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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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仕事の効率的な進め方 概要 

目的 

 仕事の進め方の基本原則について学習します。 

 計画的な仕事の進め方について学びます。 

 仕事のミスを防止する対処策を習得します。 

対象 

新入社員 

所要時間 

１時間 

教材 

 シート① 仕事の進め方の基本原則 

 シート② 計画的な仕事の進め方・ＰＤＣＡの原則 

 シート③ 仕事のミスを防止する５Ｗ３Ｈの原則 

 インストラクター用参考資料① ＰＤＣＡのマネジメントサイクルの進め方 

 インストラクター用参考資料② 今日の行動計画表の作り方 

 インストラクター用参考資料③ 新入社員に教えておきたい仕事の原則 

時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

仕事の進め方の基本原則 １５分 

計画的な仕事の進め方・PDCA

の原則 
１５分 

仕事のミスを防止する５Ｗ３Ｈ

の原則 
２０分 

まとめ ５分 

合計 ６０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「仕事の効率的な進め方」の会合に入ります。 

 皆さん方、新入社員が職場に配属されますと、すぐに仕事

を与えられますが、最初は先輩の手伝いや補助的な仕事で

しょう。しかし、しばらくすると独自に仕事を担当するよ

うになります。 

 最初のうちは無理かもしれませんがしばらくすると、どう

効率的に仕事ができるかを考えながら仕事を進めていか

なければならなくなります。 

 今職場は少数精鋭化や全員精鋭化が進んでおり、仕事量も

増えています。 

 会社としても新入社員に対し、早く一人前になり、効率の

良い仕事をしてくれることを期待しています。 

 その期待に応えるためにも、効率の良い仕事の進め方の基

本とその技術を身につけていかなければなりません。 

 では、まず仕事の進め方の基本原則から説明していきまし

ょう。 

仕事の進め方

の基本原則 

（２０分） 

 

 

 

 

シート① 

 

 何をするにも基本をしっかりと身につけておくことが大

切です。基本の大切を表す言葉に「守・破・離」の教えと

いうのがあります。 

 「守」は基本のことを指し、何を行なうにしろまず基本を

しっかりと固めて、自分のものにしておきなさいというこ

とです。これが仕事を身につけ、効率よく仕事を進めてい

くための第１段階です。 

 この第１段階の「守」が身についたら、次の「破」の段階

に進んでいきます。「破」は文字どおり基本から抜け出し、
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正・速・美の 

原則 

（正確さ） 

 

 

 

自分なりの創意工夫してやりなさいという応用動作の段

階です。これが第２段階です。 

 第２段階の「破」が十分できるようになったら、今度はそ

れらのことを土台にして、ごく自然に行ないなさいという

のが｢離｣の段階です。これが第３段階です。 

 第３段階の「離」になれば１人前であり、ここまでくれば

どの世界でもプロとして通用していけるというのが「守・

破・離」の教えです。 

 これはこれから仕事を身につけ、効率よく仕事を進めてい

くための基本原則です。 

 このようなステップを無視していきなり自己流で仕事を

行なってもうまくいきませんし、効率も上がりません。最

初のうちはそれでも何とかやれますが、それから先は伸び

悩んでしまい先に進めなくなります。 

 基本をしっかりと固めて、それが身についたら今度は自分

なりに工夫をして仕事をすることが必要です。そして次の

段階では自分なりのオリジナリティ―を発揮していくこ

とを目指さなければなりません。 

 私たち新入社員は基本を固める「守」の段階が特に重要で

すので、それをもう少し詳しく説明しましょう。 

 仕事の進め方の基本にはいろいろありますが、そのなかで

もまず身につけておきたいのが、「正・速・美」の原則で

す。 

 「正・速・美」というのは仕事は常に正しく、速く、美し

く行なうということで、常にこの３つを頭に置いて仕事を

していきなさいということです。 

 「正・速・美」の「正」は正確性を指します。言うまでも

なく、仕事には正確さが問われておりミスがあればそれだ

け余計な手間が掛かり能率は落ちます。そこで仕事の間違

いや失敗を、どれだけなくせるかが大事になってきます。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スピード） 

 

 

 

 

 

（美しさ） 

 新入社員の場合、失敗はやむを得ませんが同じ失敗を何度

も繰り返すようでは失格です。 

 仕事のミスをなくしていくには、仕事を行なう前の確認

と、仕事を行なった後の確認がポイントです。 

 そこで仕事をするときは、不明な点やあいまいと思えるこ

とは、そのままにしないで、必ず確認して仕事に取り掛か

ってください。 

 この確認を忘れたり怠ったときに、必ずといってよいほど

仕事のミスが起きます。常に確認することが正確さに結び

つきます。 

 仕事の正確さと併せて求められるのが、仕事のスピードで

す。 

 「速」は迅速性を指します、タイム・イズ・マネーの仕事

の場では、仕事を手際よくテキパキと迅速に処理すること

が求められます。 

 しかし、仕事にミスもなく、いかに早く仕事が処理されて

も、仕事が雑で仕上がりが悪くては意味をなしません。 

 そこで求められるのが、仕事の出来栄え、仕上がり具合で

す。正確さとともに出来栄えも重要です。正・速・美の「美」

は、仕事がどれだけ綺麗にできたか、仕事の出来栄え・仕

上がり具合を指します。 

 きちっと「整理されている。」、「図柄も内容にマッチして

いる」なども出来栄えや仕上がり具合に結びつきます。 

 仕事は、常にその仕事の出来栄えが評価されることを知っ

ておいてください。 

 このように仕事にはいつも「正・速・美」も要求されます

が、この３つが揃って仕事もパーフェクトになり、仕事の

効率もあがり、コストも効果的に低減されるのです。 

 そこで仕事を行なう場合には、いつも「正しく、速く、美
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

しく」を頭に置いて進めてください。 

 この３つを完全にマスターし、仕事が完璧にできるように

なれば、新入社員としてはまず合格です。 

 しかし、２年、３年経ってもこの基本が身についていない

ようでは、いつまでたっても一人前とはみなされず、いつ

までたっても新人扱いされるでしょう。 

計画的な仕事

の進め方・Ｐ

ＤＣＡの原則 

（１５分） 

シート②  仕事の計画的な進め方の基本でもう１つ重要なものにＰ

ＤＣＡサイクルの原則があります。それを説明しましょ

う。 

 これも仕事の効率を高める原則です。 

 ＰＤＣＡとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(点検)→

Action(歯止め策の実施)のことで、それぞれの頭文字をと

ってＰＤＣＡといいます。 

 ＰＤＣＡの原則は、仕事を行う場合はまず計画を立て、そ

の計画にもとづいて実行し、計画どおりに進んでいるかを

点検して、次の行動を起こすということです。 

 サイクルとは循環のことをいいますが、仕事では常にこの

ＰＤＣＡを繰り返し、回していくことが大事だとされてい

ます。 

 ＰＤＣＡの大切さは、仕事だけではなく私たちの日常生活

にも必要です。たとえば、旅行に出掛けるにも私たちはま

ずプラン（Ｐｌａｎ）を立てます。 

 プランでは、旅行の行き先や日時、どのような交通機関で

行くのかなどを決め、それから実行に移します。この実行

がドゥ（Ｄｏ）にあたります。 

 そのうえで、行き先は期待通りだったか、宿泊先のホテル

はプランどおりだったかなど、チェック（Ｃｈｅｃｋ）し、

次の旅行をするときの参考に生かしていきます。 

 同じように、仕事をする場合も何となく仕事に取り掛かる



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　仕事の進め方の基本原則

シート②　計画的な仕事の進め方・ＰＤＣＡの原則

シート③　仕事のミスを防止する５Ｗ３Ｈの原則



シート① 

 

 

仕事の進め方の基本原則 

 

１．仕事の基本原則の重要性 

 仕事を行う場合、基本を身につけず自己流で進めますと、ある程度のところまではやれ

るのですが、そこから先は必ず壁にぶつかり伸び悩みます。それは仕事に限らず、テニス

やゴルフあるいはピアノや書道などの技術をマスターする場合も同じです。自己流だとあ

る段階から先はそれ以上にはなかなか上達しません。なぜでしょうか。 

 その訳は、自己流だと失敗した時やうまく出来なかった時、どこが問題なのかが本人に

つかめず、何を基準にどこを修正していけばよいのかが分からないのです。一方、きちん

と基本が身につけていると、どこにズレが起きているのかがつかめ、どのように修正して

いけばよいのかが判ってきます。 

仕事の場合も同様で、仕事の進め方の基本を身につけているかいないかで、先に行って

効率的に仕事が進められるか、そうでないかの差がついてきます。そこで、仕事を行なう

際の基本となる原則を身につけておきましょう。 

 新入社員として身につけておく仕事の進め方の原則はいくつかありますが、その中でも

基本の基となるのが、「正・速・美」の原則です。この原則は、どのような仕事も行う場合

も常に「正確性」「迅速性」「出来栄え」が求められているということです。その理由を挙

げてみましょう。 

２．正・速・美の原則 

① 正・・・仕事はいつも正確さが問われます。仕事にミスがあれば二重に手間が掛かり

能率は落ちます。仕事の間違いや失敗をどれだけなくせるかが効率よく仕事をするポ

イントです。 

② 速・・・仕事にミスがなくても時間が掛かりすぎては、タイム・イズ・マネーのビ  

ジネス社会では通用しません。いかに手際よくテキパキと迅速に仕事を処理できる

かが大事なのです。 

③ 美・・・ミスもなく仕事がどれだけ早くできても、仕事が雑で仕上がりが悪いので  

  は意味をなしません。仕事はその仕事の出来栄えが重要です。 

このように仕事はいつも「正・速・美」が伴うことが必要とされ、この３つが完璧に成

されて、仕事が完遂します。また仕事のコストも低減されるのです。 

仕事を行なう場合には、いつも「正しく、速く、美しく」を頭に置いて進めていかなけ

ればなりません。この３つがマスターされて実際の仕事ができるようになれば、新入社員

としてまず合格です。しかし、２年、３年経ってもこれが身についていないのでは、いつ

までたっても一人前といえません。 

あたり前のようなことですが実は、そう簡単ではありません。なぜなら計画を立てずに

場当り的に仕事をするのでは「正・速・美」の３つがなかなか伴ってきません。そこで仕

事をする場合は、その仕事の注意すべき点、効果的な手順や方法、仕上がり具合などを、

前もって考え、プランを立てて計画的に行なうことが重要になるのです。 



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　ＰＤＣＡのマネジメントサイクルの進め方

②　今日の行動計画表の作り方

③　新入社員に教えておきたい仕事の原則



インストラクター用参考資料① 

 

 

参考資料① ＰＤＣＡのマネジメントサイクルの進め方 

 

 ＰＤＣＡ（計画→実行→点検→対策行動）のマネジメントサイクルは、次の図のよう

に進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

Do 

Check 

Action 

仕事を効果的に進めるためには、ど

んな方法で、どんなスケジュールで 

行うかを計画する。 

立てた計画に沿って実行する。 

実行しながら、 

・状況の変化 

・仕事の具体的内容（単発的か継続

的か） 

・仕事の難易度などを把握・点検し、 

支障がないかをこの段階で発見す

る。 

再び同じ問題が起きないように対策

を考え、実行する。 
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