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私たちがお客様にカラーセラピーをする場合、「セッション」という言葉を使います。

Session（セッション）とは、複数の人間で行う活動を意味する英単語です。

＜セッションの意味＞

私が通っているパーソナルトレーニングジムでも、トレーナーによるマンツーマンの

トレーニングを「セッション」と言っています。

例えば、私は１セッションが１２０分コースなのですが、行くと必ず体調についての

問診から始まり、体組成計で測定をして、血圧や脈を測り、ウォーキングアップのため

のエアロバイク漕ぎをします。その後、カウンセリングを通じて、トレーナーがメニュー

構成を考えます。そのメニューに従って、ダンベルやバーベルを使って筋トレやストレッチ、

必要であればマッサージなどを行います。その一連の作業をする時間の単位を「１セッション」

と呼んでいます。

カウンセリングやセラピー、コーチングやコンサルティングなどでも同様に、

お客様とその一連のサービスを行う時間の単位を「１セッション」と言います。

カウンセリングやセラピーのことをセッションと言っているのではなく、カウンセリングや

セラピーをする時間の単位、期間のことです。

１セッション６０分であれば、カウンセリングが始まってから終わるまでの時間、期間を

セッションと言います。

例えば、「昨日の夜の９時から３０分はお風呂だった」と言うと意味が通じますよね？では

その３０分の間にその人は何をしていましたか？体を洗ったり、シャンプーをしたり、湯船

につかったりしていたわけですよね？それ全体を通して、バスルームにいた時間を１つの単位

として捉えて、９時から３０分はお風呂だったと表現しませんか？

セッションと言う言葉の使い方もそれと同じように、例えばカラーセラピーであれば、

クライアントをお出迎えして、ラポールを築き、説明を行い、カラーボトルを選んでもらい、

色の意味を伝えたり、クライアントの話を傾聴したり、聴いた内容をフィードバックして、

ヒーリングカラーを選ぶ、時間、期間をセッションと言います。

「昨日はセッションだった」と友達に話しても、それだけでは「何のセッション」なのか友達

は分からないかもしれません。私がトレーニングジムの友達に、「昨日はセッションだった」

と話せば、省略されている「ウエイトトレーニングのパーソナルセッション」だと分かります

し、カラーセラピスト仲間との会話で、「明日はセッションが３つ入っている」と言えば、

省略されている「カラーセラピーの個人セッション」だと分かります。

個人セッションとグループセッションの違い1

１．個人セッションとグループセッションの違い

２



また、音楽用語としての「セッション」とは、複数のミュージシャンによる演奏のことで、

多くの場合、一回性のものを示します。

ジャズセッション（ジャムセッション）と言うと、ベース、ドラム、ギター、ピアノ、

サックス等の演奏者が、即興で演奏をする楽しみ方です。

＜もう１つのセッションの意味＞

例えば、私はウォーキングの練習を時々するのですが、一人でウォーキングの練習をする

ことほど、つまらないものはありません。

大会でも近いのであれば、目的があるので良いのですが、単に、美しい歩き方のためとかに

なると、モチベーションの維持が難しいです。

そんな時、同じようにウォーキングが上手になりたい仲間を集って、「セッション」をすると

続けて行うことが容易になります。

演奏もそれと同じで、演奏会があるなどの目的があれば良いですが、上達したいから行う

という練習は、継続するモチベーションが大変ですよね？

そんな時、演奏できる仲間がいると楽しめます。セッションバーなどで行われているジャズ

セッションの場合は、誰か一人でも弾いていたら辞めることができないというルールがある

ので、そのような環境で演奏すると、一人で練習するよりも、かなり上達するのではないで

しょうか？また、ジャズセッションでは、自分の演奏している楽器の音が、他の楽器と一緒

だと、どのように聞こえるのかというのも分かりますよね。でも、もし、あなたがまだ、

楽器の初心者だったらどうしますか？ベテランでどんな音楽でも演奏できる人たちに混じる

のは緊張しますよね？そんな人もいますから、ジャズセッションでは「ホスト役」の人が

います。セッションのホストとは、その人が中心になって、セッションの流れを仕切る役の

ことをいいます。ホスト役に、初心者であることを話すことで、テンポや難易度の低い曲で

合わせてくれます。

グループセッションは、ジャズセッションのように、人の話す言葉から気づきを得て、自分

に置き換えて悩みが解決されるということが起こります。

ジャズセッションでいうところの、ホスト役に当たるのが、ファシリテーターです。

個人セッションは、セラピストが色の道具と言葉を使いながら、クライアントの気づきの

お手伝いをしますが、グループセッションの場合は、ジャズセッションのような感じで、

自分一人では見つからなかった答えが、他者の発言を聞くことによって、気づいたり、自分の

発言が誰かの気づきになったりします。

クライアントの中には、自己開示に慣れていない人もいますから、ファシリテーターの一番の

役目は、安全安心な場作りと、進行役です。

いろのことばカードを使ったグループセッションのやり方を紹介していきます。

１．個人セッションとグループセッションの違い
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みなさんの周りに、こんな人は居ませんか？

あ！それ私のことだ！と思ったあなたは、生まれながらのファシリテーターかもしれません。

他の人は思い浮かんだけど、残念ながら自分のことではないな～と思ったあなた！がっかり

することはありません。

あなたがセラピストやトレーナー、講師になるために練習や場数が必要だったように、

ファシリテーター役も同じです。

生まれながらのファシリテーターだった方は、天職かもしれませんね！

ファシリテーターの役目は何といっても場作り。

安心安全な場所を作るためには、まず話しやすい雰囲気を作ること。

初めて顔を合わせる人ばかりだと、人見知りする人や、緊張をしていつもの自分を出せない

人もいます。隣にいる人やグループ内で、話がしやすくなるように導くこと。

そして、自己開示の場でもあるので、守秘義務を守ってもらうことを事前に伝えたり、傾聴

の仕方を伝えたり、話しやすい雰囲気をみんなで作るという意識を持っていただくこと。

ここは安全で安心だから話しても大丈夫だと思ってもらえるようにガイドしていきましょう。

＜場作り＞

グループセッションの時間に、参加者のみなさんに守秘義務があることを伝えます。

グループセッション中に聴き得た情報は、心の中にしまっていただくこと。

例え名前を書かなくても、SNS に話の内容を書いたり、他人に話したりしないことを守って

いただくように伝えます。

＜守秘義務＞

TC マスターカラーセラピストであるみなさんは既に、傾聴の仕方を学んでいます。グループ

セッションでは、一人が話し、グループ全員またはペアで片方が、聴き手になることがあり

ます。でも、参加者の多くは、傾聴の仕方を習っていないことでしょう。

その為、最低限の傾聴の仕方を教える必要があります。

＜傾聴＞

●その人がいると、雰囲気が変わり、場が盛り上がる

●その人と話をしていると、明るい気分になり、元気になる

●質問上手で、問われるままに考えていると触発されてやる気が出て来る

いろのことばカード・ファシリテーターの役割2

２．いろのことばカード・ファシリテーターの役割
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★うなずき、あいづちをして「聞いているよ」「受け取っているよ」と言うことが話し手に

　伝わるように聴きましょう

＜場を盛り上げる＞

個人で行う時とやり方は同じですが、セラピストが色の意味を伝えるのではなく、グループ

一人一人が、選んだカードからご自身のことや、気づき、気持ちを話していただきシェア

リングして行くというやり方になります。

①レッド、イエロー、ブルーのボトル、または扉のカードから

　気になる色を１つ直観で選び、台紙の左下に置いてもらいます。

例）※カードを１人１セット貸し出します。

「パーソナリティストーリーワーク」のグループセッション３

２．いろのことばカード・ファシリテーターの役割
３．「パーソナリティストーリーワーク」のグループセッション

５

★それを聞いた聴き手は、拍手をして締めましょう。

★話し手は終わったら「以上です」とか「これで終わりです」など、話が終わりであること

　を伝えましょう。

②オレンジ、グリーン、パープルのボトル、または扉のカードから

　気になる色を１つ直観で選び、台紙の右下に置いてもらいます。

グループワークになっても、遠慮してあまり話そうとしないようならどうしますか？

そのような時は、個人セッションと同じように、話してもらった内容に対して、何か質問を

してみると良いでしょう。但し、無理強いはしないこと。



３．「パーソナリティストーリーワーク」のグループセッション
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③コーラル、ゴールド、ライム、ターコイズ、

　インディゴ、ピンクのボトル、または扉のカードから

　気になる色を１つ直観で選び、台紙の上に置いてもらいます。

④全員が３か所に置き終わったら、左下のポジションの意味を伝えます。

　「左下は、今の状態を表します。選んだ色の 8 枚のことばのカードを見てください。

　今の状態と言われてピンとくるカード、近いと思うカードはどれですか？」

⑤全員が左下のことばのカードを選び終わったら、右下のポジションの意味を伝えます。

　「右下は、人間関係を表します。選んだ色の 8 枚のことばのカードを見てください。

　人間関係と言われてピンとくるカード、近いと思うカードはどれですか？」

⑥全員が右下のことばのカードを選び終わったら、上のポジションの意味を伝えます。

　「上は、なりたい自分や人に見せている自分を表します。

　選んだ色の 8 枚のことばのカードを見てください。なりたい自分や人に見せている自分と

　言われてピンとくるカード、近いと思うカードはどれですか？」

⑦全員が上のことばのカードを選び終わったら、話す順番を決めて、一人ずつ、そのカード

　を選んだ理由を考えてもらい、自分のことを話してもらいましょう。

　ここは、安全の場であること、ここで知りえた情報は、守秘義務があるから他言無用で

　あることを必ず伝え、話す時も心の許せる範囲で話して下さいと伝えましょう。

　聴いている人は、先ほど教えた傾聴の仕方を思い出して、聴くように伝えます。

　話し終わったら、終わりですと伝えて締めてもらい、聴いている人は、拍手をして終了。

　次の人が話をします。と伝えます。

⑧全員が話し終わったら、このワークを通じての気づきや感想を全員に一言述べてもらい

　終了。

※人数が多い場合のやり方などは動画で説明しています。



その他のグループセッションでの活用例5

他のセミナーや授業のアイスブレイクタイムでの活用法４

４．他のセミナーや授業のアイスブレイクタイムでの活用法
５．その他のグループセッションでの活用例

７

自己紹介のワーク／１グループにカード１セットある場合

①扉のカードを一番上にして色ごとに 9 枚重ね、１4 色をカラーボトルと同じ順番で並べます。

②じゃんけんをして、勝った人から順に、気になる扉の色を選びます。

　次の人は残りのカードの色から選びます。

③全員選び終わったら、扉を除く８枚のことばのカードから１枚選んで、

　今の心境や気分、最近のエピソードなどカードのキーワードから思い出されたことを話し

　ながら、自己紹介をしていただきます。

　※カードを１人１セット貸し出して行っても良いでしょう。

子ども時代の自分を語るワーク（子ども時代のあなた、今のあなた、未来のあなた）

①カードは１人に１セット貸し出します。

②ことばのカード１１２枚の中から、子供時代の自分を表していると感じられるカードを

　全部で１０枚選びます。１０枚のカードは全部違う色でも良いし、同じ色が複数あっても

　構いません。

③１０枚全員が選び終わったら、一人ずつ、その１０枚のカードを使って、子供時代の自分

　について語ってもらいます。

④子供時代について語ってもらったら、次に、もう一度１１２枚のカードの中から、今現在

　の自分を表していると感じられるカードを全部で１０枚選びます。

　１０枚のカードは全部違う色でも良いし、同じ色が複数あっても構いません。



４．他のセミナーや授業のアイスブレイクタイムでの活用法
５．その他のグループセッションでの活用例
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オリジナルセッションやワークを作ってみましょう6

⑤１０枚全員が選び終わったら、一人ずつ、その１０枚のカードを使って、

　今現在の自分について語ってもらいます。

　今現在の自分について語ってもらったら、次に、もう一度１１２枚のカードの中から、

　未来はこんな私になっていたい！を表していると感じられるカードを全部で１０枚選び

　ます。

　１０枚のカードは全部違う色でも良いし、同じ色が複数あっても構いません。

⑥１０枚全員が選び終わったら、一人ずつ、その１０枚のカードを使って、未来の自分に

　ついて語ってもらいます。

⑦最後に、感想やこのワークを通じて気づいたことなどを一人一言ずつ述べてもらい終了。

※時間が無い時は、子供時代のみ、現在のみ、未来のみで行うのも良いでしょう。

他にも、あなたのアイディアで、ワークを作って、実際に個人やグループでの

ワークセッションに役立ててみましょう。

但し、いろのことばカードは、占いではありませんので、キーワードやメッセージを使って、

あくまでもコミュニケーションの一環として行うワークに利用して下さい。



７．おわりに
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おわりに７

　ジョンジーが企画した「いろのことばカード」は、TC マスターカラーセラピスト講座を

学んだ方向けですが、ぜひ、学んでいない方にもワークとして体験していただき、グループ

セッションや個人セッションで、ご縁ある人たちのコミュニケーションや自己対話、癒し

などにお役立ていただけますと幸いです。

そして、TC カラーセラピーシステムとの出会いのきっかけになっていただけますと幸い

です。

また、子育て中のお母さんたちが、TC カラーセラピーと出会い、自分を癒し、家庭のセラ

ピストになり、いろのことばカードを活用することで、小さなお子様とのコミュニケーション

を深め、未来の子どもたちが幸せになって行くことを願っています。

そして、TC カラーセラピーや「いろのことばカード」を使いこなし、子育てをしている方

や、ご自分を癒し、家庭のセラピストになられた方は、ご縁ある方のために、個人セッション

やグループセッションなどで、そのスキルをご活用いただき、

喜んでいただくことで、みなさまの活動の場、活躍の場が広がることを願っています。

カラーセラピーを学んでいない方でも、「いろのことばカード」だけ欲しいと言う方も

いらっしゃることでしょう。

しかし、自分癒しができていない人や、傾聴の仕方を学んでいない人がいきなり使うと、

せっかく、愛あるカードを使っても、子どもの心を傷つけてしまったり、お母さんたちが

逆に悩んでしまう結果になってしまったら本末転倒です。

色が大好きなジョンジーだからこそ生まれたこのカード。

単なる道具として使うのではなく、色の無限に広がる「言葉」の面白さ、楽しさ、不思議さ、

深さ、豊かさを学び、味わい、感じ、堪能してもらえたら嬉しいです。

みなさまの益々の幸せと、ご活躍をお祈り申し上げます。

２０１９年 5 月

TC カラーセラピー開発者　 中 田  哉 子



●動画講座を学習していただき、この PDF の最終ページにある「修了テスト＆修了証申請書」

　を印刷、記入し、TC カラーセラピー本部に申請（郵送か FAX）していただき合格いたしま

　すと、いろのことばカード・ファシリテーター講座の修了証が１カ月以内に送られます。

　※修了証代はかかりません。

いろのことばカード・ファシリテーター講座を学んでいただき、ありがとうございます。

●テストは、満点で合格になります。

　不合格の場合は、修了証の発行は致しませんが、再申請いただくことはできます。

●「修了テスト＆修了証申請書」には、動画を学習しないと答えられない内容の「テスト」が

　ございますので、必ず動画をご覧いただいて満点になるように記入してからお送りください

　ませ。

●修了証が必要でない方は、お送りいただかなくて結構です。

●１カ月経っても届かない場合は、不合格になるか、FAX が未達の場合もございますので、

　その場合、本部へメールでお問い合わせ下さい。不合格の場合特にご連絡は致しません。

TC カラー

詳細は、TC カラーセラピー公式サイトをご覧下さい

修了証の申請について



‐いろのことばカード・ファシリテーター講座‐

修了テスト＆修了証申請書

※いろのことばカード・ファシリテーター講座（動画）の学習を修了
　しましたので修了テスト、および修了証の発行を希望いたします。 　　　　　　年　　月　　日

修了テスト ※ここに回答を書いてください

問題１

問題２

問題３

問題４

問題５

問題６

問題７

ファシリテーターになると、いろのことばカードを販売して良い。 はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

ファシリテーターの役割は、場作り、守秘義務を守らせる、
傾聴の仕方を教える、場を盛り上げる、それ以外に動画で
お伝えしている２つの役割は何ですか？

セッションと言う言葉は、カウンセリングと同じ意味である。

ファシリテーターが増えて行くことで、今後、目指していきたい
ことはどんなことだとSAIKO先生は言っていましたか？

セッションでクライアントが話した内容は、
匿名であれば SN S に書いても構わない。

個人セッションはセラピストが色の意味を通じて
気づきのお手伝いをしますが、
グループセッションはどのようになりますか？

グループセッションの良いところは、
どんなところだと思いますか？
あなたの意見をお聞かせ下さい。

ＩＤ
名 前

ふりがな 生年月日

　　　　年 　　月　 　日

※マンションにお住まいの方は、マンション名までご記入下さい。ご記入が無い場合は、宛先不明で戻されること
　がございます。再発送の場合は、送料を御負担いただく場合がございます。

住所

〒

（　　　　　）　　　　　－　　　　　

（　　　　　）　　　　　－　　　　　

（　　　　　）　　　　　－　　　　　TEL FAX

携帯
TEL

MAIL

■備考・通信欄（感想などお聞かせください）

（西暦）
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