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はじめに
~なぜ今新しい

「学び」が必要なのか~
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➢VUCAの時代
➢急激な技術革新
➢イノベーション

➢人生100年時代
➢人生の意味

➢働き方変革
➢個人と組織の関係

➢認知科学の発展
➢発達心理学の実務への応用



本プログラムに関連する書籍例
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「一瞬一生の会」について
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✓ 「一瞬一生の会」は、参加者が、心の鎧を解いて、答えのない問いに向き合い、自分の考えや経験を率直に共有・議論
することで、自分自身が仲間とともに成長することを目指すコミュニティーです。

✓ 変化が激しくかつ将来の予測が不可能な時代、いろいろな価値観が複雑に絡み合い正解が見いだせない時代、人生100
年時代と言われる時代には、自分の人生を会社任せ或いは人任せにすることなく、自らの経験を振り返りつつ、将来を
見すえて意識的に学び続け、一生かけて成長を続けていく姿勢がとても大切になります。

✓ また、適切な目標を設定し、試行錯誤を繰り返しながらもその目標を達成できた喜びが、人間に生来備わっている学習
サイクルのエンジンとなり、このサイクルを継続することは、人生に大きな満足をもたらしてくれます。

✓ とはいえ、実際に自分を客観的に見つめ、これから何を学ぶべきかを自分で考えて取り組み、それを続けることができ
る人は必ずしも多くはありません。世の中は多くの情報で溢れかえっていますが、今の自分に何が必要か、多くの情報
の中から必要なものを選び取り、それを日常で実践して学ぶというスキルの方がむしろ重要ではないでしょうか？

✓ 今回、人生100年時代の一生の学びに関心のある方が集まり、人が如何に成長するかを学問領域とされている知性発達
学者の加藤洋平さんとリーダーシップをテーマに学ぶプログラムを企画しました。

✓ ご関心のある皆様に是非ご参加いただければ幸いです。



プログラムの特徴
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➢ 米国の最先端の発達科学研究*に基づく、１）リーダーシップスキルの定義、２）アセスメント、３）スキ
ル向上に向けた学びのサイクルの実践が一体となったプログラム。

*カート・フィッシャー教授のダイナミックスキル理論に基づいたLectica のLDMA（Leadership Decision Making Assessment)

➢ リーダーの表面的な「行動」の源にある「考え方」「ものの見方」に焦点をあてるとともに、「知識」を
現実の課題に応用できる「スキル」の獲得を重視。

➢ アセスメントの結果を踏まえ、各自のニーズや職場等で期待される役割に応じた目標設定を行い、その達
成のために必要な学習サイクル（VcoL）の実践を支援。学習サイクルを回す快感を経験することにより、
プログラム終了後も、一生を通じて学び、成長していくための習慣を獲得することを狙う。

➢ 各自の目標と進捗をコミュニティーの仲間と共有し、励ましあい、継続して取り組める心理的に安全な環
境を提供。

➢ 個人及び対話によるリフレクションを通じて、自らの言葉で目標を語り、主体的な実践に繋げていくこと
を目指す。



プログラム概要
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項目 内容 注意点

対象者、人数

・企業/政府/NPO等の組織で働く方（課長を展望している方から役員レベルまで）
・リーダーシップスキル向上に関心がある方
・一生を通じた自分自身の学びや部下の育成に関心がある方
・1クラス20名程度

期間 6か月（2021年4月～2021年9月）

内容

１）プログラム受講に際し、LecticaのLDMAを受検。日本語で回答したい方は翻訳者を紹介
２）Lecticaからのフィードバックレポートを参照しながら、自分の成長に向けた目標設定
３）上記目標に関連するスキルについての英語書籍等の読解、解説、ワークショップ
４）計画の進捗状況の振り返りを踏まえて自らの学びの深化、定着化にむけた実践

LDMA及び翻訳者への支払い
は別途各自負担
LDMA：500ドル、翻訳代：
5~7万円程度（字数次第）

フォーマット
・月1回の集合研修（LDMAのFBレポート解説、英文課題図書や論文の解説）
・毎日の振り返りジャーナルの記載（個人単位でのリフレクション）
・月二回程度の仲間同士のチェックイン（対話によるリフレクション）

・オンラインでの受講も可。
・講義は録画にても視聴可。
・加藤氏による音声ファイル
でのフォローアップあり。

参加費用 （法人単位での申し込み）1名40万円、（個人単位での申し込み）1名30万円（消費税別） ・2回程度の分割払い可

場所・時間
毎月第3月曜日（休日の場合は翌営業日）午後6時~8時、みずほFG本社会議室（大手町）
コロナ影響で対面・集合での研修が望ましくない場合は、Zoomによるオンライン開催



プログラムの全体観
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項目当 V-coL*上の位置づけ 目的・狙い

アセスメント Goal Set
LecticaのLDMA受検によるアセスメント。現在の立ち位置を知り、自身の目標設定の参考とする。
フィードバック・レポートは、集合研修にて解説。

集合研修 Seek/Apply
月に一度の開催。上記LDMAについての解説の他に、英文の書籍等から、目標の実現に必要/有用な
新たな情報/知識を得る。またその情報/知識を発表、他の参加者と議論、自分の課題に適用すること
で、理解を深める。

リフレクション
ジャーナル

Reflect

Goal Set

VcoL*の取り組み等を毎日ジャーナルに書くことによる内省。書いた内容をクラウド上で共有するこ
とにより、他者の内省からも学ぶことができる。当面の実践的課題は達成状況に応じて随時アップ
デートしていく。

チェック・イン Reflect
仲間同士でペアになり、月2回程度のペースで、互いのVcoL*の進捗状況を報告。他者との「対話」
により自分ひとりでは得られないさらに深い内省を得ることを目的とする。

*VcoL(Virtuous Cycle of Learning）:Goal Setting→Information Seeking→Applying→Reflectingのサイクルを回すことにより自律的に学ぶ姿勢を育む生涯学習モデル（詳細は後述）



具体的スケジュールイメージ
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座学/ワークショップ LDMA

開講まで ー
各自LDMA 受検
各自レポート受領

4月 発達理論概論、リーダーシップスキル概論
(毎日）

Reflection Journal

（月2回程度）
ﾍﾟｱによるCheck-in

5月 LDMAレポートの解説（１） 各自目標設定

6月 LDMAレポートの解説（２）

7月 インテグラル理論について学ぶ（予定）

8月 システム思考、ネットワーク思考について学ぶ（予定）

9月 半年間の振り返り

9月以降 ー

※ 番外編として、いろいろな分野のリーダーによる講演会を企画する予定。現在および過去の一瞬一生の会のプログラム受講者の参加を可とする。



課題図書及び参考文献の例
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回 テーマ 課題

第4回 インテグラル理論 ◎「Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics Science and Spirituality」
by Ken Wilber（インテグラル理論-多様で複雑な世界を読み解く新次元の成長モデル）

◎「Integral Meditation：Mindfulness as a Way to Grow Up, Wake Up and Show Up in Your Life」
by Ken Wilber （インテグラル理論を体感する統合的成長のためのマインドフルネス論）

●「入門インテグラル理論 人・組織・社会の可能性を最大化するメタ・アプローチ」鈴木則夫他2名著

第5回 システム思考・
ネットワーク思考

◎「Thinking in Systems」by Donella H. Meadows
（世界はシステムで動くいま起きていることの本質をつかむ考え方）

◎「Linked: The New Science Of Networks」by Albert-Laszlo Barabasi 他
（新ネットワーク思考ー世界のしくみを読み解く）

●「思考脳力のつくり方 仕事と人生を革新する四つの思考法」前野隆司著

◎は課題図書、●は参考文献



 組織

Theo Dawson博士*によって2004年に設立された教育（特
にテスト）改革を目的とする米国のNPO

 ミッション

主にKurt Fisher教授の**ダイナミックスキル理論に裏付けら
れた研究に基づき、学習者が21世紀に求められる能力を生
涯に亘り成長させていくことを支援する

▶ 内容

K-12(日本の小中高に相当）向けのDiscoTest、大学・職場で
の人材育成のためのLDMA等、生涯にわたり同一のものさし
で人間の成長を測定するとともに、次なるステップに向け
た学習支援機能をも有する。2016年にはこれらの測定をオ
ンライン上で行うCLASの開発にも成功。

 実績

FBIやCIAといった政府機関や米国の学校での多数の導入事
例あり。近時では、採用、異動、昇進といった企業の人事
部門での採用実績も増えている。
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*Theo Dawson博士 **Kurt Fisher教授

Lecticaについて



▶ ダイナミックスキル理論

Kurt Fisher によって提唱された、人間の能力がどのようなプロセスとメカニズ
ムで成長していくのかを説明する理論。

▶ Kurt W.Fisher

米国の発達科学者。ハーバード大学教育大学院教授（引退）。ハーバード大学
で社会関係論で博士号取得。生物学と認知科学を教育と結びつける国際的ムー
ブメントに先駆的役割を果たす。

▶ 理論の主なポイント

１）人間の能力は、環境・文化・身体・感情といった多様な要因によって影響
を受けながら動的に成長していく。

２）様々な能力はお互いに関係しあいながら「網の目」のように発達していく。

３）あらゆる能力は、「点・線・面・立体」という共通のサイクルの繰り返し
により成長し、全ての能力はこのサイクルのどこにあるかという観点から共通
の尺度で測定可能。（右下図ご参照）

▶ 参考図書

「成人発達理論による能力の成長~ダイナミックスキル理論の実践的活用法」
加藤洋平著、日本能率協会マネジメントセンター

ダイナミックスキル理論
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ダイナミックスキル理論に基づくリーダーシップモデル
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✓ 専門家が数百名に及ぶリーダーの
「意思決定過程」を分析すること
で、リーダーに必要なサブスキル
を定義。

✓ VUCAといわれる変化の激しい、
先の見えない時代に求められる
リーダーシップのスキルを重視。

✓ LDMA(Leadership Decision 
Making Assessment)では、受検
者のComplexityレベルや各サブ
スキルを評価することで、受検者
の学びのサイクルに一番適した目
標の策定に活用。

出所：Lectica



LDMAフィードバック・レポート概要
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Sub-Skills 内容 アセスメント

Grasp the full complexity of a

situation

意思決定に際に、置かれた状況をより広範かつ構造的に把握するスキル。状況に応

じて、柔軟、迅速かつオープンに行動することができ、VUCA環境に最適。

LAS（Lectica Assessment System)によって評価。Kurt Fisher 教

授の提唱する13のレベルを0.10刻みで評価。

Argumentation 複雑な事象を把握するだけでなく、論理的に考え、説得力をもって明確に伝えるス

キル

Argumentationを更に4つの能力に分け、各々を1-10段階で評価。

Perspectives—taking them 他人の考えを尊重し、理解する。多様な視点を考慮することの重要性を認識する一

方で、状況に応じて、どの視点がより重要かを判断することができるスキル。

受検者が取り入れた視点の数やタイプ、それをどのように取り入

れたかにより0-120点で評価。

Perspectives—seeking them 自分自身だけで考えることの限界を認識し、他人の考えに関心を持つ。特にどの視

点をより明確にする必要があるかを判断し、積極的に情報をとりにいくスキル。

受検者が明確にしようとした視点の数やタイプ、それをどのよう

に実現しようとしたかにより0-120点で評価。

Perspectives—coordinating them 多様な視点を求めつつ、それらの重要性を考慮したうえで、視野の違いを超えた新

たな解決策を考えることができる。

受検者が獲得し、明確にした視点からどのように活用したかによ

り0-100点で評価。

Collaborative capacity 協働することの価値を理解し、それを促すファシリテーションに優れている。状況

に応じて、最適な協働のレベルをデザインするスキル

受検者がどのように意思決定過程において他者と協働したかによ

り0-100点で評価。

Contextual thinking 特定の状況に影響を及ぼした環境・文脈を理解し、それがどのように作用したかを

考えるスキル

受検者が意思決定すべき課題を取り巻く環境や文脈を考慮に入れ

たかにより0-100点で評価。

Decision-making process 状況の複雑さに応じた最適な意思決定プロセスをデザインするスキル。 受検者の意思決定プロセスの射程や質により0-100点で評価。

上記アセスメントをもとに、受検者の成長の鍵(growth edge)や最適な成長を促すために取り組むべき実践課題が示される。



ご参考） Lectica の研究事例



ダイナミックスキル理論における発達段階
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様々な個性/スキル/習慣/視野
を持つ個人に着目

異なる役割/関係性をもつ個人
からなる集団に着目

複数の集団が互いに影響を与えるダ
イナミックなシステムに着目。

複数のダイナミックなシステムが絡
み合う市場/経済/社会全体に着目



加藤さんの音声ファイルのタイトルの一部
16

・・・

2/15/2021更新 （分）（分）

一瞬一生の会（第2期）補助音声教材のタイトル一覧 時間 合計

1リフレクションの意義とリフレクションジャーナルの執筆方法について 37 6561

2より高度な発達段階に到達するための方法とその注意点 22

3親子関係の問題（シャドーの問題）をどのようにどこまで扱うか 15

4書物の価値とお勧めの書籍のご紹介 31

5お勧めのシャドーワークとゴールデンシャドーについて 36

6現象学と構造的発達心理学の違いと共通点 18

7 beingとしての現象学、knowingとしての構造的発達心理学 12

8 knowingを通じたbeingを高める実践 17

9ジョン・ボウルビィの愛着理論より（物理的・精神的安全基地の重要性） 16

10マンフレッド・ケッツ・ド・ブリースの論文『リーダーシップの不条理』を読んで 18

11発達測定手法にはどのようなものがあるのか？ 42

12変容（transformation）・バタフライ効果とリフレクション 14

13アトラクター（attractor）とリフレクション 14

14シャドーのカルマを断ち切ること 11

15発達測定手法の開発費用と社会的導入の注意点 35

16自我の発達の罠と霊性の物質化に関する問題 13

17意識状態（states）と意識段階（levels/structures）の違い 26

18「超えて含む（含んで超える）」という考え方について 14

19リフレクションジャーナルの執筆に関する工夫 11

20学ぶことは真似ること・真似ることは学ぶこと 27

40霊性と魂の成長・発達について 20

41人間のダークサイドとサイコパス・ソシオパス 10

42発達と男性性・女性性 21

43熟達に向かう際の触媒と複数の探究・実践領域を持つことの大切さ 15

44企業社会における父性と母性の統合 6

45リフレクションと「ミクロ」「メソ」「マクロ」な成長・発達 8

46アーティストの発達段階 10

47今の発達段階を味わうことの大切さ 17

48前野隆司先生の著書『脳の中の「私」はなぜ見つからないのか？』より 16

49脳と心_斎藤慶典先生の「基づけ関係論」より 23

50知性や能力の創発現象とリフレクションジャーナルの執筆 8

51発達の要諦_真摯さとユーモアの精神 31

52自己防衛のための知識や技術を獲得すること（その1） 11

53自己防衛のための知識や技術を獲得すること（その2） 21

54発達とSense-Making & Meaning Making_発達と霊性 12

55クロストレーニングの効用と俯瞰的な意識で自己を眺めるトレーニング 20

56システム思考とアート（芸術） 9

・・・



発達アセスメントに見る変化（第1・2期受講生分）
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事前
アセスメント

事後
アセスメント

差

A 11.25 11.50 0.25

B 9.30 10.05 0.75

C 11.20 11.50 0.30

D 9.90 10.55 0.65

E 9.85 10.25 0.40

F 10.35 10.85 0.50

G 9.20 10.55 1.35

H 11.05 11.10 0.05

I 11.15 11.45 0.30

J 9.75 10.55 0.80

K 10.20 11.10 0.90

L 10.05 10.35 0.20

✓ 全員にプラスの成長が見
られた。

✓ アセスメント課題は全く
同じであり、それに対す
る自分の回答が大きく異
なっていることに驚く受
講生も。

✓ アセスメントの方法（自
由記述式）に不慣れなた
め、事前アセスメントが
必要以上に低い評価と
なっている可能性が見受
けられた受講生も（その
後のコーチングで修正）

✓ このようなデータをさら
に収集することで、プロ
グラムの有効性をさらに
検証していきたい。

事前
アセスメント

事後
アセスメント

差

M 10.95 11.30 0.35

N 11.05 11.35 0.30

O 9.97 10.80 0.83

P 10.35 11.30 0.95

Q 11.30 11.40 0.10

R 11.20 11.30 0.10

S 11.50 11.65 0.15

T 11.30 11.30 0.00

U 11.31 11.40 0.09

V 11.15 11.15 0.00

✓ 比較的高いレベル
の受講者にも、半
年間で相応の成長
が見られたことは
嬉しい驚き。

✓ アンケートによる
本人の成長実感と
アセスメント結果
が合わないケース
もあり、今後さら
なる検証が必要。



受講者の声（第1期・第2期アンケートより）（1）
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◆ 月次の集合研修について
（第1期） 受講者のうち、96％が「大変有益または有益」と回答。87％が「研修で得た知識を職場等で活用している」と回答。
「セオリーと実際のリーダーシップの型の両方を見ることで振り返りに厚みや客観性が増した」「課題に直面した時により深く考える習慣ができた。自分の立場で
どうすればよいのかのヒントを得た」「深く理解できた内容はあらゆる場面の事象の捉え方に活用できている実感がある」

（第2期） 受講者のうち、93％が「大変有益または有益」と回答。88％が「研修で得た知識を職場等で活用している」と回答。
「自社の研修事業で学んだことを活かしている」「職場での人材育成施策を企画/実施したり、上司/部下と接する上で大変有効」「ジャーナルやシステム思考等に
ついて書籍で学びを深め、実務に適用できた」「自己や他社の発達レベルを意識することで、期待値設定を変えることができる」「コーチングで視点が広がっ
た」「職場で、自分のコアから導かれる形で発言できている」「部下のマネジメントや経営、外部関係者の理解に大いに活用」「自身の深まり」

◆ コーチングについて→第4期については、この部分をLDMAのアセスメントとフィードバック・レポートで代用
（第1期）受講者の96%が「大変有益または有益」と回答。
（第一回）「目標とすべきこと、日々取り組むべきことが明確になった」「次の一歩踏み出すための実践的ヒントをいただいた」「自分のありたい姿をワクワクと
描くことができた」「自分の中で蓋をしていた課題が言葉になってでてきた」

（第二回）「深い質問を投げかけられ答えを探すうちに、自分の考えや目標が明確になった」「自分の中にある感情や身体の声といった言葉にしたことがないもの
が対話によって引き出され、エネルギーが高まった」「本心や真の課題を発見した」「自分の将来の夢や仕事を通じて成し遂げたい存在意義まで考えることが
でき感動」「自分の棚卸ややるべきこと、できていないことがクリアになり、次の目標が自然と言語化できた」

（第2期）受講者の100%が「大変有益または有益」と回答。
「会話から自分の状況を分析し、助言いただき有難かった」「目標がクリアになり、メタファーで表現できることで周囲にも宣言できた」「内面に深く向き合
えない要因を紐解いていただき前向きな気持ちになれた」「「視座の溝を埋める」というキーワードが目から鱗であり救いになり、大きな視点の転換になった」
「ありのままの気持ちを言語化し、意味づけをする取り組みから新たな目標やひらめきが生まれ、エネルギーが湧いた」「心理的安全性が確保された雰囲気で自
分をさらけ出すことができた」「自分の欠点を正直に伝えることで自分のレベルを直視できた」「多少誘導的な部分も背景にある深淵な意図を理解して受け入れ
られた」「アカデミックな観点でコメントいただける」「感情や考え方の出どころを掘り下げ、具体的なアクションプランができた」「モヤモヤしていたものを
明瞭化できた」
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◆ リフレクションジャーナルについて
（第1期）受講者の50％が「週2～3日以上実践できている」。29％が「月1回以上」、21％は「全くできていない」と回答。
「自分の鍛えたい点を日々意識、記憶や学びを留めて先に進めることで成長を実感、物事の捉え方の抽象化力・言語化力向上」（ほぼ毎日）
「目の前の事柄を俯瞰し、自分を客観視する習慣がつき、日常のストレスの昇華が速くなった」（ほぼ毎日）
「意識の客体化の実践によるストレス軽減、物事を意識的に俯瞰的にみるトレーニングになっている」（ほぼ毎日）
「自分の内側、特に弱い部分と向き合うことができつつある」（週2～3日）
「考えて終わりにしていたことを言語化することにより、自分の思考や特性が整理されてくることに快感」（週2～3日）
「日々の出来事に対する自分の考えや感じたことの整理、同僚等に話す前段階として活用、書くことでスッキリしたり考えがまとまる」（週2～3回程度）
「目標を意識して出来事を振り返る習慣がついた」「他者を意識することで言葉を選ぶ際に深く考えるようになった」（ほぼ毎日）
「物事の捉え方の傾向が浮かび上がった」（週2～3回） 「客観的に見れるようになったことで、自分の努力を認めることができた」（週2～3回）
「自分の思考が広がり、クリアに研ぎ澄まされる感覚を覚え、あらゆる場面から学びを得ている感覚が生まれた」（ほぼ毎日）
「他者のジャーナルを読むことでの気づきも多かった（1～2週間に1回） 「とても良い習慣なので、これからも継続したい」（ほぼ毎日）

（第2期）受講者の77％が「週2～3日以上実践できている」。11％が「月1回以上」、11％は「全くできていない」と回答。
「自分の思考の癖に気がついた。自身の変化を感じ取ることができた」「自己理解が深まった」「周囲の変化に敏感になった」「自分の意識と行動が何を優先し
ているのかが理解でき、より深く自分を理解」「経験の意味づけは大事」「自身の内面の深い部分との接続の幅が広がった」「書いて表現する楽しみ。第三者
の視点を意識してアウトプットすることで内省が深まり、定着する」「経験や状況を言語化することによる学び」「自身を内省し、ものごとに真摯に取り組む
ことができた」「自分の感情をより深く分析/整理」「つながりや新しい視点や課題が浮き彫りになった」

「ネガティブなことを書くと他の人に悪いと思い、遠慮してしまう」「何か参考になることを書こうとして躊躇する」「アップできなかったが、自身で継続」
「習慣化できなかった」
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◆ チェックインについて
（第1期）受講者の33％が「2週間に一度程度」、25％は「1か月に一度程度」実施と回答。
「日常で抱くモヤモヤや不安を吐露し、壁打ち相手になってもらうことで自分の考えを整理できる。自分にはない視点のアドバイスをもらって元気がでる」
「緊張感と客観性をもって他者に語ることを通じてリフレクションにつながる」
「毎日のリフレクションを繋げてストーリーとして語る機会。相手に語る過程や相手からの質問により新たな気づきを得る。相手への質問を考えることで他者支援
のための訓練になっている」 「リフレクションを読んでから会うので、いろいろなフィードバックがもらえて有益」

「相手の業務、考え方、振る舞いを知ることができて面白い。目標を振り返る機会になる。」「異なる立場/業種で活躍しているリーダーとの意見交換は視野の
広がりや自身への気づきにつながる。目標に向けて自身の課題や思い、悩みを素直に相談することができ、解決の糸口を発見することにもつながっている」

「新たな視座が提示され、出来事への理解や消化が進んだ」「自分とは別の環境にいる方との対話により自分の思いに気がついた」
（第2期）受講者の100％が「2週間に一度程度」実施と回答。
「相手の実践状況がわかる」「社外の人と会う」「自分では気がつかない点を指摘され、自己を客体視」「異なる専門分野の方の世界観やBeingに触れることができ
て楽しかった」「次のステップが明確になった」「相手の考えや感性等にふれ刺激を受けた」「同士との交流はモチベーションアップに効果的」「言語能力と分析
能力の高い方との会話は刺激的」「異なる課題の捉え方。自分の体験を相手とともに共有し、顧みることで支援していただいた」「テーマ学習の理解が深まる」

「人数等によるグループダイナミクスの違いを実感」

◆ プログラム全般について
（第1期）「学ぶことに真摯な方たちが同級生で、日常の悩みも親近感が持て、良い出会いの場になった」「自分の生涯の最も適切なタイミングで最も適切な内容
のプログラムだった」「自分に向けてのメッセージや声掛けが心に沁みた」「メンバーや雰囲気のおかげで自然体で積極的に参加できた」「役にたつ内容ばか
りだった」「多忙でもZoom参加や研修内容の録画があってキャッチアップできた」

（第2期）「とても刺激的だった。多くのリーダーに受けてほしい」「集合研修以外の学びの機会があり充実していた」「個別のテーマについて任意で語り合うオ
フ会のようなものがあれば尚良い」「直接会って講座以外の話もしたかった」「濃密な6ヵ月で多くの気づきや人生を豊かにするエッセンスを得るとともに、自身
のフォームを意識できた」「今後も一緒に活動に参加したい」「興味あるテーマ毎に有志の分科会を企画することも一案」「よく考えられたプログラムでいろいろ
な学びや実践の工夫を愉しむことができた」「研修テーマに更なる改善の余地あり」「仲間と対話、読書会等交流の機会があればよかった」「自分の知らない認知
の世界や理論に触れられた貴重な機会、多様な価値観にも触れられた」「オンラインとリアルの利点/難点を体験」
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◆ 目標の達成状況
（第1期）受講者の42％が「十分/だいたい達成できた」、42％が「半分くらい達成できた」と回答。
（第2期）受講者の42％が「十分/だいたい達成できた」、42％が「半分くらい達成できた」と回答。
「感情のコントロールができ、職場の雰囲気が良くなった」「自分の目標を宣言し、実践状況を周囲に示すことで、共感やFBが得られた」「視野の広がりを指摘
された」「自分の活動のヒントになるフレームワークをメンバーから教えてもらった」「これまでの自分の取り組みの有効性が確信できた」「自分の今の視点と相
手が持つ可能性を伝えながらコーチングができた」「より深く自分を省察でき、ボラティリティに関しても客体視」「知識の質を意識。相互発達に繋がる業務上の
アイデアが生まれ、自分らしいリーダーシップを探求できた」「現場の問題に以前よりも効果的に関わることができた」
「一生涯かけて探求していく課題だから（達成はない）」「成人発達理論について何となく理解はできたが、どのように活用していくかが見いだせていない」

◆ VcoLを主体的に回すための内省力について
（第1期）受講者の50％が「だいたい身についた」50％が「少しは身についた」と回答。
（第2期）受講者の78％が「だいたい身についた」22％が「少しは身についた」と回答。

◆プログラム全般を通じての学び・変化
（第1期）「リーダーシップが向き不向きではなく、筋トレのように継続的な鍛練で向上可能という手応えを持てた」「上から言われたことに真面目に取り組むだけで
満足してはダメと気づいた」「具体的な経験や知識を線から面へと体系的に繋げること、その先に持論/自論や思想があるという加藤さんから教えていただいた筋道に
沿って成長していきたい」「落ち込むことがなくなり、前向きに取り組めるようになった」「少しづつで良いこと、物事を見る視点を変えること、失敗がなければ成
功はないことを学んだ」「大人になっても成長していけること、自らの悩みやモヤモヤを前向きに受容できるようになった」「他社のパワフルな女性達が悩みつつも、
働き、学び続けていることを知り、自分の先行きを前向きに捉えられるようになった」「誰かが自分の声に静かに耳を傾けていることの喜びを感じ、自ら発信するこ
とを展望できた」「いい子（ある種使い勝手のいい子）という殻から脱却できた」「自分の仕事や人生の意義を感じるようになった」・・・
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✓ 研修内容、コーチングについての満足度は高い。アセスメント結果や日々のリフレクション内容を踏まえた専門家による適切
な目標設定支援により、学ぶ目的が明確になり、研修や各種取り組みに受講生が主体的に取り組んだためと思われる。

✓ 個人や対話によるリフレクションについて、その有用性につきほぼ全員が自覚しているものの、習慣化・定着化までに至らな
いケースもあり、今後の課題。

✓ コミュニティで学ぶことの価値、そのための心理的安全性が大切であることも確認できた。
✓ オンラインとリアルの最適なミックスについて今後も模索していきたい。

✓ 多くの受講生が自分の悩みやモヤモヤを前向きに捉えることができるようになり、自分の考えやありのままの自分に向き合い、
そこから次のステップに向けて自信を持って進めることができるようになったことが伺える。

✓ 自分の囚われている殻を破り、勇気をもって職場等で発信/行動した事例がジャーナル等を通じて確認できている。
✓ 自分の今後の成長軌道をイメージでき、今後も学び続けようという意欲が高まっている。
✓ 生涯の学びに向かう姿勢や方法論についての認識が深まった。

◆プログラム全般を通じての学び・変化
（第2期）「リーダーの概念が変わった」「自分自身の価値観の源を考えることができた」「強み・弱みを見つめることや環境や心身を整える必要性も 認識」
「自他の発達段階を意識することで、多面的な判断が可能となり、意見の相違を乗り越える道筋を考えやすくなった」「マインドフルネス、仏性を磨く重要性
を認識」「日々、振り返る癖がついた」「FBを受け入れやすくなった」「自身を深めていくには、言語化というプロセスを踏んで、さらにそれを含んで超えて
いく中で、改めて感性に内面から寄り添うことが大切と学んだ」「個の学びには限界があり、仲間と分かち合いながら成長できる場の大切さを実感」「毎日の
実践が成長を促進することを実感」「音声教材からの知識や人材育成に対する意識の変容」「自分が変わっていくことに期待が持てたと同時に更なるトレーニ
ングを通じて言語化し持論を形成することが必要と感じた」「知識として学んだことを実践すること、いろいろな理論を実情にあわせて応用するスキル、小さ
な目標をたてて進んでいくことの重要性を体感」
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専門領域
知性発達学（成人発達理論＆発達測定）
略歴
知性発達学者。発達科学の最新の方法論によって、企業経営者、次世代リーダーの人財育成を支援する人財開発コンサルタント。
一橋大学商学部経営学科卒業後、デロイト・トーマツにて国際税務コンサルティングの仕事に従事。退職後、米国ジョン・エフ・ケネディ大学に
て発達心理学とインテグラル理論に関する修士号(MA. Psychology)、および発達測定の資格を取得。オランダのフローニンゲン大学にてタレン
トディベロップメントと創造性に関する修士号 (MSc. Psychology)、および実証的教育学に関する修士号を取得 (MSc. Evidence-Based 
Education)。人間発達と学習に関する研究の成果をもとに、人財開発コンサルタントとして大手企業の人財育成プロジェクトを支援するために
ラーニングセッションや成長支援コーチングを提供。また、知性発達科学の理論をもとにした能力測定のアセスメント開発にも従事。
出版書籍
・(2016年3月出版）『なぜ部下とうまくいかないのか：「自他変革」の発達心理学』（日本能率協会マネジメントセンター ）
・(2017年6月出版）『成人発達理論による能力の成長：ダイナミックスキル理論の実践的活用法』（日本能率協会マネジメントセンター
・(2019年1月出版）『リーダーシップに出会う瞬間：成人発達理論による自己成長のプロセス』（日本能率協会マネジメントセンター ）
・(2019年6月出版）『インテグラル理論：多様で複雑な世界を読み解く新次元の成長モデル』（日本能率協会マネジメントセンター ）
翻訳書（2015年1月出版）
・オットー・ラスキー著『心の隠された領域の測定：成人以降の心の発達理論と測定手法』（IDM出版）
活動実績
・麹町アカデミアでの発達理論ゼミナールの提供
・大手上場会社への発達理論ワークショップの実施
・大手上場会社への自己変革ツール「ITCマップ」作成ワークショップの実施
・大手上場会社への人財育成コンサルティングの実施
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◼ 京都大学法学部卒業、ハーバード・ビジネス・スクール経営学修士（1993年）

ハーバード・アドバンスト・リーダーシップ・イニシアティブ・フェロー（2018年）

◼ みずほグループに32年間勤務。銀行やグループ証券会社で、コーポレートファイナンス、売掛債権や住宅ローンを活
用したアセットファイナンス、M&Aアドバイザリー、中小企業向けの融資商品の企画・開発・推進、海外進出サポー
ト等、銀行の法人顧客に対する高度なコンサルティング・金融ソリューション提供業務を幅広く経験。国内営業店長、
本部組織の部長、同行初の女性執行役員として組織マネジメントを経験。

◼ 会社から与えられたミッションを広くとらえ、ソーシャルセクターとの連携による社会イノベーション創出を企図して
アショカ・フェローとの協働や日本初のソーシャル・インパクト・ボンド組成を結実させた。

◼ 女性活用のロールモデルとしてマスコミ等でのインタビュー、講演実績多数。

◼ 2018年ハーバード留学時代に、同教育大学院のロバート・キーガン教授やカート・フィッシャー教授の発達科学理論
に触れ、現在これらをベースにした人材育成プログラムの開発・普及に注力。

◼ 2020年8月現在、西武鉄道㈱、㈱プリンスホテル、㈱高島屋、㈱大創産業、㈱REAPRAの社外取締役及び特定非営利活
動法人日本ファンドレイジング協会理事、一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアティブ評議員等

◼ 記事リンク：

日経ビジネス https://business.nikkei.com/atcl/interview/15/230078/022800125/

朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/DA3S13642986.html

https://business.nikkei.com/atcl/interview/15/230078/022800125/
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ご質問やお申込みは下記までお願いいたします。

連絡先：有馬 充美

電話：090-1020-1124

e-mail : atsumi.arima2@gmail.com


