履歴書
Nathalie Durel ナタリー・デュレル
生まれ: 1966 年 3 月 12 日 フランス トゥー
ルーズ
国籍: フランス
現在の居住国: ポルトガル

連絡先:
電話: 00 351 91 938 79 29
Mail: durelnathalie@gmail.com – metodokiron@gmail.com
Website: www.nathaliedurel.com - www.quintadocavalo.com
Facebook: Quinta do Cavalo Kiron
Linkdin: Nathalie Durel
Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão e Arte-Terapia,
(SIPE) 国際表現・アートセラピー心理学協会メンバー フランス
トゥールーズ
Sociedade Francesa de Equoterapia - Paris- France (SFE) フランス馬セ
ラピー協会メンバー フランス パリ

************************************************************
外国語:
フランス語: 母国語
ポルトガル語: スピーキング/ 優良 – 書き/とても良い – 理解力/
優良
スペイン語: スピーキング/ 良 – 書き/良い – 理解力/ 優良
英語: スピーキング/ とても良い – 書き/良い – 理解 / とても良
い
イタリア語: スピーキング/ 中級 – 理解力 / 中級
日本語: 初心者 - 2015 年 2 月から３か月のレッスン
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取得資格:
• 2000 年:フランス パリ第８大学 臨床心理学 卒業証書
• 2003 年:フランス 臨床心理学院 臨床心理学 証書
臨床心理学と応用心理学における研究学術論文 タイトル:
“トランスパーソナル心理学において発揮される女性の力”
• 2004 年: フランス Profac アートセラピーについて 証書
セラピー法について
研究学術論文 タイトル: “アートセラピーにおいて発揮される女
性”
• 2000 年: フランス ナンシー 医科大学 公衆啓蒙と衛生
証書
公衆衛生についての研究学術論文 タイトル: “ブラジル
CA フォルタレーザにおけるデンゲ病”
• 2006 年: 馬セラピーの証書 (セラピーを目的とした乗馬と馬
を用いたセラピー) サンパウロ(ブラジル) GG ランショ財団
• 2007 年: 認定コーチ連盟、コーチングについての証書(ポルト
ガル)
• 2009 年: 馬を用いた心理セラピー、コーチング、学習について
の証書(EAGALA)(USA)
• 放した状態での馬についてのコース研修 Carolyne Resnick
キャロライン・レスニック メソッド -(USA)
• Lucy Rees ルーシー・リー 馬の生態学/コミュニケーション
コース研修 - (スペイン)
• ジュングイアナ アプローチ トランスパーソナル心理セラピ
ー研修 ジュングイアナ心理学 -リオデジャネイロ (ブラジ
ル)
• フラワーセラピー (Bush Flowers ブッシュフラワー / オー
ストラリア)
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専門的キャリア:
• 2002 年より現在まで: 馬を用いた施術についての心理セラピ
スト、ライフコーチ キロン馬牧場における個人、家族、カ
ップル単位での診療
• 2013 年より現在まで: 関連クリニックへの、グループセラピ
ーについての、馬を用いた施術に関する心理セラピスト
• 2013 年: ポルトガル リスボン 国立乗馬学校大学院指導陣講
師 セラピーを目的とした乗馬について 教授テーマ:
* セラピーを目的とした乗馬に適用される病理心理学
* セラピーを目的とした乗馬に適用される家族セラピー
* 馬を用いた施術、キロン・メソッド®の導入
• 2007 年:カール・ユングの深層心理学によって、傷ついた女性
という性と女性の原型を扱う、ポルトガル語の文学作品“再
発見される女性という性 – 内面の旅をする女性”(Ariana 出
版)
• 2008 年: 馬を用いた施術、キロン・メソッド®の理論創設者/
メンター 施術範囲:
•
馬を用いた心理セラピー
•
馬を用いたコーチング
•
馬を用いた学習
•
馬を用いた人間性育成
• 2008 年: ポルトガルにおけるキロン馬牧場創設者–馬とその他
の方法によって人をケアする 馬を用いたセラピースペース
• 2008 年: 精神科医、セラピスト、馬のスペシャリスト、コー
チからなる、ポルトガルにおけるキロン馬牧場チーム代表
• 2010 年: 馬を用いた施術、キロン・メソッド®コースの理論創
立者/講師 – ポルトガル、他国における、２年間 500 時間に
わたる講習
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受講者: 健康についての専門家、ライフ・アンド・ビジネス
コーチ、馬の専門家、オルタナティブセラピスト
• 2014 年:人と馬の発達のための、ポルトガルキロン協会 (非利
益団体)代表
• 2015 年: キロン馬牧場におけるすべての足跡を綴った、ポル
トガル語の文学作品 “セラピストとしての馬たち -”
(Modocromia 出版)作者。2016 年末までに英語版も出版される。

本履歴書に記されている情報とデータが真実であることを申告す
る。

_________________________
Nathalie Durel
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