
第10章やる気にさせる職場 

2014年3月15日（土）13時～16時 



本日のスケジュール 

O 13時00分～13時10分 塾長挨拶 

O 13時10分～13時20分 「成長物語」作成説明 

O 13時20分～13時50分 「成長物語」作成 

O 13時50分～14時30分 グループワークでの共有 

O 14時30分～14時40分 休憩 

O 14時40分～14時55分 講義「やる気のマネジメント」 

O 14時55分～15時30分 リフレクション・グループワーク  

     やる気を支えたもの、やる気にさせるマネジメント 

O 15時30分～15時50分 プログラムについての意見交換  

O 15時50分～16時00分 修了証書 



１年間の学習の軌跡 

O 序章   5月 出会い 

O 第2章   6月 マネジメントに取り組む 

O 第3章   7月 感情の源泉を扱う 

O 第4章   9月 効果的な会議 

O 第5章  10月 人の強みを見つける 

O 第6章  11月 イノベーションを起こす 

O 第7章  12月 人に仕事を与える・任せる 

O 第8章   1月 仕事の意義を考える 

O 第9章   2月 信頼できる仲間 



序章 出会い 

O ワールドカフェ 

出会いってなに？ 

出会いに大切なことはなに？ 

気づきの共有 



第２章 マネジメントに取り組む 

PF.ドラッカー 

O 「企業の目的は、顧客の創造である」 

O 「顧客の現実、欲求、価値からスタートする」 

 

グループワーク 

O 「今、ぶつかっている壁、抱えている困難」 

O 「解決のための知恵」 

 



第３章 感情の源泉を扱う 

O ダニエル・ゴールマン 

「優れたリーダーは、人の心を動かす。優れたリーダーは、人
の情熱に火をつけ、最高の力を引き出す。・・・略・・優れた
リーダーシップは、感情のレベルに働きかけるものなのだ。」  

O IQとEQ 

 

グループワーク 

「職場における感情をマネジメントするとはどういうこと
か」 

「新人看護管理者にアドバイスしたいこと」 



第４章 効果的な会議 

O 「会して議せず、議して決せず、決して行わず、行
いてその責をとらず」＝会議のリーダーシップ 

O 模擬会議 

   新人教育ミーティング 

O 会議のガイドライン作成 



第５章 人の強みをみつける 
O PF.ドラッカー 

• 不得手なことの改善にあまり時間を使ってはならない。自
らの強みに集中すべきである。 

• 部下の弱みに目を向けることは、間違っているばかりか
無責任である。上司たるものは、組織に対して、部下ひと
りひとりの強みを可能なかぎり生かす責任がある。 

グループワーク 

O リーダーシップコンピテンシー 

個人的な能力（自己啓発を怠らない、問題を解決し論点
を分析するなど） 

成果を上げる（ストレッチ・ゴールを設定する、結果を重
視するなど） 

変革を主導する（戦略的な視点を養うなど） 
対人関係能力（周囲の人たちをこぶし動機づけるなど） 
性格的要素（正直で誠実である） 



第６章イノベーションを起こす 

O アルビン・トフラー「過去の延長線上に未来はない！
未来が現在を飲み込んでいる。」 

O ヨーセフ・シュムペーター「イノベーションとは創造的破
壊である。」 

O P.F.ドラッカー「イノベーションとは価値である。」 
 

グループワーク 

  アバターは何に悩み、何に行き詰まり、何を変えよう
と感じているのでしょうか？ 

 その前提となる考え方はどのようなものでしょうか？ 

 その変革課題についてどのように変えていこうと思い
ますか？ 



第７章人に仕事を与える・任せる 

O 人に仕事を与える・任せることの本質について 

 

O チームでのワーク 

 「引き受けないサル」と「サルを返還した後の自らが
行う仕事」 



第８章 仕事の意義を考える 

O 仕事の意義を問い直す「3人の石工の物語」 

 

O チームでのワーク 

 所を得る＝sweet ｓｐｏｔ 

「私は何をなすべきか？」、「私の才能や能力は？」、
「私は何に情熱を感じるのか？」 



第９章 信頼できる仲間 

O Ｐ．Ｆ．ドラッカー 

  「組織は信頼の上に築かれ、信頼は相互理解とコ 

  ミュニケーションの上に築かれる。」 
 

O 自己点検 

  「これまでにあなたが信頼できない人と一緒に働い 

  ているときの体験を記述してください。」 
 

O チームでのワーク 

  チームを“信頼できる仲間”にするために師長に必 

  要なマネジメントとは何か 

  



この1年間のご自身の 
成長物語を書いてみましょう。 

 看護管理塾スタート時の自分 

（マネジメントに対する気持ち、考え、周囲との関係など）。 

 今の自分 

               + 

 何を学んだか、何が変わったか。 

（劇的な変化をもたらした出来事があったら記載する） 

 職場の反応はどうか。 

 1年間を通した変化を書いても、ある回に限定して書
いてもいい。 



グループで共有しましょう 

O 自分の「成長物語」を、グループのメンバーに聞いて
もらいましょう。 

O 他のメンバーの「成長物語」を聴いて、フィードバック
をしましょう。本人の気づいていない成長を伝えま
しょう。 

O グループのメンバーからもらったフィードバックを、自
分のシートに書き留めましょう。 



ズレ・緊張系 緊張感・危機感・欠乏・心配・不安
がやる気を起こす。 

希望・元気印系 夢・希望・目標を持つことで、やる
気が起こる。 

持論（自論）系 その人それぞれの考えで、やる気
が起こる。 

関係系 コミューナルな関係性、共感がや
る気を起こす。 

金井壽宏．（2009）．危機の時代の[やる気]学．SoftBank Creative．P22より 

Chifumi YOSHIDA St. Luke College of Nursing 15 



希望 

緊張 

金井壽宏．（2009）．危機の時代の[やる気]学．SoftBank Creative．P25より 

「これではまずい（緊張）」と「こうなると嬉しいな（希望）」の勾玉
（人を動かし続ける要因）が絡み合って、やる気が回り始める。 
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自論で回す 
自己調整 

緊張系のスターター 

希望系でサステイン 

金井壽宏．（2009）．P29より 

・なんとかしなくちゃ！ 
・「おしん」 

・自分で何とかするとい
う不屈の意志・意識。 
・気持ちを引き締める。 
・自分を褒める等 

・このままではまずい！ 
・やばい！ 

・着実に進んでいる！ 
・頑張っている自分はすごい！ 
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自論で回す 
自己調整 

緊張系のスターター 

希望系でサステイン 

金井壽宏．（2009）．P39より 

土台 

・自分の心身の健康 
・プライベートライフの充実 
・キャリアの節目の度合い 
・周囲との相互作用の度合い 
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自論で回す 
自己調整 

緊張系のスターター 

希望系でサステイン 

図は、金井壽宏．（2009）．P29より 

・なんとかなる・・ 
・成り行きでいい・・ 
・自分は頑張れない 
・自分にできるわけない 
・運命主義 

・現状認識ができない 

「よくわからないけど、や
れといわれているから」 
・自己目標が低い 
「私はこのくらいでいい」 
・危機認識がない 
・生来の楽天家 

・やりたいことと仕事内
容がちがう 

・成果が認識できない 
「まだこれもできない」 
・努力を認識できない 
「こんな事じゃだめだ」 

・人や組織の役に立っている感
覚をもてない 
「べつに自分がいなくても」 
・自分の夢から遠ざかっていく 

土台 

・空腹 
・疲労・睡眠不足 
・体調不良 
・家族・友人の問題 
・上司・同僚との問題 
・個人的トラブル 
・昇進や配置転換の話 
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やる気を自己調整できるようになる 
  
  
 ・なぜさえないか自己診断できる 
 ・今はだめでもここぞの時にテンションを高められる 
 ・やる気を長期的キャリアに生かすことができる 
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持論をもつ 



1. 自分自身が「やる気」を自己調整できること 
2. フォロアーの成熟度に合わせて、フォロアーが自ら緊張感を抱き、

希望を探し実現できる人間になるよう育てる。 
 

    ・緊張感を醸成する 
    ・希望を抱くための源泉となる 
    ・自らを鼓舞できるように、自分が主人公、すべての 
     原因は自分にあるという「自責」感覚を植え付ける 
    ・互いに緊張感を高め、頑張りあい、夢を語り合える 
     関係の核となる 
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     セルフ・リーダーシップ（チャールズ・マンツ）  



やる気を支えたもの 
やる気にさせるマネジメント 

O 自分自身の体験を通して、やる気を支えたもの、
やる気をそいだものについて、話し合いましょう。 

 

O プログラムを通して気づき、学んだ、「人をやる気
にさせるマネジメント」について話し合いましょう。 

O ポストイットに各自記入し、全員が出し合ってまと
めましょう。 



このプログラムは 
あなたのやる気を高めましたか 

O 看護管理塾のプログラムをより良くするため
のアイディアを出しましょう。 

 

 プログラムの中に入れてほしいもの 

 もっと効果的なやり方 

 その他のご意見・ご提案 



１年間の受講 
ありがとうございました！ 

これからも、互いに励ましあい、切磋琢磨して、優れた看
護管理の実践にむけて頑張りましょう。 


