َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගُك
ણ৷भञीभুਬऌ
 ৫भ৽༬

َ่؝ڭ૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُभ৫भూବ
ك৲घॊୢ৬षभৌૢعථैखधୢ੍॑इॊ่૧३५ॸभଡണषع
 ফपऐथ਼ੀपभऩः؞தৈೡ؞ଈভ॑ಶइॊমदमؚୢ৬भ
৲पൣःؚථैखधୢ੍॑इॊ่૧३५ॸभଡണऋीैोथःऽघ॔ॣ؛भਭऐুभථ
ैखधୢ੍॑इॊञीपमؚႈ୰भඪृඪ৲ଆऊैਙ؞ཿਙ؞୧ുपඹॊघस
थभ೨మदؚજो৯भऩः่૧३५ॸऋਂ૭ಳदघ؛जभৰਠपमؚ੦ೕधऩॊ่૧ৰ
ᄷચৡभਘ৲ृؚ௮ऎৃ؞௮ऌ্भ৲भ৶ੰधਤऋਏधऩॉऽघ؛
كఏ৲औोञఏपेॊ่૧ৰᄷચৡभ৳षع৸বभ่૧పपঽਦ॑عآ
ୢ৬भ৲ध௮ऎৃ؞௮ऌ্भ৲पൣःॅैँؚॊਝृৃदણ૭ચऩ่૧పऋ
ਏधऔोथःऽघ؛ਠؚ่૧పभચৡृय़কজ॔॑৫घॊఏधखथؚॡজॽढ़ঝছॲृش
य़কজ॔ছॲ॑شোखथःॊਝमऎँॉऽघऋؚছॲشभઍृঞঋঝभ੦मਝओधप
౮ऩॉऽघ؛ऽञ્ؚपর৵ૠெ୰ृৈೡஂ૧ਝؚ௰ਖ่૧५ॸش३ঙথಉदमઇपॎ
ॊয౫भન৳ऋदँॉؚઇ੍ର৬भਘ৲॑ਏधखथःॊਝुऎँॉऽघ؛जभञीؚ
رभ่૧పऋਚരघॊਝभपधनऽैङؚ৸বঞঋঝदણ৷૭ચऩఏ॑৷ःञ่૧ৰᄷચ
ৡभਛऋਂ૭ಳधऩॉऽघق ؛ك
৸বఏभఏद่૧పभৰᄷચৡ॑௴प௬दऌॊऒधदॅैँؚॊਝृৃद่૧ৰᄷ
ચৡ॑มदऌॊऒधऋ৳औोॊेअपऩॉऽघ่؛૧పযृਝभ่૧ৰᄷચৡऋిજप
௴ଳदऌॊऒधमؚবড়षभ৸؞ੱऩୢषुलणऌऽघ؛
ऽञؚఏऩ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲشऋदऌॊऒधदؚ௧่૧పृੳ่૧ప્؞ষನ
ଢ଼ఊఊവ่૧ప؞ੳ่૧ଵ৶؞ৗয่૧ప॑அीथؚ৸বঞঋঝदभ่૧పभಲਢઇभலੌ
ाऋ৬௺৲औोॊऒधपुणऩऋॉऽघ؛

  ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲشभలਟऩ্ਙभॖওش४

1

َ่؝ڮ૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُ৫भ৯
 ৫भ৯
 َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
قਰৣؚমॡজढ़ঝছॲشधറघُكमؚप
ਰৣभ  ਡ॑৯प৫खथःऽघ؛
่؞૧ৰᄷभৃृ่૧పभూବपঢ়ॎैङؚघसथभ่૧పपુৢघॊ่૧ৰᄷચৡभఏभ৫
ध੍ର
่؞૧ৰᄷચৡभిજऩ௬पेॊ૿৳उेल৳
؞೩ृਹ৷ಉषभ৸दੱऩ่૧ॣ॔भ
जखथؚలਟपम৸বऩఏছॲشपेॊ่૧ৰᄷચৡभ૿৳उेल৳ॅैँؚॊৃद௮
ऎ่૧పभચৡ௬षभણ৷ؚছॲشपૢगञ૽સृిજऩ૪षभણ৷ಉपलणऎऒध॑बै
ःधखथःऽघ؛

 َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගُكभਜ਼઼तऐ
كڭقय़কজ॔ছॲشधॡজॽढ़ঝছॲشभୀः
  ॡজॽढ़ঝছॲشम่૧పभચৡ৫؞௬भ३५ॸभ  णदघ؛
َॡজॽढ़ঝُम่૧ৰ
ᄷؚ॑
َছॲُشममखओ॑ਔखؚ่૧పभ่૧ৰᄷચৡ॑మपखथःऽघ؛మपउ
ःथୄऔोॊચৡ॑ંखؚง২पेढथ่૧పभચৡऋંऔोॊ३५ॸदघ؛ॡজॽढ़ঝ
ছॲشभણ৷पेॉؚ่૧పमચৡమ॑નੳखऩऋैঽഞଢ⃒଼ृয౫ਛ॑৯घऒधऋ૭ચ
दँॉؚয౫ਛपधढथुથ৷ऩॶشঝधखथણ৷औोथःऽघ؛
্ؚय़কজ॔ছॲشमؚ่૧भ௧ऩચৡभृ৫ؚ่૧ৰᄷચৡयऊॉदमऩऎؚ
ଵ৶ऩચৡभమृ௧่૧ప؞ੳ่૧ప્؞ষನଢ଼ఊఊവ่૧పधखथभమಉुஅा
ऽघ؛घदपছॲ॑ش৫औोथःॊऎभਝपउःथमؚजभੌ௶पउऐॊय़কজ॔৫॑
୍पؚय़কজ॔ছॲشऋઞ৷औोथःऽघऋؚ
َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُ
मؚ่૧ৰᄷચৡप્৲खथःॊञी॔ॣؚभਭऐুपৌघॊ่૧ৰᄷभॡজॽढ़ঝছॲشधऩ
ढथःऽघ؛

  ॡজॽढ़ঝছॲشधय़কজ॔ছॲشभୀः

2

كڮقਝ௶ੌ؞भઇ৬पउऐॊَ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගُكभਜ਼઼तऐ
 মভमؚਛ  ফ قফكपَಲਢઇभ੦ YHUُ॑ਁखऽखञ؛ম੦म௶ੌؚ
पउऐॊَಲਢઇपঢ়घॊઈभੌ௶৲ُ
َभਛُ
َઇ্১ृ৾ಆ୭भତُ
َઇ
ੑभয়੧ُಉभ৬ఏभઅपણ৷औोॊऒध॑৯पਛऔोञुभदघ؛ऽञؚௐে
ௌ௮मؚ่૧भସؚୢ৸भન৳ؚଫଆૃभ௴ਡऊैؚਛ  ফ قফكप
َৗয่૧৩ଢ଼ఊफ़ॖॻছॖথُ॑ਁखؚਛ  ফ قফكपၖखथःऽघ؛گ
मؚਠजोझोभৃदใपষॎोथःॊয౫ਛृऒोऊैৰऔोॊয౫ਛपउऐॊؚ০
भَ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُृใோघॊफ़ॖॻছॖথृ੦भਜ਼઼ঢ়બ
॑ંखथःऽघ؛ऽञؚমভऋ০घॊ੍ରੁपणःथંखऽखञ؛

  ম่૧ੈভभ૽સधਝपउऐॊয౫ਛभঢ়৴
ਝृੌ௶भয౫ਛदमؚਝभ৶ऊै৯घ่૧ప൸॑୳खؚ่૧పभચৡपૢग
ञ่૧ৰᄷपঢ়घॊง৯ఏृ੦ऋਝऔोऽघ؛जभؚजोझोभ่૧పपৌघॊ৾ಆ॑
੍ରघॊ্১ृ௬घॊ্১मؚਝपउःथৠीैोؚઈ৷औोऽघ؛
মॡজॽढ़ঝছॲشमؚਝऋ৯घ่૧ప൸भअठؚ
َ่૧ৰᄷચৡُपඳਡ৲खؚਝद
ਝऔोॊง৯ఏृ੦पणऩऋॊुभधखथਜ਼઼तऌऽघ؛
 گपંऔोञَಲਢઇभ੦ YHUُमؚਝभয౫ਛपउःथؚઇ॑घॊञी
भੌ௶؞ઈपঢ়घॊ੦धखथਜ਼઼तऌऽघ؛ऽञؚৗয่૧৩ଢ଼ఊमؚমॡজढ़ঝছॲ
ش੦ೕधऩॉؚঞঋঝ⋛पਜ਼઼तऌऽघ؛মॡজॽढ़ঝছॲشपउःथमؚৗয่૧৩ଢ଼ఊद
ඃ੭औोञੴृૼؚଙ২ಉऋॣ॔भਭऐুपৌखଁ়खथৰᄷऔोथःॊऒध॑ঞঋঝ⋛भ
ষ৯ఏपંखऽखञ؛
ऽञؚਝपउऐॊ 2-7 ृଢ଼ఊपؚघदपँॊউটॢছृफ़ॖॻঈॵॡ॑ણ৷ःञटऐोय

3

ౘःदघ؛ञधइयৈೡஂ૧ਝपउःथमؚ
َஂ૧ਝपउऐॊ่૧भञीभ௺ଁऩଢ଼
ఊউটॢছقৰਜऐكभओ੧ُ
قম่૧ੈভ كऋँॉؚ௰ਖ่૧५ॸش३ঙথ
पउःथमؚ
َ௰ਖ่૧োউটॢছُ
قম่૧ੈভ ؚك
َ௰ਖ่૧ప 2-7 फ़ॖॻঈॵ
ॡُ
قম௰ਖ่૧ଃ੮كಉऋਁऔोथःऽघ؛
 ০मؚਝपउऐॊয౫ਛ੍॑ରघॊऒध॑৯पؚমভऊैমॡজढ़ঝছॲشभણ
৷্১॑औैपງஂखञણ৷भুਬऌؚઇઍಉ॑ંखथऽःॉऽघ؛

؝گ
َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُधम
 মॡজढ़ঝছॲشमؚ่૧भறधऩॊৰᄷચৡَ่॑૧పऋ৶ऩઓઅधਫનऩ่૧ૼ॑
੦ೕप॔ॣؚभਭऐুभॽش६पૢगञ่૧॑ಏदৰᄷघॊચৡُधखڰؚणभৡधڱणभಆ࿃
మदଡਛखथःऽघ؛
 మશपঞঋঝभଝ॑ંख ؚणभৡजोझोपउऐॊঞঋঝभ৯ఏधजभৣਜ਼पँॊষ
৯ఏ॑ંखथःऽघ؛মছॲشपउःथमؚঞঋঝभষ৯ఏऋਛऔोञమदؚजभঞ
ঋঝपงखञधઅइऽघ؛
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┳ㆤ䛾᰾䛸䛺䜛
ᐇ㊶⬟ຊ

ଝ

ពᛮỴᐃ僸ᨭ傮僱ຊ

༠ാ傿僱ຊ

儕儆傿僱ຊ

儯兠儞僸僎僯傮僱ຊ

児儽兏ẖ僔ᐃ⩏

䝺䝧䝹

傜⾜ື┠ᶆ傝

傜児儽兏ẖ僔┠ᶆ傝

傜⾜ື┠ᶆ傝

傜児儽兏ẖ僔┠ᶆ傝

傜⾜ື┠ᶆ傝

傜児儽兏ẖ僔┠ᶆ傝

傜⾜ື┠ᶆ傝

傜児儽兏ẖ僔┠ᶆ傝

䊡

䊢

伫」㞧僐≧ἣ僸ᢕᥱ傽傎儕儆僔ཷ傷
ᡭ僸ྲྀ僰ᕳ債ከᵝ僐≧ἣ僪儯兠儞僔
ሗ㞟傲働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔౯್
ほ僑ᛂ傾僅ุ᩿傲働傳僱

伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔ಶูᛶ僑ྜ僵僁
僌傎㐺ษ僐儕儆僸ᐇ㊶働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔㢧ᅾⓗ兟₯ᅾⓗ
儯兠儞僸ᐹ▱傽儕儆僔᪉ἲ僑ᕤኵ傲働
傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔ಶูᛶ僸僎僯傮傎┳
ㆤᐇ㊶僑ᫎ傲働傳僱

伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔㢧ᅾⓗ兟₯ᅾⓗ僐
儯兠儞僑ᛂ傮僱僅僧傎ᖜᗈ傪㑅ᢥ⫥僔
୰傱僯㐺ษ僐儕儆僸ᐇ㊶働傳僱
伫ᖜᗈ傪ど㔝働儕儆僔ཷ傷ᡭ僸僎僯
傮傎㉳傹僰催僱ㄢ㢟僪ၥ㢟僑ᑐ傽僌ண
ⓗ傰僮僙ண㜵ⓗ僑┳ㆤᐇ㊶傲働傳
僱

伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔」㞧僐儯兠儞僑ᑐ
ᛂ傿僱僅僧储僯僬僱▱ぢ凚┳ㆤ傰僮僙
┳ㆤ௨እ僔ศ㔝凛僸ືဨ傽傎儕儆僸ᐇ
㊶兟ホ౯兟㏣ồ働傳僱
伫」㞧僐ၥ㢟僸儆償儝充兗儬傽傎᭱㐺
僐┳ㆤ僸㑅ᢥ働傳僱

伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僸ྲྀ僰ᕳ債㛵ಀ⪅僔
❧ሙ僪ᙺ僔㐪傪僸⌮ゎ傽僅催傮働傎
僃僲僄僲僎✚ᴟⓗ僑ሗ傲働傳
僱
伫㛵ಀ⪅僎ᐦ僑儗元光儯儕兠儛克兗僸ྲྀ
僱傹僎傲働傳僱
伫┳ㆤ僔ᒎ㛤僑ᚲせ僐㛵ಀ⪅僸≉
ᐃ働傳僱
伫┳ㆤ僔᪉ྥᛶ僪㛵ಀ⪅僔≧ἣ僸
ᢕᥱ傽傎ሗ働傳僱

伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔ಶูⓗ僐儯兠儞僑
ᑐᛂ傿僱僅僧僑傎僃僔㛵ಀ⪅僎༠ຊ傽
ྜ傪僐傲僯ከ⫋✀㐃ᦠ僸㐍僧僌傪債傹
僎傲働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僎儕儆僑僊傪僌ពぢ
働傳僱
伫✚ᴟⓗ僑ከ⫋✀僑ാ傳傱傷傎༠ຊ
僸ồ僧僱傹僎傲働傳僱

伫儕儆僔ཷ傷ᡭ傲傰傱僲僌傪僱≧ἣ
凚ሙ凛僸ᗈ債僎僯傮傎⤖ᯝ僸ண 傽僐傲僯
ከ⫋✀㐃ᦠ僔ᚲせᛶ僸ぢᴟ僧傎
యⓗ僑ከ⫋✀僎༠ຊ傽ྜ催傹僎傲働傳
僱
伫ከ⫋✀㛫僔㐃ᦠ傲ᶵ⬟傿僱僮催僑
ㄪᩚ働傳僱
伫ከ⫋✀僔άຊ僸⥔ᣢ兟ྥୖ傻僁僱
㛵僵僰傲働傳僱

伫」㞧僐≧ἣ凚ሙ凛僔୰働ぢ傮僑債債
僐僉僌傪僱儕儆僔ཷ傷ᡭ僔儯兠儞僑㐺
ษ僑ᑐᛂ傿僱僅僧僑傎⮬ᚊⓗ僐ุ᩿
僔僨僎㛵ಀ⪅僑✚ᴟⓗ僑ാ傳傱傷僱傹
僎傲働傳僱
伫ከ⫋✀㐃ᦠ傲༑ศ僑ᶵ⬟傿僱僮
催傎僃僔ㄪᩚⓗᙺ僸ᢸ催傹僎傲働傳僱
伫㛵ಀ⪅傎ከ⫋✀㛫僔୰ᚰⓗᙺ
僸ᢸ催傹僎傲働傳僱
伫┠ᶆ僑ྥ傱僉僌ከ⫋✀僔άຊ僸ᘬ
傳ฟ傿傹僎傲働傳僱

儕儆僔ཷ傷ᡭ僔」㞧僐儯兠儞僑ᑐᛂ働
┳ㆤ僔ᒎ㛤僑ᚲせ僐㛵ಀ⪅僸≉ᐃ 儕儆僔ཷ傷ᡭ僪僃僔㛵ಀ⪅傎ከ⫋✀ 儕儆僔ཷ傷ᡭ僸ྲྀ僰ᕳ債ከ⫋✀僔ຊ僸
傳僱僮催僑傎ከ⫋✀僔ຊ僸ᘬ傳ฟ傽㐃
傽傎ሗ傲働傳僱
僎㐃ᦠ傲働傳僱
ㄪᩚ傽㐃ᦠ働傳僱
ᦠ僑ά傱傿

伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔ಶูᛶ僸⪃៖傽僊
僊ᶆ‽ⓗ僐┳ㆤィ⏬僑ᇶ僋傳儕儆僸
ᐇ㊶働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僑ᑐ傽僌儕儆僸ᐇ㊶傿
僱㝿僑ᚲせ僐ሗ僸ᚓ僱傹僎傲働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔≧ἣ僑ᛂ傾僅ຓ
傲働傳僱

伫ຓゝ僸ཷ傷僐傲僯儕儆僔ཷ傷ᡭ僪 伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ᛮ傪 伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ពᛮ 伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ពᛮ 伫㐺ษ僐㈨※僸✚ᴟⓗ僑ά⏝傽傎儕
࿘ᅖ僔ே傑僔ᛮ傪僪⪃傮傎ᕼᮃ僸▱ 僪⪃傮傎ᕼᮃ僸ពᅗⓗ僑☜ㄆ傿僱傹 Ỵᐃ僑ᚲせ僐ሗ僸ᥦ౪働傳僱
Ỵᐃ儻兑償儝僑┳ㆤ⫋僔❧ሙ働ཧຍ 儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ពᛮỴᐃ
僱傹僎傲働傳僱
僎傲働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ពྥ 傽傎㐺ษ僐┳ㆤ儕儆僸ᐇ㊶働傳僱
儻兑償儝僸ᨭ働傳僱
伫☜ㄆ傽僅ᛮ傪僪⪃傮傎ᕼᮃ僸儕儆僑 僔㐪傪傲⌮ゎ働傳僱
伫ἲⓗ傰僮僙ᩥⓗ㓄៖僐像ከ᪉
㛵㐃僋傷僱傹僎傲働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ពྥ
㠃傱僯儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僸
僔㐪傪僸ከ⫋✀僑௦ᘚ働傳僱
᧦ㆤ傽僅ពᛮỴᐃ儻兑償儝僸ᨭ働傳
僱

儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僑ពᛮỴ 儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ពᛮỴ 」㞧僐ពᛮỴᐃ儻兑償儝僑傰傪僌傎ከ
儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ពྥ僸 儕儆僔ཷ傷ᡭ僪࿘ᅖ僔ே傑僔ពྥ僸
ᐃ僑ᚲせ僐ሗᥦ౪僪ሙ僔タᐃ傲 ᐃ僑క催僬僯傴僸ඹ᭷働傳傎㑅ᢥ僸ᑛ ⫋✀僨ྵ僧僅ㄪᩚⓗᙺ僸ᢸ催傹僎傲
▱僱
┳ㆤ僑ά傱傿傹僎傲働傳僱
働傳僱
㔜働傳僱
働傳僱

伫ຓゝ僸ཷ傷僐傲僯儕儆僔ཷ傷ᡭ僸
┳ㆤ傽僌傪債僅僧僑ᚲせ僐ሗ傲ఱ
傱僸⪃傮傎僃僔ሗ僸㛵ಀ⪅僎ඹ᭷
傿僱傹僎傲働傳僱
伫ຓゝ僸ཷ傷僐傲僯儥兠兄僔୍ဨ僎傽
僌僔ᙺ僸⌮ゎ働傳僱
伫ຓゝ僸ཷ傷僐傲僯儕儆僑ᚲせ僎ุ
᩿傽僅ሗ僸㛵ಀ⪅傱僯㞟傿僱傹僎
傲働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僸ྲྀ僰ᕳ債㛵ಀ⪅僔
ከᵝ僐౯್ほ僸⌮ゎ働傳僱
伫㐃⤡兟ሗ࿌兟┦ㄯ傲働傳僱

㛵ಀ⪅僎ሗඹ᭷傲働傳僱

伫ᣦᑟ僸ཷ傷僐傲僯┳ㆤᡭ㡰僑ἢ僉
僅儕儆傲ᐇ働傳僱
伫ᣦᑟ僸ཷ傷僐傲僯傎儕儆僔ཷ傷ᡭ僑
ᇶᮏⓗຓ傲働傳僱
伫┳ㆤᡭ㡰僪儐儈儭免儈兗僑ἢ僉僌傎
ᇶᮏⓗ┳ㆤᢏ⾡僸⏝傪僌┳ㆤຓ
傲働傳僱

ຓゝ僸ᚓ僐傲僯傎Ᏻ僐┳ㆤ僸ᐇ㊶ 儕儆僔ཷ傷ᡭ僪≧ἣ䢪ሙ凛僑ᛂ傾僅┳ 儕儆僔ཷ傷ᡭ僪≧ἣ凚ሙ凛僔≉ᛶ僸僛 ᵝ傑僐ᢏ⾡僸㑅ᢥ兟ᛂ⏝傽┳ㆤ僸ᐇ ᭱᪂僔▱ぢ僸ྲྀ僰ධ僲僅㐀ⓗ僐┳
傿僱
ㆤ僸ᐇ㊶傿僱
僤傮僅┳ㆤ僸ᐇ㊶傿僱
㊶傿僱
ㆤ僸ᐇ㊶傿僱

伫ண ⓗ僐≧ἣุ᩿僔僨僎㌟యⓗ傎
⢭⚄ⓗ傎♫ⓗ傎儝儸兎儥光儆兏僐ഃ
㠃傱僯ᚲせ僐ሗ㞟傲働傳僱
伫ពᅗⓗ僑㞟傽僅ሗ僸⤫ྜ傽傎
儯兠儞僸僎僯傮僱傹僎傲働傳僱

伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僑ᚲせ僐㌟యⓗ傎⢭
⚄ⓗ傎♫ⓗ傎儝儸兎儥光儆兏僐ഃ㠃
傱僯ಶูᛶ僸㋃僤傮ᚲせ僐ሗ㞟
傲働傳僱
伫ᚓ僯僲僅ሗ傱僯ඃඛᗘ僔㧗傪
儯兠儞僸僎僯傮僱傹僎傲働傳僱

伫⮬❧傽僌儕儆僔ཷ傷ᡭ僑ᚲせ僐㌟
యⓗ傎⢭⚄ⓗ傎♫ⓗ傎儝儸兎儥光儆
兏僐ഃ㠃傱僯ᚲせ僐ሗ㞟傲働傳
僱
伫ᚓ僯僲僅ሗ僸僨僎僑傎儕儆僔ཷ傷
ᡭ僔యീ僎傽僌僔ㄢ㢟僸僎僯傮僱傹僎
傲働傳僱

伫ຓゝ僸ཷ傷僐傲僯儕儆僔ཷ傷ᡭ僑
ᚲせ僐㌟యⓗ傎⢭⚄ⓗ傎♫ⓗ傎儝
儸兎儥光儆兏僐ഃ㠃傱僯ᚲせ僐ሗ
㞟傲働傳僱
伫儕儆僔ཷ傷ᡭ僔≧ἣ傱僯⥭ᛴᗘ僸
僎僯傮僱傹僎傲働傳僱

僮僰」㞧僐≧ἣ僑傰傪僌傎儕儆僔ཷ傷
ᡭ僑僎僉僌僔᭱㐺僐ᡭẁ僸㑅ᢥ傽䣓䣑䣎
僸㧗僧僱僅僧僔┳ㆤ僸ᐇ㊶傿僱

䊤

儕儆僔ཷ傷ᡭ僪≧ἣ䢪ሙ凛僔≉ᛶ僸僛 儕儆僔ཷ傷ᡭ僪≧ἣ䢪ሙ凛僸⤫ྜ傽儯兠 儕儆僔ཷ傷ᡭ僪≧ἣ䢪ሙ凛僔㛵㐃僪ព
僤傮僅儯兠儞僸僎僯傮僱
儞僸僎僯傮僱
僸僛僤傮儯兠儞僸僎僯傮僱

ⓗุ᩿僸僨僇┳ㆤ

䊣

ຓゝ僸ᚓ僌儕儆僔ཷ傷ᡭ僪≧ἣ䢪ሙ凛 儕儆僔ཷ傷ᡭ僪≧ἣ凚ሙ凛僔儯兠儞僸
僔儯兠儞僸僎僯傮僱
⮬僯僎僯傮僱

ᇶᮏⓗ僐┳ㆤᡭ㡰僑ᚑ傪ᚲせ僑ᛂ ᶆ‽ⓗ僐┳ㆤィ⏬僑ᇶ僋傳⮬❧傽僌 儕儆僔ཷ傷ᡭ僑ྜ催ಶูⓗ僐┳ㆤ僸 ᖜᗈ傪ど㔝働ண
傾ຓゝ僸ᚓ僌┳ㆤ僸ᐇ㊶傿僱
┳ㆤ僸ᐇ㊶傿僱
ᐇ㊶傿僱
僸ᐇ㊶傿僱

䊠

┳ㆤ僔᰾僎僐僱ᐇ㊶⬟ຊ凬┳ㆤᖌ傲ㄽ⌮ⓗ僐ᛮ⪃僎ṇ☜僐┳ㆤᢏ⾡僸ᇶ┙僑傎儕儆僔ཷ傷ᡭ僔儯兠儞僑ᛂ傾僅┳ㆤ僸⮫ᆅ働ᐇ㊶傿僱⬟ຊ

َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගُك

؝ڰ৫भউট७५
 মভऋਛ  ফ قফكपਁखञَಲਢઇभ੦ YHUُपउःथؚ४ख़ॿছজ५ॺभ
ચৡ৫੍ରऋୖधखथྴলऔोथःऽघ؛जभञीؚਛ  ফ২ قফ২ك
پق
S සكपमَ४ख़ॿছজ५ॺभॡজॽढ़ঝছॲقش੧ك
قম่૧ੈভ ਫ਼ୈ
ਁُكभਫ਼ୈपॉੌाऽखञ؛ਫ਼ୈ॑ਤीॊরदؚ৲घॊୢ৬पउःथमؚघसथभ
ৃदણघॊ่૧పपৌखथ่૧ৰᄷચৡभਛ੍ର॑ষअਏऋँॉଁؚऔोञఏप੦तऎ
่૧ৰᄷચৡਛऋਏदँॊधઅइؚघसथभ่૧ప॑ৌधखञॡজॽढ़ঝছॲشभ৫प
ॉੌिऒधधऩॉऽखञ؛ऒभऒधमؚघसथभ่૧పषभઇऋ৬௺৲औोॊऒधपणऩऋॉऽ
घ؛
घसथभ่૧ప॑ৌधखञॡজॽढ़ঝছॲشभ৫पउःथमؚਛ  ফ২ قফ২ك
पਝઇृ௧่૧పઇಉभથपेॊডشय़থॢॢঝشউ॑ਝ઼खؚಏ෫ৰᄷਠৃप
उःथਏऩચৡ॑షವपྴলखञؚใோभफ़ॖॻছॖথृ৶ؚਝभছॲؚشଢ଼ટಉ
धස়भؚ༜ਊਙ॑નੳखؚমॡজढ़ঝছॲشभଡୗ؞ষ৯ఏभ੧॑ਛखऽखञ؛ਛ 
ফ২ قফ২كपमؚ୰ؚৈೡஂ૧ਝؚ௰ਖ่૧५ॸش३ঙথपउऐॊಏ෫ੇृઇ؞
ଵ৶भ௧ੇपेॊডشय़থॢॢঝشউ॑ৗञपਝ઼खॅैँؚॊৃपउऐॊমॡজढ़ঝছॲش
भણ৷૭ચਙ॑નੳखऽखञ؛औैपؚষ৯ఏपৌघॊ৬ऩ่૧ৰᄷभؚ॑୰ؚৈೡ
ஂ૧ਝؚ௰ਖ่૧५ॸش३ঙথશपگரథभৰᄷ॑ਛखऽखञ؛ਛ  ফ قফ كা
पमঃঈজॵॡ॥ওথॺ॑ৰखઁؚऎःञटःञਔৄऊैؚણ৷૭ચਙृઍभ༜ਊਙ॑નੳखؚ
ಏ෫ऊैभਔৄ॑ખखञॎऊॉृघःਠषभৄઉखಉ॑ষःऽखञ؛
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ॅैँكڭॊৃदુৢखथीैोॊ่૧ৰᄷચৡधमऩपऊقءڱभ⋇ك
  नभৃृ୩ୠद௮ःथःॊ่૧పपुુৢघॊ୷खधखथॡজॽढ़ঝছॲ॑ش৫घॊपँ
ञॉॅैँؚॊਝृৃपउऐॊघसथभ่૧పपુৢघॊચৡधखथؚ೩؞ৌ؞ਹ৷द
ँॊॣ॔भਭऐুपৌखथৰᄷघॊ่૧पା৯खऽखञ؛जोਰਗपु่૧పऋुणसऌચৡमँ
ॉऽघऋؚਝभ૽સृਃચपेढथीैोॊચৡदँॊञीؚਝपउऐॊਫ਼ୈऋਏधઅइ
ऽखञ؛
ઃपॅैँؚॊৃपુৢखथॣ॔भਭऐুपৌघॊ่૧॑ৰᄷघॊधऌपਏऩৡपणःथؚড
شय़থॢॢঝشউपथਫ਼ୈखؚযঢ়બ॑ണऎৡؚੴ॑੦पਖ਼घॊৡؚஉುप੦तऌ่૧॑ৰ
ᄷघॊৡشॳؚ৴ؚঽഞ৾ಆऩनभ่૧ৰᄷपਏऩચৡ॑ྴলखؚ่૧ৰᄷચৡَ॑৶
ऩઓઅधਫનऩ่૧ૼ॑੦ೕप॔ॣؚभਭऐুभॽش६पૢगञ่૧॑ৰᄷघॊચৡُधଝख
ऽखञ؛जखथॅैँؚॊৃपउऐॊ่૧भৌधऩॊ೩ृਹ৷ؚোਚಉู॑खथَॣ॔
भਭऐুُधखऽखञ؛







่૧भறधऩॊৰᄷચৡ؟৶ऩઓઅधਫનऩ่૧ૼ॑੦ೕप॔ॣؚभਭऐুभॽش६पૢगञ่૧॑ৰᄷघॊચৡ
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ॽ ش६ ॑धै इ ঞঋঝभ৯ఏ 
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ॣ॔घॊৡ
ॣ॔घॊৡ
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⋈

ষ৯ఏ
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ਔ ઓৠ ੍॑ इ ঞঋঝभ৯ఏ 
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⋇

ੈ௮घॊৡ
ੈ௮घॊৡ

ষ৯ఏ
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 كڮणभৡभྴলউট७५قڱभ⋈ كڲ
 ่૧ৰᄷચৡ॑ଡਛघॊৡपणःथؚਰৣभউট७५पปढथਫ਼ୈ॑ষःऽखञ؛
॔ॣكڭقभਭऐুपৌघॊँैॅॊ่૧ৰᄷभৃએ॑୳खञਏಞभషವྴল
ऽङ॔ॣؚभਭऐুपৌघॊ่૧ৰᄷभৃએ॑୳खؚ৬पྴলखऽखञ่؛૧పमनभৃ
द่૧ৰᄷ॑ষढथःथु॔ॣؚभਭऐুभ೨ृভেણभॽش६॑அीञ૾யृৃ॑ኇइ
॔७५ওথॺखؚजभ૾யृৃपૢगञ่૧॑खऽघ؛ৎप॔ॣؚभਭऐুपधढथਈఒभ
่૧॑घॊञीपؚரृੇఔृঢ়બऩनఢ೧धੈৡखऽघ؛इयشॳؚওথংشध
ॹॕ५ढ़ॵ३ঙথखऩऋैॣ॔पঢ়घॊનੳ॑ষःؚரृੇఔुඕऌाऩऋैॣ॔भ্ਙ
॑અइऽघ્؛पऔऽकऽऩঢ়બधੈ௮घॊরदजोझोभ௧ਙ॑ਬऌলखणणؚৌप়
ढञदॣ॔॑खऽघ؛
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ऒभेअऩॣ॔भोपमؚಏ෫ਖ਼ؚ௬ؚ৶॔ॣؚચৡؚ॥গॽॣش३ঙথؚ৹ତؚঽ
ഞଢ⃒଼ऩनभਏಞऋુৢखथஅऽोथःॊऒध॑નੳखऽखञ؛औैपਫ਼ୈ॑ਤीॊরद॔ॣؚभ
ਭऐুमँैॅॊৃએदਔઓৠ॑घॊऒधपৌखؚ่૧పम୦੍॑ରघसऌऊपणःथ৮खऽ
खञ؛॑ਭऐॊؚਭऐऩःटऐदमऩऎनअেऌञःऊؚनअःअਈ॑ಶइञःऊ॔ॣؚभ
ਭऐুभযেभরदँैॅॊ৭උ࿔ऋୄढथःॊधऒौपؚ่૧పमয়ठভःऽघ؛जभরदुؚ
ेॉेः৭උؚ॑जभযैखः৭උ॑घॊञीपਔઓৠ੍॑इथःऎधःअऒधऋ่૧పभ৶
ষभরदुुढधुਏऩীदँॊधਫ਼ୈखऽखञ؛


كڮقใோभધ൴ृफ़ॖॻছॖথधभૻຎਫ਼ୈध༜ਊਙનੳ
ధষखथؚใோभफ़ॖॻছॖথಉदँॊَ४ख़ॿছজ५ॺभॡজॽढ़ঝছॲقش੧ك
قম่૧ੈ
ভ ਫ਼ୈਁك
ُ
ؚ
َ่૧ਜ੦  ফගق੧ك
قম่૧ੈভُك
ؚ
َಲ
ਢઇभ੦ YHUقম่૧ੈভُك
َৗয่૧৩ଢ଼ఊफ़ॖॻছॖথपउऐॊ่૧भ
ಏ෫ৰᄷચৡभଡୗقௐেௌ௮ك
ُ
َ४ख़ॿছজ५ॺشॼ؞५भবચৡ੦ইঞشডش
ॡقব่૧పੈভُك
َॡজॽढ़ঝॼش५জقشॲش$PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI&ROOHJHV
RI1XUVLQJृُكଢ଼ટಉधස়खؚ༜ਊਙ॑નੳखऽखञ؛
 
ਰभউট७५ऊैؚ่૧

टऐदऩऎؚ
ரृॣ॔
भ
भਭऐুपु৶ੰदऌॊ३
থ
থউঝपਠघॊऒध॑৯
 َॽش६॑धैइॊৡُ
पؚ
َॣ॔घॊৡُ
َੈ௮घॊৡُ
َਔઓৠ੍॑इॊৡُभڰ
ण
णभৡ॑ྴলखऽखञ؛
ऩउؚ
 णभৡपದਙमऩऎధ
ഔ
ഔधઅइؚ
जोझोഡமपঢ়
৴
৴खऩऋैৰᄷऔोॊुभ
ध
धखथःऽघ؛
 




่ ڲ૧ৰᄷચৡभறधखथਏऩ  णभৡ


كگమभਫ਼ୈقڳभ⋉ك
 ่૧పभઇూବृ௮ऎৃभୀःؚভয৽ୡभँॊৗয่૧৩भੜਸؚরಥ఼৷োभੜ
ਸಉؚऩয౫॑ઇघॊਠ૾उेलୠୢ؞୧่૧षभૡఌ॑ॊৎ৻पउःथेॉସभ
ৈः่૧ৰᄷચৡ॑ण่૧పभਛभਏਙ॑༓ाؚঈঝشभઇ৯ఏীథ৾ृঋॼ่ش૧ؚ
ਝदਛऔोञॡজढ़ঝছॲشऩन॑અपؚమਝ॑ਫ਼ୈखऽखञ؛
ਛ  ফ قফكपৗয่૧৩ଢ଼ఊऋৡଝਜ৲औोؚਛ  ফ قফكपমভऊ
ैऔोञَஃਓৰᄷચৡಆ࿃మقॡজॽढ़ঝছॲكش
ُमؚঞঋঝৗয⋞؞⋝؞⋜؞⋛؞भ 
మदਛऔोथःऽघ؛ਊੂؚমॡজढ़ঝছॲشपउःथुؚঞঋঝৗয⋞؞⋝؞⋜؞⋛؞भ
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 మदਫ਼ୈखथःऽखञ؛ऎभਝदमঞঋঝৗয॑ਝऔोथःऽघऋؚઆ০ؚঞঋঝৗয
पमਠৃपउःथৗ෮भৗয่૧৩भाऩैङگعڮফ৯भ่૧పुஅऽोؚऽञরಥ఼৷ੜ
ਸभਠ૾ؚ௰ਖ่૧५ॸش३ঙথಉँैॅॊৃदभણ৷॑৯धघॊऒधऊैؚ
َৗযُभ੶॑చ
खؚঞঋঝ⋛⋟عधગਝ॑ষःऽखञ؛
ऽञؚమਝमચৡभಆ࿃మ॑ંघञी৽ؚୡফਯશदमधैइऩःऒधधखؚঞঋঝप
उःथभ৽ୡফਯभ৯मંखथःऽच॒؛
॔জথॢृঃঈজॵॡ॥ওথॺपउःथमؚঞঋঝ⋟भಔ২ऋৈऎৼਊघॊ่૧పमऩः
धःअਔৄुःञटऌऽखञऋؚঞঋঝ⋟पৼਊघॊ่૧పਯऋऩःਠ૾प়ॎचॊभदमऩऎؚ
ँॊसऌदँॉ৯ఏधखथંघऒधधखथःऽघ؛

كڰষ৯ఏभਫ਼ୈقڳभ⋊ك⋌ڀ⋋ڀ
 ऽङؚঞঋঝभଝقڳभ⋊كधखथؚजभঞঋঝभ่૧పऋनभेअऩৰᄷ॑दऌॊऊ॑
ഈपਠखऽखञ؛ઃपڰؚणभৡपउऐॊঞঋঝभ৯ఏقڳभ⋋॑كਝखऽखञ؛ਈ
पؚঞঋঝभ৯ఏऋਛऔोॊञीभ่૧పभষधखथؚষ৯ఏقڳभ⋌॑كਛखऽख
ञ؛ষ৯ఏऋघसथਛऔोॊऒधदؚजभঞঋঝपงखञधઅइऽघ؛
੧॑ਛखञؚর৵ૠெऊैপૠெ୰पउऐॊളਯभॡজॽढ़ঝছॲشभઍীෲऊैྴল
औोञَిજऩ่૧ૌஙभன৫ُ
َஉುप੦तऎ่૧भُ
َిજऩ่૧ૼभُ
َॳشୢ
भৰᄷُऩनਏಞृધ൴ಉ॑੦पؚઍमેীිၨऔोथःॊऊؚਈਏऩઍऊؚजभঞঋ
ঝप༜ਊऩઍऊؚঞঋঝभದਙपखञऋढञઍऊؚॎऊॉृघःਠऊಉभଳਡऊैਫ਼ୈ॑
बऽखञ؛जभؚ॔জথॢृঃঈজॵॡ॥ওথॺपउऐॊਔৄऊैؚऔैपॎऊॉृघः
ਠषभৄઉख॑ষःऽखञ؛



่૧भறधऩॊৰᄷચৡ؟৶ऩઓઅधਫનऩ่૧ૼ॑੦ೕप॔ॣؚभਭऐুभॽش६पૢगञ่૧॑ৰᄷघॊચৡ














ঞঋঝ



ঞঋঝभଝ
ঞঋঝभଝ



⋉
⋊

⋛
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ॽ ش६ ॑धै इ ঞঋঝभ৯ఏ
ঞঋঝभ৯ఏ 

































ঞঋঝभ৯ఏ 
ঞঋঝभ৯ఏ









ষ৯ఏ
ষ৯ఏ











ਔ ઓৠ ੍॑ इ ঞঋঝभ৯ఏ
ঞঋঝभ৯ఏ 









ॊৡ









ॊৡ

ষ৯ఏ
ষ৯ఏ

ॣ॔घॊৡ

ঞঋঝभ৯ఏ 
ঞঋঝभ৯ఏ



ষ৯ఏ
ষ৯ఏ
ੈ௮घॊৡ

ষ৯ఏ
ষ৯ఏ



⋋
⋌

่ ڳ૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගكभଡୗधষ৯ఏभਫ਼ୈউট७५


  ڱਛ  ফ قফك४ख़ॿছজ५ॺभఏॡজॽढ़ঝ؞ছॲشधभୀःपणःथभઅइ্
ਠؚୠभୢषभষभৎ৻पउःथؚ
َਝद૽સ॑มदऌॊ่૧పُऊैَਝ
भਗदुৢ৷घॊ่૧పُऋीैोथःऽघ؛ਛ  ফ২ قফ২كपંखञছॲشमؚୢ
ਝपउऐॊय़কজ॔৫भଳਡऊैभয౫ਛ॑৯धख৫औोऽखञऋؚ০भَ่૧ప
भॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُमୢਝटऐदऩऎஂؚ૧ਝृ௰ਖ่૧ಉपउःथु
ુৢखथણ৷दऌॊ่૧పभચৡभఏभ৫॑৯धखथःऽघॅैँ؛ॊৃदુৢखथણ৷द
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ऌॊऒधदؚ௮ऎৃृਝऋॎॊৃ়पु่૧పযभચৡ॑૿৳घॊఏधऩॊधઅइथःऽ
घ؛
ਛ  ফ قফك४ख़ॿছজ५ॺभఏॡজॽढ़ঝ؞ছॲشमؚ่૧పभಏ෫ચৡभ  ඨ
৯धखथؚ
َ่૧ৰᄷચৡُ
َੌ௶૽સຄষચৡُ
َঽഞઇ؞ଢ଼ચৡُ॑ંखथःऽखञ؛ऒो
मؚ่૧పऋुणसऌચৡभ৸৬॑ંखथःॊञीय़কজ॔ছॲشपਜ਼઼तऎधઅइथःऽघ؛০
৫खञَ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُमؚय़কজ॔भડએ॑ःथ่૧ৰᄷ
ચৡभाप્৲खथःऽघऋ௶ੌؚ૽સຄষચৡृঽഞઇ؞ଢ଼ચৡभઅइ্म่૧ৰᄷચৡ
पुஅऽोॊীऋँॉऽघ؛
 ञधइयؚ
َੈ௮घॊৡُभঞঋঝ⋛भষ৯ఏَஃ॑ਭऐऩऋैॳشभ৩धखथभ૽સ॑
৶ੰदऌॊُ
ؚ
َ৴൪؞ਾઔৼ؞ऋदऌॊُमॣ॔भਭऐুपৌघॊ่૧ৰᄷपउःथुऊऩैङ
ਏधऩॊੌ௶૽સຄষચৡभઅइ্॑அ॒दःऽघ؛औैपؚ
َॣ॔घॊৡُभঞঋঝ⋞भষ
৯ఏَॣ॔भਭऐুभႀ؞ཎऩॽش६पૢइॊञीઁ்ؚः৭උ࿔भরऊैిજऩॣ॔॑
ৰᄷदऌॊُमॅैँؚॊग़অॹথ५ऊैిજऩॣ॔॑৭උघॊधःअঽഞઇ؞ଢ଼ચৡभઅइ
্॑அ॒दःऽघ؛ऒभऒधऊैؚ
َੈ௮घॊৡُृَॣ॔घॊৡُभষ৯ఏपஅीथଡਛख
ऽखञ؛
 
كڲৰᄷभણ৷
 َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُमॅैँؚॊৃद௮ऎ่૧పपુৢखथीै
ोॊ่૧भறधऩॊৰᄷચৡ॑ંखथःॊञीؚ৬घऍङؚ่૧ప൸ऋ୳൸दऌॊ೧भਠ
पखथःऽघ؛जभञीؚਝदણ৷औोॊपमؚষ৯ఏ॑ञघ৬ऩ่૧ৰᄷ॑ਠघ
ॊऒधऋਏपऩॊदखॆअ؛
ऒभऒधऊैؚ่૧పभ௮ऎৃभधखथؚ୰ؚৈೡஂ૧ਝؚ௰ਖ่૧५ॸش३ঙথ॑
୳खؚजोझोभৃपउऐॊઇृଵ৶भ௧ੇपेॊডشय़থॢॢঝشউ॑ਝ઼खؚষ৯ఏ
पৼਊघॊ৬ऩ่૧ৰᄷभَ่॑૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُभৰᄷधख
थਛखऽखञ؛
ਝपउःथমॡজढ़ঝছॲ॑شણ৷औोॊؚਝभ่૧प়ॎचथؚমॡজढ़ঝছॲش
भষ৯ఏ॑ਛघॊञीभ่૧ৰᄷभ੦॑ਛऔोॊपؚऒभৰᄷ॑અपखथःञटऐ
ोयधౘःदघ؛


่૧పभॡজढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගكमؚણ৷ःञटःञऊैभ౪ਔৄ॑ुधपؚ

োृણ৷্১ؚয౫ਛधभ৴ऩनૄਁؚشঌش४॑৷ःथిؚੲਾਦ॑ষःऽघ؛
่૧పभચৡ॑৯खथؚाऩऔऽधคपমॡজढ़ঝছॲ॑شனऔचञःधઅइऽघ؛
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پਛ  ؞ফ২ઇ৩ভ قఠದؚรูറك

གྷྼ 

ਨপ৾୰

ഌ 

ຟଡ଼ਸ่૧প৾

 

ূয়ૈ୰

≥ઢ ਹ

ஆয়ষ১যবয়୰ਃଡ ୴ୢ७থॱشဟര୴่૧௧৾ૅ

ଯر 

মેஊ่૧প৾

ଯઢ ୲

ভୢ১যଃ੮લੱভ ਆౘ୰

ৈଶ  ൞

ଃ੮১যௐেফসহஷ௪੮ পଚௐেফস୰

❅ો  ༌

ઋૺয়ୢ७থॱشরఙড়୰

ᅐ ಜ৻

ম่૧ੈভ ่૧ଢ଼ఊ৾ૅ

৳ি  

ম่૧ੈভ ઋૺଢ଼ఊ७থॱش

จ ழ

൮ୢఐপ৾

                         قਰभਚരमਛ  ফ  াৎਡك
 ਛ  ফ২৩শ  ؟ᅐ ಜ৻
 ਛ  ফ২ౢ৩শ؟གྷྼ 
 ਛ  ফ২৩শ ؟ৈଶ ൞
 ਛ  ফ২ౢ৩শ؟ഌ 
 

  ૿ਊ৶হ؟ဏ ఎ ম่૧ੈভ ଞભ৶হ
 হਜଂ ؟દ ಘ ম่૧ੈভઇଢ଼طশ
            ె ௵ ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖط৩قਛ  ফ২ك
३কআটఱটজشথ ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖط৩قਛ  ফ২ك

௵ ౩ ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖط৩قਛ  ফ২ك
 ས ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖط৩قਛ  ফ২ك
        ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖطশ
















11

َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُ৫

ਛ  ؞ফ২ઇ৩ভ

གྷྼ 

ਨপ৾୰

ഌ 

ຟଡ଼ਸ่૧প৾

পਮি ბ

মેஊୢ७থॱش

৵ি ბ

ূഺপ৾

ቸદ ྒྷ

૯ଘয়প৾

 

ূয়ႅূ୰

ৈଶ  ൞

ஆয়ষ১যୠୢਃચਤਃଡম

ᅐ ಜ৻

ম่૧ੈভ ่૧ଢ଼ఊ৾ૅ

৳ఐ ஶ

ળপ৾୰่૧ଢ଼؞ઇ७থॱش

৳ি   

ম่૧ੈভ ઋૺଢ଼ఊ७থॱقشਛ  ফ২ऽद ك

ম 

ম่૧ੈভ ઋૺଢ଼ఊ७থॱقشਛ  ফ২ऊैك

ந⁖ ᯼৶

ઋఱਆয়ऋ॒७থॱش

               قਰभਚരमਛ  ফ  াৎਡ ؛ਛ  ফ  াৎਡك
 ৩শ ؟ৈଶ ൞
 ౢ৩শ؟ഌ 

ਛ  ফ২่૧పभॡজॽढ़ঝছॲشਫ਼ୈডشय़থॢॢঝشউ

ഌ 

ຟଡ଼ਸ่૧প৾

পਮি ბ

মેஊୢ७থॱش

ির ৵௲়

ஆয়ষ১যୠୢਃચਤਃଡপଚ୰

ળ ྲ୬

ূୢఐপ৾

ኖલ ਮ

ሺপ৾ୢ৾હര୰

ি ௵ᠷ

ୢ১যளᎠভ นি়୰


  ৩শ ؟ഌ 
  ౢ৩শ؟ળ ྲ୬

ਛ  ফ২่૧పभॡজॽढ़ঝছॲشਫ਼ୈডشय़থॢॢঝشউ

পਮি ბ

মેஊୢ७থॱش

ృ ਮ

ཱྀவੋেভ્શു૧ഠযشཤਲ

ৈଶ  ൞

ஆয়ষ১যୠୢਃચਤਃଡম

 ౩ৰ

ණ่૧ੈভ௰ਖ่૧५ॸش३ঙথ

 

ஆয়ষ১যୠୢਃચਤਃଡअणभाृ୰

 

ၧ௰রఙ୰

ৣ ඈ

໒ణওॹॕढ़ঝ७থॱش୰
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 ૿ਊ৶হ؟ਆম ਹ౩ ম่૧ੈভ ଞભ৶হ
 হਜଂ ؟દ ಘ ম่૧ੈভઇଢ଼طশ
      ૈਉ ఛ ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖط৩قਛ  ফ২ك
      ৵ਆ થ ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖط৩قਛ  ফ২ك
 ས ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖط৩قਛ  ؞ফ২ك
      ௵ ౩ ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖط৩قਛ  ফ২ك
        ম่૧ੈভઇଢ଼ಲਢઇୖୖطশ





























َ่૧పभॡজॽढ़ঝছॲقشম่૧ੈভගك
ُણ৷भञीभুਬऌ ؝৫भ৽༬
ਛ  ফ  া   ম่૧ੈভਁૄشঌش४पथਁ
 ਖः়ॎचਁ؟இ੮১যম่૧ੈভ ่૧ଢ଼ఊ৾ૅ ઇଢ଼ಲਢઇୖ
ك৻ق
মછभ૮ૡൗमరगऽघ؛
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「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
活用のための手引き
２. 導入・活用編

公益社団法人 日本看護協会

1．「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」の導入にあたって
日本看護協会では、2025年に向けて変化する医療提供体制へ対応すべく、あらゆる施設
や場におけるすべての看護師に共通する看護実践能力の標準的指標として、「看護師のク
リニカルラダー（日本看護協会版）」（以下、JNAラダー）を平成28年（2016年）5月に
公表いたしました。
JNAラダーを多くの方々にご活用いただくために、『「看護師のクリニカルラダー（日
本看護協会版）」活用のための手引き』を作成しており、平成28年（2016年）5月に、第
１弾として開発の背景や目的、開発プロセスをまとめた「1.開発の経緯」を公表していま
す。
本手引きでは、「2.導入・活用編」として、JNAラダーの導入・活用が広がることへの
期待や目指す将来像について説明させていただきます。また、JNAラダーを標準的指標と
して施設においてどのように導入するかの具体例を紹介いたします。

2． 「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」導入への期待
JNAラダーは、あらゆる施設や場で働くすべての看護師に必要な核となる看護実践能力
を示しており、JNAラダーを構成する4つの力（図1）は、看護師が活動するどの場におい
ても必要とされます。2025年に向けて医療提供体制が変化する中で、看護師は今後ますま
す多様な場で活動することが求められるようになります。また、それぞれの地域において、
ケアの受け手がよりよく生きるための支援をする中で、組織を超えて看護職間あるいは多
職種間で協働する場面が増えます。このような時代背景の中、組織単位に留まらず地域全
体で共通言語を基に看護実践能力を発展させていくことが必然となってきます。
個々の看護師には、 JNAラダーの4つの力を基盤に看護実践能力を着実に身につけてい
ただくこと、また看護師が所属する組織には、4つの力を基盤にした教育を通して個々の看
護師の成長を支援していただくことを期待します。

ケアの受け手が立ち会う場面
（治療、最期の迎え方等）にお
いて、その人らしい選択ができ
るための意思決定を支える

意思決定を

ニーズを

支える力

とらえる力

ケアの受け手をとらえ、判断し、
その人に適した方略を選択する

ケアする力

協働する力
ケアの受け手を中心に、情報や
データを多職種間で共有し、
ケアの方向性を検討、連携する

ケアの実施・評価を行う
（PDCAサイクルや看護過程
の展開）

図1 JNAラダーを構成する4つの力
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3．「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」が目指す将来像
標準的指標として様々な施設や場においてJNAラダーの導入および活用が普及すること
で、組織単位に留まらず、看護師間・施設間・地域間がつながり、2025年に向けて、疾病
の発症や重症化予防から急性期・慢性期・在宅療養に至るすべての健康段階での切れ目の
ない看護提供へつながることを将来像として目指しています（図2）。
「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」

様々な施設や場において、標準的な指標として
「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の導入・活用が普及
高齢者介護施設

病院

訪問看護ステーション

標準的な指標を用いた教育を通して施設がつながる

A高齢者
介護施設

A病院

B病院

C病院

A訪問看護
ステーション
C高齢者
介護施設

B高齢者
介護施設

B訪問看護
C訪問看護
ステーション ステーション

標準的な指標に基づき看護実践能力を身につけることで、看護師が所属する
個々の施設単位に留まらず、施設間・地域間で看護師がつながる

疾病の発症や重症化予防から急性期・慢性期・在宅療養に至る
すべての健康段階で、切れ目のない看護の提供へ
図2 JNAラダーが目指す将来像のイメージ
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4．看護師個人と組織における「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」活用の
基本的考え
日本看護協会が平成24年（2012年）に公表した「継続教育の基準ver.2」では、看護職
のキャリア開発を以下のように定義しています。この定義と同様、JNAラダーも、看護師
個人としては自身が育つために、組織としては看護師を育てるために、ぜひ活用していた
だきたいと考えます（図3）。
看護職のキャリア開発とは、個々の看護職が社会のニーズや各個人
の能力および生活（ライフサイクル）に応じてキャリアをデザインし、
自己の責任でその目標達成に必要な能力の向上に取り組むことである。
また、一定の組織の中でキャリアを発達させようとする場合は、その
組織の目標を踏まえたキャリアデザインとなり、組織はその取り組み
を支援するものである。
看護師個人

看護師が所属する組織

看護実践能力の
自己評価・自己研鑽ツールとして、
専門職である自身の成長のために。

図3

組織の理念や目的と照らし合わせながら
人材育成・教育支援ツールとして、
看護師を育てるために。

看護師個人と組織におけるJNAラダー活用の基本的考え

1）看護師個人としての「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の活用
①専門職である看護師に求められる基本姿勢

日本看護協会が平成15年（2003年）に公表した看護者の倫理綱領では、条文の8と
して「看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める」

ことが記されています。また、同じく日本看護協会が平成28年（2016年）に公表した
看護業務基準（2016年改訂版）においても、1-1-3として「自己の看護実践の質の向上
に努め、社会から信頼される専門職であり続けるよう研鑽に務める」ことが記されてお
り、看護師は人々の生命に深く関わる専門職として、生涯にわたって能力の維持や開発
に努めることが求められます。変化する社会のニーズに合わせて必要な能力を身につけ
ていくために、自己研鑽を積み重ねていくことが大切です。

②クリニカルラダーとは？
クリニカルラダーは、臨床看護の実践レベルであり、看護師の看護実践に必要な実
践能力を段階的に表現したものです。看護師がキャリアを開発していくためには、自己
評価により日々の看護実践の中で実践できていることや強化すべき点を振り返り、次の
ステップに進むためには何が必要かを自身でとらえ、自己の課題解決に向けて取り組む
ことが必要です。キャリアを開発していくための看護実践能力の自己評価・自己研鑽
ツールのひとつとして、クリニカルラダーはとても有用です。
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2）組織における「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の活用
①看護師の所属する組織における教育体制整備の必要性
平成26年（2014年）に厚生労働省が取りまとめた「新人看護職員研修ガイドライン
【改訂版】」では、新人の時期から生涯にわたり、継続的に自己研鑽を積むことができ
る実効性のある運営体制や研修支援体制が整備されていることが重要であるとされてい
ます。また、前述のように日本看護協会が平成24年（2012年）に公表した「継続教育
の基準ver.2」の看護職のキャリア開発の定義からみても、看護師が能力を継続的に発展
させていくためには、看護師が所属する組織における教育体制の整備が必須といえます。
教育体制の整備は、ゆくゆくは組織全体の医療の質向上へとつながりますので、看護師
個人のみでなく組織にとっても有用な取り組みです。

②看護実践能力の標準的指標として活用
多くの施設で作成・活用されているラダーは、組織におけるキャリア開発を念頭に、
各組織の理念や目的に応じて求められる看護実践能力以外の能力も含まれたキャリアラ
ダーとなっています。

JNAラダーは、時代の変化に応じて領域や働く場といった垣根を越えた標準化を目的
として、看護実践能力に特化しているため、施設のラダーにおける「看護実践能力」の
部分について、JNAラダーを標準的指標として、ぜひご活用ください（図4） 。標準化
されたJNAラダーを指標とした教育活動を行うことで、看護の質保証に向けた活用が促
進されることを期待しています。
例えば「自己教育・研究能力」「組織的役割遂行能力」といった、各組織の理念や目
的に応じて求められる能力のうち、看護実践能力以外の能力については、すでに各施設
で作成されているものを活用いただくかたちになります。本手引きでは、各組織の理念
や目的に応じて求められる看護実践能力以外の能力を「その他の能力」と表記します。

「自己教育・研究能力」や
「組織的役割遂行能力」と
いった、各組織の理念や目
的に応じて求められる看護
実践能力以外の能力につい
ては、各施設で作成されて
いるものを活用。

図4

自己教育
・
研究能力

看護
実践能力

「看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）」
を標準的指標として活用。

組織的役割
遂行能力

キャリアラダーを使用している施設におけるJNAラダーの活用
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「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
施設における導入の具体例紹介

①導入の基本的な流れ（提案）

●施設における導入プロセス
施設によりラダーの導入や活用状況は様々ですが、すでにクリニカルラダーもしくは
キャリアラダーを作成・活用している施設や、これから導入を検討している施設におけ
る、JNAラダーの導入方法について、フローチャートをもとに提案させていただきます。
まずは共通Step1から入り、その後は施設におけるラダーの有無に応じてStepAまた
はStepBに進んでいただきます。ここで示すのはひとつの提案であり、実際にはStepの
順序は前後したり、一度終えたStepに再び戻ったりといったことも想定されます。導入
方法は施設により様々ですので、以下の提案を参考にスムーズな導入につなげていただ
ければ幸いです。

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の施設における導入方法（提案）
フローチャート
共通Step1

導入に向けた検討グループの組織化

p.9～10

共通Step2 「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の共通認識

共通Step3

自施設の人材育成や期待する看護師像の確認

自施設ラダーなし
⇒ StepA へ進む

StepA-1

共通Step3の看護師像を
看護実践能力と
「その他の能力」に整理

（日本看護協会版）」と照合

p.13～14

自施設ラダーあり
⇒ StepB へ進む

「看護師のクリニカルラダー

StepB-1 （日本看護協会版）」導入の
方向性を決定

p.19

看護実践能力について、

StepA-2 「看護師のクリニカルラダー

p.11～12

p.20

StepB-2

自施設ラダーを
看護実践能力と
「その他の能力」に整理

StepB-3

看護実践能力について
レベルの整理

p.25～28

p.29

p.30

看護実践能力について、

StepB-4 「看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）」と照合

共通Step4 作成したラダーをもとに自施設オリジナルの実践例の作成
作成したラダーに連動した人材育成計画や方針の検討
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p.31～35
p.15～16

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
施設における導入の具体例紹介

②導入に向けた共通Step

共通Step1

導入に向けた検討グループの組織化

Stepのポイント
●検討グループの5W1Ｈを決めましょう。

●グループで検討したことの意思決定方法を決めましょう。

①検討グループのメンバーや検討内容の明確化
共通Step1ではまず、JNAラダー導入に向けた検討メンバーや検討の内容・場などを設
定します。この際、以下の5W1Hを参考に「いつ・どこで・誰が・何を・何の目的で・ど
のように」行うかを最初に検討しておくと、次に続くステップが進めやすくなります。

5W1H

When （いつ）

：作業工程とスケジュール、検討会実施の頻度

Where（どこで）

：集まる場所

Who

：グループのメンバー、まとめ役

（誰が）

What （何を）

：グループの作業内容

Why

（何の目的で）：検討することの目的

How

（どのように）：検討する際の手段（例：対面、メール、書面会議など）

＜検討グループの例＞
検討グループは、各施設の規模や教育に携わることのできる人員などを考慮し、小規模
な勉強会形式から始めるなど、実施可能な範囲でメンバー構成や活動方法を決めていきま
す。
検討グループの例：病院の場合
教育委員会

ラダー検討
ワーキンググループ

例①教育委員会
すでに組織されている教育委員会で検討する。
例②ワーキンググループ設置
教育委員会のもとに、教育担当者や各病棟・外来の師長など
で構成されるワーキンググループを設置して検討する。
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検討グループの例：
高齢者介護施設や訪問看護ステーションの場合
各施設における看護師の人数が少ないため、複数施設が協働で実施する方法が有効です。
例①病院併設型の場合

病院と高齢者介護施設または訪問看護ステーション
とで、協働して実施する。

A病院

B訪問看護ステーション

例②グループ経営の場合
A病院

各施設の代表者が集まり実施する。

B訪問看護
ステーション
C高齢者介護施設
B訪問看護
ステーション

例③その他の場合
近隣の高齢者介護施設や訪問看護ステーションが協
働し、勉強会形式から開始する。

A訪問看護
ステーション

C訪問看護
ステーション
D訪問看護
ステーション

②意思決定方法の明確化
5W1Hに沿って検討グループのメンバーや検討の場などを決めたら、グループで検討し
たことの意思決定方法を確認します。自施設内での検討グループの位置づけや検討したこ
との承認プロセス、最終判断を行う場をあらかじめ決めておくことで、今後の作業工程を
明確にすることができます。
例1）病院内のワーキンググループで検討した内容に関する
意思決定プロセスの例
フィードバック
ワーキング
グループで検討

教育委員会で
報告・検討

師長会で報告

例2）複数の訪問看護ステーションの代表者で検討した内容に
関する意思決定プロセスの例

看護部長承認

グループでの検討事項
に対する最終判断

フィードバック
各ステーションの
代表者で検討

代表者が各ステーションの
管理者・スタッフへ報告・検討
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各ステーションの
代表者で最終決定

共通Step2

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の共通認識

Stepのポイント
●「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」活用のための手引き 1.開発の経緯
を参考に、 JNAラダーの開発背景や目的を共有しましょう。
●「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」と病院・高齢者介護施設・訪問看
護ステーションにおける実践例を読み込み、これから検討を進める上での土台つく
りをしましょう。

共通Step2ではまず、JNAラダーについて、検討グループの全員で読み込む作業を行い
ます。これにより、メンバー全員の目線合わせをすることで、この後のステップにおいて
検討グループ内の意思決定が進めやすくなります。
＜共通認識作業の材料と手順＞

1 「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」活用のための手引き 1.開発の経緯
⇒開発の背景や目的、 JNAラダーの位置づけを共通理解します

2 「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
⇒看護実践能力の構成、レベル毎の定義、レベルの段階設定など全体像をつかみます。
自施設ですでにラダーをお持ちの場合は、JNAラダーとの違いを、レベルの段階設
定・レベル毎の定義や目標、行動目標の観点から確認してください。

3 「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」実践例
⇒ JNAラダーは全国標準の指標を目指して抽象度が高くつくられているため、 2 で大
まかに全体像をつかんだ後は、3 で病院・高齢者介護施設・訪問看護ステーション
における実践例を参考にしながら、 JNAラダーのひとつひとつの文言を丁寧に読み
合わせていき、実践内容を具体的にイメージしていきます。
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＜読み込みの作業例＞
「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の「協働する力」のレベルⅣを読み込む

レベル

Ⅳ

レベル毎の定義

幅広い視野で予測的判断をもち看護を実践する

【レベル毎の目標】

ケアの受け手を取り巻く多職種の力を調整し連携できる

【行動目標】

□ケアの受け手がおかれている状況（場）を広くとらえ、結果を
予測しながら多職種連携の必要性を見極め、主体的に多職種と
協力し合うことができる

□多職種間の連携が機能するように調整できる
□多職種の活力を維持・向上させる関わりができる

病院

高齢者介護施設

訪問看護ステーション

＊ JNAラダーと実践例を読み込む中で、「自施設では、例えばこのような看護ができるこ
とだと思う」といった意見が出たら、メモをとることおすすめします。共通Step4で、
自施設オリジナルの実践例を作成する際や、後に評価項目を作成する際のポイントとし
て活かすことができます。
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共通Step3

自施設の人材育成や期待する看護師像の確認

Stepのポイント
●自施設における人材育成の考え方を改めて整理してみましょう。
●自施設が期待する看護師像を整理してみましょう。
共通Step3では、自施設の人材育成や期待する看護師像についてメンバー全員で確認し

ていきます。すでに検討されている施設も多いと思いますが、現在の社会情勢や今後の医
療を取り巻く環境の変化などを踏まえ、JNAラダーの導入検討を機に、中長期的な視点で
組織に求められる役割や使命、看護師像を改めて考えてみてください。そうすることで、
JNAラダーを自施設の人材育成の中で具体的にどのように活用していくかが明確になりま
す。
①自施設の人材育成の考え方を整理

施設により、人材育成の考え方や方針は様々ですが、例えば、以下の視点で整理してみて
ください。
・自施設の人材育成の方針と目標はなにか？
・看護師がどのように育ち、専門職としてのキャリアを発展させていくことを支援するのか？
・看護師が育つために、どのような環境を提供しようとしているか？

②自施設が期待する看護師像を整理
看護師像を整理する方法として、例えばp.14のように考えていく方法もあります（図5）。
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ⅰ 組織の理念やビジョンをもとに、どのような医療や看護を提供したいかを整理

ⅱ 組織の規模や機能、地域における役割から、自施設の特徴を整理
例えば、がん専門病院として地域におけるがん医療の中核的存在が求められている、
地域医療支援病院として地域完結型医療の中心的役割を担うことが求められている、
など。

ⅲ ⅰおよびⅱで整理した内容をもとに、自施設が目指す看護師像を整理
例えば、がん看護に関して高い専門性を有する看護師、地域連携の中心的役割が担える
看護師、など。

ⅳ 整理した看護師像から、自施設の看護師は具体的にどのような能力を持つべきかを検討

ⅰ
ⅱ

どのような医療や看護を提供し
たいか？

組織の理念・ビジョン

地域における組織の役割

組織の規模・機能

地域の中で、どのような医療や
看護の提供を期待されているか？

例）地域医療支援病院？
一般病院？

ⅲ

目指す看護師像

ⅳ

自施設の看護師に必要な能力を検討
能力の例）①患者を全人的な視点でとらえることができる
②患者の個別性に配慮した看護を実践することができる
③多職種と円滑な情報共有・交換をすることができる
④患者の意向を多面的にとらえ、最善の選択に向けた支援ができる
⑤自己の成長のために必要な能力を積極的に習得することができる
⑥組織の一員として経営に参画することができる
⑦専門職としてあるべき姿を常に考えて行動することができる

図5 自施設が期待する看護師像の整理方法
ここまでが、自施設のラダーの有無に関わらず共通するStepになります。共通Step2で
共通認識したJNAラダーの考え方、共通Step3で検討した施設としての人材育成のありかた
や期待する看護師像については、JNAラダーを活用したラダーの運用を開始する段階で、
施設に所属する個々の看護師に丁寧に伝えていくことが大切です。伝達方法は、各病棟・
外来の師長からスタッフへ伝える、あるいは看護師全体に説明会を開催するなど、施設の
状況に応じて可能な方法を選択してください。
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※共通Step4は、p.7で提案しているフローチャートをもとに進む場合、StepA-2または
StepB-4の後に進むStepになります。
共通Step4

作成したラダーをもとに自施設オリジナルの実践例の作成

Stepのポイント
●実践例の作成を通して、自施設に求められる具体的な看護実践内容を表現してみま
しょう。
●実践例作成の応用編として、施設内で部署ごとに作成する方法もあります。
JNAラダーは、あらゆる場で働く看護師に共通して求められる、看護の核となる実践能

力を示しているため、具体的すぎず、実践が想像できる程度の表現にしています。JNAラ
ダーは様々な場での活用を目指しているため、看護師の働く場の一例として、病院、高齢
者介護施設、訪問看護ステーションを想定し、それぞれの場における教育や管理の専門家
によるワーキンググループを設置し、行動目標に相当する具体的な看護実践の例を「看護
師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」の実践例として作成しました。
「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」という指標は同じものとしても、それ
ぞれの場における看護と照らし合わせ、どのような具体的な行動ができれば行動目標を達
成すると考えるかの基準、行動目標に到達するためにどのような看護実践を看護師に期待
しているのかはそれぞれの場で考える必要があります。共通Step2でJNAラダーや実践例
を読み込む段階で、「自施設では、例えばこのような看護ができることだと思う」といっ

たメモしていたら、JNAラダーの実践例と併せて参考にしながら、自施設オリジナルの実
践例の作成を進めてください。自施設オリジナルの実践例を作成することで、施設の特徴
や組織が求める具体的な看護師像を表現することもできますし、のちに評価指標を作成す
る上でも参考になります（図6）。

A病院
の実践例

実践例の具体的内容はA病院とB訪問看護ス
テーションで異なっても、同じ行動目標をも
とに作成されていれば、身についている実践

B訪問看護ステーション
の実践例

能力は同様といえます。

図6 それぞれの施設における実践例の作成
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実践例の作成 応用編
実践例は施設にひとつではなく、応用編として例えば病院内で病棟ごとに作成する方法
もあります。
現在、ひとつの病院が多くの機能をもつ場合もあり、病棟ごとの特色が多様化している
ことにより、ひとつの実践例で特色を表現することが難しいこともあります。その場合、
病棟ごとに実践例を作成することで、より看護実践能力に焦点をあてた教育・評価も可能
になりますので、各病棟における教育・評価にも実践例を使用することを検討されている
場合は、応用編として病棟ごとの作成も提案いたします。
図7では、一例として「ケアする力」のレベルⅠの行動目標のひとつである、「指導を受
けながら看護手順に沿ったケアが実施できる」が、病棟によってどのように変化するかを
示しました。看護手順の内容について、消化器外科・血液内科・整形外科での違いがみら
れます。病棟が変われば、あるいは高齢者介護施設や訪問看護ステーションなど働く場や
領域が変われば、必然的に求められる看護ケアの内容も変わります。しかし、「指導を受
けながら看護手順に沿ったケアが実施できる」という行動目標を満たしていることに変わ
りはありません。

消化器外科病棟の実践例
■指導を受けながら、胃
瘻の交換・ストーマの装
具交換・胃管挿入患者の
ケア・開腹術後のドレー
ン管理について看護手順
に沿ったケアを実施する。

血液内科病棟の実践例
■指導を受けながら、抗
がん剤の投与・輸血・腰
椎穿刺の介助・骨髄穿刺
の介助・クリーンルーム
の管理について看護手順
に沿ったケアを実施する。

整形外科病棟の実践例
■指導を受けながら、コ
ルセットの装着・CPM訓
練・股関節術後患者の体
位変換・ギプス固定・脊
椎術後の管理について看
護手順に沿ったケアを実
施する。

メリット①
看護師個人としては、異動先では何ができるようになればよいかが理解しや
すく、異動先の病棟に早く順応することができる。また、異動先の病棟側と
しても教育を提供しやすい。

メリット②
自部署ではどのようなケアの受け手が多く、どのような看護が求められているのかを考
える機会になる。また、求められる看護に沿ったOJTを実施するなど、学習・教育に反
映させることができる。

図7 病棟ごとの実践例の作成例とそのメリット

16

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
施設における導入の具体例紹介

③ご所属施設でラダーをお持ちでない場合の
導入の具体例

StepA-1

共通Step3の看護師像を看護実践能力と「その他の能力」に整理

Stepのポイント
●
●「ケアの受け手への直接的な看護実践に関することか」を判断基準として整理して
みましょう。

StepA-1では、共通Step3で抽出した自施設の看護師に必要な能力について、「看護実
践能力」と「その他の能力」に整理します。整理する際には、ケアの受け手への直接的な
看護に関することは「看護実践能力」へ、自己教育・研究能力や組織的役割遂行能力など
看護実践能力以外に求められる能力に関することは「その他の能力」ととらえて進めると
整理がしやすくなります。例えば、共通Step3の自施設の看護師に必要な能力の例で整理
してみると以下のようになります（図8）。

ⅰ
ⅱ

どのような医療や看護を提供し
たいか？

組織の理念・ビジョン

地域における組織の役割

組織の規模・機能

地域の中で、どのような医療や
看護の提供を期待されているか？

例）地域医療支援病院？
一般病院？

ⅲ

目指す看護師像

ⅳ

自施設の看護師に必要な能力を検討

能力の例）
看護実践能力

①患者を全人的な視点でとらえることができる
②患者の個別性に配慮した看護を実践することができる
③多職種と円滑な情報共有・交換をすることができる
④患者の意向を多面的にとらえ、最善の選択に向けた支援ができる
⑤自己の成長のために必要な能力を積極的に習得することができる

その他の能力

⑥組織の一員として経営に参画することができる
⑦専門職としてあるべき姿を常に考えて行動することができる
図8 看護実践能力と「その他の能力」の整理例
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StepA-2

看護実践能力について「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
と照合

Stepのポイント
●
●StepA-1で整理した看護実践能力が、「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会
版）」の4つの力のどこに含まれるかを確認しましょう。

JNAラダーのレベル毎の定義や力ごとの【レベル毎の目標】【行動目標】も参考に、看
護実践能力が4つの力のどこに含まれるかを照らし合わせてみてください。「自施設の看護
師に必要な能力の要素はこの力に含まれていますね」など具体的に確認することで、自施
設の看護師に必要な能力とJNAラダーの関連を確認することができ、JNAラダーを用いて
能力をどのような段階を経て育成していくのかが見えてきます。例えば、StepA-1で整理
した看護実践能力を4つの力に分類してみると以下のようになります（図9）。

ニーズを
とらえる力

①患者を全人的な視点でとらえることができる

ケアする力

②患者の個別性に配慮した看護を実践することができる

協働する力

③多職種と円滑な情報共有・交換をすることができる

意思決定を
支える力

④患者の意向を多面的にとらえ、最善の選択に向けた支援ができる

図9

StepA-1で整理した看護実践能力のJNAラダーの4つの力への分類例
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StepA-2で看護実践能力についてJNAラダーと照合した後、これからラダーを作成され
る施設においては、基本的には看護実践能力の部分についてはJNAラダーをそのまま取り
入れていただき、JNAラダーには表現されていない側面については、共通Step4で自施設オ
リジナルの実践例を作成される中で表現していただければと考えています。
次に、「その他の能力」の考え方について紹介いたします。自己教育・研究能力や組織
的役割遂行能力といった看護実践能力以外の「その他の能力」は、看護師が所属する各組
織の役割や機能により求められる内容が大きく異なります。どの領域や場で働く看護師に
も共通する標準的指標を目指して看護実践能力に特化しているJNAラダーにおいても、看
護実践能力と連動する「その他の能力」の側面は要素として一部含んでいます。JNAラ
ダーの看護実践能力に要素として含まれていない「その他の能力」の側面については、自
施設の特性に応じて判断し、看護実践能力とは別枠として示すことも可能ですので、その
際のひとつの方法を提案させていただきます。
例えば、StepA-1で整理した「その他の能力」は、 「自己教育・研究能力」 「組織的役
割遂行能力」「基本的資質・態度」に分類することができます（図10）。

自己教育
・研究能力

⑤自己の成長のために必要な能力を積極的に習得することができる

組織的役割
遂行能力

⑥組織の一員として経営に参画することができる

基本的資質
・態度

⑦専門職としてあるべき姿を常に考えて行動することができる

図10 「その他の能力」の分類例
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平成28年（2016年）に日本看護協会が公表した、「『病院で働く看護職の賃金のあり
方』日本看護協会の提案」の中で、看護師キャリア開発ラダーのレベル例を提示していま
す（表1）。 「自己教育・研究能力」 と「組織的役割遂行能力」については、この提案を
参考にすることもできます。「基本的資質・態度」については、 JNAラダーにおいては、
看護師の能力の基盤となる部分であるため、段階で評価を行うよりも、新人看護職員研修
に包含されていると考えます。
表1 『病院で働く看護職の賃金のあり方』日本看護協会の提案における看護師キャリア開発
ラダーのレベル例
看護実践能力

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

自己教育・研究能力

基本的な看護手順
に従い必要に応じ
助言を得て看護を
実践する

責任の最も軽い、難易度の最も
低い、軽微な組織の役割を果た
す。看護チームでは、フォロ
アーやチームメンバーの役割、
病棟の係としては簡単なルー
チーンの係の役割を遂行できる

自己の課題を指導によって発
見し、自主的な学習に取り組
むことができる

標準的な看護計画
に基づき自立して
看護を実践する

組織の一員としての役割が理解
でき、部署の目標達成に向けて、
基準や手順を順守した行動がと
れる。日々の看護業務において
リーダーシップがとれる

自己の課題を明確化し、達成
に向けた学習活動を展開する
ことができる

ケアの受け手に合
う個別的な看護を
実践する

所属する職場で、組織的役割が
遂行できる。看護チームでは、
チームリーダーやコーディネー
ターの役割、病棟での係として
は、創造的能力を要求される係
の役割を遂行できる

自己の学習活動に積極的に取
り組むとともに、新人や看護
学生に対する指導的な役割を
実践することができる

幅広い視野で予測
的判断をもち看護
を実践する

所属する職場で、特殊なまたは
専門的な能力を必要とされる役
割、または指導的な役割（学生
指導、業務改善係、学習会係、
教育委員、リスクマネージメン
ト係など）を遂行できる。看護
単位の課題の明確化ができる

自己のキャリア開発に関して
目指す方向に主体的に研究に
取り組み、後輩のロールモデ
ルとなることができる

より複雑な状況に
おいて、ケアの受
け手にとっての最
適な手段を選択し
QOLを高めるため
の看護を実践する

所属を超え、看護部や病院から
求められる役割を遂行できる。
看護単位の課題に対し、具体的
解決を図れる

単独で専門領域や高度な看護
技術等についての自己教育活
動を展開することができる。
主となり研究活動を実践でき
る。看護単位における教育的
役割がとれる

Ⅳ

Ⅴ

組織的役割遂行能力

この後は、p.15～16の 共通Step4
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へお進みください。

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
施設における導入の具体例紹介

④ご所属施設でラダーをお持ちの場合の
導入の具体例

StepB-1

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」導入の方向性を決定

このStepのポイント
Stepのポイント
●
●自施設での「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」導入のタイプを決めま
しょう。
●タイプを決める際は、ラダーを通して表現したいことは何かを検討してみましょう。

StepB-1では、共通Step2で把握した「自施設ラダーとJNAラダーの違い」、共通
Step3で確認した「自施設の人材育成のあり方や期待する看護師像」をもとに、自施設に
おけるJNAラダー導入の方向性を決定します。導入の方向性としては、大きくわけて以下
の2パターンが想定されます。
導入タイプ①
JNA版基盤型

導入タイプ②
自施設基盤型

自施設ラダーの看護実践能力の部分について、「看護師のクリニ
カルラダー（日本看護協会版）」を基盤として導入するタイプ。

自施設ラダーの看護実践能力の部分について、 「看護師のクリニ
カルラダー（日本看護協会版）」を見直し・評価のツールとして
導入するタイプ。

導入タイプ①②のどちらを選択しても、この後にたどるステップは同様ですが、軸をど
ちらにするかを決めることで、この後に続くStepB-4で自施設のラダーをJNAラダーと照
らし合わせる際に、スムーズに整理を進めることができます。このステップでは導入の方
向性のみを決め、看護実践能力と「その他の能力」を整理する作業は、StepB-2へ進みま
す。
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＜各導入タイプのイメージ＞

導入タイプ①JNA版基盤型

看
護
実
践
能
力

そ
の
他
の
能
力

・看護実践能力はJNAラダーを基盤とする。
・ JNAラダーに表現されていない行動目標
については、実践例の中で表現するか、
自施設の特徴としてオリジナルの行動
目標を追加する可能性がある

・自施設のラダーにもともとある、
「自己教育・研究能力」「組織的役割遂
行能力」といった看護実践能力以外の
能力は別枠で示す

導入タイプ①の場合、JNAラダーのレベル毎の定義、レベル毎の目標、行動目標には
一切の変更を加えずに使用していただきます。
行動目標については、自施設オリジナルの項目を追加することが可能です。

導入タイプ②自施設基盤型
そ
の
他
の
能
力
看
護
実
践
能
力

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

・看護実践能力について、JNAラダー
の内容が自施設のラダーのどの部分
に含まれているかを照らし合わせて
見直し・評価する。
・自施設のラダーの型は維持する
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導入タイプ①JNA版基盤型の例
＜リハビリ専門病院であるB病院の考え＞
今後、グループ病院内のリハビリ専門以外の病院と人事交流をしていくためにも、
また2025年に向けた少子超高齢社会に対応できる人材を育成するためにも、軸とな
る看護実践能力はJNAラダーを採用したい。しかし、リハビリ専門病院として回復
期看護に特化した内容が多く含まれている自施設のラダーの特徴を表現できないの
ではと懸念している。

＜導入方法の提案＞

2通りの提案があります。
提案①は、共通Step4で作成する自施設オリジナルの実践例の中で、JNAラダーの
行動目標を満たす具体的な看護実践を挙げる際に、リハビリ専門病院としての特徴
を表現する方法です。
提案②は、JNAラダーの行動目標に、自施設オリジナルの行動目標を追加すること
で、リハビリ専門病院としてのラダーの特徴を表現することです。その際の重要な
注意点は、オリジナルで追加した行動目標であるとわかるように明示することです。
どこまでが標準的指標の範囲内で、どこからが自施設が求める内容であるかが、一
目でわかるようにしていくことが大切です（明示方法はStepB-4をご参照くださ
い）。
提案①②のどちらを採用しても、リハビリを専門とするB病院では回復期看護につ
いて具体的にどのような実践能力を身につけることができるのか、特徴を示すこと
ができます。
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導入タイプ②自施設基盤型の例

＜独自のラダーを開発・運用しているB訪問看護ステーションの考え＞
自施設のラダーの看護実践能力に関する部分とJNAラダーは、内容的に一致してい
る。しかし、看護師の成長を細かい視点でとらえるための自施設ラダーの8段階の
レベル設定、ラダーを使用する個々の看護師が目指す看護師像を具体的にイメージ
できるように入念に検討した言葉の表現は今後も生かしたい。

＜導入方法の提案＞
自施設で開発・運用しているラダーは現在のまま使用し、看護実践能力について
JNAラダーを標準的指標として見直し・評価にご活用ください。
自施設のラダーのレベルがJNAラダーではどのレベルに該当するのかをStepB-3の
「看護実践能力についてレベルの整理」で、言葉の表現は異なるが内容的にどの部
分に該当するかをStepB-4の『看護実践能力について「看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）」と照合』でご確認ください。

このように、導入タイプ①②のどちらを選択しても、標準的指標を用いながら自
施設のラダーの特徴を表現することが可能です。導入タイプ①②はひとつの提案で
すが、どちらが自施設に向いているか、あるいは他の導入タイプで進めるか、各施
設で最適と思われる方法をご選択ください。
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StepB-2

看護実践能力と「その他の能力」の整理

Stepのポイント
●●自施設のラダーの「看護実践能力」と「その他の能力」を整理してみましょう。
●整理した「看護実践能力」と「その他の能力」の自施設における関係性を整理してみ
ましょう。
StepB-2では、自施設のラダーを「看護実践能力」と「その他の能力」に整理する作業
を行います。自己教育・研究能力や組織的役割遂行能力といった看護実践能力以外の能力
は、看護師が所属する各組織の役割や機能により求められる内容が大きく異なります。ど
の領域や場で働く看護師にも共通する標準的指標を目指して看護実践能力に特化している
JNAラダーにおいても、看護実践能力と連動する「その他の能力」の側面は要素として一
部含んでいます。JNAラダーの看護実践能力に要素として含まれていないその他の能力の
側面については、自施設の特性に応じて判断し、看護実践能力とは別枠として示すことも
可能ですので、まずはJNAラダーを指標としながら「看護実践能力」と「その他の能力」
を整理してみてください（図11）。
この作業を行うことにより、看護実践能力と「その他の能力」の側面で、自施設の看護
師に何を求めているのかが明確になり、自施設のラダーの傾向を知ることもできます。
「看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）」

自施設のラダー（例）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ニーズをとらえる力

看護実践能力

ケアする力

自己教育・研究能力

協働する力

組織的役割遂行能力

意思決定を支える力

図11 「看護実践能力」と「その他の能力」の整理例
図11では、まずは自施設ラダーの
で囲った能力を、JNAラダーの「看護実践
能力」として、自施設ラダーの
で囲った能力を「その他の能力」として整理し
ています。しかし、看護実践能力と「その他の能力」は連動する部分もあり、明確に区別
することは困難です。そのため、「その他の能力」とした「自己教育・研究能力」の一部
はJNAラダーの「ケアする力」に、「組織的役割遂行能力」の一部は「協働する力」に含
まれる可能性があるとして
で示しています。
図11では、自施設のラダーに含まれる能力が「看護実践能力」「自己教育・研究能力」
「組織的役割遂行能力」の3項目である場合を示しています。しかし、施設によっては、例
えば「人間関係能力」や「倫理的実践能力」といった能力が示されている場合もあります。
そのような場合、このStepではひとまず「人間関係能力」を「協働する力」に、「倫理的
実践能力」を「意思決定を支える力」として整理しておくといった方法が考えられます。
このStepでは、まずは上記のようにそれぞれの力へ大まかにわけていきます。細かい点
については、StepB-4でレベル毎の目標や行動目標をもとに、改めて整理していきます。

し
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StepB-3

看護実践能力についてレベルの整理

Stepのポイント
このStepのポイント
●レベル毎の定義を参考にレベルを整理してみましょう。
●
●細かい視点で整理する作業はStepB-4で行いますので、まずはおおまかに整理してみ

ましょう。
StepB-3では、StepB-2で整理した自施設ラダーの看護実践能力について、自施設ラ
ダーとJNAラダーのレベル毎の定義を見比べながらレベルを整理します。見比べる時は、
JNAラダーのレベル毎の定義の中で特にポイントとなる部分を以下に赤色文字で示してい
ますので、その点を参考にしてみてください（図12）。また、言葉の表現は異なっても同
じニュアンスであるか、各レベルでイメージしている看護師像と合致しているかといった
視点でも見比べていくことができます。自施設ラダーのレベルの段階がJNAラダーと同様
の場合は、レベルの上がり方を確認してみてください。導入タイプ②の自施設基盤型で進
める場合は、自施設ラダーの各レベルが標準的指標の中ではどの段階に位置するのかを確
認してみてください。
JNAラダーでは、レベル毎の定義という言葉を用いていますが、到達目標や実践目標な
ど施設により呼び方は様々あるかと思います。JNAラダーのレベル毎の定義に該当すると
考えられる部分を見比べてみてください。
例①自施設ラダーが4段階で設定されている場合
レベル
レベル毎の定義

レベル
レベル毎の
定義

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

組織の一員として、
チーム内でのメンバー
の役割を理解し、助言
を受けて行動できる

所属部署で求められる
基本的な看護ケアを単
独で実施できる

経過を予測しながら、
対象者に適した効果的な
看護ケアが実施できる

解決困難な課題を有
する場合にも、最良
の看護ケアを実施で
きる

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

基本的な看護手順
に従い必要に応じ
助言を得て看護を
実践する

標準的な看護計画
に基づき自立して
看護を実践する

ケアの受け手に合
う個別的な看護を
実践する

幅広い視野で予測
的判断をもち看護
を実践する

より複雑な状況に
おいて、ケアの受
け手にとっての最
適な手段を選択し
QOLを高めるため
の看護を実践する

例②自施設ラダーがレベル新人＋4段階で設定されている場合
レベル新人
指導を受けな
がら、安全な
看護ケアが提
供できる

レベル
レベル毎の
定義

レベル

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

マニュアルをもと
に、安全で安楽な
看護ケアが独立し
て提供できる

科学的根拠に基づ
く知識のもと、経
過を予測しながら
個別的な看護ケア
が提供できる

科学的根拠に基づ
く専門的知識と技
術を統合し、適切
な看護を提供でき
る

最新の知見に基づ
き、解決困難な状
況においても、よ
り適切な看護を提
供できる

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

基本的な看護手順
に従い必要に応じ
助言を得て看護を
実践する

標準的な看護計画
に基づき自立して
看護を実践する

ケアの受け手に合
う個別的な看護を
実践する

幅広い視野で予測
的判断をもち看護
を実践する

より複雑な状況に
おいて、ケアの受
け手にとっての最
適な手段を選択し
QOLを高めるため
の看護を実践する

レベル毎
の定義

図12 自施設ラダーとJNAラダーとのレベルの整理例
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StepB-4

看護実践能力について「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
と照合

Stepのポイント
●●
StepB-3で整理したレベルを参考に、看護実践能力を「看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）」と照らし合わせてみましょう。
StepB-4は、StepB-3でレベルを整理した看護実践能力について、JNAラダーのレベル
毎の定義や、力ごとの【レベル毎の目標】【行動目標】を参考に、看護実践能力が4つの力
のどこに含まれるかを照らし合わせます。 具体的な作業方法について、StepB-3の「例①
自施設ラダーが4段階で設定されている場合」を例にみてみましょう（図13）。
図13では、自施設ラダーのレベルは4段階で設定されており、 JNAラダーと照らし合わ
せてレベルを整理した結果、レベルⅠはJNAラダーのレベルⅠ（①）、レベルⅡはⅡ
（②）、レベルⅢはⅢとⅣ（③）、レベルⅣはⅤ（④）に対応することがわかりました。

自施設ラダー（例）
レベル
レベル毎の定義

Ⅰ

Ⅱ

組織の一員として、
チーム内でのメン
バーの役割を理解
し、助言を受けて
行動できる

所属部署で求められ
る基本的な看護ケア
を単独で実施できる

①
レベル
レベル毎の定義

②

Ⅲ

Ⅳ

経過を予測しなが
ら、対象者に適し
た効果的な看護ケ
アが実施できる

解決困難な課題を
有する場合にも、
最良の看護ケアを
実施できる

④

③

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

基本的な看護手
順に従い必要に
応じ助言を得て
看護を実践する

標準的な看護計
画に基づき自立
して看護を実践
する

ケアの受け手に
合う個別的な看
護を実践する

幅広い視野で予
測的判断をもち
看護を実践する

より複雑な状況
において、ケア
の受け手にとっ
ての最適な手段
を選択しQOLを
高めるための看
護を実践する

図13 StepB-3 例①自施設ラダーが4段階で設定されている場合のJNAラダーとの
レベルの整理例
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p.31の図13で例示した自施設ラダーには、StepB-2で「看護実践能力」と「その他の能
力」を整理した際に、看護実践能力としては「看護実践能力」、「その他の能力」として
は「自己教育・研究能力」「組織的役割遂行能力」が挙げられたとします（図14）。この

ような場合、例えばレベルⅡを、JNAラダーのレベルⅡとどのように照らし合わせていく
かを次のp.33に例示してみます。
レベル
レベル毎の定義

看護実践能力

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

組織の一員として、
チーム内でのメンバー
の役割を理解し、助言
を受けて行動できる

所属部署で求められる
基本的な看護ケアを単
独で実施できる

経過を予測しながら、
対象者に適した効果的
な看護ケアが実施でき
る

解決困難な課題を有す
る場合にも、最良の看
護ケアを実施できる

・基本的な看護技術を、
助言を受けて、安全に
実践できる
・救急蘇生法の手順を、
指導のもとで確実に実
施できる
・看護の提供場面におい
て、常に患者の人権を
尊重する視点を持つこ
とができる
・チームメンバーのそれ
ぞれの役割を理解する
ことができる。

・日常や救急時の看護に
必要な標準的な看護技
術を、自立して、安全
かつ確実に実践できる
・看護ケアに用いる物品
のコストを把握する
・受け持ち患者のニーズ
に即した看護過程を展
開できる
・チームメンバーのそれ
ぞれの役割を理解した
上で、看護実践に必要
な情報を交換すること
ができる

・個別性を重視した看護
を実践し、実践した看
護の評価や計画の修正
ができる
・日常や救急時の看護に
必要な標準的な看護技
術を指導できる
・今後起こり得る看護の
実践における倫理的問
題に気づき、解決に向
けた提案ができる
・チームの中心的役割を
果たし、目的達成に向
けてチームをマネジメ
ントすることができる

・看護実践に関わる組織
的および社会的な課題
を把握し、課題解決に
向けた計画の立案・実
践・評価ができる
・看護実践の場面で生じ
ている倫理的問題の解
決に向けて、計画の立
案と実践ができる
・多職種を含むチームの
目的達成に向けて、状
況に応じて自らの立場
を判断しながら、チー
ムをマネジメントする
ことができる

・助言を受けながら自己
の教育的課題を導き出
すことができる

・自己の教育的課題を達
成するために、自ら積
極的に学習することが
できる

・自己の教育的課題の達
成に向けて、学会や研
修会等の参加を通して、
自ら積極的に学習する
とともに、他者に対し
て教育における指導的
な役割を実践すること
ができる

・単独で専門領域や高度
な看護技術等について
、看護研究や学会発表、
研修会の参加等を通し
て、自己教育活動を展
開することができる。
他者に対する教育にお
いて、自立して指導的
な役割を実践すること
ができる

・看護チームのメンバー
としての役割や係活動
の補佐的役割を果たせ
る

・看護チームのリーダー
としての役割や、係お
よび委員会活動におけ
る役割を果たすことが
できる

・多職種を含むチームの
中で、専門的能力を要
する役割を果たし、
チーム内での指導的役
割も担うことができる

・組織全体の中で、組織
の課題解決や長期的な
展望を見据えた計画を
立案し、実践すること
ができる

自己教育・研究能
力

組織的役割遂行能
力

図14 自施設ラダーの例

p.33の図15は、図14の自施設ラダーの例からレベルⅡを抜き出して、レベル毎の定義
と、それぞれの能力の到達目標を示しています。看護実践能力の到達目標のうち、青字は
JNAラダーの「ケアする力」、紫字は「ニーズをとらえる力」、緑字は「協働する力」と
一致性があると判断しました。また、赤字については、JNAラダーと照らし合わせた場合、
看護実践能力ではなく組織的役割遂行能力に該当するとして、看護実践能力とは別枠で示
しています。
図15はレベルⅡを例示していますが、他のレベルも同様の方法で整理していきます。
JNAラダーでは、レベル毎の定義、力ごとの【レベル毎の目標」【行動目標】を設定して
いますが、施設により設定は様々かと思います。JNAラダーのレベル毎の定義、力ごとの
【レベル毎の目標」【行動目標】に該当すると考えられる部分で照らし合わせてみてくだ

さい。また、現在の自施設ラダーでは【行動目標】を設定していない場合は、ぜひJNAラ
ダーの行動目標を活用していただければと思います。
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レベル

Ⅱ

青紫緑文字の到達目標は、
JNAラダーと一致性があると
判断

レベル毎の定義

所属部署で求められる標準的な看護ケアを単独で実施できる

看護実践能力

・日常や救急時の看護に必要な標準的な看護技術を、自立して、安全かつ確実に実践できる
・看護ケアに用いる物品のコストを把握する
・受け持ち患者のニーズに即した看護過程を展開できる
・チームメンバーのそれぞれの役割を理解した上で、看護実践に必要な情報を交換することができる

自己教育・研究能力

・自己の教育的課題を達成するために、自ら積極的に学習することができる

組織的役割遂行能力

・看護チームのリーダーとしての役割や、係および委員会活動における役割を果たすことができる

レベル

Ⅱ
標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践する

レベル毎の定義

JNAラダー

ニーズを
とらえる力

ケアする力

【レベル毎の
目標】

ケアの受け手や状況（場）のニーズを自らと
らえる

【行動目標】

□自立してケアの受け手に必要な身体的、精
神的、社会的、スピリチュアルな側面から必
要な情報収集ができる
□得られた情報をもとに、ケアの受け手の全
体像としての課題をとらえることができる

【レベル毎の
目標】

ケアの受け手や状況(場）に応じた看護を実践
する

【行動目標】

□ケアの受け手の個別性を考慮しつつ標準的
な看護計画に基づきケアを実践できる
□ケアの受け手に対してケアを実践する際に
必要な情報を得ることができる
□ケアの受け手の状況に応じた援助ができる

【レベル毎の
目標】

看護の展開に必要な関係者を特定し、情報交
換ができる

【行動目標】

□ケアの受け手を取り巻く関係者の立場や役
割の違いを理解したうえで、それぞれと積極
的に情報交換ができる
□関係者と密にコミュニケーションを取るこ
とができる
□看護の展開に必要な関係者を特定できる
□看護の方向性や関係者の状況を把握し、情
報交換できる

協働する力

【レベル毎の
目標】
意志決定を
支える力

【行動目標】

自施設のラダー

・受け持ち患者のニーズに即した看護過程
を展開できる

・日常や救急時の看護に必要な標準的な看
護技術を、自立して、安全かつ確実に実
践できる

・チームメンバーのそれぞれの役割を理解
した上で、看護実践に必要な情報を交換
することができる

ケアの受け手や周囲の人々の意向を看護に活
かすことができる
□ケアの受け手や周囲の人々の思いや考え、
希望を意図的に確認することができる
□確認した思いや考え、希望をケアに関連づ
けることができる

自施設ラダーの看護実践能力
には、意思決定を支える力が含
まれていないことがわかる

赤文字の到達目標は、組織
的役割遂行能力に該当する
と判断し、「その他の能
力」として看護実践能力と
は別枠で示す

自己教育・研究能力

・自己の教育的課題を達成するために、自ら積極的に学習することができる

組織的役割遂行能力

・看護チームのリーダーとしての役割や、係および委員会活動における役割を果たすことができる
・看護ケアに用いる物品のコストを把握する

図15 自施設ラダーの看護実践能力のレベルⅡとJNAラダーのレベルⅡの照合例
＊照合に使用している上記のピンク色のシートは、本会のホームページよりフォーマット例

をダウンロードすることが可能ですので、作業する際の参考としてご活用ください。
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p.33のように整理した際、ある領域の専門病院や災害拠点病院、三次救急機関など地域
の中で基幹病院としての役割をもつ施設においては、自施設ラダーの看護実践能力の中で
JNAラダーのレベル毎の定義、力ごとの【レベル毎の目標」【行動目標】には表現されて
いない内容が含まれている場合があるかと思います。そのような場合、StepB-1で紹介し
たように2通りの提案があります。
提案①は、共通Step4で作成する自施設オリジナルの実践例の中で、JNAラダーの行動
目標を満たす具体的な看護実践を挙げる際に特徴を表現する方法です。提案②は、JNAラ
ダーの行動目標に、自施設オリジナルの行動目標を追加することで自施設ラダーの特徴を
表現する方法です。提案①②のどちらを採用しても、自施設ラダーの特徴を表現すること
ができますので、施設により合う方法をご選択ください。

提案②の場合、重要な注意点は、オリジナルで追加した行動目標であるとわかるように
明示し、どこまでが標準的指標の範囲内で、どこからが自施設が求める内容であるかが、
一目でわかるようにしていくことが大切ですので、図16に例を挙げます。

「看護師のクリニカルラダー
（日本看護協会版）」

自施設のクリニカルラダー
（例：がん専門病院の場合）
倫理的感応力

意思決定を支える力

レベルⅢ

レベルⅢ

□ケアの受け手や周囲の人々の意思決定
に必要な情報を提供できる

自施設のクリニカルラダーにはない行動
目標のため、新たな行動目標として看護
実践能力を強化する
患者・家族の価値観を理解できる。
また、患者・家族に関わる他医療従事者
の価値観も理解できる。

一致性あり

□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違
いが理解できる

患者・家族の価値観を、ケアに携わる
多職種に伝えることができる。

一致性あり

□ケアの受け手や周囲の人々の意向の違
いを多職種に代弁できる

★ がん患者特有の意思決定のプロセスを

がん患者特有の意思決定のプロセスを
理解することができる。

理解することができる。

自施設のクリニカルラダーにあるこの
行動目標は、がん専門病院の特徴・強
みとして表現するために★印をつけて
オリジナルの行動目標として追加し、
JNAラダーとは別枠で表現する

図16 自施設オリジナルの行動目標を追加する場合の例
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また、StepB-2で整理したように、組織に所属する看護師には、看護実践能力以外
に組織内で求められる能力が必ずあるかと思います。そこで、 JNAラダーを導入した
場合に、「その他の能力」をどのように整理すればよいのか、考え方の一例を紹介さ
せていただきます（図17）。

例①レベルの段階を統一して連動させるパターン
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

看護実践能力
その他の能力
例①は、自施設ラダーにある「その他の能力」を、看護実践能力とは別枠で設ける際
に、p.22の表1にある、『病院で働く看護職の賃金のあり方』日本看護協会の提案に
おける看護師キャリア開発ラダーのレベル例を用いて、レベルの段階を統一して連動
させるパターンです。

例②レベルの段階は統一せず、関連性を示すパターン
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

看護実践能力
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

主任

その他の能力

例②は、自施設ラダーにある「その他の能力」を、看護実践能力とは別枠で設ける際
に、例えばもともとの自施設ラダーが８段階であった場合、「その他の能力」につい
ては８段階のまま使用し、「主任は看護実践能力Ⅲ以上を要する」など看護実践能力
との関連性を示すパターンです。

図17

看護実践能力と「その他の能力」 の関係性の考え方の一例

この後は、p.15～16の 共通Step4
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へお進みください。

●作成したクリニカルラダーおよび実践例を用いた教育の実施について
今回は、「看護師のクリ二カルラダー（日本看護協会版）」導入・活用編として、個々
の看護師の方々あるいは看護師の所属する施設の方々に、どのようにJNAラダーを取り入
れていただくかを提案させていただきました。個々の看護師が専門職として成長していく
ためには、所属する施設における教育体制の整備が非常に重要になりますので、特に施設
における導入方法を中心に記載しました。本手引きの中で紹介した方法は、ひとつの提案
であり、実際には各施設で様々な取り組みがなされています。
施設でJNAラダーを用いた教育を行うことのメリットとしては、個々の施設内における
看護実践能力の育成や評価にとどまらず、グループ化された組織での異動や他施設からの
看護師の受け入れ時にも適切に能力を評価できる指標となり得ることです。また、今後は
施設単位にとどまらず地域の中で看護師を育成していくことが求められる時代において、
教育の基幹組織からの研修案内や看護の地域連携場面などにおいても有用です（図18）。
従来
A病院開催：地域向け公開研修のお知らせ
研修対象者：3～5年目の看護師

？

？

A病院以外の看護師

病院側

施設により3～5年目の看護師の到達レベルが異なる
ため、自身が対象となるか判断に迷う。
対外的な広報時に自施設のラダーで研修対象者の
段階を示すことはできない。
そのため、受講者のレディネスを把握しにくい。

効果的な教育の実施には、看護実践能力の習熟段階に応じて対象者を設定
することもひとつの有効な手段です。
JNAラダーを活用
A病院開催：地域向け公開研修のお知らせ
研修対象者：「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」レベルⅢ相当

A病院以外の看護師

病院側

標準的な指標で段階が示されることで、より自身に
適した研修を選択しやすくなる。
対象者の能力段階を統一することができ、より効果的
な教育を提供することが可能。標準的な指標を用いた
教育を通して地域がつながることも期待できる。

図18 活用によるメリットの一例：地域における教育の基幹組織での活用例
日本看護協会の公式ホームページや協会ニュース、学会や雑誌等の様々な媒体で紹介さ
れる各施設の取り組み事例を参考に、ご所属施設における導入につなげていただければと
考えます。
「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」は、看護師の能力向上を目指して、
みなさまと一緒に発展させたいと考えます。自施設における導入や活用状況、人材育成と
の連動例など、実際に取り組まれている施設の方々からの情報提供をぜひお待ちしており
ます。
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