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研修

中堅社員に期待される行動
指導用マニュアル



このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp

〒160-0005東京都新宿区愛住町２２ 岡田ビル１Ｆ
tel : 03-3356-6551 fax : 03-3356-6563

株式会社マネジメントアドバイスセンター
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中堅社員に期待される行動 概要 

目的 

 中堅社員として身につけるべき、組織や管理に関する基本コンセプトを理解する。 

 中堅社員として、望ましい行動をとるための判断基準を明らかにする。 

 グループのコミュニケーションを活発にし、チームワークを高める。 

対象 

中堅社員 

所要時間 

２時間 

教材 

 シート① 中堅社員に期待される行動 

 ワークシート① 中堅社員の期待行動 設問（ＣＣテスト） 

時間配分 

 

項目 分 

はじめに ５分 

会合の目的 ５分 

討議の進め方 ５分 

ＣＣテスト １５分 

グループ研究 ４０分 

正解の提示と解説 ３０分 

チーム効率の分析 １５分 

まとめ ５分 

合計 １２０分 



研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さい
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研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

  「中堅社員に期待される役割と能力」については概

論の会合で学びました。 

 では中堅社員として、職場のリーダーとして、これ

からどのような行動をとればよいでしょうか。 

 中堅社員の行動は単なる立場上だけの行動ではな

く、時代時代に合った行動でなければなりません。 

 その行動は組織や上司やメンバーからの期待に応え

るものでなければならないし、同時に組織が期待す

る基準に基づいたものでなければなりません。 

 では基準とは何でしょうか。 

 私達が何かを行動しようとした時、必ずその基にな

る考え方や基準がその背後にあります。 

 組織の一員である中堅社員も当然、組織の一員とし

ての判断基準に基づいた行動をとらなければなりま

せん。 

 もちろんその基準は自分の経験の中から作られるも

のも多いですが、それだけだと自分だけの基準にな

ってしまい、独断的な行動になってしまいます。 

 中堅社員は、組織が期待する判断基準、行動基準に

基づいた行動を取らなければなりません。 

 ではこれからその基準とは何かを理解するためにグ

ループ毎に設問討議を行います。 

 これから４０問の設問をお渡しします。討議するこ

とにより組織の一員としての行動力、これからの中

堅社員として期待される行動基準、判断基準の理解
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

を深めていくことにします。 

 この設問は組織行動上で特に重要なコンセプト（概

念）などが全て含まれていると考えてください。 

 これを目的に設問討議を行います。 

会合の目的 

（５分） 

シート①  この演習の具体的な目的を説明します。 

（１） 組織運営に関する基本的考え方を理解する。

これは行動の元になる基本的知識にあたる。 

（２） 組織活動上で「どのような行動をしたら良い

か」といった望ましい行動基準を明確にす

る。 

（３） 今までの自己の行動を反省すると共に新し

い行動への自己変換をはかる。 

（４） 相互討議を通じて共通の行動基準や判断基

準を身につける。 

（５） 討議を通じて職場の状況を相互に交換する。 

 これを目的に設問討議を行います。 

討議の進め方 

（５分） 

ワークシー

ト① 

 では理解促進討議を行います。 

（シート①を参照して討議の進め方を説明する。） 

 討議全体の流れは、個人研究→グループ研究→正解

の提示と解説→チームの効率の分析です。 

 （ワークシート「中堅社員の期待行動 設問」を各

自に配布する。） 

ＣＣテスト 

（１５分） 

ワークシー

ト①配布 

 まず個人別に４０問の設問を読み、その設問が正し

ければ○、誤っていれば×を個人の欄に入れてくだ

さい。時間は１５分とします。 

 （記入が終わったらグループ研究に入る。） 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 グループ研究の進め方を説明しましょう。 

 グループメンバーで討議しながら、統一の答えを出

し、グループ欄に○か×を入れてください。 

 グループ討議は次の条件を守って行ってください。 

１． 多数決ですぐに決めない。結果として多数決に

なるのはよい。 

２． 少数意見を尊重する。少数意見で正しいものも

多い。 

３． 勝ち負けにこだわらない。内容の理解が中心だ

から、勝敗の意識を持たない。 

４． 職場での経験実例を織り込みながら討議する。 

グループ研究 

（４０分） 

  討議時間は４０分です。リーダー等を決めて自主的

に運営してください。 

 時間が来たのでグループ研究は終わります。まだ全

解答が出ていないところは原則に反しますが多数決

で決めてください。 

 ではこれから正解を説明します。この討議は正しい

考え方や基本行動を理解するのが目的ですので、特

に重要な所、問題のありそうな所は具体的に解説し、

解答を述べます。 

正解の提示と 

解説 

（３０分） 

 （４０問の設問の解答とその理由を具体的に説明し

ていく。誤りの項目はその根拠を具体的に説明す

る。） 

１．第１問は×です。利益は大変重要な目標ですが、利

益だけが目標ではありません。企業は常に複合目標

を持っています。社会的責任を果たすことも目標に

なります。したがって唯一の目標というのは誤りで

す。 

２．○です。どんなにメンテナンスをしても、顧客は逃
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

げていきます。１５％ぐらいは年度で消えていきま

す。したがって常に新規開拓をしなければなりませ

ん。 

３．×です。組織は動的なものです。情報やコミュニケ

ーションの流れを指す場合もあります。下からボト

ムアップもあるので×になります。 

４．×です。組織は全体としての成果をあげるために作

られるものです。ラインとスタッフに分けられ、裏

方に回る部門も出てきます。 

５．○です。常に生き生きした状態に保つには血液が循

環するように、情報とコミュニケーションの流れを

良くすることです。 

６．○です。個人の目標がグループ（部、課）の目標に

連鎖し、それがまた連鎖して会社全体（組織）の目

標になります。 

７．×です。目標は他にも沢山あるので、日常の職務も

果たさなければなりません。 

８．○です。多少不正確な目標であっても、ないよりは

よいでしょう。常に目標は持つべきです。「経費を

５％削減」といった目標の「５％」は必ずしも正確

とはいえませんがあったほうがよいでしょう。 

９．×です。上司から指示されたものだけでなく、自分

自ら目標を設定することも大切です。 

１０． ○です。目標はゴールですので、成功、失敗が明

確にわかるものでなければなりません。できる限

り、定量的に設定することが望ましいです。定性的

なものもスケジュールを明確にしなければなりま

せん。 

１１． ×です。中堅社員にも自分で行う職務範囲につい

ては、任されることがあるので権限はあります。例

えば備品が不足した時は自己の権限で発注できる



シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

シート①　中堅社員に期待される行動



シート① 

 

中堅社員に期待される行動 

（演習の進め方） 

 

 中堅社員の行動は、組織人として周囲からの期待に基づいた行動でなければならない。グ

ループによる設問討議を通じて、日頃の経験や自分の考えをお互いに交換し合いながら組織

活動上で必要な知識や基本行動のあり方の理解を深めていくことにする。 

 

目的 

（１）組織活動上で必要な基本知識を習得する。 

（２）中堅社員の立場、役割を理解すると共に期待行動を明確にする。 

（３）日ごろの経験を活かし合い間接経験を深める。 

（４）グループ討議を通じて集団の働きを理解する。 

（５）相互討議を通じて職場の状況を相互に交換する。 

 

２．討議の進め方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔グループ討議の条件〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＣＣテスト‥Concept clarification test 

 

 

 

 

 

１．講義 

２．個人別ＣＣテスト 

３．グループ討議により統一見解の作成 

４．正解の提示と主要項目の説明 

５．チーム効率の分析 

１．多数決ですぐに決めない。 

２．少数意見を尊重する。 

３．勝ち負けにこだわらない。 

４．職場での経験実例を盛り込みながら討議する。 



ワークシート

研修の演習時に使用するワークシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

ワークシート①　中堅社員の期待行動　設問（ＣＣテスト）



ワークシート① 

 

中堅社員の期待行動 設問（ＣＣテスト） 

 

 次の設問が正しければ○、誤っていれば×を入れてください。 

 

〔会社、組織〕 

１．利益はすべての企業の唯一の目標である。 
 

２．お客様（顧客）第一が原則だが、いくら適切な管理を行っても顧客

は減少していくものである。 

 

３．組織とは職務の割り当てや上司から部下への命令の流れを指す。 
 

４．組織は全体の成果をあげるためでなく、一人一人の成果を最大限に

あげるために作られたものである。 

 

５．組織を生き生きとした状態に保つには、常に情報を流しコミュニケ

ーションをよくすることである。 

 

 
 

〔目標〕   

６．目標には、組織にとっての目標、グループにとっての目標、個人の

目標の三つがある。 

 

７．与えられた目標を達成すればそれだけで十分である。 
 

８．仕事の目標は正確に立てなければならないが、たとえ不正確であっ

てもないよりもましである。 

 

９．目標は、上司から指示された範囲内から選ばなければならない。 
 

１０．自分の目標を果たすことは全体の目標を果たすことにつながる。 
 

 
 

個人 グループ 正解 
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