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人間関係カードを使う理由 ? 
人間関係カードは、ポジティブなものも辛いものも含め、人々の
人生における主な人間関係のテーマを伝えます。このカードの目
的は、人々が一歩引きさがって自分達の (現在と過去の) 人間関係
を振り返り、良くも悪くも自分の人生に大きなインパクトを与え
た人々のことを思い浮かべられるようにすることです。このカー
ドは積極的に参加し、人間関係の見直しを促すようにデザインさ
れています。このカードにより、参加者が知っている人々や昔知
っていた人々に関して、会話だけよりもはるかに深いレベルで振
り返ることができることでしょう。

カードには、信頼、不信感、権力やコントロールの問題、有害な
関係、口には出さない憤り、有害な恥、いじめ、愛する人から離
れていく感覚、親しくなることへの恐怖心、置き去りにされるこ
とへの恐怖感、グループにいることへの恐怖感など、最も一般的
な辛く難しい人間関係のテーマも含まれています。そしてポジテ
ィブなサイドには、団結間、サポートされているという感覚、一
体感、人生に本当に励ましてくれる人がいるという感覚、自分の
スペースを見つけた間隔などがあります。

なぜ一歩引きさがって人生の主な人間関係を振り
返るのでしょうか？  
人間関係は私達の性格や自分に対する考え、質の高い人生を送れ
るかに非常に大きな影響を与えます。研究によると、人間関係は
心だけではなく脳にとっても痛みにもなり癒しにもなるというこ
とが判明しています。私達は信頼できる相手と共に痛みと癒しの
両方をプロセスする時間と空間が必要です。親しい関係を避けて
生きていったり、もう 2 度と人を愛さなくなったり、辛い思いに
縛られて生きていったりしないよう、これまでの辛い人間関係を
解決する必要があります。悲しんで、怒りを力に変え、健全な主
張をし、自分達を弱くする感情的な重荷から自分を解放する必要
があります。 
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さらに、私達の人生を非常に豊かにしてくれた人々からの影響を
すべて心に浮かべ感じ、暖かさや感謝の気持ちを持ち、これらの
人々と知り合ったことで可能になったことを認識する必要があり
ます。カードのポジティブなインタラクションは、「私は私が知
っている人々である。」と言う言葉にインスピレーションを受け
ています。実際に、私達は人間関係を通して本当に成長すること
ができます。しかし、私達を本当にありのままに受け入れてくれ
たと思える人々、自分にとって人生がどのようなものであったか
理解してくれた人々、人生を豊かで有意義に過ごせるよう励まし
力をくれた人々のことを考え、振り返るための時間が必要です。  
このカードはこの取り組みの一部として、参加者が意識を高めポ
ジティブな行動に移す、つまり辛く有害な人間関係から離れ明る
い人生を生きる助けとなる人々に向かっていく原動力にすること
ができます。 

重要な人間関係を振り返るのになぜ言葉だけでは
なく絵が使われているのでしょうか？  
信頼できる相手と人生を変えた人間関係や対人関係の大きな変化
について話す際、言葉だけでは十分に説明できないことがよく
あります。   そこでカードが役に立ちます。「彼はとても自分勝
手」や「彼女相手には絶対に本当の自分にはなれない」、「最近
あまり話をしていないようだ」といった説明では、伝えたい意味
がうまく伝わらないことがあります。  カードの視覚的な手掛かり
なしで日常の言葉だけでは、対象者の感覚や対人関係の雰囲気、2 
人の間でその瞬間お互い感じたもののその場では話さなかったこ
となどを、正確に捉えることができない場合があります。  

さらに、日常の言葉は単に異なる状況で何度も使用されるため、
時に多くの表現力が失われてしまうことがあります。逆に、視覚
的イメージの正確さは実に多くを語り、体験そのものと同じほど
ユニークに解釈することができます。そして、人生の中で人に対
してどのように感じているのかよくわからない場合は、人間関係
カードのイメージが明確にしてくれます。また、すぐに頭で考え
てしまう人にとっては、イメージがただ「考える」のではなく心
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で感情を「感じる」のに役立ちます。そしてもちろん、私達はイ
メージを使って感情を伝えることに非常に慣れています。私達の
思考の多くがイメージで、私達は毎晩夢の中でパワフルなイメー
ジと比喩をコミュニケーション手段として使っています。

治療介入における人間関係カードの会話のきっか
けとしての使用  
例えば学校の精神衛生員と問題を抱えた若者の間の会話などの対
話セラピーで、人間関係カードは重要な会話のきっかけにするこ
とができ、特に相手が人生における重要な人間関係に関してうま
く説明できない場合に役立ちます。  カードは人々が言いたいこと
をはっきりと把握する上で役立ちます。これは、カードのイメー
ジには論理的思考や言語における制限がなく、感情を明確に述べ
る上で役立つことが多いからです。

 多くの人々は人間関係カードを使うことで大きな安心感を得る
ことができます。非常に心に伝わる人間関係カードを選ぶこと
で、「これこそが自分の求めている人間関係だ」と感じたり、「
わかった。今までずっとこういう人間関係を避けようとしていた
んだ」といった今までずっと言葉にならなかったことに気付いた
り、「今までたくさんこういう人間関係があった。これでわかっ
た」、「お母さんがこういう扱いを受けているのを見てきて、た
った今自分も同じことを繰り返していることに気が付いた」とい
った洞察を得たりすることができます。

自分の感情を語ることに慣れていない若者は、カードのイメージ
を使って自分の感情を伝えるほうが、直接カウンセラーに話すよ
りもはるかに壁が低く、より積極的になれる可能性があります。  
これを「部屋の中の第三のもの」と呼びます。若者がカウンセラ
ーとカードを使っているとします。その若者はカウンセラーに注
目するのではなくカードに注目することで、心理的にはるかに安
全に感じることができ、ずっと恥ずかしくなくなります！ 
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人間関係カードの様々な使い道  
このカードは次の目的において非常に積極的かつクリエイティブ
な手段となります:  
1. 感情を伝えやすくする 
2. 感情を明確に把握し有意義なステートメントにする 
3.  人生で何を変えたいのか、そして何が本当に重要なのかを振り

返る
4. 感情のエネルギーを解放する

感情を伝えやすくする  
多くの人々は同情してくれる誰かに相談することで、辛い思いや
痛みに耐え立ち直ることができます。  しかし、どこから始めて
いいのかわからない人もいます。中には何を感じているのか、な
ぜそのように感じているのかよくわからない人もいます。そこ
で、このカードは感情について話すというプロセス全体を容易に
するようデザインされています。このカードは、人々が人生にお
ける重要な人間関係を、ただコンセプトに欠けていたために今ま
でに行わなかった方法で考えるための、開始地点や踏み台になり
ます。

このカードは体験の多くの曲面やレイヤーについて考える上で役
立ちます。非常に強力で視覚的に駆り立てるため、「まぁ幸せっ
ていうことでしょう？」、「私の父親との関係はひどすぎて一
生改善されることはない」、「私とパートナーは口論が絶えなく
て、別れるしかない」といった、感情が混ざり、うかつで誤った
結論や視界の狭い意見に達することを防ぎます。  信頼できる相手
との会話の中で、カードが主な人間関係の問題に対する他の多く
のクリエイティブなオプションや考え方が生まれるもとになるこ
とがよくあります。簡単に言えば、黙っていていつかその気持ち
がなくなることを願ったり、ネガティブなパターンが確立してし
まった人間関係が突然改善されるといった非現実的な希望を持つ
代わりに、カードが人間関係についてより明確に表現し、心理的
に考えることのメリットに気が付くきっかけになれば幸いです。

意識、明確さ、認識をもたらし、気持ちを有意義
なステートメントにする  
人間関係カードは、人生における (過去または現在の) 人々に対す
る気持ちを明確にし認識し、整理する機会を提供するようデザイ
ンされています。気持ちとは時に非常にはっきりとせず紛らわし
いものです。人間関係がうまくいっていないと感じることはあっ
ても、なぜだかわからないということがあります。  また、誰かと
親しくなることで生じる置き去りにされることへの恐怖や自分自
身を失うことへの恐怖が、人生をにっちもさっちもいかなくして
いるということに気付いていない場合もあります。そのような場
合、このカードを使うことで、信頼できる大人と一緒に問題が何
なのかを把握し、より明確にし、ポジティブな変化を起こしやす
くすることがずっと簡単になります 

人間関係で何を変えたいのか、そして何が本当に
重要なのかを振り返る
人間関係カードは、参加者が人間関係で何がうまくいっているの
か、何が本当に重要なのかを考えるようにデザインされていま
す。また、エクササイズとカードは、何がうまくいっていないの
か、そして何を変えたいかのアイディアを得られるようにもなっ
ています。カードを使う過程で、人々はよく自分自身や他人との
違う接し方について考えます。また、よく人間関係における継続
的な問題の解決方法についての会話にも繋がります。まとめる
と、このカードは人々がより充実した効果的な形で考え、感じ、
行動できるようにデザインされています。

感情のエネルギーを解放する
カードで見ると、人間関係に関する辛い思いがそれほど強いもの
ではなくなります。カードに名前を付ける過程で、辛さが軽減さ
れます。これにより感情エネルギーが解放され、はるかにクリエ
イティブな時間とエネルギーの使い方ができるようになります。  
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このような「行動型」の形のアクティビティを通じて気持ちを整
理することで、何かが起こります。カードを使うことで、多くの
人々がエネルギーを感じ、それにより自尊心、行為者としての自
覚、人間関係における正しくないことを変えようというモチベー
ションが上がります。多くの場合、「わかった。少なくとも自分
の人生におけるこの人間関係に関して何をしなければいけないの
かわかるようになった」と感じ、力が湧きます。多くの場合、感
情の明確化はそれに対処するための非常に重要な第一歩となりま
す。人によってはカードを使うことで得られた洞察力 (多くの人
々が「なるほど」とひらめきます) が、人生における特定の人々
とのどうにもならない、ネガティブな関わり方から抜け出す手掛
かりとなります。 

人間関係カードの使い方 

参加者とカードを使うよう促す方法  
テーブル、またはカードを目の前に並べるのに十分広い場所に、
参加者が間待たなくて済むように事前にカードを並べておきま
す。  参加者にすべてのカードを見て、ゆっくりと説明を読んで
もらいます (十分な時間を与えてください)。参加者がカードのイ
ンパクトを完全に感じられるよう、その間何も言わないでくださ
い。  その後参加者に自分の人生を「よく表している」カードと、
なぜか魅かれるカードを選んでもらいます。参加者に、なぜその
カードが (ポジティブにもネガティブにも) 感情に触れるのかわか
らなくてもいいことを伝えてください。  カードを選んだら他のカ
ードを片付け、参加者に選んだカードを目の前に並べてもらいま
す。  そして、「選んだカードについて話してもらえますか？」と
聞きます。 

参加者はポジティブな人間関係での体験が伝わるカードを選んだ
かもしれないし、辛い人間関係での体験が伝わるものを選んだか
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もしれません。ポジティブなカードは特定の人や人間関係に関し
てどのような価値があるのかの会話に繋がる場合があります。  適
切に褒めることで振り返る過程をしっかりと支持しましょう。ま
た、同じカードでも人生に欠けているものを示すカードとして選
んだかもしれません。「しっかりとした人間関係はあるが常に
無難なものだ」、「これと言って何かを一緒に成し遂げたという
ことがない。それが一番の後悔だ」といったものがその例です。
カードがこのような形で選ばれた場合は、参加者の人生に欠けて
いるものについて話し、「欠乏感」という辛い思いに共感するよ
うにしましょう。そして適切であれば、参加者にその欠乏にどの
ように対処し始めるか、人生をどのように変えることでもっと遊
ぶ時間を増やせるかなどについて聞いてみます。「それはできな
い。とてもじゃないけど」や「うん、でも…」という感じになっ
た場合 (自身がない場合) は、そこに注目させましょう。「それで
は、今は何も変えることができないと思っているのですね。人生
の物事を変える希望や力がないと思うことはよくありますか？」
といったことを言うことができます。大抵「いいや、できる。君
にはできる…」と言っても効果はありません。ただ相手を不快に
させ、あまり言っていることに耳を傾けくれないと感じられてし
まいます。変化へのモチベーションは常に参加者自身から生まれ
なければなりません。参加者の幸福感や無力感と共感し続けるこ
とは困難ですが、重要なことです。しかし、同時にこのような気
持ちによくなるのか話してみるのもいいでしょう。そうすること
により、絶望感が家庭の文化であることに参加者が気付く場合も
あります。変化の第 1 歩は意識からということを忘れないでくだ
さい。

 人間関係カードは安全に使えますか？
隠喩は「間接的表現」であり、この「間接的」という点が安全に
繋がるのです。感情が圧倒的、危険、息苦しいと感じられる状況
とは逆に、絵は自身から離れ客観的に距離を置いて見ることがで
きます。 
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また、人は最も話しやすい深さと開示の範囲で話をする傾向があ
ります。カードのイメージという確固とした存在により、外部的
な補助なしに感情について話すよりも安心できると言えます。セ
ラピーの会話を行う 2 人の間に文字通り、人間関係カードという
自分達以外の焦点を置くことになります。これもまた、他人に自
分の気持ちを話すために必要な、心理的な安心感を与えることに
なります。

カウンセリングやセラピーの高度なトレーニン
グを受けていないファシリテーターのための注
意事項
長い歴史を通して、人々は感情表現について過剰に用心してきま
した。プラトーの時代以降も、場合によっては感情が危険なもの
であり、内に秘め抑制すべきとされてきました。通常このような
意見は、感情を本当に感じたら人々がコントロールを失ってしま
う、粉々に砕けてしまう、気が狂ってしまうといった不合理な恐
怖によるものです。  このような昔からの風習が、学校で人の生活
の他のほとんどの曲面について十分に教えられているにも関わら
ず、心理学や神経科学的情報に基づく人間の感情や人間関係に関
する教育が見られない主な要因と言えます。

何年ものトレーニングなしにはいかなる形でも他人の感情を「扱
う」べきではないという不安が感じられることがよくあります。
しかし、実際には大きく異なります。パブや庭の塀越しに、学校
の校庭で、素晴らしい非公式カウンセリングが多く行われていま
す。セラピストやカウンセラーのトレーニングを受けたごく少数
の人々にしか他人の気持ちを聞くことができないのなら、世の中
に今日よりもはるかに多くの苦しみや孤独感が溢れることでしょ
う。実際に、政府の緑書、December 2017 Transforming Children 
and Young People’s Mental Health Provision のために行われた研究
では、「教師や養護教諭、カウンセラー、教員補助などの適切な
トレーニングとサポートを受けているスタッフは、軽度から中度
の心の建国問題 (不安症、行為障害、物質使用障害、心的外傷後
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ストレス障害など) のための数多くの介入において、トレーニン
グを受けたセラピストと同じような結果を出すことができるとい
う結果が得られています。

ただし、そうは言っても、一定の注意を払うことは極めて重要で
す。感情の開示は、レベルの如何を問わず、最大の敬意をもって
取り扱う必要があります。多くの場合、人は自分の感情について
話す時、警戒心を解いて無防備な状態になります。したがって、
できる限りの心理的な安心感を与えることが必要不可欠です。し
たがって、エモーションカードの利用の手助けをする方々、そし
てカウンセリングやセラピーの正式なスキルをお持ちでない方々
は、以下の点に注意してください。

1.  価値判断を一切下さずに、完全な聞き役に回りましょう。相手
を遮ることなく、尊厳を大切にして、時間と空間の両方を尊重
しましょう。

2.  辛い感情が表現された場合、心からの受容と同情を示しまし
ょう。 

3. 「 はい」か「いいえ」ではなく、自由回答式の質問を行いま
しょう。

4.  共感がほとんど、あるいは全く伴わない質問を交えた会話は、
癒し効果のある会話にはなりません。必要があって質問する場
合は、共感を示すものでなければなりません。 

5. 「 あなたは…をする必要がある」といったアドバイスや説諭ば
かりの会話が、心理的な安心感や癒しをもたらすことはあり
ません。 

6  参加者が自分の感情について発した言葉を、決して批判しては
いけません。同情と敬意をもって、全ての回答を完全に無条件
に受け入れましょう。

7.  現在の感情に関する発言だけを対象にしましょう。現在がいか
に過去を反映しているかを掘り起こすのは心理療法士の仕事で
あり、訓練を受けていない人間が不適切な介入を行うべきでは
ありません。ただし、参加者自身がそのような結び付けを行う
のはもちろん問題ありません。 
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8.  感情についての（言語、比喩または芸術的表現による）発言に
は、そのまま手を付けないようにしましょう。ただし、参加者
がより掘り下げたい場合は、自然と終結点に辿り着くまでこれ
に付き合います。

9.  状況によっては、提供されるものと提供されないものについて
説明するか、明確な契約を結ぶことが適切な場合があります。
例えば、提供されるものとして同情、敬意、価値判断なしの傾
聴などがあり、逆に提供されないものとしては、子供の頃の出
来事に関連した現在の感情についての解釈や分析などがありま
す。

10.  心理療法士やカウンセラーに任せる必要性について、注意を払
いましょう。人が全く異なる性質のアドバイスを必要とし、
プロの心理療法士やカウンセラーの専門知識が求められる場合
に、これを認識できるようにしておきましょう。人間という存
在に固有の辛い感情や問題について、健康的に生活を送れてい
る人と、感情体験が社会生活能力（人間関係や就職など）を妨
げ、そのため精神健康上の問題で衰弱してしまっているような
人を区別できるようにしましょう。後者の場合、あなたの役割
は、総合診療医（GP）やセラピストに連絡を取ることかも知
れません（英国全土の公認心理療法士およびカウンセラーを確
認するには、英国カウンセリング心理療法協会（www.bacp.
co.uk）または英国心理療法協会（www.psychotherapy.org.
uk)）のページを参照）。 

11.  辛い体験に関するインフォーマルな会話では、人々の防衛機制
や、より深い話をすることへの抵抗感を常に尊重する必要があ
ります。何が一番良いかを知っているのは参加者自身です。 

12.  多くの場合、辛い感情に耳を傾けて共感を示すだけでも十分で
あり、大きな力となります。
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ファシリテーターが言ってはいけないこと
どんな場合でも、参加者のイメージや発言の意味を解釈したり、
推論したりしてはいけません（例えば、「あなたが選んだカード
は恐らく、深い悲しみの底であなたが感じている怒りを示してい
るものだと思われます」といった発言）。言い換えると、常に参
加者が付与する意味に興味を持ち、決してあなたなりの意味を付
与してはいけません。特別な訓練を受けていない場合、いかなる
意味の解釈または推測にも、あなた自身の感情が反映される可能
性があります。臨床実習を経験していない人による解釈は、危険
な可能性があります。多くの人は、自分がどのような人間であっ
たのか、そして自分が何を感じ、何を考えたのかを人に言われた
場合、子供の頃に苦しんだ感情的苦悩をさらに傷つけられてしま
う可能性があります。参加者にとっての物事の意味を語るのは常
に参加者であるべきで、示唆される意味を決して伝えられたり与
えられたりするべきではありません。

安全を期して、必ず自由回答式の質問方法を利用し、絶対に「な
ぜか」と理由を確かめる質問はしないようにしましょう。「な
ぜ、それらの悲しいカードばかり選んだのですか？」という質問
ではなく、「自分が選んだカードを見て何を感じますか？」とい
う質問です。繰り返しになりますが、参加者にとって何を意味す
るかは常に参加者自身に語らせ、決してあなたが参加者に意味を
語ったり、示唆したりしないようにしてください。エモーション
カードは、参加者が自分自身についてより多くのことを学ぶた
めのものであり、例えあなたに確信があったとしても、あるいは
例えあなたが正しい場合でも（！）、あなたが彼らに語るための
ものではありません。別の言い方をすれば、心理療法士を「演じ
る」ことは危険です。本当に安全を期したい場合は、聞くことに
専念しましょう！あなたは、ただそこにいるだけで、大きな仕事
をすることができるのです。

日 本 語



このカードは特にどのような人々に有効でしょう
か？ 
人間関係カードは自分自身や人間関係、自分の中の考えや感情に
ついて模索し、伝え、もっと学びたいというあらゆる大人や若者
に適切です。しかし、人間関係カードは特にセラピスト、適切な
トレーニングを受けた教職員、ソーシャルワーカーなど、他人の
感情を直接扱う人々のためのリソースとしてデザインされていま
す。このカードは感情を模索し始めたばかりの人にも、何年もセ
ラピーを受けている人にも有効です。それぞれのレベルに合った
使い道があります。
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Captions Captions
Being part of a dysfunctional group 機能していないグループに属している
Being there for all of them so losing me みんなのために尽くして自分を失っている
Clingy, needy love 依存的、愛に乏しい
Collecting moments not things モノではなく瞬間を集めている
Controlled コントロールされている
Dead relationship 終わった関係
Destructive relationships 有害な関係
Disappointed in love 愛に失望
Drifting apart / No energy to mend us 離れ離れになっている・改善する気力がない
Empowered anger / Finding my 'No' 力のある怒り・自分の「ノー」を探している
Fear of being in groups グループに属することへの恐怖
Fear of being left / Abandoned 置き去りにされることへの恐怖
Fear of being myself in case I am too much 自分が手に負えないため我を失うことへの恐怖
Fear of intimacy 親しくなることへの恐怖
Feeling like it's all my fault すべて自分が悪いと感じる
Flying together 団結間
Hating the 'just me' times 「自分だけ」の時間を嫌う
Hidden resentments / Unspoken contempt 隠れた蟠り・無言の侮り
Just waiting for the next accusation また非難されるだけ
Knowing injustice: The rage, the hate and the pain that goes on and on 不正義を知っている: 終わりのない怒り、嫌悪感、痛み
Living the blight of the bullied いじめにあう人生を生きている
Living in the shadow of another 他人の影を生きている
Mistrust 不信感
Muddle between power, love and sex 力、愛、セックスの真ん中
My life on hold since you left あなたがいなくなってから人生が止まった
No one listens / Too unhelped 誰も聞いてくれない・助けがなさすぎ
Oh how we laugh! 笑いが止まらない！
On the outside of the group グループの外
Others have all the power 他のみんなだけが力を持っている
Playing together 一緒に遊ぶ
Rejected / Not wanted / Uninvited / Redundant 拒否されている・望まれていない・招かれざる者・余分なやつ
Scapegoated / Bullied 犠牲者・いじめられっ子
So fortunate that they are / were in my life 自分の人生にこの人達がいてくれてとても幸運だ
So many difficult people in my life 自分の人生には難しい人だらけ
Someone who believes in me 自分を信じてくれる人
Suffocated by the people / person in my life 自分の人生の人々 (または誰か) のせいで息苦しい
The encouragers 励ましてくれる人
The pain of endless grief 終わりなき悲しみの辛さ
The pain of social media ソーシャルメディアの辛さ
The pain of watching them fight この人達が喧嘩するのを見る辛さ
The sublime of being together 一緒にいるを超えた関係
Together, we can change so much 一緒なら多くが変えられる
Too discouraged for too long 長いこと失望させられ過ぎている
Too many takers in life and not enough givers 人生にもらう人ばかりで与えてくれる人が十分にいない
Toxic shame 有害な恥
Unable to find my 'No' 自分の「ノー」が見つけられない
Used and abused 使われている・悪用されている
Without a voice 声がない
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