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コースの事前準備 

コースの準備を的確に行うことができれば、コースの成

功は半分以上、約束されたものとなります。逆に、準備を

怠ると、コース実施中に慌てることになったり、期待されて

いた結果が得られなかったり、コース実施依頼者や受講者

からのクレームにつながりかねません。 

多忙になると怠りがちになってしまいますが、コースの品

質を高めるためには、コースの事前準備はインストラクタ

ーにとって非常に大切です。 

分野 1 
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野
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コースの事前準備 

 1A  コース概要書とコース実施情報を確認し、コースを調整する 

 

コースを準備するためには、2 種類の情報が必要です。その情報とは、コース実施依頼者が

どのような狙いでコースを実施してほしいのかという組織のニーズと、現在の受講者の情報（職

務、年齢、特徴など）です。インストラクターは、この 2 種類の情報を踏まえて、準備するコース

が妥当なものであるかを検討します。 

もし、標準コースをそのまま提供するだけではニーズに応えきれないと判断される場合には、

事前にコース内容の調整が必要となります。その場合、コース実施依頼者へ事前に報告し、合

意を取り付ける必要があります。 

 

分野 1 では、標準コースがすでに準備されている想定で記述されています。標準コースが

ない場合は、標準コースを開発する必要があります。参考までにコースを開発するモデル

「ADDIE（アディー）モデル」を P23 に記載しました。 

 

 

 

 

 1A.1  標準コースの概要を確認する 

 

（イ）コース目的、コース目標 

コースの準備を実施する際は必ず、コース開発者によって定義されているコ

ース目的・コース目標が含まれた、標準コースのコース概要書を確認しましょ

う。そして、コース実施依頼者が伝える組織のニーズを把握し、 適なコース

になるように、標準コースの意図を活かし、全体の整合性を保つようにします。 
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 1A  コース概要書とコース実施情報を確認し、コースを調整する 

（ロ）受講前提条件 

標準コースで設定されている受講前提条件を確認します。受講前提条件には、次のような項

目があります。 

 

□ 職業（業種、職種、職務経歴など） 

□ 年齢 

□ 母国語 

□ コースに関連する現在の知識レベル 

□ 他のコースに関する受講履歴 

□ 取得している資格 

 

（ハ）インストラクター用マニュアル 

標準コースのインストラクター用マニュアルがある場合は、その内容をあらかじめ把握しまし

ょう。コースの本質は何かということを大まかにとらえることと、ポイントと流れをつかむことの両

方が重要です。 

インストラクター用マニュアルには、標準コースの目的、コース目標、学習内容、コーススケジ

ュール（タイムスケジュール）、使用する教授法やメディア、評価基準などが含まれています。こ

れらの情報が準備されている場合は、効率的に準備するために 大限活用しましょう。 

 

コース開発者とインストラクターの役割が分かれている場合、評価基準についてもあらかじめ

コース開発者が作ります。 

 

 1A.2  組織のニーズと受講者情報の両方を把握する 

 

（イ）組織のニーズ 

コース実施依頼者からのコースに関する要求、要望は、多岐にわたります。コース実施依頼

者から、コースを実施した結果、組織として何を達成したいかを事前に情報収集し、そのために

必要なことを検討、判断します。 

場合によっては、コース実施依頼者から具体的な情報が出ず、受講者が所属している現場

の管理者と面談し、情報収集することもあります。 

 

  



 

 18

 
分
野
1 

コースの事前準備 

（ロ）受講者情報 

受講申込書やコース実施依頼者から提供された資料などを入手し、受講者の特徴やバック

グラウンドをできるだけ多く把握することに努めましょう。 

特に、受講前提条件に関連する情報は、必ず確認しましょう。受講前提知識に挙げた受講者

の情報を把握するには、事前アンケートやコース実施依頼者からのインタビュー、事前課題の

提出など様々な方法があります。コースに見合った調査を行いましょう。 

全員が前提条件に当てはまるとは限りません。その際には、ギャップの大きさや内容に応じ

て、コースの調整が必要となります。 

 

 1A.3  受講者のニーズを把握する 

 

（イ）受講者のニーズ 

コースに参加することが決まった受講者は、コースに対して様々な期待や不安を持ちます。

例えば、「コースに関連して知識を得たい」「スキルを向上させたい」「自分のニーズに合ってい

るかな」「研修についていけず恥をかかないかな」など様々です。 

このような受講者の期待や不安は、受講者情報の把握と同じように、事前アンケートや受講

者へのインタビューで把握できると理想的です。 

ただし、情報収集は負担が大きいので、他の関係者に依頼したり、受講者の一部だけにイン

タビューしたりするなど工夫して実施しましょう。 

 

 1A.4  コースを調整する 

 

（イ）調整内容の合意 

組織のニーズおよび受講者の情報を踏まえて、コース目的とコース目標、そして、これらを達

成するために必要な内容を検討します。その結果、標準コースを調整する必要があると判断さ

れる場合は、コースの進め方や教材をどのように調整するかを検討し、コース実施依頼者と合

意します。 

また、受講者のスキルレベルと受講前提条件にギャップがある場合は、ギャップの大きさや

内容に応じて、 適な対応を検討する必要があります。もしギャップが小さいようなら、コースの

進め方や教材を調整したり、補助教材を作成したりすることによって対応します。しかし、ギャッ

プがあまりにも大きいようなら、事前に別のコースを提案したほうが、コース実施依頼者や受講

者にとってよい場合もあります。 
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 1A  コース概要書とコース実施情報を確認し、コースを調整する 

（ロ）コースの調整 

よくあるケースとして、「3 日間のコースを 2 日間に短縮してほしい」「受講者のレベルが受講

前提条件よりも低いので、ゆっくりコースを実施してほしい」などの要望がコース実施依頼者か

ら出されることがあります。その際にはコースの進め方を調整する必要があります。 

例えば、コース短縮の場合は、エッセンスを損なわず、コース内容を削減しなければなりませ

ん。また、受講者のスキルレベルが低い場合は、冒頭に基礎知識を確認しながら、丁寧な説明

を加える必要があるかもしれません。場合によっては、インストラクターから研修実施依頼者に

時間の調整をお願いすることがあるかもしれません。可能な限り、コースの質を損なわずに、コ

ースの進め方を調整する必要があります。 

 

（ハ）教材の調整 

コースの進め方の調整を行った後、計画に沿ってコースを行うために、教材の調整を行いま

す。教材には、テキストや補助教材、各種メディアなどがあります。調整の例としては、コース中

に用いる事例や演習のテーマを受講者の業務に合わせて差し替えることなどが挙げられます。 

 

（ニ）補助教材の追加作成 

教材が難しすぎたり易しすぎたりして受講者のレベルに合っていない場合、あるいは理解を

促進するために必要だと判断した場合は、補助教材を作成します。補助教材の媒体としては、

配布資料、フリップチャート、またプレゼンテーションソフトウェアなどの電子データ投影用スライ

ドなどがあります。 

 

（ホ）教材のチェック 

インストラクターは、教材をすべてチェックする必要があります。特に誤字脱字がないか、不

適切な表現はないか、印刷ミス、落丁などはないか確認をします。不適切な表現があった場合

は、コース開発者に修正を依頼します。 

近はデータ化が進んだおかげで教材の標準化が進み、データベースとしてファイル化して

いるケースが多くなっています。そのため、以前利用したテキストを使用する際に日付、顧客名

などを修正せずに印刷してしまうミスもあり得ます。このような単純なミスでも受講者との信頼関

係を損ないますので注意が必要です。 
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コースの事前準備 

 1A.5  コースの事前準備を見直す 

 

（イ）組織のニーズ 

コースの進め方や教材が、組織のニーズに対応できるように、適切な調整が行われているこ

とを確認します。 

 

（ロ）コース調整の根拠 

コースの進め方や教材に加えた調整が、インストラクターの個人的な好みではなく、一般的に

受け入れられる理論や慣行に基づいていることを確認します。その結果、コースの進め方に関

する統一性が保たれ、コース目標の達成が損なわれないことを確認します。 

 

（ハ）調整理由と内容の報告 

コースの進め方や教材を調整した場合、その理由と内容をコース開発者に報告します。これ

によって調整理由や内容が妥当であるかどうかを確認することができます。報告された内容は、

今後、コース開発者が教材を改訂する際の貴重な参考情報となります。 
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 1A  コース概要書とコース実施情報を確認し、コースを調整する 

 

 

 

コースの事前準備としてテキストのチェックをしているときに、インストラクタ

ーは今回の受講生向けには不適切な事例を見つけました。インストラクター

はどうすべきですか？ 

 

A) テキストを変更せず、コース中はその事例にふれずに飛ばす。 

B) テキストの事例を削除し、変更内容と理由をコース開発者に報告する。 

C) テキストの事例を削除し変更するが、コース開発者に特に報告はしない。 

D) テキストは変更しないが、不適切な事例があることについて受講者にお詫びを伝える。 

 

 

受講者からテキストの内容について不満があがり、インストラクターはコー

ス用教材を調整しました。インストラクターが教材を調整した理由として も

正当なものは次のどれですか？ 

 

A) 一般的に通用する理論に基づいて調整しており、コース目的の達成が損なわれていない。 

B) インストラクターの得意な教授法に変更したので、よりよいコースにすることができる。 

C) 教材を変更する能力もあることを示して、インストラクターへの信頼感を与えることができ

る。 

D) 受講者のニーズに応えることは絶対である。 

  

問題 2 

1A チェックテスト 

問題 1 
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分
野
1 

コースの事前準備 

 

 

 

正解：B 

 

事前準備の際には、コース実施依頼者や受講者のニーズに合わせる必要がありま

すので、教材に不適切な事例が見つかった場合は削除します。また、教材を調整した

場合は、妥当性を検証したり次回に活かしたりするため、調整した理由と内容をコース

開発者に報告する必要があります。 

 

A： テキストを事前に変更していないことも、授業中にそのことにふれずに飛ばすことも、不適切

です。受講者からは準備不足と見られるでしょうし、事例の内容によってはインストラクター

の信頼性にも関わる可能性があります。 

 

C： 教材を調整した場合は、コース開発者に報告する必要があります。 

 

D： コース中に発覚したのならばともかく、事前にわかっていて、かつ調整可能なのであれば、

あらかじめ調整しておくほうが適切です。 

 

 

正解：A 

 

教材の調整は、コース実施依頼者や受講者のコース目的・目標を達成するために

行います。そして、教材の調整を行う際は、一般的に通用する理論に基づいて行うこと

が必要です。 

 

B： インストラクターの得意な教授法に変えることは、コース実施依頼者や受講者のニーズに基

づくことと、一般的に通用する理論に基づくことの両方に反する可能性があります。調整の

手段としてふさわしくありません。 

 

C： 教材を変更する目的は、コース目的・目標の達成であり、インストラクターの能力を示すこと

ではありません。 

 

D： 受講者のニーズに応えることは非常に重要ですが、常に絶対というわけではありません。本

来のコース目的の達成が阻害される可能性がある場合は、受講者のニーズすべてに応え

ることが 善とは限りません。

解答・解説 

回答 1 

回答 2 
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3

分
野
1 

 1A  コース概要書とコース実施情報を確認し、コースを調整する 

 

標準コースがない場合は、標準コースを作成する必要があります。ここでは、コース開発

（インストラクショナルデザイン）のモデルとして一般的に知られている ADDIE モデルを紹介

します。ADDIE という名称は、次の 5 要素の頭文字をとって付けられています。 

 

 

 

□ Analyze（分析） 

想定している受講者における現状の行動と、組織が期待している行動を明確にし、ギャ

ップの要因を見出すこと。そして、コースの中で受講者にどういったポイントを伝えれば、期

待される行動を促せるのかを検討すること。 

 

□ Design（設計） 

上記の分析の結果、コース目的、コース目標、コース内容の主なポイント、コースの進め

方、コースの評価方法を検討すること。場合によっては、研修終了一定期間経過後の評価

方法を決める。 

 

□ Develop（開発） 

設計の結果、コースで使用するすべての教材を作ること。具体的には、スライド、テキス

ト、配布資料などがある。また、コースで使用する機材、講師用ノートパソコン、スクリーン、

ホワイトボード、受講者用実機などをリストアップする。コースによっては、この段階でインス

トラクター用マニュアルを作る。 

 

□ Implement（実施） 

対象者を仮に想定してパイロット（試行）コースを実施する。実施しながら、実際の進行時

間や受講者の視点から不自然な点などをメモし、標準コース開発の参考情報とする。 

 

□ Evaluate（評価） 

コース終了後、コース目標に対する達成度の評価、および特に準備した点、工夫した点

の評価を記述する。 終的には、改善案を作成して反映させ、標準コースを完成させる。 

 

Analyze

（分析）

Design

（設計）

Develop

（開発）

Implement

（実施）

Evaluate

（評価）

【理論編】コース開発のモデル：ADDIE（アディー）モデル 


