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1. 人材育成におけるリフレクション
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リフレクションとは
「過ぎ去ったことに光を当て、振り返り、心に描かれた
ことを呼び戻し、注意深く考え、それを表出する －
意図的で実践的な振り返りの思考プロセス」

「仕事の経験から学びを見出すために、自分がとった
行動に対しての「考え方」や「価値観」に焦点を当て
て、自分の経験を客観的に振り返る思考の仕方」



「70：20：10の法則」
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松尾睦：職場が生きる人が育つ「経験学修」入門,ダイヤモンド社、2011

組織での大人の学び

仕事の経験

他者の観察や
アドバイス

研修や読書



アリストテレス，ソクラテス，

プラトン

デューイ(1933)

バルマン，ジョーンズ（1995－）

ショーン, ベナー(1983, 1987)

ドライファス
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リフレクションの起源と発展

コルブ(1984)

ギブズ（1988）

ナイチンゲール(1820-1910）

経験の質

専門家の
実践知

・論理性、合理性
・道徳、倫理

“Observation tells us the fact, reflection
the meaning of the fact. Reflection needs
training as much as observation”
(Baly, M.(Ed.)：As Miss Nightingale said,p.91,Scutani Press, 1991) 



１）ジョン・デューイの経験的認識論

２）ドナルド・ショーンの反省的（省察的）実践家

（１）Reflection-in-Action

（行為の中でのリフレクション）

（２）Reflection-on- Action

(行為についてのリフレクション）
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2.リフレクションの理論的背景



１）ジョン・デューイ
の経験的認識論

直接的経験：感覚的接触で

あり、言葉で説明するのは難し

いけれども、何か気になる・心が

揺り動かされる事

リフレクティブな経験：言葉

で説明し理解できる.気になっ

た事象を、観察と知識をつなぎ、

それが何を意味するのかを判断

し、学問的に意味づけてゆく
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２）ドナルド・ショーン
の反省的実践家

“実践現場の複雑性・不
確実性”
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Hard high groud

(硬い高地）

Swampy lowlands

(低湿地）
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硬い高地 と 低湿地

• Evidence Based 

Practice

• Research base

• Generalisations

• Certainty

• Rule based

• Context free

• Patients’/learners’ 

values 

• Clinical judgement

• Particularity

• Uncertainty

• Craft knowledge

• Context

個々の状況にもっと目を向
けなければならない

→ 一般化した概念とは
そぐわないかもしれない

実践はあまりにも複雑ものであ
るため、人はつい理論化をしす
ぎてしまう。理論化されたものに
頼ってしまい、実践から得られる
理解や知識を活用しないという
ことになると、私たちが達成した
い目的にとって理論がかえって
邪魔になってしまうこともある。



（１）Reflection-in-Action

(行為に中のリフレクション）

行動を妨げることなく同時進行で試行する。

行動しながら思考を再構築する☞熟練・

熟達した実践家の特徴で概念化が困難

（２） Reflection-on-Action

(行為についてのリフレクション）

行動によって、「ある知」がどのように予期せ

ぬ結果を引き起こしたかを知るために、行

動を振り返る。その振り返りは、事実が起

こったのち、静けさの中で、あるいは行動の

真っただ中で立ち止まって行う。
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２）ドナルド・ショーン
の反省的実践家

“How practitioners 
think in Action”
振り返りの構造を分析
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行為の中での
リフレクション

行為についての
リフレクション

持論を問い直す

仕事の意味や背景
ついて疑問を持ち、
自分の頭でよく考え
ながら仕事をする

仕事の後で、自分の
行為のどこが良かっ
た・悪かったかについ
て深く振り返り、次に
つなげる

リフレクティブな実践のありかた＝進行形で振り返る



3. リフレクションの学修モデルと手法

J.デューイ(1938) (経験と教育）

☟

D.コルブ(1984) (経験学習モデル）

☟

Gibbs (1988) (リフレクティブ学習サイクル）

updated by Bulman (2013)
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3.リフレクションの学修モデルと手法
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具体的経験

省察的観察

抽象的概念化

新しい状況

に適用

経験の描写

経験の
批判的分析

経験の
一次評価

経験からの
学び

アクション
プラン

感情の
表出

経験

省察行動



リフレクション

対話 と 記述

話すこと（他者との対話による

リフレクション）はより簡単で受

け入れやすくなるが、書くことは

より深いレベルのリフレクションに

つながる
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感情

評価・推論分析

総合・推

論

記述・

描写

アクションプラン

振り返りたい場面について具体的に記述
する。その状況の中であなたは何をどの
ように(事実)行ったのか、５W１Hをふまえ
て詳細に記述する。

その状況の中で抱いた
感情、どんな気持ち・
思いになったか？

あなたの行為は何がよく
て、何に問題があったと
考えるか？

その行為について振り返って、
自分自身に気づいたことや
どんな知識の適用をしたのか、
看護実践について新たな発見
や得られた知識は何か？

その場面を総合的に考え、
他にできることはなかったか。
その場面に必要な知識や
スキルについて考えてみる。

次に同じような状況に
出会った時、
どんな行動をとるか、
どんな看護を提供するか？

ジャーナル記述の活用

図３．記述によるリフレクションの学修のポイント(p.13)
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リフレクションを促すコメント（発問）

１ 直接的経験の描写（話す・書く） ４ 分析
・あなたはどこにいたのか？
・そこにはほかにだれがいたか？
・なぜあなたはそこにいたのか？
・あなたは何をしていたのか？
・ほかの人は何をしていたか？
・その状況はどんなだったか？
・何が起こったのか？
・そのことにあなたはどの程度関与していたのか？
・他の人の関与はどうか？
・その結果どうなったのか？

・何がうまくいったのか？
・私が行ったことでよかったのは何か？
・他の人が行ったことでよかったのは何か？
・何がうまくいかなかったのか、あるいは、私が思っていたようにい
かなかったことは何か？
・私自身（価値、信念など）はこのことにどう影響したのか？
・他の人（価値、信念）はこのことにどう影響したのか？
・なぜこのようなことが起こったのか？

２ 感情 ５ 総合（学び）・結論
・そのことが生じたとき、まずどう思ったか？
・あなたはその時何を考えたか？
・そのことが生じたことに対して何を考えたか？
・それからあなたの感情はどうなったか？
・他の人の言動はあなたにどんな影響を与えたか？
・それはあなたの感情にどう影響したか？
・そのことの結果についてあなたはどう思ったか？
・そのことについて今どう思うか？
・そのことが生じた最初から最後までを通してあなたが感じたり思った
りしたことを箇条書き(リスト)にしなさい。
・これらのリストの中で、あなたにとって最も重要なのはどれか。

・私は他になにを、どのようにできただろうか？（選択肢の検
討）

３ 評価（判断） ６ 行動計画
・それはあなたにとって良い経験だったか？
・それはあなたにとって良くない、あるいはうまくいかなかった経験だった
のか？

・私は次にこういった状況の時どうするか？それまでにどんな学習
をするか？

【わかったことを総合する】
・探求をとおして自分自身に何ができたのか？
・自己のどのような成長につながったのか？
・他者の行動にどのような影響を与えたのか？

【未来を構想する】
・再び同じような状況になったとき、自分はどう
するか？

リフレクションを促すコメント（発問）

図4．リフレクションを促す発問の例 (p.13)
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フィードバックのポイント
フィードバックは、事実を事実として相手に伝えるもので、客観的な評価や

忠告ではない！

・相手をコントロールするために行わない：フィードバックは、相手を自分の思
いどおりに操作するために行うものではない

・相手を攻撃するために行わないこと
・具体的であること
・必要性が感じられること
・相手の人格や性格ではなく、言動・行動について事実を述べること
・自分の責任で行うこと：「他の人が言っていた」「みんなそう思っている」

など、責任のはっきりしない立場から行わないこと

・必ず「私は〜〜」の一人称で行う

・適切なタイミングであること
・伝わっているかどうかの確認をすること

図５．リフレクションを促進するフィードバック (p.14)
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4.リフレクティブな思考に必須のスキル

リフレクションのスキルを向上する

！！仕事に対する姿勢や構え(関心・専心）！！

 Self-Awareness 自己気づき

 Description 描写・表現

 Critical Analysis 批判的分析

 Synthesis 総合

 Evaluation and Judgement 評価・判断
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・「リフレクションは、自身の実践を検討するために他者
にオープンにすることが必要で、それは勇気、オープンマ
インドであることであり、批判に対して対応しようと心か
ら思うことが求められる」（Dewey 1933).

・リフレクションは、優れたファシリテーションの恩恵を受
ける (Johns 2004, Harrison et al. 2007). 

・ファシリテーションには、スキル、エネルギー、コミットメン
ト、感度、相互尊重が必要 (Bulman et al. 
2013). 

・他の人との対話が必要。さもないと、省察が批判的
でない自己肯定（ただの反省）に陥る可能性がある
(Bulman and Schutz 2013).  
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経験の描写

経験の
批判的分析

経験の
一次評価

経験からの
学び

アクション
プラン

感情の
表出

何が起こったのか？

他の選択肢は？

何を感じて
どう反応したか？

そうしたことは良
かったか、そうで
なかったか？

この経験から何
を学んだか？

私は何に取り組まな
ければならないだろ
う？どのようにそれ
にとりくむのか？

図２．ギブズのリフレクション学習サイクル p.12



その経験の何がよくて何がよくなかったのか？

最初の感情と反応を評価することは、それが肯定的あるいは否
定的であれ、その経験について本当にあなたが気にかかった
ことの本質を特定するのに役立つ。
その後、重要な分析のために重要な問題を特定して対処で
きる。

注意：リフレクションする経験（事象）はフォーカスすることが
重要。 1つまたは2つの事象のみを選択してください。 多くの事
象の「表面をざっと見る」のではなく、綿密なクリティカル分析をし
ていくことに向かいます。
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クリティカル・ビーイング
(Critical Being)
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クリティカル

セルフ

(対象：自分自

身)

クリティカル

アクション

(対象：世界)

クリティカル

シンキング

(対象：知識)



・新しい知識と以前の知識の統合

・新しい理解を得る
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総合とは何ですか？
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発達的
挑戦

不慣れな仕事

変化の創出

高いレベルの責任

境界を越えて働く経験

成長・能力向上

発達的挑戦の特徴
これらに関連した
仕事経験を

リフレクションする



５．組織の中でのリフレクションを支援する
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PDCA
（OJT）と

経験学習

目標設

定・計画

取り組

む・実行

結果を

評価

教訓・次

につなぐ

ステップ１．
事実の確認

ステップ２．
共感と

コーチング

ステップ３．
分析・改善

職場風土の影響大



６．リフレクション
導入の効用

個人レベル(自己成長)

仕事に対するモチベーション向上

物事の考え方や仕事に対する意識の向上

チーム・組織レベル

リフレクションにより、自ら自己の行動を振り返り、

考え方が変化し、行動も変化する

新たな気づきや改善が行われることでチーム全

体が活性化する

客観的な思考が身につきやすく冷静に全体を俯

瞰する、リーダーシップ能力が高まる

チームリーダーのリフレクションはマネジメントが変

化し、仕事の改善が進み、全体の生産性が上

がる
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リフレクションのすすめ
ちょっと立ち止まって考えてみよう：時間と場
リフレクションに付き合ってくれる相手を探そう

ご清聴ありがとうございました

まとめ


