さいきん

最近、会社の中で仕事の⼀つとしてボードゲームをする会社があるという。ボードゲームをする
と、会社で働いている⼈同⼠でコミュニケーションをとる機会が増えるからだそうだ。コミュニケ
ーションをとる機会が増える （a） 、仕事中にゲームをしていいのだろうか。と思う⼈もいるか
もしれない。しかし、実際に仕事にボードゲームを取り⼊れた会社では、ボードゲームをするよう
しゃいん

になったあと、社員の中でのコミュニケーションが盛んになり、仕事がうまくいくようになったそ
うだ。
しゃいん

「もっとコミュニケーションをとる機会がほしい」という社員の意⾒を反映させて、仕事中にボー
ドゲームをする時間を毎週１回作ったアクティブエージェンシーの⽥中さんは、ボードゲームの効
果についてこのように語っている。
まず、ボードゲームをすることでお互いが、どんな⼈なのかがわかるようになります。仕事のと
きとは違い、すこしリラックスしながらコミュニケーションをとると、「あ、この⼈は意外と負け
ろんりてき

ふだん

ず嫌いなんだ」とか「この⼈は論理的な（logical）考え⽅ができる⼈だ」と、普段はわからなかっ
たその⼈の性格がわかるようになります。
また、ゲームでは失敗をしてもいいので、仕事でなにかミスをしたときにどのようにケアをした
ふだん

らいいかを練習することができます。普段の仕事ではあまりミスをすることはできませんが、ゲー
ムの中ではたくさんミスをして、それを周りにフォローしてもらうことができます。それによって、
ふだん

たす

普段の仕事でもミスをしたときに周りの⼈に助けをお願いしやすい雰囲気を作ることができまし
しゃいん

た。社員も、いつもは、

(b)

話すことができない⼈と話すことができるようになってうれし

いです話しています。
１

漢字の読み⽅を書きなさい。

機会（

）

反映（

）失敗（

２

増える（

）実際（
） 練習（

）

盛ん（

） 雰囲気（

）
）

(a)と(b)に⼊ることばを考えて書きなさい。

a(

)

b(

)

３ 仕事でボードゲームをするとどのようなメリットがありますか。

たが

せいかく

４

お互い(each other)の性格がわかると、仕事でどんなメリットがあると思いますか。

５

ゲームでは失敗をしてもいいとありますが、ゲームで失敗すると、仕事をするときにどんな

いいことがありますか。

Recently, the company said they play board games as one of their jobs in the company. He says it's
because playing board games increases the opportunity for people working in the company to
communicate with each other. More opportunities to communicate (a), is it okay to play games at
work?

However, the companies that actually incorporated board games into their work said that

after they started playing board games, communication among employees began to flourish and work
began to go well.
Reflecting the opinions of employees who want more opportunities to communicate, Tanaka from
Active Agency says of the benefits of board games: "I've made time to play a board game once a week
during work.
First of all, playing board games helps us to get to know each other and what kind of person we
are. Unlike at work, if you relax a bit, you will be able to understand a person's personality that you
didn't normally understand, such as, "Oh, he's unexpectedly competitive" or "He's a logical thinker.
Also, it's okay to make mistakes in the game, so you can practice how to take care of yourself if you
make a mistake at work. I can't make many mistakes in my day job, but in the game I can make a lot
of mistakes and have people around me follow up on them. This helped me to create an atmosphere
where it was easy to ask people around me for help when I made a mistake, even at my regular job.
Employees also talk, which is nice to be able to talk to people who ( B) can't usually talk.

みなさん。おげんきですか。クラスでにぎやかなみなさんに会えなくてさみしいです。
しえんきん

みなさんもアルバイトのことなど⼤変なことがあるでしょう。⽀援⾦の書類の⽇本語でわからな
いことがあれば聞いてください。この QR コードを読み取って、この問題の答えと相談があれば相
談を送ってください。（布村）
How are you doing? I miss seeing everyone in my class.
I'm sure you all have a hard time. Please ask me if there is anything you don't understand in
Japanese on the aid documents. Please read this QR code and send me
and a consultation. (Nunomura)

answers to these questions

