイザー、また米軍と日本企業の架け橋として13年間勤務。退職後はハワイに
てプライベートヒーリングプラクティスを実践。HOL Workshop Leader。その他の活動として2014
〜2015にかけてWashington Middle School とCentral Middle Schoolにてリスクを持つ中学生を対象
としたPower to Choose 12-week Program をティームの一員として提供する。
学歴／トレーニング: 2011年 BBSH教員養成課程；2010年 BBSH ASBIW上級課程；2007年
BBSHプロフェッショナルスタディ；2020年HOL ワークショップリーダートレーニング；2020年
〜現在 Diana Muenz Chenの元でチャネリングを学習中；2015 Mindfulness Facilitator Training；
2013 Attitudinal Healing Facilitator Training；2012 Nonviolent Communication Facilitator
Training；2011 Pranic Healing（全課程）；霊気療法、同時通訳養成コース。

伊藤 英高 • 工学士
教職歴: 2021年〜現在 BBSH Japan 講師；2004年 BBSH Year3 講師助手。
職歴: 2002年〜現在 Brennan Healing Science 療法士；2004年〜現在 FBHS/HOL Workshop
Leader；2005年〜現在 直傳靈氣療法 師範；2002〜2010年 様々な形而上学的モダリティの講師；
1997〜2003年 マルチメディアコンテンツ制作会社経営；1990〜97年 情報工学・Boeing777 開発
チーム；1986〜90年 電子工学・カード決済システム 開発設計。
学歴／トレーニング: 2002年 BBSHプロフェッショナル・スタディー卒業；2004年 BBSH講師養
成コース修了；2005年 直傳靈氣療法 師範；2002年〜様々なモダリティでの8年間の形而上学的トレ
ーニング；1986年 名古屋工業大学にて電気工学・学士号取得。
資格: 直傳靈氣療法 師範；電気・情報・通信工学に関わる多くの国家資格。
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School Standards & Policies
スクールの規範と規則
ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プログラムを受
講する学生は、進んで自己責任を取る事を要求されま
す。学生はクラス期間中またそれ以外でも、品位を持っ
て行動しなくてはなりません。ヒーラーシップには、非
常に卓越した人格が求められます。そして自分自身が
明言した事を実行しながら生きていくのは重要な事で
す。
ここでのプログラムを通し、愛と真実、英知を維持
して行く為、教師だけではなく学生にも意識してモラ
ルを持つ事が求められています。
以下のスクールの規範と規則について熟読して下さ
い。ヒーラーとなる為に、スクールが掲げている規範と
モラルを伴った行動を十分理解する事はとても重要な
事です。

スクールの規範と規則
退学と停学処分に関して
スクール、もしくは学生にとって退学または停学が
最善な処置であると判断された場合、又は下記の状況
のいずれかに該当する場合、スクールはスクール側の
判断のもと、如何なる学生にも退学又は停学を言い渡
す絶対的権利を持っています：
1. 学生がスクールの方針に反した場合
2. 学生が他者に対して身体的な暴力行為を働いた場
合
3. 学生の身体、精神または感情の健康状態により、
プログラムを修了する前に他の学生や教師、スタ
ッフ、一般の人々に対し責任を果たすのに十分で
はない為に、スクールが退学又は、スクールが定
めた期間停学されるべきであると判断した場合

停学となった場合、スクールは停学期間と復学に関
する条件を書面にて説明します。その学生は復学する
為に全ての条件を満たした旨が記された書類を提出し
なければなりません。
退学となった場合、入学を再度希望する者は、改め
て入学手続きをしなければなりません。退学または休
学の処分が決定された場合、スクールより提示された
条件を満たす事ができた後、再入学が検討されます。
入学申込書に明記されている返金に関する規定通り
プログラム開始後に退学及び停学になった場合、授業
料の返金は一切行われないものとします。

守秘義務の範囲について
守秘義務（スクールに在籍する事で得た他の人の情報
を漏らしていはならいないという義務）の範囲に関して
は幅広い基準があります。少なくとも如何なる時でも陰
口やうわさ話のように、他の人に関して何かを言う事は
慎まれるべきです。自分自身や自分の経験に関して話す
事は問題ありませんが、決して他の人に関する話しをす
るべきではありません。
他の人に関して話し合う事が有益な場合もあります。
教師にとって学生の学習の進行状況などについて話し
合う事は必要であり有益です。そしてこの話し合いは、
スーパービジョン・グループを含めた授業の一環として
見なされる事もあります。またクラスのスーパーバイ
ザーと自分のクライアント（クライアントの承諾のあ
る場合に限る）に関して話し合いを持つ事は、自分自身
にとって有益となるでしょう。

4. 退学または停学がスクール又は学生にとって最善
であると判断した場合
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しかし通常は他の人の事について話をする事は、必
要でなく建設的ではありません。他の人に関する話を
するのではなく、自分自身の経験について話す事が有
益な会話であると言えます。他の人の話をする場合、自
分自身の意図を常に確認する事が重要です。「なぜこの
人について今話しているのか、この人の事を話し合う事
は、自分や他の人の為になるだろうか？」ということを
自分自身に問いかけてみて下さい。
クラス又はクライアントといる状況では、それぞれ
の言動が口外されないという条件のもとで、学生同士（又
は自分とクライアント）の関係が築かれ、より安心して
パーソナル・プロセスを行えるようになり、学生（クラ
イアント）は、これまで話す事ができなかった事を打ち
明けられるようになります。それぞれの学生がプロと
して自分のヒーリングを始めていくにあたり、それぞ
れのクライアントに安全で守られた環境を提供する事
ができるよう、スクールでは、日頃から学生が守秘義務
に関して高い意識を持つよう促進しています。後述の守
秘義務の基準を参照して下さい。守秘義務を順守する
事は必要不可欠です。
1. 期間中、他の人の事や他の人のプロセスについ
て話してはいけません。話したい場合は、自分自
身の体験について話す事。しかしその際、噂話
等を含めないよう十分に気を付けなくてはなり
ません。他の学生の事や他の人のプロセス、他の
人の言動について話をする事を慎む事。その話
し合いが自分自身の学習や他の人のプロセスの
目的では無い場合、話し合いを行なわない事。共
に学ぶクラスメートに、周りからのコメントや
判断、干渉等を行わずプロセスの経験ができる
よう、自由を与えなくてはなりません。
2. 授業中に知り得た他の学生の個人的な事に関して
は、クラス以外で口外しない事。それぞれの授業
の出席者名等も、授業中の言動と同様、口外して
はなりません。授業中に学んだ事に関して話し合
う事はできます。スクールでは、学生にプロセス
において、学んだり行なったりした事についての
話し合いを奨励しています。クラスで行なわれた
全体的な事項について話す事はかまいませんが、
他の人のプライバシーを犯さない事。
3. クラスで習得した事を外部で話す際、事実に反
する事を口外してはいけません。多くの人は、こ
こで学生が何をどのように学んでいるかを理解
できず、それによってスクールの教育や研究に
対して脅威、混乱、恐怖の感を招く事がありま
す。学校以外の人と話す際、相手の立場、理解
の度合いを考慮し、その人にとって最も良い方
法で、またヒーリングという職業に誇りを持っ
て話すようにしてください。
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4. メーリングリストもまた守秘義務の対象となり
ます。新たに他の連絡網を作る為に、自分のクラ
スのメーリングリスト又他のクラスのメーリン
グリストを使用しない事。自分でメーリングリス
トを新たに作りたい場合、その目的やリストに載
せる名前を書面にて明確にし、それぞれの連絡先
を本人に記載してもらうよう、メーリングリスト
のメンバーに伝えなくてはなりません。
5. クラスミーティング以外で行なわれるプライベー
ト・ヒーリング、プライベート・スーパービジョ
ン、ブレナン・インテグレーション・ワークのセ
ッションやプライベートのグループ・セッショ
ンに関する守秘義務は、学校で教鞭を取るプラ
クティショナーによって厳重に守られる事にな
っています。

スクールの規則
正式なスクールの規則に関しては、規則の項目ごと
に、その規則が適応される対象者、規則に改正があった
場合はその施行日を一覧にして明記しいます。またそ
れぞれの規則の目的も簡潔に記され、規則に従わなか
った場合の処罰に関しても明記されています。
スクールの規則は改正される事もあります。改正にあ
たり、学生は少なくとも施行日の30日前には現行のス
クール規則が変更になる旨を知らされます。早急に改
正が必要な規則に関しては、施行日前に新しく改正さ
れる規則を学生に通達する時間が設けられない場合も
あります。しかし学生には出来る限り早急に新しい規
則に関して通達されます。

規則：

プログラムの規範と倫理

対象：

BBSHの学生と教師
1992年（1996年1月、2003年4月、2008年12月改正)

施行日：
概要

ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プログラムでは、学生は進んで自己責任を取るよう義務付けられています。また学生はク
ラス期間中またそれ以外でも、品位を持って行動しなくてはなりません。ヒーラーシップには、非常に卓越した人格が求めら
れます。プログラムを通し、愛と真実、英知を維持して行く為、教師だけではなく学生にもモラルを持つ事が求められていま
す。
その為 the Barbara Brennan School of Healing Japan／バーバラ・ブレナン・スクール・オブ・ヒーリング・ジャパン の全て
の学生、教師は以下の行動と倫理に関する規則に従う事が義務付けられています。
1. 自分自身の実際の体験は自分自身が創りだした物であり、その責任は自分にあるという考えを受け入れる事
2. 自分と共に存在する人々は、それぞれ、自分なりの方法で自分の道を経験しているという事を認識する事
3. 他者の快適な暮らしに貢献する為にいろいろな方法で接するよう努める事
4. 他者の健康や幸せに貢献する目的や、人道的又はヒーリングの目的において精神的なエネルギーを使い、決してネ
ガティブな意図に基づいて使用しない事
5. 特定の身体的症状による、医師からの処方箋がなければ、プログラムに参加する期間中、如何なる時も向精神
剤や発作性疾患の薬、鎮静剤を服用しない事。上記の処方箋が医師から出た場合は、速やかにEメールまたはそれ
に準ずる方法でスモール・クラスの担任講師に書面にて知らせる事
6. BBSHに在籍している期間は、向精神性作用がある物質を服用しない事
7. レジデント・トレーニングのクラス期間中の5日間（または6日間）は飲酒しない事
8. 入学申込書にある個人情報に関する質問書やその他の必要書類に事実に反する事を記載しない事
9. 学生や教師、クライアントへの守秘義務を尊重する事
10. スクールに対し、金銭的な遅延や滞納をしない事
11. 課題やDLM (ディスタンス・ラーニング・モジュール) の提出期限を守る事
12. 心身の健康状態に変化があった場合、Eメールまたはそれに準じる方法で、スモール・クラスの担任教師に書面で
速やかに知らせる事
13. 自己の内に在る神聖な真実を探求し、神聖な意志に従いながら、他の人のリーダーシップに敬意を払い、自分自身
に正直に向き合うよう努める事
14. 全プログラムを通じて、前述の規則に従う事が困難になった場合、速やかにスクールの教師にその旨を知らせる事
15. スクールの全ての規則や手続き、必須事項等をよく理解し、遵守する事
16. カタログで後述されているブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーの実務原則に同意する事

規則：

向精神薬の服用／精神疾患・情緒的疾患による入院に関して

対象：

BBSHの学生と教師
1995年6月（1996年8月、2019年1月改正）

施行日：

BBSHに在籍中または在籍から遡り一定期間以内に向精神剤や、静剤の服用をしていた又は服用する必要があ
る場合は、BBSHの学生又は教師として在籍する事ができません。向精神薬には抗精神病薬が含まれます。
向精神剤を精神疾患治療の目的として服用していた場合、完治してから2年間、スクールに在籍する事が許可されません。
また過去5年以内に精神疾患によって入院をしていた人は、入学を許可されず、プログラムを続ける事はできません。
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追記

BBSHのプログラムを受講するにあたり、学生は自分自身を深く掘り下げていくプロセスを行います。その際、前述のような
理由で薬を服用していたり、入院をしていた場合、精神的にストレスのかかる状況に耐えられない場合がよくあります。その
為入学前の参加希望者は入学を延期し、在校生に関しては退学しなくてはなりません。薬の服用の必要が無くなる、もしくは
退院後入学許可される期間が経過し、自分自身で深い自己探求を行っていく事ができると確認した後、再度入学の手続きを行
なう事ができます。

規則：

学校環境

対象：

BBSHの学生と教師及びスタッフ
1998年8月（2002年1月、2003年4月改正）

施行日：

BBSHでは、学生、教師、スタッフの個人の権利と自由を尊重し、専門的な成長の助けとなる豊かな学びの場を提供するよ
う最善を尽くしています。この規則を守る為、学生、教師、スタッフ間での人種、信仰や信条、国籍、身体的障害、婚姻の有
無、性別、妊娠、性的指向による如何なる差別や嫌がらせに関しても固く禁じられており、それが容認される事はありませ
1
学生、教師、スタッフそれぞれが性的、その他の差別や嫌がらせ等のない環境を創る責任を負っています。BBSHでは、
ん。
学生、教師、スタッフに自分と他者に配慮のある行動を取るよう求めています。
学生、教師、スタッフによるセクシャル・ハラスメントとは、以下のような不快感を伴う、歓迎されない性的な誘いかけ、立
場を利用しての交際や性的関係の要求、性的動機のある行動や発言、あらゆる形態のコミュニケーションにおける性的な
言動が含まれます：
(i) 言動やコミュニケーションに従う事で、明らかに又は暗に、就業、就学、BBSHのプログラムの参加に際し、何ら
かの計らいがなされた場合：又は
(ii) 言動やコミュニケ−ションに従う、又は拒絶する事により、就業や就学に影響を及ぼすような判断がなされた場合：
又は
(iii) 事実上または理不尽に個人の就業や就学を妨害したり、就業や就学の場を脅迫的、敵意的または攻撃的な状態にする
ような言動やコミュニケーションが、横行している場合
セクシャル・ハラスメントと見なされる言動の例は以下の通りです。しかしセクシャル・ハラスメントと見なされる言動は
この限りではありません：
• 暗に又は明白に脅迫や見返りを目的として性的な要求をする事
• 不適切で不愉快に性的な注目を得ようとする事
• 卑猥な目で他の人の体を見る事
• 婦女暴行を含む身体への暴力行為
• 立場を利用したセクシャル・ハラスメント
• 性的な手段で他の人に触れる、軽く叩く、つかむ、キスをする、抱きしめる、又他の人の行動を妨げる事
• 性的な冗談
• 性的に挑発的で下品な言葉
• 不愉快で性的な動機を持った行動や不適切な身体への接触、不愉快な性的言動
• 不愉快または性的な物や写真などを陳列する事
学生、教師、又はスタッフによるその他の嫌がらせで禁止されている行為には次のような事項が含まれています。実質的又
は理不尽に個人の就業や就学を妨害したり、就業や就学の場を脅迫的、敵意的または攻撃的な環境を作る目的で行われる、
人種、肌の色、信仰や信条、国籍、婚姻の有無、性別、妊娠、身体的障害、性的指向に関連する不愉快な発言や身体的な接触
が深刻に続けられていたり、蔓延する傾向にある場合。
もし自分がセクシャル・ハラスメント、その他の嫌がらせ、不適切な行為、差別的行為に遭っていると思う場合、できる範囲
で嫌がらせをする相手に、直ちにはっきりとその言動は容認できないと伝える事を勧めます。人種、肌の色、信仰や信条、国
籍、婚姻の有無、性別、妊娠、身体的障害、性的な指向による嫌がらせや差別を受けている心当たりがある場合は、嫌がらせ
を行なっている者が誰であっても、速やかにその旨をBBSHに報告をする必要があります。その報告は、学年主任、校長、
学生相談課のマネージャー又はスクールの人事管理課に報告しなくてはなりません。
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どの報告もできる限り慎重、早急、適切に処置が行われます。BBSHでは、調査の上、嫌がらせや差別を行なった者に対し
何らかの処置が取られます。嫌がらせや差別を行なった者へ懲戒や配属の変更、停学及び停職、退職や退学又はその他の処
罰などが課されます。虚偽の報告がなされた場合は、厳重な処分が取られ、処罰が課せられる事になります。しかし誠意に
基づく報告であった場合は、その限りではありません。
報告した事によって報復をされていると思われる場合は、速やかに学年主任、校長、学生相談課のマネージャー又は学校の
人事管理課に報告しなればなりません。報復に対する申し立ては上記と同じ手続きによって行なわれるものとします。
1

この規則は、の職員にも適用されているBBSH従業員規定にある「職場環境の規則」と異なりますが、それを無効にするという意味ではありません
。この規則は、BBSH教育機関の規定と職員の昇進の機会において、不法な差別や嫌がらせから守る為に、常にどの規則よりも優先されるものと
して示されています。

規則：

BBSHの学生同士の関係及び学生と教師の関係

対象：

プロフェッショナル・スタディーYear1~Year4及びアドバンス・スタディーの学生と教師

施行日：

1995年10月17日（2002年1月2日、2003年4月、2004年3月、2011年1月改正）

BBSHの教師又はアドバンス・スタディーYear1〜Year3の学生がプロフェッショナル・スタディーYear1~Year4の学生と事
実上の性的関係の有無に関わらず、恋愛関係を持った場合、その教師またはアドバンス・スタディーの学生は、スクールよ
り退学または退職処分を受けます。
（Year1のプログラムにおいては、入学が許可された時点で、BBSHの学生として見なさ
れます。）Year1~Year4の学生は、スクールから退学処分を受ける事はありません。
この規則は、教師やアドバンス・スタディーの学生が知るべき事、つまりYear1~Year4の学生と恋愛関係を持つという事は、健
全な精神のトレーニング原則に明らかに反するという事を明確にする為に定められています。
さらにBBSHの教師が、アドバンス・スタディーのYear1〜Year3の学生と事実上の性的関係の有無に関わらず、恋愛関係を持
った場合、教師はスクールより退職処分を受けます。アドバンス・スタディーの学生はスクールから退学処分を受ける事はあ
りません。
追記
学生がプロのヒーラーとして成長していくに従い、BBSHは安全な場を提供する事で、各自が心理的な領域に気づき、そ
れぞれの個人的な問題を探求できるよう努めています。教師やアドバンス・スタディーのYear3の学生、又は一部のアドバン
ス・スタディーのYear1とYear2の学生（例えば、ティーチング・チームの見学の時など）は、全クラスを通してヒーリングの
場を安全に保つ為の倫理的な責任を担っています。教師と学生の関係を明確にし、起こりうる関係に関して予測を立てる
事は、教育の場においては重要な事です。BBSHでは学生達が深いパーソナル・プロセスを行なう為、Year1~Year4の学生
を守るよう、教師とアドバンス・スタディーYear1〜Year3の学生は、明確な境界線を持つ事が必要です。
アドバンス・スタディーYear1〜Year3の学生は学生という立場から講師という立場に移行していく事を学びながら、それ
ぞれのパーソナル・プロセスを更に深めていきます。この過程で、アドバンス・スタディーのYear1〜Year3の学生は、学生と
教師の両方の役割の中で、明確な領域を維持する事を見い出していきます。
在学中または卒業後少なくとも4ヶ月間は、教師と学生の関係以外の関係を持つ事は、不適切であると見なされます。
以前から関係が存在しているケースの例外措置
すでに以下のような関係が在った場合は、前述の規則は適応されません：
1. プロフェッショナル・スタディのYear1~Year4への入学又は登録前から、教師又はアドバンス・スタディーの学生とそ
のプロフェッショナル・スタディのYear1~Year4の学生との間に関わり合いがある場合。
2. アドバンス・スタディー・プログラムの 1年目に登録する前から、教師とそのアドバンス・スタディーの学生との間
に関わり合いがある場合。これには、プロフェッショナル・スタディのYear4とアドバンス・スタディーのYear1の間に
ある夏休みの間は含まれません。
3. アドバンス・スタディー・プログラムの1年目に登録する前から、その学生とYear1~Year4の学生との間に関わり合
いがある場合。
前述のような関わり合いが在った場合、学年主任と校長に書面でその旨を報告しなくてはなりません。その場合、関わり合
いを持っている教師はその学生のスモール・クラスの担任教師、Brennan Integration Practitioner／ブレナン・インテグレー
ション・プラクティショナー（以下BIP）、スーパーバイザーまたはケース・リーダーのポジションに就く事ができない場合
があります。関わり合いのある教師と学生は学校内でそれぞれの立場をわきまえて、教師と学生の領域を明確にしなくて
はなりません。その領域を明確にする為、必要に応じてスクールより何らかの指示がある場合もあります。
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教師と学生のその他の関係に関して
教師またはアドバンス・タディーYear1〜Year3の学生が退職または退学の処分を受ける事はありませんが、下記のような場
合、教師と学生の関係が、BBSHの教育の場において不適切であるとみなされる場合があります：
• 交際を目的として学生やその家族と会う事
• 学生への指導や健康に関する事が主な目的ではないあらゆる個人的な関係で、これにはビジネスを目的と
した関係も含まれます。
教育又はセラピーの現場において、教師は学生の為に学生との関係を明確にする必要があります。スクール外で補習や指
導を目的とした教師と学生の関係は、セラピーでの効果的な転移が現れず、建設的ではない状態を生み出します。異なった
転移や逆転移が引き起こした新たな状況は、本来の教師と学生の関係を曖昧で不当な物にしてしまいます。この事はアド
バンス・スタディーYear3の学生とプロフェッショナル・スタディーYear1~Year4の学生の関係においても同様です。なぜな
ら、アドバンス・スタディーYear3の学生は、Year1~Year4の学生の事を考慮してインターンシップのプログラムを遂行して
いかなければならないからです。その為、教師またはアドバンス・スタディーYear3の学生が、BBSHの Year1~Year4の学生
と個人的な関わり合いや、ビジネスを目的とした関係を持つ事は不適切であると見なされます。
規約の手順
教師又はアドバンス・スタディーYear1〜Year3の学生が、プロフェッショナル・スタディーYear1~Year4の学生に対し恋愛
感情や性的な魅力があると感じた場合、その当事者はその感情を明確にする目的で、潜在的な問題に働きかけるスーパー
ビジョンのセッションに持ち込まなくてはならず、学年主任と校長に知らせなくてはなりません。こういった感情は問題
が複雑になる事を防ぐためにも、教師に明らかにする事が最も重要です。そうする事で、教師またはアドバンス・スタディ
ーの学生は、人間関係の本質をオープンにする事ができ、学校に敬意を払いながら自分の将来に関してより良い判断がで
きるようになります。
スクールでは、教師や学生達に、ここに記載されている教師と学生との関係について熟慮し理解するよう切に求めます。な
ぜならば、この関係は自分自身の幸福、学生の安全、教鞭を取ることへの真摯な姿勢、学校やブレナン・ヒーリング・サイエ
ンスの名声に密接に関わる重要な事項だからです。
追記：さらに知識を深める為、バージニア・ウィンク・ヒルトン・アンド・パスワーク (Virginia Wink Hilton and Pathwork) のレクチ
ャー44のワーキング・ウィズ・セクシュアル・トランスフェレンス (“Working with Sexual Transferences”) やザ・フォース・オブ・ラ
ブ・セックス・アンド・エロス“The Forces of Love, Sex and Eros”) を読む事をお勧めします。

教師同士の関係に関して
性的な関係の有無に関わらず、同じティーチング・チームに配属されている教師同士又は、ティーチング・チーム・リーダー
と教師間において、恋愛関係を持つ事は禁止されています。教師又は全てのティーチング・チームのリーダーが同じティー
チング・チーム内の他の教師に対して恋愛感情や性的な魅力があると感じた場合、その当事者は、配属先の学年主任と校長
にその旨を知らせる必要があります。又その当事者である教師またはティーチング・チーム・リーダーは、それぞれのスー
パービジョン・セッションで、この状況を対処する話し合いをしなくてはなりません。
チーム・メンバー間の恋愛関係を把握するにあたり、校長は適宜、BBSHの学長や学年主任と協力しながら、学生やスクー
ル、ティーチング・チームの為に関わり合いを判断していきます。状況判断を行なった後、関係があった当事者にあたる教
師は、他のティーチング・メンバーに転属されます。

規則：
対象：
施行日：

BBSHでの研究や体験の共有について
BBSHの学生及び卒業生
1999年6月15日（2000年2月、2003年4月、2012年2月改正）

この規則は、BBSHの学生、教師、卒業生がBBSHについて、またブレナン・ヒーリング・サイエンスに関して話す際のガイ
ドラインを示しています。スクールにとって、またスクールで教えている内容について、そしてブレナン・ヒーリング・サイ
エンス・プラクティショナーとしてビジネスを行う上で最も有益な結果となる事を望み、それを遂行する事を目的として
この規則を定めています。スクールは、高い質と能力を備えたブレナン・ヒーリング・サイエンスの内容とその真の資格を
社会に認められるようプログラムを作り、その結果としてハンズ・オン・ヒーリングの効果を証明していく事を趣旨として
います。その為、ブレナン式ヒーリング・ワークについて語る事について、いくつか具体的なモデルを提示し、ワークの質
を一定に保つ為の制約も設けています。
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I.

スクールやヒーリング・ワークについての情報を共有する場合に関して
A. BBSHの学生及び卒業生がスクールとヒーリング・ワークについて話す際

BBSHの学生及び卒業生は、スクールに関して、又個人やグループで習得したヒーリング・ワークについて自由に
話をする事ができます。
（教える事はできません）実際に、学生や卒業生がスクールやヒーリング・ワークについて話
をする事は非常に有益です。スクールは、BBSHを世界中の人々に知ってもらいたいと強く願っています。その為
にはBBSHは学生や卒業生の協力が必要です。学生や卒業生でBBSHに関する情報を希望している人へ情報を提供
したい場合は、スクールがその学生や卒業生にスクールに関する資料等を提供します。BBSH在学中はヒーリング
のプラクティスを開業する事はできませんが、学校やヒーリング・ワークの一般的な事に関して地方や全国規模の
メディア等からインタビューを受けたり、プレゼンテーションを行なう事ができます。ブレナン・ヒーリング・サイ
エンスのスキルやスクールに関してそれぞれの経験に基づいた話をする事は、非常に効果的です。

1. 学生及び卒業生がスクールについて情報を提供したい場合、又はスクールや本、ヒーリング・ワークに関
する質問に回答したい場合、以下のガイドラインに沿って行なうようにして下さい。
• 自分がBBSHの学生もしくは卒業生であるという事を、相手に明確に伝える事
• 自分はスクールやその研究、ヒーリングのプロセスに関して自分の経験を語る立場である事を相手
に伝える事
• 自分がスクールの正式な代表者ではない旨を相手に伝える事。ヒーリング・ワークに関して指導す
るトレーニングは受けていないので、本や教材に関する質問に関して専門家のような役割を果す事はで
きません。

2. 学生及び卒業生がそれぞれの地域社会において、スクールやブレナン・ヒーリング・サイエンスに関して話をし
ようとする場合（例えば、新聞のインタビューや記事、または地元のテレビ番組等を通しての各種地域団体への
プレゼンテーション等）、その計画についてスクールと検討しなくてはなりません。オフィスよりスクールに関
する情報資料を送付します。一般の人々に話す際は、BBSHに関して正確で、一貫性があり、真実に基づいた説
明が行われるようにする為、スクールからの資料を使用するようにして下さい。
B.

ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーであるBBSHの卒業生がスクールやヒーリング・ワーク
に関して話をする際の補足

スクールは、世界中にヒーリング・ワークを広める橋渡しとなるブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショ
ナーの個人の開業の発展を援助し、その促進に努めています。従って、BBSHは卒業生がBBSHやブレナン・ヒーリ
ング・サイエンス、ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーの存在について一般の人々に話す際、下
記の方法に沿って話をする事を希望し奨励しています。

1. 卒業生は、自己紹介に付け加えブレナン・ヒーリング・サイエンスやBBSHに関する紹介をするプログラムを自由
に行なう事ができます。またこのプログラムは、スクールやヒーリング・ワークの促進、個人の営業を促進する目
的としてヒーリングのテクニックの実演（ヒーリングを教える事はできません）を行うのに適した機会になってい
ます。
C. BBSHが卒業生に許可する事項

BBSHの組織や創設者の目的は、BBSHによって作り上げられたヒーリングのテクニック、実践、手法をBBSHの
卒業生達を通じて世界に広めていく事です。
1. 個人のヒーリング・セッションにおいて、クライアントに説明したり、クライアントのヒーリング過程に必
要又は重要なセルフケアのスキルを紹介する事で上記の目的を実現していきます。

BBSHでは学生にどのようにしてグループを対象として指導するかは教育していませんので、ここでのクライ
アントとは、卒業生からヒーリングの個人セッションの提供を保証されている人とします。クライアントとは、
グループ・セラピー、出会いを目的とした会合、スーパービジョン・グループ、ビジネス・グループ、他の社交上
のグループ、スピリチュアルなグループや政治団体のグループの人々の事ではありません。
2. 友達や家族には形式張らずにヒーリングをし、コミュニケーションをとって、その人達との関係を向上させて下
さい（金銭的な取引が絡んではいけません）。
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II. ブレナン・ヒーリング・サイエンスの内容とカリキュラムを共有する際の特定条件についての規制
この規則は、ヒーリングのテクニック、エクササイズ、教材、用語の適切な使用が確実に行われるよう定められています。
この規則に従う事でヒーリング・ワーク自体の品位、威信、能力、効力を高めています。スクールの情報を適切に伝える事
が守られる事により、ブレナン・ヒーリング・サイエンスの専門的ワーク、プログラムの質や能力が真正なものとして地域
社会に受け入れられ、その結果として、ハンズ・オン・ヒーリングの効果を証明していきます。
この目的を達成する為に、スクールの情報を使用する際の規制を設け、学生や卒業生達に下記のガイドラインに注意し、
順守してもらえるよう願っています：
A. 自己宣伝と広告

1. BBSHの学生と卒業生は、自分が BBSHの正式な代表者や支店だと偽って名乗ったり、広告する事はでき
ません。

2. BBSHの学生や卒業生は、BBSHによって認定された講師であると偽って名乗ったり、広告する事はできま
せん。
B. スクールの教材の使用：著作権

1. 教材やクラスで配られたプリント等は、学生、卒業生、教師が個人的に使用する物で、クライアントや家族を含
め他の人達に配る事はできません。
クラスで配られた物の中には、プリント、ワークブック、学生のハンドブック、教師のハンドブック、事務処理
の手続きのマニュアル、ウェブサイトのコンテンツ、全てのシーズ・レクチャー、Q&A のプリント、クラスやレ
クチャーでの音声や画像等が含まれます。

2. BBSHに関連する物は細心の注意を払って作られており、アメリカと国際著作権法によって守られています。
著作権のある物を配信したり、変造したりする事は法律により禁止されています。
C. トレードマークやサービスマークの使用

1. Barbara Brennan, Inc.／バーバラ・ブレナン、インク（以下BBI）によって登録されている様々なトレードマーク
やサービスマークを卒業生としてヒーリングのサービスを説明する為に不適切に使用する事は禁止されていま
す。最新のBBSHのカタログに含まれているコピーライトのマークが記載されたページにあるマーク等も含ま
れます。そのマークはBBIによって所有されており、何年にも渡りスクールが築き上げて来た高い水準や誠意を
象徴しています。BBSHだけが教育機関の位置づけを目的として、そのマークを使用する事ができます。

2. 卒業生としてバーバラ・ブレナン博士より書面にて明白にマークの使用許可を得た場合、ヒーリングを行う際
にヒーリングのサービスを正確に説明し情報を提供する目的で使用し、次のような文を書き込まなくてはなり
ません：「（使用するマークをリストアップし）BBIによってトレードマークとサービスマークとして登録されて
います。」
D. BBSHのテクニック、手法、実践、指導と教材：不公正なビジネス業務と競争

BBSHのテクニック、手法、エクササイズ、教材やその他のBBSHのカリキュラムを教える事はできません。教え
る事はBBSHにおいてのみ行われ、バーバラ・ブレナン博士による書面での許可がない限り前述のIA、IB、ICの規
則に記載されたように話をする事はできても、教える事はできません。BBSHの学生や卒業生は、自分が
BBSHに認定された教師だと名乗ったり、宣伝する事はできません。
（教師やアドバンス・スタディーのYear3の学
生は、指導に関する契約書を参照して下さい。）

1. 「テクニック、手法、エクササイズ、教材」とは、
「光の手」、
「癒しの光」や「シーズ・オブ・ザ・スピリット」等を含
むBBIの出版物も含まれます。
2. BBSHの卒業生はブレナン・ヒーリング・サイエンスのヒーラーとして認定されますが、BBSHのヒーリング
の手法やテクニックの指導や訓練はできません。指導はBBSHでのみ行われます。BBSHはヒーリングの分野
において、格別に高い水準のトレーニングを行うという評判を築く為に何年にも渡り多大な尽力を注いできま
した。従って、スクールでの指導を行なう為には教育を受ける事が必要なのです。指導の内容は幅広く、いろい
ろな分野において優秀で専門家であるブレナン・ヒーリング・サイエンスの教師が一まとまりとなり、包括的な
内容を含むブレナン・ヒーリング・サイエンスの知識を指導する事ができるのです。従って現時点では、この指
導を行なう事を学び、それを教える事はBBSHでしか行われていません。
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3. BBSHのテクニック、カリキュラム、教材、トレードマーク、サービスマークを使用したスクール、セミナー、
ワークショップ、個別指導、トレーニング・プログラムを企画運営する事は、不正なビジネス業務と競争の原因
となる為、違法となっています。
4. BBSHでは、他の情報源から取り寄せてきた資料には権限がありません。つまり、パスワーク (Pathwork®)、イ
ンスティテュート・オブ・コア・エナジェティクス (Institute of Core Energetics) やその他の機関の教材を使
って教える場合には、その機関から許可をもらうようにして下さい。

III. 情報提供（インフォメーショナル・トーク）の講演をする際の手順
教師または卒業生で、BBSHについての情報提供やBBSHについての情報を含んだ講演を行う場合、宣伝広告の中に
BBSHについての話題である事を明記しなくてはなりません。さらにその教師または卒業生は、Eメール、電話、
ファックス等でスクールのオフィスに連絡を取り、講演をする日付と時間、場所（家、図書館、書店、ホール等）、参加
予定人数、内容、その講演に関する問合せ先の電話番号を知らせなくてはなりません。
下記のような理由の為、スクールのオフィスに連絡しなくてはなりません：
• BBSHがどのように世界でBBSHについて紹介されているか把握する為
• 紹介されている情報が正確で適切である事を確認する為
• 適切な場合、BBSHが宣伝用の資料を提供する為
• その講演の情報をBBSHのウェブサイトに載せ、宣伝する為

規則：

ヒーリング・プラクティスの開業

対象：

BBSHのプログラムの参加者全員
1994年8月30日（2000年5月、2003年4月改正）

施行日：

BBSHの学生又はBBSHのプログラム、ワークショップ、講義に参加した人は、BBSHのプロフェッショナル・スタディー
・プログラムのカリキュラムを終え卒業していない限り、ブレナン・ヒーリング・サイエンスのヒーラーとして開業をする
事はできません。開業する際には、卒業生は開業する国や地方の法律に従わなくてはなりません。

BBSH在学中はディスタンス・ラーニング・モジュールとレジデント・トレーニングの科目を履修する為に、学生達はブレナ
ン・ヒーリング・サイエンスのヒーリング・スキルを実習する事もあります。ディスタンス・ラーニング・モジュールは各クラ
スの間に出される課題で、レジデント・トレーニングの実習はクラス期間中に行います。
スキルを向上させる目的で、すでに合格したブレナン・ヒーリング・サイエンスのヒーリング・スキルの実習を続ける事はで
きます。
下記の規則は、前述の3つの状況に該当します：
学生同士でヒーリング・スキルの練習をする事は奨励されています。しかし、もし学生がアメリカにおいて、スクールの同
級生以外でヒーリング・スキルの実習を行う場合、もしくは実習相手がアメリカ以外に在住しているアメリカ市民である場
合は、ヒーラー役の学生は専門職賠償責任保険に加入する義務があり、スクールはその学生を保険に加えなくてはなりま
せん。
全ての学生及びプログラムの参加者は、BBSHのプロフェッショナル・スタディーの4年間のプログラムを終了するまでは
ブレナン・ヒーリング・サイエンスのテクニックを使って料金を請求してはいけません。
ブレナン・ヒーリング・サイエンスのヒーリング・テクニックを使ったり、実習を行う際は、その国や地方の法律に従って行
わなくてはなりません。
さらに学生やBBSHのプログラム、ワークショップ、講義の参加者は、BBSHのプロフェッショナル・スタディー4年間のプロ
グラムを終了し卒業するまでは、ブレナン・ヒーリング・サイエンス・プラクティショナーであると名乗ったり、ブレナン・ヒー
リング・サイエンスのテクニックを使用する認可を受けていると口頭、書面を問わず宣伝広告をする事はできません。4年間の
プログラムを卒業するまで、BBSHの学生もプログラムの参加者も、バーバラ・ブレナンにトレーニングを受けていると宣伝
広告したり、BBSHの卒業生であると宣伝広告する事もできません。
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規則：

セラピー／ブレナン・インテグレーション・プラクティショナーと学生（プロフェッショナ
ル・スタディーYear1~Year4及びアドバンス・スタディーYear1~Year3）との関係

対象：

BBSHの学生（プロフェッショナル・スタディー Year1~Year4及びアドバンス・スタディー
Year1~Year3）、教師、卒業生
1992年12月1日（2002年1月、2003年4月改正）

施行日：

学生は、他のBBSHの学生、教師、職員を自分のセラピストにする事ができますが、学生がプロフェッショナル・スタディー
のYear1に入学する前からそのセラピストとセラピーとしての関わり合いがあった場合に限ります（セラピストは、BBSHの
カタログの「付属科目における先修条件」にある「パーソナル・プロセスの条件」のリストに記載されているBBSHの条件を
満たしたセラピストに限ります）。
一旦、学生、教師、職員としてスクールとの間に金銭的関係が成り立った場合、その関係が終了してから6ヶ月間はお互い
セラピーのセッションを持つ事は禁止されています。
どの学生も、自分のセラピスト又はブレナン・インテグレーション・プラクティショナーと同じスモール・クラスやスーパー
ビジョン／プロセス・グループには入れません。また自分のスモール・クラスの教師、グループ・スーパーバイザー、Year4の
ケース・プレゼンテーション・リーダー、Year4のケース・プレゼンテーション・アシスタント、Year4のケース・プロジェクト・
アドバイザーをセラピストまたはブレナン・インテグレーション・プラクティショナーにする事はできません。
教師とアドバンス・スタディーのYear1〜Year3の学生がセラピスト*／クライアントとして関わり合う事は、クライアント
がプロフェッショナル・スタディーのYear1に入学する前からそのセラピストとセラピーでの関わりがあった場合を除いて、
禁止されています。教師とアドバンス・スタディーのYear1〜Year3の学生で、セラピーでの関わり合いがある場合は、スモー
ル・クラス、スーパービジョン／プロセス、Year4のケース・プロジェクトのチームで同じグループには入れません。
客員講師は、契約期間中とその前後6ヶ月間は、BBSHの学生、教師をセラピーのクライアントにする事はできません。
*この文中でのセラピストとは、一般的なセラピストの事でブレナン・インテグレーション・プラクティショナーの事ではあ
りません。

規則：

ヒーリング・セッションにおける禁止行為

対象：

BBSHの学生（プロフェッショナル・スタディー Year1~Year4及びアドバンス・スタディー
Year1~Year3）、卒業生、教師
1994年12月1日（2002年1月、2003年4月改正）

施行日：

BBSHの教師、アドバンス・スタディーの学生、職員は、直接関わり合いがある場合、そのBBSHの教師、職員、学生にヒーリ
ングのセッションをする事はできません。この規則は、各学年が始まる4ヶ月前と終わった後4ヶ月後までの期間に適用され
ます。
追記
スクール内の人間関係を明確にする為に、ヒーラーとクライアントの関係を確実に定義しなくてはなりません。例えば、教
師がある学生に教師と生徒としての関わり合いがあり、さらにその教師がその学生のヒーラーとなった場合、2種類の感情
が起こる可能性が多大にあります。生徒／教師という関係がクライアント／ヒーラーの関係と重なった場合、学生は健全な
ヒーラーとの関係や教師との関係を持つ事ができません。学生も教師も一つの役割（学生／教師）からもう一つの役割（ヒー
ラー／クライアント）に感情を変えなくてはならないという問題に直面します。こういった関係は公私混同を招き、クラス
を進めていく事が困難となり、予期しない事態が起こりかねません。
不適切な関係には下記のような関係が含まれます：
• 学年主任／その学年の生徒
• スモール・クラスの教師／そのスモール・クラスの学生
• スーパーバイザー／スーパービジョンを受けている学生
• スモール・クラスの教師／その学年のチームに配属されたアドバンス・スタディーYear3の学生
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規則：

サービスの提供と商品の販売

対象：

BBSHの学生、卒業生、レジデント・トレーニングの職員
1993年10月（1998年7月、2002年8月、2003年4月、2012年2月改正）

施行日：

BBSHの規則では、学生、教師、卒業生、職員が、スクールのプログラムやBBSHによって販売されている商品と重複してい
る商品の販売、サービスの提供、広告を出す事を禁止しています（例えば、解剖生理学、パーソナル・プロセス、レジデント・ト
レーニング等）。スクールのプログラムが重複しているという範囲は、BBSHの学生、教師、卒業生にスクールのプログラ
ムまたはその近隣で提供された商品やサービスを示しています。
ここでの規則はテープ、出版物等の商品や、ワークショップ、クラス、マッサージ、エネルギー・ワーク、セラピー、ヒーリ
ング等のサービスを含みますが、この限りではありません。
学生、教師、卒業生、職員は、BBSH以外の商品の販売やサービスの勧誘の為に、BBSHのメーリング・リストやクラス名簿
を使用してはいけません。加えて、学生、教師、卒業生、またはスタッフは、作成した、またはお金を受け取った非
BBSHプログラムに学生を直接的または間接的に採用することはできません。
例外
ティーチャー・プレップまたはレジデント・トレーニングの期間中でなければ、ブレナン・インテグレーション・プラクティ
ショナーはスクールのプログラムに関連したブレナン・インテグレーション・ワークのセッションを在校生に提供する事が
できます。
ティーチャー・プレップまたはレジデント・トレーニングの期間中でなければ、現役の教師はスクールのプログラムに関連
したブレナン・ヒーリング・サイエンスのセッションを行う事ができます。
追記

BBSHでは、学生、卒業生、教師は皆優れた技術や能力があり、お互いにその技術や能力を提供し合えると考えています。そ
してそれを使い社会に貢献する事を勧めています。この規則は、パーソナル・プロセスやヒーラーとしての成長を深めてい
く過程において最適な環境を創る上で、明確で安全な境界線を引く事を目的としています。
学生達にパーソナル・プロセスをより深く進めてもらう為に、スクールのプログラムやスケジュールは組まれています。し
かし、スクールのプログラムと重複しBBSHに関係のないワークショップやその他のサービスを受ける事で、学校での学
びの目的や意図に反して、学生が集中できず混乱を引き起こしかねません。
更に適切な境界線を保ち全ての学生のプロセスを援助する為には、BBSHの学生達は学生同士である関係を保つ事が重要で
す。学生同士で、マッサージ師とクライアント、ヒーラーとクライアント、教師と生徒、セラピストとクライアントという関
係が成立した場合、その境界線は明確ではなく、パーソナル・プロセスに完全に従事するという利点が無くなりかねません。
規則：

スクールの出版物

対象：

BBSH卒業生
1994年8月23日（2002年1月2日、2003年4月、2012年2月改正）

施行日：

スクールでの義務を果たさず、現在の契約、規範、規則の守れない場合、校長または学年主任の判断により事前の通告なしで
卒業生リストから除名されます。
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規則：

学生の苦情

対象：

BBSHの学生（プロフェッショナル・スタディー Year1~Year4及びアドバンス・スタディー
Year1~Year3）
2004年2月20日 (2012年2月、2018年10月改正）

施行日：

BBSHは、プログラムの完全性を維持するためには、オープンなコミュニケーションと懸念の表明、および異なる視点が
不可欠であると考えています。学生の苦情や懸念がタイムリーかつ公平な方法でレビューおよび解決されることを保証する
ために、すべての学生が苦情処理手順を利用できます。
苦情のある生徒は、最初にクラスリーダーと会って懸念について話し合い、解決策を探す必要があります。満足のいく解決
策が得られない場合、学生は書面による声明を学生部長と学校諮問委員会に提出する必要があります。声明には、学生の氏
名、連絡先情報、学年、および苦情の性質に関する簡単な声明を含める必要があります。
学生ディレクターは、苦情を確認し、追加の関連情報を収集し、適切なアクションを決定します。学生ディレクターには、
クラスリーダー、学校諮問委員会、BBSH会長、および/または他の学校職員が関与する場合があります。苦情を検討した後
、学生ディレクターは、学校が行った決定または行動の説明、および決定/行動の実施のタイムラインを含む、苦情に対す
る書面による回答を学生に提供します。苦情に対する学校の書面による回答は最終的なものになります。
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