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Ⅰ 本プロジェクトのねらいと課題
１ スクールマネジメントに関する研修プログラムの開発
学習指導要領改訂によるカリキュラム・マネジメントの提唱にともない、学校のマネジメントに関係する研修に
ついてプログラムの内容や方法をはじめ、全体としての調整など構造的な見直しが課題となっている。
これまで、実施してきた組織マネジメントやカリキュラム・マネジメントなどマネジメントに関わる諸研修につ
いても、研修プログラム間の重複が目立つなど、学校のマネジメントに関する研修プログラムの見直しが求められ
る状況にある。
改めて、現職研修をめぐる改革の動きをみると、２０１５（平成２７）年１２月の中央教育審議会「これからの
学校教育を担う教員の資質能力の向上について－学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて－」
（答
申）を起点にして、養成・採用・研修における教員の主体的な「学び」の推進をはかる観点から、教員育成指標を
もとにした研修計画の整備が全国的に進行中である。
その中で、
「答申」は、これからの時代の教員に求められる資質能力として、
「チーム学校」の考え方の下、多様
な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力をあげている。この連
携・分担とか、組織的・協働的といったキーワードが示す資質能力は、いずれもマネジメントと深い関りを有し、
しかも、初期層からベテランまですべてのキャリアの段階において求められるものと考えられる。
その意味で、マネジメントに関わる研修は、管理職、及び、管理職をめざす教員はもとより、さらには、若手を
含めた教員にも問われ、新たなる在り方としてキャリアシステムに応じたマネジメントの研修、それを支える研修
プログラムの開発が問われているものと考えられる。
これら諸点をふまえ、本プロジェクトは、カリキュラム・マネジメントの提起をきっかけに生まれたマネジメン
トに関わる研修を取り巻く環境の変化をふまえ、従来からの組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントの研
修プログラムについて、相互の関係を明らかにするとともに、両者の融合をはかる学校のマネジメントに関する新
たな研修プログラムの開発をめざすことを取り組むべき課題とした。
２ 研修プログラムの開発の基本的な方向性
(1) ねらい
・既存の組織マネジメントの研修プログラムについて、カリキュラム・マネジメントに関する研修プログラム
との融合をはかり、新たなスクールマネジメントに関する研修プログラムの開発をめざす。
・管理職を対象にした、ミドルを対象にした、初期層の教員を対象にした、学校のマネジメントに関する層別研
修プログラムの開発をめざす。
・カリキュラム・マネジメントの研修プログラムの開発を起点にして組織マネジメントに関する研修プログラ
ムの見直しを図る。
・校内研修のリーダーの育成や校内研修計画の作成についての支援を通して、都道府県、市町村の教育センタ
ーなどによるマネジメント系に関する研修への支援をめざす。
・研修参加者の受講した声をもとにして研修プログラムの改善をもとに開発を進める。
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(2) 研修プログラム開発の留意点
・受講者へのマネジメントに関する知見の提供
・校内研修の企画・運営を進める校内研修主任の育成
・学校のマネジメントに関する研修プログラムの開発
・都道府県、市町村による研修の改善への示唆
・一日日程（午前・午後それぞれ２～３時間程度）
・複数の指導者によるリレー方式（各講義・演習など一連の流れをもって実施）
・受講者の参加・参画意識の重視（演習・協議・発表など）
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Ⅱ 研修の実際
１ 学校改善をはかるマネジメント能力の育成に関わるセミナーの開催
（１）２０１９（平成３１）年 ３月 ３日（日） 於：立命館大学
（２）２０１９（令和元） 年 ７月２６日（金） 於：玉川大学
（３）２０１９（令和元） 年 ８月２０日（火） 於：立命館大学
（４）２０１９（令和元） 年１２月１４日（土） 於：由利本荘市西目公民館
（５）２０２０（令和２） 年 1 月２２日（水） 於：TKP ガーデンシティ鹿児島中央
２ 各回の研修内容及び研修講師
(1) 京都セミナー【２０１９（平成３１）年 ３月 ３日（日） 於：立命館大学】
＜基調講演 10:30-11:20＞「教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向」
天笠 茂（千葉大学特任教授）
＜講義・演習 11:20-12:20＞「授業改善とアクティブ・ラーニング
－学習指導要領改訂と新たな学びの推進―」
田村 学（國學院大學教授）
＜講義・演習 13:20-14:20＞「学校改善をめざす組織マネジメント」
加藤崇英（茨城大学准教授）
＜講義・演習 14:20-15:20＞「特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」
安藤福光（兵庫教育大学准教授）
＜演習・協議 15:30-16:55＞「校内研修の改善による学校改革
－わが校の校内研修の何をどのように見直すか：校内研修プログラムの開発－」
本図愛実（宮城教育大学教授）
天笠 茂・安藤福光・加藤崇英
(2) 東京セミナー【２０１９（令和元） 年 ７月２６日（金） 於：玉川大学】
＜基調講演 10:10-11:00＞「教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向」
天笠 茂（千葉大学特任教授）
＜講義・演習 11:10-12:00＞「授業改善とアクティブ・ラーニング
－学習指導要領改訂と新たな学びの推進―」
森山賢一（玉川大学教授）
宮迫隆浩（独立行政法人教職員支援機構 研修協力員）
＜講義・演習 13:00-13:50＞「特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」
笠原陽子（玉川大学教授）
安藤福光（兵庫教育大学准教授）
＜講義・演習 14:00-14:50＞「学校改善をめざす組織マネジメント」
照屋翔大（茨城大学准教授）
＜演習・協議 15:00-16:55＞「リーダーシップの基盤を固める－ミドルの育成と学校改善－」
天笠 茂・森山賢一・宮迫隆浩・笠原陽子・安藤福光・照屋翔大
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(3) 京都セミナー【２０１９（令和元）年 ８月２０日（火） 於：立命館大学】
＜基調講演 10:10-11:00＞「教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向」
天笠 茂（千葉大学特任教授）
＜講義・演習 11:10-12:00＞「授業改善とアクティブ・ラーニング
－学習指導要領改訂と新たな学びの推進―」
宮迫隆浩（独立行政法人教職員支援機構 研修協力員）
＜講義・演習 13:00-13:50＞「特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」
安藤福光（兵庫教育大学准教授）
＜講義・演習 14:00-14:50＞「学校改善をめざす組織マネジメント」
安藤知子（上越教育大学教授）
＜演習・協議 15:00-16:55＞「学校研修の改善による学校改革
－わが校の校内研修の何をどのように見直すか：校内研修プログラムの開発－」
天笠 茂・安藤知子・安藤福光
(4) 秋田セミナー【２０１９（令和元）年１２月１４日（土） 於：由利本荘市西目公民館】
＜基調講演（全員）10:10-11:00＞「教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向」
天笠 茂（千葉大学特任教授）
＜講義・演習（管理職対象）11:10-12:00＞「特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」
天笠 茂（千葉大学特任教授）
＜講義・演習（ミドル対象）11:10-12:00＞「学校改善をめざす組織マネジメント」
照屋翔大（茨城大学准教授）
＜講義・演習（管理職対象）13:00-13:50＞「学校改善をめざす組織マネジメント」
照屋翔大（茨城大学准教授）
＜講義・演習（ミドル対象）13:00-13:50＞「特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」
天笠 茂（千葉大学特任教授）
＜講義・演習（全員）14:00-14:50＞「授業改善とアクティブ・ラーニング
－学習指導要領改訂と新たな学びの推進―」
田村 学（國學院大學教授）
＜演習・協議（全員）15:00-16:55＞「校内研修の改善による学校改革
－わが校の校内研修の何をどのように見直すか：校内研修プログラムの開発－」
本図愛実（宮城教育大学教授）
天笠 茂・田村 学・照屋翔大
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(5) 鹿児島セミナー【２０２０（令和２）年 １月２２日（水） 於：TKP ガーデンシティ鹿児島中央】
＜基調講演 10:10-11:00＞「教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向
－学級経営とカリキュラム・マネジメント入門－」
天笠 茂（千葉大学特任教授）
＜講義 11:10-12:00＞「ミドルリーダーへの展望と期待
－これからの学校におけるミドルリーダーシップ－」
玉置 崇（岐阜聖徳学園大学教授）
＜講義・演習（グループ協議と発表）13:00-14:40＞「学校経営・教科経営の考え方・進め方
－学校教育目標との関係を探る－」
玉置 崇（岐阜聖徳学園大学教授）
宮迫隆浩（独立行政法人教職員支援機構 研修協力員）
＜講義・演習（グループ協議と発表）15:00-16:40＞「校内評価を通した学校改善への貢献」
照屋翔大（茨城大学准教授）
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Ⅲ 研修プログラムの分析と考察
１ 研修講師による研修内容や方法についてのコメント
(1) 組織マネジメントに関する研修
① 研修テーマ 学校改善をめざす組織マネジメント
ア 研修講師 茨城大学 准教授 加藤 崇英
イ 研修のねらい
今日では、教育の分野においても、ますます成果や結果が求められており、その意味でマネジメントの必
要性がますます高まっているといえる。確かに教育の現場としては、子どもの成長や教師の力量向上に対し
てじっくりと向き合う必要があるが、同時に組織としての計画性や効率性を上げるとともに生産性を高める
ことが求められていることも否定できない。また、学校教育をめぐって様々な問題が起こっており、それら
への対応において信頼を得るためにもマネジメントが必要となっている。かつては、マネジメントのマイン
ドは、トップリーダーとしての管理職にのみ、求められるものと捉えられていた。しかし、現在ではミドル
リーダーの重要性が着目されているだけではなく、さらには若手にもキャリア相応のマネジメント力が求め
られるようになってきている。様々なマネジメントの視点を、有効に、前向きに、無理なく活かしながら、
少しずつでも学校を改善し、かつ自分自身も高められれば良いのではないか。そうした組織マネジメントの
概要とイメージに対する理解を促進することをねらいとして本研修を実施した。
ウ 内容・方法についての概要と特色
本講義は、60 分の限られた時間ではあるが、
「マネジメント研修カリキュラム等開発会議」
（文部科学省、
平成 16（2004）年 3 月）によるモデル・カリキュラムの趣旨やポイントを押さえながら、この刊行からの年
数の経過を念頭に、また筆者自身の研究や考えを補足した内容として構成した。
内容及び方法としての特色は以下の三点である。
第一に、
「改善を志向する組織を創る」と題し、自らのこれまでの実践を振り返り、そしてこれからの実践
を展望出来るように、10 項目を示し、これらをチェックポイントとして、振り返りやディスカッションなど
の簡単な演習を行うことができるようにした。
第二に、評価に関する考え方を解説した。今日、学校評価の制度が定着してきたと指摘できる一方で、そ
の取り組みが形骸化していたり、マネジメントにおける評価機能に対する一面的な理解があったりすること
で、適切な「PDCA」が機能せず、したがって、組織の改善が一向に進まないという事例が散見される。この
点を改善する視点を明確にした。
第三に、協働性の構築を課題とするなかで、ゴール、ストーリー、タスクのそれぞれの、これら 3 つのイ
メージの共有を促進することの重要性を指摘した。またその役割がリーダーにあることを指摘した。これは、
組織マネジメントとリーダーシップをつなぐ、リーダー行動としての実践上のポイントとなる視点であり、
特に筆者自身が学校改善に関わるなかで提唱しているものである。
エ コメント
組織マネジメントの視点は多様で、膨大でもあり、どこから手をつける必要があるのか、難しい側面もあ
る。そうしたなかでの適切な理解のための一助となればと考える。
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② 研修テーマ 学校改善をめざす組織マネジメント
ア 研修講師 茨城大学 准教授 照屋 翔大
イ 研修のねらい
本研修講座が管理職やミドルの教員を対象にしたものであることを踏まえて、次の３点をねらいとして設定
した。①組織マネジメントおよび学校改善の概念について理解を深める、②学校におけるミドルの意味と組織
マネジメント上の役割期待について理解を深める、③自校のグランドデザインの分析を通して、学校教育目標
達成に向けた自身の役割について省察する。
ウ 内容・方法についての概要と特色
研修講座の内容を設計するうえでの前提条件として、①50 分という比較的短時間で実施できること、②でき
る限り演習の要素を取り入れ自校のあるいは自身の具体的課題に引き付けながら受講できることの２点があっ
た。しかし当日の研修時間内で上記を満たすことは困難、すなわち、受講者にとって理解が追いつかない／じ
っくりと考えることができないまま講義・演習が進行してしまう可能性が高い、と判断したため、A４用紙一枚
を事前課題として提示し、当日はそれらの課題について解説を加えていく形で進行するという方式を採用する
ことにした。事前課題と当日の講義内容の構成、意図（受講者の理解を促すポイント）の関係は下表のように整
理できる。
事前課題

当日の講義内容

意図（受講者の理解を促すポイント）

Q１：組織マネジメントはどのよう １．組織マネジメント、 ・学校経営には組織マネジメントの発想が不
な働きであり、何を対象にしたも 学校改善の意味と意義 可欠である。
のとイメージしますか。

を確かめる。

・カリキュラムを核にした組織マネジメント
が必要である。

Q2：あなたの学校において「学校改 １．組織マネジメント、 ・学校改善は、すべての学校が向き合うべき
善」とはどのような姿をイメージ 学校改善の意味と意義 事柄である。
しますか。下の〇と□にことばを を確かめる。

・学校全体の PDCA と授業レベルでの PDCA を

当てはめてください（複数になっ

一体化・連動させることで学校改善を図る。

ても結構です）
。
Q３：あなたの学校で「ミドル（・ ２．ミドルとは―多様な ・学校組織におけるミドルには、改善に向け
リーダー）
」とは、どの職員が該当 ミドルのイメージ

た学校全体の能力を高める役割が求められ

しますか。具体的な名前を挙げて ３・ミドルを活かした組 る。
ください。

織マネジメント―ミド ・ミドルに期待されるリーダーシップは、管
ル・アップダウン・マネ 理職のそれとは質的に異なるものである。
ジメント

Q４：あなたの学校の今年度の重点 ４．グランドデザイン― ・グランドデザインには本年度の学校の見取
目標を書き出してください。また 共有された認識・活動の り図としての役割がある。
・学校の組織力を高めるには、リーダーシッ

それは、全教職員で共有され、実践 基盤として
されていると思いますか。

５．学校その組織として プ（創造性）とマネジメント（着実性）の２
の力を高める機能と戦 つの機能が両輪となる。
略
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エ コメント
本研修講座ではミドルを対象にした講座と管理職を対象にした講座を同テーマで開講することができたため、
可能な範囲で内容の重複を図った。次年度の計画を検討する中で、校内での共通言語になってほしいと考えた
ためである。とりわけ、学校におけるミドルの意味やミドル・アップダウン・マネジメントの考え方、グランド
デザインの役割と構造は本研修講座におけるポイントとして位置づけ、重点化を図った。また、本研修プログ
ラムの全体テーマとして、カリキュラム・マネジメントの考え方を組織マネジメント研修の中に取り込んでい
くことがあるため、できる限りその点への言及を図った。受講後のアンケートにも、上記項目についての言及
が多く、一定意図は達成されたと考える。その一方で、参加者から学校規模や地域特性等も加味した内容を要
望する声も聞かれた。組織マネジメントが文脈に大きく依存する営為である以上、研修内容を設計するうえで
どの程度事例の個別性を組み込むかは、今後に向けた検討課題になりうる。
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③ 研修テーマ 学校改善をめざす組織マネジメント
ア 研修講師 上越教育大学 教授 安藤 知子
イ 研修のねらい
学習指導要領の改訂に伴い、マネジメントという用語が学校でも広く使われるようになってきた。今日では、
カリキュラム・マネジメント、組織マネジメントなど多様な場面で使用され、新任教員もミドルリーダーも、他
人ごとではなく学校管理職とともにマネジメントをできるようにならなければいけないことが強調されている。
また、本研修テーマでもある学校改善についても、当たり前のように大事だと言われているが、実際のところ
何からどのように着手することができるのか、具体的に考えることは困難である。
そこで、本研修ではまず、
「学校組織マネジメント」
「学校改善」について、それがそもそもどのようなものな
のかを、受講者一人一人の経験に即して具体的にイメージを持っていただくことからはじめた。そのうえで、
学校改善につながるアクションとして「組織で学習する」ことを意識できるように、学習する組織の条件に対
する理解を深めていただくことをねらいとした。各受講者がそれぞれ所属する組織に照らし合わせて課題を明
確化することを意図した演習等も取り入れている。限られた時間の中で、まずは自らが所属する組織が学習す
ることに関心を向け、動き出すことを目指していただきたいと考えた。
ウ 内容・方法についての概要と特色
本研修の内容及び方法の特色は以下の三点である。
第一に、用語の理解を促進する前半と、学習する組織づくりを考える後半のどちらも、演習形式で受講者自
身が自らの所属する組織のメンバーを想起しながら具体的に自身の課題を意識化しながら概説を理解できるよ
うに工夫した。
第二に、キーワードの解説では、具体例を演習のなかで学校実践場面に置きなおしたり、その言葉が登場し
た背景まで含めて概説したりすることで、各受講者の現実に即して理解できるように配慮した。
「マネジメント」
も「学校改善」も、また「組織が学習すること」も、言葉の意味を教科書的知識として語れることが意味を持つ
のではなく、現実の実践場面において意思決定や行動の具体化を方向づける手掛かりとなって初めて意味を持
つ。そのような有用な概念として理解していただくことを心掛けた。
第三に、本講習で取り入れた演習は、概説部分を経験に即して理解するための助けとなることを意図するも
のであるが、それだけでなく、各組織へ持ち帰って職員研修を行う際にメンバー全員でチームの現状を理解し、
課題を明確化するために利用可能な演習とした。いずれも、実際場面を想起しながら現状把握を共有する道具
となると同時に、組織が機能するために不可欠な条件をキーワードで理解することを促進するものと思われる。
エ コメント
60 分という限られた時間での研修のため、内容過多であったかもしれない。しかし、重要なことは全てを修
得することではなく、当事者意識をもって組織マネジメントに向き合っていただくことである。少しでも有用
だと感じた点や、心に残ったポイントがあれば幸いに思う。そこから各自のマネジメントへと展開していただ
けることを期待している。
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(2) カリキュラム・マネジメントに関する研修
① 研修テーマ 特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント
ア 研修講師 兵庫教育大学 准教授 安藤 福光
イ 研修のねらい
カリキュラム・マネジメントは古くて新しい概念である。カリキュラムをマネジメントするという考えの始
期については、論が分かれるけれども、遅くとも 90 年代後半の「総合的な学習の時間」の設置に象徴される
教育課程基準の大綱化が、一つの契機であると考えることができる。そこで一連の研修では、90 年代以降の
教育改革に関する内容を踏まえた上で、今次改訂（2017／2018）学習指導要領のうち、
「生きる力」
「社会に開
かれた教育課程」
「枠組みの見直し」
「資質・能力の 3 つの柱」
「主体的・対話的で深い学び」
「カリキュラム・
マネジメント」を取り上げ、そして実践における課題として想定される「教科を越える試み」を研修内容とし
た。なお「カリキュラム・マネジメント」については、そのカギを握る「カリキュラム評価」についても扱っ
た。
ウ 特色
研修実施者として、一連の研修においては、先に示した内容を扱う際、次の点にも留意した。すなわち第一
に、今実施している自身／自校の教育内容を分析し整理することの必要性を指摘した点である。第二に、研修
受講者が自分の言葉で新しい概念を語り、それを各学校での実践に生かすことを強調した点である。そして第
三に、学校現場での実際に重点を置いた内容とした点である。
第一について、今次改訂の学習指導要領で示された内容は、新しい言葉・概念が多数あるけれども、一方で
これらは日本の学校のこれまでの教育実践の蓄積を言語化・概念化した部分が少なからず存在する。
この点で、
「真新しい」ことを新たに取り組むというよりも、まずは自身のこれまでの実践を分析し、これらの概念と照
合した上で整理することが必要であることに言及した。
第二は、これらの新しい概念について中央教育審議会答申や学習指導要領はかなり詳細な説明を施してい
る。こうした取り組み自体は、学校現場が混乱しないようにという配慮のもとに行われていると推察するが、
一方では「これが○○」であるという印象／誤解を招きかねない。しかし多様な状況下にある学校に必要なこ
とは、汎用的な「最善解」ではなく、自校の文脈に適した「最適解」である。このためにも彼らに必要なもの
は改革の理念や新しい概念のもつ意味の理解であると考えて内容を構成した。また「最適解」を導出するため
には、まずは自校の分析が必要不可欠であるので、
「カリキュラム」という語のもつ概念理解や「カリキュラ
ム評価」についても、研修内容に組み込んだという意図がある。
とはいえ、理念だけの内容では、彼らの理解を深化されるのは難しいので、第三として実際の学校現場の事
例や実態を内容として取り入れた。ここでは理想的な意味での「先進事例」ではなく、あくまでも先に実施し
た意味合いでの「先行事例」とした。
「先進事例」としてしまうと、それを一つの理想モデルとしてしまう恐
れがあるので、先行事例（先進ではない）にもとづいて、自身・自校でどのように行いうるかを考えることが
肝要であることを強調した、というねらいがある。
また、研修担当者自身が実施した教科横断に関する調査内容の結果もあわせて研修内容に取り入れた。この
調査は教科横断に関する教員の意識と実態の把握を目指して行われたものである。また、実際にどの教科単元
が教科横断を行う際の障壁となるかについて、限られた事例ではあるけれども、研修担当者が学校の教員から
収集した事例を紹介した。いずれも高等学校教員を対象としたものであったので、説明の際にはその点を断っ
た上で提示した。
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② 研修テーマ 特色ある学校づくりとカリキュラム・マネジメント
ア 研修講師 玉川大学 教授 笠原 陽子
イ 研修のねらい
本研修全体のねらいが、カリキュラム・マネジメントの視点から学校マネジメント論を捉え直すというもの
であり、一連の講義との連続性（つながり）を意識して「カリキュラム・マネジメント」
（全ての教員参加によ
る教育課程の編成・実施・診断・評価・改善）を位置づけた。
ウ 内容・方法についての概要と特色
「カリキュラム・マネジメント」が、全ての教職員が参加することによって、学校の特色を創り上げていく営
みであることを、管理職としてどのように実践していくか、そのために職員に対しどのように理解を図るかが
重要な点であることを基本に、全体の流れを構成した。大まかな流れとして、
「カリキュラム・マネジメント」
を進める上で「学校の教育目標」を全職員で共有することの重要性とそのために「グランドデザイン」の作成が
果たす役割について解説をした。さらに、管理職が対象であることから、学校マネジメントの視点から「ミドル
リーダー」を活用した「カリキュラム・マネジメント」の推進について触れ、最後に演習を通して認識を深め
た。
まず、学校の教育目標を実現するための道筋（カリキュラム・マネジメントを展開するための地図）としてグ
ランドデザインの作成である。グランドデザインを作成することは、学校教育全体を俯瞰できるメリットがあ
ると同時に、教職員一人ひとりが果たす役割についての見通し、価値づけ、関係性といったことが明確になる
ことで、より組織的に経営する効果が期待できることを示した。
次に、
「ミドルリーダーを育てる・つなげる」として、グランドデザインを基に、実際に組織を動かす時のキ
ーパーソン（ミドルリーダー）を育成していくことの重要性について触れた。管理職としてビジョンを誰と共
有するか、誰に任せると学校が組織として機能するか、誰と誰が組むと効果的かといった職員の強みや良さ、
職員間の関係性を知ることが重要となることから、まずは管理職自らが積極的に職員との人間関係を作り、職
員の考えや思いに耳を傾け（アクティブ・リスニング）
、職員を孤立させない、といった点がポイントになるこ
とを示した。その際、具体的な事例として、本職が勤務する教職大学院で学んだミドルリーダーの実践を紹介
し、イメージ化を図った。
最後に、講義を踏まえた演習を通して、
「カリキュラム・マネジメント」のポイントを確認した。その際、
「カ
リキュラム・マネジメント・モデルを利用した分析シート（株式会社 ぎょうせい）
」を用いて、管理職として
「カリキュラム・マネジメント」を実施していく上でのポイントとなる①学校教育目標の具現化②子どもの実
態把握③リーダーシップの 3 点から、自校の取組を振り返り、グループでの話し合い（異なる視点や意見）を
通して、認識を深めることとした。
エ コメント
そもそも「カリキュラム・マネジメントとは何か」と問われたとき、簡潔にその目的を述べることができる管
理職は決して多くないという印象を、これまでいくつかの研修を実施する中で持っていた。そこで、
「幼稚園、
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」
（平成 28 年
12 月 21 日中央教育審議会答申）で示された、ポイント、キーワードを確認することが重要である。同時に、管
理職という立場から、
「カリキュラム・マネジメント」に取り組む目的が、学校経営マネジメントの一つの手段・
方法であり、最終的には、児童・生徒、保護者や地域住民からの信頼を得ることであり、
「信頼」の中核は、児
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童・生徒自身が授業を通して、自らの成長（資質・能力の育成）を実感できる教育課程の編成・実施・診断・評
価・改善こそが、管理職に求められる重要な役割であることを改めて認識をしてほしい。
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(3) アクティブ・ラーニングに関する研修
① 研修テーマ 授業改善とアクティブ・ラーニング
ア 研修講師 教職員支援機構 次世代教育推進センター 研修協力員 宮迫 隆浩
イ 研修のねらい
今回の学習指導要領には、
「カリキュラム・マネジメント」を進めると当時に、
「主体的・対話的で深い学び」
を実現することの重要性が示されている。本研修は、実際の子供の姿を分析する演習等を通して、
「主体的・
対話的で深い学び」に関する理解を高めることをねらいとしている。
ウ 内容・方法についての概要と特色
今回示された「主体的・対話的で深い学び」は、授業改善の視点である。教師は授業改善につなげるために、
まずは「主体的な学び」
「対話的な学び」
「深い学び」の三つの視点から、子供が行っている学びを見取る必要
がある。この視点で子供たちの学びを見取り授業改善に向かい続けることが、今回のアクティブ・ラーニング
の本意であると考える。
主体的な学びを見取る場面として、振り返りの場面を考えた。振り返りの効果の一つとして、
「自己変容の
気付き」がある。子供は授業から多くの学びを得ることで成長し続けるが、その変容を子供自身が自覚するこ
とは少ない。子供が自分自身の学びを文章等の記述を伴いながら振り返ることは、自己の成長を自覚する有効
な手段であると考えられている。そのために、教師は振り返りの記述から、成長を自覚し主体的に学ぼうとす
る子供の姿を見取らなければならない。もしも、教師が想定している振り返りの記述がみられない場合は、そ
こを糸口に授業改善を行う必要がある。
対話的な学びとは、ただ子供が話せばよいということではない。子供自身の考えの広がりや深まりがあるこ
とが求められる。そのような学びを見取るために、教師は対話の量ではなく質に着目しなければならない。そ
の手掛かりとして、
例えば子供の発話中に含まれる情報の
「つながり」
を意識して対話を聞くとよいと考える。
考えの広がりや深まりがある対話には、つながりがあるものである。教師はつながりを手掛かりに授業中の子
供たちの対話を価値付け、そこにつながりが薄いと考えたなら、さらに質の高い対話を目指して授業改善を行
う必要がある。
深い学びに関して、これまで「学び」を、
「教科書の内容を間違えることなく覚えること」と捉えていた方
もいるかもしれない。しかし、そもそも「学び」とはそのようなものではなく、自身がもつ既有知識と、教科
書や他人から得られた情報（知識）とを関連付けることで、新たな知を生み出すことである。そこに「深い学
び」を重ねて考える。つまり、深い学びを「知識が構造化されるプロセス」と考えるのである。教師は子供の
発話、記述、ふるまい等から、子供がすでにもっている既有知識や授業中に新たに取り入れた知識をもとに、
どのような新たな知識を作りあげたのかを見取る必要がある。もしも当初想定していた知識構造に至ってい
ないと考えたならば、そこから授業改善を行う必要がある。
エ コメント
このような子供の学びを見取る教師としての力量は、容易に習得できるものではない。日々の授業改善の
なかで少しずつ養われるものである。
最後に、本研修は、教職員支援機構 校内研修シリーズ Ｎｏ４ 「新しい学習指導要領において期待される
学び（國學院大學 教授 田村学 氏）
」を参考に行ったものである。合わせてご視聴いただきたい。
ＵＲＬ：https://www.nits.go.jp/materials/intramural/004.html
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(4) グループ協議と発表
① 研修テーマ 校内研修の改善による学校改革
－わが校の校内研修の何をどのように見直すか：校内研修プログラムの開発－
ア 研修講師 宮城教育大学 教授 本図 愛実 他
イ 研修のねらい
組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントの融合と発展を視野にいれた、スクールマネジメントにお
いては、PDCA マネジメントサイクルの視点を基盤に、学校の教育力について、いかに改善をもたらすかが重
要となる。そこで校内研修を題材とし、その見直しについて他の参加者との意見交換を踏まえて検討した。
ウ 内容・方法についての概要と特色
3 月 3 日の立命館大学実施においては、組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントの融合と発展とい
う課題の一方で、学校をめぐるマネジメントの本質は、自律的な成長を促す人材育成にあると考え、
「一人ひ
とりが輝く」組織づくりという視点を提示した。グループ協議のコマに至る前の講義で、グランドデザインな
ど学校全体という視点があるとも想定し、グランドデザインの中で研修見直しの議論をしてもらいたかった
が、時間的な限界があり、受講者からねらいがわかりにくいとの意見もあった。
12 月 14 日の由利本荘市での実施では、
「どのように」見直すかの視点を二点に絞り提示し、できるだけグ
ループ別協議の時間がとれるように工夫した。討議内容の発表について、当日の講師それぞれが選んだグルー
プから発表してもらい、講師が講義内容に即して講評することにし、講義内容の深化を図った。グループ編成
についても、キャリア段階別・校種別に行い、基礎的情報が共有されているなかで論点が深まることを目指し
た。
会場形式についても、由利本荘市は多目的ホールのようなスペースであった。話し合い用に開発された円形
の段ボールを向き合って座った受講者の膝の上におき、
付箋なども用い、
書き込みしていった。
話し合いの間、
ずっと段ボールが膝の上にあることになり、集中した話し合いになったのではないかと思われる。
エ コメント
改善を校内研修に焦点化するということは極めて魅力的な方法だと思う。しかし未熟を露呈するようだが、
このことに気づくことが遅く、立命館大学では協議への導入が冗長となってしまった。由利本荘市版では、見
直しの視点に限定したが、それでも後から振り返ると、配分された時間から考えれば、マネジメント論から校
内研修の見直しに迫るのではなく、校内研修論だけを提示し、受講者がマネジメントの視点に到達するように
してもよいかと考えた。思いきって「教えすぎない教師」になることも演習の濃度をあげるためには必要であ
るかもしれない。しかしながら、
「教えすぎない教師」になるには、確固とした研究知見の蓄積がなければな
らず、自分の至らなさを痛感している。
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２ スクールマネジメントに関する層別研修プログラムについて
(1) 管理職を対象とする研修プログラムについて
ア プログラム開発のねらい
本プロジェクトのめざすところは、組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントに関わる研修が別立て
になっている現状をふまえ、両者の統合・一体化を図り、新たにスクール・マネジメント研修プログラムとし
て立ちあげることにある。
マネジメントの関わる研修の現状として、まずは、組織マネジメントは管理職、カリキュラム・マネジメン
トは中堅教員（ミドル）という年齢・経験年数の層別に分けた研修のシステムやプログラムがみられる。しか
し、そのような、層別の研修は、学校や教職員を取り巻く環境の変化をはじめ、教職員の世代交代にともなう
年齢構成の変化などによって現実に合わなくなってきている。
また、先に組織マネジメントの研修が導入され、その後、カリキュラム・マネジメントの研修が加わった経
過があるものの、今日に至るまで調整がなされないことによって、マネジメントの研修の二元化が温存された
状態にある。
さらに、現在なされている組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントの研修には、受講者の立場から
して重複がみられるということである。
振り返ってみれば、組織マネジメントの研修プログラムの中に教育課程（カリキュラム）やカリキュラム・
マネジメントが位置づけられなかったことが、組織マネジメントをして企業の研修という性格をなかなか脱
しきれなかったり、学校のマネジメントに関わる研修をめぐる現状の混乱を招く一因と考えられ、早急にその
是正が必要と考える。
イ 玉川大学を会場とした研修の実施
これら現状の改善をめざし、若手・ミドル・管理職のどの層にあっても、教育課程（カリキュラム）
、授業、
組織それぞれに関わるマネジメントの研修が必要であるとの立場から、授業のマネジメント、カリキュラムの
マネジメント、組織のマネジメントを構成要素とするマネジメントに関する研修プログラムの開発をめざし
たのが本プロジェクトであり、次の表１のように、学校改善をはかるマネジメント能力の育成をめざし、講義
と演習による研修プログラムを組み立てた。
この研修プログラムを、
「学校改善をはかるマネジメント能力の育成－リーダーシップの基盤を固める：組織
マネジメントとカリキュラム・マネジメント」とのテーマのもとに、２９名の管理職（受講者は小学校：校長
７名、副校長５名、主幹教諭１名、中学校：校長２名、副校長５名、教頭１名 高等学校：校長５名、副校長
０名 教頭１名 その他２名（現在教育委員会に所属、前職は教頭） 合計２９名）を対象に、玉川大学にお
いてセミナーを実施した。
表１
タイトル

講義・演習

時間

○「教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向」

講義

５０分

○「授業改善とアクティブ・ラーニング－学習指導要領改訂と新たな学びの推

講義

５０分

○「特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」

講義

７０分

○「学校改善をめざす組織マネジメント」

講義

５０分

○「リーダーシップの基盤を固める－ミドルの育成と学校改善－」

演習

９５分

進」
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およそ一日の流れは、次の通りである。まず、学長のあいさつの後、教職員に求められている資質・能力、
教員研修政策の動向など教員研修をめぐる全体的状況を伝える講義があり、その際、本研修のねらいや一日の
進行などについての説明もなされた。
これに続いて、学習指導要領改訂のキーワードの一つとされるアクティブ・ラーニングを取り上げ授業改善
について、さらに、カリキュラム・マネジメントと組織マネジメントについて、授業方法と教育課程と組織運
営と三者の関係を相互に関連させながら学校のマネジメントに関わる思索をめぐらす講義が続けられた。
そして、最後に、演習・協議として、
「リーダーシップの基盤を確かめる－学校改善のプランを練る－」を
テーマにして、それぞれのグループによる協議、それをもとにした発表とあり、当日の講師全員がそれぞれ短
くコメントした。
校長と教職員とをつなぎ、それぞれの取り組みを促す役割を果たすのがミドルリーダーとされ、管理職にと
ってミドルリーダーをどのように育て、活かしていくか、その具体的な方策や活かし方が、カリキュラム・マ
ネジメントの講義においても、また、組織マネジメントの講義においても取り上げられ、全体を通してのテー
マでもあった。
それぞれの講師による講義・演習が相互に関連し合いながら一連の流れを持って行われるようにプログラ
ムを組み、それぞれを５０分から７０分前後と比較的短時間のコマを連続させているのが本研修プログラム
の特色である。そのなかで、９５分と最も長く時間を確保したのが演習「リーダーシップの基盤を確かめる－
ミドルの育成と学校改善－」である。講義で得た情報をもとに、それを活用してグループでの協議に生かす。
そのような経験を得ることを通して、組織マネジメントに関わる知識とカリキュラム・マネジメントに関わる
知識の再組織化を図る。それが演習のねらいである。
この演習がねらうところの一つに、管理職の立場から、組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントの
統合を図ることである。それぞれの講義より提供された知見を、演習テーマをグループで協議することを通し
て、管理職の立場から整理をはかり再構築をはかることをめざしている。
ウ 秋田県由利本荘市を会場とした研修
次に、秋田県由利本荘市を会場に開催された研修会は、
「学校改善をはかるマネジメント能力の育成－校内
研修経営の改善をはかるミドルリーダー」をテーマにミドルを対象にしたものであった。
ただ、参加者の内訳として、教諭１２２名（小学校６５名、中学校４７名、高等学校１０名）管理職２４名
（小学校：校長７名、教頭７名、中学校：校長３名、教頭７名）
、高等学校０名 合計１４６名 とあるよう
に、管理職からも多数の参加者が得られたことから、研修プログラムは、表２の通り、先に玉川大学で実施し
たものと同じものであるが、
一部のプログラムについて受講者を管理職とミドルに分けて実施した。
すなわち、
組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントについては、管理職とミドルに分けて実施した。
表２
タイトル

講義・演習

時間

○「教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向」

講義

５０分

○「特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」

講義

５０分

○「学校改善をめざす組織マネジメント」

講義

５０分

○「授業改善とアクティブ・ラーニング－学習指導要領改訂と新たな学びの推進」

講義

５０分

○「校内研修の改善による学校改革－わが校の校内研修の何をどのように見直す

演習

１１５分

か：校内研修プログラムの開発」
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およそ一日の流れは、次の通りである。まず、前回と同様に教員研修政策の動向や教員研修をめぐる全体的
状況、および、一日の進行についての説明もなされ、これに続いて、管理職とミドルとに分けてカリキュラム・
マネジメントと組織マネジメントに関わる研修を行った。その後、再び一堂に会して、授業改善とアクティブ・
ラーニングに関わる研修、さらに、校内研修をテーマにグループ協議を中心とする演習に取り組んだ。
このうち、午前の１１：１０－１２：００、午後の１３：００－１３：５０ について、次のように管理職
とミドルを分けて研修を実施した。
管理職には、まず、
「学校改善をめざす組織マネジメント」
、次に、
「特色ある学校作りとカリキュラム・マ
ネジメント」
、ミドルには、
「特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」
、
「学校改善をめざす組織マネ
ジメント」の順に、それぞれ研修を計画した。
ちなみに、カリキュラム・マネジメントに関わる研修について、管理職とミドルそれぞれの柱立ては、表３
の通りである。両者ともに共通して、カリキュラム・マネジメントとは何かを理解することに重きが置かれて
いる。
その一方、管理職に対しては、カリキュラム・マネジメント推進にあたってリーダーシップの発揮に関わる
要件に関わる事項が加えられている。すなわち、教職員へ働きかけとして参加・参画を誘う手立てや育成をは
かる内容や手法の提起を中心に、
組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントとの統合が試みられている。
カリキュラム・マネジメントの内容を話すことにほぼすべての時間が充てられているのに対して、管理職に
は、カリキュラム・マネジメントを推進するにあたってのビジョン、教職員の参加・参画や育成に関わる事項
にも時間を充てているということである。
表３
講義・演習 特色ある学校作りとカリキュラム・マネジメント
管理職：13:00-13:50

ミドル：11:10 -12:00
Ⅰ．カリキュラム・マネジメントをめぐる３つの話

Ⅰ．教職員を育てる

１．

Ⅱ．カリキュラム・マネジメントをめぐる３つの話

カリキュラム・マネジメントの背景

１． カリキュラム・マネジメントの背景

２． いわゆる三つの側面

２． いわゆる三つの側面

３． 教育課程（カリキュラム）で考え、実践する

３． 教育課程（カリキュラム）で考え、実践する
Ⅱ．演習－ビジョンを描く－

Ⅲ．すべての教職員の参加・参画
Ⅳ．演習－ビジョンを描く－

なお、受講者に配布した印刷資料のなかに「演習－ビジョンを描く－」がある。これについては、持ち帰っ
てもらう資料として簡略に説明するにとどめている。
ただ、それは、
“ビジョン”の存在を軽視しているわけではない。むしろ、管理職のビジョンやグランドデ
ザインこそ、教職員の育成や参加・参画への働きかけなどとともにカリキュラム・マネジメント推進の要件と
して欠かせないといわねばならない。すなわち、カリキュラム・マネジメントの推進にあたって、管理職とし
てビジョンやグランドデザインの構築と提示が、目的や課題の明確化が求められ、ビジョンをもって教職員の
育成をはかるリーダーシップの発揮が期待されている。
その意味で、本研修プログラムは、管理職が描くビジョンの存在を、カリキュラム・マネジメントの研修と
組織マネジメントの研修を通して学び取ってもらうことをねらいとしており、さしずめ、
「演習－ビジョンを
描く－」には、カリキュラム・マネジメントの研修から組織マネジメントの研修へのバトンタッチを、両者を

18

つなぐ“つなぎ手”としての役割をもたせたことを強調しておきたい。
エ 研修実施をめぐる課題
本研修プログラムのめざすところは、学校改善をはかるマネジメント能力の育成である。
そのようなマネジメント能力の育成をめざして開発をはかったのが本研修プログラムである。実施してみて
の課題として、一つに研修講師間の連携をあげておきたい。本研修プログラムの特色として、短時間の講義形
式を中心とした研修、及び、最後にグループ協議による演習にもっていく一日日程のプログラムであり、この
間、研修講師も原則として受講者とともにそれぞれの研修に同席する方式を取った。したがって、研修講師に
は、前の時間の話を受けた展開が求められるものの、多くの場合、事前に準備したものをもとにして進めると
いうものであった。しかも、いわゆる導入ととらえられるところに多くの時間を使い、肝心のところについて
は時間不足ということがよく見られた。研修講師自身が、この研修プログラムのねらいや進め方についてポイ
ントを押さえ切れていなかったということになる。本研修プログラムについて、研修講師間の連携及び共通理
解を深める事前の連絡調整の在り方が、今後の改善すべき課題としてあることをあげておきたい。
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(2) ミドルを対象とする研修プログラムについて
ア ミドルリーダーの特質と今日的状況
校内におけるミドルリーダーの位置づけはあいまいである。教職経験や校務分掌において、学校の文脈に大
きく依存するため、教職員支援機構による多様な要素を取り入れた質の高い研修により、リーダーとしての意
識涵養を図ることは極めて重要である。研修の実施においては、ミドルリーダーの特質と今日的状況を踏まえ
ておきたい。それらは次のような二点である。
第一は、ミドルリーダーとは、実務に携わりながら質向上を促していき、組織業務の中核を実質的に担うと
いう強みをもつリーダーであるということである。
第二は、人口動態的にミドル層が少なく、この層に属する教員にリーダーとしての意識をもってもらうため
に、意図的で効果的な学びの機会を作る必要があるということである。ベテラン教員と若手教員が校内におい
ても同年齢集団による学び合いの機会をもつことができる可能性に比べると、ミドル層教員は、同年齢集団の
規模や多様性が限定的になりやすい。したがって、教職員等中央研修がますます重要ということになる。
組織業務の中核を担うからこそ、俯瞰した見通しをもつための国や地方自治体の政策動向を把握する学びが
必要であり、その上で、授業を中心とする実務の質向上に関する学びの機会も充実を図る必要がある。さらに、
通常的な学校教育活動の確保や働き方改革を踏まえた業務の効率化という観点から、危機未然防止などが研修
項目として有用であると考える。
イ 研修のデザイン
ミドル層のマネジメント論に、ミドル・アップダウン・マネジメントがある。アップとしては、管理職に組
織運営に関わる重要な情報を提示する。ダウンとしては、若手層などに、実務をともに行いながら、業務改善を
促す。これらを学校にあてはめてみると、学校教育目標の達成のための PDCA マネジメントサイクルを土台とし
つつ、
「アップ」の主要項目には、危機の未然防止について、
「ダウン」については、授業改善といった焦点化が
有効であると言える。子どもの実態をどのように捉え成長に導くか、単元計画において単元を貫く問いが子ど
もたちの発達段階と実態に適した計画となっているか、授業の質向上を協働的、組織的に行っていくには、授
業の実践に深く関わるけん引役が不可欠である。危機の未然防止においても同様である。子どもの実態や小さ
な出来事に危機が拡大する可能性を感じ取り、対応策を取ることは現場の第一線にいなければできない。
本プロジェクトでは、スクールマネジメントの要諦として、政策課題の動向をカリキュラム・マネジメント
におき、それを土台に、組織マネジメントとの関わりや、授業づくりとしての「主体的・対話的で深い学び」を
展開してきた。それらは授業改善のための視点を提示するものでもあった。実務に強いミドルリーダーの強み
をさらに高める要素が埋め込まれていたと言えるだろう。グループ協議課題は、校内研修の改善であったが、
筆者自身の反省点として、キャリアステージ別の課題を踏まえ、協議することを促すようにすれば、それまで
の講義内容をより一層深めることができたのはないかと思われる。
センゲの「学習する組織」論では、自己実現すなわち職能成長が、学習し健全に発展していく組織の中核に
あるとする。ミドルリーダーが、上記のような危機の未然防止と授業改善の要になるとしたら、管理職だけで
なく学校全体の教職員から認められることになり、自己有用感を高め、職能成長を促すという好循環をもたら
すと考える。そのような学校風土と具体的な仕組みを管理職が作っているかという点も重要となる。
ウ モデル研修で用いたグループ協議の展開例
校内研修を改善する視点として、授業改善と効果的な学校づくり（人材育成）を提示した。反省点として、後
者についてはさらに焦点化した視点とすべきであった。
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(3) 初期層教員を対象とする研修プログラムについて
ア はじめに
本章では、2020 年 1 月 22 日に開催された鹿児島セミナーの内容をもとに、初期層の教員を対象にした学校の
マネジメントに関する研修プログラムについて検討する。同セミナーは、
「ミドルリーダーへの道」をテーマに
冠しているように、セミナー参加者が今後ミドルリーダーとして勤務校のマネジメントに資する基礎的な理解
と実践的な知の獲得を促すことを目的とする。実際、他会場と比べて、20 代、30 代の参加比率が高くなってい
る。
以下では、まず当日開催された各プログラムの概要について整理し、受講者アンケートの結果をもとに成果
を確認する。次に、それらをもとに学校における「マネジメント」への意識や実務上の経験が十分でない初期層
の教員にとって、それらに対する意識と将来的にミドルリーダーとしての役割を担っていくために必要な資質・
能力を養う研修プログラムの内容あるいは方法上の要件について探ってみる。
イ 各プログラムの概要
① 基調講演：教員の資質・能力をめぐる今日的課題（10:00-11:00 担当：天笠茂）
本プログラムは、次の４つの柱で構成されている。学び続ける教員とマネジメント力、授業と学級経営、
授業の質的改善を目指すカリキュラム・マネジメント、学校・学年経営への参加と参画―カリキュラム・マ
ネジメントの担い手として―である。
本プログラムは、その後の各プログラムの内容につながる前提的事項の整理を役割として担うが、大きく
次の２つの観点から、教師が個人として担う仕事と学校という組織として取り組まなければならない仕事の
つながり方を丁寧に解説している。観点の一つは政策的動向の側面であり、もう一つは、教師のイロハとし
ての仕事のあり様という側面である。組織マネジメント研修という冠の下では、どうしても学校全体の話題
に目が向きがちとなる。本会場でのセミナーは初期層教員を対象とするという意図もあり、彼ら／彼女らが
現に向き合っている仕事がいかに組織のマネジメントに連結するのかについての解説を入り口にすること
で、いわば自分事としてマネジメントをイメージすることを促している。
受講者アンケートにも、カリキュラム・マネジメントは管理職やミドルのものではなく、児童にかかわる
教員全員に必要な意識であること、当事者意識が若手こそ必要であるという回答が多く寄せられたことは、
その意図が伝わった証左といえる。
② 講義：ミドルリーダーへの展望と期待（11:10-12:00 担当：玉置崇）
本プログラムは、講師が現職校長として勤務していた時代に出会ったミドルリーダーについて彼らの具体
的なリーダーシップ行動の提示を通じて、学校におけるミドルリーダーのイメージについて具体性をもって
獲得することを目的に構成された。ここでのミドルリーダーとは、教職員に対して実際に影響力を持ってい
る人として定義されている。実際に、講義内において例示されたミドルリーダーたちは、経験年数や公式化
された役割（例えば、分掌）は多様であるが、学校改善に向けた提案を積極的に行い、そこに同僚を巻き込
んでいくという共通点が見られた。また、ミドルリーダーに必要となる資質・能力として同僚性の構築（コ
ミュニケーション力、プレゼンテーション力、人間関係調整力）がまとめとして挙げられたが、これらは前
掲の事例を補完する役割を果たしている。
このように、本プログラムは、説明（抽象）から入るのではなく、実践（具体）を入り口にしながら、内
容を構成した点に特徴がある。受講者アンケートには、ミドルリーダーがどのようなものなかを具体的にイ
メージすることができた、事例の紹介からカリキュラム・マネジメントの意味をしっかりと捉えることがで
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きたなどの回答が多く寄せられた。受講者の日常にリンクするような例示や説明が効果的であることが示唆
される。
③ 講義・演習：学校経営・学級経営の考え方・進め方（13:00-14:40 担当：玉置崇）
本プログラムは、上記②での講義内容とも関連させながら、主にグループ協議を中心に進められた。およ
そ６人を１グループとして編成し、次のグループワーク課題に取り組みながら、学校経営や教科経営の改善
に向けた留意点についての探索と省察を図った。すなわち、①研究主任の立場で、どこに課題があるか、②
働き方改革から思い込み業務の改善、③校長から学校教育目標の見直し指示、の３点である。
（ただし③は
時間の都合で実施できなかった）
。いずれの課題も、
「校長から○○という指示がありました。あなたならど
うしますか」というような基本形で提示され、勤務校の状況を思い浮かべながらできるだけ具体的に課題内
容をイメージしつつ取り組めるような工夫があった。
本プログラムのもう一つの特徴は、進め方にある。具体的には次の４ステップで進められた。①個人で課
題に向き合い、その回答を付箋紙に起こす、②その付箋紙を模造紙上で共有・分類していく、③「ワールド
カフェ方式」を用いて、グループ間での情報共有と所属グループ内でのコミュニケーションの活性を図る、
④最後に講師チームがいくつかのグループを選定し、内容発表と講師からのコメントを付す、の４ステップ
である。今回のセミナーには、管理職の参加もあった。ワールドカフェ方式により、職位や経験年数等を越
えて、活発に意見交換を進めている様子が非常に印象的であった。
受講者アンケートからは、具体的な場面が設定された中での思考・協議が、受講者の理解と満足度を大き
く高めることが示唆された。また、多様な意見を出し合いながら解決することの良さを実感したなど、今後
勤務校でのコミュニケーションや働きかけ方に変化を求めようとする回答が多く寄せられた。
④ 講義・演習：学校評価を通した学校改善への貢献（15:00-16:40 担当：照屋翔大）
本プログラムの内容は、学校改善に向けて学校評価を効果的に実動させるリーダーとしての基礎の獲得を
目指し、①学校評価とは何かを法制度も含めて理解すること、②学校評価へのかかわり方を勤務校の学校評
価資料の分析を通して省察する、をねらいに構成された。
具体的には、学校評価の意味と目的、グランドデザインと学校評価、学校改善に貢献する学校評価である
ために、の３つの柱からなる。①については、主に学校評価ガイドライン〔平成 28 年改訂〕の内容解説か
ら、学校評価は学校教育目標達成に向けて、学校が組織的・継続的な改善を図るために実施されるものであ
ることが強調された。また②では、グランドデザイン設定の意味と学校評価の役割の解説を踏まえて、準備
されたワークシートに従って、勤務校の学校評価活動について、評価の内容・評価の時期・評価の主体・評
価の方法の各観点から分析を行い、グループ内で共有を図った。これは、初期層の教員が多いこともあり、
学校評価の進め方やイメージを勤務校のそれに固定化させないための工夫である。これまでの活動を踏まえ、
学校評価が学校改善に資するためには、目標と評価項目は関連しているか、アンケート主義になっていない
か、数値（スケール主義）になっていないか、評価の結果を活用できているかが見直しのポイントであると
してまとめられた。
受講者のアンケート結果からは、学校評価の目的や役割、実施上の留意点などについて理解が促された旨
の回答が多く寄せられた。その一方で、演習の内容・指示が適切でなく、検討および協議の時間を十分に取
ることができなかったという課題が残った。
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ウ 考察：初期層教員を対象とした学校マネジメント研修プログラムの要件
上述の全プログラムに共通していたねらいは、いかに初期層教員の日常的な業務と組織マネジメントという
全校的な取り組みをつなぐかということへの意識づけにあったと言える。これは、他会場での管理職やミドル
を主対象にした研修とはプログラムテーマに用いる用語がそもそも異なるという点にも表れている。例えば、
本研修では、学校経営よりも学級経営・学年経営・教科経営という用語を用い、組織マネジメントではなく学校
評価という用語を用いた。内容の詳細に目を向けると、取り扱おうとしている内容そのものに大きな違いは無
い。むしろ全会場に通底する本研修プログラムのねらいの点から考えると、大きく異なることはできない。し
かし、初期層教員を対象にした、本研修プログラムでは、あえて抽象度が低いあるいは参加者が日常的に接し
ている用語を積極的に用いつつ、個別性よりも全体性の高いマネジメント活動への意識化を図ったと解釈する
ことが適当であろう。
これは言い換えると、個人の仕事と全員の仕事あるいは教育と経営が、学校という組織においては不可分な
関係にあることを意識化させる構成を全てのプログラムにおいて採用していたということである。ともすれば、
授業は教諭、マネジメントは管理職というように分断し捉えられることが多いが、それを統合的に捉えること
でカリキュラム・マネジメントは作動するのであり、そのようなつながりを組織的に仕組んでいくのが研究主
任の役割であり、そのつながりの適切さを確かめ組織活動を継続的に更新していくことが学校評価の意義なの
だというように、上述した各プログラムは連動しているという具合である。
教員のキャリアステップという側面から考えても、初期層にある教員がマネジメントという思考や用語で自
らの業務を捉え、そこでの役割期待を理解するということは難しい。マネジメントという感覚を獲得するには、
やはり一定の経験を不可欠とする部分があることは否めない。しかし同時に、学習指導要領にカリキュラム・
マネジメントの重要性が位置づけられ、教員集団の年齢構成比という点からも、現在初期層にある教員の多く
は、現在のミドル層よりもいち早く、ミドル的役割を校内で発揮することが求められる可能性が高い。その意
味で、初期層の教員には、近未来においてミドルリーダーとして活躍するために、その土台あるいは核となる
「マネジメント・マインド」
（学校の抱える業務を多面的・多角的・総体的に捉えながら、自らの役割を位置づ
けている思考や態度）について時間をかけて獲得してもらう必要があるのではないか。本研修プログラムのい
ずれも、そのような点で、学校での諸活動に関する参加者の思考を揺さぶる内容を多分に含むものであった。
以上から、初期層の教員を対象にした学校マネジメントの研修は、彼ら／彼女らが日常の業務で接している
場面・用語を入り口にしながら、それが学校全体の仕事につながる（意識的につなげる必要がある）ということ
を、理論的・政策的・実践的といった多面的アプローチによって、その基礎を涵養する内容を含む必要がある。
また方法論としては、できる限り近い教職経験年数にある参加者が、自らの実践や経験を出し合い、ピアとし
て学び合うことのできる方法を採用することが有効であることが、本研修からは示唆された。
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３ 各回の研修についての分析-受講者の声をもとに本プロジェクトは、前３セミナー（京都セミナー[３月]、東京セミナー、京都セミナー[８月]）で、簡易的な
アンケートをとり、それをもとに研修プログラムの改善に努めた。そして、後に行われた２セミナー（秋田セミ
ナー、鹿児島セミナー）にて、参加者の理解を測るアンケートを行い、本プログラムの有用性を測ることとした。
特に秋田セミナーは、管理職とミドルの教員用に研修プログラムを構成し、一部の講義を別室で行うことで、
管理職を対象とするプログラムとミドルの教員を対象とするプログラムの差別化を図った。また、鹿児島セミナ
ーは、初期層教員用に研修プログラムを構成した。
よってここでは、秋田セミナーと鹿児島セミナーの結果を示し、アンケートから得られた情報をもとに、今後
の各プログラムの在り方を総括として示す。
(1) 調査の概要
ア 実施主体
独立行政法人教職員支援機構
イ 調査対象
・管理職を対象とする研修プログラム･･････････････････････秋田セミナーに参加した管理職 23 名
・ミドルの教員を対象とする研修プログラム････････････････秋田セミナーに参加したミドルの教員 93 名
※便宜上 40 代以上の非管理職をミドルの教員と捉え調査した。
・初期層教員を対象とする研修プログラム･･････････････････鹿児島セミナーに参加した初期層教員 31 名
※便宜上 30 代以下の非管理職を初期層教員と捉え調査した。
ウ 調査日
・管理職を対象とする研修プログラム･･････････････････････2019 年 12 月 14 日秋田セミナー直後
・ミドルの教員を対象とする研修プログラム････････････････2019 年 12 月 14 日秋田セミナー直後
・初期層教員を対象とする研修プログラム･･････････････････2020 年 １月 22 日鹿児島セミナー直後
エ 調査方法
・満足度に関する項目････････････････････････････････････四つの選択肢からなる選択肢形式
・理解に関する項目･･････････････････････････････････････自由記述形式
オ その他
初期層教員を対象とするプログラムを実施した鹿児島セミナーでは、比較対象として、管理職とミドルの教
員にも受講していただいた。
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(2) 秋田セミナーのアンケート結果（管理職・ミドル対象）
ア 秋田セミナーに対する満足度について
受講者全員に各講義・演習に対する満足度を、４択の選択肢（とても良かった、良かった、あまり良くなかっ
た、良くなかった）で調査した。調査対象は管理職とミドルの教員である。下の表は、各講義・演習の満足度の
平均を表している。
（図表１－１）管理職の満足度
選択肢

とても良か 良かった

あまり良く 良くなかっ

った

なかった

各講義･演習の平均 (単位：人)
割 合

(単位：％)

7

計

9.4

1.6

0

2.0
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43.5

40.9

7.0

0

8.7

100

管理職の評価は比較的高く、84.4％の管理職が「とて
も良かった」
「良かった」と回答している。ただし、7.0％
が、
「あまりよくなかった」と回答しており、今後の改善

8.7

良かった

た

合

10.0

管理職の満⾜度(単位：％)
無回答
良くなかった 0
あまり良く
なかった

無回答

の必要性を感じる。評価が低い理由について、｢あまり良
とても
良かった

くなかった｣とした受講者の回答には明確に書かれてい

43.5

講者から、｢今回の講義を 90 分くらいかけて、じっくり

なかったが、｢とても良かった｣｢良かった｣と回答した受
とうかがいたいと思った｣という意見が多く寄せられた。

40.9

講義・演習の時間の短さが満足度を下げた一要因と考え
ることができる。
（図表１－２）ミドルの教員の満足度
選択肢

とても良か 良かった

あまり良く 良くなかっ

った

なかった

各講義･演習の平均 (単位：人)
割 合

(単位：％)
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合
計
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6.8

93

45.8

45.8

1.1
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7.3

100

ミドルの教員の満足度は管理職のそれより高く、

ミドルの満⾜度(単位：％)
無回答
良くなかった 0
7.3
1.1
あまり良く
なかった
良かった

無回答

91.6％が「とても良かった」
「良かった」と回答している。

とても
良かった
45.8
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イ 各講義・演習に対する理解について
講義Ⅰ（基調講演） 「教員の資質・能⼒の育成をめぐる今⽇的動向」
講師：千葉⼤学 特任教授 天笠 茂 ⽒

本講義は教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向を概観したのち、教職員に必要なカリキュラム・マネジメ
ント（以下カリマネ）に関する事項について講義形式で理解の向上を図ったものである。
その講義に対する質問「本講義によって、新たに知ったこと、又は考えが深まったことがあればお書きください。
」
の回答（自由記述）を類型化したもののなかから、特に回答が多かったものを（図表２－１）と（図表２－２）に
示す。
（図表２－１）講義Ⅰによる管理職の理解
a:ミドルリーダーの役割等に関する事項
b:授業改善とカリマネの関係
c:明確な資質・能⼒設定の意味
d:カリマネの実施者
e:教科等横断の視点の重要性
f:教職員の指導⼒向上の重要性
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（単位：％）

管理職が本講義から得られた一番の理解は、｢ミドルリーダーの役割等に関する事項｣である。管理職の、17.4％
がミドルリーダーの理解の深まりについてアンケートに記している。代表的な回答として「ミドルの位置づけにつ
いての考え方が参考になりました。
」というものがある。
また、｢授業改善とカリマネの関係｣や｢明確な資質・能力設定の意味｣に関する理解の深まりについて、13.0％の
管理職がアンケートにポジティブな意見を記述している。代表的な回答として、
「授業の質的改善を目指すために、
学校をマネジメントする必要があることをもう一度確認できた。
」
、
「今回の学習指導要領の改訂には、学校教育目
標の見直しなど、大規模な学校の意識改革が必要であると感じた。
」というものがある。
（図表２－２）講義Ⅰによるミドルの教員の理解
36.6

a:カリマネの実施者
b:授業改善とカリマネの関係
c:ミドルリーダーの役割等に関する事項
d:社会に開かれた教育課程とカリマネの関係
e:明確な資質・能⼒設定の意味
f:教職員の指導⼒向上の重要性
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4.3
4.3
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（単位：％）

ミドルの教員が本講義から得られた一番の理解は、｢カリマネの実施者｣に関するものである。代表的な回答とし
て「学校は管理職によって変わるもの、管理職の考えにより変化するという気持ちでいましたが、様々な立場で
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マネジメントをしていく。確かにその通りであり、年齢に関わらず、自分の立場でマネジメントをしていく必要性を
感じました。
」というものがある。一定数のミドルの教員は「カリマネは管理職がするもの」という認識にあると考
えられる。参加者の中にもそのように考えていた教員がいたと思うが、本講義を通して、
「カリマネは教職員全員が
関わるものである」という認識に変化したと考えられる。36.6％のミドルの教員が、自分もカリマネに関わっている
という認識に立てたことは、本講義の一番の成果であると考えられる。
また、｢授業改善とカリマネの関係｣について、24.7％のミドルの教員がアンケートに理解が進んだ旨を記述してい
る。代表的な回答として、
「カリキュラム・マネジメントについて、授業が既にマネジメントである。
」というものが
ある。
さらに、｢ミドルリーダーの役割等に関する事項｣について、19.4％のミドルの教員がアンケートに理解が進んだと
記述している。代表的な回答として、
「ミドルやカリキュラム・マネジメントは、その集団やその立場によって違う
ことについて考えが深まった。たとえ、２０代であってもミドルである場合もあるし、
（カリキュラム）マネジメン
トをする必要はあるのだと分かった。
」というものがある。
（図表２－３）｢カリマネの実施者｣に
関する記述をした受講者の割合
（％）

（図表２－２）に比べ（図表２－１）をみると、それぞれの項目の値
がそれほど高くない。ミドルの教員の理解が｢カリマネの実施者｣に偏っ
たのに対し、管理職の理解はばらつきが見られたためである。また、
「カ

40

リマネの実施者」について、管理職とミドルの教員の数値には、30 ポイ
30

ント程度の差が見られる（図表２－３）
。管理職は“カリマネは全職員
でするもの”という認識でいる反面、ミドルの教員は、今まで“カリマ

20

ネは管理職が行うもの”という認識でいたため、そのずれが生んだ結果
であると考えられる。

10
0
管理職

ミドルの教員

講義Ⅱ「学校改善をめざす組織マネジメント」
講師：茨城⼤学 准教授 照屋 翔⼤ ⽒

本講義は学校改善につながる組織マネジメントの在り方について、各職層の教職員に必要な事項について講義形
式で理解の向上を図ったものである。なお、この講義については、管理職とミドルの教員とで別室に分かれて受講し
てもらうことで、内容を違えて実施している。
この講義に対する質問「本講義によって、新たに知ったこと、又は考えが深まったことがあればお書きください。
」
の回答（自由記述）を類型化したものを（図表２－４）
（図表２－５）に示す。
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（図表２－４）講義Ⅱ(管理職用)による管理職の理解
65.2

a:組織マネジメントに関する事項
b:ミドルの働きに関する事項
c:PDCAの重要性
d:グランドデザインの重要性
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（単位：％）

本講義から得られた一番の理解としては、
「組織マネジメントに関する事項」である。管理職の、65.2％が組織マ
ネジメントについて理解が深まったとアンケートに記している。代表的な回答として「学校経営は組織マネジメント
がベースにならなければいけない。
」というものがある。
また、
「ミドルの働きに関する事項」について、34.8％の管理職がアンケートに記述している。代表的な回答とし
て、
「ミドルリーダーをこれまで、個人として捉えていたので、束にして層にして捉えるという考え方が勉強になっ
た。
」というものがある。続いて、｢PDCA の重要性｣、｢グランドデザインの重要性｣に関して理解を得たと記述する参
加者が多かった。
（図表２－５）講義Ⅱ(ミドル用)によるミドルの教員の理解
61.3

a:ミドルの働きに関する事項
b:組織マネジメントに関する事項
c:グランドデザインの重要性
d:ビジョンを共有することの意味
e:学校評価の活⽤⽅法
f:PDCAの重要性
g:教科等横断的に指導することの価値
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（単位：％）

本講義から得られた一番の理解は、
「ミドルの働きに関する事項」である。ミドルの教員の、61.3％がミドルリー
ダーの理解の深まりについてアンケートに記している。代表的な回答として「学校改善のために組織マネジメントす
る上で、ミドルリーダーのミドル・アップダウンマネジメントが重要である。
」というものがある。特に、ミドル・
アップダウンマネジメントに関する記述をしたミドルの教員は過半数を大きく超えており、参加者にとって非常に
有益な情報であったと考えられる。
その他、
「組織マネジメントに関する事項」
「グランドデザインの重要性」と続くが、
「ミドルの働きに関する事項」
と比べれば、その割合は圧倒的に少ない。それだけミドル・アップダウンマネジメントに関する講義が受講者を引き
つけたと考えられる。
管理職とミドルの教員とを比較すると、管理職は、
「組織マネジメントに関する事項」のポイントが最多となって
いるのに対し、ミドルの教員は「ミドルの働きに関する事項」のポイントが最多である。これは、職層に応じて別プ
ログラムで実施したことに要因があると考えられる。｢管理職を対象とするプログラム｣と｢ミドルの教員を対象とす
るプログラム｣で、その理解に優位な差が現れたことは成果の一つと考えられる。
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講義Ⅲ「特⾊ある学校作りとカリキュラム・マネジメント」
講師：千葉⼤学 特任教授 天笠 茂 ⽒
本講義は各学校の特色ある学校作りに関してカリキュラム・マネジメントが果たす役割について、各職層の教職員
に必要な事項について講義形式で理解の向上を図ったものである。なお、この講義については、管理職とミドルの教
員とで別室に分かれて受講してもらうことで、内容を違えて実施している。
この講義に対する質問「本講義によって、新たに知ったこと、又は考えが深まったことがあればお書きください。
」
の回答（自由記述）を類型化したものの一部を（図表２－６）
（図表２－７）に示す。
（図表２－６）講義Ⅲ(管理職用)による管理職の理解
39.1

a:教科等横断的な教育の重要性
b:ALとカリマネの関係
c:同僚性の価値
d:PDCAの重要性
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（単位：％）

本講義から得られた一番の理解は、
「教科等横断的な教育の重要性」である。管理職の、39.1％が教科等横断的な
教育について理解が深まったとアンケートに記している。代表的な回答として「教科等横断的な見方は、教材研究を
していく中で教科の奥底で、あるいは見方・考え方でつながっていることに気づくことができることだと思う。総合
的な学習の時間の内容の見直しが必要と思った。
」というものがある。
また、
「ＡＬ(アクティブ・ラーニング)とカリマネの関係」について、34.8％の管理職がアンケートに記述してい
る。代表的な回答として、
「カリキュラム・マネジメントとは授業の質を組織的に高めるための機能である、という
ことが大変分かりやすかった。
」というものがある。以降、｢同僚性の価値｣、｢PDCA の重要性｣の理解と続くが、先２
つの理解に比べるとその割合は少ない。
（図表２－７）講義Ⅲ(ミドル用)によるミドルの教員の理解
a:教科等横断的な教育の重要性

40.9

b:ALとカリマネの関係

21.5

c:資質・能⼒を可視化する有⽤性
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d:同僚性の価値

8.6

e:PDCAの重要性
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（単位：％）

本講義から得られた一番の理解は、
「教科等横断的な教育の重要性」である。ミドルの教員の、40.9％が教科等横
断的な教育に関してアンケートに記している。代表的な回答として「自校の教育目標を達成するために、各教科の連
携を密にし、
教科横断的な授業を構築していくことが大切であるということを再認識しました。
」
というものがある。
また、
「ＡＬ（アクティブ・ラーニング）とカリマネの関係」について 21.5％のミドルの教員がアンケートに記述
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している。代表的な回答として、
「理念の実現を図る手立てとして、３つの手立てがあることを知りました。アクテ
ィブラーニングとカリキュラム・マネジメントが、車の両輪のようなものであるという視点が新鮮でした。
」という
ものがある。以降、｢資質・能力を可視化する有用性｣、｢同僚性の価値｣、｢PDCA の重要性｣と続くが、先２つに比べて
その割合は少ない。
管理職対象の講義とミドルの教員対象の講義の大きな違いは、
｢すべての教職員の参加・参画｣の内容の有無にある。
今回はその違いが数値として現れなかった。その理由として、一つは両講義の共通部分の情報に価値を置く参加者が
多かったことが考えられる。また、｢すべての教職員の参加・参画｣は、共通部分の内容と非常に関連性の強い内容で
あり、その違いが言語としてアンケートの記述に現れなかったことも考えられる。

講義Ⅳ「授業改善とアクティブ・ラーニング −学習指導要領改訂と新たな学びの推進−」
講師：國學院⼤學 教授 ⽥村 学 ⽒

本講義は資質・能力ごとに分類された「深い学び」に関してその具体を示すことで、教職員に必要な深い学びを見
取る視点について、講義形式で理解の向上を図ったものである。
この講義に対する質問「本講義によって、新たに知ったこと、又は考えが深まったことがあればお書きください。
」
の回答（自由記述）を類型化したものの一部を（図表２－８）
（図表２－９）に示す。
（図表２―８）講義Ⅳによる管理職の理解

a:深い学びを起こす具体的な姿

47.8

b:知識レベルで考える深い学び
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（単位：％）

管理職が本講義から得られた一番の理解は、
「深い学びを起こす具体的な姿」である。管理職の 47.8％が具体的な
姿について理解が深まったとアンケートに記している。代表的な回答として「
『主体的・対話的で深い学び』につい
て、具体例を通すことで、初めてはっきりと理解できた。
」というものがある。
また、
「知識レベルで考える深い学び」について、21.7％の管理職がアンケートに記述している。代表的な回答と
して、
「私自身がイメージしていた知のネットワークを４パターンで示していただき、よりネットワークの構造の必
要性と効果を感じた。
」というものがある。
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（図表２－９）講義Ⅳによるミドルの教員の理解
a:知識レベルで考える深い学び
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b:深い学びを起こす具体的な姿

33.3

c:⼦供の学びを⾒取る重要性
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d:リフレクションの重要性
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（単位：％）

ミドルの教員が本講義から得られた一番の理解は、
「知識レベルで考える深い学び」である。ミドルの教員の 41.9％
が深い学びと知識の関連についてアンケートに記している。代表的な回答として「深い学びの子どもの姿、知識・技
能をつなぐイメージがはっきりした。
」というものがある。
また、
「深い学びを起こす具体的な姿」について 33.3％のミドルの教員がアンケートに記述している。代表的な回
答として、
「アクティブ・ラーニングを行っている子どもの思考がよく分かりました。
『深い学び』の定義を、子ども
の姿から教えて頂き、分かりやすかったです。
」というものがある。
その他に、
「子供の学びを見取る重要性」
「リフレクションの重要性」
「思考ツールの有用性」について記述をする
参加者が多かった。
管理職とミドルの教員の理解を比較すると、どちらも「深い学びを起こす具体的な姿」と「知識レベルで考える深
い学び」に関する理解が多く、大きな違いは認められない。若干の違いとして、ミドルの教員は｢リフレクションの
重要性｣や｢思考ツールの有用性｣等、直接的に授業に関わる内容の記述が見られた。
（図表２－10）は、管理職とミドルの教員のアンケートの記述をワードクラウドで表したものである。両方ともに
「具体例」や「つながり」
、
「ネットワーク」という言葉が並ぶことから、両者とも具体的な事例を通して深い学びの
見取りに関する理解を得ていると考えられる（本講義では深い学びを見取る際、知識同士のつながりと重ねて考える
ことを提案している）
。
また、
ミドルの教員には管理職のものにはみられない｢振り返る｣｢ツール｣という言葉があり、
授業者の立場から講義内容を理解しようとしていたことが考えられる。
（図表２－10）講義Ⅳによる管理職とミドルの教員のワードクラウド
ミドル

管理職

ユーザーローカル テキストマイニングツール（ http://textmining.userlocal.jp/ ）で分析
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演習「校内研修の改善による学校改⾰
−わが校の校内研修の何をどのように⾒直すか：校内研修プログラムの開発−」
講師：宮城教育⼤学 教授 本図 愛実 ⽒ 他

本演習は先の４つの講義を踏まえ、校内研修の改善点を考えるものである。なお、演習に当たっては、管理職グル
ープとミドルの教員グループとに分かれて実施している。
この演習に対する質問
「本演習を受講した後、
自校の校内研修の何をどのように見直したらいいと思いましたか。
」
の回答（自由記述）を類型化したものの一部を（図表２－11）
（図表２－12）に示す。
（図表２－11）演習による管理職の理解
a:深い学びの共有をする職員研修

19

b:教科等横断的な学びを推進する職員研修

19

c:組織的に⾏う職員研修

14.3
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（単位：％）

本演習から得られた一番の理解は、
「深い学びを共有する職員研修」である。管理職の 19％が深い学びに関する研
修の重要性についてアンケートに記している。代表的な回答として「学校として深い学びをどう捉えるかを共有す
る。
」というものがある。
また、
「教科等横断的な学びを推進する職員研修」について 19％の管理職がアンケートに記述している。代表的な
回答として、
「教科横断的な捉え方…個々の教員が教科横断的な視点から自教科を見て、単元構想を練ること、そう
することによって、授業は面白くなる。
」というものがある。
さらに、
「組織的に行う職員研修」について 14.3％の管理職がアンケートに記述している。代表的な回答として、
「学力向上について研究主任を中心にして、
組織的に取り組んでいくことを徹底していきたい。
」
というものがある。
（図表２－12）演習によるミドルの教員の理解
21.5

a:⼦供の姿から⾏う授業研究
b:学校のビジョンの共有をする職員研修
c:組織的に⾏う職員研修
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（単位：％）

本演習から得られた一番の理解は、
「子供の姿から行う授業研究」である。ミドルの教員の、21.5％が子供の学び
を見取る力量を高める研修の重要性についてアンケートに記している。代表的な回答として「やはり、子どもの姿が
大切だと思った。普段の授業で、そして、授業研究の中で、子どもを中心とした校内研修が必要だと思った。
」とい
うものがある。
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また、
「学校のビジョンの共有をする職員研修」について 16.1％のミドルの教員がアンケートに記述している。代
表的な回答として、
「学校教育目標を達成する為の校内研修という視点を持つ」というものがある。
さらに、
「組織的に行う職員研修」について 8.6％のミドルの教員がアンケートに記述している。代表的な回答と
して、
「研修成果の共有と、チームで行う意識を高めることが必要と思いました。改めて“つなぐ”ことを意識して
いきたいと思いました。
」というものがある。
管理職の結果（図表２－11）とミドルの教員の結果（図表２－12）を見ると、どちらも低い割合で上位３つの理解
が示されていることがわかる。これは、アンケートの記述が、かなり多岐にわたったためである。つまり、全体的に
演習が発散的に動いていたことが考えられる。講義内容を俯瞰したり、一つの解を全員で見付けたりという収束型の
演習とはならなかったが、その分講義内容を広く網羅して思考を巡らそうとしていたことが考えられる。
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(3) 鹿児島セミナーのアンケート結果（初期層教員対象）
ア 鹿児島セミナーに対する満足度について
受講者全員に各講義・演習に対する満足度を、４択の選択肢（とても良かった、良かった、あまり良くなかっ
た、良くなかった）で調査した。調査対象は初期層教員、比較対象の管理職・ミドルの教員である。下の表は、
各講義・演習の満足度の平均を表している。
（図表３－１）初期層教員の満足度
選択肢

とても良か 良かった

あまり良く 良くなかっ

った

なかった

各講義･演習の平均 (単位：人)
割 合

(単位：％)

計

11

0.5

0

1.5
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0

4.8

100

本セミナーの満足度は非常に高い。初期層教員の

初期層教員の満⾜度(単位：％)
4.8無回答

1.6
あまり良く
なかった

た

合

18

良くなかった

0

無回答

93.6％が「とても良かった」
「良かった」と回答している。

とても
良かった

良かった

58.1

35.5

（図表３－２）管理職・ミドルの教員の満足度
選択肢

とても良か 良かった

あまり良く 良くなかっ

った

なかった

各講義･演習の平均 (単位：人)
割 合

(単位：％)

7.1
あまり良く
なかった

計

7.3

1.5

0.3

1.8

21

48.8

34.5

7.1

1.2

8.3

100

比較対象の管理職・ミドルの教員の満足度も比較的高
く、83.3％が「とても良かった」
「良かった」と回答して

無回答

いる。
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（図表３－３）初期層教員と管理職・ミドルの教員の満足度の比較
初期層教員
管理職・ミドル
0%

20%

とても良かった

40%

良かった

60%

あまり良くなかった

80%
良くなかった

100%
無回答

初期層教員と管理職・ミドルの教員の満足度はどちらも高いものの、そこには 10 ポイント程度の差が見られ
る。それは、無回答率の差も若干は関係しているものの、多くは「あまり良くなかった」
「良くなかった」と回答
した受講者の差にある（図表３－３）
。その原因の一つに、演習時間の時間設定が考えられる。実際、満足度が低
かった教員の自由記述欄には、演習時間の短さに関する記述が記されていた。
イ 各講義・演習に対する理解について
講義Ⅰ（基調講演） 「教員の資質・能カの育成をめぐる今⽇的動向」
−学枝経営とカリキュラム・マネジメント⼊⾨−
講師：千葉⼤学 特任教授 天笠 茂 ⽒

本講義は教員の資質・能力の育成をめぐる今日的動向を概観したのち、特に初期層教員に必要なカリキュラム・
マネジメント（以下カリマネ）の基本的な事項について講義形式で理解の向上を図ったものである。
その講義に対する質問「本講義によって、新たに知ったこと、又は考えが深まったことがあればお書きくださ
い。
」の回答（自由記述）を、類型化したものが（図表４－１）である。
（図表４－１）講義Ⅰによる初期層教員の理解
a:カリマネの実施者

58

b:授業改善とカリマネの関係

39

c:学級経営とカリマネの関係

16

d:資質･能⼒とカリマネの関係

13

e:ﾐﾄﾞﾙﾘｰﾀﾞｰの重要性

6

その他
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（単位：％）

本講義から得られた一番の理解は、
「カリマネの実施者」である。58％の初期層教員が、理解が深まった旨をア
ンケートに記述している。代表的な回答として「カリキュラム・マネジメントは管理職や教務が関係あることだ
と思いましたが、自分にも関係があることを意識できました。
」というものがある。初期層教員に限らず、
「カリ
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（図表４－２）講義Ⅰの共起キーワード（初期層）

マネは管理職がするもの」と認識している教員が多いと思
われる（実際、秋田セミナーにおけるミドルの教員のアン
ケートからも、それをうかがわせる結果が得られた）
。参加
者の多くもそのように考えていたと思うが、本講義を通し
て、
「カリマネは教職員全員が関わるものである」という認
識に変化したと考えられる。約６割の初期層教員が、自分
もカリマネに関わっているという認識に立てたことは、本
講義の一番の成果であると考えられる。
また、授業改善とカリマネの関連について、39％の初期
層教員がアンケートに記述している。代表的な回答として、
「授業の質を改善していくためにカリキュラム・マネジメ
ントを行っていくのだ、ということを再認識できました。
」
というものがある。
（図表４－２）は、初期層教員が回答し
た記述の共起キーワードを示している。これを見ると、初
期層教員の記述の傾向として、
「カリキュラム」
「マネジメ
ント」
「授業」
「改善」の関連が強いことが分かる。このこと

からも、カリマネと授業改善の関連性について理解が深まったとする初期層教員が多かったと分析できる。
ユーザーローカル テキストマイニングツール（ http://textmining.userlocal.jp/ ）で分析

講義Ⅱ「ミドルリーダーヘの展望と期待−これからの学校におけるミドルリーダーシップ−｣
講師：岐⾩聖徳学園⼤学 教授 ⽟置 崇 ⽒

本講義は、先の講義Ⅰの総論を受け、特にミドルリーダーの役割等について理解を深めることを目的としている。
また、講義Ⅰが理論的な内容を多く含むことに対し、講義Ⅱは、その具体を示す位置付けにもなっている。
その講義に対する質問「本講義によって、新たに知ったこと、又は考えが深まったことがあればお書きください。
」
の回答（自由記述）を、類型化したものが（図表４－３）である。
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（図表４－３）講義Ⅱによる初期層教員の理解
a:学校改善の⽅法

55

b:ﾐﾄﾞﾙの重要性

26

c:ﾐﾄﾞﾙの定義

23

d:同僚性の重要性
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（単位：％）

受講者の理解として、
「学校改善の方法」を得ることができたというものが過半数を占めた。代表的な回答として
「学校を変えるのは、課題意識とアイディアであること。
」というものがあげられる。中にはさらに具体的な取組例
をあげ、
「自校でも実践したい」と記述する受講者もいた。本講義が具体を知ることで理解を深めることを目的とし
ていることと照らすと、目的を概ね達成していると考えられる。
また、ミドルリーダーの重要性について記述する受講者も多かった。代表的な回答として、
「ミドルリーダーに求
められることは、コミュニケーションを通じて、どのように周りを動かせていけるかということを学んだ。
」という
ものがあげられる。演題にもあるように、講義Ⅱのねらいには、ミドルリーダーの基礎的内容の理解も含まれる。ミ
ドルリーダーの重要性やその定義に関する記述が約 49％の初期層教員から得られたことからも、講義のねらいを概
ね達成していると考えられる。
一方で、初期層教員は講義を限られた視点から捉えている可能性があることが見えてきた。
（図表４－４）は、初
期層教員と、比較対象の管理職・ミドルの教員の回答の記述を、ワードクラウドで表したものである。初期層教員は
「ミドル」という言葉が前面に出ているのに対し、管理職・ミドルの教員は「学校経営」という管理職に関わる言葉
が強く出ている。また、その周囲には「ミドル」
「管理職」
「保護者」という用語もある。初期層教員がミドルリーダ
ーの立場から（もしくはその立場になったときを想定して）講義を理解したのに対し、管理職・ミドルの教員は、様々
な立場から講義を理解していたことが推測できる。
さらに、初期層教員には「具体例」
「具体」
「具体的」という用語が多く出現しているのに対し、管理職・ミドルの
教員のものは、そこまで多く出現していない。初期層教員は、講義中に提示した具体例そのものに価値を置いている
のに対し、管理職・ミドルの教員は、複数の具体例を関連付け、やや抽象化した情報として捉えていると推測できる。
（図表４－４）講義Ⅱのワードクラウド（左：初期層教員 右：管理職・ミドルの教員）

ユーザーローカル テキストマイニングツール（ http://textmining.userlocal.jp/ ）で分析
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講義・演習Ⅰ ｢学校経営・教科経営の考え⽅・進め⽅−学校教育⽬標との関係を探る−｣
講師：岐⾩聖徳学園⼤学 教授 ⽟置 崇 ⽒

本講義・演習は、前二つの講義を受けて、初期層教員の立場から教科経営等を学校教育目標の関連性から捉えなお
すことをねらいとしている。
その演習に対する質問「本講義・演習を受講した後、ご自身の学級経営や教科経営の何をどのように見直したらい
いと思いましたか。
」の回答（自由記述）を、類型化したものが（図表４－５）である。
（図表４－５）講義・演習Ⅰによる初期層教員の理解
35

a:課題意識等の明確化
29

b:思い込み業務の⾒直し
23

c:チームワークの重要性
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d:⼦供等の視点から学校改善を⾏う重要性
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受講者の理解として、初期層教員の 35％が「課題意識等の明確化」について理解が深まったことがあげられる。
代表的な回答として、
「困り感から→実態を把握することで課題を明確にする段階が大切だと思いました。
」というも
のがある。また、
「思い込み業務の見直し」や「チークワークの重要性」
、
「子供の視点からの学校改善を行う重要性」
を理解としてあげる参加者もいた。

講義・演習Ⅱ「学校評価を通した学校改善への貢献」
講師：茨城⼤学 准教授 照屋 翔⼤ ⽒

本講義・演習は、前三つの講義、演習を受けて、学校改善における学校評価の在り方を考える内容である。
その講義・演習に対する質問「本講義・演習を受講した後、学校改善に関して、どのように関わっていこうと思う
ようになりましたか。
」の回答（自由記述）を、類型化したものが（図表４－６）である。
（図表４－６）講義・演習Ⅱによる初期層教員の理解
a学校評価に関する事項
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bグランドデザインの重要性
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cＰＤＣＡの重要性
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(単位：％)
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初期層教員の 61％が学校改善における「学校評価に関する事項」について理解していることがあげられる。
代表的な回答として、
「学校評価を『しなければならないから、するもの』ではなく、
『改善に生かすためのも
の』にするために、時間・場を確保していく。
」というものがあげられる。また、自分の立ち位置に引き付けて
考える受講者もいた。代表的な回答として、例えば、
「評価を生かすための自分の在り方について考えられた。
係会などを行い、多くの意見を改善へと向ける場も作りたい。
」というものがあげられる。さらに、グランドデ
ザインとの関連で理解をしている受講者も 39％見られ、講義・演習のねらいは、ほぼ達成していると考えられ
る。
(4) 今後の各研修プログラムに関して
以上のアンケートの結果から、それぞれのプログラムは、その目的を概ね達成していたと考えられる。しかし、
各研修プログラムで見られた課題等から、今後の研修プログラム開発には以下の点に留意する必要があると考えら
れる。
ア 管理職を対象とする研修プログラム
秋田セミナー（管理職を対象とする研修プログラム）で管理職から多く出された改善に関する声として、講
義・演習の十分な時間の確保があげられる。特に演習の時間は、様々な視点から意見が出された結果、時間内に
作業が終わらないグループが多かった。管理職ともなると、日々の学びと経験の豊富さから、演習時の意見が
多岐にわたる可能性が高くなる。特に演習にかける時間は多めに設定するべきと考えられる。
また、管理職は自身の立場を踏まえて講義を聞いていることが、アンケートの記述から見えてきた。例えば
アクティブ・ラーニングに関する講義も、それをどのように自校の職員に広めるかという視点から聞いている
のである。研修プログラムを考える際は、その視点の違いも踏まえる必要があると考える。
イ ミドルの教員を対象とする研修プログラム
アンケートの結果より、特に「管理職の視点や考え方」に関する情報の提供が必要であることが見えてきた。
秋田セミナーでは管理職と同じ講義を受講したが、管理職とミドルの教員ではその理解に大きな差が見られた。
それは、立場の違いから生まれる視点の違いであると思われるが、ミドル・アップダウンマネジメントの実現
等を考えたとき、ミドルリーダーが管理職の学校全体を捉える視点や考え方を知ることは、有益なことである
と考えられる。
ウ 初期層教員を対象とする研修プログラム
初期層教員の特徴として、具体的事例が出されたとき、それ自体に価値を置くことが見えてきた。鹿児島セ
ミナー（初期層教員対象）では秋田セミナー（管理職・ミドルの教員対象）に比べて具体的事例を取り扱う時間
が多かったが、多くの参加者が、同様の実践を自校でも行いたいとするアンケートの記述が目立った。ちなみ
に、比較対象の管理職・ミドルの教員は、複数の具体的事例を関連付け、やや抽象的な情報として理解している
ことがアンケートの記述から見えてきた。初期層教員に対する研修プログラムを考える際は、具体的事例と抽
象度の高い情報との関連性を、より明確にしたうえで、研修プログラムを構築することが必要であると考える。
その他として、全プログラムに共通して残された課題が、各講義（演習）がつながらない点である。プログラム
の後半になればなるほど、前半の講義内容が生かされるのが理想的な形ではあるが、秋田セミナーも鹿児島セミナ
ーも、そのようにはなっていなかったと考えられる。講師間の情報共有が必要である。
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Ⅳ まとめ
１ プロジェクトのねらい
まずは、本プロジェクトのねらいについて、組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントの統合。学校のマ
ネジメントについて教育内容と方法と組織の相互の連関を通した全体的・構造的な理解。マネジメントに関わる従
来の層別研修の見直し。などがある。改めて確認しておきたい。
学校を率いていくにはビジョンやグランドデザインが欠かせない。それらを描くにあたって教育課程・授業・組
織の三者について一体的な把握が必要であり、これを基盤にしたリーダーシップの発揮が求められている。そのた
め、管理職には、リーダーシップの基盤づくりとして、組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントの両面を
関連させ統合させたマネジメントの理解を課題とした。
また、若手は授業、マネジメントに関する研修は中堅と管理職とに層別に分断して若手を遠ざけてきた研修のプ
ログラムやシステムの転換を課題とした。管理職はもとより中堅教員においても、さらには初期層といわれる若手
教員にとっても、教育と経営が学校という組織においては不可分な関係にあることを意識させることも課題とした。
これらの点をふまえ、全ての層の教員を対象にした研修プログラムの開発と試行に取り組むことにした。
２ 研修プログラムの共同開発者としての研修参加者
本プロジェクトでは、研修プログラムの開発にあたり研修参加者を共同開発者として位置付け、その声を重視し
て開発に反映させることに心がけた。
まずは、本研修プログラムの全体テーマとして、カリキュラム・マネジメントと組織マネジメントとの往還をね
らいにしたことに対して、受講後のアンケートには、これらについての言及が多くあり、その意図は一定程度達成
されたと受け止めた。
また、受講者アンケートを通して、カリキュラム・マネジメントについて、管理職やミドルにとどまるものでは
なく、授業など子ども達の指導に直接かかわる教員全員に求められる知識や技能でありマインドであることをはじ
め、当事者意識の必要性について理解が寄せられたこともふまえ、本研修プログラムがねらう意図が受け止められ
たととらえた。
その意味で、初期層の教員を主な対象にした研修では、授業や学級経営など日常的に用いている用語を積極的に
取り上げ、学校全体との関連について理論的にも実践的にも深く考察していく研修プログラムについて、参加者の
一定の理解が得られたととらえた。
その一方、それぞれの講義や演習について、ねらいがわかりにくいなど多岐にわたる意見も寄せられており、本
プロジェクトの評価に関わるデータとして生かし研修プログラムのさらなる見直しに反映させていきたい。
たとえば、学校規模や地域特性等も加味した内容を要望する声も聞かれた。しかし、学校規模別研修については、
このたびのプロジェクトでは及ばなかった課題の一つであり、今後に向けた検討課題として位置付けたい。また、
研修プログラムの演習の位置付けについてもどのような演習をいかに進めていけばよいかを含め、校内研修プログ
ラムの企画・立案について見直しを図っていきたい。
いずれにしても、研修参加者からのフィードバックを生かした研修プログラムの絶えざる見直しが欠かせない。
研修参加者が何を学んだかを重要な評価情報とする研修プログラム開発システムの探究も検討課題としたい。
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３ 時間の短さと研修講師の戸惑い
一方、本プロジェクトでは、６０分前後の講義と１００分前後の演習によって１日日程の研修プログラムを組み
立てた。この比較的短時間の研修時間について、研修講師から次のようないくつかのコメントがあった。
・60 分という限られた時間の中での研修でしたので、内容過多であった。
・協議への導入が冗長となってしまった。配分された時間から、校内研修論だけを提示し、受講者がマネジメント
の視点に到達するようにしてもよいかと考えた。
・
（比較的短時間では、
）受講者にとって理解が追いつかない／じっくりと考えることができないまま講義・演習が
進行してしまう可能性が高いと判断し、事前課題として提示し、当日はそれらの課題について解説を加えていく
方式を採用することにした。
このように、短い研修時間によって、研修講師は講義内容の精選や焦点化を迫られることになった。と同時に、
次のような示唆に富むコメントも残された。
・重要なことは全てを修得することではなく、当事者意識をもって組織マネジメントに向き合っていただくことで
す。
・演習の濃度をあげるためには、
「教えすぎない教師」になることが大切であり、そのためには、
（研修講師は、
）
自らの「確固とした研究知見の蓄積」がなければならない。
これからの研修の在り方を考える上で、まさに貴重なコメントということになる。
４ 研修講師間の連携・協働
また、研修講師は、リレー形式による研修プログラムへの対応にも迫られることになった。これまでの教員研修
の慣行として、あらかじめ指定された時刻と時間の枠内において、求められた知見を提供することが研修講師の果
たすべき役割であって、研修プログラム全体についての責任が問われることはなかった。別の言い方をするならば、
そういうものとして教員研修は長年なされてきたということになる。
これに対して、本プロジェクトでは、研修講師に互いの講義を聞き合うこととして同席を原則とし、そのことに
よって、それぞれの講義内容の焦点化をめざすとともに一日の研修の流れを生み出すことをめざした。
このことからして、各コマの重複を避けるために、講師は“本丸”の部分から話を始めることが求められ、互い
の連絡と調整が問われることになった。
その意味で、研修プログラムの企画に始まり実施・評価に至るまで、研修講師間の連携・協働をはかるコーディ
ネータの存在が重みをもってくることになった。コーディネータを中心とする研修講師チームの編成など、その在
り方を問うことが、本プロジェクト全体を通した成果の検証と密接にかかわると述べておきたい。
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䐟♫䜔ୡ⏺䛾≧ἣ䜢ᖜᗈ䛟ど㔝䛻ධ䜜䚸䜘䜚䜘䛔Ꮫᰯᩍ⫱䜢㏻䛨
䛶䜘䜚䜘䛔♫䜢䜛䛸䛔䛖┠ᶆ䜢ᣢ䛱䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜢䛧䛶䛭䛾┠ᶆ
䜢♫䛸ඹ᭷䛧䛶䛔䛟䛣䛸䚹
䐠䛣䜜䛛䜙䛾♫䜢䜚ฟ䛧䛶䛔䛟Ꮚ౪䛯䛱䛜䚸♫䜔ୡ⏺䛻ྥ䛝
ྜ䛔㛵䜟䜚ྜ䛔䚸⮬䜙䛾ே⏕䜢ษ䜚ᣅ䛔䛶䛔䛟䛯䜑䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨
㉁䞉⬟ຊ䛸䛿ఱ䛛䜢䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䛻䛚䛔䛶᫂☜䛧⫱䜣䛷䛔䛟䛣䛸䚹
䐡ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ᆅᇦ䛾ேⓗ䞉≀ⓗ㈨※䜢ά⏝䛧䛯䜚䚸
ᨺㄢᚋ䜔ᅵ᭙᪥➼䜢ά⏝䛧䛯♫ᩍ⫱䛸䛾㐃ᦠ䜢ᅗ䛳䛯䜚䛧䚸Ꮫᰯ
ᩍ⫱䜢Ꮫᰯෆ䛻㛢䛨䛪䛻䚸䛭䛾┠ᣦ䛩䛸䛣䜝䜢♫䛸ඹ᭷䞉㐃ᦠ䛧䛺
䛜䜙ᐇ⌧䛥䛫䜛䛣䛸䚹

Ꮫ䜃䛾㐣⛬䜢㉁ⓗ䛻㧗䜑䛶䛔䛟

䛂♫䛻㛤䛛䜜䛯ᩍ⫱ㄢ⛬䛃䛸䛔䛖⌮ᛕ

䕿ᨵゞ䛜㔜ど䛧䛯䛾䛿䚸ᩍ⫱䛾㉁ⓗ㌿䛷䛒䜚ᤵᴗ䛾
㉁䛾ᨵၿ䛷䛒䜛䚹䜑䛦䛩䛸䛣䜝䛿䚸Ꮫ⩦⪅䛾యᛶ䞉⬟
ືᛶ䜢ᘬ䛝ฟ䛧䛴䛴䚸῝䛔Ꮫ䜃䛾ᐇ⌧䛷䛒䜛䚹
䕿䛂▱㆑䞉ᢏ⬟䛃䛻䛸䛹䜎䜙䛺䛔䛂ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧
ຊ䛃䛾⫱ᡂ䜢㔜ど䛩䜛ᨵ㠉䛷䛒䜚䚸ᤵᴗᨵၿ䛾ồ䜑䚹
䚽⫱ᡂ䜢┠ᣦ䛩㈨㉁䞉⬟ຊ
୕䛴䛾ᰕ䛾䝞䝷䞁䝇䛾ྲྀ䜜䛯ᐇ⌧
䠄䠍䠅▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟䛜⩦ᚓ䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䠄䠎䠅ᛮ⪃ຊ䚸ุ᩿ຊ䚸⾲⌧ຊ➼䜢⫱ᡂ䛩䜛䚹
䠄䠏䠅Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䚸ே㛫ᛶ➼䜢ᾰ㣴䛩䜛䚹

䠉䛂యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䛃䛾ᥦ㉳䠉

э䛂⌧Ⅼ䛷䛿ീ䜒䛴䛛䛺䛔䛻ᚑ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜒ண䛥䜜䚸
ᖜᗈ䛔▱㆑䜢ᇶ䛻䚸᪂䛧䛔䜰䜲䝕䜰䜔ᵓ䜢⏕䜏ฟ䛫䜛ຊ䛜ᙉ䜏䛸
䛺䜛䚹䛃
䠄䛂䠎䠌䠐䠌ᖺ䛻ྥ䛡䛯㧗➼ᩍ⫱䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁䠄⟅⏦䠅䛃䠅

䕿➨4ḟ⏘ᴗ㠉
䞉➨1ḟ䠖Ẽᶵ㛵䛻䜘䜛ᕤᴗ
䞉➨2ḟ䠖㟁ຊ䛻䜘䜛㔞⏕⏘
䞉➨3ḟ䠖ሗ㏻ಙᢏ⾡㠉
䕿ඛ➃ᢏ⾡䛾㧗ᗘ䛸♫⏕ά䜈䛾ᾐ㏱
䞉䝡䝑䜾䝕䞊䝍
䞉AI䛺䛹䛾ᢏ⾡㠉᪂䛾㐍ᒎ
䕿 Society 5.0䠄㉸䝇䝬䞊䝖♫䠅
䞉⊁⊟♫ 䞉㎰ᴗ♫ 䞉ᕤᴗ♫ 䞉ሗ♫

䇾➨4ḟ⏘ᴗ㠉䇿,䇾Society 5.0䇿䛻䛴䛔䛶

䕺 䛣䜜䜎䛷ᩍဨ䛸䛧䛶᫆䛸䛥䜜䛶䛝䛯㈨㉁⬟ຊ䛻ຍ䛘䠈⮬ᚊⓗ䛻
Ꮫ䜆ጼໃ䜢ᣢ䛱䠈 ௦䛾ኚ䜔⮬䜙䛾䜻䝱䝸䜰䝇䝔䞊䝆䛻ᛂ䛨䛶ồ
䜑䜙䜜䜛㈨㉁⬟ຊ䜢⏕ᾭ䛻䜟䛯䛳䛶㧗䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛾䛷䛝䜛ຊ䜔䠈
ሗ䜢㐺ษ䛻㞟䛧䠈㑅ᢥ䛧䠈ά⏝䛩䜛⬟ຊ䜔 ▱㆑䜢᭷ᶵⓗ䛻⤖䜃䛴
䛡ᵓ㐀䛩䜛ຊ䛺䛹䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䕺 䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾どⅬ䛛䜙䛾ᤵᴗᨵၿ䠈㐨ᚨᩍ⫱䛾ᐇ䠈
ᑠᏛᰯ䛻䛚䛡䜛እᅜㄒᩍ⫱䛾᪩ᮇ䞉ᩍ⛉䠈䠥䠟䠰䛾ά⏝䠈Ⓨ㐩㞀
ᐖ䜢ྵ䜐≉ู䛺ᨭ䜢ᚲせ 䛸䛩䜛ඣ❺⏕ᚐ➼䜈䛾ᑐᛂ䛺䛹䛾᪂䛯
䛺ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛ຊ㔞䜢㧗䜑䜛䛣䛸䛜ᚲ せ䛷䛒䜛䚹
䕺 䛂䝏䞊䝮Ꮫᰯ䛃䛾⪃䛘䛾ୗ䠈ከᵝ䛺ᑓ㛛ᛶ䜢ᣢ䛴ேᮦ䛸ຠᯝⓗ䛻
㐃ᦠ䞉ศᢸ䛧䠈⤌⧊ⓗ䞉༠ാⓗ䛻ㅖㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ຊ䛾㔊ᡂ
䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹

䛣䜜䛛䜙䛾௦䛾ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛
㈨㉁⬟ຊ

䕿䛂➨୕ᮇᩍ⫱⯆ᇶᮏィ⏬䛻䛴䛔䛶䠄⟅⏦䠅䛃䠎䠌䠍䠔䠄ᖹᡂ䠏䠌䠅ᖺ䠏᭶䠔᪥
䞉➨䠏ᮇᩍ⫱⯆ᇶᮏィ⏬ 㛶㆟Ỵᐃ 䠎䠌䠍䠔䠄ᖹᡂ䠏䠌䠅ᖺ䠒᭶䠍䠑᪥

䕿䠎䠌䠏䠌ᖺ䛻ྥ䛡䛯ึ➼୰➼ᩍ⫱䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁
䛂ᗂ⛶ᅬ䚸ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫᰯཬ䜃≉ูᨭᏛᰯ䛾Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
➼䛾ᨵၿཬ䜃ᚲせ䛺᪉⟇➼䛻䛴䛔䛶䠄⟅⏦䠅䛃 䠎䠌䠍䠒䠄ᖹᡂ䠎䠔䠅ᖺ䠍䠎᭶䠎䠍
᪥

䕿䛂䠎䠌䠐䠌ᖺ䜢ぢᤣ䛘䛯Ꮫ㝔ᩍ⫱䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䠉♫䜢ඛᑟ䛩䜛ேᮦ䛾
⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛯య㉁ᨵၿ䛾᪉⟇䠉䠄ᑂ㆟䛾䜎䛸䜑䠅䛃 䠎䠌䠍䠕䠄ᖹᡂ䠏䠍䠅ᖺ䠍᭶
䠎䠎᪥

䕿䛂䠎䠌䠐䠌ᖺ䛻ྥ䛡䛯㧗➼ᩍ⫱䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁䠄⟅⏦䠅䛃 䠎䠌䠍䠔䠄ᖹᡂ䠏
䠌䠅ᖺ䠍䠍᭶䠎䠒᪥

䠎䠌䠏䠌䞉䠐䠌ᖺ䛻ྥ䛡䛯䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁

᥇

㣴

ᩍ⫋䛻ᚲせ
䛺⣲㣴

㈨㉁⬟ຊ
䛂䠐䛴䛾ᰕ䛃

༓ⴥ┴䞉༓ⴥᕷ䛾ᩍဨ➼⫱ᡂᣦᶆ

䕿ᤵᴗ䜢᰾䛻䛧䛯䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖

э䛂యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䛃䛾ᐇ⌧䜢䜑䛦䛩ᤵᴗᨵၿ
䛸ᐦ᥋䛺㛵䜟䜚

䕿ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺どⅬ䛻䜘䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛
䝆䝯䞁䝖䛾ᙉㄪ

䠘యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䠄䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䠅䠚
䠇
䠘䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠚

䕿⌮ᛕ䛾ᐇ⌧䜢䛿䛛䜛㌴䛾୧㍯

⌮ᛕ䛾ᐇ⌧䜢䛿䛛䜛㌴䛾୧㍯

Ϫ䠊ᤵᴗ䛾㉁ⓗᨵၿ䜢䜑䛦䛩

ϩ䠊▷ᮇ䞉୰ᮇ䞉㛗ᮇ䛾ぢ㏻䛧
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䖃➨1 䝴䝙䝑䝖䛂Ꮫᰯ䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᴫㄽ䛃
➨1 ❶䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁
➨2 ❶Ꮫᰯ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃ䛸⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᚲ
せᛶ
䖃➨2 䝴䝙䝑䝖䛂ෆእ⎔ቃ䛾ᢕᥱ䛸Ꮫᰯ䛾≉Ⰽ䛵䛟䜚䛃
➨3 ❶≉Ⰽ䛒䜛Ꮫᰯ䛵䛟䜚䛻ྥ䛡䛶䛾ㄢ㢟ᩚ⌮
➨4 ❶Ꮫᰯ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃศᯒ䛸ᑐ⟇䛾᳨ウ
䖃➨䠏䝴䝙䝑䝖䛂Ꮫᰯ⤒Ⴀ䝡䝆䝵䞁䛵䛟䜚䛃
➨5 ❶Ꮫᰯ⤒Ⴀ䛾䝡䝆䝵䞁䛵䛟䜚
䖃➨䠐䝴䝙䝑䝖䛂Ꮫᰯ⤒Ⴀ䝡䝆䝵䞁䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䛃
➨6 ❶ Ꮫᰯ⤌⧊㛤Ⓨ䛾ᒎ㛤

䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䜹䝸䜻䝳䝷䝮➼㛤Ⓨ㆟ 䠎䠌䠌䠐䠊䠏

䛂Ꮫᰯ⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䛃

䕿䜲䞁䜽䝹䞊䝅䝤ᩍ⫱ 䛻䛴䛔䛶

䕿䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᩍ⫱ 䛻䛴䛔䛶

䕿୰Ꮫᖺ䛻䛚䛡䜛እᅜㄒ䜈䛾ᑐᛂ
㧗Ꮫᖺ䛻䛚䛡䜛እᅜㄒ⛉

䕿≉ู䛾ᩍ⛉ 㐨ᚨ 䛻䛴䛔䛶

䠉䠎䠌䠍䠕ᖺᗘ䜢䛹䛖䛩䜛䠉

ᮏ᱁ᐇ䛻ྥ䛡䛶

эᰯෆ◊ಟ䛾䝬䝛䝆䝯䞁䝖

䠘䝔䞊䝬䠚
Ꮫᰯᨵၿ䜢䛿䛛䜛䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䛾⫱ᡂ
䠉䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䛾ๅ᪂䜢䜑䛦䛧䛶䠉
䕿䠐䛴䛾ᰕ
䞉≉Ⰽ䛒䜛Ꮫᰯ䛵䛟䜚䛸ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅ᡂ
䞉ᤵᴗᨵၿ
䞉㞟ྜయ䛛䜙⤌⧊య䜈䛾Ꮫᰯᨵၿ
䞉ᆅᇦ䛸䛾㛵ಀᵓ⠏

Ꮫᰯᨵၿ䜢䜑䛦䛩䝬䝛䝆䝯䞁䝖ຊ

ϫ䠊ᨵ䜑䛶䚸Ꮫᰯ䛻䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢

䞉䠍䠑䠖䠏䠌䡚䠍䠒䠖䠑䠑

≉Ⰽ䛒䜛Ꮫᰯ䛵䛟䜚䛸
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖
ᰯෆ◊ಟ䛾ᨵၿ

Ꮫᰯᨵၿ䜢䜑䛦䛩⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䞉䠍䠏䠖䠎䠌䡚䠍䠐䠖䠎䠌

䞉䠍䠐䠖䠎䠌䡚䠍䠑䠖䠎䠌

ᤵᴗᨵၿ䛸䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾
䞉䠍䠍䠖䠎䠌䡚䠍䠎䠖䠎䠌

ྜྠ䝉䝭䝘䞊䛾᪥⛬

䠘ᩍ⫱ᨵ㠉ᅜẸ㆟䠉ᩍ⫱䜢ኚ䛘䜛䠍䠓䛾ᥦ䠉
䠄䠎䠌䠌䠌ᖺ䠅䠚
䕿Ꮫᰯ䜔ᩍ⫱ጤဨ䛻⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾Ⓨ
䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛
Ꮫᰯ㐠Ⴀ䜢ᨵၿ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸⌧⾜యไ䛾䜎䜎
ᰯ㛗䛾ᶒ㝈䜢ᙉ䛟䛧䛶䜒䛝䛺ຠᯝ䛿ᮇᚅ䛷䛝䛺
䛔䚹Ꮫᰯ䛻⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾Ⓨ䜢ᑟධ䛧䚸ᰯ㛗
䛜⊂⮬ᛶ䛸䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢Ⓨ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹

䇾Ꮫᰯ䛻䛿䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜䛺䛔䇿䛸䛔䛖䛣䛸
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䛂㛤䛛䜜䛯Ꮫᰯ䛃䛸ᩍ⫱䛾ಶᛶ
䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᶵ⬟䛾ᙉ
䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ᶵ⬟䛾ᙉ
䜰䜹䜴䞁䝍䝡䝸䝔䜱䠄ㄝ᫂㈐௵䠅䛾☜ಖ
Ꮫᰯ⤌⧊ෆእ䛾ᩚഛ

1

䕕 䐣Ꮫᰯ䛾⌧≧䠄⎔ቃ䚸㈨※䠅䛻ᑐ䛩䜛ศᯒ

䕕 䐢Ꮫᰯ䛾ホ౯䚸䠬䠠䠟䠝䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䛸ᐇ㊶

7

䕕 䐡Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䚸䝭䝑䝅䝵䞁䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᐇ㊶

䕕 䐠㛵ಀἲ௧䛻ᑐ䛩䜛ᇶ♏ⓗ䛺⌮ゎ

䕕 䐟Ꮫᰯ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻ᑐ䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛸⌮ゎ

䡚䝏䜵䝑䜽䝫䜲䞁䝖䡚

4

Ꮫᰯ䜔ᩍ⫱ጤဨ䛻⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾
Ⓨ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛

ᨵၿ䜢ᚿྥ䛩䜛⤌⧊䜢䜛

z

2. ᩍ⫱ᨵ㠉ᅜẸ㆟ 17䛾ᥦ

䐟
䐠
䐡
䐢
䐣

1. Ꮫᰯ䛾⮬ᛶ䞉⮬ᚊᛶ

䡚2000
00ᖺ๓ᚋ䛾ᩍ⫱ᨵ㠉䡚
00

Ꮫᰯ䛻
ᰯ䛻
䛻䝬
䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜せㄳ䛥䜜䛯⫼ᬒ
䝬䝛
䝛䝆
䝛䝆䝯䞁䝖䛜せㄳ䛥䜜䛯⫼

takahide.kato.365@vc.ibaraki.ac.jp

ᢸᙜ䠖ຍ⸨ ᓫⱥ䠄ⲈᇛᏛ䠅

Ꮫᰯᨵၿ䜢䜑䛦䛩⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖

ㅮ⩏䞉₇⩦

Ꮫᰯᨵၿ䜢䛿䛛䜛䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䛾⫱ᡂ
䠉䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䛾ๅ᪂䜢䜑䛦䛧䛶䠉

– ⨨䛛䜜䜛⎔ቃ䛻䛚䛔䛶䚸
– Ꮫᰯ⤌⧊䛾ෆ䛸እ䜢
– 䛔䛛䛻䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻䜘䛳䛶ᶵ⬟䛥䛫䚸
– ၥ㢟䞉ㄢ㢟䛾ゎỴ䜢ᅗ䜚䚸
– ᩍ⫱䜢ྥୖ䛥䛫䛶䛔䛟䛛䚹

• ᩥ⛉┬䛂䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䜹䝸䜻䝳䝷䝮➼㛤
Ⓨ㆟䛃䠉ᇶᮏⓗ䛺䝔䞊䝬䠉

Ꮫᰯ⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ㄢ㢟

ᣦᑟせ㡿䛃䠅䛾⌮ゎ䛸⮬ᰯ䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟䛾㛵ಀ
8

䕕 䐨ᩍ⫱ᨵ㠉䠄䛂䝏䞊䝮Ꮫᰯ䛃䛂ാ䛝᪉ᨵ㠉䛃䛂᪂Ꮫ⩦

䕕 䐧༠ാᛶ䛾ᵓ⠏䛸ྠᛶ䛾⌧≧

䕕 䐦䝭䝗䝹䝸䞊䝎䞊䛾ᢤ᧻䚸⫱ᡂ䚸ά⏝

䕕 䐥ᩍဨ䛾㈨㉁ຊ㔞ྥୖ䝥䝷䞁

5

2

Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᚲせᛶ
䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻䛚䛡䜛䝃䜲䜽䝹䜔ホ౯䛾⪃䛘᪉
⌧≧ศᯒ䛸䝡䝆䝵䞁䛾ඹ᭷
༠ാᛶ䛾ᵓ⠏䚸3䛴䛾䜲䝯䞊䝆ඹ᭷
ᰯෆ◊ಟ䛾㔜せᛶ

䕕 䐤Ꮫᰯ䛾ᡓ␎䝡䝆䝵䞁䚸䜲䝯䞊䝆䛾ඹ᭷

•
•
•
•
•

䛿䛨䜑䛻

3

PDCA
A䝃䜲䜽䝹䚸ホ౯䛾ᶵ⬟

– 㐨ᚨ䛾ᩍ⛉
– ᑠᏛᰯⱥㄒ
– ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䠄䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖ㄢ㢟䠅

• ᪂䛯䛺ᩍ⫱ㄢ㢟䛻ᛂ䛘䜛

– 䛂Ꮫ⣭ᔂቯ䛃ၥ㢟
– ≉ูᨭᩍ⫱䛾䝙䞊䝈䛸ᑐᛂせㄳ䛾㧗䜎䜚
– ⱝᡭᩍဨ䛾ቑຍ

• Ꮫ⣭⤒Ⴀ䜢ᨭ䛩䜛

– 䛂Ꮫຊపୗ䛃䛾ၥ㢟
– PISAㄪᰝ䛾ᙳ㡪䚸ᅜᏛຊᏛ⩦ㄪᰝ䛾ᐇ

• Ꮫຊྥୖ䛾ㄢ㢟䛻ᛂ䛘䜛

9

6

ᩍ⫱䛾㉁䜢ಖド䛩䜛䚸䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾䛔䛳䛭䛖䛾ᚲせᛶ

䡚ෆእ䛛䜙䛾ㄢ㢟ゎỴ䛾せㄳ䛻ᛂ䛘䜛䛯䜑䛻䡚

Ꮫᰯ
ᰯ䝬
䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䝛䝆䝯䞁䝖
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z

z

άື䛾ホ౯

ḟᮇ䜈䛾ᫎ

CHECK

ACTION

13

10

16

䐟 ⤌⧊䛾ෆ㒊⎔ቃ䚸እ㒊⎔ቃ䜢ศᯒ䚸ྠ䛻
䛭䛾ቃ⏺䜢᳨ウ䛩䜛䛣䛸䚹
䐠 ᙉ䜏䠄䝇䝖䝻䞁䜾䝫䜲䞁䝖䠅䚸ᙅ䜏䠄䜴䜱䞊䜽䝫䜲
䞁䝖䠅䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䚹
䐡 ⤌⧊ෆእ䛾㈨※䛾㛵ಀ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛
䛣䛸䚹
䐢 ᐇ⾜⟇䛾ඃඛ㡰䜢Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䚹
䐣 ᐇ⾜⟇䛾ලయⓗ䛺ᐇ⾜ィ⏬䜢⟇ᐃ䛩䜛䛣䛸䚹

䠯䠳䠫䠰ศᯒ₇⩦ 䡚䝥䝻䝉䝇䛾≉ᚩ䡚
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ৡ؞ਠৡُभਛ॑ଳघॊ

z ः৾ल

z ൩ःभਔৄઐఌؚ๑ુؚથ

z ৾ಆभ৬ਙ
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َ৾लभংজग़ش३ঙথُ॑੭थؚ
উট७५॑ସपৈीॊఒ॑

άື䛾ᐇ

ලయⓗ䛺ᖺᗘィ⏬䛵䛟䜚

ᩥ⛉┬
䛂Ꮫᰯ⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䛃
䝔䜻䝇䝖䜘䜚

Ꮫᰯ䛾
ෆ㒊⎔ቃศᯒ

Ꮫᰯ⤒Ⴀ䛾䝡䝆䝵䞁䛵䛟䜚

Ꮫᰯ䛾
እ㒊⎔ቃศᯒ

D
O

P
L
A
N

Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ

Ꮫᰯ࠾ࡅࡿ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧࢡࣝ

–

–

–

•

•

11

17

14

ാ䛝᪉䚸ຊ㔞䛾㧗䜑᪉䚸䝽䞊䜽䝷䜲䝣䝞䝷䞁䝇
䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻䜘䜛䛂䜟䛛䜚䜔䛩䛔䛃䛂ື䛝䜔䛩䛔䛃䛂ാ䛝䜔䛩䛔䛃
⎔ቃ䜢ᨭ

ᩍ⫋ဨ୍ே୍ே

•

䠝䠟䠰䠥䠫䠪

ಖㆤ⪅䞉ᆅᇦ䚸Ꮫᰯホ㆟ဨ䚸Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯䛺䛹䚹
᥋⥆䛾䛒䜛Ꮫᰯ䚸࿘ᅖ䛾Ꮫᰯ䛸䛾㛵ಀ䠄ᗂ䞉ಖ䞉ᑠ䞉୰䞉㧗䞉䚸
≉ูᨭᏛᰯ䛺䛹䠅䛾㔜せᛶ䛜䛔䛳䛭䛖㧗䜎䛳䛶䛔䜛䚹

እ㒊䛸䛾㛵ಀ
•

┬
䠄ḟᮇ䛾ㄢ㢟䠅

ศᯒ䞉ホ౯

䠟䠤䠡䠟䠧

᪥䛾Ꮫᰯ䛿䚸ᤵᴗᩘ䞉⾜䛾☜ಖ䛺䛹䚸ከ䛟䛾ㄢ㢟䛷㐣ᐦ
䛺䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛒䜛䚹

ᩍ⫱ㄢ⛬ィ⏬
•

ㄢ㢟⩌

䠠䠫

䝇䜿䝆䝳䞊䝸䞁䜾䠄䝍䜲䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠅
䞁䜾䠄䝍䜲䝮 䝬
䛾㔜せᛶ

ண䛥䜜䜛
ḟᮇ䛾ㄢ㢟

ศᯒ䞉ホ౯

㛫㍈

ㄢ㢟⩌

ᡂᯝ

ィ⏬ẁ㝵䛷
᫂☜䛻䛩䜉䛝ෆᐜ

䠬䠨䠝䠪

㛫㍈䠄䝍䜲䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠅

ᡂᯝ

䛂䠬䠠䠟䠝䛃䛾䛂䠬䠄ィ⏬䠅䛃䛻䛚䛔䛶䛩䜉䛝䛣䛸
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ಔ২ి؞જਙ
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౸ৎਯ
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18

15
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䠝䛾䝍䝇䜽䜲䝯䞊䝆

䠞

䠝

ྠ䛨᪉ྥ䛾䇾䝧䜽䝖䝹䇿䜢ᣢ䛴䛸䛿䠛
ྥ䛾 䜽䝖䝹 䜢ᣢ

༠ാᛶ䛾ᵓ⠏䛸ᰯෆ◊ಟ䛾㔜せᛶ

ᡓ␎䛾䝡䝆䝵䞁䠄ᡓ␎䝬䝑䝥₇⩦䠅

吋呎呂呍
叻吸呎吏

22

19

25

ྛே䛾䝇䝖䞊䝸䞊䞉
䜲䝯䞊䝆䜢䛴䛺䛢䜛䚹

ᵝ䚻䛺䝍䝇䜽䠄䞉䜲䝯䞊䝆䠅
䜢ㄪᩚ䛧䚸ඹ᭷䛩䜛䚹
┠ᶆ䛻᮰䛽䚸᪉ྥ䛡䜛䚹

䝸䞊䝎䞊䛾ᙺ

䝂䞊䝹䜲䝯䞊䝆䛾ඹ᭷䜢ಁ㐍䛩䜛

༠ാᛶ䛾ᵓ⠏䛸䝸䞊䝎䞊䛾ᙺ

26

23

• ༠ാయ⣔㻔㼏㼛㼛㼜㼑㼞㼍㼠㼕㼢㼑㻌㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻕䛸䛿䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒୍䛴䛾᫂☜䛺┠ⓗ䛾䛯䜑䛻䚸ே௨
ୖ䛾ே䚻䛜ඹྠ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶≉ᐃ䛾⛛ᗎ䛒䜛㛵ಀ䛾䜒䛸䛻䛚䛛䜜䛶䛔䜛≀ⓗ䡡⏕
≀ⓗ䡡ಶேⓗ䞉♫ⓗᵓᡂせ⣲䛾」ྜయ䛷䛒䜛䚹
• ༠ാయ⣔䛾䛺䛛䛾୍䛴䛾య⣔䛷䛒䜚䚸䛂ே௨ୖ䛾ே㛫䛾༠ാ䛃䛸䛔䛖ゝⴥ䛾䛖䛱䛻
ᬯ♧䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䜢䛂⤌⧊䛃㻔㼛㼞㼓㼍㼚㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻕䛸䜆䚹
• 㻯䞉㻵䞉䝞䞊䝘䞊䝗 ⏣ᮡ➇┘ヂ 㻔㻝㻥㻡㻢㻕㻌㻌⤒Ⴀ⪅䛾ᙺ 䝎䜲䝲䝰䞁䝗♫䚸㻣㻞㡫

• ┠ᶆ䛾ඹ᭷
• ⤌⧊ᡂဨ䛾⮬ᛶ䞉⮬Ⓨᛶ
• ༠ຊ㛵ಀ䚸ᨭ㛵ಀ
• ⛛ᗎ䚸䝕䜱䝅䝥䝸䞁䚸䝹䞊䝹䚸ゎ

༠ാ䛾せ௳䠄༠ാᛶ䛾ᅾ䜚᪉䠅

20

• 䠏ᖺ㛫䜢༊ษ䜚䛸䛧䛶䚸䠏ᖺᚋ䛾Ꮫᰯ䛾ጼ䠄䝡䝆䝵䞁䠅䜢
ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾䠏䜹ᖺ䛾⤒Ⴀ䝇䝔䝑䝥䜢ᵓ䛩䜛䚹
• 䝭䝑䝅䝵䞁䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䚸䠯䠳䠫䠰ศᯒ䚸ᐇ⾜⟇᳨ウ䝅
䞊䝖䛺䛹䚸Ꮫᰯ⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䛷⏝ព䛥䜜䜛ᵝ
䚻䛺䝒䞊䝹䛷ᑟ䛝ฟ䛧䛯⤖ᯝ䜢⏝䛔䛶⾜䛖䚹
• ⮬ᰯ䛾⤒Ⴀィ⏬䚸Ꮫᰯホ౯䛺䛹䚸ලయ䜢ཧ↷䛩䜛䚹
• Ꮫᰯ䛾⌮ⓗ䛺ጼ䚸ồ䜑䜙䜜䜛ຊ䜔᮲௳䚸⥲䛨䛶䝡䝆
䝵䞁䛸䛺䜛䝰䝕䝹䜢ཧ⪃䛻䛩䜛䚹
• 䜲䝯䞊䝆䜔ලయⓗ䛺ㄢ㢟䜢ඹ᭷䛩䜛䛯䜑䛾䡿䢚䡤䡹䡲䡫䡸䡪
䢙䚸ᴫᛕᅗ䛵䛟䜚䜢⾜䛖䚹

䠄ᩍ⫋ဨᨭᶵᵓ䚸ᪧ䞉ᩍဨ◊ಟ䝉䞁䝍䞊䛷ᐇ䠅

ᡓ␎䝬䝑䝥₇⩦䛾䠄䛾⤂
ᡓ␎䝬䝑䝥₇⩦䛾䠄䛾⤂䠅

24

27

• 䝂䞊䝹䚸䝇䝖䞊䝸䞊䚸䝍䝇䜽䛿┦䛻㛵㐃䚸㔜䛺䜛㒊ศ䜒ከ䛔䚹

– Ꮫᰯ䛾ᖺ㛫ィ⏬䚸ྛᏛᮇ䞉ྛ⠇➼䛾ィ⏬
– ᰯෆ◊✲䞉◊ಟ䛾ᖺ㛫ィ⏬
– ྛㄢ㢟㡿ᇦ䛸䛾㛵㐃

• 䝇䝖䞊䝸䞊䜲䝯䞊䝆

– ྛᩍ⛉䚸ྛᏛᖺ䝺䝧䝹䛾ᤵᴗ㛤Ⓨ䚸ᨵၿ䚸බ㛤䚸༠㆟➼
– ᖺ㛫ᤵᴗィ⏬䚸༢ඖィ⏬➼䛾㛤Ⓨ

• 䝍䝇䜽䜲䝯䞊䝆

– ⟶⌮⫋䜢୰ᚰ䛻䛧䛺䛜䜙

• 䝂䞊䝹䜲䝯䞊䝆

䠅䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾䛯䜑䛾䜲䝯䞊䝆ㄪ㐩
䛸ඹ᭷䚸ㄢ㢟䛾タᐃ䡚䝭䝗䝹䝸䞊䝎䞊䛻䜘䜛ศᢸ

– ㄢ㢟䜢㐙⾜䛩䜛䛯䜑䛾ᢏ⾡䜔᪉ἲ䛿䠛䇾䝍䝇䜽䞉䜲䝯䞊䝆䇿
– ㄢ㢟䛾㐩ᡂ䛻ᚲせ䛸䛺䜛ሗ䜔▱㆑䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛛䠛

• 䝇䝖䞊䝸䞊䚸䝅䝘䝸䜸䛾䛺䛛䛷䛾ᡭ❧䛶䜔᪉⟇

– 䛹䛾䜘䛖䛺㐨➽䛷䛭䛣䜎䛷䛯䛹䜚╔䛣䛖䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛛䠛
– ྲྀ䜚ᚓ䜛㐨➽䛿䚸䜋䛛䛻䛒䜛䛾䛛䠛䛹䜜䛰䛡䛒䜛䛾䛛䠛
– ேⓗ䞉≀ⓗ䛺ෆእ㈨※䛾㊊䜔ㄪ㐩䛿䠛
– 䝍䜲䝮䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛿䠛
– ண䛥䜜䜛ᅔ㞴䜔㞀ᐖ䛿䠛

• ┠ᶆ㐩ᡂ䜎䛷䛾䝇䝖䞊䝸䞊䚸䝅䝘䝸䜸 䇾䝇䝖䞊䝸䞊䞉䜲䝯䞊䝆䇿

– 䝡䝆䝵䞁䛿䚸⌮䛾ጼ䛷䛒䜚䚸฿㐩䛩䜉䛝┠ᶆ䚸䝂䞊䝹䚹
– 䛝䛺䝭䝑䝅䝵䞁䜢᭷䛩䜛⤌⧊䛻䛸䛳䛶䛿䚸䜂䛸䛴䛾䇾䝂䞊䝹䞉䜲䝯䞊䝆䇿
䛷䛒䜛䚹䜎䛛䛺ጼ䛷䛒䜚䚸䛒䜛᪉ྥ䛻䛝䛟䇾䛭䜃䛘䜛ᒣ䇿䛷䛒䜛䚹

• 䝡䝆䝵䞁䚸┠ᶆ䜢ඹ᭷

䝡䝆䝵䞁ඹ᭷䛛䜙ᐇ⾜䜎䛷䛾䇾䜲䝯䞊䝆ඹ᭷䇿

ᡓ␎䝬䝑䝥₇⩦
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䐥 䛣䛖䛧䛯༠ാᛶ䛸䛸䜒䛻䚸⣲ᮔ䛺ព䛷䛾ᩍဨ㛫䛾ྠᛶ䛜ᨭ
䛘䛷䛒䜚䚸㔜せ䛸䛺䜛䚹
29

䐤 ┠ᶆ䜢ඹ᭷䛧䛺䛜䜙䚸䛔䛾⪃䛘䜔㛵ᚰ䜢⌮ゎ䛧䚸ᨭ䛘ྜ䛔䞉ຓ
䛡ྜ䛖䛣䛸䛷䚸ᙉ䜏䞉䝯䝸䝑䝖䜢ᘬ䛝ฟ䛧䚸䝕䝯䝸䝑䝖䜢ῶ䛨䜛䚹

䐣 䛧䛛䛧䚸䛭䜜䜖䛘䛻┠ᶆ㐩ᡂ䠄䝂䞊䝹䞉䜲䝯䞊䝆䠅䜎䛷䛾䝥䝻䝉䝇
䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉䜒ከᵝ䛷䛒䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹䠄䝕䝯䝸䝑䝖䛾ᜍ䜜䠅

䐢 ከᵝ䛺ㄢ㢟䛻ᛂ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛯䜑䛻䚸ከᵝ䛺⤒㦂䚸ᑓ㛛ᛶ
䜢ᣢ䛱ྜ䜟䛫䛯ᩍ⫋ဨ䛜䛔䜛䚹䠄ᙉ䜏䞉䝯䝸䝑䝖䠅

䐡 䝍䝇䜽䞉䜲䝯䞊䝆䛿䚸ᚓព䞉ᚓព䚸⯆䞉㛵ᚰ䛾᭷䜛↓䛧䚸ᑓ㛛
ᛶ䛾㐪䛔䛻䜘䛳䛶䜒䚸ᣢ䛱᪉䛜␗䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹

䐠 䝇䝖䞊䝸䞊䞉䜲䝯䞊䝆䛿䚸ᙺ䜔❧ሙ䛻䜘䛳䛶䜒䚸䜻䝱䝸䜰䜔⤒㦂
䛻䜘䛳䛶䜒䚸ᣢ䛱᪉䛜␗䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹

䐟 䛚䛚䜎䛛䛺䝂䞊䝹䞉䜲䝯䞊䝆䛾ඹ᭷䛿䚸ᚲせ䛷䛒䜛䚹

༠ാᛶ䛾ᵓ⠏䡚䛭䛾ᚲせᛶ䛸⪃䛘᪉䡚

30

• Ꮫᰯ䛜䚸ෆእ䛛䜙䛾ㄢ㢟ゎỴ䛾せㄳ䛻ᑐ䛧䚸ຠ
ᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛻ᛂ䛘䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜ᚲ
せ䛷䛒䜚䚸㔜せ䛷䛒䜛䚹
• 䇾ᨵၿ䛩䜛䞉Ⰻ䛟䛩䜛䇿䛯䜑䛻䛿䚸┠ᶆタᐃ䛸ホ౯
䛜㔜せ䛷䛒䜛䛜䚸≉䛻䝃䜲䜽䝹䜔ホ౯䛾⪃䛘᪉
䜢ᨵ䜑䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹
• ᤵᴗ䛾ྥୖ䚸ᩍᖌ䛾ຊ㔞ྥୖ䚸䛭䛧䛶䜹䝸䜻䝳䝷
䝮䛾ྥୖ䜢ᐇ⌧䛩䜛䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛚
䜚䚸䛸䜚䜟䛡ᰯෆ◊ಟ䛜㔜せ䛸䛔䛘䜛䚹

䜎䛸䜑
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䛂ఱ䜢ᩍ䛘䜛䛛䛃

ĺ䛂ఱ䜢ᩍ䛘䜛䛛䛃䜢๓ᥦ䛸䛧䛯⥲๎䛾ᢤᮏⓗᨵၿ

•䛂ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻ఱ䛜ᚲせ䛛䛃

•䛂ఱ䛜㌟䛻䛔䛯䛛䛃

• 䛂Ꮚ౪୍ே୍ே䛾Ⓨ㐩䜢䛹䛾䜘䛖䛻ᨭ䛩䜛䛛䛃

• 䛂䛹䛾䜘䛖䛻Ꮫ䜆䛛䛃

• 䛂ఱ䜢Ꮫ䜆䛛䛃

• 䛂ఱ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛛䛃

2-4.ᯟ⤌䜏䛾ぢ┤䛧

⏕厯召ຊ

యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖

ᯟ⤌䜏䛾ぢ┤䛧

2-1.᪂䛧䛔Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾⌮ᛕ䠄୰ᩍᑂ2016䜘䜚䠅

ර ᗜ ᩍ ⫱  Ꮫ  Ꮫ 㝔
Ᏻ⸨ ⚟ග䠄䛒䜣䛹䛖䜘䛧䜏䛴䠅
y a n d o @ h y o g o - u . a c . j p

≉Ⰽ䛒䜛Ꮫᰯ䛵䛟䜚䛸
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖

❧㤋Ꮫᩍ⫋Ꮫ㝔䞉ᩍ⫋ဨᨭᶵᵓྜྠ䝉䝭䝘䞊
20190303@❧㤋Ꮫ ᮒ㞛䜻䝱䞁䝟䝇

♫双㛤厭䜜叀ᩍ⫱ㄢ⛬

᪥ᮏ䛾ᩍ⫱䛾⌧ᅾ
᪂䛧䛔Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾ᴫ␎
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛸䛿ఱ䛛䠛
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾せㅉ䚸䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯
ᩍ⛉䜢㉺䛘䜛ヨ䜏䛾ྍ⬟ᛶ

䛂Ꮫຊㄽ䛾ᖜ䛺ᣑᙇ䛸ๅ᪂䛃

ዉ㡲2017䚸p.37

䠙䛹䛾䜘䛖䛻♫䛸㛵䜟䜚䚸䜘䜚䜘䛔ே⏕䜢㏦䜛䛛

㛫ᛶ➼䛃䛾ᾰ㣴

• Ꮫ䜃䜢ே⏕䜔♫䛻⏕䛛䛭䛖䛸䛩䜛䛂Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䞉ே

䛾⫱ᡂ䠙⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䞉䛷䛝䜛䛣䛸䜢䛹䛖䛖䛛

• ᮍ▱䛾≧ἣ䛻䜒ᑐᛂ䛷䛝䜛䛂ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䛃

䛂άື䛒䛳䛶Ꮫ䜃䛺䛧䛃䛿NG
ᒣ㎶2017

䜰䜽䝔䜱䝤䠖䛂⬟ືᛶ䛃䛂䜲䝙䝅䜰䝔䜱䝤䛃䛂ព䛾ᐇឤ䛃

䠙ྛᩍ⛉䛾䛂ぢ᪉䞉⪃䛘᪉䛃䜢⏕䛛䛧䛶䚸▱㆑䛾㛵㐃䛡

• ῝䛔Ꮫ䜃

䠙Ꮚ䛹䜒ྠኈ䛾༠ാ䚸ே䛸䛾ᑐヰ䚸ඛே䛾⪃䛘䛾⌮ゎ

• ᑐヰⓗ䛺Ꮫ䜃

䠙Ꮫ⩦䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䚸⮬ᕫ䛾䜻䝱䝸䜰䛸䛾㛵㐃䚸䜅䜚㏉䜚

• యⓗ䛺Ꮫ䜃

䠙ఱ䜢⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛛䚸ఱ䛜䛷䛝䜛䛛

2-6.యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䠄䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䠅

• ⏕䛝䛶ാ䛟䛂▱㆑䞉ᢏ⬟䛃䛾⩦ᚓ

• ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ᆅᇦ䛾ேⓗ䞉≀ⓗ㈨※䜢ά⏝
䛧䛯䜚䚸ᨺㄢᚋ䜔ᅵ᭙᪥➼䜢ά⏝䛧䛯♫ᩍ⫱䛸䛾㐃ᦠ䜢
ᅗ䛳䛯䜚䛧䚸Ꮫᰯᩍ⫱䜢Ꮫᰯෆ䛻㛢䛨䛪䛻䚸䛭䛾┠ᣦ䛩䛸䛣
䜝䜢♫䛸ඹ᭷䞉㐃ᦠ䛧䛺䛜䜙ᐇ⌧䛥䛫䜛䛣䛸

• 䛣䜜䛛䜙䛾♫䜢䜚ฟ䛧䛶䛔䛟Ꮚ౪䛯䛱䛜♫䜔ୡ⏺䛻
ྥ䛝ྜ䛔㛵䜟䜚ྜ䛔䚸⮬䜙䛾ே⏕䜢ษ䜚ᣅ䛔䛶䛔䛟䛯䜑䛻ồ
䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛸䛿ఱ䛛䜢䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䛻䛚䛔䛶᫂☜䛧
⫱䜣䛷䛔䛟䛣䛸

• ♫䜔ୡ⏺䛾≧ἣ䜢ᖜᗈ䛟ど㔝䛻ධ䜜䚸䜘䜚䜘䛔Ꮫᰯᩍ⫱
䜢㏻䛨䛶䜘䜚䜘䛔♫䜢䜛䛸䛔䛖┠ᶆ䜢ᣢ䛱䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜢
䛧䛶䛭䛾┠ᶆ䜢♫䛸ඹ᭷䛩䜛䛣䛸

2-3.♫䛻㛤䛛䜜䛯ᩍ⫱ㄢ⛬䛸䛿

䛭䛾䜹䜼䜢ᥱ䜛䛾䛿䜹䝸䜻䝳䝷䝮

⌧௦䛿ᆅᇦ䠄Ꮫᰯ䠅᭱㐺䛾ᩍ⫱䜢ᵓ䛩䜛௦

つไ⦆㊰⥺䠙䛂⮬ᚊ䛃䛸䛂≉Ⰽ䛃

• ➨୕䛾ᨵ㠉䠖ୡ⣖ᮎ䠉ᩍ⫱䛾㉁ಖ㞀䚸ᆅ᪉ศᶒ䛾ᩍ⫱

• ➨䛾ᨵ㠉䠖ᡓᚋ䠉ᡓ๓䜈䛾┬䚸Ẹ⩏䛾ᩍ⫱

• ➨୍䛾ᨵ㠉䠖᫂⥔᪂䠉ᩍ⫱䛾㏆௦䚸ᐩᅜᙉර䛾ᩍ⫱

1.᪥ᮏ䛾ᩍ⫱䛾⌧ᅾ䠄ᩍ⫱ᨵ㠉䛾Ṕྐ䠅

2-5.㈨㉁⬟ຊ䛾3䛴䛾ᰕ䠄⏕䛝䜛ຊ䛾⌮ᛕ䛾ලయ䠅

䛂▱㆑䞉ᢏ⬟䛃䛂ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ䛃
䛂యⓗ䛻Ꮫ⩦䛻ྲྀ䜚⤌䜐ែᗘ䛃
䠄Ꮫᩍἲ➨30᮲2㡯䠅

ኚ䛾⃭䛧䛔䛣䜜䛛䜙䛾♫䜢⏕䛝䜛䛯䜑䛻
ᚲせ䛺ຊ

☜䛛䛺Ꮫຊ䠖ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑䞉ᢏ⬟䜢⩦ᚓ䛧䚸䛭䜜䜙䜢ά⏝䛧䛶䚸
⮬䜙⪃䛘䚸ุ᩿䛧䚸⾲⌧䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᵝ䚻䛺
ၥ㢟䛻✚ᴟⓗ䛻ᑐᛂ䛧䚸ゎỴ䛩䜛ຊ
㇏䛛䛺ே㛫ᛶ䠖⮬䜙䜢ᚊ䛧䛴䛴䚸ே䛸䛸䜒䛻༠ㄪ䛧䚸ே䜢
ᛮ䛔䜔䜛ᚰ䜔ឤື䛩䜛ᚰ䛺䛹䛾㇏䛛䛺ே㛫ᛶ
ᗣ䞉యຊ䠖䛯䛟䜎䛧䛟⏕䛝䜛䛯䜑䛾ᗣ䜔యຊ

2-2.⏕䛝䜛ຊ䛸䛿

1.
2.
3.
4.
5.

0䠊ᮏ᪥䛾䛚ရ᭩䛝
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• 1996䠄ᖹᡂ8䠅ᖺ୰ᩍᑂ⟅⏦䛂21ୡ⣖䜢ᒎᮃ䛧䛯ᡃ䛜ᅜ䛾
ᩍ⫱䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃䞉䞉䞉䛂䜖䛸䜚䛃䛂⏕䛝䜛ຊ䛃
• 1998䠄ᖹᡂ10䠅ᖺ୰ᩍᑂ⟅⏦䛂ᚋ䛾ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ䛾ᅾ
䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃䞉䞉䞉䛂Ꮫᰯ䛾⮬ᛶ䞉⮬ᚊᛶ䛾☜❧䛃
• ྠᖺᩍㄢᑂ⟅⏦䛂ᗂ⛶ᅬ䚸ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫᰯ䚸
┣Ꮫᰯ䚸⫏Ꮫᰯཬ䜃㣴ㆤᏛᰯ䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᇶ‽䛾ᨵၿ
䛻䛴䛔䛶䛃䞉䞉䞉䛂⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫䛃
• 2003䠄ᖹᡂ15䠅ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿୍㒊ᨵṇ䞉䞉䞉᭱పᇶ‽
ĺᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽䛾⥘䜢᰾䛸䛧䛯Ꮫᰯ㔞ᶒ䛾ᣑ
䠙≉Ⰽ䛒䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮㛤Ⓨ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯Ꮫᰯ⤒Ⴀ
ĺ䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻䜒䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾どⅬ䛜ᚲせྍḞ

• ᩍ⫱ㄢ⛬䠙䛂ᩍ⫱ィ⏬䛃䜢ᣦ䛩ゝⴥ䚸䝨䞊䝟䞊䝥䝷䞁

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

㧗➼Ꮫᰯ䛾䛂ಖ䛃䛸䛂ᐙᗞ⛉䛃䛾ᩍ䛘䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛜䜘䛟
㔜䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛂㣗䛸ᗣ䛃䜔䛂㟷ᖺᮇ䞉ᡂᖺᮇ䞉ኊᖺᮇ
䞉⪁ᖺᮇ䛾ᗣ䛃䛂⤖፧䛸ฟ⏘䛃➼䚻䛚䛔䛻䛹䛣䜢ᩍ䛘䛶
䛔䜛䛣䛸䛺䛹ヰ䛧ྜ䛖䛣䛸䜒䛺䛟䚸⏕ᚐ䛜䛂ྠ䛨䛸䛣䜝䛜䝔䝇䝖
⠊ᅖ䛷Ⰻ䛛䛳䛯…䛃➼ヰ䛧䛶䛔䜛䛛䜙ศ䛛䜛䛣䛸䜒ከ䛔䛷
䛩䚹
䠄㧗➼Ꮫᰯಖయ⫱⛉䠅

ᩘᏛ䛸⛉Ꮫ䛾ᤵᴗ䛾䛣䛸䛷䛩䛜䚸䚸ᑡ䛧Ẽ䛻䛺䛳䛶䛔䜛
䛾䛿䚸䛂㓟䞉ሷᇶ䛃䛾䛸䛣䜝䛾pH䛷䛩䚹䛂⛉Ꮫᇶ♏䛃䛷ྲྀᢅ䛖
pH䛿ᩘ್䛾䜏䛷䛺䛬pH7䛜୰ᛶ䚸pH䠘7䛜㓟ᛶ䚸pH䠚7
䛜ሷᇶᛶ䛻䛺䜛䛛䛿ㄝ᫂䛧䜎䛫䜣䚹⌮⏤䛿pH䛜ᑐᩘィ⟬
䛷ồ䜑䜛䜒䛾䛰䛛䜙䛷䛩䚹ᑐᩘ䛿䚸ᩘᏛB䛷ᢅ䛖䛾䛷䛂⛉Ꮫ
ᇶ♏䛃䜢1ᖺ⏕䛷ᒚಟ䛩䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸⤯ᑐ䛻↓⌮䛷䛩䚹
䛯䛰䚸Ꮫᇶ♏䛿ᩥ⣔䜈㐍䜐⏕ᚐ䜒䝉䞁䝍䞊䛷⏝䛩䜛
ሙྜ䜒䛒䜛䛾䛷䛒䜎䜚῝ධ䜚䛷䛝䜎䛫䜣䚹
䠄㧗➼Ꮫᰯ⌮⛉䠅

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

3-8.ᩍ⛉ᶓ᩿䛻㛵䛩䜛㧗ᰯᩍဨ䛾ᝎ䜏䠄2䠅

䛾䜘䛖䛺ィ⟬䛜ฟ䛶䛝䜎䛩䚹䛣䜜䛿ᩘᏛ䛷䛿ᚋ䛻Ꮫ⩦䛩䜛
䜘䛖䛷⏕ᚐ䛿䠛䠛䠛䛾≧ែ䛷Ꮫ⩦䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺ィ
⟬䛿Ꮫ䛷䛿4᭶ୗ᪪䡚5᭶ୖ᪪䛾ᮇ䛻┤㠃䛧䜎䛩䚹
Ꮫ䛾ᮏ㉁䛻ゐ䜜䜛๓䛻ᩘᏛⓗ䛺ฎ⌮䛷䛴䜎䛵䛝䚸Ꮫ䜢᎘
Ᏻ⸨2016䚸pp.68-69
䛔䛻䛺䜚䜎䛩䚹

3-7.ᩍ⛉ᶓ᩿䛻㛵䛩䜛㧗ᰯᩍဨ䛾ᝎ䜏䠄1䠅

• Ꮫᰯ䛾䜒䛴㈨※䠄Ꮫᰯෆእ䠅䛾ㄆ㆑䚸ᙉ䜏䜈䛾╔┠
ĺ䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ䛷䛿䚸SWOTศᯒ䛻䜘䜛ෆ㒊⎔ቃS䠄ᙉ
䜏䠅䛸እ㒊⎔ቃO䠄ᶵ䠅䜈䛾╔┠

10^-23㾂10^-24

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

䛂᪥ᮏྐ䛸ྂ䛃䛂⏕≀䛸ಖ䛃䛂⌧௦♫䛸ᐙᗞ⛉䛃䛂ୡ⏺
ྐ䛸እᅜㄒ䛃䛺䛹ᶓ᩿ⓗ䛺⛉┠㐃ᦠ䛾ྍ⬟ᛶ䛜⪃䛘䜙䜜䜎
䛩䚹⪃៖䛿䚸䛟䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᩍဨ㛫䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅
䝵䞁ḟ➨䛻䛺䛳䛶䜎䛩䚹
䛹䛾ᤵᴗ䛜䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜣䛷䚸⏕ᚐ䛯䛱䛜䛹䛾䜘䛖䛺▱㆑
䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛛䚸ṇ┤䜟䛛䛳䛶䛔䜛㧗ᰯᩍဨ䛿䛔䜎䛫䜣䚹
䜋䜌䚸⮬ศ䛾㧗ᰯ௦䛾౯್ほ䠄䛣䛾䛟䜙䛔䜟䛛䛳䛶䛔䜛䛰
䜝䛖䠛䠅䜔ឤぬ䛷ヰ䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᩚ⌮䛥䜜䜛䛣䛸䛜⏕ᚐ䛻䛸䛳
䛶䛿䝯䝸䝑䝖䛜䛝䛔䛾䛿☜䛛䛰䛸䛿ᛮ䛔䜎䛩䛜䚸䛭䛾䝁䞊
䝕䜱䝛䞊䝖䛻䜂䛸⫙⬺䛔䛷䜔䜝䛖䛸䛔䛖ᩍဨ䛿ⓙ↓䛰䛸ᛮ䛔
䜎䛩䚹
䠄㧗➼Ꮫᰯᆅ⌮Ṕྐ⛉䠅

3-9.ᩍ⛉ᶓ᩿䛻㛵䛩䜛㧗ᰯᩍဨ䛾ᝎ䜏䠄3䠅

ᣦᩘ㛵ᩘ䛸ᑐᩘ㛵ᩘ䛾ᣦᑟ䛿⌮⛉䛸䛾㛵ಀ䛷᪩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬2009䚸p.32
ᮇᣦᑟ䛜ྍ⬟䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹

⌧ᅾ䛷䛿㧗➼Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛⌮⛉䛿ᇶ♏⛉┠䜢3⛉┠䛸䜛
䛾䛜ὶ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷ᮏᰯ䛷䜒䚸1ᖺḟ䛻≀⌮ᇶ♏䚸
⏕≀ᇶ♏䜢Ꮫ⩦䛧䜎䛩䚹≀⌮䛷䜒ྠᵝ䛾䛣䛸䛜㉳䛣䜚䜎䛩䚹
sin䚸cos䛺䛹䛾୕ゅ㛵ᩘ䛷䛩䚹
⌮⛉䛷䛿ᩘᏛⓗ䛺ฎ⌮䛜䛹䛖䛧䛶䜒㑊䛡䜙䜜䜎䛫䜣䚹䛭
䛾㝿䚸ᩘᏛ䛾༢ඖᏛ⩦ᮇ䛾ᕪ䛜䝛䝑䜽䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䛣䛾䜘䛖䛺⌧㇟䜢ẖᖺឤ䛨䜎䛩䚹䛭䛣䛷䚸ୖグ䛾㉁ၥ䛻䛺
䜛䛾䛷䛩䛜䛂㧗➼Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᩍ⛉㛫䛾㐃ᦠ䛺䛹䛿⪃៖䛥
䜜䛶䛔䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛䛃
Ᏻ⸨2016䚸pp.68-69

䛭䜜䛿⌮⛉䛸䛔䛖ᩍ⛉䜢ᑠ୰㧗䛸⦪䛷ぢ䜛䛣䛸䛿ᩥ⛉┬
䛜䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛷䛿䛒䜛䛾䛿䜘䛟䜟䛛䜛䛾䛷䛩䛜䚸ᶓ䛷䛾㐃
ᦠ䛿䛹䛾⛬ᗘ⪃៖䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛䛸䛔䛖䛾䛿䚸⚾
䛜Ꮫ䛜ᑓ㛛䛺䛾䛷䛩䛜䚸Ꮫ䛷ᣦᩘ䛾䜚⟬䠄䜰䝪䜺䝗
䝻ᩘ䛺䛹䠅

• యィ⏬䛾どⅬ䜢䜒䛴
ĺᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ䚸ᩍ⛉Ꮫ⩦䚸ᩍ⛉እᏛ⩦䛾┦㛵ಀ䛾
㔜ど䚸䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛸䛾㛵ಀ

• ᐇ㊶䜢䛂ಶᴗ䛃䛛䜙䛂༠ᴗ䛃䜈
ĺ䜹䝸䜻䝳䝷䝮ᐇ㊶䛾ඹ᭷
ᩍဨ୍ே䜂䛸䜚䛾ᐇ㊶䛾ྍど

3-6.C䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠄ᩍ⛉ᶓ᩿䛾Ⅼ䠅䛾ᝎ䜏䠄2䠅

3-5.C䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠄ᩍ⛉ᶓ᩿䛾Ⅼ䠅䛾ᝎ䜏䠄1䠅

• ᩍ⫱ෆᐜ䛸䚸ᩍ⫱άື䛻ᚲせ䛺ேⓗ䞉≀ⓗ㈨※➼䜢䚸ᆅ
ᇦ➼䛾እ㒊䛾㈨※䜒ྵ䜑䛶ά⏝䛧䛺䛜䜙ຠᯝⓗ䛻⤌䜏
ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䚹

• ᩍ⫱ෆᐜ䛾㉁䛾ྥୖ䛻ྥ䛡䛶䚸Ꮚ౪䛯䛱䛾ጼ䜔ᆅᇦ䛾
⌧≧➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜔ྛ✀䝕䞊䝍➼䛻ᇶ䛵䛝䚸ᩍ⫱ㄢ⛬
䜢⦅ᡂ䛧䚸ᐇ䛧䚸ホ౯䛧䛶ᨵၿ䜢ᅗ䜛୍㐃䛾PDCA䝃䜲
䜽䝹䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䚹

• ྛᩍ⛉➼䛾ᩍ⫱ෆᐜ䜢┦䛾㛵ಀ䛷ᤊ䛘䚸Ꮫᰯ䛾ᩍ⫱
┠ᶆ䜢㋃䜎䛘䛯ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺どⅬ䛷䚸䛭䛾┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻
ᚲせ䛺ᩍ⫱ෆᐜ䜢⤌⧊ⓗ䛻㓄ิ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䚹

3-3.䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾3䛴䛾ഃ㠃

3-4.䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾せⅬ

⏣୰2005

ពᅗ䛸⤒㦂䛾㞳䠖ィ⏬䜘䜚䜒⤒㦂䠄⤖ᯝ䠅䛾㔜ど

䠙▱䜙䛪▱䜙䛪䛾䛖䛱䛻ᩍ䛘䛯䞉Ꮫ䜣䛰ෆᐜ

䛂㞃䜜䛯䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠄Hidden䞉Curriculum䠅䛃䛾㔜せᛶ

䛯䛱䛾⤒㦂䛧䛯ෆᐜ䛃䠅䜢ᣦ䛩ゝⴥ

• 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠙䛂Ꮫ⩦⤒㦂䛾⥲య䛃䠄䛂ᩍ⫱ィ⏬䛃䛛䜙䛂Ꮚ䛹䜒

3-2.䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜ồ䜑䜙䜜䜛⫼ᬒ

3-1.ᩍ⫱ㄢ⛬䛸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾㐪䛔

53

䛂ὠἼᑐ⟇䜢⪃៖䛧䛯ᐙ䛾ᙧ䛸ᵓ㐀䜢⪃䛘䜛䛃䛣䛸䜢㡯┠䛻ධ䜜䛶⮬ศ
䛾ఫ䜏䛯䛔ᐙ䛾㛫ྲྀ䜚ᅗ䞉እほᅗ䞉ᶍᆺ䜢〇స䛧䛯䚹

ಖ䛾ᤵᴗ䛾୰䛷ᅜ㝿⌮ゎ䚸⎔ቃ䚸㣗⫱䛻䛴䛔䛶ᢅ䛳䛶䛔䜛䚹య⫱䛾
ᤵᴗ䛷ே䛸䛾㛵䜟䜚᪉䛻䛴䛔䛶ゐ䜜䛯䜚䚸㒊άື䛾ᣦᑟ䛾୰䛷㣗⫱
䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹

䛺䛛䛜䜟⅏ᐖ䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸୰ᕝ༊♫⚟♴༠㆟䛾
᪉䚻䜢ᣍ䛔䛶3ᖺ⏕䜢ᑐ㇟䛻㜵⅏ㅮᗙ䜢ᐇ䚹䛄HUG䛅䛺䛹䜢ᐇ䛧䚸
㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ䛾᪉䛺䛹䜢Ꮫ䜣䛰䚹

䝕䝄䜲䞁䛾ᤵᴗ䛷㜵⅏䜢ព㆑䛧䛶㌴䜢䝕䝄䜲䞁䛥䛫䛯䛸䛣䜝⅏ᐖᩆຓ
䛻⾜䛡䜛䜘䛖䛺㌴䜔䚸㑊㞴⏕ά䛻䛘䜛䜘䛖䛺ᒃఫᛶ䜢ព㆑䛧䛯㌴䜢
⪃䛘䛯䚹

Ꮫ䛾㜵⅏㤋䛻⾜䛝㜵⅏䛻䛴䛔䛶䛾ᤵᴗ䜢ཷ䛡༡ᾏ䝖䝷䝣ᆅ㟈䛻䛴
䛔䛶⪃䛘䛯䚹

ᆅᇦ䛾䜲䝧䞁䝖䛾䝏䝷䝅䜢䛴䛟䛳䛯䚹

䝞䜲䜸⛉Ꮫ䛾ᤵᴗ䛷䚸⾨⏕ⓗ䛺Ỉ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䛸䛸䜒䛻䚸⅏ᐖ䛻
䛚䛡䜛Ỉ䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䚹⎔ቃಖ䛾ᤵᴗ䛷䛂⮬ศ䛜㤳┦䛸䛺䛳
䛶᪥ᮏ䛾䜶䝛䝹䜼䞊ᨻ⟇䜢䛹䛖䛩䜛䛛ᅜẸ䛻ㄝ᫂䛧䜘䛖䛃䛸䛔䛖䝍䜲䝖
䝹䛷᪥ᮏ䛾䜶䝛䝹䜼䞊ၥ㢟䛻䛴䛔䛶⪃䛘䛯䚹
ྡྂᒇᕷ❧ᕤ㧗2018

⨾⾡

ಖయ⫱

ᶵᲔ⛉

⮬ື㌴

㟁Ẽ

ሗᢏ⾡

⎔ቃᢏ⾡

䋻ྛᩍ⛉䛜㛵䜟䜛䛣䛸䛾䛷䛝䜛䝔䞊䝬Ꮫ⩦䛾ྍ⬟ᛶ

• ᪂䛧䛔Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛷ồ䜑䜙䜜䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮ほ
ᶓ䛾㛵ಀᛶ䠙ᩍ⫱άື䠇⏕ά䠄ே⏕䠅
⦪䛾㛵ಀᛶ䠙Ꮫᰯ䠄ᗂᑠ୰㧗䠅䛛䜙♫䜈
• 䛰䛛䜙䛣䛭䛂⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䠄᥈✲䠅䛾㛫䛃䜢᰾䛻䛧䛯䜹
䝸䜻䝳䝷䝮䛵䛟䜚䛾ᚲせᛶ
䠙ᩍ⛉Ꮫ⩦䛾㍍ど䛷䛿䛺䛟䚸ᩍ⛉Ꮫ⩦䛸᥈✲Ꮫ⩦䛸䜢䛔
䛛䛻ᯫᶫ䛩䜛䛛䚸䛔䛛䛻㛵㐃䛡䜛䛛
䠙ᙼ䜙䛾⏕ά䛸䛾㛵㐃ᛶ䛾୰䛷

5-1.ᩍ⛉䜢㉺䛘䜛ヨ䜏䛾ྍ⬟ᛶ

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

≉䛻ᢏ䞉ᐙ䛾ሙྜ䚸⌮⛉➼䛾㛵ಀ䠄㟁Ẽ䠅䜒䛒䜚䚸⌮⛉䛾
᪤⩦䛻ྜ䜟䛫䛶䚸Ꮫ⩦䛩䜛ᮇ䜢ධ䜜䛶䛔䜎䛧䛯䚹
䠄୰Ꮫᰯᐙᗞ⛉䠅

ୡ⏺㑇⏘䛸䛺䛳䛯⌮⏤䜢Ꮫ䜆ᤵᴗ䜔䚸ୡ⏺ⓗ䛻⣮த䛜⥅⥆䛩䜛䛺䛛ᖹ
䛻ྥ䛡䛶䛾άື䛻䛴䛔䛶⌧ᆅ䛷䛾ྲྀ⤌䜢Ꮫ䜣䛰䚹ၥ㢟◊✲䛷ESD䛻
䜎䛴䜟䜛ㅖၥ㢟䜢ᥦ䛧ゎỴ⟇䜔⪃䛘᪉䜢䜎䛸䜑䛶䛔䛟άື䛷᪂⪺ษ䜚ᢤ
䛝సရ䜢ไసⓎ⾲䛧䛯䚹
䝕䞊䝍䛾ᩚ⌮䛾༢ඖ䛷⟽䜂䛢ᅗ䜢ά⏝䛧䛶ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾ᕷ⏫ᮧ䛤䛸䛾
≉ᚩ䜢Ṛஸ⪅ᩘ䛛䜙ศᯒ䜢䛧䛯䚹
≀⌮ศ㔝䛷እ㒊ㅮᖌ䜢ᣍ䛝ᨺᑕ⥺䛛䜙䛾㜵ᚚ䛻䛴䛔䛶ㅮ⩏䛸ᐇ㦂䜢⾜䛳
䛯䚹ᆅᏛศ㔝䛷⏕ᚐ䛾ఫ䜐ᆅᇦ䛾䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䜢‽ഛ䛧䛶ᐇ㊶ⓗ䛻㜵
⅏䛻䛴䛔䛶ᤵᴗ䜢⾜䛳䛯䚹
䛂⥭ᛴ䛻䛚䛡䜛ⱥヰ䛃䜢䝔䞊䝬䛻䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䚹䜾䝹䞊䝥䛻䜚䜙
䜜䛯⥭ᛴែ䛾䝅䝏䝳䜶䞊䝅䝵䞁䛻ᛂ䛨䛶3ศ⛬ᗘ䛾ᑍ䜢⾜䛖䚹3.11䛷㑊
㞴ᣦ♧䛜⪺䛝ྲྀ䜜䛪≛≅䛻䛺䛳䛯እᅜே䛾᪉䜒䛔䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛷䚸ᅔ䛳䛶
䛔䜛ே䜢ຓ䛡䜙䜜䜛䜘䛖䛻䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ຊ䜢⫱䜐䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䚹
ྡྂᒇᕷ❧ᕤ㧗2018

♫

ᩘᏛ
⌮⛉

ⱥㄒ

䛄ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⥲๎⦅䛅䜘䜚
•
• ఏ⤫䜔ᩥ䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
•
• ᶒ⪅䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
•
• ᾘ㈝⪅䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
•
• ἲ䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
•
• ▱ⓗ㈈⏘䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
•
• 㒓ᅵ䜔ᆅᇦ䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
• ᾏὒ䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱

⎔ቃ䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
ᨺᑕ⥺䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
⏕䛾ᑛ㔜䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
ᚰ㌟䛾ᗣ䛾ಖᣢቑ㐍䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
㣗䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱
㜵⅏䜢ྵ䜐Ᏻ䛻㛵䛩䜛ᩍ⫱

䛄ᖹᡂ㻞㻥ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛅⥲๎➨㻞䛾㻞䠄㻞䠅
• ྛᏛᰯ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ඣ❺䠄⏕ᚐ䠅䜔Ꮫᰯ䚸ᆅᇦ䛾ᐇែཬ䜃ඣ❺䠄
⏕ᚐ䠅䛾Ⓨ㐩䛾ẁ㝵䜢⪃៖䛧䚸㇏䛛䛺ே⏕䛾ᐇ⌧䜔⅏ᐖ➼䜢䜚
㉺䛘䛶ḟ௦䛾♫䜢ᙧᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ྥ䛡䛯⌧௦ⓗ䛺ㅖㄢ㢟䛻ᑐ
ᛂ䛧䛶ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䜢䚸ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺どⅬ䛷⫱ᡂ䛧䛶䛔
䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ྛᏛᰯ䛾≉Ⰽ䜢⏕䛛䛧䛯ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅ᡂ䜢
ᅗ䜛䜒䛾䛸䛩䜛

5-7.ᩍ⛉ᶓ᩿Ꮫ⩦䛾䠄ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䠅

䠄䠏䠅᥈✲䛺Ꮫ⩦䛻యⓗ䞉༠ാⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛸䛸䜒䛻䚸䛔䛾䜘䛥䜢
⏕䛛䛧䛺䛜䜙䚸✚ᴟⓗ䛻♫䛻ཧ⏬䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䜢㣴䛖䚹

䠄䠎䠅ᐇ♫䜔ᐇ⏕ά䛾୰䛛䜙ၥ䛔䜢ぢ䛔䛰䛧䚸⮬ศ䛷ㄢ㢟䜢❧䛶䚸
ሗ䜢㞟䜑䚸ᩚ⌮䞉ศᯒ䛧䛶䚸䜎䛸䜑䞉⾲⌧䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩
䜛䚹

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬2017䚸pp.240-241

㟈⅏๓䛾䛒䜚䜅䜜䛯᪥ᖖ䜢㏦䜛ே䚻䜢ᥥ䛔䛯ᑠㄝ䛾୍㒊䜢ㄞ䜐䛺䛛㟈⅏
䛾䛣䜟䛥䜢㌟㏆䛻ឤ䛨䚸㜵⅏ព㆑䜢㧗䜑䜛άື䜢⾜䛳䛯䚹

ᅜㄒ

䠄䠍䠅᥈✲ⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㐣⛬䛻䛚䛔䛶䚸ㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ᚲせ䛺▱㆑ཬ䜃
ᢏ⬟䜢㌟䛻䛡䚸ㄢ㢟䛻㛵䜟䜛ᴫᛕ䜢ᙧᡂ䛧䚸᥈✲ⓗ䛺Ꮫ⩦䛾䜘䛥
䜢⌮ゎ䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹

5-6.䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛃䜢᰾䛻䛧䛯ᩍ⛉ᶓ᩿

᥈✲䛾ぢ᪉䞉⪃䛘᪉䜢ാ䛛䛫䚸ᶓ᩿ⓗ䞉⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䜢⾜䛖䛣䛸䜢
㏻䛧䛶䚸⮬ᕫ䛾ᅾ䜚᪉⏕䛝᪉䜢⪃䛘䛺䛜䜙䚸䜘䜚䜘䛟ㄢ㢟䜢Ⓨぢ䛧ゎ
Ỵ䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䜢ḟ䛾䛸䛚䜚⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䚹

⏣୰2009䚸᰿ὠ2009䞉2012䚸బ⸨2009䚸Ᏻ⸨2009

5-2.⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫䛾┠ᶆ

• 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯䛻䛚䛡䜛䛂ほᐹ䛃䛾㔜せᛶ
ホ౯䠙䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾Ⰻ䛧ᝏ䛧䜢ุᐃ䚸ᩍ⫱ᐇ㊶䛾Ⰻ䛧
ᝏ䛧䜢䛂౯್ุ᩿䛃䛩䜛䛣䛸
ほᐹ䠙䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾Ⰻ䛧ᝏ䛧䜢ุ᩿䛩䜛䛯䜑䛻䝕䞊䝍
䜢㞟䛩䜛䛣䛸䠄䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠅
эほᐹ䛻䜘䛳䛶䝕䞊䝍䜢㞟䛧䚸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢ホ౯䛩䜛

䐟 ௬ㄝ᳨ドᆺ䛷䛒䜛䛣䛸䠖ఱ䜢▱䜚䛯䛔䛾䛛䛜ษ
䐠 ⤫ィἲ䛸ἲ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䠖䛂%䛃䛰䛡䛜䝕䞊䝍䛷䛿
䛺䛔䚸䛂ㄒ䜚䛃䜔䛂᪥グ䛃䜒䝕䞊䝍䛷䛩䚹
䐡 㛗ᮇⓗ䛺ᙳ㡪䜢ᢕᥱ䛩䜛䠖
⤒ᖺẚ㍑䚸㏣㊧ㄪᰝ䚸ᅇ㢳ⓗ䠄㐣ཤ䜢䜚㏉䜛䠅ㄪᰝ
䐢 」ᩘ䛾ㄪᰝ䠄䠖ඣ❺⏕ᚐㄪᰝ䚸ᩍဨㄪᰝ䚸ಖㆤ⪅ㄪᰝ
䛺䛹䠅䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䠖䛂H䞉C䛃䛾Ⓨぢ䠛
䐣 Ꮫຊ䝔䝇䝖䛰䛡䛷䛿䚸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾ホ౯䛿䛷䛝䛺䛔䠖
୍䛴䛾㡯┠䛻㐣䛞䛺䛔䛣䛸䜢⮬ぬ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛
䐤 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ሗ䛾✚䛸ඹ᭷䠄䠖䜹䝸䜻䝳䝷䝮⟶⌮ᐊ䠅
䐥 Ꮫ䜢᭷ຠά⏝䛩䜛

• 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛿䝊䝻䛛䜙స䜜䛺䛔䚸ᩍဨ䛜⌧≧䛾䜹䝸䜻䝳
䝷䝮䛾ၥ㢟Ⅼ䜢Ⅼ᳨
䠙P䠉D䠉C䠉A䛛䜙C䠉A䠉P䠉D䜈䠄PDCA䝃䜲䜽䝹䛾ྰ
ᐃ䛷䛿䛺䛔䠅
ホ౯䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛯䝬䝛䝆䝯䞁䝖䞉䝃䜲䜽䝹

ᑠᏛᰯ䛷䛿䚸䜋䜌୍ே䛾ᩍᖌ䛜䛩䜉䛶䛾ᩍ⛉䜢ᩍ䛘䜛䛣
䛸䛛䜙ᩍ⛉㛫䛾㐃ᦠ䛷ᅔ䜛䛸䛔䛖䛿ᑡ䛺䛔䛷䛩䚹䜐䛧
䜝䚸ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䚸ྜ⛉ⓗ䛺ྲྀ⤌䜢⪃䛘䜛䠄䠖ᅜㄒ䛷ぢ
ฟ䛧䚸ᑠぢฟ䛧䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䠇♫⛉ぢᏛ䛾᪂⪺䛵䛟䜚䚸
ᅜㄒ䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛾᪉䠇⥲ྜᏛ⩦䛷ᐇ㊶etc䠅䛣䛸䛜ᑠ
Ꮫᰯᩍဨ䛾㓬㓮䛷䛩䠄ᚋ␎䠅䚹
䠄ᑠᏛᰯᩍဨ䠅

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

4-2.C䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾䛯䜑䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯䛾᪉ἲ

4-1.C䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻䛚䛡䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯䛸䛿

3-10.㧗ᰯ䛸䛿␗䛺䜛ᑠ䛸୰䛾
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• ♫䛻㛤䛛䜜䛯ᩍ⫱ㄢ⛬
♫䛸㛵䜟䜛䚸ྥ䛝ྜ䛖䛯䜑䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䜢᫂☜䛻
ᐇ㝿䛻♫䛾ே䛸㛵䜟䜛䛣䛸
• యⓗ䛷ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃
⮬ศ䛿䛹䛖䛒䜚䛯䛔䛛䚸䛭䛾䛯䜑䛻⪅䛛䜙Ꮫ䜆䚸
Ꮫ䜣䛰䛣䛸䜢䛴䛺䛢䛶⏕䛛䛩
• 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䝬䝛䝆䝯䞁䝖
ᩍ⛉ෆᐜ䛾┦㛵ಀᛶ䚸ᩍ⛉ᶓ᩿䛾どⅬ
䠄ᩍ⛉䜢Ꮫ䜆ព⩏䚸⫱ᡂ䛩䜛㈨㉁⬟ຊ䛾᫂☜䠅
ᩍ⫱ෆᐜ䛸ᩍ⫱άື䛻እ㒊㈨※䛾ά⏝

• 㻞㻜㻝㻤ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛷ồ䜑䜙䜜䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮ほ
ᶓ䛾㛵ಀᛶ䛸⦪䛾㛵ಀᛶ

5-8.2018ᖺ∧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛜┠ᣦ䛩䜒䛾

• ᒣ㎶ᜨ⌮Ꮚ䞉ᮌᮧ䞉୰ཎ῟⦅ⴭ䚸ሐ䜂䜝䜖䛝䞉⏣୰ᬛ㍤ⴭ䚸᪥ᮏᩍ⫱䜲䝜䝧䞊䝅䝵
䞁䝉䞁䝍䞊⦅㞟༠ຊ䠄2017䠅䛄䜂䛸䛿䜒䛸䜒䛸䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝘䞊䟿䛅㊰᭩ᡣ
• ⦆ㄔ䞉㟷ᮌᖾᏊ䠄2018䠅䛂ఱ䛜ᩍᖌ䛸⏕ᚐ䜢䛄㉺ቃ䛻䜘䜛ඹ䛅䜈䛸㥑䜚❧䛶䜛䛾
䛛䛃άື⌮ㄽ◊✲ᙜ᪥㓄ᕸ㈨ᩱ䠄20180311䚸䠖㛵すᏛ䠅

• ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟䠄2016䠅䛄ᗂ⛶ᅬ䚸ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫᰯཬ䜃≉ูᨭᏛᰯ䛾
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼䛾ᨵၿཬ䜃ᚲせ䛺᪉⟇➼䛻䛴䛔䛶䛅

• ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䠄2017䠅䛄ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⥲๎⦅䛅ᮾὒ㤋ฟ∧♫

• ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䠄2009䠅䛄㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⌮ᩘ⦅䛅ᐇᩍฟ∧ᰴᘧ♫

• ᰿ὠ᭸ᐇ䠄2012䠅䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮㛤Ⓨ䛃⠛ཎΎ䛄Ꮫᰯᨵၿ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛅䝭䝛䝹䞂䜯᭩
ᡣ䚸pp.180-195

• ᰿ὠ᭸ᐇ䠄2009䠅䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯䛾⌮ㄽ䛸᪉ἲ䛃⏣୰⤫䞉᰿ὠ᭸ᐇ⦅ⴭ䛄䜹䝸
䜻䝳䝷䝮ホ౯ධ㛛䛅ວⲡ᭩ᡣ䚸pp.29-49

• ⏣୰⤫䠄2009䠅䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯䛾ᚲせᛶ䛸ព⩏䛃⏣୰⤫䞉᰿ὠ᭸ᐇ⦅ⴭ䛄䜹䝸
䜻䝳䝷䝮ホ౯ධ㛛䛅ວⲡ᭩ᡣ䚸pp.1-27

• ⏣୰⤫䠄2005䠅䛂ᩍ⫱◊✲䛸䜹䝸䜻䝳䝷䝮◊✲䛃ᒣཱྀ‶⦅ⴭ䛄⌧௦䜹䝸䜻䝳䝷䝮◊
✲䛅➨∧䚸Ꮫᩥ♫䚸pp.21-33

• బ⸨㐍䠄2009䠅䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯䛾ᖖែ䛃⏣୰⤫䞉᰿ὠ᭸ᐇ⦅ⴭ䛄䜹䝸䜻䝳䝷䝮
ホ౯ධ㛛䛅ວⲡ᭩ᡣ䚸pp.75-89

• ᭶ห㧗ᰯᩍ⫱⦅㞟㒊䠄2016䠅䛂ḟᮇᣦᑟせ㡿ᨵゞ䛸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛄᭶
ห 㧗ᰯᩍ⫱䛅➨49ᕳ➨6ྕ䚸Ꮫฟ∧䚸pp.21-43

• ዉ㡲ṇ⿱䠄2017䠅䛄䛂㈨㉁䞉⬟ຊ䛃䛸Ꮫ䜃䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛅ᮾὒ㤋ฟ∧♫

http://www.kogyo-th.nagoya-c.ed.jp/oudan/H30/29houkoku.pdf䠄᭱⤊㜀ぴ᪥190217䠅

• Ᏻ⸨⚟ග䠄2009䠅䛂ᑠ୰୍㈏ᩍ⫱䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯䛾どⅬ䛃⏣୰⤫䞉᰿ὠ᭸ᐇ
⦅ⴭ䛄䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯ධ㛛䛅ວⲡ᭩ᡣ䚸pp.191-212
• Ᏻ⸨⚟ග䠄2016䠅䛂䛄ᩍ⛉᭩䜢ᩍ䛘䜛Ꮫᰯ䛅䛛䜙䛄䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛Ꮫᰯ䛅䜈䛃ᮎ
ᯇ⿱ᇶ⦅䛄⌧௦䛾Ꮫᰯ䜢ㄞ䜏ゎ䛟䛅㢼♫䚸pp.51-80

ཧ⪃ᩥ⊩䠄2䠅
• ྡྂᒇᕷ❧ᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ䠄2018䠅䛄ᖹᡂ29ᖺᗘ䝴䝛䝇䝁䝇䜽䞊䝹ᖺḟሗ࿌᭩䛅

ཧ⪃ᩥ⊩䠄1䠅
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䛆ㄢ㢟䛇㻌

㻌

䛆ᡂᯝ䛇㻌
䛆ᡂᯝ䛇

ࠕᏛ
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࠖ
ࠖࠕ
ࠕᖹᡂۑۑᖺᗘ㔜Ⅼ┠ᶆࠖ
ྥࡅ࡚ 
࠙┠ᶆࡢᐇ⌧≧ἣࠚ

 䛆ᡂᯝ䛇㻌









࠙ᏛᰯࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨࣥࠚᏛᰯホ౯⏝                     ۑ
& 㧘ᮌᒎ㑻 

Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛾ᐇ⌧䛿
䝁䞁䝢䝔䞁䝅䞊ྥୖ䜢ᇶ┙䛻
୍ே䜂䛸䜚䛜㍤䛟䜘䛖䛻
⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢⾜䛔䛴䛴
ᰯෆ◊ಟ䜢ぢ┤䛩

䝔䞊䝬䠖Ꮫᰯᨵၿ䜢䛿䛛䜛䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ
䛾⫱ᡂ䠉䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䛾ๅ᪂䜢䜑䛦䛧䛶

䐠 ୍ே䛪䛴ົᰯ䛾≉ᚩ䛸䚸Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛸䛭䛾
㐩ᡂ≧ἣ䛻䛴䛔䛶ヰ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䠄䛚୍ே3ศ⛬ᗘ䠅
䐡 ᰯ䠄ᯫ✵䛾Ꮫᰯ䛷䜒䜘䛔䠅䜢୍䛴䛝䜑䛶䛟䛰
䛥䛔
16䠖00䡚16䠖25
䐢 Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛾ᐇ⌧䜢GD䛸䛧䛶♧䛩䛸䛧䛯䜙䠛
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛸㡯┠ྡ䜢᭩䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹
16䠖25䡚16䠖40
䐣 GDᐇ⌧䛾䛯䜑䛻᭱䜒㔜せ䛺ᰯෆ◊ಟ䛾ෆᐜ䛸
䛿䠛 ᶍ㐀⣬䛾ṧ䜚䛾䝇䝨䞊䝇䛷
16䠖40 ⤊

䛾ே䠅

15䠖40䡚16䠖00
䐟 ྖ䜢䛝䜑䜎䛩䠄Ꮫᰯఫᡤ䛾㒑౽␒ྕᮎᑿ䛜୍␒ᑠ䛥䛔ᩘ

э ⤌⧊ⓗ䛺ྲྀ⤌䜏
э ⤌⧊ᵓᡂဨ䛻ពḧ䛜䛺䛡䜜䜀ᶵ⬟䛧䛶䛔䛛䛺䛔
ேᮦ⫱ᡂ 䛂୍ே䜂䛸䜚䛜㍤䛟䛃 䛜ㄢ㢟䛻

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䞉ᐇែїᒎ㛤 䝁䞁䝢䝔䞁䝅䞊 䝧䞊䝇䝗
䞉PDCA
䞉䛴䛺䛠䛣䛸䛻䜘䜛ຠᯝ䠃ຠ⋡
ᩍ⛉ Ⓨ㐩ẁ㝵 Ꮫᰯෆእ䛾㈨※

䝬䝛䝆䝯䞁䝖◊ಟ䛾ๅ᪂ї
⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛸䛧䛶䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖
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⮬ศ䛻䛴䛔䛶

㡑ᅜ

୰ᅜ

᪥ᮏ

⡿ᅜ
୰ᅜ

ညୱؚ৵৾ૅؚর৾ૅؚৈಉ৾ૅल્શ੍ର৾ૅभ৾ಆਏ୩ಉभఒलਏऩ্ੁಉपणःथق௦ணكਛফা

(ฟ)
ᅜ❧㟷ᑡᖺᩍ⫱⯆ᶵᵓ
䡞㧗ᰯ⏕䛾⏕ά䛸ព㆑䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䡟 H27ᖺ䠔᭶

㡑ᅜ

⡿ᅜ

㉁ၥ㡯┠䠖 ⮬ศ䛿䝎䝯䛺ே㛫䛰䛸ᛮ䛖䛣䛸䛜䛒䜛

᪥ᮏ

㉁ၥ㡯┠䠖 ⚾䛿ே୪䜏䛾⬟ຊ䛜䛒䜛

Ꮚ౪䛾ᐇែ

ਆপ৾ ઇ౸  ཛྷ
ઇ৩੍ରਃଡ ଢ଼ఊੈৡ৩
 ඤข

ଝ؞ಆ
َ౸ఒध॔ॡॸॕঈ؞ছॽشথॢُ
 ৾ಆਏ୩ၖधৗञऩ৾लभਤ 

䠄⡿䠖䝷䝸䞊䞉䝨䜲䝆䠅

ே䛿䚸䛸㐪

ညୱؚ৵৾ૅؚর৾ૅؚৈಉ৾ૅल્શ੍ର৾ૅभ৾ಆਏ୩ಉभఒलਏऩ্ੁಉपणःथق௦ணْكਏٓਛফা

㏆䛔ᑗ᮶䚸㻝㻜ே୰
䛖䜢䛧䛶䛔䜛䚹

䠂䛿䚸

䠄ⱥ䠖䝬䜲䜿䝹䞉䜸䝈䝪䞊䞁䠅

䠎䠌ᖺ௨ෆ䛻䚸䛾䛾
ᶵᲔ䛜䛚䛣䛺䛖䚹

䛣䜜䛛䜙䛾♫䠄AI䠅

Ҧ৬؞ৌਵदः৾लҧ
ऋीैोॊూବ

ڭ

䡞యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䡟
䜢ᐇ⌧䛩䜛Ꮚ౪䛾䜲䝯䞊䝆

䠎

প৾ઇपঢ়खथीञणपؚҦ॔ॡॸॕঈ؞ছॽشথॢभোपेॊ
॥গॽॣش३ঙথચৡभҧऋँॊ؛

F ِऒोऊैभ੫؞ভऋीॊয౫൸धপ৾षभୄّ
৽ੋ௵ভ ਛফڰাڮ

ভযपीैोॊ੦ຊऩચৡ ভয੦ຊৡ धखथؚ৬ਙؚ॥গ
ॽॣش३ঙথચৡؚৰষৡੈؚ৹ਙੰୖؚৠચৡಉऋँऑैोञ؛

D य़ش॥থআॸথ३॑شमगीधघॊৱସ؞ચৡभਛ
Ҧ୦॑৾वऊҧऊैҦनभेअप৾वऊҧष
E ِਓੀभीॊয౫൸धপ৾ઇषभୄपঢ়घॊ॔থॣॺشટّ
৽੮৴ ਛফڭা

(ฟ)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䞉ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ䡞OECD⏕ᚐ䛾Ꮫ⩦฿㐩ᗘㄪᰝ䠄PISA2015䠅䛾䝫䜲䞁䝖䡟
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ਰǓᡉƬƯ
ഏǁƭƳƛǔ
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7

রఙઇଟ৮ভ ઇୖஙভ ుญেെभ৾ಆ௬भॉ্पणःथقਾઔكਛফڭা

؞০भ౸दؚয়ૡऋेॉदऌॊेअप
ऩढञ؛
ॢقঝشউदৄणऐञَكଌ॑जौइॊभध୍॑ਬ
ःथऊैोॊُधःअದ॑ਔखथಫಆखञ؛
ଋॉभএॖথॺुਔखथਛ২॑ुढधऑेअ
धઓअ؛

থ५ऋोृघऎऩढथघॊऒधपਞહःञ؛

भ॑ઁऑथःञ؛ಫಆदুभ॑ઁऑॊधংছ

ॵॺपणऎুभ॑൷गथःञऐनুؚমदमু

؞ਈੂपৄञअऽऎदऌथःऩःभ൸दमؚঐ

୰Ꮫ䠏ᖺ⏕ ಖయ⫱ 䡞ჾᲔ㐠ື䡟

 ڮ$/भଳਡऊैभ౸ఒ

র৾ૅ৾ಆਏ୩قਛফઔંੰكହ

৾वऒधप௪ृঢ়ੱ॑ुठؚঽഞभ
य़কজ॔ਛभ্ਙधঢ়৴હऐऩऋैؚ
ৄৢख॑ुढथའॉਘऎॉੌाؚঽഞ
भ৾ಆણ॑ஷॉନढथઃपणऩऑॊ
َ৬ऩ৾लُऋৰਠदऌथःॊऊध
ःअଳਡ؛

َ৬ऩ৾लُ

র৾ૅ৾ಆਏ୩قਛফઔંੰكହ
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भੈ௮ؚઇ৩ृୠभযधभ
ৌਵؚາभઅइ্॑ুෳऊॉपઅइॊ
ऒधಉ॑ৢगؚঽഞभઅइ॑ઁऑीॊ
َৌਵऩ৾लُऋৰਠदऌथःॊऊध
ःअଳਡ؛

َৌਵऩ৾लُ

ऩघसऌऒध॑ঽैষअऒध

ঽ

ঽীभਖ਼ಉपेढथষअऒध

৬

1,76ૅଢ଼ఊ३জش६12 ڰᚷᝏপᝏ ি੨ ৾ ઇ౸ Ҧৗखः৾ಆਏ୩पउःथୄऔोॊ৾लҧेॉ

䞉⮬ᕫኚᐜ䛾Ẽ䛝

䞉㛵ಀᛶ䜔୍⯡䛾⏕ᡂ

䞉ᐇ䛾☜ㄆ

䜚㏉䜚䛾ᶵ⬟

ᕥ

䛔䜔䛔䜔䚸
䠝䛰䟿

䛔䜔䚸䛿
䠞䛜䛔䛔䟿

䠞䛜䜘䛔
䛔䜔䚸⤯ᑐ
䠝䛰䟿

䠝䛜䜘䛔

ॱঈঞॵॺद୶खञ൸॑
ઞढथૼभਛ২॑ৈीॊଳ
ਡपਞહऎ

৴ਢૼभअठ
য়ૡभਛ২॑ৈीञ
ः

୰Ꮫ䠏ᖺ⏕ ಖయ⫱ 䡞ჾᲔ㐠ື䡟

 ڮ$/भଳਡऊैभ౸ఒ

䛷䜒䠝䛿䕧䕧
䛜ඃ䜜䛶䛔䜛䜘

䠝䛻ẚ䜉䛶䕿䕿
䛸䛔䛖Ⅼ䛷ඃ䜜䛶䛔
䜛䛛䜙䠞䛜䛔䛔䛸
ᛮ䛖䜘

䠝䛜䜘䛔
䠞䛜䜘䛔
䛺䜛䜋䛹
䠞䜒䛔䛡䜛䛛䜒…

ૼभਛ২॑ৈीॊଳਡ॑
ঽಁखৗञऩୖ॑ਝघॊ

ૼभਛ২॑ुढधৈीؚ
ःौःौऩૼपරਅखञः

ਰǓᡉƬƯ
ഏǁƭƳƛǔ
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ңƠƯ
ᛢ᫆ᚐൿƢǔ

ჷᜤǍ২ᏡǛ
ಒࣞ҄Ƣǔ

ᖥᗓ䛜ᚨᨻ௧䜢ฟ䛧䛯⌮⏤䛻䛴䛔䛶䚸
᪂䛯䛺㡿ᆅ䛜ᚓ䜙䜜䛪ᜠ㈹䜢䛘䜙䜜䛺䛛䛳䛯䛣䛸䚸ᖥ
ᗓ䛾Ꮡ⥆䜢ඃඛ䛩䜛䛯䜑䛻ⱞ䛾Ỵ᩿䛷䛒䛳䛯䛣䛸䜢
ᵝ䚻䛺❧ሙ䛛䜙⪃䛘䛥䛫䛯䛔䚹

ᑠᏛ䠒ᖺ⏕ ♫⛉ 䡞Ṋኈ䛾ୡ䛾୰䜈䡟

┠ᙜ䛶䠖䛹䛖䛩䜜䜀ẚ䜉䜔䛩䛟䛺䜛䛛䛺䚹

ẚ䜉䜛䛳䛶䛣䛸䛰䛽䚹䛷䛿䚸᪥䛾┠ᙜ䛶䜢᭩䛝䜎䛧䜗䛖䚹

ィ⟬䛧䛶䜏䜜䜀䛔䛔䟿䟿

䛺䜛䜋䛹䚹A䛜ከ䛔䛽䚹䛭䜜䜢☜ㄆ䛩䜛䛻䛿䛹䛖䛩䜜䜀
䜘䛔䛸ᛮ䛖䠛

A䞉䞉䞉ከᩘ B䞉䞉䞉䠑ே C䞉䞉䞉䠌ே

┤ឤ䛷䚸A䚸B䚸C䚸ᗑ䛸ྠ䛨䛻䛺䜛䛾䛿䛹䜜䛰䛸ᛮ䛖䠛
䛣䜜䛳䛶ᛮ䛖䛾䛻ᡭ䜢䛒䛢䛶䛽䚹

ᑟධ䛾ሙ㠃

েણ峼ੵ峁ୗ峃峵ચৡ
峒ৰᄷ峔ଙ২峼峐峉岮

୰Ꮫ䠏ᖺ⏕ ᢏ⾡䞉ᐙᗞ(ᢏ⾡ศ㔝)
(
) 䡞䝥䝻䜾䝷䝮䛻䜘䜛ィ 䞉ไᚚ䡟

 ڮ$/भଳਡऊैभ౸ఒ

26

ңƠƯ
ᛢ᫆ᚐൿƢǔ

䜎䛸䜑䠖ẚ䛻䛧䛶⡆༢䛻䛧䛶ẚ䜉䜜䜀䜘䛔

䛭䛖䛰䛽䚹⡆༢䛻䛧䛶ᑠ䛥䛟䛧䛯䜣䛰䛽䚹

㾂10䜢䛧䛯䟿䟿

䛺䜛䜋䛹䚹䛣䛖ྩ䛿䛚ᗑ䛾䝗䝺䝑䝅䞁䜾䜢䛹䛖䛧䛯䛾䛛䛺䠛

䜎䛪䚸80䜢㾂10䛧䛶䚸30䜒㾂10䛧䛶䚸䠔䠖䠏䛻䛧䜎䛧䛯䚹
(ᚋ␎)䛰䛛䜙A䛷䛩䚹

⤊ᮎ䛾ሙ㠃

ᅽຊ䝉䞁䝃䞊䛨䜓↓䛟䛶䚸
㊥㞳䝉䞁䝃䞊䛻䛧䜘䛖䚹

ᅽຊ䝉䞁䝃䞊䛨䜓䛺䛟䛶
䛺䜣䛷㊥㞳䝉䞁䝃䞊䠛

ᅽຊ䝉䞁䝃䞊䛿䝢䞁䝫䜲䞁䝖䛾
ᛂ䛷䛧䜗䚹䠍ಶ䛧䛛䛴䛡䛺
䛛䛳䛯䜙㉥䛱䜓䜣䛜䛭䛣䜢㏻䜛
䛸䛿㝈䜙䛺䛔䚹

䛭䛖䛛䚹䛯䛟䛥䜣䛡䜛䛸䚸䝁䝇
䝖䛜䛛䛥䜐䛧䛽䚹

୰Ꮫ䠏ᖺ⏕ ᢏ⾡䞉ᐙᗞ(ᢏ⾡ศ㔝)
(
) 䡞䝥䝻䜾䝷䝮䛻䜘䜛ィ 䞉ไᚚ䡟

呍
呍
呍呍

䝗䝺䝑䝅䞁䜾ၥ㢟

䝖䝬䝖䜿䝏䝱䝑䝥
䠍䠎
䠎䠑
䠍䠔

ჷᜤǍ২ᏡǛ
ಒࣞ҄Ƣǔ
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ᚨᨻ௧䜢ฟ䛩䛣䛸䛷
Ṋኈ䛿䚸㔠䛜↓䛟䛺䜛䛡䛹䚸↓䛟䛺䜛䛰䛡䛷䛚㔠
䜔ᅵᆅ䛿᪂䛧䛟䜒䜙䛘䛺䛔䛛䜙䚸⏕ά䛿
ⱞ䛧䛔䜎䜎䚹
䛚㔠䜢㈚䛧䛯ே䛿䚸㈚䛧䛯䛚㔠䛜㏉䛳䛶䛣䛺䛔䛛䜙
ᦆ䛧䛛䛧䛺䛔䚹
䛷䜒䚸ᖥᗓ䛿⮬ศ䛯䛱䛾௦䛜㛗䛟⥆䛟䛣䛸䜢㢪䛳
䛶䛔䛶䚸䛭䛾䛯䜑䛻䛿ᅵᆅ䛜ᚲせ䛰䛛䜙䚸ᖥᗓ䛾ᅵ
ᆅ䛜ῶ䜙䛪䛻䚸Ṋኈ䛾‶䜢䛺䜛䜉䛟ᑡ䛺䛟䛩䜛᪉ἲ
䛸䛧䛶ᚨᨻ௧䜢ฟ䛧䛯䚹䠄୍㒊┬␎䠅

ᑠᏛ䠒ᖺ⏕ ♫⛉ 䡞Ṋኈ䛾ୡ䛾୰䜈䡟

ઃ਼৻ઇਤ७থ

ಆ੭؞ણ৷؞ർधःअ৾लभૌஙभরदؚ
ઇఐಉभ્ସपૢगञَৄ্؞અइ্ُ॑௮ऊ
चऩऋैؚੴ॑ৼ൩पঢ়৴હऐथेॉऎ৶
ੰखञॉؚੲਾ॑ಖਪखथઅइ॑ਛखञॉؚ
ਖ॑ৄःटखथੰৠੁ॑અइञॉؚઓःृઅ
इ॑੦पୗखञॉघॊऒधपऊअَः৾
लُऋৰਠदऌथःॊऊधःअଳਡ؛

َः৾लُ

A
B
C

䜸䝸䞊䝤䜸䜲䝹
䠏䠎
䠐䠌
䠐䠎

䛒䜛ᗑ䛾䝖䝬䝖䝗䝺䝑䝅䞁䜾䛿䚸䜸䝸䞊䝤䜸䜲䝹䛸䝖
䝬䝖䜿䝏䝱䝑䝥䜢80ml䚸30ml䛷ΰ䛬ྜ䜟䛫䜎䛩䚹
• ḟ䛾A䡚C䛾䛖䛱䚸䛣䛾ᗑ䛸ྠ䛨䛻䛺䜛䝗䝺䝑䝅䞁
䜾䛿䛹䜜䛷䛧䜗䛖䚹

•

59

র৾ૅ৾ಆਏ୩ੰହ ಋౣ ਛফڳা ધఐ৾

䛣䛣䛷䛔䛖䡞▱㆑䡟䛻䛿䚸ಶู䛾
ᐇⓗ䛺▱㆑䛾䜏䛷䛿䛺䛟䚸䛭䜜
䜙䛜┦䛻㛵㐃䛡䜙䜜䚸䛥䜙䛻
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৾ૅभੌ௶धखथभৡ॑ৈीॊ
৾ૅఒ॑ৰਠघॊੌ௶ঐॿ४ওথॺपऐथ






⩌⾗䜔

قল๕؟ংॻشॼشSك

قল๕؟ଘিSك

Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛ゎỴ䛩䜉䛝ၥ㢟
䠄problem䠅䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䜜䜙䜢ၥ㢟䛜
䛺䛔≧ែ䠄ᮃ䜎䛧䛔≧ែ䠅䛻㏆䛵䛡䛶
䛔䛟䚹
䖾༶ᛂᛶ䞉ᑐ⒪ἲⓗ䚸fix, improve

䐠䛛䛔䛬䜣䠙䜹䜲䝊䞁䠄KAIZEN䠅
ゎỴ䛩䜉䛝ၥ㢟䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䜟䛡
䛷䛿䛺䛔䛜䚸䜘䜚䜒䜘䜚Ⰻ䛔≧ែ䛻
䛷䛝䛺䛔䛛䜢᥈䜚䚸ᐇ⾜䛧䛶䛔䛟䚹䛭䜜
䛻䜘䜚䚸୍ே୍ே䛜䜘䜚ᴦ䛻䛺䜛䛣䛸
䜢┠ᣦ䛩䚹
䖾㐍ᛶ䞉⥅⥆ⓗ䚸adjust, innovate

䐠䛛䛔䛬䜣䠙䜹䜲䝊䞁䠄KAIZEN䠅
ゎỴ䛩䜉䛝ၥ㢟䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䜟䛡
䛷䛿䛺䛔䛜䚸䜘䜚䜒䜘䜚Ⰻ䛔≧ែ䛻
䛷䛝䛺䛔䛛䜢᥈䜚䚸ᐇ⾜䛧䛶䛔䛟䚹䛭䜜
䛻䜘䜚䚸୍ே୍ே䛜䜘䜚ᴦ䛻䛺䜛䛣䛸
䜢┠ᣦ䛩䚹
䖾㐍ᛶ䞉⥅⥆ⓗ䚸adjust, innovate

䐟䛛䛔䛬䜣䠙ᨵၿ

䐟䛛䛔䛬䜣䠙ᨵၿ
Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛ゎỴ䛩䜉䛝ၥ㢟
䠄problem䠅䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䜜䜙䜢ၥ㢟䛜
䛺䛔≧ែ䠄ᮃ䜎䛧䛔≧ែ䠅䛻㏆䛵䛡䛶
䛔䛟䚹
䖾༶ᛂᛶ䞉ᑐ⒪ἲⓗ䚸fix, improve

䚽䛂䛛䛔䛬䜣䛃䜢ᤊ䛘䜛䠎䛴䛾ᛮ⪃
䠄䝫䜲䞁䝖䛿䛂⥅⥆ᛶ䛃䛸䛂ホ౯䛃䠅

䠬

䝡䝆䝵䞁ඹ᭷䞉
䜲䝯䞊䝆ඹ᭷
䛿䚸༠ാⓗ䛺
Ꮫᰯᨵၿ䛾⫢

䜰䝉䝇䝯䞁䝖

ホ౯
䠄evaluate䠅
䠄
䠅

䠄challenge䠅
䠄task䠅

ほᐹ
observe
discover

ٸभઇ৩धુથऔोञॖওش४दँॊ

ॳقख़ॵॡএॖথॺك
ૅ৾ٸभॢছথॻॹ؞२ॖথ॑౷ऽइञुभदँॊ

৾ૅఒૅ৾؟भઇ౸৾؞ಆણ॑ेॉఒऎघॊऒधؚ
जभञीभੌ௶ऩा

4ँऩञभ৾ૅपधढथَ৾ૅఒُधमनभेअऩ॑ॖওش४खऽ
घऊૅ৾؛ఒपिऐञୖपणःथછऌলखथाऽखॆअ؛

؝ڮऩ৾ૅఒॖওش४

╟ੌ௶ঐॿ४ওথॺधःअನमؚ৾ૅऋঽपன৫घॊ৾ૅ৽जभुभ

َ৾ૅऋஆঽपઇ৯ఏ॑ਝखؚजभટऩਛपऐथढ़জय़গছ॑
ౣਛ؞ৰलয؞౾੯भੌ௶৲॑ষःؚऔैपजभਛટ॑ᆹखथઇ
৯ఏभधैइઉख॑ॊधःअૅؚ৾पउःथষॎोॊ৴भाُ

FI৾ૅ৽

ૅ৾؞धखथभஆঽभঅ४ঙথ॑ुठؚਔੵपेॊ્౦ँॊઇણ॑ল
खؚੑ॑য়थؚৰखؚ௬घॊؚऔैपঽഞਡਫ਼؞ঽഞ௬भટ॑ਁ
قল๕؟ਨઋSك
ख॔ढ़क़থॱঅজॸॕ॑ટञघ

ૅ৾؞ਗभચৡ؞ৱ౺॑৫؞ણ৷खૅؚ৾पঢ়ଖघॊযञठभॽش६पిૢ
औचऩऋैૅؚ৾ઇ৯ఏ॑ਛखथःऎૌஙऽञमણ

قল๕؟ঐॿ४ওথॺଢ଼ఊढ़জय़গছಉ৫ভ৮ك

؝ڭीथؚऩछੌ௶ঐॿ४ওথॺऊ

௶ੌسঐॿ४ওথॺधम

䚽䛂䛛䛔䛬䜣䛃䜢ᤊ䛘䜛䠎䛴䛾ᛮ⪃
䠄䝫䜲䞁䝖䛿䛂⥅⥆ᛶ䛃䛸䛂ホ౯䛃䠅

௶ੌقঐॿ४ওথॺभઅइ্॑ো۸ੌ௶पऩॊؚ
ੌ௶ঐॿ४ওথॺभઅइ্؞ॉੌाٙੌ௶৲भ্ੁك

╟َੈ௮ُभঢ়બਙऋਛ৩भपஂखथःॊऒधऋੌ௶भਏ੯

௶ੌقधखथਛয়घॊञीभਏ੯ك
㞟ᅋ䛸䛾㐪䛔
ৢુٸ৯भਛ॑৯खथःॊ
ৢુق৯ك
ٸजोैभযرऋষನप൴खेअधघॊਔඟ॑ढथःॊ
ق൴ਔඟك
ٸ൩ःपਔઓ॑दऌॊযऋःॊ ق॥গॽॣش३ঙথك

╟ੌ௶मؚदमऩऎَ௮ऌُ

௶ੌسधम୦ऊء
َযਰभযرभਔप৹ତऔोञણृ౾ৡभ৬௺ُ

ीथؚऩछੌ௶ঐॿ४ওথॺऊ
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ᡭ❧叇可ኚ厪召呍
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┠ᣦ䛩
Ꮚ䛹䜒ീ

Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ

┴䜔ᕷ
䛾┠ᶆ

┠ᣦ䛩
ᩍᖌീ

䖪ྲྀ䜚⤌䜏㡯
䞉ලయⓗᡂᯝ
䞉

䖪
䞉
䞉

䖪ྲྀ䜚⤌䜏㡯
䞉ලయⓗᡂᯝ
䞉

䖪
䞉
䞉

䖪ྲྀ䜚⤌䜏㡯
䜚⤌ 㡯
䞉ලయⓗᡂᯝ
䞉

䖪
䞉
䞉

㔜Ⅼ┠ᶆ䠋⤌⧊┠ᶆ

┠ᣦ䛩
Ꮫᰯീ

ᅜ䛾ືྥ

ἲ௧➼䚸

ਅറقVWUDWHJ\؟ك
৯ఏਛपऐथ఼৷घॊ൙؛
৬प୦पॉੌाؚਛટ॑
ॊभऊ॑નघॊ؛

ਡ৯ఏ௶ੌط৯ఏقJRDO؟ك
মফ২রੱपॉੌि৯ఏदँ
ॉؚਛટ॑નੳघॊ०شঝ؛

অ४ঙথقYLVLRQ؟ك
৾ૅधखथ୯खथःऌञः
ตृൌ॑ਠखञुभ؛

ॵ३ঙথقPLVVLRQ؟ك
৾ૅधखथभઞ୵ؚோਔଝ؛
শपટञखथःऎुभ؛

ૅ৾سधःअੌ௶भਛॉয়ठ

قল๕؟মSك

ૅ৾؝ڰभੌ௶धखथभৡ॑ৈीॊ

ઇ৩पऊऊॎॊऒध

Ꮫᖺ䝔䞊䝬䛻
ᇶ䛵䛔䛯ᐇ㊶
䛾ᒎ㛤

Ꮫᖺ䝔䞊䝬䛻
༶䛧䛯ᐇ㊶䛾
ಟṇ

ḟᖺᗘ䛻ྥ䛡䛯
ㄢ㢟䛾ඹ᭷

ྛᏛᖺ䛸䛧䛶䛾
ྲྀ䜚⤌䜏䛾⥲ᣓ

Ꮫᖺ䝔䞊䝬䛾
㛵㐃䛵䛡

ྛᏛᖺ䝔䞊䝬䛾
ጇᙜᛶ䛾☜ㄆ

ྛᏛᖺ䛻䛚䛡䜛
ᐇ㊶䛾㐍ᤖ☜ㄆ
䛸ᨵၿ䛻ྥ䛡䛯
䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽

㐀ᛶ
䠄▱ᜨ䞉ᕤኵ䠅

╔ᐇᛶ
䠄䜔䜚䛟䜚䠅

╟জشॲش३ॵউਃચधঐॿ४ওথॺਃચऋधऩॊੌ௶तऎॉ॑

َঅ४ঙথधਅറप੦तःथؚजभৰষੑ॑ౣਛखथؚजो
ऋਛ৩যृ౧दનৰपৰষऔोॊेअपؚऽञનৰपৰষ
औोथःॊऊ॑૰؞ਡਫ਼ؚघॊऒधपेॉؚखञੑ
॑ৰਠघॊऒधقُ؛ස؟৵ਣSSك

ঐॿ४ওথॺਃચ௶ੌ؟भ॑ॉؚੑभਛ॑ଵ৶घॊਃચ

َ৯ఏधजो॑ৰਠघॊञीभঅ४ঙথधਅറ॑ਝखؚजो
पणःथਛ৩भ৶ੰधವ੭॑੭थؚযभরपਸਔඟधੈ௮
ਔඟ॑ᄁକखؚजोप੦तःथੈ௮ঢ়બ॑णऎॉؚযधੌ௶
भরपभ৲॑णऎॊ௮ऌ؛ৎपमശ॑ൣअୗؚ৲
ऋজشॲش३ॵউभॖওش४ُ قස؟৵ਣSك

ḟᖺᗘ䛻ྥ䛡䛯
ㄢ㢟䛾ᯒฟ䞉
䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽

ྛᏛᖺ䞉Ꮫᰯ
య䛸䛧䛶䛾ྲྀ䜚⤌
䜏䛾⥲ᣓホ౯

॑௶ੌૅ৾سऊघڮणभਃચ
জشॲش३ॵউਃચ؟অ४ঙথৰਠपऐथয॑ඕऌाୗघॊਃચ

䞉┠ᶆ䛾㐃㙐䜢ព㆑䛩䜛

䞉ୖୗ䜢䛴䛺䛞䚸䛭䜜䛮䜜䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢
ಁ䛩ᙺ䜢ᯝ䛯䛩䛾䛜䚸䝭䝗䝹䝸䞊䝎䞊

Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䚸
┠ᣦ䛩Ꮚ䛹䜒ീ
䛾タᐃ
䠄Ꮫᰯ䝡䝆䝵䞁䛾タᐃ䠅

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢᰾䛻䛧䛯⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻䛚䛡䜛PDCA䝃䜲䜽䝹䛾☜❧

Ꮫᖺ䝔䞊䝬䜢
୰ᚰ䛸䛧䛯ᐇ
㊶䛾ぢ㏻䛧䛾
タᐃ䞉ඹ᭷

ྛᏛᖺ䝔䞊䝬
䛾タᐃ

╟َভप৫ऊोञઇୖஙُमऒोऊैभ৾ૅઇ੍॑इॊ੦মऩ
৶௶ੌ؛ঐॿ४ওথॺपउःथु৾ૅभ९ॺقୠভृঢ়બ౾
ਃঢ়كपँॊৱ౺॑ણऊघઓઅ॑ق؛HJ6:27ীෲभણ৷ك

قCf. ঐॿ४ওথॺभৌ؟ॺ؞ঔঀ؞ढ़ॿ؞ৎ؞ੴ؞ધ৲…ك

৾ૅਗ୭पऊऊॎॊऒध ؟৳૧ؚୠકড়ؚୠभঢ়બ౾ਃঢ়

৾ૅ୭पऊऊॎॊऒध ؟ਝؚਝ

؟ઇఐؚઇୖஙؚઇୖஙਗ
؟৬ૅؚਜীრؚৡਛ

ઇણपऊऊॎॊऒध

௶ੌسঐॿ४ওথॺभৌ

咁
双咂
⟶⌮⫋叏ᙺ

س৯ఏभ৴ำ॑ॢছথॻॹ؞२ॖথपधखि

ٮઇ৩भਔඟृ؞ॉऋःपणऩऋॊؚঔॳঋش३ঙথ॑ৈीॊधःअ௴ਡ؛जभ௴ਡ
दॉੌा॑ਤीथःऎऒधदَؚะ๏ृൠाऋസऔोॊُधઅइॊ؛

ਫ਼ୈघसऌୖقभككڬقपৌघॊؚٕ॑ອກपधॉؚਗ୭ਏध୭ਏ॑૯ກ
प઼ःञधऌपदऌॊڰؚ॑जोझोؚ6قਘा¼ؚؚٔك:قൠा¼ؚؚٕك2قਃ
ভ¼ؚٔਗؚك7قะ๏¼ؚٕਗكधऩॊ؛અइ্धखथमؚਘापेढथะ๏॑ઊखؚਃভ
ٮઅइॊದमؚ2ڀ6ڀ7ڀ:قൠापयऊॉ৯॑ऐऩःك
અइॊದमؚ2 6 7 :قൠापयऊॉ৯॑ऐऩःك
पेढथൠा॑ઊठघऒध॑અइॊ؛
ढथൠा॑ઊठघऒध॑અइॊ؛

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢᰾䛻䛧䛯⤌⧊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛸䛿…
䛂┠ᣦ䛩Ꮚ䛹䜒ീ䠄Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䠅䛾ຠᯝⓗ䛺㐩ᡂ䛻ྥ䛡䛶䚸Ꮚ䛹䜒䛾
Ꮫ䜃䞉ᡂ㛗䛜᭱䛩䜛䜘䛖䛻䚸Ꮫᰯෆእ䛻ᗈ䛜䜛ㅖ㈨※䜢䚸ຠᯝⓗ
䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛻䜔䜚䛟䜚䛩䜛䛣䛸䛃

咁
双咂
୍⯡ᩍㅍ叏ᙺ

كڮق:قൠाكध7قะ๏كपା৯َٙఒಂُقLPSURYHPHQWك
್इॊਖਡ॑ੰৠखؚ൹भਂ॑ೄघॊऒध॑৯घ؛खऊखؚଌ২मৈऽ
ैऩः؛
╟৾ૅੌ௶पउःथ6:27ীෲ॑ষअमૅؚ৾भਘाق6كध৾ૅਗपँॊ
ਃভق2كप৯॑ऐॊऒध॑ଳखथःॊ
ر༼ܓपखथൠाृะ๏प৯ऋষऌृघः

كڭق6قਘाكध2قਃভكपା৯َٙಂُقUHIRUPك
൹ऋக॑गॊ્౦पेॉؚଌ২ऋৈऽॊऒध৯खथੌ௶पॉੌि

ۉۄیۈسীෲ॑ણऊखञੌ௶

ढ़জय़গছ॑றपखञੌ௶ঐॿ४ওথॺभਏਙ؞ਔଝ

╟৾ૅઇृ৾ૅधःअੌ௶भ્ਙ॑અൟखञঐॿ४ওথॺभଳ
৽ٮఐ৾قPDQDJHPHQWVFLHQFH ऊै
ઇ౸৾ಆ॑੦ೕपखञੌ௶ঐॿ४ওথॺष

قল๕؟ฒSك

&Iੌ௶ঐॿ४ওথॺ॑ीएॊୖ
َ৾ૅੌ௶ঐॿ४ওথॺमؚजभఃৃभ৽༬ऊैؚড়੫पउऐॊ
ঐॿ४ওথॺभ౦়ःऋ෯ःुभपऩढथःॊُ

ૅ৾سఒधੌ௶ঐॿ४ওথॺभமਡ
৾ૅঅ४ঙথ॑ກपखञ৾ૅੌ௶भણਙ৲धઇણभౄৰ

؝گढ़জय़গছ॑றपखञੌ௶ঐॿ४ওথॺ

┠┠ᣦ去Ꮚ及口ീ呍
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ叏㐩ᡂ

णऩऋॉृਛટૅ৾॑ୖ؞௬दનऊीॊ
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كڭقঽૅभॵ३ঙথ॑નपघॊ
╟ॵ३ঙথ॑அाऒ॒टঅ४ঙথऒज௶ੌؚঐॿ४ওথॺभ੦ೕदँॉ॥॔दँॊ؛
كڮقॉੌाभਛ॑ਬऌলघ
╟অ४ঙথम୯घॊुभ؛ਛ॑નੳदऌॊਠৰऩ५ঔشঝ५ॸॵউ॑ਝघॊ؛
كگقરದਜ਼॑ৠीॊ
╟ृाऎुपু॑હऐऩः໌؛ৎطಲਢभৄாीऋਏ؛7LPHLVPRQH\
كڰقਗৱ౺प৯॑ऐॊ
╟ੁ॑अऽऎણ৷खؚਦधੈৡ॑ॉહऐॊ؛
كڱقഋਙ॑ਘ৲घॊ
╟ಪਖ਼௵যঢ়બقFULWLFDOIULHQGكधखथभঢ়બਙ॑পহपघॊ؛
كڲقউছ५ઓઅ॑യघ
╟ਘा؞ต؞ൌपା৯खؚএ४ॸॕঈऩཎৡ॑ਬऌटघق$SSUHFLDWLYH ,QTXLU\$,؛ك
كڳقඕऌा॑ன৫घॊ
╟ૌ২ऩ৲ಂ॑ଭॉऒइَؚदऌॊযऋदऌॊधऒौऊैُ॑লਡपघॊ؛

قස؟ળSS௶ؚিSSك

ૅ৾سभੌ௶ঐॿ४ওথॺ॑ਃચऔचॊਅറ
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䛂౯್ุ᩿䛃䛩䜛䛣䛸
ほᐹ 䠙 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛾Ⰻ䛧ᝏ䛧䜢ุ᩿䛩䜛䛯䜑䛻䝕䞊䝍䜢㞟
䛩䜛䛣䛸䠄䜰䝉䝇䝯䞁䝖䠅
э ほᐹ䛻䜘䛳䛶䝕䞊䝍䜢㞟䛧䚸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢ホ౯䛩䜛
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䜑䛶ά⏝䛧䛺䛜䜙ຠᯝⓗ䛻⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䚹

 ୕ഃ㠃䠖䛣䜜䜎䛷䛿௨ୗ䛾䐠䛜㔜ど䛥䜜䛶䛝䛯䛜䚸ᚋ䛿䐟䛛䜙
䐡䛜ồ䜑䜙䜜䜛

ᨵၿ䛧䛶䛔䛟䛣䛸

 ⟶⌮⫋䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᩍဨ䛜ᙜ⪅ 䠙 ᪥䚻䛾ᤵᴗ➼䜒ᩍ⫱ㄢ⛬
య䛾୰䛷䛾ព㆑

 ᩍ⛉㛫䛾⦪ᶓ䛾㛵ಀ䛸䚸ྛᩍ⛉䛸ᩍ⛉እάື䛸䛾㛵ಀ䜒ど㔝䛻

Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼䛻ᇶ䛵䛝ᩍ⫱ㄢ⛬䜢⦅ᡂ䛧䚸䛭䜜䜢ᐇ䞉ホ౯䛧

3-4.䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛸䛿䠄2䠅

эィ⏬䜘䜚䜒⤒㦂䠄⤖ᯝ䠅䜢㔜ど䛩䜛ᴫᛕ

䞉ពᅗ䛸⤒㦂䛾㞳
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䜒䚸1ᖺḟ䛻≀⌮ᇶ♏䚸⏕≀ᇶ♏䜢Ꮫ⩦䛧䜎䛩䚹≀⌮䛷䜒ྠᵝ䛾䛣䛸䛜㉳䛣䜚䜎䛩䚹sin䚸cos䛺
䛹䛾୕ゅ㛵ᩘ䛷䛩䚹

䛾䜘䛖䛺ィ⟬䛜ฟ䛶䛝䜎䛩䚹䛣䜜䛿ᩘᏛ䛷䛿ᚋ䛻Ꮫ⩦䛩䜛䜘䛖䛷⏕ᚐ䛿䠛䠛䠛䛾≧ែ䛷Ꮫ
⩦䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺ィ⟬䛿Ꮫ䛷䛿4᭶ୗ᪪䡚5᭶ୖ᪪䛾ᮇ䛻┤㠃䛧䜎䛩䚹Ꮫ䛾
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 Ꮫᰯ䛾䜒䛴㈨※䛾ㄆ㆑䚸ᙉ䜏䜈䛾╔┠
ĺ䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ䛷䛿䚸SWOTศᯒ䛻䜘䜛ෆ㒊⎔ቃS䠄ᙉ䜏䠅䛸
እ㒊⎔ቃO䠄ᶵ䠅䜈䛾╔┠

 ᐇ㊶䜢䛂ಶᴗ䛃䛛䜙䛂༠ᴗ䛃䜈
ĺ䜹䝸䜻䝳䝷䝮ᐇ㊶䛾ඹ᭷䚸ᩍဨ୍ே䜂䛸䜚䛾ᐇ㊶䛾ྍど

 యィ⏬䛾どⅬ䜢䜒䛴
ĺᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ䚸ᩍ⛉Ꮫ⩦䚸ᩍ⛉እᏛ⩦䛾┦㛵ಀ䛾㔜ど䚸
䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾

3-5.䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾せⅬ

 2003䠄ᖹᡂ15䠅ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿୍㒊ᨵṇ䞉䞉䞉᭱పᇶ‽
ĺᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽䛾⥘䜢᰾䛸䛧䛯Ꮫᰯ㔞ᶒ䛾ᣑ
䠙≉Ⰽ䛒䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮㛤Ⓨ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯Ꮫᰯ⤒Ⴀ
ĺ䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻䜒䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾どⅬ䛜ᚲせྍḞ

 ྠᖺᩍㄢᑂ⟅⏦䛂ᗂ⛶ᅬ䚸ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫᰯ䚸┣Ꮫᰯ䚸⫏
Ꮫᰯཬ䜃㣴ㆤᏛᰯ䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᇶ‽䛾ᨵၿ䛻䛴䛔䛶䛃
䞉䞉䞉䛂⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫䛃

 1998䠄ᖹᡂ10䠅ᖺ୰ᩍᑂ⟅⏦䛂ᚋ䛾ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴
䛔䛶䛃䞉䞉䞉䛂Ꮫᰯ䛾⮬ᛶ䞉⮬ᚊᛶ䛾☜❧䛃

 1996䠄ᖹᡂ8䠅ᖺ୰ᩍᑂ⟅⏦䛂21ୡ⣖䜢ᒎᮃ䛧䛯ᡃ䛜ᅜ䛾ᩍ⫱䛾ᅾ
䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃䞉䞉䞉䛂䜖䛸䜚䛃䛂⏕䛝䜛ຊ䛃

 ᩍ⫱ㄢ⛬䠙䛂ᩍ⫱ィ⏬䛃䜢ᣦ䛩ゝⴥ䚸䝨䞊䝟䞊䝥䝷䞁
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䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛿᪉ἲㄽ䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䛒ᮏ❶䛷䛿䚸䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䜢䛂ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛻⏕ᚐ⮬䜙䛜ព䜢
ぢฟ䛧䛺䛜䜙Ꮫ䜆䛣䛸䛃䛸ᐃ⩏䛧䜎䛩䚹䛭䛧䛶䚸䛣䛾䜘䛖䛺Ꮫ䜃䜢ಁ䛩䛯䜑䛻䛿䚸
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䛰䛸⪃䛘䜛୍᪉䚸䛭䛾ಁ䛧᪉䛿↓ᩘ䛒䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹䠄୰␎䠅⏕ᚐ䛾䜰䜽䝔䜱䝤䞉
䝷䞊䝙䞁䜾䜢ಁ䛩䛯䜑䛻䛿䚸ᩍᖌ䛜⏕ᚐ䜢䜘䛟ぢ䛶䚸᫂☜䛷᰿ᣐ䛾䛒䜛䛂⮬ᰯ
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≉䛻ᢏ䞉ᐙ䛾ሙྜ䚸⌮⛉➼䛾㛵ಀ䠄㟁Ẽ䠅䜒䛒䜚䚸⌮⛉䛾᪤⩦䛻ྜ
䜟䛫䛶䚸Ꮫ⩦䛩䜛ᮇ䜢ධ䜜䛶䛔䜎䛧䛯䚹
䠄୰Ꮫᰯᐙᗞ⛉䠅

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

ᑠᏛᰯ䛷䛿䚸䜋䜌୍ே䛾ᩍᖌ䛜䛩䜉䛶䛾ᩍ⛉䜢ᩍ䛘䜛䛣䛸䛛䜙ᩍ
⛉㛫䛾㐃ᦠ䛷ᅔ䜛䛸䛔䛖䛿ᑡ䛺䛔䛷䛩䚹䜐䛧䜝䚸ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䚸ྜ
⛉ⓗ䛺ྲྀ⤌䜢⪃䛘䜛䠄䠖ᅜㄒ䛷ぢฟ䛧䚸ᑠぢฟ䛧䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䠇
♫⛉ぢᏛ䛾᪂⪺䛵䛟䜚䚸ᅜㄒ䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛾᪉䠇⥲ྜᏛ⩦䛷
ᐇ㊶etc䠅䛣䛸䛜ᑠᏛᰯᩍဨ䛾㓬㓮䛷䛩䠄ᚋ␎䠅䚹
䠄ᑠᏛᰯᩍဨ䠅

5-5.㧗ᰯ䛸䛿␗䛺䜛ᑠ䛸୰䛾

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

ᩘᏛ䛸⛉Ꮫ䛾ᤵᴗ䛾䛣䛸䛷䛩䛜䚸䚸ᑡ䛧Ẽ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛿䚸
䛂㓟䞉ሷᇶ䛃䛾䛸䛣䜝䛾pH䛷䛩䚹䛂⛉Ꮫᇶ♏䛃䛷ྲྀᢅ䛖pH䛿ᩘ್䛾䜏䛷
䛺䛬pH7䛜୰ᛶ䚸pH䠘7䛜㓟ᛶ䚸pH䠚7䛜ሷᇶᛶ䛻䛺䜛䛛䛿ㄝ᫂䛧
䜎䛫䜣䚹⌮⏤䛿pH䛜ᑐᩘィ⟬䛷ồ䜑䜛䜒䛾䛰䛛䜙䛷䛩䚹ᑐᩘ䛿䚸ᩘ
ᏛB䛷ᢅ䛖䛾䛷䛂⛉Ꮫᇶ♏䛃䜢1ᖺ⏕䛷ᒚಟ䛩䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸⤯ᑐ䛻
↓⌮䛷䛩䚹䛯䛰䚸Ꮫᇶ♏䛿ᩥ⣔䜈㐍䜐⏕ᚐ䜒䝉䞁䝍䞊䛷⏝䛩䜛
ሙྜ䜒䛒䜛䛾䛷䛒䜎䜚῝ධ䜚䛷䛝䜎䛫䜣䚹䠄㧗➼Ꮫᰯ⌮⛉䠅

 䛸䛣䜝䛜䚸Ꮫᰯ䛷䛿ᅔ㞴䛸䛥䜜䚸䛻䜒௨ୗ䛾䜘䛖䛺䛜Ꮡᅾ

ᣦᩘ㛵ᩘ䛸ᑐᩘ㛵ᩘ䛾ᣦᑟ䛿⌮⛉䛸䛾㛵ಀ䛷᪩ᮇᣦᑟ䛜
ྍ⬟䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄ᩥ㒊⛉Ꮫ┬2009䚸p.32䠅䚹
䛴䜎䜚ᣦᑟせ㡿ୖ䛷䛿ㄪᩚ䛜ྍ⬟䛸䛥䜜䜛䚹

5-2.C䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠄ᩍ⛉ᶓ᩿䛾Ⅼ䠅䛾ᝎ䜏䠄1-2䠅

ୡ⏺㑇⏘䛸䛺䛳䛯⌮⏤䜢Ꮫ䜆ᤵᴗ䜔䚸ୡ⏺ⓗ䛻⣮த䛜⥅⥆䛩䜛䛺䛛ᖹ
䛻ྥ䛡䛶䛾άື䛻䛴䛔䛶⌧ᆅ䛷䛾ྲྀ⤌䜢Ꮫ䜣䛰䚹ၥ㢟◊✲䛷ESD䛻
䜎䛴䜟䜛ㅖၥ㢟䜢ᥦ䛧ゎỴ⟇䜔⪃䛘᪉䜢䜎䛸䜑䛶䛔䛟άື䛷᪂⪺ษ䜚ᢤ
䛝సရ䜢ไసⓎ⾲䛧䛯䚹
䝕䞊䝍䛾ᩚ⌮䛾༢ඖ䛷⟽䜂䛢ᅗ䜢ά⏝䛧䛶ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾ᕷ⏫ᮧ䛤䛸䛾
≉ᚩ䜢Ṛஸ⪅ᩘ䛛䜙ศᯒ䜢䛧䛯䚹
≀⌮ศ㔝䛷እ㒊ㅮᖌ䜢ᣍ䛝ᨺᑕ⥺䛛䜙䛾㜵ᚚ䛻䛴䛔䛶ㅮ⩏䛸ᐇ㦂䜢⾜䛳
䛯䚹ᆅᏛศ㔝䛷⏕ᚐ䛾ఫ䜐ᆅᇦ䛾䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䜢‽ഛ䛧䛶ᐇ㊶ⓗ䛻㜵
⅏䛻䛴䛔䛶ᤵᴗ䜢⾜䛳䛯䚹
䛂⥭ᛴ䛻䛚䛡䜛ⱥヰ䛃䜢䝔䞊䝬䛻䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䚹䜾䝹䞊䝥䛻䜚䜙
䜜䛯⥭ᛴែ䛾䝅䝏䝳䜶䞊䝅䝵䞁䛻ᛂ䛨䛶3ศ⛬ᗘ䛾ᑍ䜢⾜䛖䚹3.11䛷㑊
㞴ᣦ♧䛜⪺䛝ྲྀ䜜䛪≛≅䛻䛺䛳䛯እᅜே䛾᪉䜒䛔䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛷䚸ᅔ䛳䛶
䛔䜛ே䜢ຓ䛡䜙䜜䜛䜘䛖䛻䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ຊ䜢⫱䜐䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䚹

♫

ᩘᏛ
⌮⛉

ⱥㄒ

㣗 㽢

ᆅᇦ䠄ᮾすᑐỴ䚸ᅜෆእ䠅

㣗䛾ᅜ⡠䠄ᦤ㣗ẚ䠅

㎰ᴗ䠄⫋ᴗ䛸䛧䛶䛾⌧≧䛸ᒎᮃ䚸㎰⸆䚸㎰༠䠅

㣗⫱䠄⮬ศ䛷⫱䛶䜛䚸⮬ศ䛷✭䛩䜛䚸⮬ศ䛷㣗䜉䜛䠅

Ṕྐ䠄௦ᛶ䚸⛣䜚ኚ䜟䜚䚸㌟ศ䛤䛸䛾ᕪ䠅

ᑑྖ䠄Ᏻ䞉ᗣ䞉⎔ቃ䠅

 䝺䝸䝞䞁䝇䛾どⅬ䛛䜙䠖
䠙 Ꮫᰯ▱䛸᪥ᖖ▱䛸䛾ᯫᶫ䚸Ꮫᰯ䛸᪥ᖖ⏕ά䜔㌟㏆䛺♫䛸䜢
䛴䛺䛠䛣䛸䛷Ꮫ⩦䛾ព䜢ぢฟ䛥䛫䜛
䞉 ⎔ቃၥ㢟䜔㈋ᅔၥ㢟䛿ᾏ䛾ྥ䛣䛖䛾ၥ㢟䛺䛾䛛䠛
䞉 ㌟㏆䛺᪥ᮏ䛾୰䛷䜒↓ᩘᏑᅾ䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䠛
䞉 ᾏ䛾ྥ䛣䛖䛾ၥ㢟䜢Ꮫ䜆䛣䛸⮬య䛾ព䛿䛔䛻䛒䜛䛡䜜䛹䚸
㌟㏆䛺䛸䛣䜝䛷䛾ヰ䛾᪉䛜Ꮫ⩦⪅䛻䛸䛳䛶䜘䜚䝸䜰䝹䛷䛿䠛

 ᆅᇦ㈨※䜢ά⏝䛩䜛㻠䛴䛾ព䠄⨾స㻞㻜㻝㻡䠅䠖
䞉 ᆅᇦ䛷Ꮫ䜆䠄ᆅᇦ䜢䝣䜱䞊䝹䝗䛻䛧䛯Ꮫ䜃䠅
䞉 ᆅᇦ䛸Ꮫ䜆䠄ᆅᇦ䛾ே䛸䛾༠ാⓗ䛺Ꮫ䜃䠅
䞉 ᆅᇦ䜢Ꮫ䜆䠄ᆅᇦ䛾䛣䛸䛭䛾䜒䛾䛾Ꮫ䜃䠅
䞉 ᆅᇦ䛛䜙Ꮫ䜆䠄ᆅᇦ䜢㏻䛧䛶䛾Ꮫ䜃䠅
᭱⤊ⓗ䛺┠ᶆ䛾㐩ᡂ䜈

 䛂㣗䛃䜢䝔䞊䝬䛻ᩍ⛉Ꮫ⩦䛸䛹䜣䛺䝁䝷䝪䛷䛝䛭䛖䛛䠛䠛䠛
㡢䠄᪥ᮏㄒ䛾≉ᛶ䚸䜸䝜䝬䝖䝨䠅

6-6.ᆅᇦ㈨※䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛾ព䠄1䠅

6-5.᭦᪂ㅮ⩦䛛䜙

 䛸䛒䜛㧗ᰯ䛷䛾ᐇ㊶䠄⾰㣗ఫ䜢䝔䞊䝬䠅
䞉 㻯㼛㻙㻯㼞㼑㼍㼠㼕㼢㼑 㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䠄㏻⛠䠖䝁䜽䝸䚸௨ୗ䝁䜽䝸䛸グ䛩䠅
䞉 ୰➼ᩍ⫱䛾䛂ᩍ⛉䛃䛂Ꮫᖺ䛃䛂Ꮫ⣭䛃䛾ቨ䜢㉺ቃ䛩䜛ヨ䜏
䞉 ᩍဨ㻙Ꮚ䛹䜒䛷䛿䛺䛟䚸ᗈ⠊䛺㛵ಀᛶ䛾୰䛷䛸䜒䛻Ꮫ䜃䜢
䜚ୖ䛢䚸ᩍ⫱䛾㉁䜢ྥୖ

ྡྂᒇᕷ❧ᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯweb䝨䞊䝆䜘䜚సᡂ

㟈⅏๓䛾䛒䜚䜅䜜䛯᪥ᖖ䜢㏦䜛ே䚻䜢ᥥ䛔䛯ᑠㄝ䛾୍㒊䜢ㄞ䜐䛺䛛㟈⅏
䛾䛣䜟䛥䜢㌟㏆䛻ឤ䛨䚸㜵⅏ព㆑䜢㧗䜑䜛άື䜢⾜䛳䛯䚹

ᅜㄒ

 ᪂䛧䛔Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛷ồ䜑䜙䜜䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮ほ
䝺䝸䝞䞁䝇䠄㛵㐃ᛶ䠅䠙ᩍ⫱άື䠇⏕ά䠄ே⏕䠅
 䛰䛛䜙䛣䛭䛂⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫䛃䛂⥲ྜⓗ䛺᥈✲䛾㛫䛃䜢᰾
䛻䛧䛯䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛵䛟䜚䛾ᚲせᛶ
䠙 ᩍ⛉Ꮫ⩦䛾㍍ど䛷䛿䛺䛟䚸ᩍ⛉Ꮫ⩦䛸᥈✲Ꮫ⩦䛸䜢䛔䛛䛻
ᯫᶫ䛩䜛䛛䚸䛔䛛䛻㛵㐃䛡䜛䛛
䋻 ྛᩍ⛉䛜㛵䜟䜛䛣䛸䛾䛷䛝䜛䝔䞊䝬Ꮫ⩦䛾ྍ⬟ᛶ

6-4.䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛃䜢᰾䛻䛧䛯ᩍ⛉ᶓ᩿

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

䛂᪥ᮏྐ䛸ྂ䛃䛂⏕≀䛸ಖ䛃䛂⌧௦♫䛸ᐙᗞ⛉䛃䛂ୡ⏺ྐ䛸እᅜ
ㄒ䛃䛺䛹ᶓ᩿ⓗ䛺⛉┠㐃ᦠ䛾ྍ⬟ᛶ䛜⪃䛘䜙䜜䜎䛩䚹⪃៖䛿䚸䛟䛥
䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᩍဨ㛫䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ḟ➨䛻䛺䛳䛶䜎䛩䚹
䛹䛾ᤵᴗ䛜䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜣䛷䚸⏕ᚐ䛯䛱䛜䛹䛾䜘䛖䛺▱㆑䜢ഛ䛘䛶
䛔䜛䛛䚸ṇ┤䜟䛛䛳䛶䛔䜛㧗ᰯᩍဨ䛿䛔䜎䛫䜣䚹䜋䜌䚸⮬ศ䛾㧗ᰯ
௦䛾౯್ほ䠄䛣䛾䛟䜙䛔䜟䛛䛳䛶䛔䜛䛰䜝䛖䠛䠅䜔ឤぬ䛷ヰ䛧䛶䛔䜎
䛩䚹ᩚ⌮䛥䜜䜛䛣䛸䛜⏕ᚐ䛻䛸䛳䛶䛿䝯䝸䝑䝖䛜䛝䛔䛾䛿☜䛛䛰䛸䛿
ᛮ䛔䜎䛩䛜䚸䛭䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖䛻䜂䛸⫙⬺䛔䛷䜔䜝䛖䛸䛔䛖ᩍဨ䛿ⓙ
↓䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
䠄㧗➼ᏛᰯᆅṔ⛉ᩍဨ䠅

5-4.C䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠄ᩍ⛉ᶓ᩿䛾Ⅼ䠅䛾ᝎ䜏䠄3䠅

6-1.ᩍ⛉䜢㉺䛘䜛ヨ䜏䛾ྍ⬟ᛶ

ฟ䠖Ᏻ⸨䛾⪺䛝ྲྀ䜚䛻䜘䜛

㧗➼Ꮫᰯ䛾䛂ಖ䛃䛸䛂ᐙᗞ⛉䛃䛾ᩍ䛘䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛜䜘䛟㔜䛺䛳䛶䛔
䜎䛩䚹䛂㣗䛸ᗣ䛃䜔䛂㟷ᖺᮇ䞉ᡂᖺᮇ䞉ኊᖺᮇ䞉⪁ᖺᮇ䛾ᗣ䛃䛂⤖
፧䛸ฟ⏘䛃➼䚻䛚䛔䛻䛹䛣䜢ᩍ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛺䛹ヰ䛧ྜ䛖䛣䛸䜒䛺䛟䚸
⏕ᚐ䛜䛂ྠ䛨䛸䛣䜝䛜䝔䝇䝖⠊ᅖ䛷Ⰻ䛛䛳䛯…䛃➼ヰ䛧䛶䛔䜛䛛䜙ศ䛛
䜛䛣䛸䜒ከ䛔䛷䛩䚹
䠄㧗➼Ꮫᰯಖయ⫱䠅

5-3.C䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠄ᩍ⛉ᶓ᩿䛾Ⅼ䠅䛾ᝎ䜏䠄2䠅

69

 ᆅᇦ䛻㛵䛩䜛ሗ㞟䛾㔜せᛶ
䞉 ᆅᇦ䛾Ṕྐ䜔≉Ⰽ䛻䛴䛔䛶䛾ሗ
㞟䛸ඹ᭷䛸✚
䞉 ᆅᇦ䛾ே䛻㛵䛩䜛ሗ䠄䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠅

 ᩍ⛉ 䠙 ⮬ศ䛾ᑓ㛛㻛ᚓពᩍ⛉䛛䜙䛹䛾䜘䛖䛻䜰䝥䝻䞊䝏䛩䜛䛛
䜰䝥䝻䞊䝏䛾᪉䛿䛭䜜䛮䜜䛾ᩍဨḟ➨

 ᆅᇦ 䠙 䝔䞊䝬䛻༶䛧䛶䛭䛾ᆅᇦ䛻ᐦ᥋䛧䛯䜒䛾䛿䛺䛔䛰䜝䛖䛛
䠖ྡ⏘ရ䚸ゝㄒ䚸ఏᢎᩥ䛺䛹䛺䛹
• ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䠄2018䠅䛄㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿䛅

• ⦆ㄔ䞉㟷ᮌᖾᏊ䠄2018䠅䛂ఱ䛜ᩍᖌ䛸⏕ᚐ䜢䛄㉺ቃ䛻䜘䜛ඹ䛅䜈䛸㥑䜚❧
䛶䜛䛾䛛䛃άື⌮ㄽ◊✲ᙜ᪥㓄ᕸ㈨ᩱ䠄20180311䚸䠖㛵すᏛ䠅
• ᒣ㎶ᜨ⌮Ꮚ䞉ᮌᮧ䞉୰ཎ῟⦅ⴭ䞉ሐ䜂䜝䜖䛝䞉⏣୰ᬛ㍤ⴭ䞉᪥ᮏᩍ⫱◊✲
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍䞊⦅㞟༠ຊ䠄2017䠅䛄ே䛿䜒䛸䜒䛸䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝘䞊䛅
㊰᭩ᡣ

• ⏣୰⤫䠄2005䠅䛂ᩍ⫱◊✲䛸䜹䝸䜻䝳䝷䝮◊✲䛃ᒣཱྀ‶⦅ⴭ䛄⌧௦䜹䝸䜻䝳
䝷䝮◊✲䛅➨∧䚸Ꮫᩥ♫䚸pp.21-33
• ⏣୰⤫䠄2009䠅䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯䛾ᚲせᛶ䛸ព⩏䛃⏣୰⤫䞉᰿ὠ᭸ᐇ
⦅ⴭ䛄䜹䝸䜻䝳䝷䝮ホ౯ධ㛛䛅ວⲡ᭩ᡣ䚸pp.1-27

• ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䠄2009䠅䛄㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⌮ᩘ⦅䛅

• ዉ㡲ṇ⿱䠄2017䠅䛄䛂㈨㉁䞉⬟ຊ䛃䛸Ꮫ䜃䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛅ᮾὒ㤋ฟ∧♫

• ྡྂᒇᕷ❧ᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ䛄ᖹᡂ29ᖺᗘ䝴䝛䝇䝁䝇䜽䞊䝹ᖺḟሗ࿌᭩䛅
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学校改善を目指す組織マネジメント
令和元年 8 月 20 日（火）14:00～14:50
立命館大学朱雀キャンパス３階 308 教室
安藤知子（上越教育大学）

e-mail

tomoko@juen.ac.jp

はじめに
短い時間の中で、コンパクトに講義・演習を進めるために大幅に内容を省略します。
詳細はレジメに紹介した資料をご覧ください。
Ⅰ 組織マネジメントの感覚を持つ
Ⅱ

組織マネジメントのキーポイント

Ⅲ

組織の外部適応：学校運営の基本方針と環境変化

Ⅳ

組織の内部統合：学習する組織・チームをつくる

Ⅰ 組織マネジメントの感覚を持つ
□学校組織マネジメントとは、
「学校のミッション（存在意義・使命）をもとに中・長期的なビジョンを描き、環境変化
に対応した組織開発や職能開発を展開していく営み」。
木岡一明編『「学校組織マネジメント」研修』教育開発研究所,2004.

⇒

組織マネジメント＝学校改善が目的のマネジメントと考えるとわかりやすい、

□学校改善とは

“school improvement”の日本語訳

「一つまたは二つ以上の学級で、最終的には教育目標を今以上に効率的に達成すること
を目指して、学習条件やその他の関連する学校内の諸条件を変革することを目的とする組
織的・継続的な努力」のこと。（OECD の CERI（経済協力開発機構の教育革新研究センター）
による「学校改善に関する国際共同研究」（1983～1986））
■１■

三人の石切り工の話

P,F.ドラッガー『 『〔エッセンシャル版〕マネジメント』2001

最もマネジメントの感覚を持っているのはどの石切り工か？

全体の仕事を見通しながら、その一部を構成するメンバーとして仕事をする＝自らの職務
に従事しながら学校運営に参画する感覚が必要。学年や教科、学校全体での教育実践に主
体的、創造的に関与することができているかを振り返ってみていただきたい。
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■２■

三人の石切り工の話から・・・

「教会を建てている」を教員に置き換えるとどのような答えになるでしょうか？

「教会を作っている」、「○○city の△△に今建設中の教会を作っている」、「○○city
の△△に今建設中の教会の、窓枠のアーチになる部分を作っている」「○○city の△△に
今建設中の、ガウディが設計した教会の、窓枠のアーチになる部分を作っている」etc.
作業自体は同じでも仕事の仕方が変わってくる。

授業、生徒指導、学級経営など、それぞれ何が目的かを答えることは、おおよそ教師で
あれば誰でもできる。しかし、普段どのレベルでどこまで具体的に考えてそれをイメージ
しながら実践しているかと問われた時にはいかがだろうか。学校全体で描いている教育の
姿を具体的に共有し、それを目指した実践を意識するようになっているだろうか？

Ⅱ

組織マネジメントのキーポイント

□協働体系としての組織の成立要件
→

組織＝協働体系「二人以上の人間の活動や諸力の意識的に整合されたシステム」
協働体系としての組織に含まれる要素
①協働意欲・貢献意欲、②共通目的、③伝達・コミュニケーション
バーナード,C.I., 『経営者の役割』有斐閣,1938/1976

＋

チーミングという発想

チーミングは動詞だ。それは、境界のある固定された集まりではなく、動的な活動であ
る。効果的なチームのデザインや構造によってではなく、チームワークという考え方やそ
の実践によって、主に生み出されるものでもある。チーミングは、休む間のないチームワ
ークだ。それは、安定したチーム構造を持たないまま一丸となって動き、協働することを
伴う。
エドモンドソン『チームが機能するとはどういうことか』英知出版,2014．

□外部適応と内部統合
学校改善を目指す組織マネジメント，カリキュラム・マネジメントを考える時に欠かせ
ない二つの視点がある。それは組織外部の環境変動へ応じていくことと、組織内部の統合
を維持していくことである。
※「外部の環境変動に応じる」ことは、外部からの一方的な要求にひたすら応じることを意味
しているわけではない。環境変動に関心を向け、それに対応しながら組織自身のもつ目的や価
値観を修正し続けることを意味している。そこには組織メンバーの主体性が不可欠となる。
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Ⅲ

組織の外部適応：学校運営の基本方針と環境変化

１．学校運営の基本方針

…組織の基本的環境として理解しておくべき点

(1) 自律的学校経営
各学校が教育活動の計画・実施主体として責任をもって、より柔軟に目の前の子どもに応
じた判断をしていくこと。組織マネジメントや学校評価を通じた特色ある学校づくりの実現。
(2) アカウンタビリティ：「結果責任」「説明責任」
「アカウンタビリティ(accountability)とは、アメリカの住民運動から展開してきた概念で
あり、税金の使途にかかわり、税金を適正に支出して有効な成果をあげたかどうかを納税者
が納得するように説明する行政責任であり、行政当局が納税者の要求に応える（求められた
ことを実施する）応答責任(responsibility)と対をなす。それがアカウンタビリティといわれる
のは、もともと会計学でアカウント（計算）する、つまり収支が合っていて不正がないこと
を明示することの意味で用いられていたからである。」
木岡一明『新しい学校評価と組織マネジメント』第一法規,2003.

２．学校経営改革のトレンド

…外部環境の変化，今日的状況として知っておきたいこと

(1)「チーム学校」
校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネ
ジメントされ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、
子供たちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学校
2015 年 12 月

中教審答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」

①教師ではない人々を学校の中に入れる／外部人材 30 万人、専門性のある人材の活用
②教師に新しい指導法や授業内容の勉強をしてもらう／子供と向き合う時間を確保
③子どもを取り巻く課題の複雑化・多様化に対応する／貧困、虐待、発達障害 etc.
(2) 地域とともにある学校・地域学校協働活動
新たに地域コミュニティを創り出すという視点に立って、学校と地域の人々、保護者等が
力を合わせて子供たちの学びや育ちを支援する地域基盤を再構築していくこと、さらには、
こうした取組を広げ、常に社会全体で互いの幸せについて考え、そのために何ができるかを
問い、学び続ける社会の形成を進めていくことが課題となっている。
学校は、全ての子供たちが自立して社会で生き、個人として豊かな人生を送ることができ
るよう、その基礎となる力を培う場であり、子供たちの豊かな学びと成長を保障する場とし
ての役割のみならず、地域コミュニティの拠点として、地域の将来の担い手となる人材を育
成する役割を果たしていかなければならない。一方、地域は実生活・実社会について体験的
・探究的に学習できる場として、子供たちの学びを豊かにしていく役割を果たす必要がある。
2015 年 12 月

中教審「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた

学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」
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(3) 社会に開かれた教育課程
これらの（多様で複雑な）課題を乗り越え、子供たちの日々の充実した生活を実現し、未来
の創造を目指していくためには、学校が社会や世界と接点を持ちつつ、多様な人々とつなが
りを保ちながら学ぶことのできる、開かれた環境となることが不可欠である。そして、学校
が社会や地域とのつながりを意識し、社会の中の学校であるためには、学校教育の中核とな
る教育課程もまた社会とのつながりを大切にする必要がある。
2016 年 12 月

中教審「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」

Ⅳ

組織の内部統合：学習する組織・チームをつくる

組織が組織として外部環境の変化に関心を向け、グローバルな社会や学区地域の価値・規
範を取り入れながら、目指す姿へ向けた教育実践の実質的な PDCA サイクルを革新・更新して
いくことが求められている。
１．組織の学習とは何か
(1) 人間にとっての学習

学校学習／心理学概念としての学習

人間は、個体として独立した生命システムを有しているが、そのシステムは決して環境から閉じられたも
のではなく、外部環境に応じて様々な反応を見せる。生理的反応では、例えば、寒ければ鳥肌をたてたり暑
ければ汗をかくといった現象がある。人間の場合は、それに加えて寒いときにはコートを羽織り、暑いとき
には衣服を脱ぐ、さらにいえば、都会の町中では暑くても下着は脱がない、目上の人と話をするときには寒
くてもコートを脱ぐ、など様々な条件を考慮に入れて環境に適応し、またそうした条件による不都合を補う
ために空調設備を開発して、環境のほうを変えるよう試みたりもする。
このような、環境に適応する能力（可塑性）の大きさは、他の動物と比べて人間ならではの特徴であると
いわれる。この人間を人間たらしめている環境への適応能力のうち、汗や鳥肌などの生理的反応はともかく
として、衣服を着たり脱いだり、時や場所によって着脱の範囲を判断したりする能力は、その多くが「学習」
によって得られることは容易に理解されよう。
安藤知子「教職員の職能発達と組織学習の促進」『学校組織マネジメント研修』2004,p.144.

(2) 組織が学習する・・・Ｘ小、Ｙ中が変わる

←これ自体は両義的

組織学習とは、組織が置かれた環境と、自らの組織活動の変化を把握し、その組織の規範や価値
観の妥当性にしたがって、適切な活動を採用したり、あるいは規範や価値観を修正していくなかで、
組織経営能力を発達させていくことである。
今津孝次郎『変動社会の教師教育』名古屋大学出版,1996,p.182.

ある環境・条件の時にとった A という意思決定や行動は失敗し、Ｂという意思決定や行動
は効率良く成果に結びついたような場合、Ｂという判断が繰り返される。組織メンバーの 1 人
がその判断には問題がある／異なる新しい判断をしたいと思っても、なかなか組織全体での判
断は変わらない。

73

複数の選択肢があり得る中で、組織にとってより望ましい判断を選択しようとする行動自体
が組織学習。しかし、間違った学習をすることもあるし（誤学習）、一度学習した内容が更新
されていかないこともままある（学習障害）。
cf1.

ちらほら問題行動が目につくようになってきた Y 中学校、指導を厳しくしたら収まった。
…のだけれども、厳しい指導を続けていたら 2 年生が爆発した。

cf2.

地域との関係を深めるために高齢者との交流活動に熱心に取り組んだ X 小学校、地域の人
も一緒になった見守り活動が活性化した。 …けれども、とにかく交流すること、積極的に
地域に出て行くことが良いことだという価値観が強く浸透して…

この部分で、個々の教職員も組織の当事者意識を持つことが必要になってきている。
マネジメント意識！
２．学校改善としての組織の学習を駆動するために
考え方としては…
(1) 自らが「主体的に学習する個人」になる
個人の学習サイクルを回す
外部環境の変動に関心を持ち、①目的を達成するためにはどうすれば良いか、②そもそも
なぜこの目的なのか、本当に目指したいことは何かを考える、。
（2) 個人の学習サイクルを組織（チーム）の学習サイクルへ拡張する
組織(チーム)の学習サイクルを回す

図１

チームの学習サイクル

柴田昌治／スコラ・コンサルト監訳『フィールドブック学習する組織 5 つの能力』日本経済新聞社,2003
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(3) 校内研修の機能を最大活用する
① 教育実践の質的向上

←

② 新たな知識や技術の獲得

教師個々人の力量向上
←「子どもの問題」の改善、解決のための方法論の模索

③ 質的向上に取り組んでいることの表明･公開

←学校としての“存在証明”

☆④ 同僚間での「子どもの問題」の共有、確認
☆⑤ 自校での「問題」対応の判断基準の理解
☆⑥ 教師個々人にとってのモデルの発見

←参照枠組みの獲得

←同行者の獲得

フォーマルな学習の場よりもサード・プレイスとしての場が欲しい！
研修運営＝そのような場づくりと考える

■３■

自身の所属する組織は十分に機能している組織だろうか。チェックをしてみよう。

多様な集団の中でも、きちんと機能している組織には、その成立要件である４つの要素が
明確に存在し、構成員に意識されている。組織マネジメントに際しては、組織の状態を４要
素ごとに、「理解されているか（必要性の理解）」「周知されているか(共有の程度）」「希
薄になっていないか」「現状に合っているか」を確認しながら必要に応じて適切に補強すべ
く手を打っていくことが有効である。
高橋眞知子『組織を動かすコミュニケーション力』,2010 より若干補足
共通目的

帰属意識

地位と役割

強制力

理解されているか
周知されているか
希薄になっていないか
現状にあっているか

【組織の健康診断：結果から読み取れること，アプローチできるのはどこか】

□共通目的
組織が目指すべきゴールのことで、組織の成立要素の中で最も重要なもの。／そのためにマネ
ージャーは、意図的にコミュニケーションの場を設定したり、理解しやすい表現を模索したり、
ICT を活用して効率的に情報を共有・伝達出来るシステムを構築したり、努力と工夫が必要。／
共通目的の設定は、組織の目的自体が構成員全体の支持を得られるものであるか、その時代の社
会の共感を得られるものであるかが大切。
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□帰属意識
組織の構成員相互に共有される仲間意識。帰属意識のある集団からは統一感を感じることがで
きる。帰属意識は心の安定を促し、構成員相互の信頼関係と組織への忠誠心を醸成する基盤とな
る。組織に帰属すること自体が自分にとって意味があり価値がある場合には、人は構成員である
ことに「誇り」を持ち、自律的な行動をとるようになる。また、外部の「敵」に対して戦う結束
力の源にもなる。

※帰属意識は、喜び、楽しさ、安心感、誇りによって育つ。

□地位と役割
組織の構成員には、合理的に体系づけられた構造にしたがって、地位（職階）と役割（職務）
が付与される。役割の遂行には権限と責任が伴い、そのことが構成員相互に周知されていること
が必要。仕事と仕事を行う立場が集団全体の中で合理的に体系づけられ調和したものでなければ、
構成員の協働意欲を妨げ、信頼関係を崩すことにもなりかねない。決定権や指示命令権や情報は、
組織の構造上の然るべきところに存在し、流れていくことにより、効率的に組織の目的達成が可
能になる。
※役割が細かく整えられ、わかりやすく提示されている組織は合理的な存在になり、広く支持される。

□強制力（規則と規範）
目的達成のために、構成員に物心共に圧力をかけてくる影響力のこと。規則や命令などで顕在
化されて迫ってくるものと、心的な義務感や責任感という形で内面的に現れるもの（規範）があ
る。関係性がゆるやかにしか存在しない集団では、目的が達成されない場合でも顕著に現れてく
るものではない。ちょっとした「申し訳なさ」のような形で個人の心の中で処理されていく。／
しかし集団が達成すべき目的を持つ組織として形成されるにしたがって、強制力は明確に存在し
ていく。／目的達成のために賞罰の形で表されることもある。構成員のモチベーションに大きな
影響を与えながら、物心両面から圧力をかけてくるのが強制力。組織マネジメントの実際におい
て、強制力を有効に執行するためには、評価と報酬の透明性と公平性が確保され、周知されてい
ることが大切。

おわりに
□協働関係構築のファシリテーターをめざす
組織マネジメントを展開し、その中で指導力を発揮するのがリーダーであるなら、一方、
こういった考え方を皆で共有し合うために様々な取り組みを提供し、学校の活性化を促進す
る者、すなわちファシリテーターも求められている。
同僚と問題やビジョン、文化を共有するための＜対話＞を活性化させる コミュニケーショ
ンスキルを高めることも重要。

■４■

協働関係を構築するために、自分にできることはどんなことか考えてみましょう！
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َரभ১ૠप੦तऌऩऋैؚుญ؞েെृ৳૧ؚୠभ্رभൢःृୄ॑౷ऽइؚ
৾ૅऋঽૅभ৯घ৾ૅ൸ृ৯घుญ؞েെ൸ಉ॑ऌؚजभৰਠ॑ॊञीؚ৾
ૅઇ৸৬भরदؚनभेअऩୖध্ੁ॑અइ௶ੌؚपॉੌ॒दःऎऊ॑ંखञ
੦মଡ୳ُ

ॢسছথॻॹ२ॖথधमऩपऊ

ॢ؝ڰছথॻॹ२ॖথુصથऔोञੳ؞ણभ੦ೕधखथ

⋇ৱ౺قUHVRXUFHSURYLGHUك
౸दણ৷दऌॊक़ख़ঈ१ॖॺؚઇؚഭाऩनभৱ౺॑ഋपৌखथघॊ
⋈౸भ५ঌ३কজ५ॺقLQVWUXFWLRQDOVSHFLDOLVWك
ৗञऩ౸भ॔ॖॹ॔॑੧घॊऩनखथؚभઇ৩भ౸ఒ॑ஃऐॊ
⋉ढ़জय़গছभ५ঌ३কজ५ॺقFXUULFXOXPVSHFLDOLVWك
ઇ५ॱথॲृॻشढ़জय़গছपঢ়घॊ৶ੰ॑യखુؚથ৲औोञ௬॑৫घॊ
⋊౸भ੍ରقFODVVURRPVXSSRUWHUك
คप౸पোॉؚ౸੧भ੧ؚெᇍ౸ؚ॥ॳشথॢृ౸௴ऩन॑ষःؚ౸पইॕॻش
ংॵॡ॑ଖइॊ
⋋৾लभയਤقOHDUQLQJIDFLOLWDWRUك
ઇ৩दभ௧৾ಆभਃভ॑েाলघ
⋌ওথॱقشPHQWRUك
ৗભઇ৩ऋ৾ૅपຯोॊेअুஃऐ॑घॊؚ౸ಉपणःथஃ॑ଖइॊ
⋍५ॡشঝজقشॲشVFKRROOHDGHUك
৾ૅఒॳشभ৩धऩॊؚઇఐભ॑૿अ৻ૅؚ৾धखथ৾ਗभভ৮पলఆघॊ
⋎ॹॱش॥قॳشGDWDFRDFKك
رऩॹ॑ॱش౸ఒपણऊचॊेअഋઇ৩भਵख়ः॑জॻشघॊ
⋏भඡᄘقFDWDO\VWIRUFKDQJHك
ऒोऽदभृॉ্॑ਖःઉखؚଞपৗखऎेॉଐः্১॑ெดघॊ
⋐৾ಆقOHDUQHUك
ઇ৩জشॲشঽैؚଞप৾लणतऐؚ౸ৰᄷ॑ఒखਢऐॊ
قল๕؟සોSك

ٳઇ৩জ؟شॲشఏऩ৾ણभ॑தइथेؚॉઁपেെृഋઇ৩ध
भঢ়બਙ॑થखथःॊઇ৩
╟ਁૄ؞శਁૄ॑ਖॎङَؚఒपऐञ৾ૅ৸৬भચৡ॑ৈीॊُਃચ॑થख
थःॊऒधऋਏ
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ૅ৾صఒ॑ৰਠघॊੌ௶ঐॿ४ওথॺपऐथ

⋌৾ૅఒ॑ੌ௶ॉੌापலऑथःऎਃভधखथૅؚଢ଼ఊ
ૅقଢ଼॑كણऊघق؛ଢ଼ભधઇਜભभজشॲش३ॵউधঐॿ४ওথॺपୄك

⋋ঐॿ४ওথॺपमজ॔জॸॕऋਏু؛ठभৱ౺दःऊपਈপभ
ટ॑੭ॊऊؚधःअઓઅधৰᄷ॑ق؛nऩःुभबटॉ|पधनऽैऩःञीपك

⋊॔ॖॹ॔म౦رٙ৯ఏਛपऐञ্ੁमपँॊ؛जोझोभ
ଐखபख॑ুपੌा়ॎचऩऋैؚਫੰदमऩऎਈిੰ॑৯घ؛

⋉৾ૅఒपણऊचॊৱ౺म৾ૅभ९ॺपुઁऋढथःॊૅ৾؛भ
ॖওش४॑ฑໞऊणఁपق؛HJॳش৾ૅؚୠधधुपँॊ৾ૅHWFك

⋈৾ૅपउऐॊ৯ఏ॑৴ำऔचॊ؛3'&$पउःथम3ऋಓपਏ؛

⋇৾ૅतऎॉभਏमঅ४ঙথॢ؛ছথॻॹ२ॖথपजोऋનपંऔो
थःॊऒधऋਂ૭ಳ௶ੌ؛ঐॿ४ওথॺमजऒपৡ॑൶बथःऎ௮ऌ؛

؝ऽधी

؞සોᵷপَكقढ़ॼॲ؞ड़থॱজड़ପपउऐॊ৾ૅॻঝ॑ीएॊੁُِপ৾ૅ৾؞तऎॉଢ଼ّਸ਼ڲಀؚSS


؞৵ਣ൞਼ِكقभ৾ૅ৽॑ॹ२ॖথघॊكৣقঐॿ४ওথॺधজشॲش३ॵউّઇ৫ଢ଼ਚ؛

؞ળূඤِكق५ॡشঝজشॲشधखथभଵ৶ق३জش६َ৾ૅఒध५ॡشঝজূّك⋊ُشॲشஞைলග؛

SS؝

௶؞িຶౘૅَ৾كقभੌ௶৫ُਉೣౣِ৾ૅఒঐॿ४ওথॺੰୖصৠषभৰᄷ॔উটّॳشॿঝদ॓છඬؚ

؞রਉ࿖ِكقฌऐলखঐॿ४কشभਛশڳ؟णभරਅୖَ॑ఐُ৾घॊقরਁৗછছॡঞّكরఙਁৗ؛

؞ঐॿ४ওথॺଢ଼ఊढ़জय़গছಉ৫ভ৮௶ੌૅِ৾كقঐॿ४ওথॺଢ଼ఊfघसथभઇ৩भञीपfقঔॹঝ؞ढ़জ
य़গছقّكKWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXNHQVKXSGIك

؞ਨઋਫষ৽ૅَ৾كقध५ॡشঝজشॲشभ૽સઍُਨઋਫষ؞ৈଶಘ৻ౣِ৾ૅੌ௶ঐॿ४ওথॺध५ॡشঝ
জصشॲش५ॡشঝজشॲشਛউটॢছ৫पऐथّ৾ધؚSS

؞ળౣૅِ৾كقभnੌ௶ঐॿ४ওথॺચৡ|भص৯ఏਛ॑৯घੌ௶ঐॿ४ওথॺभன৫ّઇ৫ଢ଼ਚ؛

؞ਸઢჵஶَكقॻঝॵ॔؞উॲक़থ؞ঐॿ४ওথॺُমઇ৽৾ভౣؚൕછؚSS

ૣ؞ળઇ७থॱૅِ৾كقشभৠीুૅ৾؟भॳش৲॑৯घॻঝজشॲشभষૄّऍॆअचः؛

؞ਆ৶౩ِكقॡজग़ॖॸॕঈऩૅশपऩौअ؟ৗ৾ಆਏ୩॑ৰਠघॊૅশभঐॿ४ওথॺّઇ৫ଢ଼ਚ؛

؞ଘিધُ৽ૅَ৾كقଶম৳ౣِၖග ઇ৷ୁോ๕ّẅؚSS

؞ฒଐ௶ੌَكقঐॿ४ওথॺُমઇ৽৾ভౣِઇ৽ঁথॻঈॵॡقౠَਠ৻भઇ৽ُਸ਼ڱඕ৾كધؚ
SS

؞ฒিਮಇِكقઇमਠৃऋ୵ट؟ધఐলମभর৾ૅশّᅔൡ؛
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䕿Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛸ᤵᴗ䛾㛫䛾䛴䛺䛜䜚䜢䚸䛣䜜
䜎䛷₍↛䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛧䛛䛸䜙䛘䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛾
䛷䛩䛜䚸┠ᶆ䛸䛩䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛾᫂☜䛻䜘䛳
䛶䚸䛭䜜䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䜢⮬ศ䛯䛱
䛛䜙⪃䛘䚸Ⓨಙ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛸⮬ぬ䛩䜛
㛫䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹

䕿⮬ศ䛯䛱䛜ẖ᪥⾜䛳䛶䛔䜛ᤵᴗ䛜䚸⮬ᰯ䛾
ᩍ⫱┠ᶆ䜔⫱䛶䛯䛔ඣ❺ീ䛻୍⮴䛧䛶䛔䜛䛛
䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶䜚㏉䜛ᶵ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹

䛭䛾䛯䜑䛻㒊䛾㛗䜔䛭䜜䛮䜜䛾䝸䞊䝎䞊
䛻ാ䛝䛛䛡䚸䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᩍ㢌
䛸䛧䛶䛷䛝䜛䛣䛸䛾䜂䛸䛴䛺䛾䛛䛺䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯䚹

䕿ఱ䛾䛯䜑䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛾䛛䛸䛔䛖┠ⓗព㆑䛜䛸
䛶䜒ษ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯䚹䛭䜜䛜䛺䛔䛸ඛ⏕᪉
䜒䜔䜙䛥䜜䛶䛔䜛ឤ䚸䜔䜙䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛛
䜙䞉䞉䞉䛸䛺䛳䛶䛧䜎䛔䚸ពḧ䜒䜟䛛䛺䛔䛾䛰䛸ᛮ
䛔䜎䛩䚹

䕿䛂ఱ䛾䛯䜑䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛺䛾
䛛䛃䜢ᖖ䛻ព㆑䛷䛝䜛ᩍ⫋ဨ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䚸
ᩍ㢌䛾䛺ᙺ䛰䛸Ꮫ䜃䜎䛧䛯䚹

䜎䛯䚸ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺どⅬ䜢ᣢ䛱䚸ᤵᴗ䜢⾜䛖䛣
䛸䛜ᚋồ䜑䜙䜜䜛䛾䛷䚸䛭䛾どⅬ䜢ᣢ䛶䜛䜘
䛖䛺ᩍ⫋ဨ䛾⫱ᡂ䜢ᅗ䛳䛶䛔䛝䛯䛔䛷䛩䚹

Bᩍ㢌

Aᩍ㢌

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛸⪺䛟䛸⟶⌮⫋䜔ᩍ
ົ௵䛾䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛯䜑䚸᪂䛧䛔ぢ᪉䛜
䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

䛭䛧䛶䚸䛭䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛
䝆䝯䞁䝖䜢䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸䜟䛛䜚䜎䛧䛯䚹

Bᩍㅍ

ϫ䠊₇⩦䠉䝡䝆䝵䞁䜢ᥥ䛟䠉

Ϫ䠊䛩䜉䛶䛾ᩍ⫋ဨ䛾ཧຍ䞉ཧ⏬

Aᩍㅍ

䠎䠌䠍䠕䠄௧ඖ䠅ᖺ䠍䠎᭶䠍䠐᪥
⏤ᮏⲮᕷ す┠බẸ㤋䛂䝅䞊䜺䝹䛃
ኳ➟ ⱱ䠄༓ⴥᏛ≉௵ᩍᤵ䠅

䠉Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁䞊

䞊䝡䝆䝵䞁䜢ᥥ䛝䚸ᩍ⫋ဨ䜢⫱䛶䜛䠉

䛭䛾䠎䠊䛔䜟䜖䜛୕䛴䛾ഃ㠃
䠉䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢䜑䛠䛳䛶䠉
䛭䛾䠏䠊ᩍ⫱ㄢ⛬䠄䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠅䛷⪃䛘䚸ᐇ㊶䛩䜛

ϩ䠊䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢䜑䛠䜛䠏䛴䛾ヰ
䛭䛾䠍䠊䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾⫼ᬒ

䛆⟶⌮⫋䠖ㅮ⩏䞉₇⩦䛇

≉Ⰽ䛒䜛Ꮫᰯ䛵䛟䜚䛸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖

Ϩ䠊ᩍ⫋ဨ䜢⫱䛶䜛

ᵓᡂ

ϩ䠊䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢䜑
䛠䜛䠏䛴䛾ヰ

䛣䜜䛛䜙䛿䚸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾どⅬ
䜢ᣢ䛱䚸䛾ඛ⏕᪉䛻䜒ኌ䛡䜢䛧䛶䚸䛩䜉䛶
䛾ᩍ⫋ဨ䛷Ꮫᰯ䜢䛴䛟䜚ୖ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸
ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹

䕿䜎䛷䛿⮬ศ䛾䜽䝷䝇䚸⮬ศ䛾䛾䛣䛸䜀
䛛䜚䜢⪃䛘䛶䛔䛶䚸䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾どⅬ䜢ᣢ䛴䛣
䛸䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹

Cᩍㅍ

Ϩ䠊ᩍ⫋ဨ䜢⫱䛶䜛
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䐟ྛᩍ⛉➼䛾ᩍ⫱ෆᐜ䜢┦䛾㛵ಀ䛷ᤊ䛘䚸Ꮫ
ᰯ䛾ᩍ⫱┠ᶆ䜢㋃䜎䛘䛯ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺どⅬ䛷䚸䛭
䛾┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ᚲせ䛺ᩍ⫱䛾ෆᐜ䜢⤌⧊ⓗ䛻㓄
ิ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䚹
䐠ᩍ⫱ෆᐜ䛾㉁䛾ྥୖ䛻ྥ䛡䛶䚸Ꮚ౪䛯䛱䛾ጼ
䜔ᆅᇦ䛾⌧≧➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜔ྛ✀䝕䞊䝍➼䛻
ᇶ䛵䛝䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜢⦅ᡂ䛧䚸ᐇ䛧䚸ホ౯䛧䛶ᨵၿ
䜢ᅗ䜛୍㐃䛾PDCA䝃䜲䜽䝹䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䚹
䐡ᩍ⫱ෆᐜ䛸䚸ᩍ⫱άື䛻ᚲせ䛺ேⓗ䞉≀ⓗ㈨※
➼䜢䚸ᆅᇦ➼䛾እ㒊䛾㈨※䜒ྵ䜑䛶ά⏝䛧䛺䛜䜙
ຠᯝⓗ䛻⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䚹

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䠉䛂⟅⏦䛃䠉

䕿䠘㌴䛾୧㍯䠚䛸䛧䛶䛾䛂䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛃
䠃 䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃

䕿୕䛴䛾䠘ᡭ❧䛶䠚
䞉Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼䛾ᯟ⤌䜏䛾ぢ┤䛧䠄䛂Ꮫ䜃䛾ᆅ
ᅗ䛃䠅
䞉䛂యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䛃䛾ᐇ⌧䠄䛂䜰䜽䝔䜱
䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛃䠅
䞉䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛾ᐇ⌧

⌮ᛕ䛾ᐇ⌧䜢䛿䛛䜛䠘ᡭ❧䛶䠚䛸䛧䛶

䠉Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁䞊

䛭䛾䠍䠊䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾⫼
ᬒ

䚽⫱ᡂ䜢┠ᣦ䛩㈨㉁䞉⬟ຊ
୕䛴䛾ᰕ䛾䝞䝷䞁䝇䛾ྲྀ䜜䛯ᐇ⌧
䠄䠍䠅▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟䛜⩦ᚓ䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䠄䠎䠅ᛮ⪃ຊ䚸ุ᩿ຊ䚸⾲⌧ຊ➼䜢⫱ᡂ䛩䜛䚹
䠄䠏䠅Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䚸ே㛫ᛶ➼䜢ᾰ㣴䛩䜛䚹

䕿ᨵゞ䛜㔜ど䛧䛯䛾䛿䚸ᩍ⫱䛾㉁ⓗ㌿䛷䛒䜚ᤵᴗ䛾
㉁䛾ᨵၿ䛷䛒䜛䚹䜑䛦䛩䛸䛣䜝䛿䚸Ꮫ⩦⪅䛾యᛶ䞉⬟
ືᛶ䜢ᘬ䛝ฟ䛧䛴䛴䚸῝䛔Ꮫ䜃䛾ᐇ⌧䛷䛒䜛䚹
䕿䛂▱㆑䞉ᢏ⬟䛃䛻䛸䛹䜎䜙䛺䛔䛂ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧
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َரभ১ૠप੦तऌऩऋैؚుญ؞েെृ৳૧ؚୠभ্رभൢःृୄ॑౷ऽइؚ
৾ૅऋঽૅभ৯घ৾ૅ൸ृ৯घుญ؞েെ൸ಉ॑ऌؚजभৰਠ॑ॊञीؚ৾
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ऊखञঐॿ४ওথॺ؛
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৸৬प୶ৡ॑ऻघॖঀঋش३ঙথ؟ିقৗقৗञऩகृણभୗ॑ككਬऌ
লघऒध॑बैःधखञঐॿ४ওথॺँॊःमजभৰᄷُقਸઢSSك
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౸दણ৷दऌॊक़ख़ঈ१ॖॺؚઇؚഭाऩनभৱ౺॑ഋपৌखथघॊ
⋈౸भ५ঌ३কজ५ॺقLQVWUXFWLRQDOVSHFLDOLVWك
ৗञऩ౸भ॔ॖॹ॔॑੧घॊऩनखथؚभઇ৩भ౸ఒ॑ஃऐॊ
⋉ढ़জय़গছभ५ঌ३কজ५ॺقFXUULFXOXPVSHFLDOLVWك
ઇ५ॱথॲृॻشढ़জय़গছपঢ়घॊ৶ੰ॑യखુؚથ৲औोञ௬॑৫घॊ
⋊౸भ੍ରقFODVVURRPVXSSRUWHUك
คप౸पোॉؚ౸੧भ੧ؚெᇍ౸ؚ॥ॳشথॢृ౸௴ऩन॑ষःؚ౸पইॕॻش
ংॵॡ॑ଖइॊ
⋋৾लभയਤقOHDUQLQJIDFLOLWDWRUك
ઇ৩दभ௧৾ಆभਃভ॑েाলघ
⋌ওথॱقشPHQWRUك
ৗભઇ৩ऋ৾ૅपຯोॊेअুஃऐ॑घॊؚ౸ಉपणःथஃ॑ଖइॊ
⋍५ॡشঝজقشॲشVFKRROOHDGHUك
৾ૅఒॳشभ৩धऩॊؚઇఐભ॑૿अ৻ૅؚ৾धखथ৾ਗभভ৮पলఆघॊ
⋎ॹॱش॥قॳشGDWDFRDFKك
رऩॹ॑ॱش౸ఒपણऊचॊेअഋઇ৩भਵख়ः॑জॻشघॊ
⋏भඡᄘقFDWDO\VWIRUFKDQJHك
ऒोऽदभृॉ্॑ਖःઉखؚଞपৗखऎेॉଐः্১॑ெดघॊ
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ٳઇ৩জ؟شॲشఏऩ৾ણभ॑தइथेؚॉઁपেെृഋઇ৩ध
भঢ়બਙ॑થखथःॊઇ৩
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؞ঐॿ४ওথॺଢ଼ఊढ़জय़গছಉ৫ভ৮௶ੌૅِ৾كقঐॿ४ওথॺଢ଼ఊfघसथभઇ৩भञीपfقঔॹঝ؞ढ़জ
य़গছقّكKWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXNHQVKXSGIك

؞ਨઋਫষ৽ૅَ৾كقध५ॡشঝজشॲشभ૽સઍُਨઋਫষ؞ৈଶಘ৻ౣِ৾ૅੌ௶ঐॿ४ওথॺध५ॡشঝ
জصشॲش५ॡشঝজشॲشਛউটॢছ৫पऐथّ৾ધؚSS
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؞ਸઢჵஶَكقॻঝॵ॔؞উॲक़থ؞ঐॿ४ওথॺُমઇ৽৾ভౣؚൕછؚSS

ૣ؞ળઇ७থॱૅِ৾كقشभৠीুૅ৾؟भॳش৲॑৯घॻঝজشॲشभষૄّऍॆअचः؛

؞ਆ৶౩ِكقॡজग़ॖॸॕঈऩૅশपऩौअ؟ৗ৾ಆਏ୩॑ৰਠघॊૅশभঐॿ४ওথॺّઇ৫ଢ଼ਚ؛

؞ଘিધُ৽ૅَ৾كقଶম৳ౣِၖග ઇ৷ୁോ๕ّẅؚSS

؞ฒଐ௶ੌَكقঐॿ४ওথॺُমઇ৽৾ভౣِઇ৽ঁথॻঈॵॡقౠَਠ৻भઇ৽ُਸ਼ڱඕ৾كધؚ
SS

؞ฒিਮಇِكقઇमਠৃऋ୵ट؟ધఐলମभর৾ૅশّᅔൡ؛

ਬ৷؞અધ൴༮

╟জشॲش३ॵউਃચधঐॿ४ওথॺਃચऋधऩॊੌ௶तऎॉ॑؛
ऒभणमীऐथኇइॊभदमऩऎؚଂએपૢगथनठैुਏऩਃચ
धኇइॊ؛

َঅ४ঙথधਅറप੦तःथؚजभৰষੑ॑ౣਛखथؚजो
ऋਛ৩যृ౧दનৰपৰষऔोॊेअपؚऽञનৰपৰষ
औोथःॊऊ॑૰؞ਡਫ਼ؚघॊऒधपेॉؚखञੑ
॑ৰਠघॊऒधُقස؟৵ਣSSك

ঐॿ४ওথॺਃચ௶ੌ؟भ॑ॉؚੑभਛ॑ଵ৶घॊਃચ

َ৯ఏधजो॑ৰਠघॊञीभঅ४ঙথधਅറ॑ਝखؚजो
पणःथਛ৩भ৶ੰधವ੭॑੭थؚযभরपਸਔඟधੈ௮
ਔඟ॑ᄁକखؚजोप੦तःथੈ௮ঢ়બ॑णऎॉؚযधੌ௶
भরपभ৲॑णऎॊ௮ऌ؛ৎपमശ॑ൣअୗؚ৲
ऋজشॲش३ॵউभॖওش४ُ قස؟৵ਣSك
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জشॲش३ॵউਃચ؟অ४ঙথৰਠपऐथয॑ඕऌाୗघॊਃચ

ૅ৾؝भੌ௶धखथभৡ॑ৈीॊਃચधਅറ

كڳقඕऌा॑ன৫घॊ
╟ૌ২ऩ৲ಂ॑ଭॉऒइَؚदऌॊযऋदऌॊधऒौऊैُ॑লਡपघॊ؛

كڲقউছ५ઓઅ॑യघ
╟ਘा؞ต؞ൌपା৯खؚএ४ॸॕঈऩཎৡ॑ਬऌटघق$SSUHFLDWLYH ,QTXLU\$,؛ك

كڱقഋਙ॑ਘ৲घॊ
╟ಪਖ਼௵যঢ়બقFULWLFDOIULHQGكधखथभঢ়બਙ॑পহपघॊ؛

كڰقਗৱ౺प৯॑ऐॊ
╟ੁ॑अऽऎણ৷खؚਦधੈৡ॑ॉહऐॊ؛

كگقરದਜ਼पధষखथؚ༄ದਜ਼॑ৠीॊ
╟ृाऎुपু॑હऐऩः໌َ؛ৎطಲਢृطीॊُभৄாीऋਏ؛7LPHLVPRQH\

كڮقॉੌाभਛ॑ਬऌলघ
╟অ४ঙথम୯घॊुभ؛ਛ॑નੳदऌॊਠৰऩ५ঔشঝ५ॸॵউ॑ਝघॊ؛

كڭقঽૅभॵ३ঙথ॑નपघॊ
╟ॵ३ঙথ॑அाऒ॒टঅ४ঙথऒज௶ੌؚঐॿ४ওথॺभ੦ೕदँॉ॥॔दँॊ؛

قස؟ળSS௶ؚিSSؚਆك

ૅ৾سभੌ௶ঐॿ४ওথॺ॑ਃચऔचॊਅറ

ૅ৾صఒ॑ৰਠघॊੌ௶ঐॿ४ওথॺपऐथ

⋌৾ૅఒ॑ੌ௶ॉੌापலऑथःऎਃভधखथૅؚଢ଼ఊ
ૅقଢ଼॑كણऊघق؛ଢ଼ભधઇਜભभজشॲش३ॵউधঐॿ४ওথॺपୄك

⋋ঐॿ४ওথॺपमজ॔জॸॕऋਏু؛ठभৱ౺दःऊपਈপभ
ટ॑੭ॊऊؚधःअઓઅधৰᄷ॑ق؛nऩःुभबटॉ|पधनऽैऩःञीपك

⋊॔ॖॹ॔म౦رٙ৯ఏਛपऐञ্ੁमपँॊ؛जोझोभ
ଐखபख॑ুपੌा়ॎचऩऋैؚਫੰदमऩऎਈిੰ॑৯घ؛

⋉৾ૅఒपણऊचॊৱ౺म৾ૅभ९ॺपुઁऋढथःॊૅ৾؛भ
ॖওش४॑ฑໞऊणఁपق؛HJॳش৾ૅؚୠधधुपँॊ৾ૅHWFك

⋈৾ૅपउऐॊ৯ఏ॑৴ำऔचॊ؛3'&$पउःथम3ऋಓपਏ؛

⋇৾ૅतऎॉभਏमঅ४ঙথॢ؛ছথॻॹ२ॖথपजोऋનपંऔो
थःॊऒधऋਂ૭ಳ௶ੌ؛ঐॿ४ওথॺमजऒपৡ॑൶बथःऎ௮ऌ؛
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䕿ᐇ⌧䜢䜑䛦䛩⌮ᛕ䜢ᩍ⫱ㄢ⛬䛸䛧䛶♧䛧䛯䛣䛸
э䛂♫䛻㛤䛛䜜䛯ᩍ⫱ㄢ⛬䛃䜢♫య䛷ඹ᭷
䕿ᩍ⫱ㄢ⛬య䛸ྛᩍ⛉➼䛾 㑏䜢㔜ど
эᩍ⛉䛷䛾Ꮫ⩦䚸ᩍ⛉እ䛷䛾Ꮫ⩦
э୧⪅䛾 㑏䜢䛿䛛䜛
䕿ᩍ⫱ㄢ⛬య䜢㏻䛨䛯䜲䞁䜽䝹䞊䝅䝤ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮䛾
ᵓ⠏
䕿ᩍ⫱ㄢ⛬䜢㉳Ⅼ䛻䛧䛶ෆᐜ䛸᪉ἲ䚸䛭䜜䛻䚸⤌⧊䜢䛴
䛺䛢䜛䛣䛸䜈䛾ᥦ㉳
э䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖

䝠䝖

Ꮫᰯ䛾䝸䝋䞊䝇
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䞉ኳ➟ ⱱ䛄䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢ᇶ┙䛧䛯Ꮫᰯ⤒Ⴀ䛅
䛞䜗䛖䛫䛔 䠎䠌䠍䠏ᖺ䠕᭶
䞉ኳ➟ ⱱ䠄┘ಟ䠅䛄⟶⌮⫋ㄢ㢟ゎỴᐇ㊶䝅䝸䞊䝈䛅
䠑ᕳ 䛞䜗䛖䛫䛔 䠎䠌䠍䠑ᖺ䠏᭶
䞉ኳ➟ ⱱ䛄Ꮫᰯ䛸ᑓ㛛ᐙ䛜༠ാ䛩䜛䠉䜹䝸䜻䝳䝷
䝮㛤Ⓨ䜈䛾⮫ᗋⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛅 ➨୍ἲつ 䠎䠌䠍䠒
ᖺ䠑᭶
䞉ኳ➟ ⱱ䠄⦅ⴭ䠅䛄ᖹᡂ䠎䠕ᖺᨵゞ ᑠᏛᰯ䠄୰Ꮫ
ᰯ䠅ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ㊶ㅮᗙ ⥲๎䛅 䛞䜗䛖䛫䛔 䠎䠌䠍䠓
ᖺ䠍䠌᭶

ཧ⪃ᩥ⊩

䞉䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛸⪺䛟䛸⟶⌮⫋䜔ᩍ
ົ௵䛾䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛯䜑䚸᪂䛧䛔ぢ᪉䛜
䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹

䞉䛭䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢
䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸䜟䛛䜚䜎䛧䛯䚹

䞉⮬ศ䛯䛱䛜ẖ᪥⾜䛳䛶䛔䜛ᤵᴗ䛜䚸⮬ᰯ䛾ᩍ
⫱┠ᶆ䜔⫱䛶䛯䛔ඣ❺ീ䛻୍⮴䛧䛶䛔䜛䛛䛹䛖
䛛䛻䛴䛔䛶䜚㏉䜛ᶵ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹

Aᩍㅍ䠖ᤵᴗ䛸Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛾㛫

э䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛿䛶䛾ᩍ⫋ဨ䛜ཧ
ຍ䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸≉Ⰽ䜢䜚ୖ䛢䛶䛔䛟Ⴀ䜏䛷䛒䜛䚹

䕻䠘䛭䜜䛮䜜䠚䛛䜙䠘䛴䛺䛢䜛䠚䛸䛔䛖䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䕻䠘䛴䛺䛜䜛䠚䛸䛔䛖⤌⧊ᩥ
䕻䠘䛛䛛䜟䜛䠚䛸䛔䛖ཧຍ䞉ཧ⏬ព㆑
䠉ᩍ⫋ဨဨ䛾⤒Ⴀཧຍ䛻䜘䜛Ꮫᰯ䛾≉Ⰽ䛵䛟䜚䠉

༠ാ䛸䛔䛖⤌⧊ᩥ䛾㐀

䕿Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛸ᤵᴗ䛾㛫䛾䛴䛺䛜䜚䜢䚸䛣䜜
䜎䛷₍↛䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛧䛛䛸䜙䛘䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛾
䛷䛩䛜䚸┠ᶆ䛸䛩䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛾᫂☜䛻䜘䛳
䛶䚸䛭䜜䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䜢⮬ศ䛯䛱
䛛䜙⪃䛘䚸Ⓨಙ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛸⮬ぬ䛩䜛
㛫䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹

Bᩍㅍ䠖
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛸㈨㉁䞉⬟ຊ䛸ᤵᴗ

ϩ䠊₇⩦

䕿䜎䛷䛿⮬ศ䛾䜽䝷䝇䚸⮬ศ䛾䛾䛣䛸䜀
䛛䜚䜢⪃䛘䛶䛔䛶䚸䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾どⅬ䜢ᣢ䛴䛣
䛸䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹䛣䜜䛛䜙䛿䚸䜹䝸䜻䝳䝷
䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾どⅬ䜢ᣢ䛱䚸䛾ඛ⏕᪉䛻䜒
ኌ䛡䜢䛧䛶䚸䛩䜉䛶䛾ᩍ⫋ဨ䛷Ꮫᰯ䜢䛴䛟䜚
ୖ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䛝䛯
䛔䚹

Cᩍㅍ䠖

䜑䛦䛩᪉ྥ䜔䝡䝆䝵䞁䛾䜒䛸䚸ᰯෆ◊ಟ䜢䛹䛾
䜘䛖䛻㐍䜑䜛䛛䚹

䝔䞊䝬䠎䠖Ꮫᰯయ䛷ᤵᴗᨵၿ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䛯䛔䚹

䝔䞊䝬䠍䠖ㄡ䜢䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾䝸䞊
䝎䞊䜢䛸䜛䛛䚹

䛆₇⩦䛇
䛹䛾䜘䛖䛻㐍䜑䜛䛛
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۫ରద
͵द
ۂʀࢨ
ྙ
ࡨ͗
ৼͶ

ָस
स
͵ʹ
Ͷͯ
͏ͱ
ڠ௪
ཀྵմ

ޢݶಊ

ָ೧ܨӨ

ॵ೧ౕ݆̒ʛ݆̕

Ω ેخదʀخຌద͵எࣟٗ;ٶसಚͶ՟ୌ͗
͍ΖͶͺɾࣰ֮ͨ͵सಚΝਦΖ͞ͳΝ॑ࢻͤ
Ζ͞ͳɽ

Ψ ͏ָ;伶ͳ͢ͱʰݡ๏ʀߡ͓๏ʱΝಉ͖ͦ
Ζ͞ͳ͗॑གྷͶ͵Ζ͞ ͳɽ֦گՌʰݡ๏ʀߡ͓
๏ʱͺɾʰʹΓ͑͵ࢻ఼ͲࣆΝଌ͓ɾʹ Γ͑
͵ߡ͓๏Ͳࢧߡ͢ͱ͏͚͖ʱͳ͏͑ͨگՌ͵
ΔͲͺࣆΝ ଌ͓Ζࢻ఼Ώߡ͓๏Ͳ͍Ζɽ֦گՌ
Νָຌ࣯ద͵қٝ֫Ν͵ͤ Ͳ͍Εɾگ
ՌָसͳऀճΝͯ͵͛Ͳ͍Ζ͞ͳ͖Δɾࣉ
ಒਫ਼ై͗ ָसΏਕਫ਼Ͷ͕͏ͱʰݡ๏ʀߡ͓๏ʱΝࣙ
ࡑͶಉ͖ͦΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ ͶͤΖ͞ͳͶͨ͞ɾ
ࢥگ͗͠ضΗΖ͞ͳ͗ٽΌΔΗΖ͞ͳɽ

ຌਦ Ѭࣰ
ʤٸگүָʥ

ԍसʀڢ٠
ߏ಼ݜरրવͶΓΖָߏրַ
ʷΚ͗ߏߏ಼ݜर ՁΝʹΓ͑Ͷݡ
͖ͤʁߏ಼ݜरϕϫήϧϞʷ

ԛ༟ཤຌࢤ

ΉΖ

қިݡ

ٗढ़

αϨϱθࣰݩʤ1982ʥ
ʀࣙ͏߶͗״ྙްހΆʹմི͗߶͏

їʀڬෑं׳࣑༌ྙɼৼଃࡠյ
ʀಡं׳ߍਫ਼
ʀਐۛ͵ҲͯҲͯඬͳ਼ָࣙͳ״ྙްހ
͗૮ؖ
ʀ಼దಊ͜ͰؽΝ߶ΌΖ

ݩܨ

ʤࢂߡʥ
ώϱυϣʖϧࣙ״ྙްހ
࢝ͯๅ͖ݱΔਫ਼Ίड़͠ΗΖ
ࣙͲંݩܨʙଠंΝ؏ࡱʙଠं͖Δݶཁʙਫ਼ཀྵద
য়ְࣙ

ʀʰࢥگชԿʱΝϝχϩͶΓΖ͕สΕͲ
ʷुյʤʄʥߏௗߡ͓Νگແक͗ช࣊Կ
ʷࢨྙ ڠ௪Կ
ˢ ߏௗ͗͜ʤຘೖ࣎ؔΌʥ͗ਃಃ͢Ώͤ͏
दۂͶͤؖΖࢨྙΝΆΌΖʛࣙ״༽༙ހ

ʀҲਕҲਕ৮ௗͶغଶ͢ɼࣙ״༽༙ހΝ
ʀ୴ͳـͶ͵Ζࢢ؏ࡱ
ʀࢋ਼ʤदۂրવʀϗτϧϱͳऑघ77ʀԢ༽ͶΓΖಊؽ
Ͱ͜ʥΝৼͶɼޢݶಊʤҋىճʀಣॽʀՊఋָसͺ
Խಣ͵ʹʥ

ָߏͰ͚Εࢻ఼͖Δ
̘࣑ࣙରָྙ
ʰغଶࢀߑଆʱ
گүௗїߏௗїϝχϩʀ୴їࢢʹ

 दۂ๏๑Ώٗढ़րવΊΝқਦͤΖͲͺ
͵͚ɾࣉಒਫ਼ైͶࢨͤࣁ࣯ʀྙΝүͪΌͶʰक
ରద͵ָ;ʱɾʰଲద͵ָ;ʱɾʰ͏ָ ;ʱࢻ
఼ͲɾदۂրવΝΌΖͲ͍Ζ͞ͳɽ

Π ࣉಒਫ਼ైͶٽΌΔΗΖࣁ࣯ʀྙΝүͤΖ͞ͳ
Νࢨͪ͢दۂրવ खૌͺɾعͶঘʀָߏΝৼ
Ͷଡࣰ͚ભ͗Ί॑ΔΗͱ͕ΕɾಝͶ ٝແگүஊ
ͺ͞ΗΉͲஏಕͶखΕૌΉΗட͠Ηͱࣰͪ͘ભΝ
൳ఈ͢ɾ સ͚ҡ͵Ζࢨ๏๑Ν͢͵͜Ηͻ͵Δ͵
͏ͳଌ͓Ζචགྷͺ͵͏͞ͳɽ

ᶇ ʰकରదʀଲదͲ͏ָ;ʱࣰݳͶͪ͜
दۂրવਬ

૱ଉմઈ͖Δ

15ʁ15ʛ15ʁ30
ΠηϔϪέ
ᶅຌೖߪٝͲһেͶͮͪ͞ͳ
ᶆۊແߏָߏگүඬୣͪΌͶʹΓ͑͵ݜर
Νߨͮͱ͏Ζ͖ɼՎͳ՟ୌͺʃ
ҡ͵Ζ৯ᝨʤ̑৯ʥͶॽ͏ͱ͚ͫ͠͏
15ʁ30ʛ15ʁ50
ᶇൟͲɼҲਕ3ఖౕͲᝨ಼༲Ν়ղ
15ʁ50ʛ16ʁ20
ᶅᝨΝ࢘ͮ
ͱΔ͓ͪΔݜ
ᶈ՟ୌΝմ݀ͤΖͪΌͶͺʃ
रࡠΕघͳ͢ͱ
ͺ࠹߶Ͳͤ
16ʁ20ʛ16ʁ50
ᶉ༙ڠʀ֦ߪࢥ͖Δαϟϱφ

ˢʰغଶࢀߑଆʱ
ˢ SURIHVVLRQDOFROODERUDWLRQ

೧
ઍୈࢤɼवీݟΓΕҒ
೧
̤ϠυϩΝࡀ༽ͪ̚͢ঘָߏɼָ̛ߏɼ
̜ঘָߏʤଠ࣑ࣙରʥত

೧݆ʛ೧݆ 6گүௗ
೧݆ʛ೧݆ ̤ߏௗ ̙ঘָߏ

$࣑ࣙରʤঘָߏ ָߏʥ
ːָྙʻޮਜ਼Ͳ͍ΖஏҮ

Φ ̏յ̏յदͲۂસͱָ;ࣰ͗͠ݳΗΖ
Ͳͺ͵͚ɾୱݫΏୌࡒ͵ ʹ಼༲Ώ࣎ؔΉͳΉΕ
ͲɾָसΝݡ௪৾͢ΕศΖΝʹ͞Ͷઅఈ ͤΖ
͖ɾήϩʖϕ͵ʹͲଲͤΖΝʹ͞ͶઅఈͤΖ
͖ɾࣉಒਫ਼ై͗ߡ ͓Ζͳ͓گ͗ࢥگΖΝʹ
Γ͑ͶૌΊཱིͱΖ͖Νߡ͓ɾࣰݳΝ ਦͮͱ͏͚
Ͳ͍Ζ͞ͳɽ

Τ ֦گՌͶ͕͏ͱ௪ߨΚΗͱ͏Ζָसಊ
ʤޢݶಊɾ؏ࡱʀࣰݩɾ ୌմ݀ద͵ָस͵ʹʥ
࣯Νͦ͠Ζ͞ͳΝकͤͳءΖͲ͍Ζ͞ ͳɽ
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䞉 ᩍ⫱ጤဨ䛸Ꮫ➼䛸䛾༠㆟䞉ㄪᩚ䛾䛯䜑
䛾యไ䠄ᩍဨ⫱ᡂ༠㆟䠅䛾ᵓ⠏
䞉 ᩍ⫱ጤဨ䛸Ꮫ➼䛾༠ാ䛻䜘䜛ᩍဨ⫱ᡂ
ᣦᶆ䚸◊ಟィ⏬䛾ᅜⓗ䛺ᩚഛ
䞉 ᅜ䛜⥘ⓗ䛻ᩍဨ⫱ᡂᣦᶆ䛾⟇ᐃᣦ㔪䜢ᥦ
♧䚸ᩍ⫋ㄢ⛬䝁䜰䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢㛵ಀ⪅䛜ඹྠ
䛷సᡂ

Ꮫ䜃⥆䛡䜛ᩍဨ䜢ᨭ䛘䜛
䜻䝱䝸䜰䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾యไᩚഛ

䕿䛂䛣䜜䛛䜙䛾Ꮫᰯᩍ⫱䜢ᢸ䛖ᩍဨ䛾㈨㉁⬟ຊ
䛾ྥୖ䛻䛴䛔䛶 䡚Ꮫ䜃ྜ䛔䠈㧗䜑ྜ䛖ᩍဨ⫱
ᡂ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶䡚䛃䠄⟅⏦䠅
䠎䠌䠍䠑䠄ᖹᡂ䠎䠓䠅ᖺ䠍䠎᭶䠎䠍᪥

⌧⫋◊ಟ䛾ᨵ㠉

䠎䠌䠎䠌䠄௧䠎䠅ᖺ䠍᭶䠎䠎᪥
TKP䜺䞊䝕䞁䝅䝔䜱㮵ඣᓥ୰ኸ
ኳ➟ ⱱ䠄༓ⴥᏛ≉௵ᩍᤵ䠅

䠘ᇶㄪㅮ₇䠚
ᩍဨ䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䛾⫱ᡂ䜢䜑䛠䜛᪥ⓗືྥ
䠉Ꮫ⣭⤒Ⴀ䛸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖ධ㛛䠉

᥇

⏝

ẁ

㝵

㣴

ᡂ

ẁ

㝵

ᩍ⫋䛻ᚲせ
䛺⣲㣴
Ꮫ⩦ᣦᑟ䛻
㛵䛩䜛ᐇ㊶ⓗ
ᣦᑟຊ
⏕ᚐᣦᑟ䛻
㛵䛩䜛ᐇ㊶ⓗ
ᣦᑟຊ
䝏䞊䝮Ꮫᰯ䜢
ᨭ䛘䜛㈨㉁⬟
ຊ

㈨㉁⬟ຊ
䛂䠐䛴䛾ᰕ䛃

䝇䝔䞊䝆ϩ
䠄Ⓨᒎᮇ䠅
䝭䝗䝹䝸䞊䝎䞊䛸䛧
䛶䛾⮬ぬ䛸㈨㉁⬟
ຊ䛾ྥୖ

䝇䝔䞊䝆Ϩ
䠄ᡂ㛗ᮇ䠅
Ꮫ⣭䞉ᩍ⛉ᢸ௵➼
䛸䛧䛶䛾⮬ぬ䛸㈨
㉁⬟ຊ䛾ྥୖ

䝏䞊䝮Ꮫᰯ䜢䝸䞊
䝗䛩䜛⮬ぬ䛸㈨㉁
⬟ຊ䛾ྥୖ

䝇䝔䞊䝆Ϫ
䠄ᐇᮇ䠅

༓ⴥ┴䞉༓ⴥᕷ䛾ᩍဨ➼⫱ᡂᣦᶆ

䕺 䛣䜜䜎䛷ᩍဨ䛸䛧䛶᫆䛸䛥䜜䛶䛝䛯㈨㉁⬟ຊ䛻ຍ䛘䠈⮬ᚊⓗ䛻
Ꮫ䜆ጼໃ䜢ᣢ䛱䠈 ௦䛾ኚ䜔⮬䜙䛾䜻䝱䝸䜰䝇䝔䞊䝆䛻ᛂ䛨䛶ồ
䜑䜙䜜䜛㈨㉁⬟ຊ䜢⏕ᾭ䛻䜟䛯䛳䛶㧗䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛾䛷䛝䜛ຊ䜔䠈
ሗ䜢㐺ษ䛻㞟䛧䠈㑅ᢥ䛧䠈ά⏝䛩䜛⬟ຊ䜔 ▱㆑䜢᭷ᶵⓗ䛻⤖䜃䛴
䛡ᵓ㐀䛩䜛ຊ䛺䛹䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䕺 䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾どⅬ䛛䜙䛾ᤵᴗᨵၿ䠈㐨ᚨᩍ⫱䛾ᐇ䠈
ᑠᏛᰯ䛻䛚䛡䜛እᅜㄒᩍ⫱䛾᪩ᮇ䞉ᩍ⛉䠈䠥䠟䠰䛾ά⏝䠈Ⓨ㐩㞀
ᐖ䜢ྵ䜐≉ู䛺ᨭ䜢ᚲせ 䛸䛩䜛ඣ❺⏕ᚐ➼䜈䛾ᑐᛂ䛺䛹䛾᪂䛯
䛺ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛ຊ㔞䜢㧗䜑䜛䛣䛸䛜ᚲ せ䛷䛒䜛䚹
䕺 䛂䝏䞊䝮Ꮫᰯ䛃䛾⪃䛘䛾ୗ䠈ከᵝ䛺ᑓ㛛ᛶ䜢ᣢ䛴ேᮦ䛸ຠᯝⓗ䛻
㐃ᦠ䞉ศᢸ䛧䠈⤌⧊ⓗ䞉༠ാⓗ䛻ㅖㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ຊ䛾㔊ᡂ
䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹

䛣䜜䛛䜙䛾௦䛾ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛
㈨㉁⬟ຊ

ϫ䠊Ꮫᰯ䞉Ꮫᖺ⤒Ⴀ䜈䛾ཧຍ䞉ཧ⏬
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᢸ䛔ᡭ䛸䛧䛶䠉

Ϫ䠊ᤵᴗ䛾㉁ⓗᨵၿ䜢䜑䛦䛩䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆
䝯䞁䝖

ϩ䠊ᤵᴗ䛸Ꮫ⣭⤒Ⴀ

Ϩ䠊Ꮫ䜃⥆䛡䜛ᩍဨ䛸䝬䝛䝆䝯䞁䝖ຊ

ᵓᡂ

ϩ䠊ᤵᴗ䛸Ꮫ⣭⤒Ⴀ

ȴ
䠍䡚ᩘᖺ┠䠖ᩍ⫋䛾ᇶ♏䜢ᅛ䜑䜛ᮇ
ȴ
᥇⏝ẁ㝵
ȴ
㣴ᡂẁ㝵

༠ാ䜢῝䜑䜛ᮇ

䝧䝔䝷䞁ẁ㝵䠖䜘䜚ᗈ䛔ど㔝䛷ᙺ䜢ᯝ䛯䛩ᮇ
ȴ
୰ሀẁ㝵䠖䛂䝏䞊䝮Ꮫᰯ䛃䛾୍ဨ䛸䛧䛶ᑓ㛛ᛶ䜢㧗䜑䚸㐃ᦠ䞉

ᩍဨ⫱ᡂᣦᶆ

Ϩ䠊Ꮫ䜃⥆䛡䜛ᩍဨ䛸䝬䝛䝆䝯䞁䝖
ຊ

98

䕿Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼䛾ᯟ⤌䜏䛾ぢ┤䛧䠄䛂Ꮫ䜃䛾ᆅᅗ䛃䠅
䕿䛂యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䛃䛾ᐇ⌧䠄䛂䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛃䠅
䕿䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛾ᐇ⌧

䐟♫䜔ୡ⏺䛾≧ἣ䜢ᖜᗈ䛟ど㔝䛻ධ䜜䚸䜘䜚䜘䛔Ꮫᰯᩍ⫱䜢㏻䛨
䛶䜘䜚䜘䛔♫䜢䜛䛸䛔䛖┠ᶆ䜢ᣢ䛱䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜢䛧䛶䛭䛾┠ᶆ
䜢♫䛸ඹ᭷䛧䛶䛔䛟䛣䛸䚹
䐠䛣䜜䛛䜙䛾♫䜢䜚ฟ䛧䛶䛔䛟Ꮚ౪䛯䛱䛜䚸♫䜔ୡ⏺䛻ྥ䛝
ྜ䛔㛵䜟䜚ྜ䛔䚸⮬䜙䛾ே⏕䜢ษ䜚ᣅ䛔䛶䛔䛟䛯䜑䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨
㉁䞉⬟ຊ䛸䛿ఱ䛛䜢䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䛻䛚䛔䛶᫂☜䛧⫱䜣䛷䛔䛟䛣䛸䚹
䐡ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ᆅᇦ䛾ேⓗ䞉≀ⓗ㈨※䜢ά⏝䛧䛯䜚䚸
ᨺㄢᚋ䜔ᅵ᭙᪥➼䜢ά⏝䛧䛯♫ᩍ⫱䛸䛾㐃ᦠ䜢ᅗ䛳䛯䜚䛧䚸Ꮫᰯ
ᩍ⫱䜢Ꮫᰯෆ䛻㛢䛨䛪䛻䚸䛭䛾┠ᣦ䛩䛸䛣䜝䜢♫䛸ඹ᭷䞉㐃ᦠ䛧䛺
䛜䜙ᐇ⌧䛥䛫䜛䛣䛸䚹

䛂♫䛻㛤䛛䜜䛯ᩍ⫱ㄢ⛬䛃䛸䛔䛖⌮ᛕ

䕿䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛿䚸⟶⌮⫋䛰䛡䛷䛺䛟䚸
ᩍ⫋ဨ୍ே୍ே䛾䜒䛾䛻䛺䜛䛣䛸䛾ษ䛥䚹

эᏛ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅⤒Ⴀ䛸䛾㛵䜟䜚䜢㏻䛧䛶䚸
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛿ព䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛻䚹

䕿ᤵᴗ䜔Ꮫ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅⤒Ⴀ䛻䛴䛔䛶䚸ᩍ
⫱ㄢ⛬䛾䛺䛛䛷䛾⨨䛡䛾☜ㄆ䛾☜ㄆ䚹

䕿Ꮫᖺ䞉Ꮫ⣭䜔ᩍ⛉➼䛾⦪䜚䜢㉺䛘䛶Ꮫᰯయ
䛷ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䚹

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᥦ㉳

эᏛ⩦䜔⏕ά䛻䛚䛡䜛Ꮫᰯ䞉Ꮫ⣭䛾㔜せᛶ䜢ᤊ䛘
┤䛩䚹
э⥲๎䛻䛚䛔䛶䚸䇾Ꮫ⣭⤒Ⴀ䛾ᐇ䇾䜢⨨䛵䛡䜛䚹
э≉ูάື䛻䛚䛔䛶䚸Ꮫ⣭άື䞉䝩䞊䝮䝹䞊䝮ά
ື䛾ᨵၿ䜢ᅗ䜛䚹

䕿Ꮫ⩦䜔⏕ά䛾ᇶ┙䛸䛺䜛䛾䛜䚸ᇶ♏ⓗ䛺㞟ᅋ䛷
䛒䜛Ꮫ⣭䜔䝩䞊䝮䝹䞊䝮䛷䛒䜛䚹
䠆㧗➼Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䝩䞊䝮䝹䞊䝮䛜⏕ᚐ䛾
Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᇶ♏ⓗ䛺⏕ά༢䛸䛺䜛䚹

Ꮫ⩦άື䜔Ꮫᰯ⏕ά䛾ᇶ┙䛸䛺䜛
Ꮫ⣭⤒Ⴀ䛾ᐇ

䕿ᤵᴗ䜢᰾䛻䛧䛯䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖

э䛂యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䛃䛾ᐇ⌧䜢䜑䛦䛩ᤵᴗᨵၿ
䛸ᐦ᥋䛺㛵䜟䜚

䕿ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺どⅬ䛻䜘䜛䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛
䝆䝯䞁䝖䛾ᙉㄪ

䠘యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䠄䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䠅䠚
䠇
䠘䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠚

䕿⌮ᛕ䛾ᐇ⌧䜢䛿䛛䜛㌴䛾୧㍯

⌮ᛕ䛾ᐇ⌧䜢䛿䛛䜛㌴䛾୧㍯

Ϫ䠊ᤵᴗ䛾㉁ⓗᨵၿ䜢䜑䛦䛩䜹䝸
䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖

䕿Ꮫ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅䜢⏕䛛䛩Ꮫᖺ䞉Ꮫᰯ⤒
Ⴀ

䕿Ꮫ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅⤒Ⴀ
эᏛ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅⤒Ⴀ䛾సᡂ
эᏛ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅άື䛾ᨵၿ
эᩍ⛉ᣦᑟ㠃䚸⏕ᚐᣦᑟ㠃䛾ᨵၿ

Ꮫ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅䜢⏕䛛䛩䝬䝛䝆䝯䞁䝖

18

䐟ྛᩍ⛉➼䛾ᩍ⫱ෆᐜ䜢┦䛾㛵ಀ䛷ᤊ䛘䚸Ꮫ
ᰯ䛾ᩍ⫱┠ᶆ䜢㋃䜎䛘䛯ᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ䛺どⅬ䛷䚸
䛭䛾┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ᚲせ䛺ᩍ⫱䛾ෆᐜ䜢⤌⧊ⓗ䛻
㓄ิ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䚹
䐠ᩍ⫱ෆᐜ䛾㉁䛾ྥୖ䛻ྥ䛡䛶䚸Ꮚ౪䛯䛱䛾ጼ
䜔ᆅᇦ䛾⌧≧➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜔ྛ✀䝕䞊䝍➼䛻
ᇶ䛵䛝䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜢⦅ᡂ䛧䚸ᐇ䛧䚸ホ౯䛧䛶ᨵၿ
䜢ᅗ䜛୍㐃䛾PDCA䝃䜲䜽䝹䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䚹
䐡ᩍ⫱ෆᐜ䛸䚸ᩍ⫱άື䛻ᚲせ䛺ேⓗ䞉≀ⓗ㈨※
➼䜢䚸ᆅᇦ➼䛾እ㒊䛾㈨※䜒ྵ䜑䛶ά⏝䛧䛺䛜䜙
ຠᯝⓗ䛻⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䚹

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠖䠏䛴䛾ഃ㠃

䕿ᨵゞ䛜㔜ど䛧䛯䛾䛿䚸ᩍ⫱䛾㉁ⓗ㌿䛷䛒䜚ᤵᴗ䛾
㉁䛾ᨵၿ䛷䛒䜛䚹䜑䛦䛩䛸䛣䜝䛿䚸Ꮫ⩦⪅䛾యᛶ䞉⬟
ືᛶ䜢ᘬ䛝ฟ䛧䛴䛴䚸῝䛔Ꮫ䜃䛾ᐇ⌧䛷䛒䜛䚹
䕿䛂▱㆑䞉ᢏ⬟䛃䛻䛸䛹䜎䜙䛺䛔䛂ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧
ຊ䛃䛾⫱ᡂ䜢㔜ど䛩䜛ᨵ㠉䛷䛒䜚䚸ᤵᴗᨵၿ䛾ồ䜑䚹
䚽⫱ᡂ䜢┠ᣦ䛩㈨㉁䞉⬟ຊ
୕䛴䛾ᰕ䛾䝞䝷䞁䝇䛾ྲྀ䜜䛯ᐇ⌧
䠄䠍䠅▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟䛜⩦ᚓ䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䠄䠎䠅ᛮ⪃ຊ䚸ุ᩿ຊ䚸⾲⌧ຊ➼䜢⫱ᡂ䛩䜛䚹
䠄䠏䠅Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䚸ே㛫ᛶ➼䜢ᾰ㣴䛩䜛䚹

䠉䛂యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䛃䛾ᥦ㉳䠉

Ꮫ䜃䛾㐣⛬䜢㉁ⓗ䛻㧗䜑䛶䛔䛟

䕿Ꮫ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅⤒Ⴀ䛸䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䛾⼥ྜ
э⤒Ⴀ䛻䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛
䞉Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䚸㔜Ⅼ┠ᶆ䛺䛹䛸䛾㛵㐃
䞉Ꮫ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅άື䚸⏕ᚐάື䚸Ꮫᰯ⾜
䛸䛾㛵㐃
䞉ᩍ⛉➼ᶓ᩿䛸䛾㛵㐃
䞉ㅖ㈨※䛾ά⏝䜔ಖㆤ⪅䛸䛾㛵㐃
䞉Ꮫᰯホ౯䛸Ꮫ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅⤒Ⴀホ౯䛸䛾㛵㐃

Ꮫ⣭䠄䝩䞊䝮䝹䞊䝮䠅⤒Ⴀ䛾⪃

99

䠍

䠎

䠏

䠐

䠑

䠒

䠓

䠔

䠕

ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉
⾲⌧ຊ

Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䞉
ே㛫ᛶ

䛆䛭䛾䠏䛇ேⓗ䞉≀ⓗ㈨※䛾ά⏝
䠉䛂䝏䞊䝮Ꮫᰯ䛃䛾䜒䛸䛻䠉

▱㆑䞉ᢏ⬟

⫱ᡂ䜢䛿䛛䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛾୍ぴ⾲

䛆䛭䛾1䛇ᤵᴗᨵၿ䛸ᩍ⛉➼ᶓ᩿

4᭶

5᭶

6᭶

7᭶

8᭶

9᭶

10᭶

䠅
11᭶

12᭶

1᭶

䠘ᖺ㛫༢ඖ䞉㢟ᮦ㓄ิ⾲䠚
2᭶

3᭶

䝰䝜

䜹䝛

ሗ

Ꮫᰯ䛾䝸䝋䞊䝇
㛫

䠉ᩍ⫱ㄢ⛬䜢⦅ᡂ䛧䚸ᐇ䛧䚸ホ౯䛧䛶ᨵၿ䜢ᅗ䜛䠉

䛆䛭䛾2䛇PDCA䝃䜲䜽䝹䛾☜❧

䝠䝖

⥲ྜ

≉ά

㐨ᚨ

䖩

እᅜ

ᢏᐙ

ಖయ

⨾⾡

㡢ᴦ

⏕ά

⌮⛉

ᩘᏛ

♫

ᅜㄒ

⫱ᡂ䛧䛯䛔㈨㉁䞉⬟ຊ䠄

䠐䠊⤒Ⴀ㈨※䛾ど䛘䜛䜢䛿䛛䜛
27

䠏䠊Ꮫᰯ⾜䛸䛥䜜䛶䛔䜛άື䛻䛴䛔䛶䚸ᩍ⛉ᣦᑟ䛸䛾㛵㐃䜢᳨ウ
䛩䜛

䠎䠊⤒Ⴀ㈨※䛸䛧䛶䛾㛫䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾㓄ศ䛸㐠⏝䜢㏻䛧䛶䚸ᣢ⥆
ྍ⬟䛺ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅ᡂ䞉ᐇ䞉ホ౯䞉ᨵၿ䜢ᅗ䜛

䠍䠊䛂♫䛻㛤䛛䜜䛯ᩍ⫱ㄢ⛬䛃䛾ᐇ⌧䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙⤒Ⴀ㈨※䛾ᢞ
ධ䛸ά⏝䜢ᅗ䜛

䕿䛣䜜䛛䜙䛾௦䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䜢⫱䜐䛯䜑䛻䛿䚸ྛᩍ⛉
➼䛾ෆᐜ䛸ᩍ⫱ㄢ⛬య䛸䜢 㑏䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸ேᮦ䜔ண⟬䚸㛫䚸
ሗ䚸ᩍ⫱ෆᐜ䛸䛔䛳䛯ᚲせ䛺㈨※䜢㓄ศ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹

䠉䝠䝖䞉䝰䝜䞉䜹䝛䞉ሗ䞉㛫䠉

⤒Ⴀ㈨※䛾ᢞධ䛸ά⏝

䐡䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛸Ꮫᰯホ౯䜢䝸䞁䜽䛥䛫䜛

䐠ᤵᴗ䛾䜚㏉䜚䜢⤌⧊ⓗ䛺Ⴀ䜏䛸䛧䛶⨨䛵䛡䜛

䐟Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛸ᩍ⫱ㄢ⛬䛸ㅖィ⏬䜢䛴䛺䛠

Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆїᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅ᡂїྛᩍ⛉➼䛾ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬
љ
ᤵᴗ䛾ᣦᑟ䛾సᡂ
љ
ᤵᴗ䛾ᒎ㛤їᤵᴗ䛾ホ౯ї༢ඖ䛾ホ౯䞉ᨵၿїᣦᑟィ⏬䛾ホ౯䞉ᨵၿ
љ
ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ホ౯䠙Ꮫᰯホ౯
љ
ᨵၿ䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏їḟᮇ䛾┠ᶆ䞉ィ⏬䛾సᡂ

ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅ᡂ䞉ᐇ䞉ホ౯䞉ᨵၿ

䕿ゝㄒ⬟ຊ䛾☜ᐇ䛺ᐇ䠘ᶓ୵䜢่䛩䠚
ᅜㄒ⛉䛜䚸୰ᚰⓗᙺ䜢ᢸ䛔䛺䛜䜙ᩍ⛉➼䛸㐃ᦠ䛧䛶ゝ
ㄒ⬟ຊ䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅜㄒ⛉䛜⫱ᡂ䛩䜛㈨㉁䞉⬟ຊ
䛜ྛᩍ⛉➼䛻䛚䛔䛶⫱ᡂ䛩䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻䜒㈨䛩䜛
䛣䛸䛜䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ほⅬ䛛䜙䜒㔜せ䛷䛒䜛䚹

䕿⌧௦ⓗ䛺ㄢ㢟
䞉⎔ቃᩍ⫱ 䞉䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱ 䞉ሗᩍ⫱ 䞉㜵⅏ᩍ⫱
䞉㣗⫱ 䞉ESD
䞉䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᩍ⫱ 䛺䛹

ᩍ⫱ㄢ⛬య䛷ྲྀ䜚⤌䜐ㄢ㢟

100

䕻䠘䛭䜜䛮䜜䠚 䛛䜙 䠘䛴䛺䛢䜛䞉䛴䛺䛜䜛䠚
䜈
䕻ᩍ⫋ဨဨ䛾⤒Ⴀཧຍ䛻䜘䜛Ꮫᰯ䛾≉Ⰽ䛵䛟䜚
э䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛿䛶䛾ᩍ⫋ဨ
䛜ཧຍ䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸≉Ⰽ䜢䜚ୖ䛢䛶䛔䛟Ⴀ
䜏䛷䛒䜛䚹
эᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ䜔⫱ᡂ䜢┠ᣦ䛩㈨㉁䞉⬟ຊ䚸
Ꮫᰯ䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁➼䜢䛸䜙䛘䚸ྲྀ⤌䛾᪉ྥᛶ
䜢ඹ᭷䛩䜛䚹
䕻ᤵᴗ䛛䜙䚸Ꮫ⣭⤒Ⴀ䛛䜙䚸ᩍ⫋ဨ䛭䜜䛮䜜䛾❧
ሙ䛛䜙䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜈䛾䝧䜽䝖䝹䜢⏕䜏ฟ䛩䚹

䠑䠊༠ാ䛸䛔䛖⤌⧊ᩥ䛾㐀

䕻ㄢ㢟䜢ᩍ⫱ㄢ⛬䛻⨨䛡䜛

䕻ᩍ⫱ㄢ⛬䛸䛿ఱ䛛

䕻䜟䛜ᰯ䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䛻䛴䛔䛶ඹ㏻⌮ゎ

䠏䠊ᩍ⫱ㄢ⛬䛻䛴䛔䛶䛾ඹ㏻⌮ゎ

䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᢸ䛔ᡭ䛸䛧䛶䠉

ϫ䠊Ꮫᰯ䞉Ꮫᖺ⤒Ⴀ䜈䛾ཧຍ䞉ཧ⏬

䕿⮬ศ䛯䛱䛜ẖ᪥⾜䛳䛶䛔䜛ᤵᴗ䛜䚸⮬ᰯ䛾
ᩍ⫱┠ᶆ䜔⫱䛶䛯䛔ඣ❺ീ䛻୍⮴䛧䛶䛔䜛䛛
䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶䜚㏉䜛ᶵ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹䛭䛧
䛶䚸䛭䛾ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁
䝖䜢䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸䜟䛛䜚䜎䛧䛯䚹䜹䝸䜻䝳䝷
䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛸⪺䛟䛸⟶⌮⫋䜔ᩍົ௵䛾
䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛯䜑䚸᪂䛧䛔ぢ᪉䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻
䛺䜚䜎䛧䛯䚹

䝭䝗䝹䜢୰ᚰ䛸䛩䜛ᩍ⫋ဨ䛾ཧຍ䞉ཧ⏬
䠉Aᩍㅍ䠉

䕿ᩍ⫱ㄢ⛬䛸䛿䚸Ꮫᰯᩍ⫱䛾┠ⓗ䜔┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯
䜑䛻䚸⥲ྜⓗ䛻⤌⧊䛧䛯Ꮫᰯ䛾ᩍ⫱ィ⏬
䕿ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᵓᡂせ⣲
䐟ᩍ⫱⌮ᛕ䞉┠ᶆ䠄ᩍ⫱┠ᶆ䚸䝡䝆䝵䞁䚸ᰯカ䚸䜑䛦䛩Ꮫ
ᰯീ䚸⫱䛶䛯䛔ඣ❺䞉⏕ᚐീ䚸⫱䛶䛯䛔Ꮫຊ䚸ᮏᖺᗘ䛾
㔜Ⅼ┠ᶆ䚸➼䠅
䐠⤌⧊㓄ิ䛧䛯ᩍ⫱ෆᐜ䠄ྛᩍ⛉䚸㐨ᚨ䚸እᅜㄒάື䚸
⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫䚸≉ูάື䚸ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬䚸➼䠅
䐡㓄ᙜ䛧䛯ᤵᴗᩘ䠄᪥ㄢ⾲䚸㐌⛬䚸᭶㛫⾜ィ⏬䚸
ᖺ㛫⾜ィ⏬䚸➼䠅
䐢ᩍᮦ䞉ᩍල䞉タ䞉タഛ

䠉⥲ྜⓗ䛻⤌⧊䛧䛯Ꮫᰯ䛾ᩍ⫱ィ⏬䠉

ᩍ⫱ㄢ⛬䠄䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠅䛸䛿

ᤵᴗ

Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ

䠍䠊Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ䛾ඹ᭷

䞉ኳ➟ ⱱ䛄䜹䝸䜻䝳䝷䝮䜢ᇶ┙䛸䛧䛯Ꮫᰯ⤒Ⴀ䛅
䛞䜗䛖䛫䛔 䠎䠌䠍䠏ᖺ䠕᭶
䞉ኳ➟ ⱱ䠄┘ಟ䠅䛄⟶⌮⫋ㄢ㢟ゎỴᐇ㊶䝅䝸䞊䝈䛅
䠑ᕳ 䛞䜗䛖䛫䛔 䠎䠌䠍䠑ᖺ䠏᭶
䞉ኳ➟ ⱱ䛄Ꮫᰯ䛸ᑓ㛛ᐙ䛜༠ാ䛩䜛䠉䜹䝸䜻䝳䝷
䝮㛤Ⓨ䜈䛾⮫ᗋⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛅 ➨୍ἲつ 䠎䠌䠍䠒
ᖺ 䠑᭶
䞉ኳ➟ ⱱ䠄⦅ⴭ䠅䛄ᖹᡂ䠎䠕ᖺᨵゞ ᑠᏛᰯ䠄୰Ꮫ
ᰯ䠅ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ㊶ㅮᗙ ⥲๎䛅 䛞䜗䛖䛫䛔 䠎䠌䠍䠓
ᖺ䠍䠌᭶

ཧ⪃ᩥ⊩

䕻᪉⟇䛸䛧䛶䠖⥲๎䛾ά⏝
䞉⥲๎䜢䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢Ꮫ⩦䛩
䜛Ꮫ⩦ᮦ䛻

䕻䠏䛴䛾᪉⟇
䠄䠍䠅ᩍ⛉ᶓ᩿
䠄䠎䠅PDCA
䠄䠏䠅㈨※䛾㐠⏝

䠐䠊䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾䠏䛴䛾᪉⟇

䕻䜟䛜ᰯ䛾ㄢ㢟䜢ඹ᭷䛩䜛

䕻䜟䛜ᰯ䛾ㄢ㢟䛿ఱ䛷䛩䛛

䕻ᩍ⫋ဨ䛜⮬ᰯ䛾ㄢ㢟䜢ඹ᭷䛩䜛䛣䛸
䠉䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾➨䠍䝇䝔䝑䝥䠉

䠎䠊ㄢ㢟䛾ඹ᭷

101

઼

ჵ

છைष
ःभठभম

র৾েष
ڹںڶଢ଼ఊ

ણਙ৲खथःॊৃੌ௶पमؚ
ଵ৶ਰਗभय़شঃش९থभோँॉ

রමઇ৩ૅ৾قभय़شঃش९থك
ٙઇ৩पৌखथৰप୶ৡ॑ुढथःॊয

ॻঝজشॲشधम

ਉৡधऩॊधઓॎोॊੲਾ

ऊैऌলघञीभ

ॻঝজشॲشधमء
ॻঝজشॲشभॖওش४॑धअ
எऋলভढञພोैोऩःজشॲشງஂ

ॻঝজشॲش
जभڮ

ڭ
ڮ

ॻঝজشॲش
जभڭ

ँःऔणढ़ॻش

วຟ৾ୱপ৾ ઇ౸

ऒोऊैभ৾ૅपउऐॊॻঝজشॲش३ॵউ

ଝ⋜
ॻঝজشॲشषभனधୄ

৯ઃ

ॻঝজشॲشभ
ੌप
छऱधुૢइञः

 ৾ૅ؞ୱઈषभ
؞अऽऎइॊऒधऋदऌऩः؛
؞ীრਰਗभலহपઠ॑გापऎः؛
؞৬प୦॑ृढथःःऊॎऊैऩः؛
 ুઇ৩भਛृঽମभৡ
؞ঽীपঽਦऋऩः؛
؞ঽীटऐदಖःढरः؛
؞ःઇప॑थैोऩःभदम؛ؼ
؞ৎपमడखःऒध॑अ؛जभञीप؛ؼ

ॻঝজشॲشधम

سनु؞৳૧भয়ৃद

¼नु؞৳૧भञीप

৾ૅतऎॉभஉೲपउऌञः

102

zᏛᰯ䜔Ꮫ⣭⤒Ⴀୖ䛾ㅖㄢ㢟䜢᪩ᮇ䛻Ⓨぢ䛧䚸䛭䛾ᑐ⟇䜢⦎䜚䚸ྠᩍ
ᖌ䛸┦ㄯ䛧䛯䜚䚸ୖྖ䛾ᣦᑟ䜢ཷ䛡䛯䜚䛧䛶䚸༠ാ䛷ᑐᛂ䛷䛝䛶䛔䜛䚹

䜢䜒䛳䛶ྠ䛻ᣦᑟ䡡ຓゝ䛷䛝䜛䚹

zྛᩍ⛉䡡㐨ᚨ䡡≉ูάື䡡⏕ᚐᣦᑟ䡡Ꮫ⣭⤒Ⴀ➼䛾ᣦᑟ䛻䛴䛔䛶䚸⮬ಙ

ศ㔝䛾◊ಟ䛾ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛶䛚䜚䚸ඞ᭹䛩䜛䜘䛖ດຊ䛧䛶䛔䜛䚹

ே㛫㛵ಀㄪᩚຊ
ពぢ䛾㐪䛔䜔ᑐ❧䜢ᩚ⌮䛧䚸ㄪᩚ䛩䜛䚹

䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁ຊ
ศ 䛛 䜚 䜔 䛩 䛟 ᥦ ♧ 䛩 䜛 䚸 ㄝ ᚓ 䛩 䜛 䚹

䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ຊ
䝞 䝷 䞁 䝇 䜘 䛟 ⪺ 䛝 䚸 ᛮ 䛔 䜢 ఏ 䛘 䜛 䚹

zྛᩍ⛉䡡㐨ᚨ䞉≉ูάື䞉⏕ᚐᣦᑟ䞉Ꮫ⣭⤒Ⴀ➼䛾䛖䛱䚸⮬ศ䛾ⱞᡭ䛺

ఏ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

ྠᛶ䛾ᵓ⠏ຊ

ॻঝজشॲشभৱସ؞ચৡधम

ৌૻ
ઇపৡ॔ॵউ

ॻঝজشॲش
जभڲ؞ڱ

zᩍ⫱䛻䛚䛡䜛᪥ⓗ䛺ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸⮬ศ䛾⪃䛘䜢せ⣙䛧䛶䚸ྠ䛻

ㄢ㢟ゎỴ⬟ຊ䛻䛚䛡䜛ලయⓗ䛺⾜ື┠ᶆ

ઇపৡ॔ॵউঔॹঝ

ॻঝজشॲش
जभڲ؞ڱ

䛭䜜䛮䜜䛜䝞䝷䞁䝇䜢䛸䜚䚸
ຊ䜢ศᩓ䛥䛫䛶䛔䜛
ї 500ᖺ௨ୖ䜒ᔂ䜜䛺䛔

䝞䝷䝞䝷䛺ᙧ䜔䛝䛥䛾▼䛾⤌䜏ྜ䜟䛫

▼ᇉ䛾ᙉ䛥䛜Ꮫᰯ⤌⧊䛻ḧ䛧䛔

ېۛۅ ۗےې۔ۢ۔ۇ
ୖ॑ীෲखੰؚৠੁ॑৬৲घॊ؛
۞ڹ
ୖੰৠपिऐथৰᄷघॊ؛
۞ۣۘےڶ ۚے۔ۗڸ
ৰᄷभਛટ॑ஷॉନॉؚఒघॊ؛

ㄢ㢟ゎỴ⬟ຊ

ॻঝজشॲشधखथभৱସચৡधम

ॡছ५ॱॖ
ো

ুप
३গঞش३ঙথ
ૅশਵ॑
ୂःथ

ॻঝজشॲش
जभڰ

ॻঝজشॲش
जभگ

103

ଢ଼ભधखथؚनअऌऽघऊء

ँऩञमૅশऊैঽૅभ৾ૅઇ৯ఏ॑ৄઉखथऺखःधॎो
ऽखञૅ؛শपಌਡधजभ৶॑इथऎटऔः؛
ऽञૅؚশपइॊधऌप୦॑পજपखऽघऊء

ୖگ
ૅশऊैઇ৯ఏৄઉखં

ॢঝشউডشॡگ

ٳ

 ٳन॒ऩਖऋઅइैोऽघऊ

ँऩञमૅؚশऊैَઓःाਜऋँॊभदमऩःऊ؛णऽॉ
ટऋँॊधઓः॒दःॊઇણऋँॊभदमऩःऊँ؛ऩ
ञभઅइदेःभदؚఒੁ॑અइथऺखःُधॎोऽखञ؛

ୖڮ
௮ऌ্ऊैઓःाਜभఒ

ૅ گশऊै৾ૅઇ৯ఏ॑ৄઉखં

ୖڭ
ଢ଼ભभয়ৃदؚनऒपୖऋँॊऊ

ჵ

ॢঝشউডشॡڮ

઼

 ڮ௮ऌ্ऊैઓःाਜभఒ

ૅ ٳশभં॑ਭऐथऊऩऐोयःऐऽच॒؛
ऎभઇ৩ऊैඑऋुैइॊेअఒ੧॑ંघञीपؚ
ँऩञमनअऌऽघऊء

ँ ٳऩञभ৾ૅदَઓःाਜُऋँॊधઓअधऌؚजभ॑
ઇइथऎटऔः؛

ୖڮ
௮ऌ্ऊैઓःाਜभఒ

ॢঝشউডشॡڮ

䛒䛺䛯䛿ᑠ䠄୰䠅Ꮫᰯ䛾◊✲௵䛷䛩䚹
ᰯ㛗䛛䜙䚸䛂䛣䜜䜎䛷ᤵᴗ䛜ษ䛰䛸ゝ䛔䛺䛜䜙䚸ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䜋䛸䜣䛹◊ಟ䜢
䛧䛶䛣䛺䛛䛳䛯䚹ᖺᗘ䛛䜙䛿ᤵᴗ◊✲䜢ᐇ䛥䛫䛯䛔䛾䛷䚸⪃䛘䛶䜋䛧䛔䛃䛸
ᣦ♧䜢ཷ䛡䜎䛧䛯䚹䛯䛰䛧䚸ᰯ㛗䛿䚸᪥㡭䛛䜙Ꮫᰯᴗົ䛾⢭㑅䛸䜒ゝ䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䛺䛚䚸⫋ဨᐊෆ䛷⪺䛣䛘䛶䛟䜛ኌ䛿䚸䛂䛷䜒ᛁ䛧䛔䛾䛻䚸ᤵᴗ◊✲䜢ቑ䜔䛩䛸䚸
䛥䜙䛻ᛁ䛧䛟䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖䛛䚹Ꮚ䛹䜒䜒ⴠ䛱╔䛔䛶䛔䜛䛧䚸ಖㆤ⪅䛛䜙䛾
ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶䛾䜽䝺䞊䝮䛿䛺䛔䛾䛷䚸䛾䜎䜎䛷䛔䛔䛃䛸䛔䛳䛯䜒䛾䛷䛩䚹

ୖڭ
ଢ଼ભभয়ৃदؚनऒपୖऋँॊऊ

 ڭଢ଼ભभয়ৃदؚनऒपୖऋँॊऊ

ॢঝشউডشॡ

วຟ৾ୱপ৾ ઇ౸

ଝ؞ಆ⋛
َ৾ૅ৽؞ઇఐ৽भઅइ্؞ਤी্
ٕ৾ૅઇ৯ఏधभঢ়બ॑ർॊُٕ

ॢঝشউডشॡ

৯ઃॢ؟ঝشউডشॡ

104

৾ૅ௬भ৯

قল๕ૅَ৾؟௬फ़ॖॻছॖথلਛফၖؚمᅚك

⋉ ৾ૅभਝ઼ಉऋૅؚ৾௬भટपૢगथૅؚ৾पৌघॊ੍ରृ
੯ତಉभఒೈ઼॑गॊऒधपेॉؚभઇभସ॑৳खؚ
जभ॑ॊऒध؛

⋈ ৾ૅऋؚঽഞ௬ल৳૧ऩन৾ૅঢ়બಉपेॊ௬भৰध
जभટभਁ؞ହपेॉిؚજपହிભ॑ટञघधधुपؚ৳૧ؚ
ୠકড়ಉऊै৶ੰध॑੭थੇ؞ૅؚ৾൦؞ୠभ৴ੈৡपेॊ৾
ૅतऎॉ॑ਤीॊऒध؛

⋇৾ૅऋؚঽैभઇણजभभ৾ૅઈपणःथؚ৯घसऌ৯ఏ
॑ਝखؚजभਛ૾யृਛपऐञੌभిજऔಉपणःथ௬घॊ
ऒधपेॉૅؚ৾धखथੌ௶؞ಲਢऩఒ॑ॊऒध؛

ڮٕڭ

⋉जभৰਠपऐथँؚऩञঽମऋदऌॊऒधम୦दघऊء

⋈जभৰਠपऐथ০ୖधऩॊऒधRUಲਢखथॉੌिகऋँॊऒधम୦दघऊء

⋇৾ૅऋگফनभेअऩपऩढथःॊऒध॑ต؞ൌधखथऌऽघऊء

 ڭٕڭमगीप
4ঽীऋඐਜघॊ৾ૅ॑ઓःऊसथؚਰৣभਖपणःथઅइथऎटऔः؛
యⓗㄢ㢟

پःङोुؚညୱؚর৾ૅؚଝਜઇ৾ૅؚৈಉ৾ૅؚরಉઇ৾ૅ્ؚશ੍ର৾ૅಉप
उःथ৷

ૅ৾ٳઇ১ষૠಋ
ਸ਼ ৵৾ૅमؚਊჾ৵৾ૅभઇણजभभ৾ૅઈभ૾யपणःथؚঽै௬॑ষ
ःؚजभટ॑ਁघॊुभधघॊ؛
 ڮඨभ௬॑ষअपਊञणथमؚ৵৾ૅमؚजभৰੲपૢगిؚજऩඨ৯॑ਝखथষ
अुभधघॊ؛
ਸ਼ ৵৾ૅमؚਸ਼ඨभૠपेॊ௬भટ॑౷ऽइञਊჾ৵৾ૅभుญभ৳૧
जभभਊჾ৵৾ૅभঢ়બقਊჾ৵৾ૅभ৩॑ऎك؛पेॊ௬॑ষःؚजभટ
॑ਁघॊेअीॊुभधघॊ؛
ਸ਼ ৵৾ૅमؚਸ਼౽ે౽ਸ਼ඨभૠपेॊ௬भટलभૠपेॉ௬॑
ষणञৃ়मजभટؚ॑ਊჾ৵৾ૅभਝ઼पਾઔघॊुभधघॊ؛

৾ૅ௬भ১ૠ

ૅ৾ٳઇ১ਸ਼
৵৾ૅमؚધఐ৾প෦भीॊधऒौपेॉਊჾ৵৾ૅभઇણजभभ৾ૅઈभ૾
யपणःथ௬॑ষःؚजभટप੦तऌ৾ૅઈभఒ॑ॊञीਏऩೈ઼॑ङॊऒ
धपेॉؚजभઇभपीऩऐोयऩैऩः؛

گٕڭ

ಶูⓗㄢ㢟

ૅ৾ٮमੌ௶दँॊधःअऒधभਔ؛
৯ఏध௬मੌ௶ણ্॑હऐؚजभ
ਤ⎃॑નऊीॊदਏऩ૽સ॑ટञघ؛

ٸตृൌमૅؚਗभঢ়બधુથद
ऌॊق৶ੰ॑੭ैोॊुكभटौअऊء

Ꮫ⣭

ྛᩍ⛉䞉
ྛάື

ٸऒऒपःञตृൌमૅؚ৾भॢছ
থॻॹ२ॖথधঢ়৴खथःॊटौअऊء

ॳقख़ॵॡএॖথॺك
॑ૅ৾ٸनभेअऩपखथऌञःؚज
ऒदঽীमऒभेअऩ൴॑खञःधः
अऒध॑ਔदऌथःॊटौअऊء

Ꮫᖺ

Ꮫᰯ

සોᵷপ

ଗপ৾ ၳઇ౸

සોᵷপ

ଗপ৾ ၳઇ౸

૽য়णुभपऩढथःॊभऊء

ଝ؞ಆ⋜
ঽૅदষॎोथःॊ৾ૅ௬मَ৾ૅఒُप
َ৾ૅ௬॑ৢखञ৾ૅఒषभ൴ُ

ଝ؞ಆ⋜
َ৾ૅ௬॑ৢखञ৾ૅఒषभ൴ُ

⤒㦂句❧ሙ双叩召ぢ厪᪉呍
ᤊ厪᪉叏ኚ

ཧ⪃㈨ᩱ

ସधಖ২॑ৈीथे॑ૅؚ৾ॉଐःुभपखथःऎقٙ৾ૅఒك
जभञीपुؚ৯ఏभુથधାৰऩਤ⎃॑मऊॊ௬ऋপજ

ੌ௶धखथਛয়घॊञीभਏ੯
ৢુٳ৯भਛ॑৯खथःॊ
ৢુق৯ك
ٳजोैभযرऋষನप൴खेअधघॊਔඟ॑ढथःॊ
ق൴ਔඟك
ٳ൩ःपਔઓ॑दऌॊযऋःॊ ق॥গॽॣش३ঙথك
╟َੈ௮ُभঢ়બਙऋਛ৩भपஂखथःॊऒधऋੌ௶भਏ੯

दؚਊჾ৾ૅभ৸ઇ৩ऋਸखؚਝखञ৯ఏृ৬ੑಉप
සैखथؚजभਛ૾யृਛपऐञੌभిજऔಉपणःथষ

ૅ৾قઇ১ষૠಋك

ٮৰଝਜ

மਢघॊ৾ૅق৵৾ૅपமਢघॊর৾ૅऩनكभઇ৩जभभ৾
ૅঢ়બऩनपेॉଡਛऔोञ৩ভಉऋؚजभ৾ૅभઇણभ

ૅ৾قઇ১ষૠಋك

ٮৡଝਜ

॑রੱधखञ௬पेॉؚঽഞ௬ृ৾ૅঢ়બ௬भৰ૾ய

ٮਏपૢगथৰऋ૭ચ

╟৾ૅ௬भ੦মमঽഞ௬؛जभमजो॑ଓघॊ૽સ؛

ଳਡऊैষअ௬

ु౷ऽइणणؚઇણजभभ৾ૅઈभ૾யपणःथؚ௧

৾ૅधजभਝ઼ऋৰधऩॉૅؚ৾ઈपঢ়घॊਗभ௧ੇ

ਸ਼ਕ௬

॑੦মधखथষअ௬

௴ृਔৄઐఌಉ॑ৢगथؚঽഞ௬भટपणःथ௬घॊऒध

৳૧ૅؚ৾௬৮৩ؚୠકড়ؚஒফ৸ਛঢ়બ੮৬भঢ়બؚ
৾ૅঢ়બ௬

अ௬

৾ૅ௬भਈु੦মधऩॊुभदँॉૅؚশभজشॲش३ॵউभৣ
ঽഞ௬

ૅ৾ ڰٕڭ௬भଡୗ

•

╟ੌ௶मؚदमऩऎَ௮ऌُ

قমِ৾ૅ৽ّ৾বଅؚফؚᅚك

• ੌ௶धम୦ऊء
َযਰभऱधलधभਔप৹ତऔोञણऽञमৡभ৬௺ُ

⤌⧊䛸䛧䛶䚸Ꮫᰯయ䛷䛸䛿
ゝ䛖䛡䜜䛹䞉䞉䞉

╟⋇৾ૅ௬धम୦ऊ॑১২ुஅीथ৶ੰख⋈ؚजऒपઇྺधखथঢ়
ॎॊऒध॑৶ੰ؞ৰघॊऒध॑ৢखथؚలਟपजो॑ऊघজشॲش
धखथभ੦ຊभඃ੭॑৯खऽघ؛

ăਤዓႎƳܖఄોծƴӼƚƯŴᐯఄƷܖఄᚸ̖ƴƸƲƷǑƏƳોծໜƕƋǔưƠǐƏƔᲹ

 ৾ૅఒप൴घॊ৾ૅ௬दँॊञीप

ăǰȩȳȉȇǶǤȳƱƸ˴ưƠǐƏƔᲹܖఄᚸ̖ƸƦǕƱᡲѣƠƯƍǔưƠǐƏƔᲹ

 ॢছথॻॹ२ॖথध৾ૅ௬

ăᚸ̖ƱƍƏᚕᓶƴƲƷǑƏƳǤȡȸǸǛৼƯƍǇƢƔᲹƦƷǤȡȸǸƸßദƠƍǋƷàưƠǐƏƔᲹ

 ৾ૅ௬भਔध৯

৯ઃ

৾ফॸشঐप໌
৾ফॸ
ঐप໌
खञৰᄷभఊਫ

ઃফ২पऐञ
ୖभુથ

৾ফधखथभ
ॉੌाभฐ

␟प␠ಹઇྺभ૽સ

105

␟प␠ଵ৶भ૽સ

৾ফॸشঐभ
৾ফॸ
ঐभ
ঢ়৴तऐ

৾ফॸشঐभ
༜ਊਙभનੳ

৾ফपउऐॊৰᄷभ
ਤ⎃નੳधఒपऐ
ञইॕ ॻংॵॡ
ञইॕॻشংॵॡ

ඐਜૅपउऐॊ৾ૅ௬ણभীෲ

৾ૅ৸৬धखथ
ਛ॑৯घৱସ؞
ચৡभં

৾ૅઇ৯ఏؚ৯घ
नु൸भਝ
ૅ৾قঅ४ঙথभਝؚ
ૅ৾قঅ४ঙথभਝ
ૅ৾قঅ४ঙথ
भਝؚ
भਝ
ॢছ ॻॹ२ॖ भੁك
ॢছথॻॹ२ॖথभੁك

ઃফ২पऐञୖभ
ෲল؞ইॕॻشংॵॡ

৾ফૅ৾؞৸৬धख
थभॉੌाभ
ฐ௬

┠┠ᣦ去Ꮚ及口ീ呍
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ叏㏣ồ

 ؟नभेअऩুয়थद௬पਏऩॹ॑ॱشૐीؚীෲखथःॊभऊ

╟ਰमૅؚ৾௬भधखथभWhyૅ৾قઇ৯ఏभਛҸ
Ҹ৾ૅఒك
धणऩऋढथःॊटौअऊء

؞How

؞Who  ؟ၴऋ௬ણपঢ়ॎढथःॊऊق௬॑ਤीथःऎदभ૽સী૿मكء

؞When  ؟ःण௬॑ৰखथःॊऊق௬भৰৎؚীෲभৰৎमكء

؞What  ؟୦॑௬भৌपྚइथःॊऊق௬ඨ৯؞ఏभઍमكء

قଳਡधखथभ3W1Hك

ઃফ২पऐञୖभ
ෲল؞ইॕॻشংॵॡ

৾ফૅ৾؞৸৬धख
थभॉੌाभ
ฐ௬

ઃফ২पऐञ
ୖभુથ

৾ফधखथभ
ॉੌाभฐ

ٮदऌथःऩःऒध॑ർघऒधऋཽदमँॉऽच॒؛दऌथःॊऒधق০ुಲ
ਢखथॉੌ॒दःःधઓअऒधुكർखथৣऔःق؛HJ௬भୁ౺ك

؞जोਰਗभਞतऌ
؟
౦
قइयطૅؚ৾ঽীधखथ௬ટभણ৷ؚਗधभુથऩनك

؞উট७५पঢ়घॊਞतऌ؟
౦
قइयؚ௬भৎؚ৬धऩॊযॱشॹؚઽૐभ্ੁऩनك

؞ઍपঢ়घॊਞतऌ
؟
౦
قइयؚ௬ඨ৯भ્ඉ'*ؚधभঢ়৴ਙऩनك

؞যডشॡڱق⋈شী؟ك
ীෲટ॑౷ऽइथؚਰৣभजोझोपणःथभਞतऌ॑ჾਊघॊ౦भહᲪप੶ख
थऎटऔः؛

؞যডشॡق⋇شী؟ك
खञৱમ॑੦पؚডشॡ३قॺشશكभ॑ඇीथऎटऔः؛

ٮၴऊقٙযكभઓःदमऩऎؚा॒ऩभઓःृൢःदன৫खथःऎञीपु'*ؚभਛ
ૌஙपऊऊॎॊऒध॑'*ؚঽীभਜपਬऌહऐथ৶ੰ؞ৰᄷघॊऒधऋਏ

ॢسছথॻॹ२ॖথमऩछਏऊ
ૅ৾؞पउऐॊரभણऋংছংছपऩैऩःेअपघॊ
؞୦ऋপহदؚરपু॑હऐॊसऌऊؚઇ৩धखथିৡघसऌऒधऋનपऩॊ
؞ऒभফभ৾ૅभऌؚ॑ઇ৩टऐदऩऎؚ৳૧ृୠभযرधुુથदऌॊ
╟ၦीथःॊटऐद৸৬भऌ॑ৄৢचॊधःअীऊॉृघऔق३থউঝऔكमਏ
HJ॥গॽॸॕ؞५ॡشঝ৲पऐञ

ઃফ২पऐञୖभ
ෲল؞ইॕॻشংॵॡ

৾ফૅ৾؞৸৬धख
थभॉੌाभ
ฐ௬

ઃফ২पऐञ
ୖभુથ

৾ফधखथभ
ॉੌाभฐ

ण
ऩ
ऋ
ॉ
ृ
ਛ
ટ
؞
ୖ

॑
৾
ૅ
௬

द
ન
ऊ
ी
ॊ

䠄䝯䝰䠅
䛭䜜௨እ

䝥䝻䝉䝇

ෆᐜ

ٮ০ফ২भਡ৯ఏऋقऩऎधुكઇ৩दુથऔोؚघसथभણऋॵ३ঙথ؞অ४ঙথप৴
खؚजो॑௬दऌॊ૾யऋਂ૭ಳदँॊ

৾ফॸشঐभ
ঢ়৴तऐ

ॢ؞ঝشউডشॡقী؟ك
ெୗ॑కभेअपਕীસखथؚ
जोझोभঃॺشपჾਊघॊહᲪ॑
जोझोହखऩऋैቦॉહऐथऎ
टऔःৢુق؛ਡृ৾ૅधखथभ્
ඉमनऒपँॊदखॆअऊكء

㐺

ホ
౯
㡯
┠
䛸
䛧
䛶

㞴

৾ૅ৸৬धखथ
ਛ॑৯घৱସ؞
ચৡभં

৾ফपउऐॊৰᄷभ
ਤ⎃નੳधఒपऐ
ञইॕॻشংॵॡ

৾ফॸشঐप໌
खञৰᄷभఊਫ

౸ঞঋঝदभ
3'&$१ॖॡঝभનয়
৾ফॸشঐप੦त
ःञৰᄷभன৫

৾ফॸشঐभ
༜ਊਙभનੳ

৾ফॸشঐ॑র
ੱधखञৰᄷभ
ৄৢखभਝ؞
ુથ

৾ফॸشঐभ
ਝ

৾ૅઇ৯ఏؚ৯घ
नु൸भਝ
ૅ৾قঅ४ঙথभਝؚ
ॢছ ॻॹ२
ੁك
ॢছথॻॹ२ॖথभੁك

␟प␠ଵ৶भ૽સ

Q؟ਰৣभଳਡदؚඐਜૅभ৾ૅ௬ણ॑ীෲघॊधؚनभेअऩ્ඉध
ୖऋৄइथऎॊटौअऊ؛

ڮٕڮ

৾ফॸشঐप੦त
৾ফॸ
ঐप੦त
ःञৰᄷभன৫

౸ঞঋঝदभ
3'&$१ॖॡঝभનয়

䠎䛴䛾PDCA䠄Ꮫᰯయ䛸ᤵᴗ䝺䝧䝹䠅
䜢㐃ື䛧䛶䛸䜙䛘䚸⤒Ⴀ䛸ᩍ⫱䛾୍⮴䜢ᅗ䜛
䖾ホ౯άື䛜ᯝ䛯䛩ᙺ䛿䛝䛔

৾ফॸشঐ॑র
৾ফॸ
ঐ॑র
ੱधखञৰᄷभ
ৄৢखभਝ؞
ુથ

৾ফॸشঐभ
ਝ

䠄ฟ䠖୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟䠄2016䠅䛂ᗂ⛶ᅬ䚸ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫᰯཬ䜃≉ูᨭᏛᰯ䛾Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼䛾ᨵၿཬ䜃ᚲせ䛺᪉⟇➼䛻䛴䛔䛶䠄⟅⏦䠅䚸25㡫䛃

৾ফपउऐॊৰᄷभ
ਤ⎃નੳधఒपऐ
ञইॕॻشংॵॡ

৾ফॸشঐप໌
खञৰᄷभఊਫ

ॢছথॻॹ२ॖথصঐॿ४ওথॺभଅୁৢુ؞

৾ফॸشঐभ
ঢ়৴तऐ

৾ফॸشঐभ
༜ਊਙभનੳ

৾ফॸشঐप੦त
ःञৰᄷभன৫

ॢسছথॻॹ२ॖথك'*قधमऩपऊ
َரभ১ૠप੦तऌऩऋैؚుญ؞েെृ৳૧ؚୠभ্رभൢःृୄ॑౷ऽइؚ
৾ૅऋঽૅभ৯घ৾ૅ൸ृ৯घుญ؞েെ൸ಉ॑ऌؚजभৰਠ॑ॊञीૅؚ৾ઇ
৸৬भরदؚनभेअऩୖध্ੁ॑અइ௶ੌؚपॉੌ॒दःऎऊ॑ંखञ੦মଡ୳ُ
╟৾ૅऋরশप୯खथःऎॵ३ঙথृঅ४ঙথधधुपؚফ২पउःथਛ॑
৯घਡ৯ఏधजभਛपऐञুয়थ॑ઍಔपનੳदऌॊૅؚ৾৸৬भৄॉ

ڭٕڮ

৾ૅ৸৬धखथ
ਛ॑৯घৱସ؞
ચৡभં

৾ૅઇ৯ఏؚ৯घ
नु൸भਝ
ૅ৾قঅ४ঙথभਝؚ
ॢছ ॻॹ२
ੁك
ॢছথॻॹ२ॖথभੁك

৾ফॸشঐ॑র
ੱधखञৰᄷभ
ৄৢखभਝ؞
ુથ

౸ঞঋঝदभ
3'&$१ॖॡঝभનয়

┠ᣦ去Ꮚ及口ീ呍
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ叏㏣ồ

Ꮫᰯ䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁䜔Ꮫᰯ⤒Ⴀィ⏬䛻グ䛥䜜䜛Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ➼䛾⟇ᐃ䛿䚸ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ䛾୍⎔䛷䜒
䛒䜚䚸䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛾୰ᚰ䛸䛺䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹Ꮫᰯホ౯䛻䛚䛔䛶┠ᣦ䛩䜉䛝┠ᶆ䜢䚸Ꮚ౪䛯
䛱䛻䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䜢⫱䜏䛯䛔䛛䜢㋃䜎䛘䛶タᐃ䛧䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜢㏻䛨䛶䛭䛾ᐇ⌧䜢ᅗ䛳䛶䛔䛟䛸䛩䜜
䜀䚸Ꮫᰯホ౯䛾Ⴀ䜏䛿䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛭䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛸ぢ䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䚹

ढ़জय़গছ؞ঐॿ४ওথॺध৾ૅ௬

قল๕ૅَ৾؟௬फ़ॖॻছॖথلਛফၖُمᅚ॑੦पਛك
ᅚ॑੦पਛك

䞉ᨵၿ᪉⟇䜢ᇶ䛻䚸ḟᖺᗘ㔜Ⅼ┠ᶆ䜢タᐃ

C
A

䞉ྛ✀䛾ሗ䜔䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䚸Ꮫᰯ䛸䛧䛶⤌⧊ⓗ
䛻⮬ᕫホ౯䜢ᐇ
䞉ሗ࿌᭩䜢䜎䛸䜑䚸Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯䜢ᐇ
䞉ホ౯⤖ᯝ䛾බ⾲䚸タ⨨⪅䜈䛾ሗ࿌
␟प␠ଵ৶भ૽સ

ڲٕڭ

4؟ঽૅपउःथਰभਡमਔ
औोؚਠऔोथःॊऊء

D

䞉ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䛾ᒎ㛤
䞉ホ౯⤖ᯝ䜢䜎䛸䜑䜛ୖ䛷ᚲせ䛺ሗ䜔㈨ᩱ䛾㞟
䛾㞟

৾ফॸشঐभ
ਝ

䠄ฟ䠖୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟䠄2016䠅䛂ᗂ⛶ᅬ䚸ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫᰯཬ䜃≉ูᨭᏛᰯ䛾Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼䛾ᨵၿཬ䜃ᚲせ䛺᪉⟇➼䛻䛴䛔䛶䠄⟅⏦䠅䚸25㡫䛃

ढ़জय़গছ؞ঐॿ४ওথॺध৾ૅ௬

䠄ฟ䠖୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟䠄2016䠅䛂ᗂ⛶ᅬ䚸ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫᰯཬ䜃≉ูᨭᏛᰯ䛾Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼䛾ᨵၿཬ䜃ᚲせ䛺᪉⟇➼䛻䛴䛔䛶䠄⟅⏦䠅䚸25㡫䛃

ڲٕڭ
Ꮫᰯ䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁䜔Ꮫᰯ⤒Ⴀィ⏬䛻グ䛥䜜䜛Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ➼䛾⟇ᐃ䛿䚸ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ䛾୍⎔䛷䜒
䛒䜚䚸䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛾୰ᚰ䛸䛺䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹Ꮫᰯホ౯䛻䛚䛔䛶┠ᣦ䛩䜉䛝┠ᶆ䜢䚸Ꮚ౪䛯
䛱䛻䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䜢⫱䜏䛯䛔䛛䜢㋃䜎䛘䛶タᐃ䛧䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜢㏻䛨䛶䛭䛾ᐇ⌧䜢ᅗ䛳䛶䛔䛟䛸䛩䜜
䜀䚸Ꮫᰯホ౯䛾Ⴀ䜏䛿䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛭䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛸ぢ䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䚹

ढ़জय़গছ؞ঐॿ४ওথॺध৾ૅ௬

Ꮫᰯ䛾䜾䝷䞁䝗䝕䝄䜲䞁䜔Ꮫᰯ⤒Ⴀィ⏬䛻グ䛥䜜䜛Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ➼䛾⟇ᐃ䛿䚸ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ䛾୍⎔䛷䜒
䛒䜚䚸䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛾୰ᚰ䛸䛺䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹Ꮫᰯホ౯䛻䛚䛔䛶┠ᣦ䛩䜉䛝┠ᶆ䜢䚸Ꮚ౪䛯
䛱䛻䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䜢⫱䜏䛯䛔䛛䜢㋃䜎䛘䛶タᐃ䛧䚸ᩍ⫱ㄢ⛬䜢㏻䛨䛶䛭䛾ᐇ⌧䜢ᅗ䛳䛶䛔䛟䛸䛩䜜
䜀䚸Ꮫᰯホ౯䛾Ⴀ䜏䛿䛂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛃䛭䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛸ぢ䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䚹

ڲٕڭ

␟प␠ಹઇྺभ૽સ

؞ઇ৩௬भঽഞ৯ఏु৴औ
चॊ؛

P

䞉⢭㑅䛥䜜䛯ලయⓗ䛛䛴᫂☜䛺㔜Ⅼ┠ᶆ䛾タᐃ
ᐃ
䞉㔜Ⅼ┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ᚲせ䛺ලయⓗ䛺ྲྀ⤌➼䜢⮬ᕫホ
⮬ᕫホ
౯䛾ホ౯㡯┠䛸䛧䛶タᐃ
䞉ホ౯㡯┠䛾㐩ᡂ䛸ྲྀ⤌≧ἣ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛾ᣦᶆ
䜢タᐃ
␟प␠ಹઇྺभ૽સ

ँ؞ोुऒोुदमऩऎؚඳਡ
॑ॊऒधऋਏ؛

؞ॉੌाभટ॑ৈीॊञी
पमૅؚ৾धखथ০ਏऩ৯ఏ
भਝ؞৬ऩৰੑधज
भਛટ॑નपનੳदऌॊ௬
भઍध্১ऋਂ૭ಳदँॊ؛

ૅ৾ ڱٕڭ௬ध3'&$
قك
৾ૅ௬मૅؚ৾ఒभञीप
ৰऔोॊੌ௶ॉੌा؛
┠ᣦ去Ꮚ及口ീ呍
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ叏㏣ồ

106

قওঔك

؞৸৬ુથڱقী؟ك
ॢঝشউীங২दؚਵख়ढञऒधؚ
जऒदभਞतऌपणःथखऽघ؛

䛭䜜௨እ

䝥䝻䝉䝇

ඐਜૅपउऐॊ৾ૅ௬ણभৄઉख؞ఒਡ

ॢ؞ঝشউডشॡقী؟ك
णभઍ॑૯पၦीऩऋैૅؚ৾
௬॑৾ૅఒॢقছথॻॹ२ॖথभ
ৰਠكपलणऐॊञीपઅइैोॊ
ఒਡ॑ਵख়ःؚெୗभप॔ॖ
ॹ॔॑છऌলखथऎटऔः؛

ڭٕگ

ෆᐜ

┠
ᶆ
䜎
䛷
䛾
㊥
㞳
䛿
䠛
Ꮫᰯ䛾⌧ᅾᆅ
䠄䛣䜜䜎䛷䛾Ṕྐ䚸䛣䛣䛻䛔䜛ே䛾ᛮ䛔䠅
௶ੌ؞धखथؚযधखथણऊघ
؞ৎ્ؚभ૿ਊपૐরखऩःेअऩਝੑ

كڰق௬भટ॑ણ৷दऌथःॊऊ

؞ॉੌाभਛટ॑৳ଵघॊੵ
قइयؚএॺشইज़জड़भ૭ચਙك

كگقਯகق५ॣشঝكଝपऩढथःऩःऊ

॔؞থॣॺشमणभਫ਼ୈৱમ

॔كڮقথॣॺشଝपऩढथःऩःऊ

؞ফ২ओधभ୭৲पৌૢघॊ
؞ਡधঝॸشॕথ॑ऌठ॒धীऐॊ
؞ৱସ؞ચৡ॑ਔघॊ

ৄسઉखभএॖথॺ
كڭق৯ఏध௬ඨ৯मঢ়৴खथःॊऊ

৾ૅఒमಲਢਙ؞ਢਙऋਏ؛टऊैऒजؚ
खङणदुనा॑ਤीथःऊऩऐोयऩैऩ
ः؛जभञीप௬॑ણ৷घॊ؛

ऽधीૅ৾؟ఒप൴घॊ৾ૅ௬दँॊञीप

䛣䜣䛺Ꮫᰯ䛻䛺䛳䛶䛔䛯䛔䞉
䛺䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛

ڮٕگ

ཧ⪃㈨ᩱ

ফಽपेॊঐॿ४ওথॺؚজشॲش३ॵউपमஆ્भखऔऋँॊ

পহपखथऺखःभमؚঐॿ४ওথॺ؞ঐॖথॻधَُ

╟৾ૅदभফೡଡਛभਜ਼઼तऐؚங২भ৽ୡऋਏ

َُ؟ઇపधखथभऴॊऽःपमਂಔभীऋँॊमङ؛੦ೕ॑ऌठ॒धମप
ାऐॊ؛ಔऩૼଝपैऩः؛

ঐॿ४ওথॺ؞ঐॖথॻૅ৾؟भலহम৯भभலহطযभலহभૐ়৬पध
नऽैऩःૅ৾؛ऋ್इॊலহ॑ॱॸ؞চ॥ॼॼ؞ওध৬धखथधैइथؚঽী
भএ४३ঙথ॑ਜ਼઼तऐथःऎਏऋँॊ؛जभेअऩઓઅृଙ২॑ඃ੭घॊ؛

•

•

╟ؚرनुधৌឆघॊਸ਼भৰᄷदँॊधৎपؚजोधमସप౮ऩ
ॊঐॿ४ক؞৽قشଵ৶كभலহऋୄऔोॊऒधप

ॻঝজ؟شॲشউঞॖখشदँॉؚঐॿ४কش

َॻঝজشॲشषभُधःअॸشঐपऊऊॎढथ
•

令和元年度「スクール・マネジメント研修
プログラム開発プロジェクト」報告書
スクールマネジメント研修プログラムの開発
－組織マネジメントとカリキュラム・マネジメントの統合をめざして－

令和２年（２０２０年）３月

独立行政法人教職員支援機構
https://www.nits.go.jp/

