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1. 過去から未来に向かって導く 

1 

 

リーダーシップセミナー 

2015 年 11 月開催 

2 

 

セミナー内容： 

・過去から未来に向かって導く 
・アイデアを実現する 
・否定的状況に対処する 
・情緒的成熟を目指す 
・次世代のリーダーを育てる 
・総まとめ 

3 

 

セミナーの進め方： 

・スライド＆通訳 
・質疑応答 
・ディスカッション 
・ネットワークづくり 
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4 

 

セミナー内容： 

過去から未来に向かって導く 

5 

 

どのように結果を出すか 

人に命令することができる 
人を操作することもできる 
人を支配することもできる 
人を励ますこともできる 
人をサポートすることもできる 
人を導くこともできる 

これまでと違う結果を出すには、どのように導けばよい
のか 
 

6 

 

優れたリーダーが知っていること 

結果 

行動 

信念 

経験 
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7 

 

優れたリーダーが知っていること 

結果 

行動 ←人の行動を変えたいとき 

信念 

経験 

8 

 

優れたリーダーが知っていること 

結果 

行動  

信念 

経験 ← まず経験の部分から変えていく 

9 

 

経験の部分を変えるには 

どのような経験をしてほしいのかにスポットを当てる 

・どのような行動をとるようになってほしいのか 

・そのような行動をうながすためには、どのような経験
をさせればいいのか 

 
今から成し遂げようとしていることを理解してもらう 

・これまでとは違った経験をすることに対して、相手の
同意を求める 

・変化を求めていることを相手に知ってもらう 

・過去の経験にしがみつかないように言っておく 
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10 

 

経験の部分を変えるには 

成功するまでには時間がかかる 

・相手とのやり取りにおいては、常に、新しい経験を後
押しするような言動をとる 

・やがて、あなたが本気で変化を求めていることが周り
の人にも伝わっていく 

 
関係の構築には一貫性が必要 

・言行を一致させる必要がある 

・今の状況をどう思っているのか、相手にフィードバッ
クを求める 

・今気にかかっていることや考えていることを打ち明け
る機会を与える 

・相手が提案することに耳を傾ける 

 
11 

 

どのように結果を出すか 

人々を変化のプロセスに巻き込めば、良い結果が出る可
能性が高くなる 

時間をかけて新しい経験をつくり出さないと、結局従来
と同じやり方に戻ってしまう 

経験の部分を変えていく方が、結果だけに集中するより
も時間も労力もかかる。しかし、最終的にその労力は報
われる 

12 

 

質疑応答 

ご質問があればどうぞ 
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2. アイデアを実現する 

13 

 

セミナー内容 

アイデアを実現する 

14 

 

効果性（effectiveness）とは 

望んでいる結果を実現するのにどれくらい役立つかと
いう度合い 

15 

 

成功とは何か 

成功とはどのようなかたちをとるか 

・行動の変化 
・デザイン  
・製品 
・サービス 
・ソリューション 
 
成功を定義することから始めよう 



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（3）」 

6 第３回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

16 

 

すばらしいアイデアは 

実行に移すのに時間も労力もかかる 

実現に向けて育て、適宜修正をしていく必要がある 

実現するのに人材・リソース（資源）が必要 

17 

 

時間と労力 

十分な時間を取ってアイデアを育てる 

他の人たちにそのアイデアを理解する時間を与える 

計画の中に時間的要素を組み込み、変化・発展の余地を
残しておく 

時間は敵にも味方にもなる 

18 

 

時間と労力 

アイデアを実現するためにだれに協力してもらう必要
があるか 

良い人材を見つけてくるには労力がいるかもしれない 

フルタイムで働く必要があるか、パートタイムでも可能
か 

アイデア実現のために費やした労力は決してムダには
ならない。忍耐が必要 

19 

 

育て、適宜修正をする 

アイデアはそれ自体に命が宿っている。成長できるよう
に育てる必要がある 

初めは情熱をもって始めても、アイデアを育てる日々の
中でくじけてしまうこともある 

アイデアを具体的な実行計画にまで育てるには時間が
かかる 
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20 

 

育て、適宜修正をする 

人の意見を受け入れ、アイデアを適宜修正していく心構
えが必要 

遅れと修正は失敗のしるしではない 

作業が進めば、当初のアイデアを修正してさらに良いも
のにする必要が出てくるかもしれない 

21 

 

人・リソース 

アイデアを他の人に聞いてもらうのは怖いかもしれな
い。でも勇気を出そう 

自分より頭の良い人に相談して、アイデアを成功させる
ための知恵をもらう 

自分のアイデアに自信があるのなら、手助けをしてくれ
る人が見つかるまで探し続ける 

22 

 

人・リソース 

リソース（資源）の割り当て：アイデア実現のために人、
時間、資金を正しく割り当てる 

予算オーバーで追加のリソースが必要になることも想
定しておく 

今のリソースでうまくいかないときは、別のリソースを
探す 

23 

 

あなたは成功してきましたか 

成功は、必ずしもアイデアが実現できたという意味では
ない 

時には道を閉ざされることが成功ということもある 

これはと思う成功は、失敗の背に乗ってやってくる 

成功のためには変化が必要かもしれない 
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24 

 

質疑応答 

ご質問があればどうぞ 
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3. 否定的状況に対処する 

25 

 

セミナー内容 

否定的状況に対処する 

26 

 

時にはリーダーとして… 

否定的な状況に対処する必要がある 

 日々の生活の中で 

 障害物・壁 

 人との衝突 

 あなたの仕事やアイデアに対する批判 

 想定外の問題 

 自分自身の感情 

 
27 

 

あなたのことを話しましょう 

日々の生活： 
お金、時間、仕事、健康、休暇、旅行 … 日々の生活の
中でどうやりくりするか 
 
障害物・壁： 
意思決定、予算、損失、転職 ・昇進 … 変化の中で、
先が見えない中で意思決定をしていく 
 

人との衝突： 
家族、仕事、友人、自分以外のリーダー、地域、教会 … 
それぞれの期待にどう応えていくか 
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28 

 

あなたのことを話しましょう 

あなたの仕事やアイデアに対する批判 
誤解、権力闘争、違った視点、変化 … 自分の考えを伝
え、理解を得ていく 
 
想定外の問題 
悲劇、事故、喪失、混乱、決定事項の変更、離職する人 
… 想定外の問題が起きても前進し続ける 
 
自分自身の感情 
恐れ、疑い、弱さ、孤独、興奮、喜び、パニック … ど
んな時も自分自身を信じ続ける 
 

29 

 

時にはリーダーとして… 

孤独を感じることがあるかもしれない 

批判を受けるかもしれない 

あなたの決定に疑問をはさむ人がいるかもしれない 

不安になったり、誤解されたりすることもあるかもしれ
ない 

恐れや疑いにさいなまれることもあるかもしれない 

30 

 

 
 
こうした感情や状況は、リーダーであれば一度は経験す
るもの 

では、リーダーは否定的な状況にどのように対処するの
か 
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31 

 

その前に… 

否定的な状況にあるからといって、間違ったことをした
というわけではない。時に、それは 

 正しいことをしている 
 他の人とは違った考え方をしている 
 リーダーとして生きている 
 あなたが変化しつつある 

ことの証拠かもしれない 

32 

 

その前に…  

こうしたことはすべて、リーダーであることの一部 

33 

 

その前に… 

スーパーヒーローになれとはだれも言っていません 

34 

 

大事なことを思い出しましょう 

コントロールできるのは次の２つだけ 

あなたの行動 

あなたの態度 

いつも機嫌がいい人などいない 

いつもすべてがうまく行くことなどありえない 

人と関わらなければ、リーダーの仕事は楽 
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12 第３回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

35 

 

たいていのリーダーが陥る失敗 

自分が全部背負い込んでしまう 

優先順位に従って意思決定できない 

予定を詰め込み過ぎる 

すべての人を喜ばせようとする 

ついつい自分自身をいたわることを忘れてしまう 

自己中心になる 

36 

 

しっかりとした土台を築くには： 

時間がかかる 

優先順位を決める必要がある 

計画が必要 
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37 

 

３つの重要な領域 

あなたの時間： 

・時間の使い方で、あなたが何を大切にしているかがわ
かる 

・自分をサポートし、真実を言ってくれる人と時間を 
過ごす 

・自分自身の教育、知識、スキルのために投資をする 
・静まる時間を持つ 
 
あなたのお金： 

・お金の使い方で、あなたが何を大切にしているかがわ
かる 

・自分の収入に見合った生活をする。他の人の目線は気
にしない 

・神の民をいつもサポートする 
・貯蓄をし、賢く使う 
 
あなたの世界： 

・運動や食事を通して健康に気を配る 
・家族や友人との時間、楽しい時を計画する。これが大

きな違いをもたらす 
・睡眠は健康を保つために有効な投資 
・趣味にいそしむ 
 

38 

 

リーダーとして… 

自分自身をリーダーとして敬わなければ、だれが敬って
くれるのか 

時間とお金の使い方、優先順位の付け方で、自分を大切
にしていることを周囲に示す 
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39 

 

リーダーとして… 

計画を立てなければ、だれがあなたに従うというのか 

人生設計を立て、優先順位を決め、周囲の人が見習うこ
とができる生きた手本になる 

40 

 

リーダーとして… 

自分で立てた計画に沿った決定をしないなら、だれがあ
なたを信じることができるのか 

一貫性を保つことで、リーダーとして何が重要かをわき
まえていることを周囲に示す 

41 

 

忘れないで… 

スーパーヒーローになれとはだれも言っていません 

42 

 

質疑応答 

ご質問があればどうぞ 
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4. 情緒的成熟を目指す 

43 

 

リーダーシップセミナー 

2015 年 11 月開催 

44 

 

セミナー内容 

情緒的成熟を目指す 

45 

 

情緒的成熟とは何か 

情緒的成熟とは、いかにうまく 

・状況に対応できるか 

・自分の感情に気付き、コントロールできるか 

…それは、人と関わるときに表れる 
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46 

 

情緒的成熟とは… 

・自分が何を信じているか自分でわかっている 

・一日の中で自分が最も調子がいい時間帯を知っている 

・ストレスのかかる状況でどうふるまえばいいのかを 
知っている 

・自分が情報をどう処理するかを知っている 

・自分の世界をどう保てばいいのかを知っている 

47 

 

重要なことは… 

正しいか間違っているかということではなく、自分とい
う人間を知っているかどうか 

それぞれの世界で成功するために必要なものは、人によ
って違う 

あなたには何が必要ですか 

48 

 

何を信じているか 

人をどう信頼するか 
すぐに信頼するか。 それとも時間をかけるか 

人の動機をどう見るか 
人は正直か。 それとも、裏に何か別の目的があること
が多いか 

権力・権限をどうとらえるか 
だれかに与えれば失ってしまうと思っているか 

意思決定のあり方をどう考えているか 
自分のやり方が一番か。それとも他の人の意見が必要か 
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49 

 

調子の良い時間帯はいつか 

一日の計画を立てるとしたら 
朝は早く起きるか、それとも夜遅くまで起きているか 

あなたに会うとしたら、いつが一番いいか 
朝一番か、昼食後か、午後遅い時間帯か 

自分が最も生産的だと感じるのはいつか 
一人で働いている時か、それともチームで働いている時
か 

朝に頭を働かせるにはカフェインが必要か 
 

50 

 

ストレスのかかる状況でどうふるまうか 

怒っている時 
静かになるか、怒りをぶちまけるか 

理解できない時 
黙っているか、それとも質問をするか 

自分の安全が脅かされていると感じる時 
反撃するか、逃げるか、それとも激しい言葉を浴びせる
か 

ストレスを感じた時、どうやって克服するか 
ひとりになる時間が必要か。人に話を聞いてもらう必要
があるか。それとも感じなくなるまで放っておくか 

 
51 

 

情報をどう処理するか 

だれかの話を聞く時 
まず聞きたいのは詳細か、全体像か 

新たに与えられた仕事について質問する時 
最初に知りたいのは、自分で確かめことができる事実
か、その仕事が必要だという理由か 

アイデアが思い浮かんだ時 
自分の直感を信じて手探りで前に進むか。まず事実をす
べて確かめてから行動に移すか 

 



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（3）」 

18 第３回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

52 

 

自分の世界をどう保つか 

スケジュールを立てる時 
大まかな計画だけで後はその時に決めるか、きっちりと
時間を決めて予定を立てるか 

旅行の計画を立てる時 
1 日 1 日のスケジュールが決まっていないと嫌か、それ
とも航空機のチケットさえあればそれでいいか 

何かの作業をする時 
人の提案に耳を傾けるか、それとも基本的にいつも同じ
方法をとるか 

週末の予定を書き出した時 
やるべきことの TODO リスト・チェックリストとみな
すか、それとも「これをしてもいいね」という提案と見
るか 

 
53 

 

なぜ情緒的成熟が重要なのか 

リーダーとして成功するためには、自分がいつ最高の状
態にあるのかを知っておく必要がある。 

また、周りの人もそれを知っておく必要がある 

 

54 

 

なぜ情緒的成熟が重要なのか 

リーダーは、人と接するときの態度が一定で、一貫性を
保つ必要がある。 

そうでなければ、信頼を失い、人がついてこなくなる 
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なぜ情緒的成熟が重要なのか 

人材は最も大切なリソース（資源）。そこで、自分自身
を知っておけば、 

…人があなたに接しやすくなる 

…人を理解しやすくなる 

…人を導きやすくなる 

56 

 

質疑応答 

ご質問があればどうぞ 
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5. 次世代のリーダーを育てる 

57 

 

セミナー内容 

次世代のリーダーを育てる 

58 

 

後任をだれにするか 

リーダーとして、自分の後任を選ぶのはあなたの責任 

その人が適任だとどうやってわかるのか 

後任をどうやって育てるか 

リーダーシップをどのように移行していくか 

59 

 

どうやって選ぶか 

リーダーとしての資質を見る 

情緒的成熟の面でどういう傾向を示しているか 

時間とお金の使い方はどうか、自分の世界をどう保って
いるか 

フィードバックの与え方、受け取り方はどうか 

変化にどう対応するか 
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60 

 

どうやって選ぶか 

リーダーとしての資質を見る 

同じチームの人たちはその人にどのように接している
か 

信頼できるか  

尊敬されているか 

手本を示して導くという点ではどうか 

リーダーとしての姿勢はどうか 

リーダーになることに興味を示しているか 

 
61 

 

どうやって育成するか 

ステップ１：書き出す 

自分の後任に期待する条件を書き出しているか 

あなたが書き出した条件に周りの人たちは同意するか 

書き足すとすれば、何を書き足すか 

削るとすれば、何を削るか  

時間をとって、期待する条件のリストに修正を加えてい
きましょう 
 

62 

 

どうやって育成するか 

ステップ２：対話と計画 

目星をつけている人に声をかけて、興味がないか聞いて
みる 

あなたの考えている今後の予定と目標を示す 

自分のどういうところをまず成長させたいと思ってい
るか、相手に聞く 

その人をリーダーとして育成する計画を立てる 

この計画は、途中で変更になったり新たな展開を見せた
りすることもあると理解しておく 
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63 

 

どうやって育成するか 

ステップ３：フィードバック 

うまくいっているかどうか、リーダー候補に声をかけ
る。定期的に話し合う時間を設ける 

組織内部の人の意見を求める 

相手にフィードバックを与え、観察してきて思ったこと
を伝える 

話すのをやめ、相手の話に耳を傾ける 

何がうまくいっていて、何がうまくっていないのかを聞
き出す 
 

64 

 

どのように体制を移行していくか 

実践で学ばせる 

仕事の一部を委ね、リーダー候補が自分のスキル・能力
を実践で使ってみることができるようにする 

責任ある立場に置いてみて、将来部下となる可能性があ
る人々の信頼を徐々に獲得していけるようにする 

失敗しても、その人の間違いを正しつつ、再挑戦できる
ようにする 

その人の様子を観察し、直面している問題について話し
合う 
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周りの人々はどうか 

人は未知の領域を恐れる 

今の状況を明確に伝える 

人々が考えていることや心配していることに耳を傾け
る 

人々が新しいリーダーを受け入れるには時間がかかる 

リーダー候補とあなたは違う！ 

新しいリーダーがチームを新しい経験へと導いていく
ことができるようにする 
 



5. 次世代のリーダーを育てる 
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時間が必要 

あなたが長年チームを導いてきたのなら、人々が慣れる
までには時間がかかる 

あなたにとって、責任者の立場にいないということに慣
れるのに時間がかかる 

新しいリーダーが導いていけるように、少しずつ表舞台
から退いていく 

何かほかにすることを見つける 

67 

 

質疑応答 

ご質問があればどうぞ 

 



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（3）」 

24 第３回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

6. 総まとめ 
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セミナー内容 

総まとめ 
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これまで学んだ内容： 

2013 年 
・時間の管理 
・意思決定と優先順位 
・権限の移譲 
・メンタリング 
・コーチング 
・しもべの心 
 
2014 年 
・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 
 
2015 年 
・過去から未来に向かって導く 
・アイデアを実現する 
・否定的状況に対処する 
・情緒的成熟を目指す 
・次世代のリーダーを育てる  
・総まとめ 



6. 総まとめ 
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リーダーシップとは… 

特権ではなく責任。軽く考えるべきではない 

人々に仕える絶好の機会が与えられること 
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リーダーシップとは… 

日々行う選択 

世界を変える大きな力 
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リーダーシップとは… 

成功につながる小さな積み重ねでつくられる 

ここで学んだ内容を一夜にして自分のものにすること
は不可能。実践の積み重ねが必要 
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リーダーシップとは… 

今までの成功をもたらしてくれたものが将来にも成功
をもたらしてくれるわけではない 

あなたは今、将来にリーダーとなるために整えられてい
る最中である 

 



 
 
 

第３回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 
アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（3）」 

 
1 日目 

時間 セミナー内容 

10：00 ～ 11：00 過去から未来に向かって導く 

11：00 ～ 12：00 アイデアを実現する 

12：00 ～ 13：00 否定的状況に対処する 

 
2 日目 

時間 セミナー内容 

10：00 ～ 11：00 情緒的成熟を目指す 

11：00 ～ 12：00 次世代のリーダーを育てる 

12：00 ～ 13：00 総まとめ 

 
 
 
 
 
 

アン・ベイリー女史 プロフィール 

 

過去 20 年にわたって、各種リーダーシップ・トレーニング
の講師として活躍。現在、米国シーメンスのリーダーデベロ
ップメント部門の部長。また、アン・アートギャラリーをオ
ープンし、芸術家としても活動している。彼女の一家と中川
一家は、昔からのファミリーフレンドである。 

 
 
 

         名前：                   
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