
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



大アルカナカード（人生における主要な出来事・転機、幼少～老年期まで表すこともある） 

 
0  The  Fool  愚者    

思い切って信じてみましょう  夢を追い求めましょう   

思いがけない機会 考えすぎずに楽観的に！ 

自由  夢  可能性 始まる手前 難題に対する楽観的なアプロー

チの必要性 

 
１   The Magician   魔術師    

あなたは準備ができています！  

あなたは何でも生み出す力を持っています スタートしましょう 

ぐずぐずするのはもう終わり！  スタート  出会い 集中的努力  エネルギッシュ 

 
２  The High Priestess 女教皇    

直観に耳を傾けましょう 辛抱強くありましょう  

行動する前に、何が欲しいのかを慎重に考えましょう 

始める時の第一関門  知識  自分の思いを心に秘めておく   

感情的な場面からの学び 二元性 

 
３   The Empress  女帝   

楽しみましょう！   

自分自身も人も大切に育てましょう 

愛 豊かさ 繁栄 自然の中で過ごす 女性らしい魅力  

自分や他の人への愛といたわり 感情面・身体面の極上の健康 

 

４  The Emperor 皇帝    

権力者 父親 仕事 組織と論理 

社会構造と規律  リーダーシップ 責任感 

成功したいという願望  安定性  賢明な選択   

安心  政府機関  法の施行  他者への敬意  父性 

 
５   The Hierophant  教皇    

道徳的・伝統的な観点または方法     

師や同好の友を探しましょう 

教育者 専門家または指導者  結婚 常識  

人生の意味と探索  グループのメンバーに対する信頼  

精神性 



６  The Lovers  恋人たち    

親しい関係 熟慮を重ねてから選択＆決断をしましょう 

健康 コミュニケーション 恋愛 恋人 

バランスの必要性  健康の回復  結婚と結婚式 

 
７  The Chariot 戦車    

勝利 前進 困難の克服  自制心と意志力   

公的な認知 成功 ニュース 

自己の鍛錬(自分自身に打ち勝つ)  強い意志力   

大躍進  昇進または受賞  旅行(走ることから連想)  交通手段 

 

８  Strength  力   

大きな内面の力 厳格な判断をやめましょう  

許しと思いやり 

情熱 忍耐  許し  信念を貫く勇気   

厳しさより愛と優しさで対処 

 
９  The Hermit  隠者    

自己発見 相手の様子を伺う(今は動く時ではない) 

孤独 自分の内側を見つめなおす よきアドバイス   

師を見つける、または指導者になる  計画の再評価   

自己探求の旅の継続 

 
１０  Wheel Of Fortune  運命の輪   

ポジティブな変化のとき  事態が突然進展します   

幸運に恵まれます 

思いがけないうれしい出来事  チャンス   

運命 奇跡  運命のいたずら  偶然 縁 

 

１１ Justice  正義    

公正で適切な決断  自分が正しいと思うことをしましょう   

信念を守り抜きましょう 

自分の行動に責任を持つ  公認  自分の信念を貫く   

契約 謝罪を行う、または謝罪を受け入れる 

 

 
 



１２  The Hangedman 吊るされた男    

異なる視点から物事を眺めましょう 一時的な行き詰まり感 

平常心を保つことが大切 

奉仕 突然のひらめき  無私  思いがけない人生の変化   

忍耐の必要性 今までと180度違う見方をしましょう 

一風変わった解決法 自己犠牲が吉 

 
１３  Death 死神  

ある局面や状況の終わり  スピリチュアルな変容  動きだすとき 

終わり 限界 断捨離 必然的なポジティブな変化   

恐れへの直面  人間関係の変化  霊的な進化 

 
１４  Temperance 節制   

バランスと中庸の必要性（極端な行き方をせず穏当 片寄らず中正）  

協力と妥協パーフェクトなタイミングを待ちましょう 

 謙虚さ バランス 調整 マイペースの維持   

 遠距離 

 
１５  The Devil  悪魔    

甘い誘惑 依存 モノへの過度の関心や執着  

 執着する、状況に対して個人的な責任を取ることの拒否 

誘惑  依存 快楽に溺れる わかっちゃいるけど抜け出せない 

 
１６  The Tower 塔   

警告 衝撃的な出会い 意義深い人生上の出来事  

固定概念の崩壊(変化に繋がるパワフルな新発見)  

ショック 気づき 予期できない変化 

解放 避けがたい急速な変化   

 
１７  The Star  星    

憧れ 希望 才能 幸せなとき  

ポジティブで楽観的な長期計画を立てましょう  

 信念  目的意識  幸運な新しい始まり 

インターネット 

 
 



１８  The Moon  月    

見えない不安 わからない恐怖 

進歩を妨げる恐れを手放しましょう 

不安 嘘 迷い 憂鬱  隠す あいまい 

あなたに影響している目に見えない出来事  

 
１９  The Sun  太陽    

セレモニー！  成功につながる新しい考え   

自分に自信を持ちましょう！ 

成功 喜び 健康  公的認知  陽気 出世   

楽しむ 

 

２０  Judgment  審判    

よくない状態を除き去って、気風を全く新しくすること      

見直し、評価しましょう  事実の好意的な評価   

新しい方向へ進むとき 

復活 再会 道標となるような決心 ステップアップ  

職業や職場の変更  異なる方向への移動  新しい始まり 

 
２１  The World  世界    

成し遂げる  喜び、満足、感謝  悟りへの道 

完成 ハッピーエンド 完璧さ 卒業 次の段階への移行  

成功 受賞  新居または新しい仕事  終わり 海外   

 


