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部下の指導育成（ＯＪＴの技術） 概要 

目的 
 人材育成とＯＪＴの重要性を認識する。 

 計画的ＯＪＴの展開の仕方と指導技術を身につける。 

 部下指導育成計画の作成を通じて実践への方向をつかむ。 

対象 
係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

２時間３０分 

教材 
 シート① 部下の指導育成（ＯＪＴの技術） 
 シート② 計画的ＯＪＴの実践的展開 
 ワークシート① ＯＪＴ計画表（Ａ３判） 
 ワークシート② ＯＪＴ計画表（記入例）（Ａ３判） （Ａ３に拡大して活用する） 

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。

http://m-advice.jp/?pid=12009836
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時間配分 
項目 分 

はじめに（係長の役割とＯＪＴ） ５分 

ＯＪＴの重要性 ５分 

ＯＪＴの目的 ５分 

３つの領域 ２０分 

具体的展開 ６０分 

作成演習 １０分 

ＯＪＴ計画表の相互検討 ４０分 

まとめ ５分 

合計 １５０分 

 このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。



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

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。

http://m-advice.jp/?pid=12009836


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このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。

http://m-advice.jp/?pid=12009836
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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（係長の

役割とＯＪＴ） 

（５分） 

  この会合では人材育成の重要性を認識すると共にＯ

ＪＴの基本的技術を習得していただく。 

 具体的内容に入る前に係長の役割を簡単に振り返っ

てみよう。 

 管理とは人、物、金、情報（技術）、見えざる資源と

いった資源を有効に活用し、新しい資源を生み出し

ていくことである。 

 この資源の中で一番重要なのが人的資源である。な

ぜならすべての資源を動かしているのが「人」であ

るからである。 

 人材育成の重要性は日増しに高まりつつある。企業

発展の原動力でもあり、組織活動の基となるのが人

材である。 

 人材育成は一長一短には成し遂げられない。人材育

成の効果をあげるためには長期、短期の両面から考

えていかなければならない。 

 人材育成は長期的に会社全体で考えていかなければ

ならない課題であるが、一方、短期的視点で行う現

場における指導、育成（ＯＪＴ）にも力を入れてい

かなければならない。 

 係長の役割には「目標達成の管理」、「部下の指導、

育成」、「生き生きとした職場づくり」、「職場の問題

解決」などがあるが、部下の指導育成はここでも重

要な位置づけをされている。 

 この会合では、人材育成の重要性を認識すると共に

部下の指導育成の技術であるＯＪＴの考え方と、技

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

術を習得することを狙いとして進めていく。 

ＯＪＴの重要性 

（５分） 

シート①  なぜ現場における指導、育成が重要なのであろうか。

 その第一の理由は商品開発や市場競争が激化し、業

績向上が一段と厳しくなってきているため、それに

対応する人の育成が急務になってきているからであ

る。 

 新しい商品知識も身につけなければならないし、新

しい技術も身につけていかなければならない。つま

り環境変化への対応のために人材育成が重要になっ

てきているのである。 

 また技術革新のテンポも速くなってきており、対応

も迫られている（新しいシステム、パソコン等）。 

 一方会社は少数精鋭化の動きがあり、仕事量も増え

ている。一人２役３役をこなさなければならなくな

ってきており、複合能力の強化も大きな課題になっ

てきている。 

 社員の立場でも、業績をあげなければならないし、

自己成長のための自己啓発もしなければならない

し、現状の変化への適応もしていかなければならな

い。 

 このように会社側にとっても、社員自身にとっても、

人材育成やＯＪＴの重要性が増してきているのであ

る。 

ＯＪＴの目的 

（５分） 

シート①  ではＯＪＴは具体的に何のために行うのであろう

か。 

 目的は言うまでもなく、部下の能力の向上を通じて、

「業績を向上」していくことである。ＯＪＴは目的

的なものである。 

 ２つ目は上司や先輩の持っている知識や技能（スキ

ル）や技術を伝承していくことが目的になる。技術

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

の伝承などはＯＪＴという場でしかできない。 

 また部下の自己成長を援助とすることも目的にな

る。直接的な目的ではないが、ＯＪＴにより自己成

長を促すことができる。 

 間接的目的としては「上司部下とのコミュニケーシ

ョン」の促進がある。目的というより間接的効果と

いった方がよいかもしれない。 

 また教える側の管理者自身の啓発にも結びつくとい

う二次的効果もある。 

 さて目的が明確になったので具体的な内容に入ろ

う。まずＯＪＴとは何かを実践しておこう。 

 ＯＪＴとは「日常の仕事を通じて、上司（先輩）が

部下（後輩）に対し、仕事に必要な知識、技能（技

術）、態度、行動力等を重点的に指導、育成する計画

的な管理行動」である。 

 ＯＪＴは仕事を通じての教育であり、仕事に必要な

知識や技術を原則として１対１で教えることをい

う。また重要なことは計画的、重点的に行うという

ことである。 

 

 

 

 

 

 このＯＪＴという言葉はＯｆｆＪＴ（職場外教育）、

ＯＪＴ職場内教育、ＳＤ（自己啓発）の教育の３本

柱からきている。 

自己啓発 ＯｆｆＪＴ 

ＯＪＴ 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

３つの領域 

（２０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 では、ＯＪＴはどのようなことを行うことであろう

か。それには３つの領域がある。３つのアプローチ

があると考えてほしい。 

 まず第１は「日常活動の中のＯＪＴ」である。これ

は日常活動の中で気づいたことや指導しなければな

らないことを「今ここで」（here and now）指導する

ことをいう。 

 そのためには常に部下の行動を観察し、その場、そ

の場で指導ニーズを見つけていかなければならな

い。 

 また、指導を行うための「教え方」や「コーチング」

の技術も身につけておく必要がある。 

 ２つ目が「職場ぐるみのＯＪＴ」である。 

 職場ぐるみのＯＪＴとは仕事に必要な能力を身につ

けるために行う、勉強会や研究会などを指す。 

 １対１の指導ではないが、係長が主催し、職場の中

で実践すれば立派なＯＪＴになる。 

 職場で起こった問題を皆で考える事例研究会やケー

スカンファレンスなどもここに含めてよいであろ

う。 

 後が「計画的ＯＪＴ」である。これがＯＪＴの中

心となるものといってよいであろう。 

 では計画的ＯＪＴとは何かを説明しよう。 

 計画的とは対象者を限定し、重点的に段階的に行う

ことをいう。 

 計画的に行うためには計画書を作成しなければなら

ない。 

 計画的ＯＪＴはどのような手順で実践するかのアウ

トラインを説明しよう。 

6 
 

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。

http://m-advice.jp/?pid=12009836


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　部下の指導育成（ＯＪＴの技術）

シート②　計画的ＯＪＴの実践的展開

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。

http://m-advice.jp/?pid=12009836


シート① 

部下の指導育成 

（ＯＪＴの技術） 
 
 企業は今、あらゆる面での競争化に置かれており、めまぐるしい変化の波にさらされてい

る。こうした動きは従来の延長線上にはないもので、今までの考え方を抜本的に変えざるを

得なくなった。企業はこの動きに対応し、常に企業の卓越性を高めていかざるを得なくなっ

た。企業の卓越性を高めて行く原動力は何であろうか。いうまでもなく社員の能力と問題意

識と行動力である。その力と意識を高めていくための人材育成が、今ほど要求されている時

はない。人材格差の時代に入ったといってよいであろう。 
 人材育成は長期的視点に立った組織対応も重要だが、成果が求められれば、求められるほ

ど、変化の対応が求められるほど現場における指導育成が、重要になっていくであろう。そ

の意味では、管理、監督者のＯＪＴの実践が、ますます重要になっていくはずである。 
１．ＯＪＴの重要性 

 ＯＪＴは次の対応のためますます重要性が高まっていく。 

（１）商品開発、市場競争の激化 

（２）技術革新への対応 

（３）少数精鋭化への対応 

（４）国際化等への対応 

２．ＯＪＴの目的 

 ＯＪＴは次の目的で実施する。 

（１）能力開発を通じての業績向上 

（２）知識や技術の伝承や考え方 

（３）部下の人格形成、自己成長の援助 

（４）上下間のコミュニケーション 

３．ＯＪＴとは何か 
 ＯＪＴとは 
 「ＯＪＴとは、日常の仕事を通じて、上司（先輩）が部下（後輩）に対し、仕事に必要な

知識、技能（技術）態度、行動力等を重点的に指導育成する計画的な管理行動にある」と定

義される。具体的には 

ＯＪＴ 
（職場内教育） 

ＳＤ 
（自己啓発） 

ＯｆｆＪＴ 
（職場外 
教育） 

教育の三本柱 
（１） 職場での仕事を通じての教育指導である 
（２） 上司（先輩）が直属の部下（後輩）を教える 
（３） 仕事に直接関係あることを教える 
（４） 重点的、計画的に教える 
（５） 原則として１対１で教える 

がポイントになる。 

 

このファイルはサンプルです。 
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シート② 

計画的ＯＪＴの実践展開 

（計画書作成演習） 
１．事前分析を行う 
（１） 個人目標設定時に面接の中で、今期の自己啓発目標ならびに援助希望等を出させる。 
（２） 指導対象者を選定する。昨年の職務状況、目標達成の状況から、特に指導を必要と

する人などを重点的に選ぶ。１～２名、多くとも３名までとする。対象者は次の人の

中から選ぶようにする。 
Ａ．重点的に指導を必要とする人（期待水準以下の人）。 
Ｂ．配置転換してきた人（新入社員も含む）。 
Ｃ．代行者、次期リーダー、キーパーソンにしたい人。 

（３） 対象者の能力と動機のレベルを分析し、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのタイプに分け、指導スタ

イルを明確にし、対象者の欄に記入する。 
 

  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

 

部
下 

能力 高い 高い 低い 低い 

動機 高い 低い 高い 低い 

上
司 

指導方法 
委譲型 

（委任） 

助力型 

（参加） 

指導型 

（説得） 

指示型 

（教示） 

タイプ 

 
（４） 指導期間を設定する。 

   ６ヵ月または１年の指導期間を設定する。 
 
２．指導、育成ニーズ、指導目標、期待レベルを設定する 
 （１）対象者別に指導、育成ニーズを抽出する。 
   指導、育成ニーズとは、本人がその役割を果たすため必要とされる知識・技能・態度

などの能力、行動力の要件のうち、「このくらいは」と上司が期待する要求水準に照らし

て充たしていないと思われるものをいう。２～３ポイントを３つの領域から 
重点的に引き出す。 
 要求水準は職能資格要件が明確になっている場合にはそれが基準となる。 
 また期待する水準を現状よりアップする場合には、その期待基準と現状のギャップが

ニーズになる。これが育成ニーズである。指導ニーズ欄に記入する。 
〔ニーズの引き出し方〕（行動次元で） 
 Ａ．知識については 

・ 競合商品の商品知識がない。 

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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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　ＯＪＴ計画表（Ａ３判）

ワークシート②　ＯＪＴ計画表（記入例）（Ａ３判）　（Ａ３に拡大して活用する）

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。
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ワークシート 

 

ＯＪＴ計画表 構
想  

作成日  所属  

期間  作成者名  

対
象
者 

指導目標 指導（育成ニーズ） 到達レベル 
指
導
型 

教育指導 
職務拡充 スケジュール 自己

評価 
指導

担当 知識学習 体験技能学習 

 
 
 
 
 
 
 
〔タイプ〕 

          

      

      

      

啓

発

目

標 

 達
成
レ
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ル 
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〔タイプ〕 
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〔タイプ〕 

          

      

      

      

啓

発

目

標 

 達
成
レ
ベ
ル

 
援 

助 

      

このファイルはサンプルです。 
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。

http://m-advice.jp/?pid=12009836

	文書名 :新任係長、係長研修シリーズ_部下の指導育成（ＯＪＴの技術）.pdf
	文書名 :新任係長、係長研修シリーズ_部下の指導育成（ＯＪＴの技術）-2.pdf
	文書名 :新任係長、係長研修シリーズ_部下の指導育成（ＯＪＴの技術）-3.pdf
	文書名 :新任係長、係長研修シリーズ_部下の指導育成（ＯＪＴの技術）-4.pdf



