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企業と組織活動
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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企業と組織活動 概要 

目的 

 組織人としての心得を身につけます。 

 組織活動の基本的な条件について学びます。 

 仕事の分業について学びます。 

対象 

新入社員 

所要時間 

９０分 

教材 

 シート① 組織人としての心構え 

 シート② 組織活動の基本条件 

 シート③ 仕事の分業化 

 インストラクター用参考資料① 経営組織の活動の条件 

 インストラクター用参考資料② 組織活動のための諸原則 

時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

組織人としての心得 ３０分 

組織活動の基本条件 ３０分 

仕事の分業について ２０分 

まとめ ５分 

合計 ９０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） 

 

主題の板書 

 これから「企業と組織活動について」の会合に入りま

す。 

 みなさんは、これからそれぞれの職場に配属され、上

司や先輩から仕事のやり方を教わり、実際に仕事を行っ

ていくことになります。 

 職場での仕事は自分一人で行なうものではなく、周囲

の人に協力してもらい、あるいは共同で仕事を進めてい

かなければなりません。 

 これからみなさんは組織の一員として働かなければな

りません。 

 そこで、この会合では組織とは何か、組織活動とは何

かについて学んでいきたいと思います。 

 仕事は各人に対し行うべき仕事が割当てられ、１人ひ

とりが責任を持って果たしていきますが、そこで心得て

おきたい大事なことがあります。 

 それはどんな仕事でも、組織で進められるということ

です。組織で仕事をするというのは、言い換えればチー

ムワークで仕事を行なうことと考えてもよいでしょう。 

 会社という組織は、もともと人が集まってつくられた

組織ですから、協働で仕事を行わなければならないた

め、チーム活動が中心となります。 

 個人個人の能力が高く、どんなに仕事ができても、チ

ームワークがとれてないと、組織の力は発揮できませ

ん。 

 それだけに会社の仕事には、チームプレイが大変に重

視されるのです。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 そこで、組織を理解すると同時にチームの一員として

の心構えやチーム活動に必要なことも学んでいきたい

と思います。 

組織人として

の心得 

（３０分） 

シート①  私たちは、企業人であり組織人といわれます。それは

会社が経済活動を行う企業体であり、組織で仕事をする

ことから、そう呼ばれます。 

 言い換えると、私たちは「企業という組織で働く人」

といえるわけです。 

 では、組織とはどういうものかを説明しましょう。 

 組織は、３人以上の人が集まればそこに組織ができる

といわれます。しかし目的のない単なる人の集まりは

「群れ」であって、それは「群集」となってしまい「組

織」とはいえません。 

 人が集合して「組織」となるか「群れ」になってしま

うのか、その違いは一体どこにあるのでしょうか。 

 組織とは単なる人の集まりではなく、「３人以上の人が

共通の目標を達成するため、仕事に必要なしくみを作

り、互いに協力・協調し合い秩序だった行動をする。

その人の集まり（集団）」になります。 

 すなわち、組織は集団が目標達成に向かうために作ら

れた“仕事と人の編成体”だといえます。 

 会社の組織は、よくオーケストラや野球やサッカーな

どのスポーツの集団にたとえられます。オーケストラの

場合は指揮者の指揮のもとに、演奏者がそれぞれ自分の

楽器で演奏します。 

 そこでは指揮者がどんなに良い指揮をしようとして

も、肝心の演奏者の演奏がバラバラで不協和音を発して

は、ハーモニーはとれません。 

 指揮者を会社の管理者に置き換えてみると、管理者が

どんなに仕事を円滑に進めようとしても、部下が互いに
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

協力し合わないのでは、組織活動はうまくいかないでし

ょう。 

 サッカーや野球など集団で行なうスポーツも同じで

す。選手一人一人の能力がどんなに優れていても、個人

プレイで終わってはチームという組織の力は発揮でき

ず、相手のチームに勝つことは困難です。 

 会社の組織も同様で、企業の厳しい競争に打ち勝つに

は、会社の組織を支える一人一人が互いに力を合わせ

て、その上で個人個人の持てる能力を存分に発揮してい

くことが何よりも必要なのです。 

 また、組織活動で忘れてならないことは、スポーツが

一定のルールがあるように、会社の仕事にも規則や職場

規律というルールがあります。 

 規則や規律などといわれると、とかく自分の行動を規

制されて窮屈なものととらえがちですが、あくまで仕事

を円滑にすすめ組織の秩序を保っていくために作られ

ているものです。 

 一人一人がそのルールを守ることで、仕事がスムーズ

に運び、良好な人間関係も生まれてきます。また、職場

には守るべきマナーがあります。職場ルールにはこのマ

ナーも含まれていることも理解しておいてください。 

 組織的に仕事をしていく上でも様々なことが起こりま

す。 

 みなさんが実際に仕事を行なうようになると、時には

自分では判断がつかず分からないことや、また困ったこ

とが起きてくると思います。 

 そのような時は自分一人で悩んだり、問題を抱え込ん

だりせずに、コーチ役である上司や先輩、あるいはチー

ムの仲間に相談してください。 

 個人では解決できない問題でも、チームで取組むこと
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

により解決するというケースが職場ではよくあります。 

 仕事は個人プレイで行うのではなく、みんなで力を合

わせてチームワークで行なっていくことが組織人の努

めだと思ってください。 

組織活動の基

本条件 

（３０分） 

シート②  職場の仕事は組織で進められると述べました。組織活

動には皆が守らなければならない要件がありますので、

それについて説明しましょう。 

 組織の最小単位は、３人のトリオとされておりますが、

２人でも組織とみなすことができます。例えば結婚し家

庭生活を築く、夫婦がちょうどそれに当たるといえま

す。 

 ２人が結婚するのは、ただ単に好きだから一緒になる

というよりも、そこには２人で協力してより良い家庭を

作って行こうという、お互いの共通目標があります。 

 この２人の共通目標を達成していくため、互いにコミ

ュニケーション（意思疎通）を図りながら、夫は夫とし

ての役割、妻は妻の役割を受け持って、家庭生活を築い

ていくわけです。 

 しかし、仮に結婚しても２人の間に目標もなく、互い

のコミュニケーションや役割に欠けている状態では、結

婚してもあまりうまくいきません。 

 やはり生活にせよ、組織活動にせよ人間の活動には、

そこに目標があることやお互い同士のコミュニケーシ

ョン、また役割というものが大変に重要になります。 

 このようにして２人が結婚し、そこに子供が２人、３

人と生まれてくると、その単位はペアからファミリーと

いう集団となってきます。 

 これを職場の集団に置き換えるとチームになります。

その意味でチームは小さな組織といえるわけです。 

 チームを構成する人数は、職場でもスポーツ世界でも



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　組織人としての心構え

シート②　組織活動の基本条件

シート③　仕事の分業化



シート① 

 

組織人としての心得 

 

 会社は組織で活動しており、私たち企業人には常に組織人としての自覚をもった行動が

要求されます。企業人・組織人とは言い換えると「企業という組織で働く人」といえるわ

けで、そこでの行動は自分一人の個人プレイではなく常に他の人たちとの協力・協調のも

とでのチームプレイが求められています。このことはこれから仕事を行っていくうえで極

めて大事なことなので、しっかりと頭に入れておく必要があります。そこでまず、組織と

はどのようなものなのかを理解しておきましょう。 

 組織は、２人以上の人が集まればそこに組織ができるといわれます。しかし、単なる人

の集まりは「群れ」、「群集」となってしまい「組織」とはいえません。それでは、人が集

合して「組織」となるか「群れ」になってしまうのか、その違いは一体どこにあるのでし

ょうか。組織とは「２人以上の人が共通の目標を達成するため、仕事に必要なしくみを作

り、互いに協力・協調し合い秩序だった行動をする。その人の集まり（集団）」を指します。

言い換えるとそれは集団が目標達成に向けて作られた“仕事と人の編成体”だといえます。 

 このように組織で活動していくには、そこにいる人たちが互いに協力・協調するチーム

プレイが必要であり、個々人が単独で行動を起こすのでは組織（集団）が目指す目標は達

成できないといえるわけです。 

 組織はよくオーケストラやスポーツの集団にたとえられます。オーケストラの場合は指

揮者の指揮のもとに、演奏者がそれぞれ自分の楽器で演奏していきますが、お互いが協力

しないとハーモニーはとれません。また、サッカーや野球など集団で行なうスポーツも同

じです。選手一人一人の能力がどんなに優れていても、個人プレイで終わってはチームと

いう組織の力は発揮できず、相手チームに勝つことは困難です。 

会社の組織もこれらの集団と同様で、企業の厳しい競争に打ち勝つには、会社の組織を

支える一人一人が互いに力を合わせて、その上で個人個人の持てる能力を存分に発揮して

いくことが何よりも必要なのです。また、スポーツ競技には一定のルールがあるように、

企業には会社が定めた職場規律というルールがありますので、このルールをよく理解して

自分で守るように心がけてください。規律などといわれると、とかく自分の行動を規制さ

れて窮屈なものととらえがちですが、職場規律とはそういうものではありません。 

職場規律は、あくまで仕事を円滑にすすめ組織活動の秩序を保っていくために必要とさ

れるもので、一人一人がそのルールを守ることで良好な人間関係と職場の中に協力・協調

体制ができてきます。そこには職場マナーも含まれていることを理解しておくことが大事

です。組織は個人プレイではなく、チームプレイです。これから実際の仕事場面で分から

ないことや困ったことが起きてくると思います。その時には自分一人で悩んだり、問題を

抱え込んだりせず、周囲の人たちやコーチ役である先輩や監督ともいえる上司に相談する

ようにしなければなりません。 



インストラクター用参考資料

インストラクター用の参考資料です。

研修の補足、講義の参考資料としてお役立て下さい。

①　経営組織の活動の条件�

②  組織活動のための諸原則



インストラクター用参考資料① 

 

参考資料① 経営組織の活動の条件 

 

 職場経験のない新入社員は、経営組織の活動といっても具体的にどのようなことなのか

がつかめません。そこで、下図のような例示で説明していくことをおすすめします。 

 

【説明例】 

 経営組織の活動では、仕事の生産性を高める“合理性”と同時に、仕事に携わる人達が

協力・協調して協働していく“合意性”の２つの追及が求められます。 

 合理性の追求とは、分かりやすくいえばムダを省き、効率よく仕事をしていくことです。

そのためには社員全員が、コスト意識を持って仕事をしていく経営意識が求められます。 

 合意性の追及とは、１人１人が職場ルールを守り、互いに協力・協調しながら、個々人

の個性・能力を最大限に発揮することが要求されます。この仕事と人の２つの両輪が噛み

合って、経営組織の活動が円滑に進んで行くのです。 

   

経営組織の

活動条件

仕事

人
個性（人間性の尊重)

能率⇒効率⇒効果⇒

成果

コスト削減・経営意識

集団秩序の維持(和)

合理性の追求

バランス感覚

合意性の追及
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