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本研修のねらい

マネジャーの役割や、マネジャーとは何をすべきかについて
学習します。特に、マネジャーに求められる知識として、組織
マネジメント（戦略・方針・PDCAサイクル・役割分担など）に
ついて理解を深めます。

① 方針を展開する際のポイント学び、適切な方針の受け方・展開
方法を学びます。

② 組織のPDCAサイクルの回し方を理解し、職場でPDCAサイクル
を定着できるようにします。

③ 最後に方針展開に必要なブレイクダウンや役割分担の考え方を
学びます。

④ マネジャーとしての時間の使い方を振り返り、理想の時間の使い
方を設計します。

本研修のねらい

本研修のゴール

① 研修およびグループ討議に積極的に参加・発言して、理解を深めるようにしてく
ださい。

② 分からないことは講師に質問して、疑問を残さないようにしてください。

③ 気分が悪い・空調が強い・スクリーンが見えにくいなどありましたら、講師・事務
局まで伝えてください。

④ 携帯電話は、電源をオフにするかマナーモードにしてください。

⑤ ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話などの使用はお控えください。

研修を有意義な時間にするために

章・ページのポイントを示しています。
おおよその内容をつかんでください。

研修・章のゴールを示しています。

理解を助けるヒントを示しています。

理解を促進するための補足を示して
います。参考にしてください。

演習を示しています。個人演習や
グループワークで理解を深めます。

研修で学んだことを実行に移す方法
を示しています。

研修・章のまとめを示しています。学
んだことを再度整理しましょう。

マークの説明

講師からのアドバイスです。
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マネジャー層

経営層

メンバー層この研修の受講対象は、右図のように経営層の戦略に基づいて、部
下をマネジメントして組織として成果を出す役割の方を想定しています
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アイスブレイク（時間の使い方）

マネジャーは、日々様々な仕事に追われています。今日の研修では、マネジャーとし
ての時間の使い方について学んでいきたいと考えています。まずは、現状の時間の
使い方について振り返ってみましょう。

マネジャーの仕事を下記の4つの事象で区切ったとき、先週1週間（出張などの特別
な業務があればそれ以前）を振り返ってみて、どのような時間配分をしていたか、「対
象（人・組織⇔事業）」「時間（現在⇔将来）」振り返りましょう。下記の□に全部で
100％になるように配分してみてください。

マネジャーとしての時間の使い方を振り返ってみましょう

上記の切り口で整理してみて感じたことを記入してください。個人演習後に、グルー
プでお互いの書いたことを共有しましょう。

個人演習 グループ討議

2
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人材マネジメントのポイント①

人をマネジメントすることがなぜ難しいのか？「物ごとの捉え方」の認知を
通して、その難しさの理由を理解します。加えて、組織をマネジメントする
際の上司と部下とのコミュニケーション方法について学びます。

一人ひとり捉え方が異なる

人は独自の思考フィルターを通して、物事を認識します。会社から方針を伝えられたり、上司
から指示を受けたりしても、この独自の思考フィルターで認識します。そのため、方針・指示を
出したときは、相手がどう認識したかを確かめることが大切になります。お互いがどう捉えたの
か、対話（＝捉え方の交換）を重ねることで、お互いの価値観や判断軸が合わさっていきます。

つまり、組織マネジメントの基本は、自分が伝えたことを部下がどう捉えたかを確認しながら
進めることです。この確認を怠ると、お互いに認識違いが発生し、「伝えたことを部下がやって
いない」「伝えたことと違うことを部下がやっている」というロスが発生します。

【メンタルモデルとは】

自分の捉え方（価値観・経験・こだわり）などのことをメンタルモデルと言います。

メンタルモデルは、「信号が赤だったら止まる」というように、私たちが物事を捉える際
の判断を助けてくれます。一方で、親から厳しくしつけられ続けてきた人は、「良識の
範囲内で行動し、創意工夫してチャレンジすることが不安である」というメンタルモデ
ルを構築すると言われています。

メンタルモデルは、親や兄弟との影響から構築されると言われています。また、メンタ
ルモデルがいったん構築されると、意識して手放そうとしない限り、私たちの思考は
メンタルモデルに影響され続けます。

つまり、認知・判断などは、常にメンタルモデルに影響されています。自分の周囲の
できごとを、「事実」と「自分の解釈」に分けながら判断することを心掛けてください。

4



©2018 Growthen Partner Inc. All rights reserved. 

よく企業の目的として挙げられるのは、 です。

利益を確保できると、将来へ投資（物的投資・人的投資・研究開発など）ができ、将来の永続可
能性が高まるので、企業として利益を確保し続けることも大切です。

戦略とは何か①

会社から出される方針を理解し、展開するために、「戦略とは何か」を理解します。
これにより、方針をどう受け止め、展開するかを理解します。

企業の究極の目的とは

企業は生まれた瞬間から、下記の究極の目的に向かって事業活動を推進します。さて、その
企業の究極の目的とは何でしょうか？

企業の究極の目的とは、 である。

会社の永続モデルとは

現場のマネジャーが一番自由に使える経営資源は時間です。
つまり、方針は現場のマネジャーが時間の再配分の方向性を
示したものです。

マネジャーは、会社の方針書に基づいて、時間という経営資源
を再配分することが大切です。

6
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①上位組織の機能
（自組織の存在意義）

②単年度計画で
上位組織に求められる

重点課題
（優先順位の高い3つ）

ⅰ)

ⅱ)

ⅲ)

③その重点課題の
達成基準

（基本的に指標＋
数字で表される）

ⅰ)

ⅱ)

ⅲ)

実行計画の策定①

中期経営計画・単年度計画の咀嚼（Mission）

方針実行のサイクル（MG-PDCAサイクル）

中期経営計画・単年度計画に書かれているミッションを理解し、自部署のゴール設定をしたの
ちに、そのゴールと現状とのギャップを埋める具体策を考えることを計画と位置づけています。
その流れをMG-PDCAサイクルと表現して解説していきます。

中期経営計画・単年度計画を、下記の3点の切り口で整理してください。

会社のMission（中期経営計画・単年度計画など）を、理解・咀嚼していることが最初
のスタートです。上記をすぐに書くことができるレベルが合格です。

16

ここからマネジメントサイクルの定着を目指して、MG-PDCAサイクルについて解説し
ていきます。ミッションを受けて、実行計画を策定するまでの流れを解説します。

全社

上位組織

あなたが

統括する
組織

ココ
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実行計画の策定③

問題解決のフレームワーク

問題解決のフレームワークを使って、達成基準を実行計画にブレイクダウンする方法をお伝
えします。下記のステップで考えることにより、実行計画が導き出されます。

適切な「実行計画」を導くために、「問題解決のフレームワーク」を学びます。課題設
定型の問題解決に活用できるフレームワークですので、こちらでしっかり理解しましょ
う。

Step1：ありたい姿を考える ……【指標※1・目標値・期限】

Step2：ありたい姿に対して現状を把握する ……【指標・現状・時期】

Step3：現状のままいくとどうなるか成り行きを考える ……【指標・成り行き※2・期限】

Step4：ありたい姿と成り行きのギャップを明確にする ……【指標・ギャップ】

Step5：ギャップを埋める実行計画を考える ……【実行計画・効果】

① 売上高を例にとると、環境が厳しいと「成り行き」は、「現状」より減少します。一方
で、対策を打ってあると「成り行き」は、「現状」より増加する可能性が高まります。
そのため「成り行き」を考え、ありたい姿とのギャップがどの程度あるかを把握す
ることが必要になります。

② 実行計画には、実行したときの効果も必ず考えてください。進捗管理は、実行計
画の実行と効果の両面から行います。

③ 実行計画は仮説のため、実行して必ず効果が出るとは限りません。可能であれ
ば、ギャップを埋める1.5倍ぐらいの実行計画を考えておくとよいでしょう。

※1 指標とは、物事を判断したり評価したりする尺度のこと（例：売上高・利益率・生産性など）

※2 成り行きとは、現状のまま打ち手を打たないと、期日時点でどうなるのか推測した状態

18
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MG-PDCAサイクルの定着①

MG-PDCAサイクルの定着に向けて

27

適切なMG-PDCAサイクルの定着に向けて、現状のマネジメントサイクルの課題を
整理しましょう。下記のチェックリストについて、自分ができているものにチェックをつ
けましょう。

これまでMG-PDCAサイクルについて学んできました。今後職場でMG-PDCAサイク
ルを定着していくために、どこに課題があり、どう解決するかを検討します。

項目
N
o

チェック内容 チェック

Mission
の策定

1 方針に戦略（これからの顧客や新商品・サービス）が記載されているか □

2 方針に重点課題が記載されているか □

3 方針には、時間の再配分の指針が掲載されているか □

Mission
の展開

4 中期経営計画・単年度計画をじっくり咀嚼する機会があるか □

5
中期経営計画・単年度計画について、上司と対話しながら解釈の違いを
埋めているか

□

6
中期経営計画・単年度計画に基づいて、やることの優先順位付けや、や
らないことが明確化されているか

□

Goal
の設定

7 自部門の1年後（6ヵ月後）のありたい姿が描かれているか □

8 自部門の1年後（6ヵ月後）のありたい姿を部門メンバーで共有しているか □

9
自部門の1年後（6ヵ月後）のありたい姿について、部下と対話しながら解
釈の違いを埋めているか

□

Plan
の設定

10 計画は、ありたい姿を実行できるレベルまで練られているか □

11 計画には、仮説が記載されているか □

12 計画策定時には、部門メンバーを巻き込んでアイデアだしをしているか □

13 役割分担は、部門メンバーを個別理解したうえで行っているか □

Check
Action

の実施方法

14 進捗管理では、計画の実行度合いと出した効果について検証しているか □

15 進捗管理は、2週間に一度程度実施しているか □

16 進捗管理では、新しい打ち手を考えているか □

17 新しい打ち手は、部門メンバーを巻き込んでアイデアだしをしているか □

内省支援 18
MG-PDCAサイクルを定着させることが内省支援（≒人材育成）につなが
ることを意識してマネジメントサイクルを回しているか

□
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マネジャーとしての時間の使い方④

「現在」×「事業」の仕事を減らすために

今後、「現在」×「事業」の仕事を下記のように削減しよう考えています。

（黒枠・赤枠は前ページから転記して、その差を計算してください。）

－ ＝

つまり、点線の枠の分だけ、何かしらの削減が必要になります。

上記の時間を捻出するために、やめる仕事・やり方を変える仕事・任せる仕事をここ
で意思決定してください。個人で考えたのち、グループで共有してください。グループ
討議で参考になる意見があれば、下記にメモしてください。

個人演習 グループ討議

や
め
る
仕
事

例）結果報告の資料作成

や
り
方
を
変
え
る
仕
事

例）会議での情報共有はできる限りWEB上で完結

任
せ
る
仕
事

例）部門間ミーティングの出席

32

％％ ％



この度は、テキスト抜粋版をダウンロードいただきありがとうございます。
ご覧いただき、いかがでしたか。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

テキストの全ページ閲覧ご希望の場合は

ダウンロードいただいたテキストは抜粋版です。全ページも閲覧いただけます。下記よりお申込みくだ

さい。

https://www.growthen.co.jp/sample/

※フリーメールや個人でのお申し込み、同業他社様からのお申込みはお断りしております。

サービス詳細について知りたい

概要は、本資料の次ページを参照ください。詳細資料は下記よりダウンロードしてご覧ください。

https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf

研修内製化について知りたい・社内講師を育成したい

研修内製化、社内講師育成、人材育成などをテーマに、定期的にセミナーを開催しております。無料で

すので、お気軽にご参加ください。

https://www.growthen.co.jp/seminar/

モザイクのないテキストや講師用マニュアルを確認したい

モザイクなしのテキストや講師マニュアルについて、閲覧をご希望の場合は、オンラインミーティング

にてご紹介いたします。（オンラインにて30分程度）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

自社でどのように活用していけばいいのか相談をしたい

よくあるパターンは、①初回は弊社にて研修実施し（弊社講師を派遣）、研修の様子を録画 ②弊社研

修動画を参考に貴社にて研修実施、という流れです。

研修を実施される際に弊社がオブザーブすることも可能です（有料オプション）

また、現況や実現したいことなどを簡単にお伺いさせていただきながら、貴社にフィットした活用方法

についてご紹介することも可能です。（オンラインにて30分～60分）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

購入したい・研修お役立ちツールを利用したい

サービスのご利用につきましては、下記より会員サイトにご登録いただき、ご注文頂く流れとなってお

ります。会員サイトからお見積書の作成も可能です。

http://customer.growthen.com/entry/

会員登録は無料で、研修お役立ちツールのダウンロードや、インストラクター養成講座、人事制度セミ

ナーなど全7本の動画を閲覧いただけます。

コンテンツ・テキスト購入以外では費用は発生いたしませんので、お気軽にご登録ください。

株式会社グローセンパートナー http://www.growthen.co.jp/

TEL: 03‐6215‐8717 E-mail: info@growthen.co.jp 

https://www.growthen.co.jp/sample/
https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf
https://www.growthen.co.jp/seminar/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
http://customer.growthen.com/entry/
http://www.growthen.co.jp/
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TEL: 03‐6215‐8717 E-mail: info@growthen.co.jp 

リーズナブルな価格で効果的な内製化を短時間で実現する

30種類以上の研修コンテンツ。

テキスト・スライド・講師マニュアルなど

研修に必要なツールが揃っています。

新人から管理職まで
幅広く研修内製化1

社内の講師が効果的な研修を実施できるコンテンツサービスです

テキストや講師用マニュアルに沿って進め

るだけで、講師の経験や力量に関わらず、

効果の高い対話型研修が可能です。

やらされ感ない研修が
社内講師でも実施可能2

オンライン研修にも活用可能。社内講師向

けの動画・テキスト、弊社スタッフによる

無料フォローアップで内製化を支援します。

オンライン研修に対応、
内製化サポート充実3

┃研修ラインナップ

※全コンテンツ使用できる「使い放題プラン」もあります。
詳細はお問い合わせください。表示価格はすべて税抜価格です。

┃サービス料金（従量制プラン）

社内研修支援サービス

┃研修キット内容

101 給料と評価の基礎知識

102 ビジネスマナー

104 コミュニケーション（職場の人間関係を築く編）

105 コンプライアンス（法令遵守・ビジネスモラル編）

106 コミュニケーション（仕事の受け方・報連相編）

107 仕事の進め方（優先順位・PDCA編）

109 新入社員スキル定着研修（体験学習・主体性発揮編）

111 自分を守るメンタルヘルス（基礎知識・自己管理編）

112 新入社員フォローアップ（振り返り・マインドリセット編）

113 新入社員・若手社員の心の成長研修

201 OJT（後輩育成編）

202 ティーチング＆コーチング（後輩指導編）

203 プレゼンテーション（わかりやすい資料作成編）

204 被評価者研修（セルフマネジメント編）

206 プレゼンテーション（伝え方の技術編）

207 ファシリテーション（意見の引き出し・合意形成編）

210 ロジカルシンキング（基礎編）

301 若手社員研修（段取り力・コミュニケーション編）

303 リーダー研修（意思決定力強化編）

304 若手社員フォローアップ（レジリエンス強化編）

若手社員向け

新入社員向け

205 ロジカルシンキング（論理的思考・フレームワーク編）

208 財務会計基礎（財務諸表・PL編）

209 財務会計基礎（BS・CF編）

213 生産性の高い会議の進め方

216 企業経営論（基礎編）

302 中核社員研修（PDCA・組織コミュニケーション編）

401 労務管理（基礎知識・働き方改革対応編）

402 評価者研修（目標設定編）

403 評価者研修（評価・フィードバック編）

404 部下・職場を守るメンタルヘルス（メンタルヘルスマネジメント編)

405 パワハラ・セクハラ（基礎知識・パワハラ防止法と対策編)

406 コンプライアンス（コンプライアンスマネジメント編）

407 マネジメント（組織マネジメント編）

409 マネジメント（方針策定・イノベーション編）

411 目標管理マニュアル

420 マネジメント（方針策定・展開編）

423 マネジメント（PDCAサイクル編）

中堅社員向け

管理職向け

※2023年4月現在の情報です。

http://www.growthen.co.jp/
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