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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

〒1 6 0 -0 0 0 5 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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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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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　オリエンテーション（研修を始めるにあたって）
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係長
研修

係長に期待される役割
指導用マニュアル
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係長に期待される役割 概要 

目的 
z 組織における係長の立場を明確にすると共に係長として果たすべき役割（機能）を認識す

る。 

z 管理とは何か、管理を実践するための具体的行動を明らかにする。 

z これからの係長として身につけるべき能力と技術は何かを理解する。 

対象 
係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

９０分 

教材 
z シート① 係長に期待される役割 
z シート② 管理とは何か 
z シート③ 係長に期待される能力 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 

係長の立場 １０分 

係長に期待される２つの役割 １５分 

組織からの期待は何か １５分 

管理とは何か ２０分 

係長に期待される能力 ２０分 

概論のまとめ 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
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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） 

 z この研修は係長の立場と役割を明確にすると共に、リ

ーダーとしての役割を果たすために必要な能力や技

術を高めていくが目的である。 

z これから係長研修の概論として、係長に期待される役

割と能力についてお話しする。 

z 係長の役割はラインの係長やスタッフの係長などお

かれている立場や仕事の性質によっても異なってく

る。 

z 係長の中には部下が多く、管理に専念しなければなら

ない人もいるであろうし、プレイングマネジャーで自

分も仕事を受け持っている人もいるであろう。また担

当係長など専門職の人もいるであろう。 

z ただ共通していることは、第一線のリーダーとして期

待される役割を果たさなければならないことであろ

う。 

z どの企業も今、大きな変革期にある。また変化に伴い

金融危機からどの企業も業績向上にまい進しなけれ

ばならない。業務範囲が拡大するにつれて仕事も複雑

になってきているし、仕事量も増えているであろう。 

z 係長の役割もそれにつれ、拡大、複雑化し、多様化し

てきていることは間違いない。 

z この変化を乗り切るため、係長としての自己革新が必

要になってくるであろう。 

z 常に先を見て、積極的に組織を動かしていく係長が今

ほど期待されている時はない。 

z この会合では「これからの係長に期待される役割は何

か」を明確すると共に「管理とは何か」、「その管理を
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

推進するために必要な能力は何か」についてお話しす

る。 

z この会合は概論であるので「目標達成のマネジメン

ト」や「部下の育成」などの各論は後の会合で行いた

い。 

係長の立場 

（１０分） 

シート① z まず概論として係長の立場は何かを明らかにしてお

こう。係長はどのような立場に立たされるであろう

か。 

z 係長は最小単位の目標達成、（職務遂行）の責任者で

あると同時に一般社員と管理者をつなぐ立場にある。 

z 具体的にいうと、メンバーを直接、指揮し、指導し、

リーダーシップを発揮して、一緒に目標達成を行う立

場である。 

z 係という最小単位の責任者として、目標達成を果たし

ていくのである。 

z 部下（メンバー）を通じて、あるいは部下と共に目標

を達成する立場にあるので部下の指導をしたり、援助

したりすることも必要になる。 

z さらに上司（管理者）と一般社員との連結ピンを果た

す立場にもあり、上下のパイプ役も果たさなければな

らない。 

z また二次的役割として課長の補佐役として課長に対

し意見具申や情報の提供もしなければならない。 

係長に期待さ

れる２つの役

割 

（１５分） 

シート① z ではこのような立場にある係長は具体的にどのよう

な役割を果たさなければならないであろうか。重要な

役割からあげてみよう。 

z 第１の役割は設定された目標や与えられた職務を効

率よく、効果的に果たすことである。 

z 目標達成というがラインやスタッフなど置かれてい



 

4 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

る立場により達成の仕方は異なってくる。 

z 生産部門のように管理が主の係長は部下を通じて目

標を達成していくが、専門職の人は自分が中心になっ

て果たすことになる。 

z 以上が第１の役割である。メインの役割といってよ

い。 

z 第２の役割として組織からの期待、上司からの期待に

応えるという役割がある。 

z 場合によってはこちらの方が重要になる場合もある。 

z 組織からは形のないもので暗黙の期待として出てく

るので自らアンテナをはりめぐらせてキャッチしな

ければならない。 

z そのためには、今、自社がどのような状況に置かれて

いるか、どのような方向に進もうとしているかを、ま

ずつかんでみる必要がある。そこから自分に何を期待

されているかを探らなければならない。 

z 期待は自社の問題点や課題から出てくることが多い。

新人が多く入った部署なら、指導育成が期待されるで

あろうし、コンプライアンスを重視しなければならな

いときはそれも期待になるであろう。 

z また上司からの期待もキャッチしなければなない。 

z 日ごろの接触の場面やミーティングの時などに出て

くるので、それも的確にキャッチしなければならな

い。 

組織からの期

待は何か 

（１５分） 

 z 組織からの期待は会社によって異なるが、どの会社の

係長にも共通に出てくるものはどのようなものがあ

るのであろうか。 

z 自社独自の期待は自分で探してみてほしい。 

z これは今、企業が置かれている現状、進もうとしてい
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

る方向から出てくる。 

z まず第一は「主体的に、目標形成、課題形成してほし

い」という期待である。つまり積極的に目標や課題を

見つけてほしいという期待である。 

z 目標達成はもちろんのこと、今、職場には解決しなけ

ればならない課題や問題が沢山ある。それを積極的に

とりあげ、解決してほしいという期待も出てくる。 

z 具体的に言えば、新しい企画や提案を出したり、積極

的に出してほしいという期待である。 

z それも「主体的に」である。指示待ちではいけない。 

z 次に出てくるものは「効率的に仕事を推進してほし

い」という期待である。 

z これからの企業は、仕事は増えるが、人を増やすこと

はできない。 

z そのような状況下で仕事を進めていくには、仕事に優

先順位をつけて無駄な仕事は排除して、効率よく業務

を推進しなければならない。 

z コスト意識を持ったり、仕事の改善も積極的に行って

いかなければならない。 

z ３つ目の期待がコミュニケーションを促進してほし

いという期待である。 

z 組織活動を潤滑にするためにはコミュニケーション

は欠かせない。係長の立場でもタテ・ヨコのコミュニ

ケーションを活発にし、積極的に情報を流さなければ

ならない。 

z 最後が「人の効率を高めてほしい」という期待である。

企業は少数精鋭、全員精鋭化が大きな目標となってい

る。 

z 少数精鋭化、全員精鋭化を果たすためには仕事をシス



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　係長に期待される役割
シート②　管理とは何か
シート③　係長に期待される能力
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係長に期待される役割 

 
１．はじめに 
 バブル崩壊後はどの企業も、しばらく低迷状態が続いていたが、ようやく業績も上向きにな

り、設備投資面でも、明るい兆しがみえつつあった。しかし金融危機以降はアメリカのみなら

ず各国の景気も不透明であり、中東を中心とする国際紛争もいまだ解決のめども立っていない。

為替の変動もめまぐるしく、また国内では景気の低迷が長く続くことが予測されており、企業

を取り巻く環境は予断を許さぬ状態にある。 
 言うまでもなく企業の目指すべき方向や置かれている状況やマネジメント体制が変われば、

それに応じて第 1線のリーダーであり、職務遂行者である係長の役割も変化していくはずであ
る。また成果主義が浸透し、主体性、自主性が重視されればされるほど、自らの力で役割や目

標を形成し、その達成に全力を投入していくことが必要になってくる。 
 
２．係長の立場 
 係長の立場は「係長が専任か」、「プレイングマネージャーか」、「担当の専門職か」によって、

果たすべき役割は異なってくるが、組織上では次の立場に立つことになる。 
（１） 一般社員（メンバー）を直接、

指揮、指導し、リーダーシップ

を発揮して、目標達成し、職務

遂行していく立場にある。 
（２） 最小単位の責任者である。 
（３） 自らの力で、あるいは部下を通

じて、設定された目標を達成す

る人である。 
（４） 上下左右のコミュニケーショ

ンをはかる人である。 
（５） 意見具申や情報提供を通じて

上司の補佐役を果たす人であ

る。 
 
 
 
 
 
 
 



係長
研修

係長の行動基準の明確化
指導用マニュアル
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係長の行動基準の明確化 概要 

目的 
z 係長として身につけるべき、組織や管理に関する基本コンセプトを理解する。 

z 新しい管理を推進するにあたり、望ましい行動をとるための判断基準を明らかにする。 

z グループのコミュニケーションを活発にし、チームワークを高める。 

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 
z シート① 係長の行動基準の明確化（演習の進め方） 
z ワークシート① 係長の行動基準の明確化（設問） 
z インストラクター用参考資料① 理解促進討議法（ＣＣテスト法）の進め方 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
会合の目的 ５分 
討議の進め方 ５分 
ＣＣテスト ２０分 
グループ研究 ６０分 
正解の提示と解説 ３５分 
チーム効率の分析 １５分 
まとめ ５分 

合計 １５０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） 

 z 「係長に期待される役割」については概論で学んだ。 

z では管理監督者として、職場のリーダーとして、係

長はこれからどのような行動をとればよいであろう

か。 

z 組織や上司や部下からの期待に応えなければならな

いが、その行動は望ましい組織の基準に基づいたも

のでなければならない。 

z 私達が何かを行動しようとした時、必ずそのもとに

なるコンセプト（概念）や行動基準がある。 

z 組織の一員である係長も当然、組織と管理の基本コ

ンセプトと判断基準に基づいた行動をとらなければ

ならない。 

z もちろんその基準は自分の経験からも作られるが、

それだけに基づいた行動だけをしてしまっては独断

的な行動になってしまう。 

z 係長は、望ましい組織や管理の基準に基づいた行動

をとらなければならない。 

z これからその基準を理解するために設問討議を行

う。 

z これからお渡しする６０問の設問を討議することに

より新しい組織や管理上の基本的なコンセプトや行

動基準、判断基準を理解していくことにする。 

z この設問には組織や管理活動上で必要なコンセプト

や行動基準が全て含まれていると考えてほしい。 

会合の目的 シート① z この演習の具体的な目的を説明しよう。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

（５分） （１） 係長に要求される組織と管理に関する基本

的な考え方（コンセプト等）を理解する。こ

れは行動のもとになる基本的知識である。 

（２） 組織活動上での望ましい行動基準を明確に

する。 

（３） 今までの自己の行動を振り返ると共に新し

い行動への変換を図る。（今までのやり方が

新しい基準と比較して、よいか悪いか判断す

る。） 

（４） 相互討議を通じて共通の行動基準、判断基準

を身につける。（同じ組織にいる係長には統

一した行動基準、判断基準が必要である。） 

（５） 相互討議を通じて職場の状況を相互に交換

する。 

討議の進め方 

（５分） 

ワークシー

ト① 
z では理解促進討議を行いたい。 

（討議の進め方を説明する。） 

z 討議全体の流れは個人研究→グループ研究→正解の

提示と解説→チームの効率の分析である。 

z （ワークシート「係長の行動基準の明確化、設問」

を各自に配布する。） 

ＣＣテスト 

（２０分） 

ワークシー

ト①配布 

z まず個人別に６０問の設問を読み、その設問が正し

ければ○、誤っていれば×を個人の欄に入れてほし

い。時間は２０分とする。 

z 記入が終わったらグループ研究に入る。 

z グループ研究の進め方を説明しよう。 

z グループメンバーで討議しながら、統一の答えを出

し、グループ欄に入れてほしい。 

z グループ研究は次の条件を守って行わなければなら
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ない。 

１． 多数決ですぐに決めない。討議の結果として多

数決になるのはよい。 

２． 少数意見を尊重する。少数意見で正しいものも

多い。 

３． 勝ち負けにこだわらない。内容の理解が中心だ

から、対抗意識を持たない。 

４． 職場での経験実例を織り込みながら討議する。 

グループ研究 

（６０分） 

 z 討議時間は６０分である。リーダー等を決めて自主

的に運営してほしい。 

z 時間が来たのでグループ研究は終わりにする。まだ

全解答が出ていないところは原則に反するが多数決

で決めてほしい。 

z ではこれから正解を説明したい。この討議は正しい

コンセプトや判断基準を理解するのが目的であるの

で、問題のありそうな所は具体的に解説し、解答を

述べる。 

正解の提示と 

解説 

（３０分） 

 （６０問の設問の解答とその理由を具体的に説明し

ていく。誤りの項目はその根拠を具体的に説明す

る。） 

１．× この定義はやや古い。組織はもう少し動的なも

ので、情報の流れや意思決定の流れを指すものと思

えばよい。（ネットワーク組織等の） 

２．× 組織は個々の成果をあげるのではなく、全体の

成果を最大限にあげるために作られる。 

３．○ 色々な組織があり、運営の仕方も異なる。 

４．× 短い期間で効率よく組織目標（プロジェクト）

を達成するための体制である。生きがいも生み出さ

れるが主目的ではない。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

５．○ 組織には血液の循環が必要である。血液とは情

報とコミュニケーションの流れである。 

６．× 人的資源だけでない。人、物、金、技術、見え

ざる資源の活用と拡大）が管理の最終ゴールであ

る。 

７．○ これが管理者の立場から見た管理のサイクル

である。 

８．○ 会社や組織に対する責任であり、上司に対する

責任ではない。個人的つながりが強いと、どうして

も、この人（上司）のためにという意識が働くが、

これは間違っている。 

９．× 責任感は自分がどう自覚するかによって出て

くる。責任権限が明確になれば多少は責任感が出る

が、自分が自覚する方が大切である。 

１０． × 挑戦的であることは望ましいが常に言葉や

態度に出すよりも内に秘めていた方が、他人に対す

る影響力は強い。 

１１． × 性格や部下との人間関係だけではない。状況

把握力や実績といったものも源泉になる。 

１２． × 本人が自分で決断したのであるから、最後ま

でやらせるのがよい。終わった時点で指導、助言す

る。 

１３． × 上位者との関係がうまくいっていないと下

の意見を上に持っていきづらい。 

１４． × 頼られるのはよさそうだが、係長がすべてや

ってしまっていることになる。部下が育たない。部

下が１人前になったら逆に頼ってこない。信頼され

る方がよい。 

１５． ○ リスクを冒すことを前提としないが、機会を

逃さないため、あえてリスクを冒すこともある。 



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　係長の行動基準の明確化（演習の進め方）



シート① 

 

係長の行動基準の明確化 

（演習の進め方） 
 
 係長は組織上では、職場リーダーの立場にあるため、組織や上司や部下（メンバー）から

の期待に応えた行動をとらなければならない。そのためにはどのように考え、どのような判

断基準に基づいて行動すべきかを明らかにしていく必要がある。 
 職場の管理監督を行うにあたっては自分の持ち味や個性を発揮することも大切だが、その

行動はあくまでも基本的な考え方と望ましい判断基準に基づいたものでなければならない。

この理解促進討議（ＣＣテスト法）を通じて、組織や管理上の基本的な考え方を理解すると

共に望ましい行動の元となる判断基準を理解していく。 
 
１．討議の目的 
（１）係長に要求される組織と管理に関する基本的な考え方（コンセプト等）を理解する。 
（２）組織管理上での望ましい判断基準を明確にする。 
（３）今までの自己の行動を振り返ると共に新しい行動基準への変換を図る。 
（４）相互討議を通じて共通の行動基準、判断基準を身につける。 
（５）相互討議を通じて職場の状況を相互に交換する。 

 
２．討議の進め方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔グループ討議の条件〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ＣＣテスト‥Concept clarification test 
 
 

１．講義 

２．個人別ＣＣテスト 

３．グループ討議により統一見解の作成 

４．正解の提示と主要項目の説明 

５．チーム効率の分析 

１．多数決ですぐに決めない。 
２．少数意見を尊重する。 
３．勝ち負けにこだわらない。 
４．職場での経験実例を盛り込みながら討議する。 



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　理解促進討議法（ＣＣテスト法）の進め方



インストラクター用資料 

 

インストラクター用資料 理解促進討議（ＣＣテスト法）の進め方 

 
 集団の効果を生かし、討議を通じて教育内容の理解促進をはかっていく技法に理解促進討議

法がある。別名ＣＣテスト法（Concept Clarification Test）という。テストという名称がつい
ているが、むしろテスト方式を用いた集団討議法の１つと考えればよいであろう。字のごとく、

不確実な概念を明確化する技法として生まれたが、研修では、教育した内容を正確に理解させ

たり、重要箇所の再確認をさせるために用いるため、読後テスト的な使い方をする。この方法

は講義を補完する技法として注目を集めている。進め方には基本手順があるが、設問の性質や

討議のやり方によりいろいろなバリエーションがある。 
 
１．効果 

 技法としては講義を補完する形で使われるが、討議形式をとるため副次的効果も期待できる。

主な効果は次の通りである。 
① 基本的知識や概念、原理・原則等が正確に身につく。 
個人解答、グループ討議、正解の提示を通じて、理解の誤りや勘違い等が修正され、

正しい概念や原理・原則が身についていく。 
② 教育内容の重要箇所が再認識できる。 
講義やテキストの重要箇所を中心に設問をつくるため、内容の理解促進のみならず重

要箇所を再度確認できる。 
③ 参加者のレベルや理解の度合いが測定できる。 
個人の正解度やチーム効率の分析により、参加者の能力レベルや理解された度合いも

測定できる。この結果により、講義のよしあしも判定できるし、講義内容の修正にも

役立つ。 
④ 研修に対する抵抗感を和らげ、参加意識が向上する 
討議を通じての理解促進は、自尊心を傷つけることもすくないし、討議のプロセスで

起きる競争心や葛藤が参加意識を高め、学習への動機づけを促すことができる。 
⑤ 集団活動や集団討議の意義が認識できる。 
内容の理解促進だけでなく、討議のプロセスをふり返ることにより、集団活動や討議

の働きや効果が体験的に理解できる。 
 
２．対象者 

 特定の対象に限定される技法ではないが、一般的には中堅社員から管理者層までの研修の中

での適用が効果的である。知識の習得や原理・原則の理解にも役立つ技法であるから、販売、

生産等の職能別教育の中に組み込むのもよい。 
 
 



係長
研修

 部下の指導育成 
（ＯＪＴの技術）
指導用マニュアル
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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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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



 ձࢺ࣮ࢩ

㒊ୗࡢᣦᑟ⫱ᡂ 

㸦㹍㹈㹒ࡢᢏ⾡㸧 
 
� ᴗࡣ࠶ࠊ㠃࡛ࡢ➇த࠸ࡋࡄࠊ࠾࡚⨨ኚࡢἼ࠸࡚ࡉࡉ

ࡊ࠼ኚᢤᮏⓗ᪉࠼⪄ࡢ࡛ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣୖ⥺ᘏ㛗ࡢᚑ᮶ࡣࡁືࡓࡋ࠺ࡇࠋ

ᚓࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᴗࡁືࡢࡇࡣᑐᛂࠊࡋᖖᴗࡢ༟㉺ᛶ㧗ࡊ࠸࡚ᚓࡗ࡞ࡃ࡞

ၥ㢟ពຊ⬟ࡢဨ♫ࡃ࡞࡛࠺࠸ࠋ࠺࠶ఱ࡛ࡣཎືຊࡃ⾜࡚㧗༟㉺ᛶࡢᴗࠋࡓ

㆑⾜ືຊ࡛ࡢࡑࠋ࠶ຊព㆑㧗ࡢࡓࡃ࠸࡚ேᮦ⫱ᡂࠊࡀせồ࠸࡚ࡉ

 ࠋ࠺࠶࡛࠸࡚ࡗ࠸ࡓࡗධ௦ࡢேᮦ᱁ᕪࠋ࠸࡞ࡣ
� ேᮦ⫱ᡂࡣ㛗ᮇⓗどⅬࡓࡗ❧⤌⧊ᑐᛂ㔜せࠊࡀࡔᡂᯝࡀồࠊࡤồ

ࡑࠋ࠺࠶࡛ࡃ࠸࡚ࡗ࡞㔜せࠊࡀᣦᑟ⫱ᡂࡅ࠾ሙ⌧ồࡀᑐᛂࡢኚࠊ

 ࠋ࠶࡛ࡎࡣࡃ࠸࡚ࡗ࡞㔜せࡍࡍࠊࡀ㊶ᐇࡢ㹍㹈㹒ࡢ⪅╩┘ࠊ⌮⟶ࠊࡣព࡛ࡢ
㸯㸬㹍㹈㹒ࡢ㔜せᛶ 

� 㹍㹈㹒ࡣḟࡢᑐᛂࡍࡍࡓࡢ㔜せᛶࡀ㧗ࠋࡃ࠸࡚ࡗ 

㸦㸯㸧ၟရ㛤Ⓨࠊᕷሙ➇த⃭ࡢ 

㸦㸰㸧ᢏ⾡㠉᪂ࡢᑐᛂ 

㸦㸱㸧ᑡᩘ⢭㗦ࡢᑐᛂ 

㸦㸲㸧ᅜ㝿➼ࡢᑐᛂ 

㸰㸬㹍㹈㹒ࡢ┠ⓗ 

� 㹍㹈㹒ࡣḟࡢ┠ⓗ࡛ᐇࠋࡍ 

㸦㸯㸧⬟ຊ㛤Ⓨ㏻ࡢ࡚ࡌᴗ⦼ྥୖ 

㸦㸰㸧▱㆑ᢏ⾡ࡢఏᢎ࠼⪄᪉ 

㸦㸱㸧㒊ୗࡢே᱁ᙧᡂࠊ⮬ᕫᡂ㛗ࡢຓ 

㸦㸲㸧ୖୗ㛫ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡢ 
㸱㸬㹍㹈㹒ࡣఱ 
� 㹍㹈㹒ࡣ 
� ࡞ᚲせࠊࡋᑐ㒊ୗ㸦ᚋ㍮㸧ࡀ㸦ඛ㍮㸧ྖୖࠊ࡚ࡌ㏻ࡢ᪥ᖖࠊࡣ㹍㹈㹒ࠕ

▱㆑ࠊᢏ⬟㸦ᢏ⾡㸧ែᗘࠊ⾜ືຊ➼㔜Ⅼⓗᣦᑟ⫱ᡂࡍィ⏬ⓗࠖ࠶ື⾜⌮⟶࡞ᐃ

 ࡣලయⓗࠋࡉ⩏

㹍㹈㹒 
㸦⫋ሙෆᩍ⫱㸧 

㹑㹂 
㸦⮬ᕫၨⓎ㸧 

㹍㹤㹤㹈㹒 
㸦⫋ሙእ 
ᩍ⫱㸧 

ᩍ⫱୕ࡢᮏᰕ 
㸦㸯㸧�⫋ሙ࡛ࡢ㏻ࡢ࡚ࡌᩍ⫱ᣦᑟ࡛࠶ 
㸦㸰㸧�ୖ ྖ㸦ඛ㍮㸧ࡀ┤ᒓࡢ㒊ୗ㸦ᚋ㍮㸧ᩍ࠼ 
㸦㸱㸧�┤᥋㛵ಀࡇ࠶ᩍ࠼ 
㸦㸲㸧�㔜Ⅼⓗࠊィ⏬ⓗᩍ࠼ 
㸦㸳㸧�ཎ๎࡚ࡋ㸯ᑐ㸯࡛ᩍ࠼ 

 ࠋ࡞ࢺࣥࡀ

 



 ղࢺ࣮ࢩ

ィ⏬ⓗ㹍㹈㹒ࡢᐇ㊶ᒎ㛤 

㸦ィ⏬᭩సᡂ₇⩦㸧 
㸯㸬๓ศᯒ࠺⾜ 
㸦㸯㸧�ಶே┠ᶆタᐃ㠃᥋ࡢ୰࡛ࠊᮇࡢ⮬ᕫၨⓎ┠ᶆࡧ࡞ຓᕼᮃ➼ฟࠋࡏࡉ 
㸦㸰㸧�ᣦᑟᑐ㇟⪅㑅ᐃࠋࡍᖺࡢ⫋ົ≧ἣࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢ≧ἣ≉ࠊᣦᑟᚲせ

ࡢேࡢḟࡣ⪅㇟ᑐࠋࡍ࡛㸱ྡࡃከࠊ㸯㹼㸰ྡࠋࡪ㑅㔜Ⅼⓗ࡞ேࡍ

୰㑅ࠋࡍ࠺ࡪ 
㸿㸬㔜Ⅼⓗᣦᑟᚲせࡍே㸦ᮇᚅỈ‽௨ୗࡢே㸧ࠋ 
㹀㸬㓄⨨㌿ࡓࡁ࡚ࡋே㸦᪂ධ♫ဨྵ㸧ࠋ 
㹁㸬௦⾜⪅ࠊḟᮇ࣮ࣜ࠸ࡓࡋࣥࢯ࣮ࣃ࣮ࠊ࣮ࢲேࠋ 

㸦㸱㸧�ᑐ㇟⪅ࡢ⬟ຊືᶵࣝࣞࡢศᯒࠊࡋϨࠊϩࠊϪࠊϫࢱࡢศࠊࡅᣦᑟࢱࢫ

 ࠋࡍグධḍࡢ⪅㇟ᑐࠊࡋ☜ࣝ
 

  Ϩ ϩ Ϫ ϫ 

 

㒊
ୗ 

⬟ຊ 㧗࠸ 㧗࠸ ప࠸ ప࠸ 

ືᶵ 㧗࠸ ప࠸ 㧗࠸ ప࠸ 

ୖ
ྖ 

ᣦᑟ᪉ἲ 
ጤㆡᆺ 

㸦ጤ௵㸧 

ຓຊᆺ 

㸦ཧຍ㸧 

ᣦᑟᆺ 

㸦ㄝᚓ㸧 

ᣦ♧ᆺ 

㸦ᩍ♧㸧 

 ࢱ

 
㸦㸲㸧�ᣦᑟᮇ㛫タᐃࠋࡍ 

� � � 㸴ࣧ᭶ࡣࡓ㸯ᖺࡢᣦᑟᮇ㛫タᐃࠋࡍ 
 
㸰㸬ᣦᑟࠊ⫱ᡂࠊࢬ࣮ࢽᣦᑟ┠ᶆࠊᮇᚅࣞࣝタᐃࡍ 
� 㸦㸯㸧ᑐ㇟⪅ูᣦᑟࠊ⫱ᡂࢬ࣮ࢽᢳฟࠋࡍ 
� � � ᣦᑟࠊ⫱ᡂࠊࡣࢬ࣮ࢽᮏேࡢࡑࡀᙺᯝࡓࡍࡓᚲせࡉ▱㆑࣭ᢏ⬟࣭ែᗘ

ࡣ࠸ࡃࡢࡇࠕࠊࡕ࠺ࡢ௳せࡢຊື⾜ࠊຊ⬟ࡢ࡞ ࡋ↷‽せồỈࡍᮇᚅࡀྖୖࠖ

࡚࠸࡞࠸࡚ࡋࡓᛮࠋ࠺࠸ࡢ㸰㹼㸱ࢺࣥ㸱ࡢࡘ㡿ᇦ 
㔜Ⅼⓗᘬࡁฟࠋࡍ 
� せồỈ‽ࡣ⫋⬟㈨᱁せ௳࠸࡚ࡗ࡞☜ࡀሙྜࡀࡑࡣᇶ‽ࠋ࡞ 
� ࡀࣕࢠࡢ≦⌧‽ᮇᚅᇶࡢࡑࠊࡣሙྜࡍ≦⌧‽Ỉࡍᮇᚅࡓ

 ࠋࡍグධḍࢬ࣮ࢽᣦᑟࠋ࠶࡛ࢬ࣮ࢽᡂ⫱ࡀࡇࠋ࡞ࢬ࣮ࢽ
᪉ࡋฟࡁᘬࡢࢬ࣮ࢽࠝ 㸦ࠞ⾜ືḟඖ࡛㸧 
� 㸿㸬▱㆑ࡣ࡚࠸ࡘ 

࣭�➇ྜၟရၟࡢရ▱㆑ࠋ࠸࡞ࡀ 



係長
研修

部下の動機づけの要因と技術
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

〒1 6 0 -0 0 0 5 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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部下の動機づけの要因と技術 概要 

目的 
z 部下の動機づけの要因を理論面から理解する。 

z 部下を動かすための効果的な動機づけの技術を習得する。 

対象 
係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

１時間 

教材 
z シート① 動機づけと構造 
z シート② 動機づけの要因と理論 
z シート③ 動機づけの技術 

時間配分 
項目 分 

動機づけの重要性 ５分 

動機づけの構造 ５分 

マズローの欲求段階説 １０分 

Ｘ理論・Ｙ理論  ５分 

衛星理論 １０分 

達成動機理論 ５分 

動機づけの技術 １５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 

動機づけの重要

性 

（５分） 

 z 係長にとって部下の動機づけは大変重要である。 

z この会合では、部下を動機づけるための要因を理解

し、技術を身につけていきたい。 

z 係長への期待で一番高いのは何であろうか。言うま

でもなく「業績の向上」である。 

z 部下を通じて目標を達成し、業績をあげていくため

には、強力なリーダーシップのもとに部下を動かし

ていかなければならない。 

z ところが係長には自分で仕事をするのは得意だが、

部下をして仕事をしていくことが不得意な人が多

い。 

z なぜなら部下のすべての人がやる気とは限らない

し、能力が高いとは限らないからである。人は一筋

縄では動かない。 

z 皆さん方が一番悩んでいるのは部下をどう動かし

ていくかであろう。 

z 部下は若い人だけとは限らず、自分よりも年齢の高

い部下を持つ場合もある。こういった高齢者を動か

すのは若い人以上に難しいであろう。 

z 部下を動かす技術は、係長として身につけるべき重

要な技術の習得といえよう。 

z この会合では、部下を動機づけていくための技術に

焦点をあてて進めていきたい。 

動機づけの構造 

（５分） 

シート① z どのような要因が部下を動かすのであろうか。まず

「動機づけの理論」から説明しよう。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z 動機づけとは「ある人に仕事をしたいという意欲を

起こさせ、行動に移させる」ことである。 

z 動機づけの構造は次のようになっている。 

 

 

 

z 人間は誰しも動機がある。欲求のない人はいないの

で動機イコール欲求なら、すべての人には動機があ

る。 

z しかしいくら動機があっても、それを行動として現

れてこなければ、「動機づけられた」とは言わない。 

z したがって動機を顕在化するための誘因が必要に

なる。目指すもの、満たすものが必要なのである。 

z 特にやる気のない部下には、強い要因をもってこな

ければならない。 

z その誘因を与えるのが係長である。したがって、部

下を動機づけるには、まず上司である係長自身が動

機づけられていなければならないし、誘因をうまく

与える技術を身につけていなければならない。 

z 下等動物なら単純な誘因（例えばサルに芸を教える

時には空腹にさせ、芸をやったらエサを与える）で

動機づけられるが、人はそれぞれ欲求も異なってお

り、目指すものが異なっており、一筋縄ではいかな

い。仕事に動機づけられる誘因も複雑である。 

z 例えば人は有形なものにも動機づけられるし、無形

なものにも動機づけられる。 

z 動機づけの理論は、この欲求の部分を説明したもの

と誘因の方を説明したものなどいろいろある。 

動因（動機） 誘因（目標） 

欲求 

（動機づけ） 

行動 

動機づける人の動機 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z 動機づけの技術に結びつく代表的な理論をいくつ

か紹介してみよう。 

マズローの 

欲求段階説 

（１０分） 

シート② z 代表的な欲求に関する理論が、Ａ・マズローの欲求

段階説である。 

z 人間は１つの欲求が満たされると次の欲求がめば

え、それが満たされると、次の欲求が出てくるとい

うように段階的に上がっていくとする。 

 

 

 

 

（シート②の１の「マズローの欲求段階説を具体的

に説明する」） 

z 生理～自損の欲求までは金銭欲により代替えでき

るが、自己実現の欲求は自己満足であるから、金銭

欲では代替えできない。 

z 金銭的報酬は整理から自尊の欲求を満たす手段に

は使える。 

z 欲求段階説は欲求の表し方を説明した理論である

が、その人がどの欲求段階にあるかがわかれば、そ

れを満たす手段をもってくればよいし、それにより

相手を動かすことができる。 

z しかし、すべての欲求を満たすための手段を持って

くることは難しい。お金をたくさんあげるわけには

いかないし、肩書もどんどんつけるわけにはいかな

い。 

z では仕事に目を向けさせるためにはどうしたらよ

いであろうか。 

生理 
安全 

帰属・愛情 
自尊（尊敬） 

自己実現 （５段階説を説明する） 

自己満足 金銭欲 



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　動機づけと構造
シート②　動機づけの要因と理論
シート③　動機づけの技術



シート① 

 

動機づけの構造 

 

１．動機づけとは 

 動機はたとえどんな障害があろうとも定められた目標を何が何でも達成したいという強烈

な欲求から生まれるものである。したがって動機を顕在化させるためには、内発的動機をかき

たてたり、動機を顕在化させるための目的や刺激を与えていかなければならない。それを動機

づけという。 

 人間行動を取り扱う技術であるから、まず人間の欲求や動機を起こす要因を正しく理解しな

ければならない。 

 また動機づけの方法も相手のパーソナリティや、地位、立場、年齢などによって異なるので

相手に合った手段を用いることが重要である。 

 人を動機づけるためには動機づける人の動機が高くなければならない。その意味から係長自

身が自らの内発的動機も高めていく必要がある。 

 

２．動機づけの基本構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動因（動機） 誘因 

欲求 

行動 
動機づけられた 

有形、無形のみたすべきもの 
めざすべきもの 

・内発的動機を刺激する 
・誘因を与える 
（上司） 



シート② 

 

動機づけの要因と理論（１） 

 
１．マズローの欲求段階説 
欲求は、行動を起こさせる動因になるものである。Ａ.Ｈ.マズローは、人間の欲求は並列

的に並んでいるのではなく、低次の段階から、その充足度により高次の段階へと段階的に成

長していくという説を唱えた。これを欲求段階説、あるいは欲求５段階説という。 
 ５段階とは、①生理的欲求：眠りたい、食べたいといった人間が本能的に持っている欲求、

②安全の欲求：生命の危機に瀕し、それから逃れたいという欲求、③帰属愛情の欲求：人に

好かれたい、愛されたい、集団に属していたいという欲求、④自尊（尊敬）の欲求：人から

認められたい、尊敬されたいという欲求、⑤自己実現の欲求：思うとおりの自分を実現した

い、自分を生かしたいという欲求をいう。 
 マズローは、低次の欲求が満たされない限り、高次な欲求は行動には表れず、すでに満た

された欲求すらも行動に結びつかなくなるといっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．Ｘ理論・Ｙ理論（Ｄ・マグレガー） 
アメリカの行動科学者ダグラス・マクレガーが提唱した人間観（社員観）、ならびに動機づ

けの理論をいう。 

マクレガーは、人間を「本来怠け者で、強制されたり、命令されたりしなければ仕事はし

ない」とするＸ理論と、「生まれながらに仕事が嫌いということはない。条件次第では責任を

引き受けるばかりか、自ら進んで責任をとろうとする」というＹ理論に分け、この「条件」

が仕事への動機づけの要因になると述べた。その条件とは、魅力ある目標と責任と自由裁量

を与えることである。 

 Ｘ・Ｙ理論は行動科学の代表的な理論で、1950年ごろからこの考えが広まった。目標によ

る管理は、このＹ理論の理念に基づいた新しい管理の考え方に当たる。 

生理的欲求 

安全の欲求 

帰属、愛情の欲求 

自尊（尊敬）の欲求 

自己実現の欲求 

低次 

高次 

金銭欲 自己満足 



係長
研修

 チームとメンバーが動かす 
 コミュニケーション 
（話し合いの技術）
指導用マニュアル
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チームとメンバーを動かすコミュニケーション（話し合いの技術） 

概要 

目的 
z コミュニケーションの重要性を認識するとともにその働きを理解する。 

z 人を動かすコミュニケーションと共感を呼ぶコミュニケーション（説得と傾聴）の技術

を身につける。 

z 話し合いのロールプレイングを通じてその技術を習得する。 

対象 
係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

３時間 

教材 
z シート① チームとメンバーを動かすコミュニケーション 
z シート② チームを動かすコミュニケーション 
z シート③ メンバーを動かすコミュニケーション 
z シート④ 話し合いロールプレイング（事例） 
z シート⑤ 話し合いケースプランニングシート（３人分） 
z ワークシート① 効果的な話し合いのポイント 
z ワークシート② ロールプレイングの進め方（演習） 
z ワークシート③ 話し合いロールプレイング分析シート 
z ワークシート④ 話し合いロールプレイング組み合わせ 
z ワークシート⑤ 相手役ケース（３人分） 
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時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
コミュニケーションの目的 １０分 
チームを動かすコミュニケーシ

ョン 
２０分 

メンバーを動かすコミュニケー

ション 
３５分 

効果的な話し合いのポイント １５分 
ロールプレイングの進め方 １５分 
ロールプレイングの準備 １５分 
ロールプレイング自主運営 ５０分 
ロールプレイングのコメント １０分 
まとめ ５分 

合計 １８０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 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート① 

z これからチームとメンバーを動かすコミュニケーシ

ョンの技術の習得に入る。 

z 係長はメンバーを通じて、あるいはメンバーと一緒

に目標を達成していかなければならない。 

z となると、メンバーをどう方向づけし、どう目標に

向けて動かしていくかが重要になってくる。 

z またメンバー個人のみならず、チーム全体を動かす

ことも必要になる。 

z この会合ではチームやメンバーを動かすためのコミ

ュニケーション技術の習得を狙いとして進めていき

たい。 

z 基本的な考え方を学んだ後で、実践に結びつく「話

し合いのロールプレイング」も実施する。 

z コミュニケーションとは何だろうか。まずコミュニ

ケーションを定義しておこう。 

z 一般的には「意思疎通」や「情報伝達」を指すが、

厳密に言えば、「人間関係を促進することを目的に、

意志や態度を共有化することを期待して、受け手と送

り手がお互いに、意志や事実といった情報や気持ちを

伝えたり交換したりする行為」のことをいう。 

z 気持ちの伝達も含まれるので共有化は意志や情報、

事実だけでなく、態度も含まれてくる。 

コミュニケーシ

ョンの目的 

（１０分） 

 

項目の板書 

 

z では何のためにコミュニケーションを行うのであろ

うか。 

z 職場の中での、よりよい人間関係を築き上げていく

ことも目的になるが、係長の立場ではチームやメンバ
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ーを動かし、業績を向上させたり、サービスを強化し

ていくことが重要な目的になる。 

z その目的を達成するために「個別の話し合い」や「会

議やミーティングといった働きかける場」を積極的に

利用しなければならない。 

z ではチームやメンバーをどのように動かしていくべ

きであろうか。 

z コミュニケーションには「チーム全体に働きかける

コミュニケーション」と「個人に働きかけるコミュニ

ケーション」の２つがある。 

チームを動かす

コミュニケーシ

ョン 

（２０分） 

シート② 

 

項目の板書 

 

 

 

 

 

 

z まず「チーム全体に働きかけるコミュニケーション」

について考えてみよう。 

z チーム全体に働きかけるコミュニケーションは個別

に行うコミュニケーションとはアプローチの仕方が

少し異なる。 

z チーム全体を効果的に動かしていくためのコミュニ

ケーションにはどのようなスタイルがあるだろうか。 

z コミュニケーションのスタイルには、スター型、連

鎖型、サークル型があるが、サークル型がコミュニケ

ーションの状態としては一番望ましい。 

 

 

 

z スター型や連鎖型は仕事を直接指示する時はよい

が、チームの相乗効果を生かし、仕事の成果をあげて

いくためには問題である。特に連鎖型は問題である。 

z サークル型のコミュニケーションを行えば、チーム

の連帯感も高まるし、満足度も上がるし、成果も上が

っていく。 

スター型 連鎖型 サークル型 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z ではチームに対してどのように働きかけていくべき

であろうか。この働きかけは成果をあげるためだけで

なく、チームづくりや活性化にも役立つ。 

z 働きかけには５つのやり方がある。 

 （１）共同目標を設定し、皆でその目標を共有化する。 

 （２）決定段階へメンバー全員に参加をさせる。 

 （３）本音で話し合うコミュニケーションの場をもう

ける。 

 （４）対等な立場での話し合いを積極的に行う。 

 （５）相互作用の場を多く持つ。 

 （６）コンセンサス（総意）を重視し、集団決定させ

る。 

 （７）クリティーク（反省、検討）の場を多く持つ。 

z 以上がチームに働きかけるコミュニケーションの技

術である。技術というより働きかけの方法と考えても

良いであろう。 

メンバーを動か

すコミュニケー

ション 

（３５分） 

シート③ 

 

項目の板書 

 

 

 

 

 

 

 

z では次にメンバー（個人）への働きかけに入ろう。 

z 働きかけに入る前にコミュニケーションの働きにつ

いて少し考えてみよう。 

z １対１のコミュニケーションの場では、２つの働き

が行われている。 

z １つの働きが意志や事実や情報の伝達にある。 

z 仕事の中では組織の方針を伝えたり、他社などの情

報を伝えることがあるが、その伝達は正確でわかりや

すく伝えることが重要になる。 

z また相手が方針や情報を正しく受け取ったかどうか

確認することも重要である。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

シート③の

２（説得） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z 意志や事実や情報の伝達でもうひとつ重要になって

くるのが単に伝達するだけでなく、考え方の違いを乗

り越えて伝達し、それを実行に移してもらうための伝

達である。 

z これが人を動かすコミュニケーションである。説得

という行為がこれにあたると考えてよい。 

z 働きかける＝コミュニケーションである。説得を定

義しよう。説得とは「人々の動機を上手にゆさぶって、

その思想や行動をこちらが考えている方向に向きを

変えさせる意図的な試み」である。 

z 人はそれぞれ独特のものの見方、考え方を持ってい

る。 

z それを準拠枠（自画像ともいう）という。 

z 準拠枠はその人の理想や信念や経験や、期待、好み

などにより形成されている。 

 

 

 

 

 

説得する人と説得される人が同じ準拠枠なら説得は

そう難しくはないが、準拠枠が異なっている場合、説

得（技術）が必要になってくる。 

z ではどのようにすれば説得がうまくいくであろう

か。その要件には①信頼性、②論理性、③情動性の３

つがある。 

z 信頼性とは、被説得者がどのくらい説得者を信頼し

ているかということである。つまり、説得者に信頼性

があれば説得の効果は上がる。 

 
Ａ 

 
Ｂ 

準拠 

説得 



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　チームとメンバーを動かすコミュニケーション
シート②　チームを動かすコミュニケーション
シート③　メンバーを動かすコミュニケーション
シート④　話し合いロールプレイング（事例）
シート⑤　話し合いケースプランニングシート（３人分）



シート① 

 

チームとメンバーを動かすコミュニケーション 

 

 係長はリーダーとして、また職務遂行者としてチーム全体を動かしたり、メンバーに働き

かけて仕事を進めていかなければならない。そのためのツールがコミュニケーションである。

コミュニケーションは目標達成を効果的に行うための手段であると共に組織活動を円滑に進

めていくための手段でもある。 
 コミュニケーションはそれ自体独立したものではなく、情報を伝えたり、コンセンサスを

得たり、目標をはっきりとさせるなど、仕事上でのすべての行為に結びついた重要な手段と

考えなければならない。したがってコミュニケーション技術は係長としての役割を果たすた

めの必須の条件といえよう。 
 
１．コミュニケーションとは 

 一般にコミュニケーションを日本語に訳すと「意思疎通」や「情報の伝達」になるが、厳

密に定義すれば、「人間関係を促進することを目標に、意思や態度を共有化することを期待し

て、受け手と送り手がお互いに意志や事実や気持ちを伝達あるいは交換する過程」がコミュ

ニケーションとなる。このコミュニケーションのツールを用いてチームやメンバーを効果的

に動かしていかなければならない。 
 
２．コミュニケーションの目的 

 コミュニケーション技術を身につける目的には次のことがある。 
（１）良好な人間関係を醸成する。 
（２）チームやメンバーを動かし業績の向上とサービスの強化をはかる。 
 
３．働きかける場 

チームやメンバーに働きかける場としては次のようなものがある。 
（１）個別の話し合い、面接 
（２）会議、ミーティング 
（３）朝礼、夕礼 



シート② 

 

チームを動かすコミュニケーション 

 
 係長はチーム全体に働きかけて、目標達成や職場の活性化を果たしていかなければならな

い。そのためにはチーム全体に働きかけるコミュニケーションの技術を身につけなければな

らない。チーム全体に働きかけるコミュニケーション技術は個人に働きかけるコミュニケー

ションの技術とは少し異なってくる。積極的なコミュニケーションにより、チームに働きか

け、効果的に目標達成をはかっていかなければならない。 
 
１．コミュニケーションのスタイル 

 コミュニケーションのスタイルにはスター型、連鎖型、サークル型があるが、チームを効

果的に動かしていくためには、サークル型でなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
２．チームへの働きかけ 

 チームに対しどのように働きかけていけばよいのであろうか。この働きかけが効果的に行

えばチーム作りにも役立つし、チームの活性化にも結びついていく。 
（１）共同目標を設定し、皆でその目標を共有化する。 
（２）決定段階でメンバー全員に参加させる。 
（３）本音で話し合うコミュニケーションの場をもうける。 
（４）対等な立場での話し合いを積極的に行う。 
（５）相互作用の場を多く持つ。 
（６）コンセンサス（総意）を重視し、集団決定させる。 
（７）クリティーク（反省、検討）の場を多く持つ。 

リーダー 
スター型 連鎖型 サークル

型 



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　効果的な話し合いのポイント
ワークシート②　ロールプレイングの進め方（演習）
ワークシート③　話し合いロールプレイング分析シート
ワークシート④　話し合いロールプレイング組み合わせ
ワークシート⑤　相手役ケース（３人分）



ワークシート① 

 

効果的な話し合いのポイント（演習） 

 

１．話し合いのステップ 

 ①導入 

  ・部下が話しやすい雰囲気を作る 
  ・日ごろの仕事ぶりをねぎらう 
  ・何のための話し合いか、どのくらい時間がかかるかを話す 
 ②展開 

  ・本人への期待から話を進める 
  ・言いたいことははっきり伝える（注意、期待） 
  ・時には聞き役にまわり、部下の気持ちに応える 
  ・理解できないことは、率直に質問する 
  ・動機づけ、元気づけを与えて終わる 
 ③終結 

  ・話したことの確認をとる 
  ・他の要望を聞く 
  ・動機づけと元気づけを与えて終わる 
 
２．説得と傾聴の実践 

（１）説得の技術 

  ・説得の目標を見失わない 

  ・相手の立場を尊重し、相手の考えを受け入れる 

  ・言うべきことはハッキリ言う 

  ・情熱を失わない 

  ・相手の発言には敏感で、核心をつかむ 

（２）傾聴の態度 

  ・批判的、積極的態度を取らない 
  ・相手の考え、主張を尊重する 
  ・相手が言いたいことを十分に聞く 
  ・内容よりその底にある気持ちのほうにこたえる 
  ・相手の言っていることをフィードバックする 
  ・感情が高ぶったときは少し休みを入れる 



係長
研修

職場の問題解決
指導用マニュアル
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職場の問題解決 概要 

目的 
z 係長の役割である問題解決の重要性を認識する。 

z 問題解決の３つのアプローチと手法を理解する。 

z 事例研究を通じて、問題解決の進め方を学ぶ。 

対象 
係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

２時間１０分 

教材 
z シート① 職場の問題解決 
z シート② 問題解決のアプローチ 
z ワークシート① 事例研究の課題 
z ワークシート② 事例による問題形成演習（岩村係長のケース） 
z ワークシート③ 問題のまとめ方の例 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
問題解決の重要性 ５分 
問題とは何か １０分 
問題解決のアプローチ ２０分 
問題解決のステップ ５分 
活用する問題解決技法 ５分 
事例研究（個人研究） １５分 
事例研究（グループ研究） ３０分 
発表とコメント ３０分 
 まとめ ５分 

合計 １３０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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

 

z 係長の果たすべき役割の１つに「問題解決」がある。 

z 昔は「仕事の改善」という限定した範囲内の問題解決

で抑えられていたが、問題が多発化するにつれて、「幅

広い問題解決」という概念で捉えられるようになった。 

z 私どもの職場での日常活動を見てみよう。毎日が問題

解決の連続ではないか。その中には小さな問題もある

し、大きな問題もある。また時間をかけなければ解決

できないものもある。 

z 職位が上がれば上がるほど、直面する問題の重要性も

増してくるし、複雑にもなってくる。 

z こういった複雑な問題を解決するためには、経験やカ

ンだけでなく、手順を明確にしたり、手法などを駆使

した科学的アプローチが必要になってくるであろう。 

z この会合では問題解決の重要性を認識していただく

と共に問題の性質に応じた問題解決のアプローチや手

法を学んでいただいく。 

z また係長をとりまく問題の事例研究を通じて、問題追

求の仕方や処理の仕方、プライオリティのとり方も学

んでいただくことにする。この事例研究は問題形成の

１つの演習と考えていただきたい。 

問題解決の重要

性 

（５分） 

シート① z なぜ今、問題解決なのであろうか。いうまでもなく、

現在は問題が多発化しているが、将来を予測してみる

とさらに拡大し、複雑化していく傾向があるからであ

る。 

z 今、市場はどんどん拡大し、国際化も進んでいる。ま

た競争も激化しているし、消費者の目も厳しくなって

いる。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z 一方金融危機に直面した企業は経営をゆるがす問題

にも直面している。 

z また技術革新や経営革新が急速に進んでおり、それへ

の対応も問題になってきている。 

z 一方職場には契約社員やパート社員が増えており、社

員間の意識の変化からも問題が起きている。 

z このように企業は今、大きな問題に直面している。そ

の傾向はますます強くなるであろう。それを乗り切れ

ない企業は衰退を余儀なくされるであろう。 

z 問題解決は企業だけでなく、社員一人一人の問題とし

て考えなければならない時代になったのである。 

問題とは何か 

（１０分） 

シート① z 問題解決の重要性はわかったが、問題解決にあたって

「問題とは何か」を一度整理しておこう。 

z 問題とは「人あるいは組織体が解決しなければならな

い事柄」をいう。 

z 問題と課題とは異なる。「問題を解決しようと意志決

定した時に課題になる」と言った人がいる。 

z 課題は組織や上位者から直接与えられる場合もある。 

z 一方、組織の中における問題は目標を達成する時や業

務を推進する時の障害となっているものと考えればよ

いであろう。 

z 目標が高くなればなるほど問題が発生する。どの職場

にも目標があるので常に問題は存在することになる。 

z 同じことだが問題とは「ありたい基準、あるべき基準

から逸脱した状態」であるということもできる。 

z これはケプナー＆トリゴー氏による定義である。基準

のとり方が大変重要になるので、それにより、問題解

決のやり方が異なってくることになる。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

問題解決のアプ

ローチ 

（２０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート②の

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z ではどのようにして問題解決を実践していくべきで

あろうか。どのような問題解決のアプローチがあるの

であろうか。 

z 問題はあるべき基準、ありたい基準から逸脱した状態

といったが、基準の違いにより問題解決のアプローチ

が異なってくる。 

z では問題の性質と発生状況から見てみよう。 

z まず仕事をしている時に突然ぶち当たるという問題

がある。これは「直面する問題」である。 

z クレームや事故、顧客とのトラブル、仕事上でのミス

といったものはすべてこの問題に入る。 

z これは通常、あるべき基準から逸脱した状態の問題で

ある。 

 

 

 

 

z この逸脱した状態が浅いものであるなら、過去の経験

などを思い出して判断で処理できる。経験があればあ

るほど判断力が高くなるから解決がすぐできるものが

多い。 

現在 

問題（ギャップ） 

通常の基準 

現在 

逸脱（ギャップ）問題 

ありたい基準、あるべき基準 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z しかし逸脱した状態が深いと、なぜその問題が起こっ

たかの原因追求をしなければならない。 

z そのためには分析が必要であるので、この種の問題解

決を分析（判断）的アプローチによる問題解決という

ことができる。 

z 判断は分析の一種であるので、このカテゴリーに入れ

ておきたい。 

z 係長の日常活動では、こういった直面する問題が次々

と起こっていることであろう。 

z この種の問題解決では徹底した原因分析が必要であ

る。 

z もし問題が複雑なら、分析のために後に述べる特性要

因図などのＱＣ７つ道具なども役立つであろう。 

z 原因が解明されたらすぐ手を打たなければならない。 

z もし、原因究明が遅れたり、原因がわからなかった時

は応急処置をとって、問題の拡大を防がなければなら

ない。 

z 例えば、製品の品質上の問題が起こった時、原因がわ

からなくても、すべての機械を止めるなどである。 

z この分析的アプローチで大切なことは、起こった問題

を２度と起こさないことである。 

z これが歯止めである。手続きを変えたり、標準化した

り、マニュアルを作ったり、教育をすることが歯止め

になる。 

z ２つ目は発見と形成による問題解決である。 

z 問題の発見による問題解決とは潜在問題を発見し、そ

れを解決していく、あるいは予防処置をとることをい

う。 

z 自分が考えている基準では問題ないが、他の基準から
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発見と形成的ア

プローチ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見た場合には問題であることもあるのでその基準から

見ると潜在問題が見えてくる。 

z また社内基準と社会一般の基準にズレがあった場合

には、それが問題となる。最近のコンプライアンスの

問題はすべて、これに該当するであろう。 

z 比較することによっても潜在問題が見つかる場合が

ある。自社の商品と他社の商品を比較してみれば、自

ずと自社商品の欠点も見えてくるであろう。 

z 要は違った基準で見てみることである。 

 

 

 

 

z 問題を発見していくためにもう１つ必要なことは、そ

の基準が将来どう変化していくかを読み取り、その変

化した基準から現状を眺めてみることである。 

z 例えば制度が新しく変わったら、今までのやり方がど

うなるか、国の規制が強くなったらどうなるか、外国

の商品が入ってきたらどうなるのか、当社が他社と合

併したらどうなるかなどといったことはすべて基準の

予測になる。 

z その基準から見て、将来問題になりそうであったら、

すぐ手を打たなければならない。 

z 潜在問題の発見では現象面の問題にとらわれず、その

底にある本質問題を引き出すことが大変重要である。 

z もう１つ問題を形成して解決していくという問題解

決もある。 

z 問題を形成していくという意味は混とんとした問題

を構造的に整理し、問題把握したり、点的な問題をま

見えなかった基準 

現状 考えていた基準 



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　職場の問題解決
シート②　問題解決のアプローチ



シート① 

 

職場の問題解決 

 
 職場は、問題の山といってよい。係長の日常活動をふり返ってみても、問題解決の連続で

あろう。顧客とのトラブルの発生、コミュニケーション上のミス、社員の交通事故などあげ

ればきりがない。 
 企業をとりまく環境の変化に伴い、問題が複雑化する傾向にある。解決にあたっては経験

やカンも必要だが、より科学的アプローチが今よりも必要になってくるであろう。 
 また問題は多発化する傾向にあるため単に処理するだけでなく、問題を未然にキャッチし、

先取りの予防策をとっていく必要がある。 
 
１．問題解決の重要性 

 変化が激しくなればなるほど期待と現状にギャップが生まれてくる。職場は実務の最前線

であるので、特にその傾向が強い。問題は目標達成の障害となっているものである。的確に

問題をつかみ、積極的に解決していかなければならない。 
＜問題発生の原因＞ 
（１）市場の拡大（国際化も含む）、競争の激化、消費者の要求の拡大 
（２）経営革新、技術革新から起こるヒズミ（ＩＴ化） 
（３）労働構造や社員の意識の変化 
（４）その他、国の政策の変化など 
 
２．問題とは何か 

（１）人あるいは組織体が解決しなければならない事柄や状態をいう。 
  （解決の意思決定されたものを課題という）。 
（２）組織目標や業務の達成のための障害となっているものをいう（状態）。 
（３）あるべき、ありたい基準から逸脱している状態をさす。 
  問題とは目標と現状との差であり、解決しなければならない事例をさす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ありたい基準、あるべき基準 

現在 

問題（ギャップ） 



係長
研修

生き生きしたチームづくり
指導用マニュアル



生き生きしたチームづくり 概要 

目的 
z チーム活動の重要性と集団の働き（メカニズム）を理解する。 

z 生き生きしたチーム作りのステップと活性化のための施策を学ぶ。 

z 演習を通じて自チームの強み、弱みを認識しチームづくりの方向を明確にする。 

対象 
係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

２時間 

教材 
z シート① 生き生きしたチームづくり 
z ワークシート① 生き生きしたチームづくり演習（集計表チームづくり目標を含む） 
z ワークシート② チームづくりのための施策 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
チームづくりがめざすもの １０分 
めざす職場 ５分 
職場集団とはなにか １０分 
望ましいチームとは ５分 
生き生きしたチームづくりのス

テップ 
５分 

チームづくりの演習説明 ５分 
個人診断の実施 １０分 
私のチームづくりの目標設定 ２５分 
グループ内相互発表と検討 ３５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 

（「生き生き

したチームつ

くり」を） 

z 係長の主な役割には目標達成やメンバーの指導育成、

職場の問題解決などがある。 

z リーダーの役割の中でもう１つつけ加えなければな

らないのが「生き生きしたチームづくり」がある。 

z 人間関係をよりよくし、チームの活力をあげていくこ

とをチームづくりという。 

z この会合では「生き生きしたチームづくり」について

学んでいく。 

z メンバーの指導育成が個人レベルアップを狙いとし

ているのに対し、このチームづくりは集団のレベルア

ップをはかるものと考えてほしい。 

z これも係長の重要な役割である。 

チームづくりが

めざすもの 

（１０分） 

シート① z なぜチームづくりが必要なのであろうか。何人かの人

が集まり、ある目標に向かって動き出すとそこにはチ

ームが形成されていく。 

z チームには自然に集団規範が生まれ、そこに属してい

る人達がその規範に影響されていく。 

z この規範がよい方向に動けば、チームは活性化するが

悪く働くとチームメンバーもそれに影響されて、望ま

しくない行動をとるようになってしまう。 

z このチームの状況によりよく、活力ある状態にもって

いくのが「チームづくり」である。 

z チームづくりの目的は次の４つがある。 

z 第１はチームが持つ相乗効果をうまく生かした業績

の向上とサービスの強化にある。チームの活力をあげ、

業績の向上やサービスの強化をはたしていかなければ
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ならない。 

z 第２は職場には解決しなければならない問題が沢山

ある。これをチーム活動により解決していくことも目

的になる。 

z 第３はメンバーを孤独から開放させることである。人

間は１人では生きていけない。チームの一員になるこ

とにより、孤独から開放させ、自己の存在価値を自覚

させることも目的になる。 

z 最後が個人の能力と持ち味をそれぞれの立場に応じ

て発揮させることである。人それぞれ能力の違いもあ

り、個性も違うし、持ち味も違う。 

z その人の持っている力や特性をそれぞれの立場、役割

に応じて発揮させることも目的になる。 

めざす職場 

（５分） 

シート① z ではゴールとしてどのような職場をめざすべきであ

ろうか。 

z 次の３つが理想的な職場である。 

z 職場はチームが集まったものだから、職場イコールチ

ームと考えてもよい。 

 （１）革新的で創造的な職場づくり 

・常に外と将来に目を向けて動いている職場をつく

らなければならない。 

 ・仕事がスムーズに処理され、問題がすぐに処理さ

れる職場も革新的、創造的職場である。 

 （２）コミュニケーションがよい職場づくり 

 ・率直にものが言える職場や自由に行動できる職場

を作らなければならない。 

 （３）規律ある職場づくり 

 ・決めごとやルールが守られる職場や節度ある職場
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

を作らなければならない。 

z こういった職場が理想的な職場であり、ゴールであ

る。 

職場集団とはな

にか 

（１０分） 

シート①配

布 

 

 

 

 

 

 

 

 

z では次に職場集団の特色とメカニズムについて考え

てみよう。 

z 何人かの人が集まるとその集団は生き物として動き

始める。つまり有機体になる。 

z 集団として動き始めると集団独自の動き方をしてい

く。 

z 有機体である以上、血液が常に循環していなければな

らない。それがコミュニケーションや情報の流れであ

る。 

z また集団にはフォーマルな集団とインフォーマルな

集団がある。フォーマルな集団とは強制的に作られた

集団のことをいい、インフォーマルな集団は心理的に

つながった集団や非公式的な集団をさす。 

z インフォーマル集団には同じ出身地のグループ、同じ

学校を出た人たちのグループ、スポーツや趣味のグル

ープなどがある。 

z 集団の中ではこの２つの集団を常に共存させていか

なければならない。 

z 集団は常に成長していくという特色もある。人間関係

が密になり、連帯感、一体感が出れば出るほど成熟し、

成長していく。 

z 集団として動き始めるとそこには規範が生まれ、それ

に個人が影響されていく。 

z 規範は暗黙の掟のようなものである。この規範をより

よいものにしていくこともチームにとって大切であ

る。 

z またチームの生産性は相乗効果によって生まれる。相



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  生き生きしたチームづくり



シート① 

 

生き生きしたチームづくり 

 
１．生き生きしたチームづくり 

 係長の役割として最後に挙げなければならないものが「生き生きした職場づくり」である。

係長研修は OJTや個人の育成を狙ったもが多いが、このチームづくりは集団の育成と活力の
強化にあたるものといえよう。 
 係は１つのチームであるが、一定の人が集まり、ある目標に向かって動き始めると自然に

集団規範が生まれ、そこに属している人達の考えや行動に影響を与えてしまう。その集団を

生き生きした状態に保ち、ボトムアップの力を効果的に活用していけば、相乗効果が生まれ、

業績や生産性が高まっていく。 
 
２．チームづくりの目的 

（１）チーム相乗効果による業績向上とサービスの向上 
（２）チーム活動による職場の問題解決の促進 
（３）チームメンバーの孤独からの開放 
（４）個人の能力と持ち味の発揮 
 
３．チームづくりがめざす職場 

（１）革新的で創造的な職場づくり 
  ・常に外と将来に目を向けている職場をつくる 
  ・仕事や問題がスムーズに処理される職場をつくる 
（２）コミュニケーションがよい職場づくり 
  ・率直にものが言え、自由に行動できる職場をつくる 
（３）規律ある職場づくり 
  ・決めごとやルールが守られる職場、節度ある職場をつくる 
 
４．職場集団とは何か 

 チームづくりを目指すためには集団のメカニズムを理解しておく必要がある 
（１）集団は有機体である 
（２）集団にはフォーマルな集団とインフォーマルな集団がある 
（３）集団は成長していく（成熟化） 
（４）作られた規範が個人に影響を及ぼしていく 
（５）相乗効果が生産性を高める 
 
 
 



係長
研修

目標達成の管理
指導用マニュアル
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目標達成の管理 概要 

目的 
z 係長の役割である「目標達成」とその管理の重要性を認識する。 

z 上司、部下との関係における目標による管理展開の技術を習得する。 

z 自己統制による自己管理の重要性を認識する。 

対象 
係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

３時間 

教材 
z シート① 目標達成と管理サイクル 
z シート② 目標による管理とは 
z シート③ 目標による管理の展開図 
z シート④ 目標設定と目標達成のプロセス 
z シート⑤ 目標カード（記入例） 
z シート⑥ 自己統制の重要性 
z ワークシート① 目標達成管理のためのケーススタディ 
z ワークシート② 千葉係長の事例研究（解答例） 
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時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
目標達成と管理サイクル ５分 
目標による管理とは ２０分 
定義 ３０分 
目標による管理の展開 ２０分 
目標達成のプロセス（事例研究） ６５分 
事例研究の発表 ３０分 
まとめ ５分 

合計 １８０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 

z 係長の役割の中に「設定された目標を達成」すると

いう「目標達成の管理」がある。係長の役割の中で

一番重要な役割である。 

z 伝統的マネジメントの時代は仕事を行うことを「職

務遂行」と言っていたが、現在は「目標達成」とい

う考え方が主流になっている。 

z 係長はグループリーダーの立場でもあり、専任職の

立場でもあるので、グループならびに個人の両方の

立場からの目標達成を考えていかなければならな

い。 

z この会合では目標達成の考え方とその背後にある

「目標による管理」の展開の技術を学んでいく。 

目標達成と管理

サイクル 

（５分） 

シート① z 「係長に期待する役割」の概論では「管理とは管理

サイクルを循環させること」だと述べたが、誰がど

のような形で循環させるかが時代により異なってく

る。 

z 伝統的管理と目標による管理の違いは前者が管理

者を中心に循環させるのに対し、後者は本人の自主

管理により循環させるところにある。 

z 企業では様々な管理システムが導入されているが、

今大半の企業で実施しているのが目標による管理で

ある。 

z プラント会社などのような会社ではプロダクトマ

ネジメントシステムで展開しているところもある。 

z しかし最もポピュラーな管理システムが目標によ

る管理であるので、それを中心に学んでいきたい。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z 前に述べたように係長はプレイングマネジャーの

立場にある。したがってグループリーダーの立場と

専門職としての立場の両面があるので、部下に対す

る目標による管理の実施と自己管理の両方による技

術を説明していこう。 

z これから説明する「目標による管理」は自己管理を

中心にしたマネジメントシステムである。 

目標による管理

とは 

（２０分） 

シート② z 最初に目標による管理とは何かを簡単に説明して

おこう。 

z 目標による管理はピーター・ドラッカーにより提唱

され、エドワード・シュレイやＭ．マッコンキ―な

どの経営コンサルタントや経営学者により発展した

管理システムである。 

z 目標による管理は２つの大きな特色がある。その１

つが外界の変化に対応したマネジメントであり、も

う１つは行動科学を背景にしたマネジメントシステ

ムであるということである。 

z 従来のマネジメントは内向きで内部の効率を良く

するためのマネジメントでしかなかった。 

z それが変化時代、競争の時代に入り、外界の変化に

どう対応するかが問題になった。 

z 目標による管理の第一の特色はこういった外界の

変化に対応するためのマネジメントシステムとして

生まれたところにある。 

z もう１つは行動科学の理論に基づいているもので、

従来の伝統的管理はＸ理論に基づいているのに対し

目標による管理はＤ．マグレガーのＹ理論に基づい

た管理システムであるということである。 

z これも時代の背景から生まれてきた。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z Ｘ理論は「人間は本質的に仕事をしたくない」とい

う立場に立っており、Ｙ理論は「人間はある条件さ

えととのえば、積極的に仕事をやりたいと思うし、

責任を負いたいと思うものだ。」という考え方をい

う。 

z 「ある条件」とは仕事の自由裁量をさす。仕事その

ものがやる気の対象となるのではなく、仕事のやり

方、やらせ方が問題だとした。 

z 目標による管理はこのＹ理論に基づいたマネジメ

ント体制であり、本人の自主性とやる気を尊重して

成果をあげていく、理想的なマネジメントの考え方

を狙いとして生まれてきた。 

定義 

（３０分） 

 

（目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート② z このような考え方に基づきＥ．シュレイは目標によ

る管理を「目標による管理は組織の全体目標と個人

目標を関連づけ」、しかも「目標達成することが人間

としての興味と欲求を満足させるようにすることに

ある」と定義した。 

z 目標による管理の展開をするにあたって特に重要

になるのがマネジメント用語の統一した解釈であ

る。これを説明しよう。 

z 目標とは「一定の期間内に達成すべきゴール」を指

す。したがってできる限り、定量的（定量とは％、

件数、金額等）に設定しなければならない。 

z 定量的に設定できないものはスケジュールを具体

的に定める。これをスケジュール目標という。定性

的目標はスケジュール目標で設定する必要がある。 

z スケジュールと同じことだが納期や実施期間もゴ

ールになる。目標は測定が可能でなければならない。 

z もう１つ重要なことは、目標は「職務」ではないと

いうことである。職務の中で上位者の目標、方針に
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

（方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画） 

 

 

 

 

（目標の連鎖） 

基づき、これだけ自己管理によってプラスを生み出

すものを目標とした。 

z だから沢山かかげても意味はない。重点的に５つぐ

らいに設定するのが一般的である。 

z 次は方針と方策方法という用語の統一した解釈で

ある。 

z 目標を下におろす時はそれぞれの目標に対し方針

が必要になる。 

z 方針は上位者が示すもので目標を達成するための

「力のいれどころ」をさす。 

z 上位者はゴール（目標）を示すだけでなく、この方

針である登り方（方針）も示さなければならない。 

z 例えば売上１０％アップの目標に対し今期発表す

る「Ａ製品に重点を置いて」ということになれば、

Ａ製品への重点が方針になる。 

z 方策や方法は一番下の下位者が自分で行う時に設

定するものをいう。 

z 最後が計画である。計画とは仕事の合理的アプロー

チをいう。 

z 計画には予算や役割分担、細かいスケジュールが含

まれてくる。 

z この計画の中には目標達成のためのプランだけで

なく、日常行うべき職務がすべて含めてよい。 

z もう一つ、目標による管理で重要なポイントは「目

標は連鎖させなければならない」ということである。 

z 下位者は上位者の目標、方針に基づいて、自己の目

標を設定する（５つ以内）。 

z 上位者の目標が中心となるが、その中にはもちろ



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　目標達成と管理サイクル
シート②　目標による管理とは
シート③　目標による管理の展開図
シート④　目標設定と目標達成のプロセス
シート⑤　目標カード（記入例）
シート⑥　自己統制の重要性



シート② 

 

目標による管理とは 

 
１．生いたち 

 Ｐ．ドラッカーの「現代の経営」の中で提唱され、アメリカの経営コンサルタント、Ｅ．

シュレイやＭ．マッコンキ―らによって技術論も生み出され、歴史の流れの中から「目標

による管理」という名称になった。また、その背景には行動科学の考え方があった。 
 
２．目標による管理の定義 

 Ｅ．シュレイは目標による管理を次のように定義した。「目標による管理とは組織の全体

目標と個人目標を関連づけ、しかも目標を達成することが、人間としての興味と欲求を満

足させようにすることである。」 
 
３．目標、方針、計画とは 

（１）目標とは一定の期間内に達成すべきゴールであり、期待される成果である。また成

功、失敗を測定する尺度でもある。 
（２）方針は目標達成の方向を示すものであり、力の入れどころを示すものである。した

がって、上位者はそれぞれの目標に応じた方針を示さなければならない。下位者は

方策や方法を設立する。 
（３）計画とは目標達成のための合理的なアプローチを詳細に定めたものをいう。その中

には一般的職務も含まれる。 
 
４．職務と目標の違い 

 職務は行うべき仕事の全てを指すのに対し、目標はその中で何に重点をおいてどの程度

の水準まで持ち上げるかを明らかにしたものである。つまり、目標は組織が期待するプラ

スの成果である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



係長
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自己分析と行動目標の設定
指導用マニュアル



1 

⮬ᕫศᯒ⾜ື┠ᶆࡢタᐃ� ᴫせ 

┠ⓗ 
z ⮬ᕫศᯒ㏻ࡢ࡚ࡋ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ࡚ࡌᙉᙅࠋ▱�

z ⮬ᕫࡢᙉᙉࡋᙅᨵၿࡍ┠ᶆタᐃࠋࡍ�

z Ꮫࡇࡔᐇ㊶ࡍ⾜ື┠ᶆタᐃࠋࡍ 

ᑐ㇟ 
ಀ㛗ࠊ᪂௵ಀ㛗ྠࠊ➼⫋ࡢ᪉ 

ᡤせ㛫 

㸷㸮ศ 

ᩍᮦ 
z ࢺ࣮ࢩձ� ᐇ㊶⾜ື┠ᶆࡢタᐃࡢ᪉ 
z ࢺ࣮ࢩղ� ᐇ㊶⾜ື┠ᶆ㸦ࢺ࣮ࣇ㸧 
z ࣮࣡ࢺ࣮ࢩࢡձ�  ᕫศᯒ⮬ࡢ࡚ࡋ࣮ࢲ࣮ࣜ
z ࣮࣡ࢺ࣮ࢩࢡղ� ᐇ㊶⾜ື┠ᶆグධ 

㛫㓄ศ 
㡯┠ ศ 

 㸳ศ ࡌࡣ

⮬ᕫศᯒ 㸰㸮ศ 

ᐇ㊶⾜ື┠ᶆࡢタᐃࡢ᪉ 㸳ศ 

ᐇ㊶⾜ື┠ᶆࡢタᐃ㸦グධ㸧 㸰㸮ศ 

 ウ 㸱㸳ศ᳨⾲ෆ┦Ⓨ࣮ࣝࢢ

 㸳ศ 

ྜィ 㸷㸮ศ 

�

�



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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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  実践行動目標の設定の仕方
シート②　実践行動目標（フォーマット）
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