
テキサス大学エルパソ校
コミュニケーション学部教授、
クリントン公共マネジメント
大学院客員教授、
熊本大学政策創造研究教育セ
ンター客員教授。

社会変革のためのコミュニ
ケーション戦略を専門とし、
PDの分野をけん引する世界
的な研究者です。

米国政府機関、国連機関や世
界銀行、フォード財団やロッ
クフェラー財団など、多くの
組織から支援を受けて研究を
推進されています。

Dr. Arvind Singhal

ポジティブディビアンスとは

ポジティブ・ディビアンスとはものごとの考え方
や捉え方であり、実社会に存在する問題解決のため
のアプローチでもあります。私たちは、「何が問題
なのか？」「どうしてうまくいかないのか？」とい
うことだけに固執してしまいがちです。しかし、ポ
ジティブ・ディビアンスのアプローチを採ると、
「うまくいっていることは何か？」「どうしてうま
くいっているのか？」ということに目を向けて行こ
うとします。このようなアプローチは私たちに新し
い地平線を見せてくれ、時としてイノベーションの
創出につながるものだと言えます。
このセミナーで、シンハル先生はご自身が係わられ
たポジティブ・ディビアンスのアプローチを活用し
たプロジェクトなどを中心にお話しされます。シン
ハル先生のお話から、私たちは概念をとらえ、活用
方法のアイデアを得ることを期待したいと思います。

「ものごとの捉え方を変えイノベーションを創出する
: ポジティブ・ディビアンス」

講師：アービンド・シンハル氏
(日本語逐次通訳有）

2014年12月８日(月) 13:00～15:00
（熊本大学北キャンパス くすのき会館）

熊本大学大学院先導機構
人文社会科学系国際共同研究拠点 ミニセミナー

先着
50名

マーケティング推進部
研究推進ユニット（鏑流馬）

TEL: 096-342-3308
Fax: 096-342-3149 

E-mail: k-kyoten@jimu.kumamoto-
u.ac.jp

☆当日参加も可能ですが、定員以上になった
際に入場できない可能性もありますので、
事前申し込みをお勧めします。

セミナー参加の申し込みと
問い合わせ先

mailto:-kyoten@jimu.kumamoto-u.ac.jp


Dr Singhal is Samuel Shirley 

and Edna Holt Marston 

Endowed Professor of 

Communication and Director of 

Social Justice Initiative. He is 

also appointed as Kumamoto 

Univ. Visiting Professor and 

Distinguished Scholar at Clinton 

School of Public Management, 

University of Arkansas. 

He is one of the world known 

communication scholars. He 

specializes in communication 

strategies for social change and 

has numerous publications 

including books and journal 

articles. 

Dr. Singhal is the one who leads 

Positive Deviance research and 

practices, working also with 

people around the world. 

Dr. Arvind Singhal

What is Positive Deviance?

Positive Deviance is the way of thinking as well 

as the approach to solving social issues. We 

tend to look at what the problem and why it is 

happening but with PD, we try to look at what is 

working and how it is working well, instead. It 

will show us new horizon and provide us with 

opportunities for innovation. 

In this mini seminar, Dr. Singhal will tell stories 

about PD, through which we will be able to 

grasp the concept. Dr. Singhal ‘s stories are 

provided among a lot of PD applications that he 

himself was involved. 

Let’s join the journey in looking for new ways of 

thinking and learn together how we can do it!

“Changing how we can see things leads to innovation: 
Positive Deviance”

By Dr. Arvind Singhal

Monday,  December 8 , 2014 13:00～15:00
（Kusunoki Kaikan in Kumamoto Univ. North Campus ）

Limited to 50 people 

MINI SEMINNAR hosted by International Collaborative Research Group for Humanities and 
Social Sciences, Priority Organization for Innovation and Excellence
Sciences,

Research Promotion Division, 
Marketing Promotion
TEL: 096-342-3308

(To Yabusame)
Fax: 096-342-3149 
E-mail: k-kyoten@jimu.kumamoto-

u.ac.jp

☆Although you are welcome without 
registration, we would recommend you 
make sure to keep your seat by registering. 

Registration and Questions

mailto:k-kyoten@jimu.kumamoto-u.ac.jp
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