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ウェルビーイングとは︖
ウェルビーイング（well-being）とは、幸せ・健康・福祉のこと。
ウェルビーイングの研究によると、ウェルビーイングの⾼い従業員は創造
性・⽣産性が⾼く、⽋勤率・離職率が低いことや、免疫⼒が⾼く健康⻑
寿であること、活⼒があり主体的で⾃⼰肯定感が⾼くポジティブであるこ
となどが知られています。

⼀般社団法⼈ウェルビーイングデザインでは、ウェルビーイングの研究者・
実践者である前野隆司・前野マドカを中⼼に、これまでにウェルビーイン
グの⼼的条件である幸せの4つの因⼦（やってみよう因⼦、ありがとう因
⼦、なんとかなる因⼦、ありのままに因⼦）や、ウェルビーイングを⾼める
⼿法の開発を⾏ってきました。このたび、⼿軽に⽤いることによって個⼈と
チームの幸福度を⾼めることのできるウェルビーイングダイアログカードを開
発しました。
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ウェルビーイング・ダイアログ・カードとは︖

幸せな⼼の状態をともに育むカードです。
52の問いは、研究によって幸福度との関連が確認されている問いです。難しい問いもあるか
もしれませんが、これらについて考えることによって、幸せの４つの因⼦についての理解を深め
ながら、ともに幸福度を⾼めることができます。楽しみながらトライしてください。

あなたもわたしもあの⼈も。誰でも使⽤できます。
幸せの四つの因⼦とカードの趣旨について理解してから⽤いれば、使う⼈の職種、職位、関
係性にかかわらず、どなたでも楽しめるメソッド＆ツールです。ただし、趣旨を理解せずに⽤いる
と効果は⼗分ではないと考えられます。必ず、使い⽅を学んでから利⽤してください。

議論ではなく対話。
対話のコツは、評価・判断をしすぎずに敬意をもって相⼿の話にじっくり⽿を傾けること。また、
オープンに⾝構えずに⾃分の話をすること。対話には、関係性を強化する効果もあります。

幸せはずっと続きます︕
⼈は成⻑しますので、時間をあけると同じ問いも別の意味を持ちます。また、いろいろな⼈の
話を聞くことが⼈⽣のヒントになります。つまり、同じカードも、間をあけて⽤いれば、何度使っ
ても効果があります。つまり、このカードは、いつまでも使い続けることのできるカードなのです。

これは単なるトランプではありません。⼤切な⼈々とともに楽しみながら、個⼈と
チームのウェルビーイングを⾼めるためのカードです。
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カードの
内容は?
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• A（エース）からK（キン
グ）まで、13の問いが書
かれています

• Aのみ「なぜ︖」の問いに
なっています

• ２からKまでは、数字が⼤
きくなるほど⼤きな問いに
なっています

• いずれも幸せの４つの因
⼦に関連した問いです

• 答えにくい問いもあります
が、これらについて考える
ことで、幸福度と関係性
が向上するように設計さ
れています

各マークが幸せの4つ
の因⼦を表します

♠ やってみよう因⼦
♡ ありがとう因⼦
♣ なんとかなる因⼦
♢ ありのままに因⼦



詳細の使い⽅は幸福学基礎講座のページに
掲載しています。

5

ウェルビーイングダイアログカードの使い⽅
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使ってみた⽅の声

普段考えていな
かったことが、話
すことで明確に
なりました

対話した⼈ととっても
仲良くなりました

幸せで温か
い気分にな
れました

最初は難しかっ
たのですが、みんな
で話しているうちに
いろいろな気づきが
あり、幸せな気持ち
になりました︕

聴いてくれる相⼿が
いるって、それだけで
パワフルですね相⼿の新た

な⼀⾯を知
る機会にな
りました︕

挑戦したい
気持ちがム
クムク湧い
てきました

カードがあったから
こそ、話せました︕

利⽤者の声
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• 幸福度の向上
• 創造性の向上
• ⽣産性の向上
• 関係性の質（⼼理的安全性、信頼など）の向上
• 関係性（対⽴から⽀援・調和・共創へ）の変化
• ⾃⼰肯定感、⾃⼰有⽤感、⾃⼰効⼒感、⾃尊⼼、

挑戦意欲、リーダーシップ意欲の向上
• 帰属意識、エンゲージメントの向上
• 孤独感の減少

期待される効果
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ウェルビーイングダイアログカードを利⽤するには
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個⼈メンバー ファシリテータ認定
こんな⽅に ご⾃分のため、また家族や友⼈とプライベー

トな場でカードを使いたい⽅
個⼈メンバーの⽅が、社内外の研修、1on1ミーティング、コー
チング、その他就業時間内の活動など、営利・⾮営利を問わ
ず、家族・友⼈以外にカードを⽤いたい⽅

含まれる
もの

• カード１セット
• 説明動画
• 説明資料
• 毎⽉の交流会への参加権（無料）
• 年次ダイアログデーへの参加権
（実費別途の予定）

• 認定講座 （1.5⽇）受講料
• ファシリテータ認定審査料⾦
※資格は年度更新となります。更新の条件は別途お知ら
せします。

• 認定ファシリテータ限定のFacebookコミュニティへの参加

料⾦ • 5,000円
※消費税、カード送付料⾦込み

• ⼀般 95,000円 ※消費税込み
• 教育・⾮営利組織割引 45,000円 ※消費税込み

利⽤前に
していただ
くこと

• 説明動画、説明資料、書籍『幸せのメ
カニズム』、前野隆司の関連動画（は
ぴTubeなど）、WEB記事を学んだ上
で、ご⾃分のため、また家族や友⼈とプ
ライベートでカードをご利⽤いただくことが
できます。

• 左記個⼈メンバーへの表記に加え、ある程度の経験を積
んでいただくために複数回『⽉次交流会』にご参加の上、
正しくご理解いただくための『認定講座』を受講し、認定を
受けた上で、営利・⾮営利を問わず家族・友⼈以外の⽅
に対してご利⽤いただくことができます。

申込⽅法 • https://www.well-being-
dialogue-card.com

• 個⼈メンバーの皆様にお知らせいたします

https://www.well-being-dialogue-card.com/


個⼈メンバー
として登録

⾃分・家
族・友⼈
以外で使
⽤する︖

認定ファシリテー
ター講座(1.5⽇）

受講＋認定

説明動画・資料を
学習

⽉次カードホルダー
交流会に参加

ダイアログカードを
職場やコーチング、

研修などで
どんどん使⽤して
ウェルビーイングを
⾼めてください︕

START
ダイアログカード
使いたい︕

YES!

NO

ダイアログカードを
⾃分、家族、友⼈
と、どんどん使⽤して
ウェルビーイングを
⾼めてください︕

⽉次カードホルダー
交流会に参加

年次ダイアログデー
に参加

NO END…
終わりなきウェルビーイ
ング探求の旅、、

ウェルビーイングダイアログカードを
活⽤できるようになるまでの流れ

（まとめ）
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個⼈メンバー・ファシリテータのコミュニティー
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• 個⼈メンバーやファシリテータが気軽にカード利⽤体験をす
るために、毎⽉オンラインでウェルビーイングデザインカード
交流会を⾏っています。

• ファシリテータや利⽤者の交流を⽬的として、1年に１度、
ウェルビーイングダイアログデーを開催しています。

• これらの情報を掲載したfacebookページ、facebookグ
ループを運営しています。

• これらの情報は、個⼈メンバーになられた⽅にお伝えしてい
ます。
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幸福学基礎講座
Well-Being Dialogue Cardを
⽤いる場合に必ず説明してください



ウェルビーイングとは︖

ウェルビーイング（well-being）とは、幸せ・健康・福祉のこと。
ウェルビーイングの研究によると、ウェルビーイングの⾼い従業員は創造性・⽣産性が
⾼く、⽋勤率・離職率が低いことや、免疫⼒が⾼く健康⻑寿であること、活⼒があり
主体的で⾃⼰肯定感が⾼くポジティブであることなどが知られています。

⼀般社団法⼈ウェルビーイングデザインでは、ウェルビーイングの研究者・実践者であ
る前野隆司・前野マドカを中⼼に、これまでにウェルビーイングの⼼的条件である幸
せの4つの因⼦（やってみよう因⼦、ありがとう因⼦、なんとかなる因⼦、ありのままに
因⼦）や、ウェルビーイングを⾼める⼿法の開発を⾏ってきました。このたび、⼿軽に
⽤いることによって個⼈とチームの幸福度を⾼めることのできるウェルビーイングダイアロ
グカードを開発しました。
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ウェルビーイング・ダイアログ・カードとは︖

幸せな⼼の状態をともに育むカードです。
52の問いは、研究によって幸福度との関連が確認されている問いです。難しい問いもあるか
もしれませんが、これらについて考えることによって、幸せの４つの因⼦についての理解を深め
ながら、ともに幸福度を⾼めることができます。楽しみながらトライしてください。

あなたもわたしもあの⼈も。誰でも使⽤できます。
幸せの四つの因⼦とカードの趣旨について理解してから⽤いれば、使う⼈の職種、職位、関
係性にかかわらず、どなたでも楽しめるメソッド＆ツールです。ただし、趣旨を理解せずに⽤いる
と効果は⼗分ではないと考えられます。必ず、使い⽅を学んでから利⽤してください。

議論ではなく対話。
対話のコツは、評価・判断をしすぎずに敬意をもって相⼿の話にじっくり⽿を傾けること。また、
オープンに⾝構えずに⾃分の話をすること。対話には、関係性を強化する効果もあります。

幸せはずっと続きます︕
⼈は成⻑しますので、時間をあけると同じ問いも別の意味を持ちます。また、いろいろな⼈の
話を聞くことが⼈⽣のヒントになります。つまり、同じカードも、間をあけて⽤いれば、何度使って
も効果があります。つまり、このカードは、いつまでも使い続けることのできるカードなのです。

これは単なるトランプではありません。⼤切な⼈々とともに楽しみながら、個⼈と
チームのウェルビーイングを⾼めるためのカードです。
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カードの
内容は?
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• A（エース）からK（キン
グ）まで、13の問いが書
かれています

• Aのみ「なぜ︖」の問いに
なっています

• ２からKまでは、数字が⼤
きくなるほど⼤きな問いに
なっています

• いずれも幸せの４つの因
⼦に関連した問いです

• 答えにくい問いもあります
が、これらについて考える
ことで、幸福度と関係性
が向上するように設計さ
れています

各マークが幸せの4つ
の因⼦を表します

♠ やってみよう因⼦
♡ ありがとう因⼦
♣ なんとかなる因⼦
♢ ありのままに因⼦



カードの様々な使い⽅
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Aを４枚並べ、直感的に⼀番答えやすいと思う問いを選びま
す。次に2を4枚並べ、⼀番答えやすい問いを選びます。さら
に、同じやり⽅をKまで繰り返します（途中まででもOK）。

幸せのタイプ診断

終わったら、選んだカードを裏返
し、「やってみよう」「ありがとう」
「なんとかなる」「ありのままに」の
どれが多いかを⾒てみましょう。
また、答えやすい問いへの答え
は、あなたの強みです。
結果を⾒せ合って、複数の⼈の
間で、それぞれの幸せの形につ
いて対話することがお勧めです。
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２〜５などの番号の⼩さ
いカードはどちらかというと
答えるのが簡単なカードで
す。これらを表にして（あ
るいは伏せて）置いてお
き、答えやすいものから順
に引いて答えていきましょ
う。できれば複数⼈で。⼀
つの問いに⼗分に時間
（たとえば５分以上）を
かけ、皆でじっくりと話し合
うことをお勧めします。

ダイアログ⼊⾨編
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A、J、Q、Kは最も答えるのが難しいカードです。また、どんな
問いが突然やってきても答えられるのが達⼈です。
また、突然出てきた問いに皆で答えるのも楽しいものです。
このため、 A、J、Q、Kなどのカードをシャッフルして裏返し、そ
れを引いて答えるという使い⽅をすると、楽しみながら幸福度
を向上させることができます。

ダイアログ達⼈編

もちろん、すべての札で⾏うことも
可能です。



使い⽅の⼀例︓ひとりで
1年かけて⾃分と対話する⽇々

• 毎週１枚のカードについて⾃分と対話することもで
きます。以下の点に注意し、１週間に１枚をじっく
りとお楽しみください。
1.どんな点ができているだろうか
2.どんな点はできていないだろうか
3.できていないところをどうすれば改善できるだろうか
4.アクションプラン︓今からやることは何︖

カードは52枚
1年＝365⽇＝52週間＋1⽇

20

⼀年間の幸せ道修⾏
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●ひとりで使う場合
全体から１枚（または各カードから１枚、合計
４枚）のカードを引き、その内容についてじっくり
と振り返ってみましょう。「⾃分にはまだできていな
い」と感じた場合は、「それを⾏うにはどうすればい
いか」を考えてみましょう。振り返ったり考えたりし
た内容を⽂字に書きとめたり、それを他の⼈と共
有したりすることもお勧めです。
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ウェルビーイングダイアログカード全部を
⽤いた使い⽅
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●2⼈以上で対話をする場合
それぞれが全体から１枚ずつ（または各カードから１枚、合
計４枚）のカードを引き、それぞれについてじっくりと（たとえば
2分〜30分）振り返ったのちに、たっぷりと対話をしてみてくだ
さい（たとえば⼀⼈につき2分〜30分）質問や意⾒を⾔い
合ってみてください）。エピソードを交えるのがお勧めです。ま
た、全員で同じカードについて対話するのもいいでしょう。いず
れの場合も、「⾃分にはまだできていない」と感じたときには、
「それを⾏うにはどうすればいいか」を語り合ってみましょう。
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ウェルビーイングダイアログカード全部を
⽤いた使い⽅
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●その他の使い⽅
その他、様々な使い⽅を⼯夫して楽しんでい
ただければ幸いです。⾯⽩い使い⽅を考案さ
れた⽅はぜひ⼀般社団法⼈ウェルビーイング
デザインまでお知らせください。

いろいろな使い⽅を今後掲載していく予定で
すので、お楽しみに。
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ウェルビーイングダイアログカードの使い⽅
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幸福学の基礎

24



幸福感（well-being）と
パフォーマンスの関係

幸福感の⾼い社員の
創造性は３倍、
⽣産性は３１％、
売上は３７％⾼い
[Lyubomirsky, King, Diener, 2012]

幸福度が⾼い従業員は
⽋勤率が低く[George, 1989]、
離職率が低い[Donovan, 2000] 

ハーバードビジネスレビュー２０１２年５⽉号「幸福の戦略」P６２〜６３

創造性
⽣産性

⽋勤率
離職率
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幸せ（ウェルビーイング）の４つの因⼦とは︖

ウェルビーイング（well-being） とは、幸せ・健康・福祉のこと。
⼀般社団法⼈ウェルビーイングデザインでは、慶應義塾⼤学の前
野隆司・前野マドカを中⼼に、これまで、幸せ（ウェルビーイン
グ）の4つの因⼦（やってみよう因⼦、ありがとう因⼦、なんとかな
る因⼦、ありのままに因⼦）を⾼めるための様々な⼿法の開発を
⾏ってきました。
このたび、⼿軽に⽤いることによって個⼈とチームの幸福度を⾼め
ることのできるウェルビーイングダイアログカードを開発しました。
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幸福学（well-being study）の基礎
• 地位財型の幸せ＝⻑続きしない︕
• 地位財＝他⼈と⽐べられる財
• ⾦、モノ、社会的地位

• ⾮地位財型の幸せ＝⻑続きする︕
• 環境の状態（安全など）
• ⾝体の状態（健康）
• ⼼の状態（幸せの４つの因⼦）

1. ⾃⼰実現と成⻑（やってみよう）
2. つながりと感謝（ありがとう）
3. 前向きと楽観（なんとかなる）
4. 独⽴と⾃分らしさ（ありのままに）
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第１因⼦
⾃⼰実現と成⻑の因⼦
（やってみよう因⼦）

⾊々な研究結果に関連︕

夢や⽬標を叶えた⼈は幸せ
夢や⽬標を持っている⼈は幸せ
成⻑し強みを⾒つけた⼈は幸せ
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第２因⼦
つながりと感謝の因⼦
（ありがとう因⼦）

⾊々な研究結果に関連︕

⾊々なことに感謝する⼈は幸せ
親切で利他的な⼈は幸せ
多様な友⼈を持つ⼈は幸せ

29©⼀般社団法⼈Well-Being Design



第３因⼦
前向きと楽観の因⼦
（なんとかなる因⼦）

⾊々な研究結果に関連︕

⾃⼰受容できている⼈は幸せ
楽観的でポジティブな⼈は幸せ
細かい事を気にしない⼈は幸せ
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第４因⼦
独⽴と⾃分らしさの因⼦
（ありのままに因⼦）

⾊々な研究結果に関連︕

⼈の⽬を気にしすぎない⼈は幸せ
⾃分らしさを持っている⼈は幸せ
⾃分のペースを守る⼈は幸せ
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４つの因⼦に関する質問（それぞれ13枚）に
答えることによって、幸福度が向上

ウェルビーイングダイアログカードの効果

32

質問に
簡単に
答えられた

考える
うちにいい答えを
思いついた

あなたは既に
幸せです

幸せに１歩近
づきましたね

他の⼈の話を聞いて、幸せについて考えて
みてください。幸福度が向上します。

YES

YES

NO

NO
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Q&A
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Q&A（Questions and Answers）
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Q1 どうやって個⼈メンバーやファシリテータになれ
ばいいんですか︖
A h"ps://www.well-being-dialogue-card.com/
からお申し込みください。
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Q&A（Questions and Answers）
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Q2 カードを複数購⼊する場合の割引はありますか︖

A カードは不特定多数の⽅に販売していません。あくまで、１⼈の個⼈メンバーにつ
き１セットをお送りしています。ただし、ファシリテータになられた⽅ご本⼈が⼤量に使
⽤するために購⼊する場合には以下のような⼤量購⼊割引があります。

1個から4個まで 下表の価格（送料・消費税込）
5個以上 3000円／個（送料・消費税込）

個数 合計価格 1個あた
り価格

1 5,000 5,000
2 9,000 4,500
3 12,000 4,000
4 14,000 3,500
5 15,000 3,000

個数 合計価格 1個あた
り価格

6 18,000 3,000
7 21,000 3,000
8 24,000 3,000
9 27,000 3,000
10 30,000 3,000
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Q&A（Questions and Answers）
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Q3 カードが破損したり古くなった時にはどうすればい
いですか︖
A カードは１⼈の個⼈メンバーにつき１セットをお送
りしています。ぜひ⼤切にお使いください。もしも、⼤
切に使っていたにも関わらず、利⽤困難なほど破損
したり古くなったりした場合には、新品と交換いたしま
す。⼀般社団法⼈ウェルビーイングデザインにお問い
合わせください。
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Q&A（Questions and Answers）
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Q4 個⼈メンバーの費⽤は毎年払う必要があるので
すか︖
A いいえ。個⼈メンバーの費⽤は最初の5000円の
みです。ただし、個⼈メンバーの⽅が、社内外の研
修、1on1ミーティング、コーチング、その他就業時間
内の活動など、営利・⾮営利を問わず、家族・友⼈
以外にカードを⽤いたい場合には、認定ファシリテー
タになっていただく必要があります。
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