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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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人材育成マネジメント概論 概要 

目的 
 管理者の役割である人材育成の重要性を再確認する。 

 人材育成マネジメントの概要を知る。 

 ＯＪＤならびにＯＪＴの考え方を理解する。 

対象 

管理者 

所要時間 

１時間３０分 

教材 
 シート① 人材育成マネジメントとは 
 シート② 人材育成マネジメントの実践 
 シート③ 人が育つ職場環境づくり 
 ワークシート① 人材育成マネジメントチェックリスト 
 ワークシート② 人材育成マネジメント傾向分析シート 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
人材育成マネジメントとは ２０分 
人が育つ要因は何か ２０分 
ＯＪＤとＯＪＴ ２０分 
人材育成マネジメントの現状分析 
（チェックリスト） 

１５分 

ペア・トリオの相互発表 ５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） 

  この会合では、管理者の重要な役割である人材育成の基

本的考え方を学ぶ。 

 いうまでもなく人材育成は企業にとって重要な経営課題

であるので、組織的に対応しなければならないが、現場

における管理者の立場での推進もその重要性が増してい

る。 

 なぜなら、人が育つ主たる場は現場であり、一番成果が

あがるのも現場であるからである。 

 従来は人材育成を「部下の指導、育成」という狭い考え

方で実施されてきたが、人を育てるためには仕事のしく

みづくりや啓発的環境づくりまでも含めて考えなければ

ならない所から人材育成マネジメントとして捉えられる

ようになった。 

 管理者の立場では業績向上に直結する目標達成マネジメ

ントの方に目がいきがちだが、目標達成は人によって行

われるので人材育成マネジメントも目標達成と同じレベ

ルで捉えて推進していかなければならない。 

 この会合の具体的目的は 

①管理者の役割である人材育成の重要性を再認識する。

②人材育成マネジメントの概要を知る。 

③ＯＪＤならびにＯＪＴの基本的考え方を理解する。 

ことにある。人材育成の概論としてその基本的な考え方

を身につけてほしい。 

人材育成マネ シート①の  何故、人材育成がなぜ重要なのであろうか。管理者が行

う人材育成は組織が行う人材育成のどの部分を担うもの
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ジメントとは 

（２０分） 

 

 

人材育成の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート①の

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であるのであろうか。 

 まず人材育成の重要性について考えてみよう。昔から人

材育成の重要性は叫ばれているが、その狙いは時代によ

り異なってくる。 

 人材育成は「人的資産」への投資であるから成果を求め

られるのは言うまでもない。 

 人材育成が投資であるなら、企業における企業人による

企業人のための育成でなければならない。 

 企業のための育成であるなら目的が明確でなければなら

ない。 

 具体的目的の第１は「能力の強化、態度の醸成を通じて

業績の向上」を図ることにある。 

 業績向上がゴールである以上、育成ニーズを明らかにし、

目的的に実施する必要がある。 

 今、どのような能力が必要か、どのような態度が必要か

を明らかにすることからスタートしなければならない。

 成果の出ない人材育成は意味がない。 

 人材育成の第２の目的は技術革新や経営革新を推進する

力や適応する力を高めることである。 

 企業は今、激動の中にある。技術革新や経営革新は急ピ

ッチに進んでいる。それを生み出す人材が必要であるし、

また適応できる人も育てなければならない。 

 ＩＴ化への対応もその１つと考えてよい。 

 第３は事業構造の変換に伴う能力の質的転換である。 

 企業の事業構造は常に変わる。そのための新しい知識や

技術を常に高めていかなければならない。 

 後が少数精鋭化、全員精鋭化への対応である。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成への対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート①の

３ 

 人件費の高騰により社員を増やすことは限界に来ている

が、仕事の仕組みが複雑になるにつれて、仕事量も増大

してきている。 

 そのためには１人当たりの生産性を高める必要がある。

 一人当たりの生産性を高めるためは、仕事のシステム化

も必要であるが、複合能力を強化していくことも忘れて

はならない。 

 人材育成が目指そうとしている方向は以上であるが、こ

の目的と方向はどの企業も同じであろう。 

 経営資源の中で一番重要なのは人であり、組織活動の原

動力になるものであるので、人材育成は企業にとって永

遠の課題になるであろう。 

 重要性はわかったが企業としてはどのように対応してい

くべきであろうか。 

 人材育成は長期的視点に立って、組織的に体系的に行う

必要があるし、一方職場のニーズに基づいて短期的に重

点的に行う必要もある。 

 長期的な方は漢方薬なら職場のニーズに合わせて行う方

はカンフル剤と考えてよい。 

 全社的に長期的視点に立って行う組織的対応とはどのよ

うなものであろうか。参考までに説明しておこう。 

 長期的視点で行うべきものであるから、まず体系的な研

修体系を確立して、年度計画に落としながら実践してい

かなければならない。 

 もちろん、この体系の中にはＯｆｆ．Ｊ．Ｔ（集合教育）

だけでなく、ＯＪＴや自己啓発の制度化も入ってくる。

 育成を目的としたローテーションやコア人材の育成など

も長期的視点で行う施策と考えてよいであろう。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 もう１つが職場での対応である。人が育つのは職場の中

なのでこちらの方から重視しなければならない。 

 職場での対応がＯＪＴを含めた人材育成マネジメントの

実践である。もちろんこの中に育成の風土づくりも含ま

れてくる。 

 これらをすべてマネジメントできて、人材育成マネジメ

ントが実践できたことになる。 

人が育つ要因

は何か 

（２０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート②の

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そこで具体的方策に入る前に、どのような要因が人を育

てていることになるかを探ってみたい。 

 その要因がわかれば自ずと人材育成マネジメントの領域

もわかってくるからである。 

 社員に対し「あなたは今までどのような要因があなたを

育てたか思い出し、それを列挙してほしい」と言って書

かせたところ、次の要因が引き出された。 

 その第１が「新しい仕事や役割が自分を育てた」という

要因であった。例えば「多面的な仕事を与えられた」、「未

知の仕事にチャレンジした」「責任ある仕事を任せられ

た」などである。 

 このカテゴリーに入るものが３０％あった。 

 次が「人生の模範としたい人との出会い」である。「よい

上司や先輩に出会った」、「外部の権威ある人にアドバイ

スをもらった」などがあり、「反面教師となる上司がいた」

などもあった。 

 このカテゴリーに入るものは２０％であった。 

 第３が「外部の刺激になる場などに参加した」である。

いわゆる他流試合である。「新しいプロジェクトに参加し

た」、「得意先との交流が刺激になった」「洋上セミナーで

人生観が変わった」などが含まれる。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成マネジ

メントの領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート②の

２ 

 これは１５％であった。 

 第４が「自分自ら自主的に学んだ」である。「他人から指

示されるのではなく、自ら目標を立てて、資格をとり講

習会などに行った」などである。１０％あった。 

 第５が「上司や先輩の直接的指導が役立った」である。

これも１０％あった。 

 「教え上手な上司の下についた」、「仕事の賞賛が刺激に

なった」、「ミスした時の上司の励ましに動機づけられた」

などである。 

 そのほか、家庭環境が良かった。良い友人がいた。子供

の成長が励ましになった。中には失恋したことがきっか

けになったと書いた人もいた、細かいものは１５％あっ

た。 

 これらの要因を整理してみると仕事や環境も人を育てて

いるし、上司や先輩の後姿や直接的な指導が人を育てて

いることがわかる。 

 これらの要因が人材育成マネジメントを推進していく手

がかりになる。 

 要因を見てみると、人材育成には、人が育つ仕事の体制

と啓発的環境づくりと直接、間接的指導の２つが必要に

なってくるのが分かる。 

 前者がＯＪＤであり、後者がＯＪＴということになる。

 この２つを実践していくのが人材育成マネジメントであ

る。 

ＯＪＤとＯＪ

Ｔ 

（２０分） 

（ＯＪＤ） 

 

シート②の

３の（１） 

 

 ではその２つを具体的に説明しよう。 

 ＯＪＤとは On the job development のことで、仕事を通

じての成長という意味である。 

 具体的には「管理者が管理機能の一環として意図的、計
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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　人材育成マネジメントとは

シート②　人材育成マネジメントの実践

シート③　人が育つ職場環境づくり



シート① 

人材育成マネジメントとは 

 

１．人材育成マネジメントの重要性 

 管理者の重要な役割の一つに人材育成マネジメントがある。人材育成は目標達成マネジ

メントと同列に捉えなければならない重要な役割のため、あえて人材育成マネジメントと

呼ぶことにした。従来は「部下の指導育成」という狭い概念で捉えられていたが、人が育

つのは直接的な指導のみならず、仕事そのものや環境も重要な要素であるため、それをど

うマネジメントレベルで実施していく必要が出たからである。 

 管理者の立場にある人は、人材育成の重要性をよく認識し、目標達成マネジメントと同

レベルで人材育成マネジメントを実践していかなければならない。 

 

２．人材育成の目的 

 人事育成は人的資産への投資として行うものであるが、具体的には、次の目的で実施す

る。 

（１）能力の強化、態度の醸成を通じて、業績向上を図る。 

（２）技術革新、経営革新の推進ならびに適応する力を高める。 

（３）事業構造変換に伴う能力の質的変換を促す。 

（４）少数精鋭化ならびに全員精鋭化のための複合能力を強化する。 

 

３．人材育成への対応 

 人材育成は、長期的視点に立って、組織的、体系的に行わなければならないし、職場の

ニーズに基づいて重点的に行わなければならない。 

（１）組織（会社）としての対応 

   研修体系を確立し、Ｏｆｆ.Ｊ．ＴやＯＪＴや自己啓発（ＳＤＳ）を体系的に実施

する育成のためのローテーションを実施する。 

   また将来の幹部となるコア人材を育成する。 

（２）職場での対応 

   管理者による人材育成マネジメントを実施する。 

   職場の育成風土づくりを醸成する。 

 



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　人材育成マネジメントチェックリスト

ワークシート②　人材育成マネジメント傾向分析シート



ワークシート① 

人材育成マネジメントチェックリスト 

 

氏名          

 職場での人材育成の現状をチェックし、今後の課題を明確にしましょう。 
あなたの職場では 
 チェックポイント  

１ 

仕事だけでなく、人材育成もバランスを取って

行おうとする意識が管理者やリーダー層にあ

る。 

 

２ 
育成のための連結ピンが確立されており、日常

活動の中でＯＪＴが実践されている。 

 

３ 
海外出張や国内の出張の機会を利用して育成に

結びつく課題などを与えている。 

 

４ 
メンバー同士で仕事を教え合ったり、情報を流

し合う風土がある。 

 

５ 
メンバーは今何を学ぶべきかをつかんでおり、

計画的に自己啓発しようとしている。 

 

６ 
新入社員に対し３ヵ月か６ヵ月の導入計画を立

てて、実施している。 

 

７ 
上位者には下位者を育成しようという気持ちが

ある。 

 

８ 
職場全体の指導、育成プランが確立されており、

計画どおり実施されている。 

 

悪い 普通 良い 

5       4       3       2       1

5       4       3       2       1

5       4       3       2       1

5       4       3       2       1

5       4       3       2       1

5       4       3       2       1

5       4       3       2       1

5       4      3       2       1
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