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指示・命令の受け方と�
報告の仕方
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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指示・命令の受け方と報告の仕方 概要 

目的 
 仕事の指示・命令について学びます。 

 上手な指示の受け方について学びます。 

 上手な報告の仕方について学びます。 

対象 
新入社員 

所要時間 
９０分 

教材 
 シート① 仕事の指示と命令 
 シート② 上手な指示の受け方 
 シート③ 上手な報告の仕方 
 ワークシート① 指示・命令の演習（ケース①） 
 ワークシート② 指示・命令の演習（ケース②） 
 インストラクター用参考資料① 指示・命令の受け方と報告の仕方のポイント 
 インストラクター用参考資料② 指示と報告はワンセットであることを教える 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
仕事の指示と命令 ２５分 
上手な指示の受け方 １０分 
上手な報告の仕方 ２０分 
指示・命令の受け方の演習 ２５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



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、仕事の指示、命令の受け方と報告の仕方に

ついて学んでいきます。仕事の指示、命令でまず心得てお

きたいことが、仕事の基本です。 

 私たちの役割は組織目標を達成することですが、それを

チームで達成しなければなりません。 

 したがって私たちの行う仕事は、個々人が自分勝手にや

るものではなく、決められた組織のルールに基づいて、そ

れを守って行わなければなりません。 

 そのルールとは、仕事は上司あるいは先輩社員の指示・

命令のもとで遂行し、行った仕事の報告は必ず指示・命令

を出した人にするというものです。 

 このように組織の中の仕事は、上司や先輩からの指示・

命令に対して部下からの報告というタテのコミュニケー

ションで進められます。 

 このルールが守られないと、組織の統制はとれなくなり、

仕事にも人間関係にも支障が生じます。 

 つまり、個人個人が勝手に仕事をしてしまうと、組織は

まとまりがつかなくなり、お互いが何をやっているのかが

分からず、不信感が芽生えてくるからです。 

 そこで、このような無用な混乱を避けるため仕事の場で

は、指示・命令に対する報告という一定のルールを定め、

組織の約束事を設けているのです。 

 私たち新入社員はここ当分、上司や先輩から指示・命令

を受ける立場ですから、まず指示・命令の正しい受け方と、

報告の仕方を身につけておかなければなりません。 

 指示・命令の受け方と報告の仕方が上手か下手かで、仕

2 
 



3 
 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

事ができるかどうかが分かります。それだけにそのやり方

をしっかりと習得しておくことが大事です。 

 では、仕事の指示・命令を受けるとき、その報告をする

とき、どのようにすればよいのでしょうか。上手な指示・

命令の受け方と報告の仕方のポイントを説明します。 

仕事の指示と

命令 

（２５分） 

シート①  仕事は職場の上司・先輩から指示・命令を受け、実行し

ていきます。そして、仕事が完了したら指示・命令を出し

た上司・先輩に必ず報告するのが義務になります。 

 指示・命令といいましたが、私たちの仕事の場では指示

が一般的ですし、命令は緊急性の高いときなどを除いては

滅多にありません。 

 では、指示と命令はどこが違うのかを説明しましょう。

まず命令ですが、命令は、命令を出す人の指図のもとで行

動を起こしていくのですが、そこには行動の規制がありま

す。 

 行動の規制とは、言われたとおりの行動をとることです

し、それに従わない場合は罰せられるという強制力があり

ます。 

 緊急性の高い仕事や組織目標の達成を優先する仕事、た

とえば消防や警察といったところでは、職務の性質上この

命令で仕事が進められるのが一般的です。 

 これに対して、指示はその言葉から分かるように目標を

指
・

で示
・

すだけです。言葉で示唆するといってよいかもしれ

ません。指示を出す人が強制的に何をどうやれと、細かい

ことまでは触れない点が指示の特徴です。 

 これは相手のことを尊重し、指示を受けた人が自分で主

体的・自主的に判断して、行動を起こしてもらいたいとい

ったことが指示の背後あるのです。 

 具体的な例で見ていきましょう。たとえば、上司や先輩

が皆さんに指示を出すとき「○○さん、これを頼む」とい
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

った具合で仕事の指示がきます。 

 見ると書類を手にかざしています。これだけでは書類を

コピーするのか、どこかに届けるのか分かりません。 

 そこで、皆さんが「コピーですか」と尋ねると、「そうコ

ピーをしてくれ」というように何をやるのかの返事が返っ

てきます。 

 しかし、何枚必要なのか，何時までにコピーすればよい

のかもつかめません。そこでさらに「枚数は何枚ですか、

お急ぎですか」と聞くと、「午後いちばんの会議に使うか

ら、１１時までに２０枚コピーを頼む」となります。 

 ここでやっと指示された仕事の目的、時間、数量などが

明らかになってきます。 

 このように指示の場合は、指示を受けた人が不明な点は

自分から相手に確かめて、そのうえで自主的に行動するこ

とが必要とされるのです。 

 そのためには私たちの職場では指示が中心となりますの

で指示を受けた人が主体的に何をやるのかを考え、相手に

確認し、自分から行動を主体的に起こしていかなければな

りません。 

 確認の仕方は、５Ｗ３Ｈ（いつ、どこで、だれが、なに

を、なぜ、どのように等）です。これを頭に置きながら、

不明な点を明らかにしていきます。 

 指示は命令と違って相手が細かいことまで言わないこと

が多いため、受ける人が注意をはらって５Ｗ３Ｈで確認す

ることが大切です。 

 仕事の指示に関してこれ以外に大事なことがありますの

で、それを付け加えておきましょう。 

 仕事は上司・先輩の指示で行なうのが基本ですが、皆さ

んが仕事に慣れ、仕事を覚えてくると、上司・先輩から仕



項目（時間） ツール 内容と進め方 

事の指示が出なくなることが多くなります。 

 これは上司・先輩がいちいち指示を出さなくても、部下・

後輩は次にやるべき仕事を考えて行うだろうという、期待

があるからです。 

 私たちは上司や先輩のこういった期待にも応えていかな

ければなりません。 

 当面は上司・先輩の指示を受けて仕事をしますが、仕事

を覚えたら今度は指示を待つのではなく、自分からすすん

で指示を受けにいくことが大事です。 

 上司・先輩からの指示を待って仕事をするのは、世にい

う「指示待ち族」、「指示待ち人間」であり、いつまでもそ

れでは困ります。 

 自分からすすんで仕事の指示を受け、自ら主体的に仕事

に取組んでいけば、周りは「やる気のある人」だと思うで

しょう。 

 このことを忘れないで前向きに、積極的に仕事に取組ん

で下さい。 

 では具体的方法に入りましょう。 

上手な指示の

受け方 

（１０分） 

シート②  上手な指示の受け方とはどういうことでしょうか。その

ポイントをこれから説明します。 

 仕事の指示はいつ誰からくるか分かりません。たとえば、

私たちが何か別の仕事をしているときに、突然、上司や先

輩から指示が出されることがあります。 

 その際に、忘れてならないのがまず返事をすることです。

上司・先輩は仕事の指示をする前に必ず私達指示を受ける

者の名前を呼びます。 

 その時、「ハイ」と明るく返事をするか、無言で相手の顔

を見るかで、上司や先輩が私たちに持つ印象は大きく違っ

てきます。 
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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　仕事の指示と命令

シート②　上手な指示の受け方

シート③　上手な報告の仕方



シート① 

仕事の指示と命令 

 

１．はじめに 

仕事は個々人が自分勝手にやるものではなく、職場の上司・先輩からの指示・命令をう

けて、実行していきます。そして、仕事が完了したら指示、命令を出した上司や先輩に必

ず報告するのが義務です。これは仕事におけるタテのコミュニケーションであり、このコ

ミュニケーションで仕事は効果的に進められていきます。 

私たちの職場では、上司・先輩から出されるのは指示が一般的であり、命令は緊急性の

高いときなどを除いて、滅多に実施されません。では、指示と命令がどのように違うのか

を理解しておきましょう。 

 

２．指示は、指示を受けた人が主体的に考えて行動する 

指示は、その言葉から分かるように目標を指
・

で示
・

すだけです。示唆するといってよいで

しょう。指示を出す人が、相手の行動を規制して、強制的に何をどうやれと細かいことま

では触れない点が特徴的です。これは相手のことを尊重し、指示を受けた人が自分で主体

的・自主的に判断して、行動を起こしてもらうことが期待されているのです。具体的な例

で見ていきましょう。 

たとえば、上司や先輩が皆さんに指示を出すとき「○○さん、これを頼む」といった具

合で仕事の指示がきます。見ると書類を手にかざしています。これだけでは書類をコピー

するのか、どこかに届けるのか分かりません。そこで、皆さんが「書類のコピーですか」

と尋ねると、「そうコピーをしてくれ」と何を（Ｗｈａｔ）やるのかの返事が返ってきます。

しかし、何枚（Ｈｏｗ Ｍａｎｙ）必要なのか，何時（Ｗｈｅｎ）までにコピーすればよい

のかもつかめません。そこでさらに「枚数は何枚ですか、お急ぎですか」と聞くと、 

「午後いちばん会議に使うから、１１時までに２０枚コピーを頼む」となります。ここで

やっと指示された仕事の目的、時間、数量などが明らかになってきます。 

 このように指示の場合は、指示を受けた人が不明な点は５Ｗ３Ｈを頭に置いて自分から

相手に確かめて、そのうえで自主的に行動することが必要とされるのです。 

 

３．命令はとるべき行動が規制されます 

 命令は、命令者である上司が目標達成に必要な行動のとり方や方法を決めて、その上で

部下に行動を起こさせます。そこには命令を受けた人の個人の考えや工夫といったことは

入る余地がなく、命令どおりに行動することが求められます。命令で仕事を進めることが

必要な職場は警察や消防などといったタテ的な企業組織です。そこでは個人のことより組

織目標の達成が優先され、全員が足並みを揃えて行動することが要求されるのです。そこ

で命令は指示よりも、言葉も命令調でハードであり相手の行動を規制する強制力を持って

 



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　指示・命令の演習（ケース①）

ワークシート②　指示・命令の演習（ケース②）



ワークシート① 

指示、命令の受け方演習（ケース１） 

 

上司の指示事項（Ａ） 

あなたは今井物産の総務部長である。 

部下に以下のことを指示して下さい。 

 

 一両日中に、太田商事の潮崎社長にこの２つの書類を直接手渡してきてほしい。重要書

類なので保管には注意を。封筒が２つあるが、契約書（写し）は社長宛の封筒に入ってい

ると言ってほしい。君の名刺は必ず渡すように。受領書はいらない。住所は神田だが、詳

しい場所等は、インターネットで調べておくように。社長は大変忙しい人だから、必ず社

長の秘書にアポイントをとってから行った方が良い。午前中がよいであろう。私（今井物

産総務部長）からのお渡し物があると言えばわかるはずである。 

 その際社長から伝言があると思うので、それも聞いてきてほしい。また私が「先日はお

世話になりました。」と言っていたと伝えてほしい。 

 

その他（質問があったら答えること） 

（１）書類の中身について聞かれたら、直接私に聞いてほしいという。 

（２）一両日中とは、明日までにということである。万が一アポイントがとれなければ明

後日でもよい。 

 

メモの例（ロールプレイング終了後にチェックするもの） 

１．一両日中に２つの書類を潮崎社長に届ける（重要）。 

２．契約書（写し）は、社長宛の封筒に入っているという。 

３．「先日はお世話になった」という部長からの伝言を伝える。 

４．社長からの伝言を聞いてくる。 

 



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　指示・命令の受け方と報告の仕方のポイント�

②  指示と報告はワンセットであることを教える



インストラクター用参考資料① 

参考資料① 指示・命令の受け方と報告の仕方のポイント 

 
  新入社員には指示・命令の受け方、報告の仕方の手順と、その際の態度・行動の注意

点も指導しておく必要があります。次にそれを挙げておきます。 
 
指示・命令を受ける際の手順と注意点 

①名前を呼ばれたら、相手に顔を向け必ず“ハイ”と歯切れよく返事をする。 
②椅子から立ち、メモの用意をする。 
③ どんな仕事の指示・命令も必ずポイントがあるので、気持ちを集中させポイントを

つかむようにする。 
④ 指示・命令を受けるときは途中で口出しせず、 後まで説明を聞き、説明が終わっ

てから不明なところや疑問点を質問する。 
⑤説明を受けながらポイントとなる点をメモする。 
⑥ 指示・命令を受け終わったら、求められている仕事の要点を復唱し、聞き落とした

ことはないか、相手の説明を正しく受け取ったかをどうかを確かめる。 
⑦ 指示・命令がやむ得ない都合で直ぐに実行できそうもない場合には、その理由を率

直に話し、次の指示・命令を仰ぐようにする。 
⑧ 自部門以外の人などから仕事の指示・命令を受けたときは、直ちに自分の上司に報

告して、了解を得てから行動する。 
 

 報告の仕方のポイント 

    ①仕事が終わったら、時間を置かず直ちに指示・命令した相手に報告する。 
  ②報告は指示・命令した人に、受けた人が直接する。 

③仕事に時間がかかる場合は、適切に中間報告をする。 
④報告は、まず結論を述べ、次いで理由、経過や状況などの報告し、自分の意見は

後にする。 
⑤報告は事実のもとづいて簡潔にする。自分のひとり合点や推測は避け、自分の考え   

  と事実を混同しない。 
 ⑥必要によっては報告書などの文書あるいはメールで報告する。この場合も箇条書き

などにして分かりやすく報告する。 
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