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インストラクターの業務について 

 

（はじめに） 

特定非営利活動法人北摂 SITA が事業を展開するに当り、インストラクタ業務の重要

性は論を待たない。そこで、今回は一般的なインストのあり方について、改めて勉強

をしたいと思います。尐しでも参考になれば幸いです。 

 

第１章 インストラクタの業務の内容 

・「メイン」：講習会の講師を務める 

・「サ ブ」：講師のサポートを務める。講習会で、講師の説明についていけない受

講者、実習で遅れがちな受講者をフォローする。 

又、受講者の中には、質問したくても自分から言い出せない受講者が居るので、

全体に眼を配り、そのような人には声をかけて講習会が円滑に進むようにする。 

・「聴 講」：講師候補として「自分が不足している知識を習得したい」、「講習会の

進め方を勉強したい」と言う人に、聴講を認める場合がある。聴講者は講習会の

妨げにならないように言動に注意しなければならない。 

 

サポート時の留意点 

サポートは、講習会がスムーズに進むように、受講者全員に注意を払うこと

が肝要です。特に、遅刻者のある場合は、講義の妨げにならないように注意

してサポートが小声、低姿勢ですぐに対応をする。 

又、講師に受講者の進捗状況を適宜知らせることも必要です。 

オペレーション実習中は、積極的にサポートするが、講師が説明を始めたら、

受講者に講義を聞くよう促し、講師の説明後にフォローを行う。 

 

第２章 インストラクタマナー 

第１節 心構え 

◆（特活）北摂 SITA の顔  

   北摂 SITA 主催の講師、或いは北摂 SITA から派遣の講師であるため、インス 

  トラクタ個人の印象が即、北摂 SITA のイメージとなる。インストラクタの印 

象の善し悪し、スキルの内容如何が受講者、主催者の満足度を左右します。 

北摂 SITA を代表している自覚を持って講習会に臨む必要があります。 

◆表情、対応、態度 

  受講者には、誠実で好感をもたれる態度で接することが大切です。 

特定の受講者に偏ることなく、受講者全員に公平な態度で接するよう心掛けま

しょう。又、受講者が自主的に講習会に馴染みやすい雰囲気作りをすることも
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インストラクタの大切な役目です。 

◆健康管理 

       インストラクタにとって自分の健康管理は大切な仕事です。体調が悪いと質 

 の良い講習会は出来ません。常に万全の体調で臨める様、平素から健康管理に

気をつけましょう。万一体調不良の場合は早めに責任者又は同僚講師に連絡し

て主催者側へ失礼が無いように対応しましょう。 

 

第２節 スキルの習得 

◆スキル情報の収集は積極的に 

パソコンの技術は常に進歩しています。その為、その技術に対応できる製品知

識（ハード及びソフト）やスキルを、常に維持・向上させることが必要です。

日頃から積極的に情報収集を行い、インストラクタとしてのスキルアップを心

掛けましょう。 

◆実務への対応 

インストラクタは担当するコースの知識習得だけではなく、受講者が自宅に帰

って自分で実際作業が出来るような幅広いスキルが必要です。テキストだけで

は、必要なスキルの習得は出来ません。日頃から実務への適応や活用方法につ

いて充分な知識習得を図って下さい。 

 

第３節 インストラクション技術の習得 

 インストラクタにとって、インストラクション技術（説明技術）は、業務遂 

行に不可欠な基本技術です。「声と話し方」、「態度」、「語句の使い方」、「説明

展開」「説明内容」、「道具の使い方」など、インストラクションの基本技術に

ついて、日頃からスキルアップを図りましょう。 

 

第３章 ビジネスマナー 

◆挨拶について 

  挨拶は、インストラクタの第一印象となるものでとても大切です。受講者には 

  勿論、主催者側や会場（教室）の方にも、きちんと挨拶を致しましょう。 

  サポートや聴講で参加する場合も同様です。 

◆時間厳守 

  講習開始ぎりぎりに到着すると、気持ちに余裕が無いまま講習を始めることと 

 なり、質の良い講習は出来ません。 

     講習会当日は、教室設備や教室環境などの確認作業もあるため、時間に余裕を 

        持って会場に行きましょう。特に初めて行くところは、交通時間も予測し難い 

        のが実情です。尐なくとも講習会開始 15分前迄には到着し、10分前には、全 

        ての確認作業を終えられるようにしましょう。（入室時間制限ある時は事前に 

        主催者と協議が必要） 
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◆服装と身だしなみ 

   インストラクタは、身だしなみに対する気配りが大切です。特に、受講者がイン 

ストラクタ対して感じる印象は、服装や身だしなみによる要素が大きい為、好感 

を持たれる服装や身だしなみを心掛けましょう。香水などをお使いの方は、控え 

めにするなどの配慮も大切です。 

◆身分証明について 

   北摂 SITA、講師名を書いた名札などをつけましょう。 

 

第４章 講習会の進め方 

講習会全体の流れは、次の４段階から成り立ちます。 

 

 １）事前準備： 講習会前日までに行う作業です。 

「内容調査」「説明展開の組み立て」「事前確認」などです。 

２）当日確認： 講習会開始前に行う作業です。 

「教室設備や実施環境の確認」を行います。 

３）講習会実施：講習会は以下の手順で行います。 

各作業での要点を掴んで、分かり易い講習会を実施しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）講習会後の処理： 「パソコン環境の見直し」、「次の講師への連絡事項（引

継ぎ作業）の確認」、「北摂 SITA への報告書作成」など

の作業を行います。 

 

第５章 各段階での進め方のポイント 

第１節 事前準備 

 ◆内容調査 

■挨 拶 
 

■ コース概要・目的の説明、受講者レベルの確認 

 

■各章の説明 

 ・ 〔概要説明〕 

・ 〔実習説明〕 

・ 〔ポイント、注意点の確認〕 

・ 〔質疑応答〕 

・ 〔まとめ〕 

 

■本日のまとめ、次回受講コースのご案内 
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 担当するコースの内容調査を行います。テキスト内容の把握は勿論、各機能 

の具体的な使い方や実務への適応など、充分な情報収集と知識習得を行いま

す。又、テキストの中で受講者が理解しにくい箇所や、陥りやすいミスを洗

い出し、その対応と対処を検討しておきましょう。 

◆説明展開の組み立て 

 講習会の手順を整理し、説明展開を組み立てます。これは、講習会を行う上 

で大変大切です。 「受講対象者の確認」、「時間配分の決定」、「実習と説明 

の振り分けの検討」、「ポイントと注意点の整理」、「道具の活用（プロジェク 

タやホワイトボード等）」、「質問対応の準備」などを考慮して、講習会全体 

の説明展開を考えます。 

テキストの内容を整理して自分なりの講習会を行う為に、充分な説明展開の

組み立てを行いましょう。 

◆事前確認 

         ネットワーク関連の実施や実習データを伴う講習会の場合は、事前に実施環 

 境について確認することが必要です。特に、ネット関連の講習会は、ID やパ 

スワードがきちんと設定されているか、もしトラブルが発生した場合は、誰

にそれらの情報を聞けば良いか、事前に確認しておくと必要があります。 

 

第２節 当日確認 

 ◆時間について 

  当日は、教室設備や実施環境の確認が行えるように、時間にゆとりを持って 

会場に行きましょう。講習会の 15 分前迄には必ず講習会会場に行くようにし 

て下さい。又、交通事情などにより遅れる場合は、必ず、主催者、教室関係 

者、そして他の講師に連絡を入れて下さい。（入室時間制限有無事前確認要） 

◆教室設備及び実習環境の確認 

     講習が始まる前に、教室設備及び実習環境の確認を行います。プロジェクタ 

ーやマイクが正しく作動するか、黒板やホワイトボードのチョークやペンが 

書きにくくないかなどを確認します。 

実習環境は、パソコンやプリンターが正しく動作するか（特に LAN 環境の場 

合は注意）、実習データは指定の場所にあるか、ネットワーク関係の設定は大

丈夫かなどを確認します。（講習会でアドインソフトなどを使う場合は、必要

な機能がインストールされているかを確認しておくことも必要です） 

 

第３節 講習会実施 

◆挨拶 

 コース名の紹介、自己紹介を行います。サポートがいる場合は、サポートも 

 紹介します。 

 

 

 

例）「おはようございます。これから○○のコースを始めます。 

本日、講師を担当する北摂 SITA の○○です。宜しくお願いいたします。 
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 ◆使用テキストの確認 

使用するテキストを確認します。この時、使用テキストが複数ある場合や、

補助資料を使う時は、受講者に必要な教材が手許に揃っているか確認します。 

 

 

 

◆コース概要と目的、スケジュールの説明 

「この講座で学習することは何か」、コース概要とコース目的を説明します。

スケジュールに関しては、テキストの目次を見ながら、講習会の大まかな時間

配分や講習手順を紹介すると分かり易く説明できます。この時、講習会で行う

範囲はどこかを明確にし、もし行わない部分がある場合はその理由を説明しま

しょう。受講者にとっては、テキストの中で割愛する部分があると不満を感じ

る人もいます。理由を明確にし、不満を残さないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆受講者レベルの確認 

実際の講習内容に入る前に、受講者レベルを確認します。受講者がすべて同じ

レベルであれば、講習会は大変進めやすいのですが、集合教育である以上、受

講者レベルにばらつきが生じることは避けられません。又、初心者コースでも、

全くパソコンに触れたことが無いのか、文字入力の経験は有るかなど、受講者

の経験度合いによって、その後の講習会の進め方が変わってきます。受講者の

状況に応じて説明が行えるように、受講者レベルの確認は必ず行いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）「この講座で使用するテキストは○○です。この他に○○の補助資料を使います。

お手元に使用する教材が揃ってない方はいらっしゃいますか？」 

例 1）「この講座では、○○と○○と○○について学習します。基本的な表とグラフ

が作成できることが、この講座の目的です。具体的なスケジュールは、午前中に 1

章から 3 章までを行い、文字入力と基本的な表作成について学習します。午後は□

□について学習します。8 章のマクロ機能については、応用の講座で行いますので、

今回は 7 章までの学習となります。」 

例２）「5－4 の便利な機能は、色々な印刷をするときの設定方法や応用例について記

述してあります。今回は、（１）の操作を実習しますが、（２）～（５）も大変便利な

機能ですので、実際に使う場合に是非ご参照下さい。 

例）「この講座は、初心者対象のコースです。パソコンの文字入力から表作成まで基

本から行うので、初心者の方でも安心して学習することが出来ます。参考までに、皆

様の経験をお伺いしたいのですが、今日始めてパソコンに触れる方はいらっしゃいま

すか？   それでは、文字入力の経験がある方は、いらっしゃいますか？ 

ある程度文字入力になれておられる方も居られますが、全くの初心者の方もいらっし

ゃいますので、文字入力の基本からご紹介いたします。文字入力の経験のある方は、

すでにご存知の内容だと思いますが、ご了承下さい。 

それでは、早速講習会の内容に入りましょう。 
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◆ 各章の説明 

各章の進め方のポイントは、次の通りです。 

〔概要説明〕 

 この章で何を学習するのか、章や節の概要を説明します。先ず、掲載ページと 

 タイトルを明示し、「概要説明」、「学習のポイント」、「説明順序」などを紹介し 

ます。 

 概要説明で重要なことは、受講者への動機付けです。「全体から見た学習内容の 

位置づけ」、「学習目的と理由」、「前章、前節との関連」など、何故その項目が

重要であるか、受講者が学習内容をスムーズに理解できるように、動機づけを

しっかり行うことが大切です。又、単調な説明や一方的な説明にならないよう

に、常に受講者の反応を確認しながら講習会を行いましょう。 

〔実習説明〕 

    実習説明では、実習範囲や実習時間を明確にし、実習を進める上での注意点や 

 ポイントを説明します。実習の中で特に確認してほしいことは強調し、受講者 

に意識付けをすることも大切です。実習には３つの進め方があります。受講者 

の状況や実習内容に応じて、適宜使い分けると良いでしょう。 

 

   〈実習の３つのパターン〉 

 長 所 短 所 

1, 受講者が 

各自で実習 

・受講者のペースで実習が進められ

る。 

・受講者のレベルに応じて実習量を

調節できる。 

・受講者レベルにより実習に速

度差が生じる。 

・場合によっては、実習時間の

延長により、講習スケジュー

ルの調整が必要。 

2、誘導実習 
・初心者にとって分かり易い。 

・実習のペースを統一できる。 

・実習時間がかかる。 

・受講者レベルにばらつきがあ

る場合、実習操作の統一を図

るのが難しい。 

1、 マン・ツー 

・マン実習 

・受講者が質問しやすい。 

・受講者レベルに合わせた指導が出

来る。 

・受講者が複数いる場合は、適

用できない。 

   １、各 自 で 実 習：講師が実習説明をした後に、受講者が各自で実習する。 

２、誘 導 実 習：講師の実習説明に併せて、受講者が一緒に実習する。 

３、マン・ツー・マン実習：講師が受講者に１対１で指導しながら実習する。 

 

  ・「１、受講者が各自で実習」の留意点 

講師が実習説明をした後に、受講者が各自で実習する形態です。比較的実習操

作に慣れている受講者に適用すると良いでしょう。 

この形態は受講者が各自で実習を行う為、操作に入る前に実習の進め方や注意

点、ポイントをきちんと押さえることが大切です。実習中はこまめに受講者を

サポートし、受講者の進捗状況や理解度をチェックします。受講者が共通して

間違えている箇所は、途中で実習を中断して、受講者全員に注意を促してあげ
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ると良いでしょう。受講者の中には、自分から声をかけられない人もいるので、

講師から積極的にアドバイスするよう心掛けて下さい。 

 

・「２、誘導実習」の留意点 

講師の実習説明に合わせて、受講者が一緒に実習する形態です。講座の最初の

実習や初心者が多い講座の場合に適用すると効果的です。講師説明に合わせて

受講者が操作を行う為、初心者には理解しやすいという利点があります。しか

し、受講者の人数が多い場合や受講者レベルに差がある場合は、操作時間にば

らつきが生じる為実習の統一を図ることが困難です。受講者の状況に応じて、

どの実習形態にするか適宜使い分けると良いでしょう。 

 

・「３、マン・ツー・マン実習」の留意点 

講師が受講者に１対１で指導しながら実習する形態です。企業内での個人指導

や高齢者の講習会に多く適用される形態です。受講者の質問に臨機応変に対応

し、レベルに応じた実習が行える為、わかりやすく高い満足感が得られます。

しかし、質問がしやすい気軽さから、実習の目的や学習内容が逸れやすいため、

講師は実習の目的を押さえて進めることが肝要です。 

 

 

◆◇◆ ワンポイント ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

〔ポイント、注意点の説明〕 

一通りの実習が終わったら、その節や章のポイント及び注意点を復習します。

受講者は実際に実習を行うことにより理解が深まっている為、学習ポイントに

ついて再確認すると効果的です。 

 

〔質疑応答〕 

タイミングを見計らって、適宜質問を取りましょう。予想される質問に関して

は、事前に準備しておきます。質疑応答によって、受講者レベル、受講者の理

解状況やニーズを再確認し、今後の進め方に反映させることも必要です。理解

が不足している内容については、もう一度復習しましょう。 

 

「実習を進める上での注意点」 

・ 実習の範囲、時間を板書する。 

・ 実習のポイントや注意点、間違いやすい点を再確認する。 

・ 実習中はこまめに受講者をサポートし、受講者状況を把握する。 

・ 次のような人をチェックする。 

・自分から声をかけられない人・・・・積極的にアドバイスを行う 

・失敗に気づいていない人・・・・・・細かく気を配り、早めに注意する 
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◆◇◆ ワンポイント ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔まとめ〕 

各節、各章の終わりには、学習したことについてまとめを行います。まとめを行

うことで、受講者の頭の中が整理され、注意点は再度確認し、その章での学習事

項をしっかり押さえてあげましょう。 

 

◆本日のまとめ、次回コースのご案内 

・１日のまとめ 

  講習会の最後には、その日の全体的なまとめを行います。各章でまとめは行い 

 ますが、講習会全体のまとめを行うことで、「今日は何を学習したのか」、受講

者が再確認することが出来、その日の復習が行えます。受講者が学習した内容

を十分理解してもらえるように、しっかりとまとめを行いましょう。又、最後

にきちんと終了の挨拶をすることも大切です。 

・次回コースのご案内 

  時間に余裕がある場合は、次に受講するコースを紹介します。特に、初心者の 

  受講者は、「次に何を学習したら良いのか」、「どの様なステップで勉強をして

いけば良いのか」、分からない方が多くいます。講師の経験から、又、受講者

の要望に応じて、コース案内をしてあげると良いでしょう。 

 

第４節 講習会後の後処理 

◆パソコン環境の見直し 

 講習会終了後は、受講者のパソコン環境を見直します。不要なファイルやフ 

 ォルダが作成されていないか、各種設定が変更されていないか等、各パソコ 

 ンの環境を確認し、次の講師がスムーズに講習会が行えるように、環境を元 

 に戻しておきましょう。「パソコン環境の見直し」は、忘れずに必ず行うよう 

 にして下さい。 

 

「質問対応時の注意点」 

・質問を受けた時は「・・・と言う質問ですね。」と必ず復唱し、質問の趣旨を確認す 

 る。 

 インストラクタが質問内容を誤解している場合や、他の受講者が同様の質問を持っ

ている場合があるため、受講者全員に質問内容が分かるように復唱すると良い。 

・質問対応は、講師と質問者だけのやり取りにならないように注意する。 

・質問内容によっては、その質問が学習内容から外れている場合や個人的な質問の場

合がある。講師は、その質問が妥当な内容かを判断して、臨機応変に対応すること

が必要。 

・質問の回答が不安だったり、わからない質問を受けた場合には、「あとでしらべてお

こたえします」と返答し、調べた後に正しい解答をする。場当たり的な対応や曖昧

な回答をするとインストラクタの信頼がなくなるため、回答に自身がない場合は、

確認してから回答すること。 
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◆講師用ノートへの記載 

    何日かに分けてコースを受講される方が居られます。全て同じ講師の方が対応 

 できれば良いのですが、日程により難しいのが現状です。その為、次の講師の

方に注意点や引継ぎたい事柄がある場合は、講師用ノートを作成して記載し、

講師間同士、連絡を行うようにして下さい。（講習会終了時は「北摂 SITA」へ

の報告書を作成する） 

◆事業所への挨拶 

講習会場から帰る時は、最後に事業所（会場事務所）に挨拶をしましょう。 

 

第６章 インストラクション技術、六つのポイント 

◆声と話し方 

  「声量」、「スピード」、「声の抑揚」、「歯切れ」、「語尾」、「間合い」などに気をつ 

  けます。特に声や話し方は、人により個性があります。早口、声が小さい、語尾 

 が聞えにくい、耳障りな口癖など、話し方に癖がある場合は、特に意識しないと 

改善が出来ません。適切な声量とスピード、歯切れの良い説明、適度な間合いな 

どに気をつけて講習会を行いましょう。 

  

◆態度 

  「視線」、「落ち着き」、「親しみやすさ」、「明るさ」などがポイントです。特に、 

  受講者全員に視線を配り、常に受講者の状況を把握しながら講習会を行うことが 

大切です。 

 

 ◆語句の使い方 

  「分かり易い言葉」、「適切な言葉」、「注意を促す言葉」などに気をつけます。曖 

  昧な言葉や抽象的な表現、専門用語などは避けて、具体的な言葉で講習会を行い 

ます。もし、専門用語を使う場合は、きちんと意味を説明してから使いましょう。 

 

 ◆説明展開 

  「動機付け」、「ポイントの強調」、「説明内容の構成」、「論旨の簡潔明瞭さ」、「具 

  体例の引用」などがポイントです。受講者にわかりやすい講習会を行う為には、 

如何に理解しやすい説明展開にするか、講師が充分に検討しておくことが大切で 

す。これ等に気をつけて、しっかり準備を行って下さい。（P3 の(1)事前準備参照） 

 

 ◆説明内容 

  「受講者レベルにあった説明」、「知識の正確さ」、「質問への対応」などに気をつ 

  けます。特に、受講者レベルを把握して、そのコースの受講者にあった説明を行 

  うことが大切です。集合教育の場合、受講者レベルに多尐のばらつきがあること 

 は避けられません。講師が上手にフォローしながら、各受講者が満足する講習会 

を心掛けて下さい。又、知識の幅広さと正確さも重要です。常に正確な知識習得
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を心掛けましょう。 

 

◆道具の使い方 

   「プロジェクタやモニターの活用」、「ホワイトボードの書き方と内容」、「指示棒 

の使い方」、「テキストの活用」など、講習会の道具を有効に使いましょう。プロ 

ジェクタやモニターは、受講者の座る位置によって見難い人はいないか、事前に 

確認をしておくことが大切です。ホワイトボードの活用は、受講者にポイントを

強調する上で効果的です。しかし、板書に時間が掛かるという欠点があるため、

予め何を記述するか板書内容を決めておき、簡潔に分かり易い記述にすることが

必要です。 

以 上 
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《資料１》 

◎インストラクション技術のチェックポイント 

項 目 良くないケース 改善方法 

声と 

話し方 

・早口、間合いが短い 

・声が小さい、 

・語尾がはっきりしない 

・抑揚の無い話し方、単調な説明 

・一文が長い 

・結論をなかなか言わない。 

・重要な部分、一文と一文の間に一呼

吸入れる。 

・メリハリ有る話し方を心掛ける。 

・ポイントや注意点は強調する。 

態 度 

・視線が受講者に向いていない（テ

キストやモニターばかり見てい

る） 

・偉そうな態度（手を後ろに組む、

腕を組む、ポケットに手を入れた

まま、片足に体重を乗せる等） 

・姿勢が悪い・身体が揺れる 

・棒立ちである・落ち着きが無い。 

・受講者に視線を配り、常に受講者状

況を確認する。 

・誠実で好感の持てる態度で接する。

信頼される態度や明るさを心掛け

る。 

・ビデオなどを活用して、自分の講習

の姿をチェックする。 

語句の 

使い方 

・専門用語や抽象的な言葉が多い 

・正しい敬語が使えない 

・語句や漢字の読みを書き間違え

る。 

・受講者レベルを把握して、具体的な

言葉で説明する。 

・日頃から敬語や漢字の使い方に注意

する。 

説明 

展開 

・説明展開がわかりにくい（例、説

明目的や結論が不明確。いきなり

詳細説明から入る。全体との関連

がわからない。学習目標と動機付

けが無い） 

・重要なポイントが不明確。 

・論旨を簡潔明瞭にする。（起承転結、

導入‐説明‐結論を明確にする） 

・左記の指摘は、インストラクタ自身

の技術力不足の場合が多い。技術向

上及び事前準備を十分に行う。 

説明 

内容 

・ 説明内容が正確でない 

・ 曖昧な説明が多い。 

・質問に的確に答えられない。 

・事前準備をしっかり行い、十分な知

識習得を図る。 

・答えられない質問は、後で調べて必

ず回答する。 

道具の 

使い方 

・プロジェクター画面が見づらい 

・板書内容がわかり難い、ホワイト

ボードのペンが薄くて見づらい 

・指示棒でスクリーンやホワイトボ

ードを叩く 

・事前に見難い位置を確認する。 

・室内の照明を調節する 

・事前にチェックしておく 

・指示すべき場所をしっかりと示し、

フラフラ動かさない。 
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《資料２》 

 

◆メイン講師としてのチェックポイント 

注意点 チェックポイント 評  価 

声と話し方 

声の大きさ、  声の抑揚、  歯切れ 

語尾、     スピード 
A  B  C  D  E 

態 度 

視線、   落ち着き、  自信、 熱意 

親しみ易さ、  服装、  姿勢、 明るさ 
A  B  C  D  E 

語句の 

使い方 

分かり易い言葉、   適切な言葉 

注意を促す言葉、   無駄な口癖 
A  B  C  D  E 

説明展開 

説明展開の構成、   動機付け、 

論旨の簡潔明瞭さ、  具体例の引用 

ポイントの強調、   適切な時間配分 

A  B  C  D  E 

説明内容 

受講者レベルにあった説明、 

知識の正確さ・広さ、 質問への対応  
A  B  C  D  E 

道具の活用 

プロジェクター・モニターの活用、 

テキストの活用、   板書の内容 

ホワイトボード（黒板）等の活用 

A  B  C  D  E 

 


