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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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学校生活と職場生活 概要 

目的 

 学校生活と職場生活の違いについて学びます。 

 ビジネス意識の持ち方について学びます。 

 職場規律、職場ルールの大切さを学びます。 

対象 

新入社員 

所要時間 

２時間 

教材 

 シート① 学校生活と職場生活の違い 

 シート② ビジネス意識の持ち方 

 シート③ 職場規律、ルールの遵守 

 ワークシート① 学校生活と職場生活の違い 

 インストラクター用参考資料① 学校生活と職場生活の違い 解答およびコメント例 

時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

学校生活と職場生活の違い（演

習） 
４５分 

２つの生活の違いの解説 ２０分 

ビジネス意識の持ち方 ２０分 

職場規律・ルールの順守 ２５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） 

 

主題の板書 

 この会合では、学校生活と職場生活の違いについて学ん

でいきましょう。 

 なぜなら早く職場生活に慣れていただくために、その違

いを知ってもらいたいからです。 

 みなさんは、これまで学校生活を中心に過ごしてきまし

た。しかし、学校生活とこれから始まる職場生活をくらべ

てみると、まるで違うことが分かります。 

 まず、過ごした期間を見てみましょう。学校での生活は

小学校、中学校、高校さらに大学とあったわけですが、そ

の間の年数は１６年間です。 

 職場生活では、現在の２０代から始まり、３０代、４０

代、５０代、定年を６０代とすると、その期間は４０年と

なり、約半世紀に近い期間勤めるわけです。 

 期間だけではなく、学校生活と職場生活ではそこで過ご

す目的や規則やルールなどにも違いがあります。 

 また、人間関係をとっても違いがあります。これまでは

仲のよい友達と付き合っていればよかったのですが、職場

では上司や先輩、あるいはお客様など色々な人と付き合わ

なければなりません。 

 当然そのような人達と話をする際の言葉づかいなども、

これまでのような友達言葉というわけにはいきません。 

 このように学校生活から職場生活には、大きな段差があ

るのです。この段差のあることを知らずに職場生活へ入る

と、時にはつまずいたり、転んだりして大怪我をしてしま

います。 

 そのようなことがないようにするためには、これまでの
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

学生生活の意識を捨て、企業人としての気持ちの切りかえ

を早く行わなければなりません。 

学校生活と職

場生活の違い 

（４５分） 

シート① 

ワークシ

ート①配

布 

 ではこれから学校生活と職場生活にどのような違いがあ

るか全員で考えてみましょう。 

 まず個人別に考えてみましょう。 

 ワークシートを渡しますので１０分間で７つの項目でそ

の違いを簡潔にあらわす言葉で書いてください。 

 記入ができないところがあっても構いません。 

 （１０分間、個人別に記入させる。） 

 ではそのワークシートを持ち寄り、グループで結論を出

し、Ｇ欄に書いてください。時間は１５分です。 

 （１５分間、グループ別に記入させる。） 

 各グループでまとまったようですので、２～３のグルー

プに代表して発表していただきます。 

 （２～３の代表グループにグループの結論を発表させ

る。１グループ５分程度。） 

２つの生活の

違いの解説 

（２０分） 

  ①の学校と職場の「目的」の違いについて申しあげます。

昔から学生は「学業を本分とすべし」という言葉があるよ

うに、学校生活は学問や勉強をすることといえます。 

 職場生活の目的は学問、勉強をするのではなく仕事をす

ることが目的になります。 

 会社の目的には、「売上げを上げて利益をだす」「社会に

貢献する」などいろいろありますが、それらは私たちが職

場で仕事をすることではじめて実現されます。 

 学校の目的は「勉強」。職場の目的は「仕事」ととらえて

みるのが正しいでしょう。 

 項目②「経済性」はどうでしょうか。経済性というと分

かりにくいかもしれませんので、経済性を分かりやすく
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

「お金」に置き換えて、考えてみましょう。 

 学校生活と職場生活をお金でとらえてみると、みなさん

は学校へ授業料を払って勉強します。職場では仕事をして

給料を貰う立場です。 

 学校生活が支出なら、職場生活は給料を得るという収入

という違いがあります。この研修は学校の授業と同じよう

ですが、この時間も仕事とみなされますし、この期間中の

給料も支払われます。 

 経済性の面では、学校と職場ではまるで違うということ

が分かるでしょう。 

 項目③の「規則」について見てみましょう。学校に校則

があるように、どこの会社にも社則があります。社則は就

業規則、服務規定といった職場のルールのことです。取り

決め事項と言ってもよいでしょう。 

 ただ、学校の校則が比較的ゆるやかなのに対して、職場

の規則、ルールは内容が細かく定められており、それに違

反すると罰せられたり、時には私たちの評価や貰う給料に

影響されるということがあります。 

 職場の規則が学校に比べて厳しいように思えるでしょう

が、これはみんなが職場の規律を守らなければ、仕事だけ

ではなく人間関係も円滑に進まないから定められている

のです。 

 そこで、職場規律、ルールの中には職場マナー、エチケ

ットなども含まれていることを、この機会に覚えておいて

ください。 

 項目④の「時間」についての違いを考えてみましょう。

学校の授業は１コマ６０分～９０分の時間割で進められ、

拘束時間もそう長くはありません。これに対し職場では時

間割はなく、１日約８時間が仕事の時間です。 

 学校で居残りというのはあまりないと思います。しかし、
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

職場は８時間の勤務時間内に仕事が片づかない場合は残

業があります。 

 また、職場では時間に対して、非常にシビアで、遅刻し

たり約束の時間に遅れる人間は自己管理がルーズだと思

われ、信用されません。 

 時間にルーズな人はお金にルーズな人と同じとみなされ

ます。これはタイム・イズ・マネーという考え方があるか

らです。このあたりも学校と違うといえます。 

 項目⑤の「人間関係」も学校と職場では違いがあります。

学校生活の人間関係は自分と同世代が中心で、主として友

達との関係、ヨコの関係といえます。 

 これに対して、職場は上司と部下のタテの関係や同期入

社の仲間とのヨコの関係、さらにお客様や業者といった外

部の人達との関係と、人間関係も複雑です。 

 また、学校では相性の合わない人、嫌いな人とは無理し

て付き合わなくてもよいですし、誰と付き合うかといった

人間関係も自分で選ぶことができます。 

 しかし、職場ではそうはいきません。あの先輩とは相性

が合わないから仕事がしたくない。あのお客さまは嫌いだ

から応対したくないなどと思って行動しては、仕事になり

ません。 

 職場の人間関係では、好き嫌いといったことは通用しな

いのです。あくまでも仕事が中心です。そこで、人に向か

って仕事をするのではなく、仕事に向かって仕事をすると

いう意識を持つことが職場では必要です。 

 項目⑥の「言葉づかい」の違いを挙げてみましょう。学

校は主に友達との関係が中心ですから、言葉づかいも気兼

ねすることはなく学生言葉で大丈夫です。 

 職場ではそうはいかず、上司や年上の人またお客様に対

しては、敬語や尊敬語といった言葉づかいが必要になりま



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　学校生活と職場生活の違い

シート②　ビジネス意識の持ち方

シート③　職場規律、ルールの遵守



シート① 

 

学校生活と職場生活の違い 

 

 みなさんはこれまで学生として学校生活を送ってきましたが、その学校生活を卒業して

これからは社会人、企業人としての職場生活が始まります。 

 学校が小学校、中学、高校、大学とすると約１６年を学校生活の時間として過ごしてき

たわけですが、今月から始まる職場生活はそれよりもずっと長く、みなさんの年代の２０

代を出発点に３０代、４０代、５０代、定年を６０代とすると約４０年以上も会社の中の

職場生活で過ごすわけです。人によっては定年後も仕事を続けるという人もいますので、

それ以上の職場生活が始まるといってもいいでしょう。 

 そこで、これから職場生活をスタートするのにあたり、これまで過ごしてきた学校生活

とこれから始まる職場生活では、何がどのように違うのかを考えていきましょう。 

 結論からいいますと、学校生活と職場生活はまるで違うということです。学校生活と職

場生活の第一の違いは「目的」です。学生の時、みなさんは勉強することを目的に学校へ

行っていたはずです。学校生活の目的が勉強する、学問にあることは言うまでもありませ

ん。では、これから会社に何をしに出社するのでしょう。もちろん勉強ではなく仕事をす

るためです。会社そのものの目的は、売上げ、利益を上げて、より良い製品・商品あるい

はサービスをお客様に提供し、社会に貢献することにありますが、いずれもそこには販売

や生産あるいはサービスという仕事があります。その意味では、会社における職場生活の

目的は仕事にあるといえるわけです。 

 次に、経済性について考えてみましょう。ここではお金の収支ということでとらえてみ

ましょう。学校生活を送るためにみなさんは学校に学費、授業料を支払ってきました。し

かし、今月からはその必要はなくむしろ給料を得る立場となっています。もちろんそれは、

みなさんが仕事をする労働の対価としての報酬です。ちなみに今日こうして新入社員とし

て研修を受けているこの時間も、仕事に従事しているとみなされ賃金の対象となり、今月

の給料に支払われます。会社の研修は一見すると学校の授業のようですが実は仕事そのも

のなのです。こうなると居眠りをするというわけにいきません。眠ってお金をもらうとい

うわけにはいかないのです。このように比較してみると、私たちにとって学校生活が支出

とすれば、会社での職場生活は収入の場としてとらえることができます。 

 学校生活と職場生活における人間関係にも大きな違いがあり、規則（ルール）、時間のと

らえ方、対人関係における言葉づかい、能力の評価の仕方など、学校と職場では異なりま

す。言ってみれば、学校生活の延長線上に職場生活があるのではなく、そこには段差があ

るということです。それだけに学生気分の延長で職場生活へ入ろうとすると、スタート時

点でつまづいてしまいます。そうならないためには社会人、企業人としての意識の切り替

えと、実際の仕事につく前に必要とされる新入社員としての基本知識やビジネスマナーを

習得しておくことが欠かせません。それらがしっかりと身についてはじめて生き生きとし

た会社生活、職場生活が送れるのです。 
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