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ナマステ 
ヴァンディタからのメッセージ 
特集：クリパルヨガ講師トレーニング協議会2010ー 教師としての役割 
 
  

 
 ヨガ講師として、私たちは個人の
ヨガ練習に励む一方、ヨガの知識や
情熱を生徒に伝える側としてのバ
ランスを常に意識しています。しか
し、この二つのものが合致し、私た
ちが生徒と共に成長するときこそ、
完全なる体現が生まれるといえる
でしょう。 
 今年の6月24日~27日に行われ
たKYTAカンファレンスは、この両
方の要素を盛り込み、ベテラン指導
者による徹底したトレーニングメ

ニューはもとより、音楽、新しい動
き、さらに夏のバークシャー地方の
美しさが皆さんの心の糧となる環
境を用意しています。また、ビジネ
スとしてのヨガ、タントゥラの知恵、
バリウッドダンス、ドラミング、マ
ンダラ制作など、実に様々なワーク
ショップが数多く開催されます。 
 生徒一人一人が自分の身体に意
識を傾け、ありのままの自分を見つ
め、受け入れる自信を持てること、
そして、生徒自身が自分たちの人生

の中で多くの幸せを見つけられる
ことが、私たちヨガ教師としての役
割です。それは、私たち教師も同じ
です。幸せだと思える栄養源を見つ
け、日々の生活、そして教える場に
直接結びつけることが大切です。6
月に皆さんにお会いするのを楽し
みにしています！ 

 
ヴァンディタ 
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集中トレーニングからの学び： 
クリパルヨガ学部インターンシップを経て 
トレスカ・ウェィンスタイン 
 
 
 クリパルヨガ学部で二年間のイ
ンターンを終えたジュリアン・ヒュ
ーズは、そこで得た成果を思いがけ
ない場所で感じることがあるとい
います。例えば、階段をゆっくりと
登る老人の後を歩いているとき。 
「つい先日の出来事ですが、全く抵
抗感なく、自らゆっくりと歩こうと
意識しているのに気がつきました。」
ジュリアンは状況を振り返ります。
「インターンを経て私は自意識が
とても高まったと思います。その結
果、私は自分の気持ちと日々の生活
に安らぎを見つけられたと感じま
す。」 
ジュリアンと彼女の同僚、ジョヴィ
ナ・チャンは、クリパルで提供して
いる2年間のプログラムを初めて終
えたインターンです。彼女らは昨年
卒業し、クリパルヨガ学部（KSY）
のヨガ教師トレーニング指導者に
なりました。彼女らは二人ともクリ
パルへ来る前はニューヨーク市街
で仕事中心の忙しい生活を送って
いました（ジョヴィナはダンサー／
女優、ジュリアンは女優／イベント
プロデューサー）。その後二人がク
リパルでのインターンを通して得
たものは新しいキャリアだけでは
ありません。対人関係、健康面、気
持ちの安定、そして人生そのものを

今まで以上に楽しめるようになっ
たのもこのインターンのおかげだ
と二人は話します。 
「私のインターン経験はヨガへ完
全に没頭していたといえます。ヨガ
の身体要素だけではなく、マットか
ら離れているときも人との接し方
などに自然とヨガの哲学を用いて
いることに気がつきました」とジョ
ヴィナは話します。 
 ヨガ教師200時間認定を終えた
ヨガ教師向けのこのインターンは、
グループトレーニング、教室環境の
マネージメント、教師とスタッフの
コーディネート、カリキュラム発展、
リーダーシップとコミュニケーシ
ョンスキルなどの要素に重点を置
いた集中的な実践トレーニングで
す。ジュリアンとジョヴィナは、
500時間クリパルヨガ認定コース
を受けながら、ヨガインターンとし
て教師トレーニングに携わり、さら
にゲストや200時間ヨガ教師トレ
ーニング認定プログラムの教師陣、
そして、500時間ヨガヨガ認定コー
スの教師へと成長していきました。 
「様々なスタイルや知識を持つ教
師陣と働き、間近で接することがで
きたのはかけがえのない経験でし
た。」とジュリアンは話します。「イ
ンターンとして私たちはスケジュ

ールの許す限り、国内トップレベル
の教師の教える多様なヨガワーク
ショップに参加することもでき、本
当に恵まれた環境でたくさんのこ
とを学びました。」 
 ジョヴィナとジュリアンいわく、
理想のインターンに求めるものは、
ヨガへの深い情熱や教えることに
熱心であることはもちろんのこと、
寛大さ、好奇心、サービス心も旺盛
であり、誠実なコミュニケーション
が取れ、未知へと自ら飛び込んでい
く力だそうです。 
 インターンとしての仕事は全て
を捧げる献身が必要であり、そこか
ら得るものも偉大です。特にヨガが
人々の人生を変えていく過程を目
の当たりにする価値は高く、「教師
トレーニングを終え変化する生徒
たちを見ることは、注意深さや感謝
や謙虚さをもたらすものでした。」
とジョヴィナは言います。 
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スタジオスペース 
クリパル・アフィリエート・スタジオ (KAS)・オーナーとマネージャーの成功の秘訣 

 
Dragonfly Wellness Studio 
Owner: Amanda DeBurgos-Milstead 
location: Cape May Court House, New Jersey 
Website: www.dragonflywelnestudio.com 
 
 
 
 

▼過去の経験から他のスタジオ
経営者へのアドバイスをすると
したら何ですか？ 
 
 プロモーション面では、口コミが
一番効果的です！また、印刷物より
もラジオの宣伝も私は好きです。理
由は、地域のラジオ番組で宣伝費用
を払うと、朝の特番で私をゲストと
して招いてくれるからです。そこで
私の話を聞いたクライアントがス
タジオに問い合わせをすることが
多いですね。それ以外にも、私たち
のスタジオは大通りに面している
ため、人目のつくところに毎日違う
ことを書いて出しています。掲示内
容は、そのとき実施しているキャン
ペーンからワークショップ、クラス
情報、心の糧となる引用句など様々
です。 
 クラスのスケジュールに関して
は、自分が教えたい時間に提供する
のがベストです。クライアントのス
ケジュールに合うようにクラスを
組もうとするのは難しく、不可能に
近いことです。また、自分の教えた
い時間に教えるクラスの質は自然
と高くなると思います。 
 辛抱強さは不可欠です。毎年の流
れに沿って働くうちに、各自の気持
ちや、外見や、創造するものが全く
違うものになることを認めること
です。 
 

▼今スタジオで人気のクラスや
ワークショップ、セラピーは何で
すか？ 
 
 ヨガ101はとても人気です。これ
は5週間の入会前コースでヨガの基
本をすべて教えるコースで、毎週違
うポーズを幾つか取り上げ、その効
果や身体の配置などに重点を置き
ます。ズンバというクラスも人気が
ありますね。また、最近「Mommy & 
Me」という母子を対象としたクラ
スも立ち上げました。週末に提供で
きれば恐らく良い反響を得られる
と思います。 
 
▼スタジオで働くヨガ講師には
どのようなメリットがあります
か？ 
 
 クラスの無料講と、自分の生徒を
発掘する良い機会となることです。
また、生徒が増えれば報酬が増える
システムです。 
 
▼なぜクリパルとアフィリエー
ト（提携）しようと思ったのです
か？また、そのことのメリットは
何ですか？ 
 
 KASになった理由は、私がクリパ
ルでヨガトレーニングを受けたか
らです。また、クリパルのヨガトレ
ーニングが、最も良かったと確信し
ていたからです。私はクリパルのヨ

ガに対する考え方、ヨガを教えるテ
クニックやスタイル、コミュニティ
意識の高さが好きです。私のスタジ
オがクリパルと提携している理由
で、私のスタジオを選ぶお客さんも
少なくありません。クリパルの名は
ヨガコミュニティの中でとても有
名なので、生徒がこのスタジオはク
リパルと提携していると知ると、高
く評価してくれます。生徒は、私た
ちが皆この道のプロフェッショナ
ルであり、クリパルと同様に安心し
てヨガを学べる環境であることを
理解しています。 
 
▼今後のスタジオに抱くビジョ
ンは何ですか？ 
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 私のビジョンはとても大きいで
す：皆さんすべての要望に応える総
体的な精神／身体スペースを目指
しています！既にヨガやそれに関
連したクラスの他にマッサージ、鍼
治療、栄養学などを提供しています。
将来的にはアーユルベーダ治療や
カウンセリング、オーガニックカフ
ェ、より大規模な販売スペースなど
を設けたいと考えています。 
 

▼スタジオを所有することで最
大のチャレンジや得るものは何
ですか？ 
 
 チャレンジ：正直、すべてです！
しかし、最大のものは、他人に何か
（アポイント管理から黒板の掲示
物まで）を任せることです。自分の
思い通りのやり方でないときでも
やり直さないということです。すべ
て私がやりたい！という気持ちは
常にあるのですが、それは無理なこ
とですから。 

 得るもの：75分の間に生徒がト
ランスフォメーションを経過する
ことを見られることです。スタジオ
に入ってくる時は、肩が耳につくほ
ど張って、ストレスがたまって不機
嫌で落ち着かず、まるで体に痛みが
あるかのように疲れています。それ
が帰る頃には、ストレスも吹き飛ば
され、幸せそうに落ち着いて背筋が
伸びて、自由に、そして、軽いエネ
ルギーが流れているのです！

 
 
 

 
 
 
どこでもヨガ／ヨガ、ヨガ、ヨガ 
特集：KYTAダイバーシティー指導の交付受給者より 
テリー・ヤング 
 
 
 

 
 メイン州で私と夫のスティーブ
が経営する「ポーランド・スプリン
グ・ヨガスタジオ」に毎月、第一金
曜日に約10名程の生徒が集まりま
す。生徒たちの年齢は65歳から85
歳がほとんどです。到着後の1時間
半は円形に並べられた椅子に座り、
詩の音読や呼吸法、ゆったりした体
の動きなどで、意識を高めることに
集中します。 
 椅子を使った「チェア・ヨガ」の
次は、私の他のヨガクラスの生徒た
ちがボランティアで、お茶やコーヒ
ー、手作りのお菓子を出してくれて
いるリビングへと移動します。そこ
で1時間半程、皆でいろいろな話を
し、共に笑い、楽しいひと時を過ご
します。 
 毎月行われるこのクラスは私が
一番楽しみにしているクラスの一

つです。開放的な雰囲気で、開放感
と喜びに包まれ、また、そこには確
かなコミュニティ意識と深い絆が
芽生えています。 

「私がこんなにもヨガを楽しめる
とは想像もしませんでした。もっと
若い世代のためのものだとずっと
思っていました。」と、クラスを終
えた生徒が私に話してくれました。
「こんな気持ちになれるなんて思

ってもいなかった！」と 、他の生
徒も驚きを隠せない様子でした。 
 ポーランド・スプリングスは、ポ
ーランドから45マイル程北に位置
し、人口5000人程度のとても小さ
な町です。そこには、老人のための
サービスや集まりは非常に少なく、
人生の中で最も周りとの関わりが
重要な年齢でありながら、孤独感を
感じずにはいられない人々が多く
います。また、この年代の方々は、
金銭面でも余裕があるとはいえま
せん。 
 約2年前、老人施設の設立を手掛
けている「ライフ・スプリングス」
のメンバーが、高齢者向けに健康フ
ォーラムを行う話を私たちに持ち
かけてきたのが、このクラスを始め
るきっかけでした。フォーラムが開
催された日には、15名の老人が私
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たちのスタジオを訪れ、一時間、「チ
ェア・ヨガ」をしながら食べ物に含
まれるナトリウムについて話をし、
その後、ボランティアの手によって
健康を意識した食事が提供されま
した。参加者は、このフォーラムは
とても参考になったと大変喜んで
くれました。私が月1回このような
集まりを行うことを提案したとこ
ろ、皆積極的に申し込んでくれまし
た。 
 それが現在の「金曜朝のクラス」
の始まりです。このようなクラスを
提供できるのは、KYTAダイバーシ
ティー指導の交付プログラムのお
かげです。交付プログラムからの受

給によって、参加者は毎月無料で楽
しい時間を過ごし、昔からの友人と
再び関係を築いたり、新しい友人と
出会ったり、皆が互いを支え合って
います。また、ヨガは「自分たちと
は無縁」と思っていた年代の人々に
もヨガの「マジック」を広げていま
す。 
「このヨガクラスを受けて私は新
しい考え方と出会えました。」と生
徒の一人は言います。「しっかり呼
吸をするだけで頭の中がこんなに
もリラックスするなんて思っても
いませんでした。」また別の生徒も、
このクラスを受け、「人生のこの時

代にヨガを経験できて本当に良か
ったです。」と話します。 
 
 
クリパルヨガの教師であるテリー・ヤン
グは、1986年にヨガを始めました。彼
女は、保険体育の学士号を取得しており、
27年間、循環器科に勤めていました。
テリーは、ポーランド・スプリングスで
8年間ヨガを教えており、町の人々にヨ
ガを知ってもらうことに深い喜びを感
じています。人々が心を開き、身体、精
神、魂のバランスを見つけることに携わ
れることに何よりもやりがいを感じて
ます。 

 
 
 

 
ディープ・グリーンヨガ 
ギリアン・キャプテイン・コムストック氏へ質問  
 
 
 
 
 

 ギリアン・キャプテイン・コムス
トック氏は、ホリスティック臨床心
理士であり、メッタ・アース・イン
スティチュートの共同ディレクタ
ーを努めています。クリパルヨガ、
ジヴァムクティ、そしてAdvanced 
Interdisciplinary Yoga の教師とし
て認定され、ヨガリトリートを率い
たり、世界中の自然界の聖域でトレ
ーニングを行っています。また、彼
女はグリーンヨガの創始者の一人
として、グリーンヨガ会議の委員も
努めています。ギリアンは、2010
年のKYTAカンファレンスで、グリ
ーンヨガのワークショップを開催
します。先日、彼女はヨガ・ブルテ
ンの編集長、トレスカ・ウィンステ
ィンと対談しました。 
 

▼ヨガと自然の関係とは何です
か？ 
 
 ヨガは自然です。ヨガは、結合、
全体性、そして、すべてのものとの
繋がりを意味しています。ヨガは、
人生の他の部分とかけ離れたマッ
トの上ですることと考えがちです
が、実はすべてのものと繋がってい
います。自然を体験することは、ヨ
ガの中にいるということなのです。 
 
▼そのような「繋がり」は、窓の
外に山や木々の見える美しい眺
めの環境でヨガをすれば実感し
やすいと思いますが、街中でヨガ
をする人々はどうでしょう？ 
 
 私たちはいつでも山、川、森林に
囲まれた環境にはいないかもしれ

ませんが、常に自然と繋がっていま
す。私たちの吸う空気も「自然」で
す。生命が脈打っている私たちの体
そのものが、川や海の小宇宙です。
また、そこへ意識を向けることは、
無限の宇宙へ意識を向けるという
ことです。アーサナを用いて私たち
は体の内面からこれを体感できま
す。このように内面に注意を向ける
という面で、クリパルヨガは、非常
によくできたスタイルです。マンハ
ッタンの街中でヨガをしていても、
私たちの体内にある筋肉や骨に意
識を向けることで、自然との繋がり
は実感できます。ヨガは、私たちを、
今この瞬間、体と新鮮に向き合わせ
てくれます。そして、その今の中で
スローダウンすると、自分たちの行
動やそこから起きる結果に対して
さらに気づきが深まり、さらに、息
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づく宇宙の流れの中に入っていく
潜在性を持っているのです。 
 
▼ディープグリーンヨガは、他の
スタイルとは何が違うのでしょ
うか？ 
 
 アメリカ式ヨガの素晴らしさの
一つは、アーサナが自由で創造的だ
ということであり、それは、私たち
の体と自然を繋げる上で大切な役
割を果たします。しかし、ヨガはマ
ットの上でするものという枠に納
めがちです。素晴らしいアメリカの
ヨガの欠点は、ヨガの練習を物質的
な視点から捉えがちで、ヨガウェア
を気にしたり、「お尻がどう見える
かしら」と考えていることです。デ
ィープグリーンヨガは、私たちと自
然との広大な繋がりを再認識させ
てくれるもので、ヨガはマットの上
のものだけではなく、宇宙の展開に
しっかりと参加する方法なのです。 
 筋肉や骨格を動かしたり伸ばし
たりする練習を通して、ある意味、
不思議の国のアリスが穴に飛び込
むような感覚になるのです。その穴
の中は、私のマット、私のヨガウェ
ア、私の練習と言った産物、製品、
物質などとは逆に、変化、存在、そ
して、参加し続ける世界であって、
プロセスを重視した参加型の世界
です。それは、すべてのものが関わ
り合っているという生態系の基本
原理です。単独で存在しているもの
は一つもないのです。 
 
▼今回行われるワークショップ
の紹介文でディープグリーンヨ
ガには5つの基本原理があると
書いてありますが、それは何です
か？ 
 
 まず一つ目は、全てのものが相互
に連結しているという、連動の考え
です。生命のインターネットと考え
ると分かりやすいと思います。同じ

ようなことですが、２つ目の原理は、
周りのすべてのものと私たちは関
係性を持っているというもので、パ
ートナーヨガをすることで関係性
を培うことができます。エコロジー
的な視野からヨガを考えると、私た
ちは、私たち以上のものであり、私
たちの内面の実践を私たちだけで
行っているというのは錯覚です。パ
ートナーヨガに参加することで、他
人との積極的なコミュニケートが
できます。 
 次に、全体性という原理です。世
の中には、独自性や多様性もありま
すが、根本的には全体性が存在しま
す。すべては全体の一部に過ぎない
ので、たとえ、害になることや煩わ
しいことでも、すべてをゲストとし
て迎え入れます。すべては全体の一
部なのです。そして、どうなるかと
言うと、私たちは、全体を受け入れ
ることで判断を超えるのです。宇宙
には本質的な知性があるというこ
とを信頼するようになります。たと
え、否定的な体験でも、美しさにキ
ズがあっても、その中にはまだ全体
性が存在します。この人間界の残虐
行為でさえも、この原始宇宙の一部
なのです。 
 
▼今年の冬に起きたハイチ地震
などの被害を考えるとそのよう
な概念は理解しにくい部分もあ
りますが。 
 

 世の中に苦しみがないというこ
とではありません。世の中には苦し
みはあります。しかし、同時に深い
思いやりと回復力もあります。すべ
てのものは周りの全てと関連して
いるのですから。ハイチでの被害は
衝撃的でしたが、世界中の反響、そ
して、大災害に立ち向かう人間の精
神の強さも目覚ましいものでした。 
 
▼確かにそうですね。残り2つの
原理についても教えてください。 
 
 四つ目は、畏敬の念です。驚きと
か不思議なことへの精神です。「今」
に存在し、この畏敬を体験するので
す。最後は、交感の概念です。 
 フランスの哲学者、ピエール・テ
ィルハード・デ・シャルディンは、
「人類圏」という賢明で素晴らしい
概念を持っています。彼は、私たち
が参加する意識という大気で地球
が包まれていると考えているので
す。ですから、私たちが別々のもの
だと考えるのではなく、この新しい
有機体の一部なのです。進化の頂点
に立つ人類として見るのではなく、
地球の脳細胞のようになることが、
私たちのチャレンジだと言うので
す。私には、蜂使いの友人がいます
が、蜂の巣は地球を囲む意識の大気
に似ており、蜂はより大きなものの
一部にすぎません。 
 ヨガの伝統で古代からの実践法
や哲学の多くは、本質的にエコロジ
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ー的です。それに触れることで、深
く環境運動を呼び起こします。精神
運動と環境運動は２つに別れてし
まうことがありますが、グリーンヨ
ガは、この２つを融合させます。グ
リーンヨガと聞くと、環境に優しい
ヨガマットや無添加のヨガウェア
を購入することだと思う人もいま
す。確かにそれもグリーンヨガの一
部ですが、その繋がりと全体性を意
識することで、自然と運動が始まる
のです。 
 
▼これらの原理をヨガのクラス
でどう展開するのでしょうか？ 
 
 それについてはワークショップ
で体験していただきますが、通常、
アメリカ的なヨガクラスは、教師が
一番前に座り、その手前にはマット
が並べられます。まず最初に変えら
れることは、円になって教えること
です。すぐに違いは明らかになりま
す。生徒は、「教わる」ことから「参
加する」というように意識が変わり
ます。教師が「教え」、生徒が「教
わる」という概念を覆すことから始

めます。私たちは、ヨガを相互的に
学び合うコミニュにティとして考
えられるでしょうか？また、教師は、
生徒の賢さを引き出し、それに対応
できるでしょうか？アドリブ的な
術を身につけることで、クラスで起
こるマジックや驚き、ミステリーな
どにも対応できるようになります。
あなたもサークルヨガで皆と触れ
合いながらコミュニケーションを
とることができます。ティック・ナ
ット・ハンは、「次のブッダは、人
間の体としてではなく、コミュニテ
ィという形態として生まれ変わる
だろう」と述べています。 
 
▼マットの外でのグリーンヨガ
とはどのようなものでしょう
か？ 
 
 マットの外で連動と全体性を忘
れないために、マットの上で、情熱
やスキルを身に付けます。呼吸に意
識を向けることで、周りのすべての
ものが存在している大気を吸って
いることに気がつきます。マットの
上でそのことを考え、身にしみ込ま

せることで、マットから離れても周
りの人や物体までへの接し方が変
わります。例えば、私たちが口にす
る食物。それはどこからきたか？自
分の体にどのような影響を与えて
いるか？古代からヨガは、食と体が
深い関係にあることを述べ、私たち
が何かを口にするときは、地球の生
命とエネルギーの交換をしている
ということを認識していました。で
すから、皿の上にある大豆をじっと
見つめ、深く意識を通わせることで、
それがどこからきたかが分かり、農
家やその人の状態が分かります。そ
れらすべては、大豆を味わい、皿の
上の食べ物の匂いを嗅ぎ、食べると
いう体験とシンプルに繋がること
から起こるのです。 
 
私たちは、多くのチャレンジで圧倒
されそうですが、皿の上の食べ物を
見て、最もエコロジー的な選択は何
なのか、自分の目の前で何が正しい
対応なのか、注意を向け、理解し、
熟慮することができます。まさにそ
の時、一瞬一瞬が選択する機会にな
るのです。

 
 

 
 

マットの上で 
アスタ・ヴァクラ・アーサナ： 
ジュリアン・ヒューズ 
 
 
 
 

 ヨガのポーズへの取り組み方で
その人のヨガ暦が分かるといわれ
ています。ヨガ初心者の特徴は、す
べてのポーズに全身で取り組み、中
級者は自分の得意とするポーズを
繰り返し練習し、上級者は自分の苦
手とするポーズをひたすら練習し
ます。 

 私は、アームバランスを必要とす
るポーズが苦手です。何故なら、自
分の弱い部分が前面に出るからで
す。上半身や中心部の体の弱さのせ
いもありますが、バランスを崩して
倒れてしまうのではないかという
「恐怖心」も大きな原因だと思いま
す。従って、私にとってこのような
ポーズは苦手であり、最も取り組む

べきポーズなのでしょう。自分の苦
手とするものが「楽しい」と思うこ
とは難しいことですが、最近ではそ
の難しさを楽しめるようになりま
した。「苦手」なポーズを繰り返す
ことで特有の満足感が得られるよ
うになり、また、練習を重ねるにつ
れて、それまで「ハードル」だと感
じていたものを、いつかは乗り越え
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られます。このような変化は必ずし
も目で計れるものではないかもし
れませんが、内面では確実に何かが
大きく変化し、深い満足感を得られ
ることでしょう。 
 アームバランスの中で、私の好き
なポーズの一つが、八角ポーズ、通
称、アスタ・ヴァクラ・アーサナ（ア
スタ＝8、ヴァクラ＝曲げる）です。
アスタ・ヴァクラは、生まれたとき
から奇形でしたが、賢い聖人でした。
伝説によると、彼は子宮の中で父親
の祈り（Vedic prayers）を聞き、
発音が間違っていたため、8回ビク
ッとしたそうです。その結果、彼の
体には8カ所不自然な「曲がり」が
できたということです。 
 このポーズの利点は、腹部、内転
筋、肩、二頭筋、三頭筋を強化し、
集中力を高め、背骨を柔軟にし、高
度なバランス感覚とスタミナがつ
くことです。ただし、手首や肩の怪
我を負っている人には禁忌です。こ

のポーズは、力そのものよりも、バ
ランスとリラクセーションに重点
を置いていますが、プランクポーズ
やチャトランガ・ダンダ・アーサナ
を行うときと同等の筋肉が必要に
なります。 
 初めてアスタ・ヴァクラ・アーサ
ナを練習する方は、急がず、ゆっく
りとポーズに入っていくようにし
てください。完成のポーズにたどり
つく過程で、幾つも立ち止まる箇所
がありますが、その一つ一つに学ぶ
要素がたくさん含まれています。 
 最初は滑稽に感じるポーズかも
しれませんが、練習を重ねる過程そ
のものを楽しんでみてください。最
終的なポーズを目標とするよりも、
そこにたどり着くまでの「旅」を身
体で味わい、勝利と失敗の両方を大
切にしましょう。始めは居心地が悪
いポーズでも、練習を重ねることで、
「居心地が悪い」という感情そのも
のを受け入れられるようになりま

す。これは、マットの上のポーズだ
けではなく、自分の人生においても、
未知の世界へ足を踏み入れる勇気、
そして、向き合う力となることでし
ょう。 
 
ジュリアン・ヒューズ（MFA）は、ク
リパルのシニア教師であり、ヘルシーリ
ビング、ゲストヨガ、リトリート＆リニ
ューアル、クリパルヨガダンス、そして、
クリパル教師トレーニングの200時間、
500時間などを教えています。ジュリア
ンは、ウィリアムズ・カレッジとニュー
ヨーク大学のTosch School of the 
Artsを卒業した後、15年間女優として
舞台、テレビ、映画などで活躍しました。
彼女は、ヨガ、ダンス、動き、そして舞
台の教師としての経験を活かし、現在は
クリパルのプログラムやトレーニング
を指導しています。 
 

 

 

 
アスタ・ヴァクラ・アーサナ：八角のポーズ 
アスタ・ヴァクラ・アーサナの説明： 
 
1. 十分に体（腰、脚、腕、中心部）を解してから、脚を延ばした状態でスタッフポーズ（ダンダ

ーサナ）になる。手は両サイドで床へ押し下げる。脚にも意識を向けながら、足先は軽く上向
きになるように曲げる。背骨を真っ直ぐ伸ばし、呼吸をする。 
 

2. 左脚を深く曲げて胸に引き寄せる。両手を使って、左脚を左腕の後から左肩の上へ回すか、で
きるだけ腕の高い位置に上げる。 

 
3. 両腕を両サイドに近づけ、指先を大きく広げて床に押しあて呼吸する。左の脚に力を入れ、可

能な限り背筋を伸ばす。右脚は伸ばしておく。 
 
4. 腕を伸ばすように両手を床へ押して、床から少し体を浮かせる。保って呼吸する。腹筋を使っ

て、掌で床を押し下げながら、両脚を曲げる。（これだけでも腕とコアを鍛える素晴らしいポー
ズとなる。この先に進めるまで、このポーズを保つ練習をする。） 

 
5. 右脚を曲げ、右脚が上になるように左足首と交差させ、両脚は曲げる。このために、両腕を少

し曲げて、体重を前方へ移動するとよい。チャトランガ・ダンダ・アーサナのときのように、
両肘は真後ろへ向けておく。左脚は左腕の上腕部に締めつけておく。ここでは、両脚は左腕に
ぶら下がった状態になる。呼吸をする（これ自体が、ポーズの非常にパワフルな段階なので、



 9 

これを持続できるようにしてから、次のステップへと進む。） 
 
6. 両脚を左側へ伸ばす。踵を押し出し、両腿を締める。チャトランガ・ダンダ・アーサナのよう

に、両肘を真後ろへ向け、両腕を肋骨に引き寄せながらサポートする。尾骨から頭頂部まで押
出すように背骨を伸ばす。真正面で少し先の床に焦点を合わせる。顔、顎、目をリラックスさ
せる。深く安定した呼吸を繰り返す。これが、アスタ・ヴァクラ・アーサナである。 

 
7. ポーズから解放するには、息を吸って、できるだけゆっくりと両脚を前面に移し、吐いて、そ

っと骨盤を下ろす。ダンダ・アーサナで保ち呼吸をする。反対側でポーズを繰り返す。 


