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どのようにしてグループをつくるか 

対象： グループの全員が理想的 

時間： 1 時間 

資源： 本シートと会議の場所 

なぜ、それを行うべきなのか？ 
私たちの経験では、多くのグループが同じ開発段階を経ており、あなたのグループも

同様にそうなる可能性が高いです。 グループがこれらの段階を事前に認識していると、

グループの変化に伴って何が起こっているのか、また緊張に対処する最善の方法を理解

するのに役立ちます。 

(In our experience many groups go through the same stages of development and it is very likely that 

your group will as well. It can really help your group to be aware of these stages beforehand so you 

understand what is happening as your group changes and how best to deal with any tensions.) 

 

どのように、それを行うのか？ 
これは実行するのがとても簡単な演習です。アクティビティを実行するのが楽しい人

と、各グループメンバーのためにこの情報シートのコピーが必要です。 アクティビティ

を実行する人は、事前に情報シートを読んで理解しておく必要があります。 

(This is a pretty simple exercise to run, you just need someone who is happy to run the activity and a 

copy of this infosheet for each group member. The person running the activity needs to have read and 

understood the infosheet beforehand.) 

 
1. まず、このドキュメントの次のページにある変更情報シートの各段階を 10 分間読んでもら

います。(Firstly give people 10 minutes to read through the stages of change infosheet you can find on 

the next pages of this document) 

 
2. 5 分間のディスカッションを行い、全員が理解できるように質問するようにします。(Then 

have a 5 minutes discussion to allow people to ask questions to ensure that everyone understands it) 

 
3. あなたのグループで何が起こっているかに最も関連すると感じるステージを 2 つ選びます。 

もしもすべてが重要だと感じたら、別の時間を設定してその他について話します。(Then 

choose two of the stages which feel most relevant to what is happening in your group. If all feel 

important, set another time to talk about the others.) 
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4. 選択した各ステージについて、次の質問について話し合います。（各ステージで 15 分）(For each 

stage you’ve chosen discuss the following questions: (15 minutes for each stage)) 

 
 この段階であなたのグループにとって何がうまくいっているのですか？(What’s going well 

in this stage for your group?) 

 
 難しいことは何ですか？(What is challenging?) 

 
 これが本当にうまくいくのに役立つ活動や議論は何ですか？(What activities or discussions 

could help this to go really well?) 

 
5. 最後に、現在のステージを支援するためにグループとして行う 1つまたは 2 つのアクティビ

ティに同意するために 15 分かかります。(At the end take 15 minutes to agree one or two activities 

that you will do as a group to help with the stages you are currently in.) 

 
グループの旅のさまざまな段階でこのアクティビティを繰り返してください。グルー

プに参加するときに新しい人と共有すると便利です。(You may want to repeat this activity at 

different stage of your group’s journey and it can be useful to share it with new people when they join 

your group.) 
 

また、情報シートのコピーを提供したり、新しい人がグループに参加したときにアク

ティビティを再実行したりすると便利です。(It is also useful to give a copy of the infosheet, or 

re-run the activity when new people get involved with your group.) 
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情報シート：グループの発展方法 
すべてのグループは、次の段階を経る傾向があります。 

(All groups tend to go through the following stages:) 
 

 結成期 (Forming) 

 
 混乱期(Storming) 

 
 確立期 (Norming) 

 
 実行期 (Performing) 

 
 服喪期 (Mourning) 

 
これらのすべての段階には、可能性と課題があります。 それらはほとんどのグループ

に共通していることを理解するのは良いことであり、あなたのグループがとにかく失敗

しているわけではありません。 実際、それはグループ開発の自然な部分であり、あなた

はそれらを積極的に進めることができます。 

(All of these stages have possibilities and challenges. It is good to understand that they are common to 

most groups and it isn't that your group is failing in anyway. In fact it is a natural part of group 

development and you can progress through them positively by:) 
 

 全員が協力できるように共有の目的を開発する (Developing shared aims that help you all pull 

together) 

 
 活動をうまく遂行する方法を考え出す(Working out how to carry out activities successfully) 

 
 互いに信頼関係を築く (Building trust with each other) 

 
 楽しい方法で効果的に協力するための最良の方法を開発する (Developing the best way to 

work together effectively in a way that is enjoyable) 

 
 課題を克服する最善の方法を理解する (Understanding how best to overcome challenges) 
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グループは、新しいタスクを引き受けたり、新しい人が参加したりすると、さまざま

な段階を行き来できます。 これらのステージには決まった順序はありません。一度に複

数のステージにいることに気付くかもしれません！ これらの段階を理解することは、グ

ループ生活を成功させるために必要な部分として、会議で混乱、動揺、破壊を感じるも

のを見るのに役立ちます。 

(Groups can move back and forth between different stages as you take on new tasks, or new people get 

involved. There is no set order to these stages, and you may find you are in more than one at once! 

Understanding these stages helps you to view what can feel confusing, upsetting or destructive in 

meetings as a necessary part of successful group life) 

 
これらのステージの一部を認識する前にグループに参加したことがある場合は、以下

にステージの詳細を示します。 

(The following outlines the stages in more detail, if you have been involved in groups before you may 

recognise some of these stages.) 
 

  ステージ１：結成期「私たちは皆、最高の行動をとっています！」 

形成段階では、他の人と一緒に新しいグループを形成します。 

(In the forming stage you come together with others to form a new group..) 
 

グループ生活には、考慮する必要がある 3 つの主要な領域があります。 

(There are three main areas of group life that need considering:) 
 

 グループの目的は何ですか、私たちはここで何をしますか？ (What’s the purpose of the group 

and what are we here to do?) 

 
 私たちはどのように連携しますか-どの構造が私たちの仕事に明確さと形を与えますか？ 

(How will we work together - what structures will give clarity and form to our work?) 

 
 誰がここにいますか-楽しみ、信頼、そしてお互いの大切さをどのように持つのでしょうか 

(Who’s here - how will we have fun, trust and care about each other?) 
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可能であれば、グループが適切な場所で開始できるように、開始したらすぐに各自に

注意を払ってください。 これを支援するには、健全なグループセクションの他のアクテ

ィビティを参照してください：http://transitionnetwork.org/do-transition/starting

-transition/7-essentialingredients/healthy-groups/ 

(If possible give each one some attention as soon as you begin as this can help your group start off in a 

good place. See the other activities in our healthy groups section to help with this here: 

http://transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essentialingredients/healthy-groups/

) 
 

当初、人々はグループの文化に自信がないことがあります。 

(At the start people can be unsure of the culture of the group so, often) 
 

 行動は、他の人に受け入れられたいという欲求によって駆動される可能性があるため、人々は

可能であれば同意する傾向があります (Behaviour may be driven by a desire to be accepted 

by the others so people tend to agree if possible) 

 
 グループメンバーはまったく独立して行動する場合があります (Group members may behave 

quite independently) 

 
 人々は、グループ編成、誰が何をするか、いつ会うかなどのルーチン（一連の決められた方法

や動作）で忙しいことに集中します。 (People focus on being busy with routines, such as group 

organization, who does what, when to meet each other, etc.) 

 
 個人が情報と印象を収集しています–お互いについて、タスクの範囲とそのアプローチ方法 

(Individuals are gathering information and impressions – about each other, the scope of the 

task and how to approach it) 

) 

私たちは皆ある程度このように振る舞い、とても自然に感じられるので、私たちはそ

れをしていることに気付かないこともよくあります。 

(We all behave like this to a degree and it can feel so natural that we often don't even realise we are 

doing it.) 
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このステージは快適に感じることができ、私たちのグループがどれほど素晴らしいか

についてとても前向きに感じています。 私たちは他のグループを見るかもしれませんが、

なぜ人々がグループに参加することを嘆いているのかは信じられません。 現実には、こ

の楽園が存在するのは、相違点や意見の相違がまだ見えていないからです。 

(This stage can feel comfortable and we feel very positive about how wonderful our group is. We may 

look at other groups and can't believe why people have ever moaned about being involved in groups as it 

all seems so easy. In reality, this paradise only exists because differences or disagreements are still out 

of sight..) 
 

グループが積極的にこのステージを通過するのに役立ついくつかのことを次に示しま

す。 

(Here are some things that help your group to go through this stage in a positive way.) 
 

 時間をかけて各人がここにいる理由を見つけ、全員のビジョンを含むグループの目的または目

標を作成します。これにより、すべての人が目的意識を共有できるようになります。 (Take time 

to find out why each person is here, and create group aims or objectives which include 

everyone’s vision, this helps you all to have a shared sense of purpose) 

 
 最初の紹介よりも深く知り合いましょう。 (Get to know each other more deeply than in the first 

introductions) 

 
 インナートランジションのエクササイズを使用して、人々が関心を持っているもの、ストレス下に

あるもの、グループが各人の貢献と成長を支援する方法を見つけます。 (Use Inner Transition 

exercises to find out what people care about, what they’re like under stress, how the group 

can help each person to contribute and grow) 

 
 グループと会議のために、グループがうまく機能するのに役立つ構造に同意します。 (Agree 

structures that help the group to work well, for your group and your meetings) 

 
 特に意思決定に関して、どのように連携したいかについてグループ契約を作成します。 

(Create group agreements about how you want to work together, particularly around decision 

making) 

 
 これらのことには時間がかかることを認識しておくことが重要です。そして、本当に早く物事を始

めなければならないというプレッシャーがあるかもしれません。 (It’s important to recognise 

that these things take time, and there may be a pressure to start doing stuff really quickly) 
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  一緒に仕事をするための明確な合意を作成する時間を与えるのと同様に、あなたは物

事を達成する感覚を得たり、一緒に仕事をする方法を考え出したりする、早期に達成

するための簡単なことをいくつか見つけることができますか？ (Can you find some simple 

things to do early on so you get the feeling of achieving things and figuring out how to work 

together, as well as giving time to creating clear agreements for how to work together?) 

 
形成段階でグループライフのすべての側面（私たちが行うこと、私たちの働き方、お

互いを知ること）に注意を払うことは、あなたのグループが後の段階に対処できるよう

にするための健全な基盤となります。 

(Giving attention in the forming stage to all the aspects of group life - what we do, how we work, and 

getting to know each other - creates a sound foundation for your group to be able deal with the later 

stages..) 

 
  ステージ２：混乱期「私たちは皆、何が起こるべきかについて異なる考

えを持っています」 

ストーミングの段階では、グループ内の人々がお互いに反対し、挑戦するのに十分な

信頼があります。 対立が嫌いな人にとっては、これは不快に感じるかもしれませんが、

それは人々がより正直になるために十分な安全性があるという良い兆候です。 この段階

は、グループの成長に必要ですが、多くの場合、人々はグループがバラバラになったよ

うに感じるためにグループが失敗します。 

(In the storming stage, there is enough trust for people in the group to disagree with and challenge each 

other. For people who don’t like conflict this can feel uncomfortable, but it’s a good sign that there’s 

enough safety for people to be more honest. This stage is necessary to the growth of your group, but is 

often where groups fail as people feel like the group is falling apart, where in fact it is working out how 

operate..) 

 
ストームステージには、多くの場合、次の機能があります。 

(The storming stage can often have the following features.) 
 

 緊張、闘争、時には議論が起こります。 (Tension, struggle and sometimes arguments occur) 

 
 責任またはリーダーシップの役割を引き受けた人々は挑戦を受けています。 (People who have 

taken on responsibility or leadership roles are challenged) 

 
 さまざまなアイデアが検討のために競います。 (Different ideas compete for consideration) 

 



活動（Activity） 

8 / 16 

 
 対立が嫌いなグループのメンバーにとっては、異議を唱えたり、不快になったり、動揺したりす

ることがあります。 (It can be contentious, uncomfortable and upsetting to members of the 

group who don’t like conflict) 

 
この段階はうまく処理されると、グループがお互いにはるかに高いレベルの自信と信

頼を築くのに役立ちます。 嵐を一緒に乗り切ることは、回復力を生み出します。それは、

私たちが挑戦に応えて一緒にいることができるということです。 

(Handled well, this stage can help your group to develop a much greater level of self confidence and 

trust in each other. Weathering the storm together creates a sense of resilience - that we can meet 

challenges and stay together) 

 
以下のツールとプラクティスは、あなたのグループがこの段階を成功裏に進めるのに

本当に役立ちます。優れたファシリテーターがいて、グループがこれらの事柄が重要で

ある理由に同意し理解しているなら、それは本当に役立ちます。 

(The following tools and practices can really help your group to get through this stage successfully, it 

really helps if you have a good facilitator and that the group agrees and understands why these things 

are important) 

 
 各人が中断されることなく意見や意見を共有できる雰囲気を作ります。 (Create an atmosphere 

where each person can share their opinions and views without being interrupted) 

 
 議論が少数の人々の間で議論にならないように、問題について意見を聞いてグループ全体を

回るのを助けることができます。 (It can help to go round the whole group hearing views about 

an issue so the discussion doesn’t become an argument between a few people) 

 
 議論を促進する人は、意見の相違がある問題に関しては中立である必要があります-彼らが味

方するなら、それは炎にガソリンを注ぐようなものです！ (The person facilitating the 

discussion needs to be neutral in relation to any issues where there’s a disagreement - if they 

take a side it’s like pouring petrol on the flames!) 

 
 物事が本当に行き詰まっているか充電されていると感じている場合は、熟練したファシリテータ

ーを連れて来たいと思うでしょう。 (You may want to bring in a skilled facilitator if things are 

feeling really stuck or charged) 
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 不一致が何であるかについて共通の理解を得ることができるかどうかを確認します。単純に整

理することができる場所に、まだ構造はないかもしれません（たとえば、決定方法や議題の決

定方法など）、または より個人的で有償かもしれません。 (See if you can come to a shared 

understanding of what the disagreement is about, it may be that there are structures not yet in 

place which can simply be sorted out (for example, how decisions, or how the agenda is 

decided), or it may be more personal and charged) 

※ It may be that 〜：〜かもしれない 
 

 コミュニケーション方法に注意を払い、さまざまな人がさまざまな方法で自分を表現し、コミュニ

ケーションを遅くし、言われたことを繰り返してグループ全体が各声明を正確に聞くことを確認

します。私たちが聞いたと思うのは驚くべきことですが、 聞いていません！ (Pay attention to 

how you are communicating, different people express themselves in different ways, slow down 

the communication, even repeating back what’s been said to make sure the whole group hears 

each statement accurately, it’s surprising how much we think we’ve heard, but haven’t!) 

 
 お互いに辛抱強くなりましょう。 (Be patient with each other) 

 
 共有された目的とそれがあなたにとって何を意味するのかを繰り返してください-これはグルー

プが団結するべき場所です。 (Keep coming back to your shared purpose and what it means to 

you - this where the group should have unity) 

 
 解決できない目的について意見の相違がある場合は、一部の人がグループを離れる必要があ

る可能性があります。これは多くの場合、ストームの段階で発生し、問題ありません。 (If you 

are in a disagreement about purpose that cannot be resolved it may be that some need to leave 

the group, this often happens in the storming stage, and is OK) 

 
これは、人々がお互いを知り、信頼のレベルを確立できるように、グループビルディ

ングに焦点を合わせる絶好の機会です。 理想的には、グループは、共通の目的とは何か、

独立して一緒に機能する方法、責任、説明責任またはリーダーシップがどのように機能

するかなどの問題に対処します。 これにより、グループメンバーは、「私」の問題を超

えて、標準化段階で取り組む「私たち」の問題に移行することができます。 フォーミン

グの段階で適切な基盤を設定している場合、これはすべて簡単です。 

(This is an excellent time to focus on group building to ensure that people can get to know one another 

and build the level of trust. Ideally the group addresses issues such as what their shared purpose is, how 

they will function independently and together, and how responsibility, accountability or leadership will 

work. This can make it possible for group members to move beyond the "I" issues to the "we" issues 

that will be worked on in the norming stage. This is all easier to do if you have setup a good foundation 

in the forming stage.) 
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  ステージ３：確立期「一緒に働く方法を考えます」 

ストームステージから抜け出すと、これがノーミングステージの始まりであり、グル

ープが将来どのように活動するかを形作ります。 

(As you come out of the storming stage this is where the norming stage begins shape how your group 

will operate into the future.) 

 

グループは、目標とその実現方法を明確にします。 構造、役割、議題、決定、議長な

どの会議の手順について、新しい決定が行われる場合があります。 共同作業の方法、行

動規範の開発、またはグループ生活のさまざまな側面のバランスをとる方法について、

新しい合意があるかもしれません。 これは形成段階に似ているように聞こえるかもしれ

ませんが、決定的な違いは、人間関係がそのレベルまで発展したため、人々は正直に自

分自身を表現できるようになったことです。 

(The group gets clear on its goals and how to make them happen. There may be new decisions made 

about structures - roles, procedures for meetings like agendas, decisions and chairing. There may be 

new agreements about how to work together, developing the code of conduct or how to balance the 

different aspects of group life. This may sound similar to the forming stage, but the crucial difference is 

that people now feel able to express themselves honestly, as relationships have developed to that level.) 

 

トレーニングを一緒に行うと、会議の運営方法に関するワークショップや、「再接続す

る仕事」イベントのように一緒に深める場所になります。 これは、グループが共通の理

解に到達し、より深く結びつくのに役立ちます。 

(It can really help to do some training together - a workshop on how to run meetings, or something 

where you deepen together such as a Work that Reconnects event. This helps the group to come to 

shared understandings, and to bond more deeply.) 

 

一部の人々は、グループを機能させるために自分の考えを放棄し、他の人に同意する

必要があるかもしれません。一部の人々はグループを去ったかもしれません。 この段階

では、すべてのグループメンバーが、グループの目標の成功のために働く責任とコミッ

トメントを共有する方向に進みます。 

(Some people may have to give up their own ideas and agree with others to make the group function, 

some people may have left the group. In this stage, all group members move towards sharing the 

responsibility and commitment to work for the success of the group's goals.) 
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ノーミングステージがうまくいくのに何が役立ちますか？ 

(What helps the norming stage to go well?) 

 
 グループは、ここで何をするか、その共通の目的について明確になります.。 (The group 

becomes clearer about what it’s here to do - its shared purpose) 

 
 グループに敬意と楽しい気持ちをもたらすために協力する方法の原則について、より多くの決

定があります。 (There are more decisions about principles of how to work together to make a 

respectful and enjoyable feeling to the group) 

 
 一部の人々は、グループが下している新しい決定を受け入れることができない場合、去ること

があります.。 (Some people may leave if they can’t accept the new decisions the group is 

making) 

 
 彼らの貢献を称え、彼らが本当に他のどこかで本当に気にかけていることを成し遂げることを

彼らに望みます.。 (Find a way to honour their contribution and wish them well to achieve what 

they really care about somewhere else) 

 
 グループが一緒になって、エキサイティングなものに属し、可能性があるという感覚があります。 

(There’s a feeling of the group coming together, of belonging to something exciting and with 

possibilities) 

※ belong with〜：〜と一緒にいる 
 
ノーミングとストーミングの警告！(Norming and storming warning!.) 

これらはしばしば一緒に起こります-紛争が発生すると、誰もが一緒に暮らせる新しい

合意が見つかります。 そして、合意が生まれると、人々は何か違うものが欲しいと思う

ようになります。 平和な場所に着いたら、さらに対立が起こると不安になります。 通

常、これは共同作業に落ち着くグループの通常の部分です。 重要なことは、グループ内

のできるだけ多くの人々に受け入れられる積極的な方法でこの対立を解決する方法に焦

点を当てることです。 

(These often happen together - as conflict comes up, new agreements are found that everyone can live 

with. And as agreements emerge, people find they want something different. It can feel disturbing if you 

get to somewhere peaceful and then there’s more conflict. Usually this is a normal part of a group 

settling into working together. The key thing is to focus on how to resolve this conflict in a positive way 

that is acceptable to as many people in your group as possible.) 
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  ステージ４：実行期「私たちは効果的で、物事を簡単に成し遂げます！」 

優れたスキル、コミットメント、忍耐力、そしておそらく運があれば、グループはパ

フォーマンスのステージに到達します。 

(With good skills, commitment, tolerance and probably some luck, groups go on to reach the performing 

stage where they) 

 
 能力と意欲があり、各自がそれぞれの役割と仕事を理解しています.。 (Are competent and 

motivated, with each person understanding their role and task) 

 
 良好なコミュニケーションとコラボレーションの理解を備えたユニットとして機能できます.。 (Can 

function as a unit with good communication and understanding of collaboration ) 

 
 グループとして決定を下し、人々の責任を説明します.。 (Make decisions as a group and hold 

people accountable for their responsibilities) 

 
 グループ生活の健全な部分として建設的な方法で相違点や意見の相違を含めます。 (Include 

differences and disagreements in a constructive way as a healthy part of group life) 

 
 一緒に成果を祝い、一人一人の貢献を大切にします.。 (Celebrate their achievements together 

and value the contribution of each person) 

 
 グループの長期的な目的に注意を払い、活動と達成の時間の間、および熟考と開発の時間の

間を移動します.。 (Pay attention to the longer term aims of the group, moving between times 

of activity and accomplishment, and times of reflection and development) 

 
ステージを繰り返す(Repeating the stages) 

ほとんどのグループは、新しいタスクや課題が発生するたびに何度も段階を経ます。 

(Most groups will go through the stages many time times as new tasks and challenges come up. For 

example) 

 
 新しいメンバーが参加すると、以前に行った貴重な仕事を失うことなく、誰が参加したかを示す

新しいフォーミングステージ（結成期）があります.。 (When new members join there will be a 

new forming stage to include the views of who’s joined without losing the valuable work which 

has gone before) 
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 グループの能力と自信が高まるにつれて、おそらくもっと野心的なタスクを引き受けたいと思う

でしょう。これに満足する人もいれば、古い方法を好む人もいるでしょう。 (As the group grows 

more competent and confident it will probably want to take on more ambitious tasks - some 

may be happy with this, and others may prefer the old way) 

 
 新しいグループを作成するなど、全員が必要なものを取得する方法はありますか？ (Is there a 

way for everyone to get what they need - including by creating a new group?) 

 
 グループは元の目的を超えて成長する可能性があり、その構造を進化させる必要があります。 

(The group may grow beyond its original purpose, and need to evolve its structure) 

 

トランジションでは、通常、開始グループは終了し、コアグループに引き継がれます

（同じ人が多く継続した場合でも）。 

(In Transition the Initiating group usually comes to an end and hands over to a Core group (even if many 

of the same people continue) 

) 

  ステージ５：服喪期「私たちは終了することが幸せまたは悲しいです」 

誰かがグループを去ると、古い構造が終わり、新しい何かが始まります。 そして、あ

る時点で、グループ全体が作業が完了したと判断する場合があります。 これらのエンデ

ィングにマークを付けて、各人の仕事が評価されているという感覚を作り出すのは良い

ことです。 

(Whenever someone leaves the group, and old structure ends and something new begins. And at some 

point the whole group may decide its work is done. It’s good to mark these endings, to create a sense of 

each person’s work being valued.) 

 

このステージがうまくいくのに役立つこと 

(What helps this stage to go well) 

 
 離れる 1 人以上の人のために-会議に時間をかけて、グループに何をもたらしたかを思い出し

て感謝します。 お祝い、プレゼント、またはカードを贈ります.。 (For one or more people 

leaving - take time at a meeting to remember and appreciate what they’ve brought to the 

group. Make it a celebration, give a gift, or a card) 
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 グループ全体が終了する場合-写真、イベントと人々の共有タイムライン、共有のストー

リーテリングまたはその他のお祝いで、すべてのグループが行ったお祝いイベントを共

有します.。 (If the whole group is ending - have a shared event to celebrate all the group has 

done, with photos, a shared timeline of events and people, a shared story-telling or some other 

celebration) 

 
 各人がグループの一員になった経験について話すスペースを確保します。これには、結末につ

いての悲しみ、人生で重要な何かの喪失が含まれる場合があります.。 (Have space for each 

person to talk about their experience of being part of the group, this may include sadness about 

the ending, a loss of something important in their lives) 

 
 困難な時期とそれらがどのように処理されたかを認識してください。 彼らは個人やグループの

成長をどのように助けましたか？ (Acknowledge the difficult times and how they were handled. 

How did they help individuals and the group to grow?) 

 
 このグループが終了した後も前進するグループの活動の結果として、どのような新しい種また

はプロジェクトが出現しているかを認識します (Recognise what new seeds or projects are 

emerging as a result of the group's activities that will go forward even as this group comes to 

an end) 

 
 グループに資産または知識がある場合、グループの目的を尊重してそれらを渡す方法を見つ

けます。 (If the group has assets or knowledge find a way to pass them on which honours the 

group’s purpose) 

 

一緒に良い結末を作ることは、すべてのメンバーが温かい思い出、つながりの感覚を

取り去り、価値があり、完全であると感じるのを助けます。 

(Making a good ending together helps all the members to take away warm memories, a sense of 

connection, and feel valued and complete.) 
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より多くの支援 

(More support) 

 

健全なグループの開発に関する詳細なサポートおよび情報については、http：//transiti

onnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essential-ingredients/ Healthy-groups /

をご覧ください。 

(For more support and information on developing healthy groups go here: http://transitionnetwor

k.org/do-transition/starting-transition/7-essential-ingredients/ healthy-groups/) 

 

トランジション（移行）の 7 つの重要な要素をここでチェックしてください：http://tr

ansitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essential-ingredients/ 

(Check out the 7 essential ingredients of Transition here: http://transitionnetwork.org/do-transiti

on/starting-transition/7-essential-ingredients/) 

 

このドキュメントは http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/で公開されていま

す。 

(This document is released under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) 
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