Guiding Principles of SoL
SoL コミュニティの理念

Drive to Learn - All human beings are born with an innate, lifelong desire and ability to
learn, which should be enhanced by all organizations.
学習を志向する： すべての人は、生来、生涯を通じて学ぶ意志と能力を備えているのであ
り、すべての組織はその向上に寄与すべきである。
Learning is Social - People learn best from and with one another, and participation in
learning communities is vital to their effectiveness, well-being and happiness in any
work setting.
社会的に学ぶ： 人は、他者と学びあうときに、もっとも効果的に学ぶ。よって、いかなる
職場においても、学習コミュニティへの参加は、その効果、福利、幸福にきわめて重要で
ある。
Learning Communities - The capacities and accomplishments of organizations are
inseparable from, and dependent on, the capacities of the learning communities which
they foster.
学習コミュニティをはぐくむ： 組織ができることと遂行できることは、その組織のはぐく
む学習コミュニティの能力とは切り離せず、むしろ、それ次第である。
Aligning with Nature - It is essential that organizations evolve to be in greater harmony
with human nature and with the natural world.
自然の摂理に従う： 組織は、人の自然なあり方および自然界とのよりよい調和を図るため
に進化しなければならない。
Core Learning Capabilities - Organizations must develop individual and collective
capabilities to understand complex, interdependent issues; engage in reflective,
generative conversation; and nurture personal and shared aspirations.
核となる学習能力を磨く：組織は、個人及び集合体としての、
１）相互に絡み合う複雑な問題構造を理解する能力、
２）省察的、共創的なコミュニケーション能力、
３）個人及び組織で共有する志をはぐくむ能力を開発しなくてはならない。
Cross-Organizational Collaboration - Learning communities that connect multiple
organizations can significantly enhance their capacity for profound individual and
organizational change.
組織間で協働する： 数多くの組織をつなぐ学習コミュニティは、個人及び組織の深遠な変
化を創る能力を飛躍的に高める。

Ideals of the SoL Community - Our Commitments to Each Other
SoL コミュニティの行動指針

Subsidiarity - Make no decision and perform no function at a higher or more central
level than can be accomplished at a more local level.
補完原則： ローカルに行えることはすべてローカルのレベルで決定、実行し、中央・上位
のレベルでは補完的な役割のみを果たすこと。
Inclusiveness - Conduct all deliberations and make all decisions by bodies and methods
which reasonably represent all relevant and affected parties.
包含性： すべての討議と決定は、その影響を受けるすべての関係者を代表する人たちによ
り、適切に意見を反映できる方法で行うこと。
Shared Responsibility - Advance the Purpose in accordance with these Principles in
ways which enhance the capacity of the community as a whole, as well as that of each
member.
共有責任：学習コミュニティの個々のメンバー及びコミュニティ総体としての能力を高め、
行動原理と行動指針に沿って、目的の達成に努めること。
Openness - Transcend institutional and intellectual boundaries and roles that limit or
diminish learning.
開放性： 学習を阻害し、限定するような組織間、学際間の壁や立場の壁を超え、オープン
でいること。
Adaptive Governance - Continually conceive, implement, and practice governance
concepts and processes which encourage adaptability, diversity, flexibility, and
innovation.
適応的な自治： 適応性、多様性、柔軟性とイノベーションを推進するべく、ガバナンスと
そのプロセスを絶えず考え、実行、実践すること。
Intellectual Output - Use research generated by the community in ways that most
benefit society.
知の成果： コミュニティで生まれた研究成果は、社会にとってもっとも役立つ形で利用す
ること。
Acknowledgment - Openly and fairly acknowledge intellectual contributions to
Concepts, Theories, and Practices, both from within and from outside the community.
認知： 概念、理論、実践に関する知的な貢献は、コミュニティの内外かにかかわらず、オ
ープンかつ公正に認めること。
Participation & Quality - Contribute to and/or participate in research, capacity building,
and practice, striving for the highest standards of quality.
参画と質： 研究、能力開発、実践に貢献もしくは参加し、常に最高レベルの質を目指すこ
と。

