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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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目標設定面接と評価フィードバック面接の進め方 概要 

目的 
 目標設定面接ならびに評価フィードバック面接の進め方の概要を知る。 

 目標設定面接のロールプレイングを通じてその技術を習得する。 

対象 

管理者 

所要時間 

３時間 

教材 
 シート① 目標設定面接の基本的な進め方 
 シート② 評価フィードバック面接の基本的な進め方 
 シート③ 目標設定面接演習の進め方 
 シート④ ロールプレイング組み合わせ表 
 シート⑤ 目標設定面接演習（田所マネジャーのケース） 
 シート⑥ 面接プランニングシート 
 ワークシート① 役割①村井リーダー（役割分コピー） 
 ワークシート② 役割②石川リーダー（役割分コピー） 
 ワークシート③ 面接時の部下心理分析シート（全員分コピー） 
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時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
目標設定面接の進め方 １５分 
評価フィードバック面接の進め方 １０分 
目標設定面接演習の説明 １５分 
面接プランニング 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実施 ７５分 
ロールプレイングのまとめとコメント ２５分 
全体のまとめ 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



 

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 

 

 目標による管理を運用していく中で最も重要になるの

が、目標設定面接と評価フィードバック面接です。 

 業績が直接考課に結びついている場合にはなおさら面

接が重要になります。 

 したがって目標による管理を展開するにあたって、管

理者がこの面接の技術を習得することは必須の要件に

なるでしょう。 

 この会合では目標設定ならびに評価フィードバック面

接の進め方の概要を理解しますが、演習では特にその中

で重要な目標設定面接の技術をロールプレイングを行

いながら体得していきます。 

目標設定面接

の進め方 

（１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート①を

配布 

 ではまず、目標設定面接の進め方を説明しましょう。

 目標による管理の展開の仕方により、若干進め方は異

なりますが、ここでは基本的な進め方を紹介します。 

 まず、面接前に行うべきことを説明します。最初に目

標方針の提示と事前準備を行います。 

 次に管理者はメンバーを集め、本年度の自部門の目標、

方針を説明しなければなりません。 

 なぜ、その目標が出てきたかの根拠を明らかにしなが

ら説明するのが望ましいでしょう。 

 メンバーに対し、要望したいことや説明すべきことが

あったら、個別に伝えることも必要です。 

 次に目標カードの記入要領を説明し、１週間以内に目

標を提出するよう指示します。 

 １週間後、提出された目標カードを点検します。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標設定面接

の手順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管理者が期待する目標になっているかが重要ですの

で、詳細に点検します。 

 点検しなければならないことは、目標の数、内容、目

標レベル（達成基準）、ウェイト、計画方法、難易度、

チャレンジ度などで、本人の役割（期待）レベルを基準

に比較して検討します。 

 問題点や調整事項、本人に対する要望事項などを明確

にします。 

 また部門目標に連鎖しているか、目標間のバランスが

とれているか、他の人とのバランスはどうかなども検討

しなければなりません。 

 事前準備が終わったら、日時を決めて実際の目標設定

面接に入ります 

 面接の流れは次の通りです。 

 面接時間は１人４０～６０分程度でしょう。手順は導

入、展開、結論の３段階で行います。 

 後ほどロールプレイングで実践演習をしていただきま

すので、よく覚えておいて下さい。 

 導入段階は次の様に行います。 

 まず相手の緊張をときほぐします。面接となると相手

は構えてきますので、個人的な話などから入りリラック

スさせましょう。 

 次に日頃の仕事ぶりを感謝し、ねぎらいの言葉を述べ

ましょう。期間中に起こったトラブルや大きなプロジェ

クトについて話し合うのもよいでしょう。 

 面接の目的と所要時間（４０～６０分）を告げ、面接

に入ります。 

 次が展開段階です。まず部下に設定した目標について

背景や根拠と一緒に説明させます。この段階では上司は
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（予備面接と中

間面接） 

積極的傾聴を心がけましょう。 

 説明が終わったら、上司があらかじめ考えていた調整

事項をもとに調整に入ります。 

 目標に関し、部下に要望事項があれば、それも伝えて

下さい。 

 その場で調整できるものは調整し、修正させます。 

 最後に会社や上司（自分）に対する要望事項があった

ら出させます。ここでも積極的傾聴を実践して下さい。

 １回の面接で調整できなかった時や提出してきた目標

が上司の期待を大幅に下回る時には、再度提出させ、再

面接を行わなければなりません。 

 最後が終結段階です。調整事項を確認し、達成にあた

っての留意点や今後の課題など述べ、目標達成への期待

と励ましを与えて終了します。 

 最終段階で重要なのは、行動への動機づけです。大い

に期待を述べ、動機づけを与えて励まして下さい。 

 以上が目標設定面接の３段階です。話し合いは流れの

中で進みますので、必ずしも手順通りにはいかないと思

いますが、できる限りこの基本手順に添って話を進めて

下さい。 

 面接に関連した付随的なことについて２～３述べてお

きましょう。 

 これは例外ですが予備面接を行う場合もあります。例

えば役付専門職など特定の人に対し、特に要望したいこ

とや、特命事項等があった時はその人に目標設定面接前

に予備面接を行い、それを伝えます。 

 その要望事項を入れた目標を設定してもらいます。 

 もう１つが中間面接の実施です。目標達成期間が１年

の長期にわたる場合には中間面接を実施する必要があ
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ります。 

 中間面接は目標の大幅な変更やトラブル等があり、軌

道修正しなければならなくなった時に行うのがよいで

しょう。 

 また本人の目標達成が大幅に遅れている時や、経過状

況を知りたいときにも行ってください。ただ中間面接が

制度化されていなければ、必要な時だけ行えばよいでし

ょう。 

評価フィード

バック面接の

進め方 

（１０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート②を

配布 

 以上が目標設定面接の進め方ですが、今度は評価フィ

ードバック面接について説明しましょう。 

 期末に１人、４０～５０分程度実施します。 

 まず事前準備ですが、面接する場所、日時を決めて、

本人に連絡します。 

 管理者は事前に自己評価を行い、問題点や日頃感じて

いることをまとめておきます。 

 部下に対しては自己評価を指示し、面接の４～５日前

までに評価させ、写し（コピー）を提出させます。 

 提出された自己評価を上司（自分）の評価と比較し、

ズレなどを分析したうえで、アドバイスすべき点や指導

ポイントをまとめておきます。 

 事前に面接をどのような手順（流れ）で進めていくか

をあらかじめ考えておくのもよいでしょう。 

 評価フィードバック面接も目標設定面接と同様に導

入、展開、終結の３段階で実施します。 

 まず導入段階ですが、相手の緊張をときほぐし、今期

の活動をねぎらい、感謝の意を表します。 

 １年間の仕事の状況や大きなイベントやプロジェクト

などについて話し合うのもよいでしょう。 

 もし、部門の業績についての説明がなされていない時



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　目標設定面接の基本的な進め方

シート②　評価フィードバック面接の基本的な進め方

シート③　目標設定面接演習の進め方

シート④　ロールプレイング組み合わせ表

シート⑤　目標設定面接演習（田所マネジャーのケース）

シート⑥　面接プランニングシート



シート① 

 

目標設定面接の基本的な進め方 

 

１．目標方針の提示と事前準備 

（１）今期の部門目標と方針を全員を集めて説明する。 
（２）要望事項や新たな課題があった場合は個別に与える。 
（３）目標カードの記入要領を説明し、１週間以内に目標を設定して、提出するよう伝える。 
（４）管理者は提出された目標カードの次の内容をチェックし、面接に備える。 
  ①目標の数、内容、目標レベル（達成基準）、ウエイト、計画技法、難易度、チャレンジ

度等について本人の役割（期待）レベルに比較しながら問題点、要望事項を抽出する

（メモ等に書く）。 
  ②部門目標との連鎖、目標間のバランス、他の人とのバランスなどもチェックする。 
 
２．目標設定面接の実施  

 目標設定面接は一人４０～６０分程度とする。面接は①導入②展開③終結の３段階で行う。 
【導入段階】 
（１）相手の緊張を解きほぐす 

 （２）日ごろの活動に対し感謝とねぎらいの言葉を述べる 
 （３）仕事の状況などを聞いてみる 
 （４）面接の目的と時間の確認をとる 
【展開段階】 
 （１）被面接者に仕事の状況を説明させ、設定した目標（カード）の内容とその根拠を説

明させる。 
 （２）調整の話し合いに入る。 
    ＊目標の数、内容、目標レベル、方法、難易度、ウエイトづけ等について、話し合

いをする。 
 （３）上司からも要望事項を伝えたり、問題点などを指摘する。 
 （４）本人から会社や上司に対する要望も聞く。 
 （５）調整のうえ、修正を行い合意で決定する。 
 （６）合意が得られなかったり、上司の期待をかなり下回る目標の場合は再提出させ、再

度面接する。 
【終結段階】 
 （１）調整事項を確認し、留意点を述べ、これからなすべき方向などについても話し合う。 
 （２）目標達成への期待を述べ、励ましと動機づけを与え終了する。 
    ＊合意が得られた目標は正式な目標カードに記入させ、提出させ、控えを上司が預

かる。 



シート③ 

 

目標設定面接演習の進め方 

（ロールプレイング） 
 
面接の目的 

１．目標設定面接の手順を理解し、技術を身につける。 

２．目標設定場面での調整の仕方を学ぶ。 

３．目標設定時に起こる障害や心理的葛藤を体験する。 

 

演習の手順 

１．面接の組み合わせを決める（ロールプレイング組み合わせ） 

 （上司役３名、部下役３名） 

２．面接の準備を行う 

（１）ケース（田所マネジャーのケース）を読む。 

（２）上司役の人は調整事項を明確にする。 

（３）部下役の人は状況説明と要望事項について準備する。 

３．面接時間は１５分、相互フィードバックは１回１０分とする（その都度行う）３組の場

合は合計７５分。 

４．面接の手順は次の通りである。 

（１）導入、展開、終結の基本段階で行う 

（２）部下に目標の説明をさせる（展開①） 

（３）調整事項を調整する（展開②） 

（４）部下から要望を聞く（展開③） 

５．ロールプレイングは次の通り行う。 

（１）面接（１５分間） 

  ①観察者の１人がタイムキーパーになり、時間がきたらコールする。 

  ②観察者ならびに上司役、部下役の人はそれぞれ面接分析シートに記入する（面接後に） 

‥部下の心理状態を推測して２項目チェックする。 

（２）一組の面接が終了した後、面接に関する相互分析を行う。 

  ①観察者が分析シートの２項目のチェック項目を述べ、感想と同時にコメントを行う。 

（分析評価を用いて） 

②相手役（上司）が分析シートのチェック項目を述べ、感想と同時にコメントをする。 

③最後に本人が分析シートのチェック項目（これは自分の心理）を述べ、感想をいう。 

 自主研修であるので、今後の面接に役立つ点を中心にフィードバックしコメントする。 

（３）これを３組繰り返す。 



シート⑤ 

 

事例① 課の目標設定 

 
 あなたはオフィスキッド（株）の第２営業マネジャー、田所誠（３９才）の役です。一昨

年の人事異動で第１営業課のリーダーから昇格して第２営業マネジャーとなった。 
 第２営業マネジャーになり、本年度から新しく自課の目標、方針を設定することになった。

ちなみに前年は全社で売上５％up、売上利益率は２．８%であった。 
 本年度の営業部全体の目標は 

 ウエイト 
①売上アップ前年比６％（全社） 
②売上利益率確保３％ 
③ＩＴ機器の売り上げアップ１５％ 
④法人重点開拓（新規２０％up） 
⑤経費節減（管理、営業費５％down） 

３０％ 
３０％ 
１５％ 
１５％ 
１０％ 

であったので、第２営業課として独自の目標を設定し、部下との話し合いのうえ、下記の目

標が決定された。 
 
第２営業課本年度目標 
 重点目標 達成基準 ウエイト 方針・方策 
１ 売上アップ 前年比６％アップ ３５ ＩＴ機器重点販売 

新規顧客開拓 
２ ＩＴ機器重点販売 前年比２０％アップ ３５ 中堅企業中心に開拓 

ＩＴ機器に関する教育の実施 
３ 法人重点開拓 新規１０％アップ １５ 新興都市開拓 

顧客からの紹介促進 
４ 経費節減 ５％（５００万） １５ 販促費削減 

事務費削減 
 第２営業課の中で法人重点開拓目標が低いのは、担当地区に大企業が少なく、新規開拓が

あまり望めないと考えたからである。それに比べＩＴ機器のウエイトを高めたのは、中堅企

業の中にはまだＩＴ化が進んでいないところがたくさんあるからであった。但し、規模の小

さいところが多く、訪問回数を伸ばさなければならないという問題もある。 
 第２営業課は総員２１名となっている。 
扱い商品は教育関連商品６０％、オフィス家具、オフィスＩＴ機器４０％になっており、担

当は地区別ですべてトータルセールス方式で行っている。 
 ここ数年の実績は第１営業課に比べて低い数字で推移している。営業部全体の水準以下の

状態である。その理由はＩＴ機器販売の遅れで他社に食われており、その影響もあってか主

力である教育関連商品の伸びも鈍っている。 



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　役割①村井リーダー（役割分コピー）

ワークシート②　役割②石川リーダー（役割分コピー）

ワークシート③　面接時の部下心理分析シート（全員分コピー）



ワークシート① 

役割① 村井リーダー 

 

 あなたは第２営業課第１営業グループリーダー、村井健（４０歳）である。入社して２０

年、長年営業畑を歩いてきて、５年前にこの課のリーダーになった。第２営業課の中で一番

の古株である。毎年一応数字をあげているが、ここ１～２年はマンネリ化の傾向にある。開

発部からも新しい商品が出てきていないし、古い都市部を担当しているので新規に進出して

くる企業が少なく、打つ手が出詰まりの状態にある。当グループのＯＡ機器販売の遅れもメ

ンバーに心理的悪影響を与えている。 

 

本年度の第２営業部の目標に基づき、当グループの目標を下記の通り設定し、マネジャー

に提出した。 

 重点目標 達成基準 ウエイト 方針・方策 
１ 売上アップ（全商品） 前年比６％アップ ４０ 教育関連商品中心 
２ ＩＴ機器売上アップ 前年比１５％アップ ４０ 既存企業の再アタック 
３ 法人開拓 新規３件 １０ 進出企業の調査実施 
４ 経費節減 １５０万円削減 １０ 予算経費一律３％削減 
【設定の背景】 

 面接にあたり、もしマネジャーに状況説明を求められたら、次のように説明することにし

ている。 

 私の担当地区は都市中心だが、古い都市のため進出企業が少なく、業績の良くない大手企

業も多いため、売上拡大は大変厳しい状態である。ＯＡ機器の売り上げ目標が低いのは大企

業対象に大手ＯＡ機器メーカーが進出しており、新たに参入する機会は少ないからである。

それに第２営業課員は年齢が高い人と極端に低い人で構成されているため、ＯＡ機器の専門

知識を持っている人が少ないという問題もある。反面、みな教育関連商品の知識はあり、企

業とのつながりが強いため教育関連商品だけ見れば、８％近くは達成できるかもしれない。

法人開拓も進出企業が少ないため３件が限界か。データが少ないのでどのくらいできるのか

予想がつかない。経費削減に関しては特定の削減するものが見当たらないので経費項目を一

律３％ダウンにしようと思っている。 

 マネジャーに要望したいことはＯＡ機器に関することのみである。販売促進グループにも

う少し役立つパンフレットを作成してもらいたいということとＯＡ機器に関する教育を若手

にやってほしいという点である。できれば、他グループの中堅どころの社員を１人配転して

ほしい。その代り年齢の高い人を１名出してよいと思っている。 

 

面接を受けるにあたってのメモ 
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