られることを共に祝おうではありませんか。

We’re honored that you’ve chosen to spend these
two days with us.
Leadership at its core is influence. Across the
globe, men and women like you—representing
churches, businesses, schools, governments
and families—are expanding their influence
by applying what they learn at the Summit to
transform their churches and communities. Your
influence matters!
In fact, independent research confirms 87% of
repeat Summit attendees feel a greater sense of
significance and satisfaction in their personal and
professional lives. That’s why we encourage you
to not only make the Summit an annual part of
your development, but also to leverage next-step
resources such as the free GLSnext App.
As I begin to transition from my role as president
and turn over leadership responsibilities to my
successor, Dr. Tom De Vries, we are both sincere
in our hope that you will leave the Summit with
renewed vision, inspiration and practical skills
you can immediately apply to maximize your
Kingdom impact.
We invite you to join us as we continue to pray
for the more than 240,000 international leaders
still expected to attend the Summit in 128+
countries—
and together we will celebrate what God does
through each of us!

祝福が豊かにありますように

Blessings,

私たちはあなたがこの貴重な時間を共に過ごし
ていただけますことを光栄に思っています。
リーダーシップの中心は影響力です。世界中で
あなたのような男性と女性が、教会、ビジネス、
学校、政府や家族を代表しています。教会やコミ
ュニティを変革するために、サミットで学んだこと
を活用することにより、その影響力を広げようと
しています。あなたの影響力は重要です。
独立調査では、サミットへのリピーターとしての
参加者の８７％が、個人の生活、仕事での歩み
に大きな満足と意味を見出しているというので
す。そのため毎年、私たちはサミットをリーダーシ
ップ育成プログラムの一部として終わらせるの
ではなく、次のステップとなるアプリGLSnext
Appも用いて下さるようにと勧めています。
WCAの責任者として、その責任とリーダーシッ
プを次の責任者であるトム・ディブリーズ博士に
引き継ぎました。私たち二人の願いはサミットで
あなたのビィジョンが新たにされ、実践的なスキ
ルを直ぐ用いることにより、神の国のインパクト
を最大限にすることです。
サミットに参加する世界中128ヶ国以上24万人
以上のリーダーの方々への祈りに共に加わって
いただき、神様があなたを通してなそうとしてお

トム・ディブリーズ
会長
ウィロクリーク協会

ゲリー・シュワムレイン
名誉会長
ウィロクリーク協会

TOM DE VRIES
President
Willow Creek Association

GARY SCHWAMMLEIN
President Emeritus
Willow Creek Association

セッショ
ョン１
オープニング・セッション

SESSIO
ON 1

OPENING SESSION
ビル・ハイベルズ
BILL HYBELS

アウトライン
OUTLINE
Ⅰ．リーダーシップの種を植える
Planting a Leadership Seed
Ⅱ．不和と無礼の時代の中で導く
Leading in an Era of
Divisiveness and
Disrespect
Ⅲ．後継者の計画
Succession Planning
Ⅳ．別れの試練
Parting Challenges
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セッション１
SESSION 1
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NEXT STEPS

あなたのリーダーとしての感覚が研ぎ澄まされるにつれ、聖霊はあなたとの交わりを深め、絶えずあな
たの心に語りかけ続けるはずです。ここで取り上げる議論や質問は、あなた自身のためにも、またあな
たがチームと一緒の時にも用いることが出来ます。神様はあなた自身やあなたのチームが成長すること
を願っておられます。これらの質問によって話し合いが始まり、あなたやあなたのチームが成長するとい
う神の目的達成のために用いられることを願っています。
As your leadership edge is sharpened, we believe the Holy Spirit is connecting with and
speaking to your heart. Therefore, these discussion questions are for you to use on your
own or with your team. Our hope is that these questions would be discussion starters
that would be used for God’s purposes in growing you and your team.
考えてみましょう：このセッションで見出した「伴」を書き留めましょう。
あなたが心から同意したのはどんなことでしたか？
3HUVRQDO5HȵHFWLRQ:ULWHGRZQWKHNH\LQVLJKWIURPWKLVVHVVLRQWKDW\RXFDQSHUVRQDOO\
WDNHDZD\:KDWLVWKHRQHELJLGHDIRUPHLQP\VLWXDWLRQ"

あなたのリーダーシップを思い返す
ビルの経験に似て、リーダーシップはしばしば、最初に 「リーダーシップの種」を誰かが他の誰かに
植えることを通して発見されます。あなたに、リーダーになるかもしれないとの考えが、最初に生じたの
はいつですか？
5HȵHFW2Q<RXU/HDGHUVKLS
6LPLODUWR%LOOȇVH[SHULHQFHOHDGHUVKLSLVRIWHQȴUVWGLVFRYHUHGWKURXJKVRPHRQHSODQWLQJ
DȊOHDGHUVKLSVHHGȋLQWRDQRWKHU:KHQZDVWKHȴUVWWLPHWKHWKRXJKWRFFXUUHGWR\RXWKDW
\RXPLJKWEHDOHDGHU"

twitter.com/wcagls | facebook.com/wcagls | instagram.com/wcagls | glspodcast.com

セッション１
SESSION 1
あなたのリーダーシップに最も影響を与えた五人の人は誰ですか？ あなたの感謝を彼らに表すいくつ
かの方法を、見つけてみましょう。
:KRDUHWKH7RSSHRSOHZKRKDYHLPSDFWHG\RXUOHDGHUVKLS"ΖGHQWLI\DIHZZD\V\RX
can express your gratitude for them.
あなたがリーダーシップの種を植えることが出来る、数人の人は誰ですか？ 頭に浮かんだ名前を書き、
リーダーシップについてあなたが彼らの中に何を見ることが出来て、あなたが彼らを力づけたいものは
何か説明してみましょう。
:KRDUHDIHZLQGLYLGXDOVWKDW\RXFDQSODQWOHDGHUVKLSVHHGVLQWR":ULWHRXWDIHZQDPHV
that come to mind, and describe what you see in them regarding their leadership
that you want to encourage them in.

不和の時代を導く
あなたのチームが、尊重の文化を維持する方法をリストにしてみましょう。
/HDG7KURXJK'LYLVLYH7LPHV
List the ways that your team maintains a culture of respect.

仕事場で、健全な尊重の文化を維持するために、あなた個人はどれくらい貢献していますか？ 下に、
あなたの貢献方法を具体的に書いてください。
How well do you personally contribute to maintaining a healthy culture of respect in your
ZRUNSODFH":ULWHEHORZVRPHVSHFLȴFZD\V\RXFRQWULEXWH
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NEXT STEPS

下のリストから、あなたのチームもしくは組織において、尊重の文化を更に広げる行動を始めるための、
三つ文化を築くものを選んでみましょう。
From the list below identify the Top 3 culture builders you and your team can start exercising
to a greater extent to increase the culture of respect on your team or in your organization.
彼らを悪魔扱いすることなく、意見を異にする。
'LHUZLWKRWKHUVZLWKRXWGHPRQL]LQJWKHP
「血を流さず」に、熱い会話を行う。
Conduct spirited conversations without “drawing blood”
他人の話の腰を折らない。会話の支配をしない。
Do not interrupt others and do not dominate the conversation.
話すボリュームを制限し、厳しいもしくは過激な言葉の使用を拒絶する。
Limit volume levels when talking, and refuse to use harsh or explosive language.
誰にでも礼儀正しい言葉と行動。
Be courteous in words and actions to everyone.
人々に対して、偏見の押し付けもしくは短絡的な結論付けをしない。
Do not stereotype or draw quick conclusions about people.
否定や責任を逃避するのではなく、過失は直ぐに謝罪する。
Apologize immediately when wrong instead of denying or blaming.
あなたの考えを注意深く形作り、考えを変えることにはオープンである。
Form your own opinions carefully and be open to change your opinion.
現れると言った時には必ず現れる。やると言ったことは必ずやる。
Show up when you say you will show up, and do what you say you will do.
「尊重のルール」を設け、あなたのチームに徹底させる。
Set “rules of respect” and enforce them on your team.
尊重と礼儀の文化へと上がるために、あなたとチームが見たい「伴」となる動き、もしくは行為の指針
は何ですか？
:KDWDUHVRPHNH\EHKDYLRUVRUFRGHVRIFRQGXFWWKDW\RXDQG\RXUWHDPZRXOGOLNHWR
VHHWRUDLVHWRFXOWXUHRIUHVSHFWDQGFLYLOLW\"

twitter.com/wcagls | facebook.com/wcagls | instagram.com/wcagls | glspodcast.com

セッション１
SESSION 1
リーダーシップの季節を最大限に生かす
現在のリーダーシップの役割においてのあなたは、始まりの季節、継続の季節、もしくは役割を終える
季節ですか？ あなたの季節にまるをつけてください。
0D[LPL]H/HDGHUVKLS6HDVRQV
:KHQLWFRPHVWR\RXUFXUUHQWOHDGHUVKLSUROHDUH\RXLQDVHDVRQRIVWDUWLQJFRQWLQXLQJ
RUȴQLVKLQJDUROH"&LUFOHWKHVHDVRQ\RXDUHLQ

どんなサポート、方法もしくは人々が、現在のあなたのリーダーシップの季節を成功させている、また
は成功させてくれますか？ 下記は助けとなるいくつかの考えです。
:KDWVXSSRUWSURFHVVRUSHRSOHDUHPDNLQJRUFRXOGPDNHWKLVVHDVRQRI\RXUOHDGHUVKLS
VXFFHVVIXO"%HORZDUHDIHZLGHDVWKDWPLJKWKHOS
現在の季節を通して、神と新しい方法で繋がる。神はこの季節を通して、あなた自身のことや神につ
いて、何を学んで欲しいと思っておられるか。
&RQQHFWWR*RGWKURXJKRXWWKLVVHDVRQLQDQHZZD\:KDWPLJKW*RGEHZDQWLQJ\RX
WROHDUQDERXW\RXUVHOIDQG+LPWKURXJKWKLVVHDVRQ"

あなたのリーダーシップの季節を経験した人々と繋がり、学ぶ。あなたが学ぶことができるリーダーで、
そのリーダーシップが時間と共に成長した方はいますか？
/HDUQDQGFRQQHFWZLWKSHRSOHZKRKDYHH[SHULHQFHG\RXUVHDVRQRIOHDGHUVKLS:KRVH
OHDGHUVKLSKDVWUDQVLWLRQHGDQGJURZQRYHUWLPHWKDW\RXFDQOHDUQIURP"
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NEXT STEPS

この季節を経験する中で、自分を支えてくれる安心できる友人を見つける。現在の季節の中で、あな
たが信頼でき、分かち合うことの出来る友人の名前を挙げてみてください。
Find safe friends to support what I’m going through in this season. Name a few friends
that you can trust and share with in this current season.

あなたのリーダーシップチャレンジを選択する
下のリストから、今年、あなたの焦点となるリーダーシップチャレンジの隣のボックスにチェックを入れて
ください。その下の空白に、あなたがどう取り組むのかを詳細し、そしてその決意を一人以上の人と分
かち合いましょう。
&KRRVH<RXU/HDGHUVKLS&KDOOHQJH
Put a check next to the box of one leadership challenge from the list below that will be
your focus this year. In the space below detail how you will commit to, and share, your
commitment with at least one other person.
毎日１５分使い、わたしの人生、リーダーシップ、人格、そしてわたしの未来像について考える。
6SHQGPLQXWHVHDFKGD\UHȵHFWLQJRQP\OLIHOHDGHUVKLSFKDUDFWHUDQGZKRΖDPEHcoming.
今年を、より大きなビィジョンの一年にする。わたしは、ただのビジネスにおける成功以上の理想の
ために、わたしのチームと成果にテコ入れする。
Make this year the year of my Grander Vision. I will leverage my team and our success to
invest in a cause greater than simply our business success.
わたしのチームや組織の文化の健全さを測るために外的なコンサルタントもしくはツールを使い、より
よくする道を見つける。
Use an outside consultant or tool to measure the health of my team or organization’s
FXOWXUHWRȴQGZD\VWRPDNHLWEHWWHU
わたしのリーダーシップのために、年間の個人的改善計画を作る。
Create a year-round personal betterment plan for my leadership.
わたしは、自分の仕事に向ける熱心さをもって、わたしの家庭を導く。
I will lead in my home with the intensity I give to my work.
twitter.com/wcagls | facebook.com/wcagls | instagram.com/wcagls | glspodcast.com

セッション１
SESSION 1

わたしのリーダーシップチャレンジ：
0\/HDGHUVKLS&KDOOHQJH

わたしのリーダーシップ公約：
（どのように、ゴールを達成するのか？）
0\/HDGHUVKLS&RPPLWPHQW KRZZLOOΖDFKLHYHWKLVJRDO"

わたしのリーダーシップ宣言：
（私の公約を誰と分かち合うか？）
0\/HDGHUVKLS$FFRXQWDELOLW\ ZKRZLOOΖVKDUHP\FRPPLWPHQWZLWK"
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セッショ
ョン２
シェリル・サンダバーグとの対談

SESSIO
ON 2

ONE-ON-ONE WITH SHERYL SANDBERG
シェリル・サンダバーグ
SHERYL SANDBERG

アウトライン
OUTLINE
Ⅰ．自分がリーダーであると知って
いること
Knowing You are a Leader
Ⅱ．使命を信じる
Believing in the Mission
Ⅲ．大物を採用、素早い解雇？
+LUH%LJ)LUH)DVW"
Ⅳ．率直さと結果を重んじる
Valuing Candor and
Results
Ⅴ．より公平な世界を作り出す
Creating a More Equitable
:RUOG
Ⅵ．悲しみの時
Greiving
Ⅶ．悲しみを支える
Supporting the Grieving
Ⅷ．より良いリ−ダ−へ
Getting Better as a Leader
twitter.com/wcagls | facebook.com/wcagls | instagram.com/wcagls | glspodcast.com
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NEXT STEPS

あなたのリーダーとしての感覚が研ぎ澄まされるにつれ、聖霊はあなたとの交わりを深め、絶えずあな
たの心に語りかけ続けるはずです。
ここで取り上げる議論や質問は、あなた自身のためにも、またあなたがチームと一緒の時にも用いるこ
とが出来ます。神様はあなた自身やあなたのチームが成長することを願っておられます。これらの質問
によって話し合いが始まり、あなたやあなたのチームが成長するという神の目的達成のために用いられ
ることを願っています。
As your leadership edge is sharpened, we believe the Holy Spirit is connecting with and
speaking to your heart. Therefore, these discussion questions are for you to use on your
own or with your team. Our hope is that these questions would be discussion starters
that would be used for God’s purposes in growing you and your team.
考えてみましょう：このセッションで見出した「伴」を書き留めましょう。
あなたが心から同意したのはどんなことでしたか？
3HUVRQDO5HȵHFWLRQ:ULWHGRZQWKHNH\LQVLJKWIURPWKLVVHVVLRQWKDW\RXFDQSHUVRQDOO\
WDNHDZD\:KDWLVWKHRQHELJLGHDIRUPHLQP\VLWXDWLRQ"

あなたはどのような人になりつつありますか？
シェリル・サンドバーグが言うように「わたしたちが見ることが出来る未来像が、多くの場合わたしたちが
成ることが出来るものであり、わたしたちは想像出来ない人間になることは出来ません」。あなた自身の
発達とリーダーシップの成長について考えてみましょう。見えて来るのはどのようなあなたですか？ 自
分がなりたいと思う人物像へのヒントを得るため、あなたは誰を見ますか？
:KR$UH<RX%HFRPLQJ"
$V6KHU\O6DQGEHUJVD\VȊ:KDWZHVHHRXUVHOYHVEHFRPLQJLVRIWHQZKDWZHFDQEHFRPH
and we can’t become what we can’t see.” Taking an inventory of your own development
DQGOHDGHUVKLSJURZWKZKRGR\RXVHH\RXUVHOIEHFRPLQJ":KRDUH\RXORRNLQJWRLQRUGHUWREHLQVSLUHGWRZDUGZKR\RXFDQEHFRPH"

twitter.com/wcagls | facebook.com/wcagls | instagram.com/wcagls | glspodcast.com

セッション２
SESSION 2
スキルと経験は、どちらも機能的なチームにとって重要です。採用するにあたって、あなたのチームま
たは組織は、スキルによって採用、経験によって採用、もしくはそのどちらも注目しますか？ スキルに
よって採用するシェリルのコメントは、あなたの採用方法にどのような影響を与え、あなたの方法を変え、
もしくは調整を加えますか？
%RWKVNLOOVDQGH[SHULHQFHDUHLPSRUWDQWIRUIXQFWLRQDOWHDPV:KHQLWFRPHVWRKLULQJ
GRHV\RXUWHDPRURUJDQL]DWLRQIRFXVRQKLULQJIRUVNLOOVH[SHULHQFHRUDFRPELQDWLRQ"
How do Sheryl’s comments about hiring for skills impact the way you might change or adMXVW\RXUKLULQJSURFHVV"

リーダーシップ原理
大物採用：あなたがやらないといけないかもしれない二、三の大物人物の採用、もしくはあなたのチー
ムの中で足りない、発展させる必要があると見る二、三のスキルは何ですか？
/HDGHUVKLS$[LRPV
+LUH%LJ:KDWELJKLUHVPLJKW\RXQHHGWRPDNHRUZKDWVNLOOVGR\RXVHHODFNLQJ
WKDW\RXQHHGWRGHYHORSZLWKLQ\RXUWHDP"
採用する役割
Roles to Hire

発展させるスキル
Skills to Develop

1.

1.

2.

2.

3.

3.

本物のフィードバック：フィードバックと率直さは、あなたのチームや組織の中で、どのような役割を果
たしていますか？ あなたはどのように、フィードバックのレベルと敬意に値する率直さを高めることが
出来ますか？
5HDO)HHGEDFN:KDWUROHGRIHHGEDFNDQGFDQGRUSOD\ZLWKLQ\RXUWHDPRURUJDQL]DWLRQ"
:KDWEDUULHUVWRUHDOIHHGEDFNH[LVWRQ\RXUWHDP"+RZPLJKW\RXLQFUHDVHWKHOHYHORI
IHHGEDFNDQGUHVSHFWIXOFDQGRU"
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結果に焦点を当てる：あなたのチームや組織は、報償の仕方を、やり遂げられた結果に基づくか、オフィ
ス周辺の「ビデオ通話」の頻度と内容に基づくか、どちらの傾向がありますか？ あなたがチームに行
う現在の報償方法は、あなたの文化にどのような影響を与えていますか。どんな変化が必要ですか？
)RFXVRQ5HVXOWV'RHV\RXUWHDPRURUJDQL]DWLRQWHQGWRUHZDUGEHKDYLRUEDVHGPRUH
XSRQGHOLYHUHGUHVXOWVRUȊIDFHWLPHȋDURXQGWKHRɝFH"+RZGRHVWKHZD\\RXDUHFXUUHQWO\
UHZDUGLQJ\RXUWHDPLPSDFW\RXUFXOWXUHDQGZKDWLIDQ\WKLQJPLJKWQHHGWRFKDQJH"

公平なリーダーシップ
あなたのチームについて、もしくは組織全体として、現在の性別と人種の多様性を観察し、結果をリス
トにしてみましょう。
(TXLWDEOH/HDGHUVKLS
2EVHUYHDQGOLVWEHORZWKHFXUUHQWJHQGHUDQGHWKQLFGLYHUVLW\RI\RXUWHDPVSHFLȴFDOO\
and/or organization as a whole.

上のリストは、より多様性のあるチームへと進むための成長の機会を示していますか？
Does your list above reveal any growth opportunities that your team might have to move
WRZDUGDPRUHGLYHUVHWHDP"

あなたの現在のチームもしくは組織の多様性を高めるために、あなたが取ることが出来る詳細なアクショ
ンを書いてみましょう。
:ULWHGRZQDQ\VSHFLILFDFWLRQ\RXFRXOGWDNHWRLQFUHDVHWKHGLYHUVLW\RQ\RXUFXUUHQW
team or in your organization.
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セッション２
SESSION 2
試練とリーダーシップ
あなたが悲しみ、失敗、喪失にぶつかった時、それはトラウマ後の成長を経験する機会と成り得ます。シェ
リルは、その悲しみもしくは失敗を３つのＰ（個人的なものにする、波及する、永続的なものにする）
の一つにあなたを閉じ込めないことで、リーダーシップクラッシュからどのように守るかを説明します。
失敗を乗り越える時に、３つのＰそれぞれがどのようにあなたを困らせるポイントになるか、書いてみま
しょう。
&KDOOHQJHDQG/HDGHUVKLS
:KHQ \RX HQFRXQWHU JULHI IDLOXUH RU ORVV LW FDQ EH DQ RSSRUWXQLW\ WR H[SHULHQFH
post-traumatic growth. Sheryl explains how to protect from a leadership crash by not letWLQJWKDWJULHIRUIDLOXUHNHHS\RXVWXFNLQRQHRIWKH3ȇV PDNLQJLWSHUVRQDOPDNLQJLW
SHUYDVLYHPDNLQJLWSHUPDQHQW :ULWHEHORZKRZHDFKRIWKH3ȇVPLJKWEHDVWLFNLQJ
point for you, when it comes to overcoming a failure.
個人化：
3HUVRQDOL]DWLRQ

波及性：
3HUYDVLYHQHVV

永続性：
3HUPDQHQFH

喪失や悲しみを経験している人に、どのように「足を運ぶ」ことが出来るかについて、シェリルはたくさ
ん学びました。あなたが知っている誰かが個人的な、もしくは仕事上の試練を経験している時、あなた
が一つ出来る「足を運ぶ」具体的な方法はなんでしょうか？
Sheryl learned a lot about how you can “show up” for someone who is experiencing loss,
RU JULHI  :KDW LV RQH VSHFLILF ZD\ \RX FDQ ȊVKRZ XSȋ IRU VRPHRQH \RX NQRZ LV JRLQJ
WKURXJKDSHUVRQDORUSURIHVVLRQDOFKDOOHQJH"
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セッショ
ョン３
パフォーマンス・マネージメント

SESSIO
ON 3

REINVENTING PERFORMANCE MANAGEMENT
マーカス・バッキンガム
MARCUS BUCKINGHAM

アウトライン
OUTLINE
Ⅰ．適切なことを学ぶ
Studying the Right Thing
Ⅱ．最高のチーム
The Best Team
Ⅲ．成績の良いチームに存在する八
つの条件
Eight Conditions that Exist
on High-Performing Teams
Ⅳ．評価の問題
The Problem with Ratings
Ⅴ．調べもの
heck-Ins
Ⅵ．愛のために働く
Work for Love
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NEXT STEPS

あなたのリーダーとしての感覚が研ぎ澄まされるにつれ、聖霊はあなたとの交わりを深め、絶えずあな
たの心に語りかけ続けるはずです。
ここで取り上げる議論や質問は、あなた自身のためにも、またあなたがチームと一緒の時にも用いるこ
とが出来ます。神様はあなた自身やあなたのチームが成長することを願っておられます。これらの質問
によって話し合いが始まり、あなたやあなたのチームが成長するという神の目的達成のために用いられ
ることを願っています。
As your leadership edge is sharpened, we believe the Holy Spirit is connecting with and
speaking to your heart. Therefore, these discussion questions are for you to use on your
own or with your team. Our hope is that these questions would be discussion starters
that would be used for God’s purposes in growing you and your team.
考えてみましょう：このセッションで見出した「伴」を書き留めましょう。
あなたが心から同意したのはどんなことでしたか？
3HUVRQDO5HȵHFWLRQ:ULWHGRZQWKHNH\LQVLJKWIURPWKLVVHVVLRQWKDW\RXFDQSHUVRQDOO\
WDNHDZD\:KDWLVWKHRQHELJLGHDIRUPHLQP\VLWXDWLRQ"

あなたがこれまでにメンバーになった中で、最も良かったチームを考えて下さい。そのチームを素晴らし
く機能させた特徴を、いくつかリストにしてみましょう（例：信頼、創造性、公正さ、尊重など）
。
Think of the best team you’ve been a part of. List some of the characteristics that made
WKDWWHDPIXQFWLRQVRZHOO ([WUXVWFUHDWLYLW\FDQGRUUHVSHFWHWF 
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下の表の中で、あなたにとって最も重要な三つの記述にまるをし、あなたのチームまたは同じテーブル
の人と分かち合ってみましょう。
In the table below, circle the 3 statements that are most important to you, and share with
your team or those at your table.
わたしは、わたしの会社のミッションにつ
いて本当にわくわくしている。
I am really enthusiastic about the
mission of my company.

仕事において、わたしは自分に何を求めら
れているか明確に理解している。
At work, I clearly understand what is
expected of me.

チームの中でわたしは、自分の価値観を分
卓越性
かち合ってくれる人々に囲まれている。
Excellence In my team, I am surrounded by people who share my values.

毎日、わたしは自分の強みを仕事で使う機
会を持っている。
I have a chance to use my strengths
everyday at work.

目的
Purpose

サポート
Support

未来
Future

わたしのチームメイトが、わたしの背中を わたしは、わたしの仕事の卓越性が評価さ
支えてくれる。
れると知っている。
My teammates have my back.
I know I will be recognized for excellent work.
わたしの会社の未来について、わたしは大
きな確信を持っている。
ΖKDYHJUHDWFRQȴGHQFHLQP\FRPSDny’s future.

わたしの仕事の中で、わたしはいつも成長
を促されている。
In my work, I am always challenged to
grow.

上であなたが重要だと導き出した記述が、あなたの現在のチームと組織の中でのあなた経験とどのよう
に比較されるか、個人的に振り返る機会を取ってみましょう。下に、あなたの観察結果を書いてください。
7DNHDQRSSRUWXQLW\WRLQGLYLGXDOO\UHȵHFWRQKRZWKHDERYHVWDWHPHQWV\RXLGHQWLȴHGDV
important compare to what you experience on your current team and in your organizaWLRQ:ULWH\RXUREVHUYDWLRQVEHORZ
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NEXT STEPS

マーカス・バッキンガムが分かち合うように、人々はより大きな「自分達の」ミッションに関わりたいと
願いつつ、具体的な「自分」への注目と価値を求めています――両方とも重要です。とは言え、今あな
たのチームは、共有された自分達の価値と特有の自分の価値、どちらにより焦点を置く必要があります
か？ この方向性であなたが出来る、チームの経験を改善するいくつかの方法を、下に書いてみましょう。
As Marcus Buckingham shares, people want to belong to a bigger we mission, but also reTXLUHVSHFLȴFPHDWWHQWLRQDQGYDOXHȂERWKDUHFULWLFDO$WWKLVWLPHKRZHYHUZKLFKGRHV
\RXUWHDPSULPDULO\QHHGWRIRFXVPRUHRQVKDUHGZHYDOXHVRUXQLTXHPHYDOXHV"'Hscribe below a few ways you can improve your team’s experience in this direction.

あなたのチームもしくは組織は、どのように実績を評価しますか？ この方法は、リーダーとしてのあな
たと、あなたが導く人たちにとってどれくらい効果的だと感じますか？ どの部分は、助けになっている
と感じますか？ どのように制限をかけますか？
+RZGRHV\RXUWHDPRURUJDQL]DWLRQUDWHSHUIRUPDQFH"+RZHHFWLYHGR\RXIHHOWKLVSURFHVVKDVEHHQERWKIRU\RXDVDOHDGHUDQGIRUWKRVH\RXOHDG":KHUHGR\RXVHQVHLWLV
KHOSIXO"+RZPLJKWLWEHOLPLWHG"

マーカスの研究を通して、
「毎日、わたしは自分の強みを仕事で使う機会を持っている」と「仕事において、
わたしは自分に何を求められているか明確に理解している」の二つの記述が、彼が研究した他の記述と
比べて、人々にとってより強い影響力がありました。下に、あなたがリーダーとしてこの二つの価値観を
チームに適応するために始められるいくつかの方法を書いてみましょう。
Through Marcus’ research, the two statements “I have a chance to use my strengths everyday at work” and “At work, I clearly understand what is expected of me” were more powerIXOIRUSHRSOHWKDQWKHRWKHUVWDWHPHQWVWKDWKHVWXGLHG:ULWHDIHZZD\VEHORZWKDW\RX
as a leader can begin to bring these two values into your team.
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マーカスは、特効薬的な始める場所は、週ごとに、近くのチームを一対一で調べる、未来の仕事だと分
かち合いました。助けとなるなら、実践を始めるために下の表を使い、次の４週間を使って習慣を作っ
てみましょう。
Marcus shares the “silver bullet” place to start is weekly, one-on-one check-ins on nearterm, future work. If helpful, use the table below to begin this practice for the next 4
weeks to create the habit.

１週目
:HHN

２週目
:HHN

３週目
:HHN

４週目
:HHN

個人
Individual

あなたの優先事項は？
:KDWDUH\RXUSULRULWLHV"

どのような助けが必要か？
+RZFDQΖKHOS"

個人
Individual

あなたの優先事項は？
:KDWDUH\RXUSULRULWLHV"

どのような助けが必要か？
+RZFDQΖKHOS"

個人
Individual

あなたの優先事項は？
:KDWDUH\RXUSULRULWLHV"

どのような助けが必要か？
+RZFDQΖKHOS"

個人
Individual

あなたの優先事項は？
:KDWDUH\RXUSULRULWLHV"

どのような助けが必要か？
+RZFDQΖKHOS"
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セッショ
ョン４
Ｔ・Ｄ・ジェイクスとの対談

SESSIO
ON 4

ONE-ON-ONE WITH BISHOP T.D. JAKES
Ｔ・Ｄ・ジェイクス
BISHOP T.D. JAKES

アウトライン
OUTLINE
Ⅰ．種から森へ
From a Seed to a Forest
Ⅱ．憎しみの廊下
The Hallway of Haters
Ⅲ．映画を作る
Making Movies
Ⅳ．複数の冒険をやりくりする
Juggling Multiple Ventures
Ⅴ．昨日のパン
Yesterday’s Bread
Ⅵ．信仰のためのパイプ
A Conduit for Faith
Ⅶ．人種間の和解
Racial Reconciliation
Ⅷ．第二の風
$6HFRQG:LQG
Ⅸ．実りの木になる
Be Fruitful
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あなたのリーダーとしての感覚が研ぎ澄まされるにつれ、聖霊はあなたとの交わりを深め、絶えずあな
たの心に語りかけ続けるはずです。
ここで取り上げる議論や質問は、あなた自身のためにも、またあなたがチームと一緒の時にも用いるこ
とが出来ます。神様はあなた自身やあなたのチームが成長することを願っておられます。これらの質問
によって話し合いが始まり、あなたやあなたのチームが成長するという神の目的達成のために用いられ
ることを願っています。
As your leadership edge is sharpened, we believe the Holy Spirit is connecting with and
speaking to your heart. Therefore, these discussion questions are for you to use on your
own or with your team. Our hope is that these questions would be discussion starters that
would be used for God’s purposes in growing you and your team.
考えてみましょう：このセッションで見出した「伴」を書き留めましょう。
あなたが心から同意したのはどんなことでしたか？
3HUVRQDO5HȵHFWLRQ:ULWHGRZQWKHNH\LQVLJKWIURPWKLVVHVVLRQWKDW\RXFDQSHUVRQDOO\
WDNHDZD\:KDWLVWKHRQHELJLGHDIRUPHLQP\VLWXDWLRQ"

１．ジェイクスは、我々の苛立ちは能力を生かせないことからくると分かち合いました。これはチームの
緊張／不安に繋がり、直ぐに燃え尽きることの原因となります。あなたの役割あるいはチームに貢
献するため、あなたの強みもしくはタレントを、リストにしてみましょう。
Bishop Jakes shared that much of our frustration comes from being under-challenged.
This can lead to tension and early burnout on teams. List the strengths and gifts you
desire to contribute within your role or on your team that you currently are not.

Ａ．これらの強みを実行から遠ざけているものは何ですか？
:KDWLVSUHYHQWLQJ\RXIURPH[HUFLVLQJWKHVHVWUHQJWKV"
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Ｂ．新しい貢献の方法を探すために、あなたが起こせる行動は何ですか？
:KDWDFWLRQFDQ\RXWDNHWRH[SORUHRSWLRQVIRU\RXWRFRQWULEXWHLQQHZZD\V"

２．様々な人生の領域の中で、あなたのタレントを示す方法を考えてみましょう。全ての領域で共通す
るあなた固有の傾向は何だと思われますか？ （例 ジェイクスの場合、他人とのコミュニケーショ
ンだそうです）
&RQVLGHUWKHZD\V\RXUJLIWVDUHH[SUHVVHGLQYDULRXVDUHDVRI\RXUOLIH:KDWPLJKWEH
a common thread that is unique to you and runs through each of the areas of your
OLIH" ([%LVKRS-DNHVLGHQWLȴHGKLVLVFRPPXQLFDWLQJ

３．ジェイクスは あなたはあなたの周囲に置く人々より偉大ではなく、本当に偉大なリーダー達は、彼
らが何者であるかを知っているため、他者の偉大さで怯えることもないと分かち合いました。少し
の時間を取り、あなたが自分の周囲に置いている人々について考えてみましょう。彼らは、神に与え
られたあなたの夢を成し遂げるための助けとなる必要な能力を持っていますか？ 彼らは、あなた
にとって自然の考えとは逆の意見を見出すきっかけを提供しますか？
Bishop Jakes shared you are no greater than the people you put around you and truly
great leaders are not intimidated by greatness in others because they know who they
are. Take a few moments to reflect on who you have surrounded yourself with. Do
WKH\KDYHWKHULJKWVNLOOVHWWRKHOS\RXDFFRPSOLVK\RXU*RGJLYHQGUHDP"'RWKH\
EULQJWKLQNLQJFRQWUDU\WRZKDWLVIDPLOLDUWR\RX"
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４．ジェイクスは 同じ領域を二度無視することのないよう気を付けながら、一つの領域ごとに集中す
ることで、全ての領域での彼のリーダーシップの前進を維持してきたと分かち合いました。それぞれ
の人生の領域におけるあなたが持つリーダーシップの役割を書き出してみましょう、そしてその領域
を前に推し進めるためにあなたが起こせる行動を、明確にしてみましょう。
Bishop Jakes shared that he maintains forward movement in each area of his leadership by focusing on one area at a time while never neglecting the same area twice. List
the leadership roles you play in each area of life, and identify what action you can take
to move that area ahead.
リーダーシップの役割
Leadership Role

起こせる行動
Action to Take
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５．リーダーは影響を与える為、全ての領域に十分な時間触れている必要があるが、掴んで離せなくな
るほど長くてもいけないことから、ジェイクスは導くことをジャグリングに例えました。あなたのリー
ダーシップにおいて、あなたが長く掴んでしまっている領域はどこですか？ コントロールを手放す、
あるいはその領域における責任を軽くする段階を、どのように始められると思いますか？
Bishop Jakes compared leading to juggling in that a leader needs to touch each area
ORQJHQRXJKWRLQȵXHQFHLWEXWQRWVRORQJWKDWWKH\KROGRQWRLW:KDWDUHDVRI\RXU
OHDGHUVKLSPLJKW\RXEHKROGLQJRQWRIRUWRRORQJ"+RZPLJKW\RXEHJLQWRUHOHDVH
FRQWURORUGHOHJDWHUHVSRQVLELOLW\LQWKDWDUHD"

６．神があなたにもう執着しなくてよいと言われる領域のリーダーシップの手放しを考えたところで、あ
なたに今日、神が明らかにしている新しいビィジョンは何だと思いますか？
Having considered releasing areas of your leadership that God is no longer asking you
WRKROGRQWRZKDWQHZYLVLRQPLJKW*RGEHUHYHDOLQJWR\RXWRGD\"

７．あなたが献身的に神と祈り始め、新たに思い描くことが出来るタレントと夢は何ですか？ この新
しい夢は、あなたの家族、仕事場、友人、街、そしてその先へ、どのような影響を与えうると思い
ますか？
:KDWWDOHQWVDQGGUHDPVFDQ\RXEHJLQWRUHLPDJLQHDQGFRPPLWWRSUD\LQJZLWK*RG
DERXW"+RZPLJKWWKLVUHLPDJLQHGGUHDPLPSDFW\RXUIDPLO\ZRUNSODFHIULHQGVFLW\
DQGEH\RQG"
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セッショ
ョン５
「やり抜く力」

SESSIO
ON 5

GRIT: THE POWER OF PASSION AND PERSEVERANCE
アンジェラ・ダックワース
ANGELA DUCKWORTH

アウトライン
OUTLINE
Ⅰ．
「やり抜く力」測定テスト
Grit Scale
Ⅱ．忍耐と情熱
Perseverance and Passion
Ⅲ．
「 やり抜く力」、 努力、 そして
タレント
*ULW(RUWDQG7DOHQW
Ⅳ．意図的練習
Deliberate Practice
Ⅴ．
「やり抜く力」を発達させる
Developing Grit
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あなたのリーダーとしての感覚が研ぎ澄まされるにつれ、聖霊はあなたとの交わりを深め、絶えずあな
たの心に語りかけ続けるはずです。
ここで取り上げる議論や質問は、あなた自身のためにも、またあなたがチームと一緒の時にも用いるこ
とが出来ます。神様はあなた自身やあなたのチームが成長することを願っておられます。これらの質問
によって話し合いが始まり、あなたやあなたのチームが成長するという神の目的達成のために用いられ
ることを願っています。
As your leadership edge is sharpened, we believe the Holy Spirit is connecting with and
speaking to your heart. Therefore, these discussion questions are for you to use on your
own or with your team. Our hope is that these questions would be discussion starters
that would be used for God’s purposes in growing you and your team.
考えてみましょう：このセッションで見出した「伴」を書き留めましょう。
あなたが心から同意したのはどんなことでしたか？
3HUVRQDO5HȵHFWLRQ:ULWHGRZQWKHNH\LQVLJKWIURPWKLVVHVVLRQWKDW\RXFDQSHUVRQDOO\
WDNHDZD\:KDWLVWKHRQHELJLGHDIRUPHLQP\VLWXDWLRQ"

アンジェラが彼女の研究の一部として分かち合ったサンプルのグリット物差しを完成さてみましょう。
Take an opportunity to complete the sample “Grit” scale based upon the statements Angela shares as part of her research. Mark the degree to which each bold statement is true of
you.
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わたしは努力家である
ΖDPDKDUGZRUNHU

わたしは始めたものは何でも終わらせる
ΖȴQLVKZKDWHYHUΖEHJLQ

まったくわたしではない
Not at all like me

まったくわたしではない
Not at all like me

わたしっぽくない
Not much like me

わたしっぽくない
Not much like me

なんとなくわたしである
Somewhat like me

なんとなくわたしである
Somewhat like me

わたしっぽい
Mostly like me

わたしっぽい
Mostly like me

とてもわたしだ
Very much like me

とてもわたしだ
Very much like me

わたしは、数カ月に及ぶプロジェクトで、
集中を切らさないことが苦手だ。
ΖKDYHGLɝFXOW\PDLQWDLQLQJP\
IRFXVRQSURMHFWVWKDWWDNHPRUH
WKDQDIHZPRQWKVWRFRPSOHWH

わたしの関心は年ごとに変わる。
0\LQWHUHVWVFKDQJHIURP\HDUWR\HDU

まったくわたしではない
Not at all like me

まったくわたしではない
Not at all like me

わたしっぽくない
Not much like me

わたしっぽくない
Not much like me

なんとなくわたしである
Somewhat like me

なんとなくわたしである
Somewhat like me

わたしっぽい
Mostly like me

わたしっぽい
Mostly like me

とてもわたしだ
Very much like me

とてもわたしだ
Very much like me
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最初の２つの文章は忍耐に関し、最後の２つは情熱に関わることです。それぞれのあなたの答え方から、
どんなあなた自身が観察出来ますか？
7KHȴUVWWZRVWDWHPHQWVKDYHWRGRZLWKSHUVHYHUDQFHDQGWKHODVWWZRVWDWHPHQWVKDYH
WRGRZLWKSDVVLRQ:KDWREVHUYDWLRQVDERXW\RXUVHOIFDQ\RXPDNHIURPWKHZD\\RXDQVZHUHGHDFKVWDWHPHQW"

アンジェラは「やり抜く力」を「特に期間の長い目標のために維持される情熱と忍耐」
、そしてそれは他
の重要な事柄、例えば努力やタレントなどとは異なるものであると表現しました。あなたのチームでは、
「やり抜く力」、努力、タレントをどのぐらいの度合いで観察出来ますか？ それはどのようにチームその
ものに影響していますか？
Angela describes grit as “sustained passion and perseverance for especially long-term
JRDOVȋZKLFKGLHUVIURPRWKHULPSRUWDQWWKLQJVOLNHHRUWDQGWDOHQW7RZKDWGHJUHHGR
\RXREVHUYHJULWHRUWDQGWDOHQWLQHDFKSHUVRQRQ\RXUWHDP"+RZGRHVWKLVLQȵXHQFH
\RXUWHDPDVDZKROH"
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「意図的練習」は人々にワールドクラスの卓越性を与えると、アンジェラは分かち合いました。
「意図的
練習」は四つの要素を持っています。あなたがどのように「意図的練習」を始めるのか考えるため、下
の空欄を使ってみましょう。
Angela shares that deliberate practice allows people to achieve world-class excellence. Deliberate practice involves four components. Use the space below to consider how you can
begin to invest in deliberate practice.
１．より大きな目標を置く
（自分が、過去よりも今日、少しでもより良く出来る小さなことは何か？）
6HWDVWUHWFKJRDO :KDWLVRQHVPDOOWKLQJΖFDQGRMXVWDOLWWOHEHWWHUWRGD\WKDQΖȇYH
GRQHEHIRUH"

２．100 パーセント集中（今日、この一つの小さなことについて、わたしはどのように努力を最大限発
揮出来るか？）
Focus 100% (How can I maximize eﬀort on this one small thing today?)

３．評価をしてもらう（上の目標について、わたしは誰から評価をしてもらえるだろうか？）
*HWIHHGEDFN :KRFDQΖJHWIHHGEDFNIURPUHJDUGLQJWKLVJRDODERYH"

４．振り返って磨く
（評価のどの部分を、わたしは実践できるだろうか？）
5HȵHFWDQGUHȴQH :KDWSDUWRIWKHIHHGEDFNFDQΖSXWLQWRSUDFWLFH"
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アンジェラは、彼女の研究から取られた四つの「やり抜く力」を発達させる方法を分かち合いました。
今の時期のあなたにとって、四つのうちのどれが最も助けとなるかを選び、完成させましょう。
$QJHODVKDUHVIRXUVSHFLȴFZD\VWDNHQIURPKHUUHVHDUFKWKDWGHYHORSJULW6HOHFWDQG
complete which one of the four may be most helpful for you in this season.
１．あなたの弱点をトレーニングする前に、あなたが興味のある事を発展させる。あなたの興味を発展
させることが出来る質問、もしくは考えを書いてください。
'HYHORS\RXULQWHUHVWVEHIRUHWUDLQLQJ\RXUZHDNQHVVHV:ULWHRQHTXHVWLRQRUFRQcept you can get curious about to develop your interest.

２．
「意図的練習」の科学を知る。四つの要素（目的、集中、評価、振り返って磨く）を使い、
「意図
的練習」を繰り返してください。
Know the science of deliberate practice. Repeat deliberate practice by using the 4
FRPSRQHQWV JRDOIRFXVIHHGEDFNUHȵHFWDQGUHȴQH RIWKHGHOLEHUDWHSUDFWLFHH[HUcise.

３．目的を育む。あなたの仕事は、あなたの人生と他人の人生にどのような意味をもたらしますか？
下に書いてください。
Cultivate purpose. How does your work provide meaning to your life and to the lives
RIRWKHUV"'HVFULEHEHORZ

４．考えを変えることに対する考えを改める。あなたは根本的に「人は人であり、変わらない」と信じま
すか、もしくは「人々は学び成長することが出来る」と信じますか？
Change your mind about changing your mind. Do you fundamentally believe “people
DUHZKRWKH\DUHDQGUHDOO\GRQȇWFKDQJHȋRUWKDWȊSHRSOHFDQOHDUQDQGJURZȋ"
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あなたの人生の中で、学び成長する機会が与えられていると見る具体的な分野を書いてください。
:ULWHRQHVSHFLȴFDUHDLQ\RXURZQOLIHZKHUH\RXPD\VHHDQRSSRUWXQLW\WROHDUQDQG
grow.

あなたのチームメンバーの「やり抜く力」観察結果を二、三挙げ、
どのようにあなたが彼らに「やり抜く力」
の文化を育めるかを書いてください。
/LVWREVHUYDWLRQVRIJULWLQ\RXUWHDPPHPEHUVDQGGHVFULEHKRZ\RXFDQDɝUPWKHP
to cultivate a culture of grit.
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セッショ
ョン６
共に働く芸術

SESSIO
ON 6

THE ART OF WORKING TOGATHER
アラン・ムラーリ
ALAN MULALLY

アウトライン
OUTLINE
Ⅰ．共に働く
原則と実践
:RUNLQJ7RJHWKHU
Principles and Practices
Ⅱ．チームの再構築
Restructuring Your Team
Ⅲ．レッドチャートの提示
Presenting the Red Chart
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SESSION 6
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あなたのリーダーとしての感覚が研ぎ澄まされるにつれ、聖霊はあなたとの交わりを深め、絶えずあな
たの心に語りかけ続けるはずです。
ここで取り上げる議論や質問は、あなた自身のためにも、またあなたがチームと一緒の時にも用いるこ
とが出来ます。神様はあなた自身やあなたのチームが成長することを願っておられます。これらの質問
によって話し合いが始まり、あなたやあなたのチームが成長するという神の目的達成のために用いられ
ることを願っています。
As your leadership edge is sharpened, we believe the Holy Spirit is connecting with and
speaking to your heart. Therefore, these discussion questions are for you to use on your
own or with your team. Our hope is that these questions would be discussion starters that
would be used for God’s purposes in growing you and your team.
考えてみましょう：このセッションで見出した「伴」を書き留めましょう。
あなたが心から同意したのはどんなことでしたか？
3HUVRQDO5HȵHFWLRQ:ULWHGRZQWKHNH\LQVLJKWIURPWKLVVHVVLRQWKDW\RXFDQSHUVRQDOO\
WDNHDZD\:KDWLVWKHRQHELJLGHDIRUPHLQP\VLWXDWLRQ"

１．アランは 共に働くチームの有効性を維持する為に重要になる原則を分かち合いました。簡単な一
覧表を作り、それぞれの項目に対するチームの現在のパフォーマンスを確認してみましょう。あなた
のチームのパフォーマンスに最も当てはまる言葉に、丸をつけてください。
Alan shared his key principles for keeping effective teams working together. Take a
quick inventory to identify the current performance of your team against each of the
principles. Circle the term that best describes your team’s performance.
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共に働く為の原則
:RUNLQJWRJHWKHUSULQFLSOHV

チームの現在のパフォーマンス
My team’s current performance

１．私たちのチームは、人々を第一に考える。
   2XUWHDPSXWVSHRSOHȴUVW

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

２．全員が仲間である。
Everyone is included

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

３．人を惹きつけるビィジョン、戦略を持ち、そ
れを実行している
Compelling vision, strategy, and implementation

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

４．明確なパフォーマンスの目標がある。
Have clear performance goals

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

５．㾝つの計画に集中している。
Focused on one plan

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

６．事実とデータに重きを置く。
Value facts and data

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

７．計画、現状、そして重視されなければいけな
い事項を、全員が知っている。
Everyone knows the plan, status, and
areas needing focus

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

８．方法を見つける、前向きな態度。
   3RVLWLYHȊȴQGDZD\ȋDWWLWXGH

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

９．尊重し、聴き、助け、互いの価値を認めて
いる。
Respect, listen, help, and appreciate
each other

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

１０. 精神の回復力―過程を信じる。
   (PRWLRQDOUHVLOLHQFHȂWUXVWWKHSURFHVV

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent

１１. 楽しむ―旅路を肯定的に捉える。
   +DYHIXQȂHQMR\WKHMRXUQH\

乏しい
Poor

それなり 平均的
Fair
Average

良い
Good

とても良い
Excellent
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２．あなたのチームが現在良いパフォーマンスを残し、優れているものは何ですか？ あなたのチーム
が改善を必要とする項目は何ですか？
:KDWLV\RXUWHDPFXUUHQWO\GRLQJZHOODQGH[FHOOLQJDW"ΖQZKDWDUHDVGRHV\RXUWHDP
QHHGWRLPSURYH"

３．下に、最も低い評価を持つ項目を二つ書いてください。それぞれの項目を改善する為、あなたがチー
ムと話し合える解決策を二つ見つけてみましょう。
:ULWHWKHWZRORZHVWUDWHGDUHDVEHORZ)RUHDFKLGHQWLI\WZRSRWHQWLDOVROXWLRQV\RX
can discuss with your team in order to improve these areas.
最低評価を持つ項目
/RZHVWUDWHGDUHD

解決策
6ROXWLRQ

解決策
6ROXWLRQ

最低評価を持つ項目
/RZHVWUDWHGDUHD
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解決策
6ROXWLRQ

解決策
6ROXWLRQ

４．リーダー達が誠実で現状を見ることが出来た時、アランはフォードが一つの会社として成功するは
ずだと知っていたと分かち合いました。あなたの組織において、スタッフが現状について正直でい
られる誠実さの文化を持つためには、どんな障壁がありますか？ これらの障壁を乗り越えるため
に、あなたが取れる次のステップは何ですか？
Alan shared that he knew Ford would be able to succeed as a company when the leadHUVZHUHDEOHWREHKRQHVWDQGVWDWHUHDOLW\:KDWEDUULHUVDUHWKHUHLQ\RXURUJDQL]DWLRQWRKDYLQJDFXOWXUHRIKRQHVW\ZKHUHVWDFDQEHRSHQDERXWWKHVWDWHRIUHDOLW\"
:KDWDUHWKHQH[WVWHSV\RXFDQWDNHWRRYHUFRPHWKHVHEDUULHUV"
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セッショ
ョン７
個性的な組織

SESSIO
ON 7

UNIQUELY BETTER
アンディ―・スタンリー
ANDY STANLEY

アウトライン
OUTLINE
Ⅰ．成功を解剖する
Doing an Autopsy on Success
Ⅱ．ユニークで良いもの
Uniquely Better
Ⅲ．共有された前提
Shared Assumptions
Ⅳ．反発ではなく、認めること
Recognizing, Not Resisting
Ⅴ．批評家ではなく、学ぶ人である
こと
Be a Student, Not a Critic
Ⅵ．あなたの目と心を開いておく
Keep Your Eyes and Mind
:LGH2SHQ
Ⅶ．
「どうやって？」を「ワオ−！」に
置き換える
5HSODFHȊ+RZ"ȋZLWKȊ:RZȋ
Ⅷ．ユニークで良いかの質問を聞く
Ask the Uniquely Better
Questions
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NEXT STEPS

あなたのリーダーとしての感覚が研ぎ澄まされるにつれ、聖霊はあなたとの交わりを深め、絶えずあな
たの心に語りかけ続けるはずです。
ここで取り上げる議論や質問は、あなた自身のためにも、またあなたがチームと一緒の時にも用いるこ
とが出来ます。神様はあなた自身やあなたのチームが成長することを願っておられます。これらの質問
によって話し合いが始まり、あなたやあなたのチームが成長するという神の目的達成のために用いられ
ることを願っています。
As your leadership edge is sharpened, we believe the Holy Spirit is connecting with and
speaking to your heart. Therefore, these discussion questions are for you to use on your
own or with your team. Our hope is that these questions would be discussion starters
that would be used for God’s purposes in growing you and your team.
考えてみましょう：このセッションで見出した「伴」を書き留めましょう。
あなたが心から同意したのはどんなことでしたか？
3HUVRQDO5HȵHFWLRQ:ULWHGRZQWKHNH\LQVLJKWIURPWKLVVHVVLRQWKDW\RXFDQSHUVRQDOO\
WDNHDZD\:KDWLVWKHRQHELJLGHDIRUPHLQP\VLWXDWLRQ"
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組織的審査を行う
あなたのチームまたは組織の監査を行ってください。何がとても良く機能してますか？ もしあなたがも
う一度最初からやる能力を持っていたら、もう一度一からやっても良いと思えることを二、三リストにし
てみましょう。
&RQGXFWDQ2UJDQL]DWLRQDO$XGLW
7DNHDVXFFHVVDXGLWRQ\RXUWHDPRURUJDQL]DWLRQ:KDWȇVZRUNLQJUHDOO\ZHOO"/LVW
things that you would do all over again if you had the ability to start over.
１．

２．

３．

上のリストは祝うに値します。チームとしてあなたは、彼らが組織の中心として継続できるよう、どのよ
うにこれらを祝うことが出来ますか？
The above things are worth celebrating. How can you, as a team, celebrate these things in
RUGHUIRUWKHPWRFRQWLQXHWRVWD\FHQWUDOWR\RXURUJDQL]DWLRQ"
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アンディ・スタンリーは、ノースポイントの成功の秘密は、ユニークに良いことだと分かち合いました。
あなたは、現在のチームまたは組織をどのように分類しますか？（下の最も当てはまる説明文にまるを付
けてください）
Andy Stanley shares the secret to Northpoint success is in being uniquely better. How
ZRXOG\RXFDWHJRUL]H\RXUFXUUHQWWHDPRURUJDQL]DWLRQ" &LUFOHWKHPRVWȴWWLQJGHVFULSWLRQEHORZ

ユニークである：わたし達は唯一無二であり、組織のたった一つの例である。
8QLTXH:HDUHRQHRIDNLQGDQGWKHRQO\H[DPSOHRIRXURUJDQL]DWLRQ
ユニークに悪い：わたし達は、やらないといけないことをせず、競争相手はわたし達より上手くやる
8QLTXHO\%DG:HGRQRWGRZKDWZHDUHVXSSRVHGWRGRDQGWKHFRPSHWLWLRQGRHVLW
better than us.
より良い：わたし達は、競争相手と同じことをやり、同じぐらい上手くやる。
%HWWHU:HGRZKDWRXUFRPSHWLWLRQGRHVDQGZHGRLWZHOO
ユニークに良い：わたし達は、やらないといけないことをやり、競争相手より上手くやる。
8QLTXHO\%HWWHU:HGRZKDWZHDUHVXSSRVHGWRGRDQGEHWWHUWKDQWKHFRPSHWLWLRQ
ユニークに良くなるためのゴールを目指し、あなたと他のメンバーがあなたのチームや組織をどのように
分類しましたか。何が学べますか？
:LWKDJRDORIZRUNLQJWRZDUGEHFRPLQJXQLTXHO\EHWWHUZKDWOHDUQLQJVFDPHIURP
KRZ\RXDQGRWKHUVFDWHJRUL]HG\RXUWHDPRURUJDQL]DWLRQDERYH"
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全てのミニストリーもしくは産業には、組織をある特定の方法で働かせる一般的なモデルや前提があり
ます。次のページの表を使って、あなたのミニストリーもしくは産業の現在の一般的なモデルを書き表し、
モデル内にあなたがその方法で働き続ける二、三の前提を見つけてみてください。
In every ministry or industry there is a prevailing model and assumptions that keep organizations operating in a particular way. Use the table on the next page to describe the curUHQWSUHYDLOLQJPRGHORI\RXUPLQLVWU\RULQGXVWU\DQGLGHQWLI\DVVXPSWLRQVZLWKLQ
that model that keep you operating a certain way.
わたし達のミニストリーまたは産業の、現在の一
般的なモデル
Current Prevailing Model in Our Ministry or
Industry
1.

2.

3.

このモデルを強固にしている前提
Assumptions Reinforcing That Model
1.

2.

3.

ユニークに良いことに気付く文化を作る
アンディは、わたし達の多くはユニークに良いを創ることは出来ないが、反発するよりは気付くことが出
来ると分かち合いました。彼は、これに精通するための四つの方法を説明します：
&UHDWHD&XOWXUHWR5HFRJQL]H8QLTXHO\%HWWHU
Andy shares that most of us will not create uniquely-better, but we can recognize it rather
WKDQUHVLVWLW+HGHVFULEHVIRXUZD\VWRDFFRPSOLVKWKLV
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１．批評家ではなく、学ぶ人であること。あなたのミニストリー範囲もしくは産業の中で、異なったやり
方をすることで影響力を持っている人からあなたが学び興味を持続している方法をリストにしてみま
しょう。あなたのミニストリー範囲もしくは産業で、何がきっかけになりますか？
Be a student, not a critic. List a few ways you are staying curious and learning from
RWKHUVLQVLGH\RXUPLQLVWU\DUHDRULQGXVWU\ZKRDUHGRLQJWKLQJVGLHUHQWO\DQGPDNLQJDQLPSDFW:KDWDUHWKHVWDUWXSVLQ\RXUPLQLVWU\DUHDRULQGXVWU\GRLQJ"

もしあなたが現在、学ぶ人よりも批評家に近いのであれば、どのように学ぶ人を始められるでしょ
うか？ あなたがどのように始められるか、下に二つの方法をリストにしてみましょう。
If you currently are more of a critic and not a student, how can you start to be a stuGHQW"/LVWZD\VEHORZKRZ\RXFRXOGVWDUW

２．あなたの目と心を大きく開いておきましょう。あなたがまだ知らないことを探すために、現在の前提
と一般的モデルを壊すための、外部の偏見を持たない誰のアドバイスをあなたは求めることが出来
ますか？ 人の名前、もしくは方策を下にリストにしてみましょう。
.HHS \RXU H\HV DQG \RXU PLQG ZLGH RSHQ :KRVH RXWVLGH XQELDVHG LQSXW FDQ \RX
seek out in order to break beyond the current assumptions and prevailing model in
RUGHUWRVHDUFKRXWZKDW\RXGRQȇW\HWNQRZ"/LVWDIHZQDPHVRUUHVRXUFHVEHORZ

３．
「どうやって」を「ワオ−」に置き換えましょう。あなたのチームでの新しく、意外性のある考えに
対する、あなたの通常の反応は何ですか？ チームの人々はこの質問にどう答えるでしょうか？
それは、ユニークに良いに気付くにあたって、どのように影響しますか？
5HSODFH+2:ZLWK:2::KDWLV\RXUQRUPDOUHVSRQVHWRQHZXQRUWKRGR[LGHDVRQ
\RXUWHDP"+RZZRXOGWKRVHRQ\RXUWHDPDQVZHUWKDWTXHVWLRQ"+RZKDVWKDWLPSDFWHGUHFRJQL]LQJDXQLTXHO\EHWWHULGHD"
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４．ユニークに良いかの質問を尋ねましょう。チームで、あなたとチームが実施を考えている新しいアイ
ディアを一つ見つけてください。それをユニークに良いフィルターを通すために、次の質問を問いか
けてみましょう。下のそれぞれの問いにあなたの正直な考えを書き、
それからチームとして分かち合っ
てみましょう。
Ask the uniquely-better questions. As a team, identify one new idea you and your
team are considering implementing. Ask the following questions to pass it through the
ȊXQLTXHO\EHWWHUȋȴOWHU:ULWH\RXUKRQHVWWKRXJKWVWRHDFKTXHVWLRQEHORZDQGWKHQ
share as a team.
考えるべきアイディア：
ΖGHDWR&RQVLGHU

それはユニークであるか？ 何がユニークにするのか？
ΖVWKLVXQLTXH":KDWZRXOGPDNHLWXQLTXH"

それは良いのか？
ΖVLWEHWWHU"

本当に、それは良いのか？
ΖVLWEHWWHUȐUHDOO\"
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