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自分事として捉えた際の愚直な吸収力を強みとする一方で、他者評価・失敗に弱い傾向

2018年度春、約2.5万人の新入社員研修現場における弊社講師・スタッフによる調査、及び、インターネット調査に基づき傾向を分析。
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2018年 研修現場で見えた「強み」と「弱み」

自分事として捉えた際の愚直な吸収力
自分のプラスになるとわかる／理解する／腹落ちすると、その後は、貪欲に吸収するための
行動を取ることができる
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第1部 2018年新入社員の傾向
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※各カテゴリ平均値比較（％）

第1部 2018年新入社員の傾向

社会人としてのモラル

集団生活・チームワーク

行動・成長意欲

業務遂行スキル

カテゴリ別

①18年
②10-17年

平均
①-②

社会人
としてのモラル

1-1 挨拶やお礼はきちんとできていた 84% 83% +1pts

1-2 時間は厳守できていた 89% 76% +13pts

1-3 共用部（教室内・会社備品・トイレ等）は丁寧に利用できていた 76% 73% +3pts

集団生活
チームワーク

2-1 取り組み姿勢は積極的であった 90% 79% +11pts

2-2 他者からの指摘は、ポジティブに受け止められていた 86% 78% +8pts

2-3 他者との距離感に戸惑っていない 86% 79% +7pts

行動・
成長意欲

3-1 実行力がある（間違いを気にせず、とにかくやってみることができる、etc.） 53% 47% +6pts

3-2 目標達成しようとする意欲がある（あきらめずにやり遂げていた、etc.） 60% 54% +6pts

3-3 型から外れることへの恐怖はない（正解・不正解を気にせず行動する、etc.） 52% 53% -1pts

3-4 他者に対して競争意欲がある（他チームに「負けたくない」等の言動、etc.） 8% 18% -10pts

業務遂行
スキル

4-1 論理的思考力（俯瞰的なものの捉え方・筋道立てた考え方）がある 36% 34% +2pts

4-2 問題解決力（目標達成に向けた行動）がある 30% 28% +2pts

4-3 伝達力（相手に配慮しながら、わかり易く意見を発信できる）がある 36% 40% -4pts

4-4 受信力（物事を読み取る力）がある 26% 40% -14pts

強み

実直な行動力と和を重んじる調和力
他者との調和を重視し、距離感を見極めながら、与えられた役割に対して持ち前の素直さで、
前向き且つ実直に行動することができる

2

効率性を求める思考力
やるべきことが明確な場合に、自身が持っている武器（知識、経験、IT等）を駆使しながら
効率よく物事を進めるという考え方が備わっている

3

強
み

強み

抽象度／自由度の高いことに対して“考える”筋力不足
正解・答えを誰かが持っているという前提のもと、その最短を探す（検索）行為は得意だが、
自分で考え、判断し、行動する経験が不足している

3

先を見据えて思考・行動するための想定力（想像力）不足
他者からどのようにみられているのかという自己を客観視する感覚が鈍く、自身の行動を
取った／取らなかった先に何が起こるか（どのように自身がみられるか）想定・想像が及ばない

2

他者評価・失敗を気にするがゆえの経験獲得量の不足（失敗力）
叱られ慣れていない、他者と違うことへの恐怖から、経験を得るための一歩を踏み出せない
「勝手に●●はしてはいけない」と判断し、行動に移せない（それを言い訳にしようとしている）

1

弱
み

※±10pts：赤・青字

18年
10年～17年平均値

※出典：弊社社員調査

－ 1 －



第1部 2018年新入社員の傾向

2018年 カテゴリ別傾向

社会人としてのモラル（82.8%）

研修で「明示されたこと」については、実践することができていた。一方で、「明示されていない」事象については、
廊下ですれ違った際に挨拶をしない等の行動を取る方が目立った。また、弁当箱の後処理やトイレの使用方法
等でも社会人として相応しい行動か問われる場面が見受けられた。

• 事前に講師から挨拶やお礼の重要性を説かれた後、オフィス内を掃除している業者の方や通りかかる人にも丁寧に挨拶ができており、
理解→即実践という流れができていた。

• 休憩明け、研修開始の2分前には全員着席しているなど、最低限の研修に対するマナーは実践できていた。
• 研修で「自社を代表する社員としての行動基準」を示し、「挨拶はお客様に大きな影響を与える」理由を伝え、講義中や合間の休憩時に

繰り返しフィードバックを行ったところ、研修終了時には、ほぼすべての社員が心地よい挨拶をするようになった。
• ビジネスマナー研修を受講している昼食休憩中に、弁当箱を捨てるため段ボールが用意されていたが、空箱があふれ、乱雑に捨てられていた。
• 挨拶・お礼は教室の中ではできているが、研修施設の廊下やトイレなど共用部では談笑していて忘れてしまうことが多かった。

顔を知っている人には挨拶をするが、顔を知らない相手になると無視をしてしまう姿が複数見受けられた。
• 貸会議室での研修で、その場所を使用している人は関係者だと一目でわかるはずだが、講師として紹介される前にすれ違うと、挨拶がほぼなかった。
• お手洗いの使い方がなっておらず、ペーパーホルダーの蓋が開けっぱなしになっていた。

集団生活・チームワーク（87.4%）

講師や受講者同士のフィードバックでは、素直に前向きに向き合い、学びを深める姿勢がみられた。
和気藹々とチームで議論するものの、積極的に発言する人とそうでない人と二極化する場面が散見された。
また、グループを引っ張り、目的遂行する積極性が発揮される場面は乏しかった。

• 相互フィードバックの時間を設けたのですが、啓発点を素直に受け入れて、翌日に向けた行動目標に記載する方が多かった。
また、マナー面における各種基本行動について、クラス内で相互に声を掛け合うことで短期間での行動変容及び定着化につなげていた。

• 講師からのフィードバック（肘つき、ペン回し、足組み等）については、自らクセであることを理解し、「無意識にやってしまうので、お互い意識しないとダメ
だね」と受講者同士で話をし、度重なる指摘にも、前向きな反応を示していた。

• クラス全体に対して働きかけるリーダーシップのある方がグループに一人ずつぐらいいたため、非常に協力的に物事を進めることができていた。
引っ張る方がいれば、そのフォロワーとして振る舞うことは非常に得意な人が多いように感じた。

• 協調性はあるので、仲は良い様子だが、チーム同士で高め合う様子は見受けられなかった。
「チームの強み」を聞くと、「個性を活かして役割分担できる」や、「効率性」「スピード」など、分業するような発言が多くみられた。

• 取り組み姿勢は積極的ではあったものの、講師からの指摘事項・具体的な改善事項に対して積極的に対応することが主となっており、誰がなんと言お
うとこのアウトプットにこだわりきるというような積極性は感じられなかった。

行動・成長意欲（43.2%）

新たな知識について貪欲に学びたいという意識は高く、気づきを数多くメモする行動として表れていた。
正解がある前提で行動しており、「HOW」に関する質問が多く、些末な点に関心が向く方が多かった。
また、他者と違うことへの恐怖があり、一歩を踏み出すことに尻込みをする場面が見受けられた。

• 研修中の気づきを記入するシートを用意していたが、企画側が用意していた数を超え、追加でシートを要望する声があがり追加配布を行った。
• 正解やゴールがわからない状況では、それなりの姿勢で臨んでいたが、到達基準との差が明確になるとそこに向けて貪欲に向き合い、スピード感が出た。
• 訪問ワーク中に指摘されたことは、すぐに改善しようという意識がみられた。一方、上司に言われたから謝りにくるという面もみえ、「何に対して謝りにきたの

か」を問うと言葉に詰まっていた。
• 訪問ワークでアポイントをとる形式だったが、失敗したくないのか、アポイントをあまり取らずに慎重に行く様子が見受けられた。

ただ、目標を達成したいという意思はあり、最後まであきらめずに訪問していた。
• テクニックを知りたがる傾向が多かった。関係性を構築する講義でも、「どうすればよいですか」という回答、答えを求めがちな傾向がみられた。
• 確実に正解できるとわかる質問や、グループで話し合った答えの共有などには手があがるが、答えに自信がない質問になった際に手があがらなくなる。

講師が歩き回っていると解答を隠す人も多く、間違えることが恥ずかしいと強く感じている様子だった。
• 間違えたくない気持ちから、不安な点を何度も確認する様子がみられた。

業務遂行スキル（32.0%）

自分の意見を伝えることには慣れており、物怖じせずプレゼンテーションを行っていた。
一方で、自分たちが話したいことを伝えることに集中してしまい、「相手」が何を求めているかを読み取り、
「相手」にとってわかりやすく伝えることが課題となっている方が多く見受けられた。

• 指定したホワイトボードではなく、PCでアウトプットをした人がいた。計算もエクセルに打ち込んで計算をしていた。
• 相手の感情など想いを感じようとする姿勢が少なかった。訪問ワークにおいてお客様役がヒントを出しているのに、自分達が考えてきたことをやることに精

一杯で受け取れなかった。
• プレゼンテーションは慣れており、話が冗長になるようなことはあまりなかった。相手視点が低いためか、こちらが言っていることの意図をくみ取ってもらえず、

質疑応答が成り立たないことがあった。
• 訪問ワークにおいて、自分視点の行動が非常に多くみられた。

お客様に仮説をぶつけるのではなく、ひたすら質問攻めにする。場の目的を確認しない。など、目的立脚や相手視点に欠ける行動がみられた。
• 目の前の業務や自分の関心事に目がいってしまい、相手に配慮しないコミュニケーションが多くみられた。
• 情報を整理することに対しては、レベルが高かったが、忙しい上司に話す・BAD NEWS FIRST時のホウレンソウなど、

相手への伝え方が難しくなる場面では急に詰まってしまうなどうまく話せなくなる方がいた。
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2018年 新入社員 自己認識：他者認識比較
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挨拶やお礼はきちんとできている

時間は厳守できている

共有部（教室内・会社備品・トイレ等）は丁寧に利用できている

積極的に研修に取り組んでいる

講師や人事、同期などからの指摘は、ポジティブに受け止めている

講師や人事、同期などとの距離感に戸惑っていない

間違えを気にせず、とにかくやってみている

目標達成しようとする意欲をもっている

型から外れることへの恐怖はない

他者に対して競争意欲がある

論理的思考力がある

目標達成に向けた行動をしている

相手に配慮しながら、わかり易く意見を発信できている

受信力（物事を読み取る力）がある

弊社コンサルタント

新入社員

TOP１ 間違えを気にせず、とにかくやってみている 16.5%

TOP２ 型から外れることへの恐怖はない 13.5%

TOP３ 相手に配慮しながら、わかり易く意見を発信できている 12.5%

Q.あなたが以下項目について現時点で「最も課題」だと思っているものを1つだけお答えください。（単一回答）

（％）

『自己認識≒他者認識』：社会人としてのモラル
“社会人としてのモラル” は『自己認識≒他者認識』となっており、基準がわかりやすく、目に見える事象については、
自己認識（新入社員：赤棒グラフ）と他者認識（弊社コンサルタント：ピンク棒グラフ）の乖離はない。

『自己認識＜他者認識』：集団生活・チームワーク、行動・成長意欲
“集団生活・チームワーク”、“行動・成長意欲”は、『自己認識＜他者認識』となっており、表面上の行動は良く見えるが、本人たちの内
面からすると不安やもっとできるけどやれていない（やりたいと思っているがやれていない）という余力をもった状態であると推察される。

『自己認識＞他者認識』：業務遂行スキル
“業務遂行・スキル”は『自己認識＞他者認識』で、自分ではできていると思っているが他者からみるとスキルが達しておらず、
「できているのに伝わらない、理解されない」という現状であるため、現場でも同様の事象が発生することが想定される。

自己認識課題：他者と違うことに向き合い、一歩踏み出すこと
新入社員が課題と認識している内容は、「間違えを気にせず、とにかくやってみている」「型から外れることへの恐怖はない」で3割を占め、
他者の目線を気にしすぎるために、行動に移すことへの見えない壁が他者から見えるよりも高い壁になっていると推察される。

Q.あなたが以下項目について現時点で「できている」と思うものすべてをお答えください。（新入社員向け）

挨拶やお礼はきちんとできている

時間は厳守できている

共有部（教室内・会社備品・トイレ等）は
丁寧に利用できている

積極的に研修に取り組んでいる

講師や人事、同期などからの指摘は、
ポジティブに受け止めている

講師や人事、同期などとの
距離感に戸惑っていない

間違えを気にせず、とにかくやってみている

型から外れることへの恐怖はない

他者に対して競争意欲がある

論理的思考力がある

目標達成に向けた行動をしている

相手に配慮しながら、
わかり易く意見を発信できている

受信力（物事を読み取る力）がある

目標達成しようとする意欲をもっている
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自己認識VS他者認識

自己認識課題

※出典：弊社コンサルタント→弊社社員調査

新入社員→弊社インターネット調査

※出典：弊社インターネット調査

2018年 新入社員 自己認識：他者認識比較

弊社スタッフのヒヤリング調査とインターネット調査を用いた新入社員調査から新入社員の自己認識と他者認識との違いを比較した。
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上司と関係性が良いこと

周囲に質問をすれば教えてくれる環境があること

周囲からコミュニケーションをとってくれること

やりがいのある仕事が出来ること

育成者（OJTトレーナー、インストラクター等）と関係性が良いこと

仲の良い先輩社員がいること

業務が出来た際に周囲から認められること

明確な業務指示をもらえること

基本的に定時で帰れること

業務の目的を教えてもらえること

仕事を任せてもらえること

適度にチャレンジングな業務（量・質）を与えられていること

配属先部署以外の方とコミュニケーションがとれること

多少厳しくとも、早く成長できること

あてはまるもの（いくつでも）

最もあてはまるもの（ひとつだけ）

4.5
3.0 16.5 11.5 35.0 19.5 10.0

“他者との関係性” （上司と関係性が良いこと・周囲に質問をすれば教えてくれる環境があること等）がモチベーション高く業務遂行する
要因になると回答しており、他者を気にする（自分を気にしてほしい）傾向がモチベーション要因にも影響していると想定される。
多少負荷がかかっていたとしても“成長に繋がる”要素（仕事を任せてもらえること、適度にチャレンジングな業務（量・質）を与えられて
いること、多少厳しくとも、早く成長できること等）がモチベーション要因になると考えている方は半数程度に留まった。
一方で、「やりがいのある仕事ができること」が単一回答で最多を占めており、業務負荷と新入社員本人が考えるやりがいとのマッチングが
現場でマネジメントする際に求められる要素になってくると推考する。

新入社員時代に働く上で大事にし続けようと思うことは、社会人としての心構えに関することが最多、次いで研修内容・テーマに紐づく
キーワードがあがり、研修期間中に学んだことが浸透している結果となった。また、少数ではあるが、比較的保守的な要素をあげる
バランス重視の方も散見された。

第1部 2018年新入社員の傾向

2018年 新入社員 現場配属に向けて

Q.あなたが配属先で勤務する際に、どのようなことがあるとモチベーション高く業務できると思いますか。

Q.あなたが新入社員時代（18年4月～19年3月）に「大事にし続けよう」と思うことを以下のボックスにあてはまるようにお答えください。
私は、新入社員時代に働くうえで＿＿＿を大事にし続けようと思う

社会人としての心構え 研修内容・テーマ バランス重視

• 常に初心を忘れずに、今できることを一生
懸命やること

• 嘘をつかないこと
• 先輩等からのアドバイスを素直に受け入

れること
• 目の前のことを常に一生懸命に行うこと
• 自分ができること、できないことの範囲を

把握し、それを自分から上司に伝えること
• 怖がらず、恐れずにチャレンジすること

• コミュニケーション
• 挨拶
• マナー
• ホウレンソウ
• 仕事の進め方
 わからないことはすぐに質問すること
 仕事の全体像を思い描き、相手にとっ

てベストな伝え方・聴き方をすること
• コンプライアンスを意識した行動

• 無理をしすぎずに頑張ること
• 心の余裕
• 目立たないこと
• オンオフの切り替え
• 定時退勤
• 私生活との両立
• 自分

Q.「業務後の社内の飲み会」についてあてはまるものを1つだけお答えください。

月1回以上参加意向有り 70%

Q.あなたは配属先で指導してくれる「特定の先輩社員（OJTトレーナー、インストラクター等）」は
いますか（いる予定ですか）。

いる 82.5

いない 6

わからない 11.5

（％）

（％） （％）

仕事を任せてもらえること

適度にチャレンジングな業務（量・質）を与えられていること

多少厳しくとも、早く成長できること

モチベーション要因

新人で大事にすること

OJT担当者の有無 社内飲み会参加意識

※出典：弊社インターネット調査

インターネット調査を用いた新入社員調査から現場配属に向けた新入社員のモチベーション要因や現場で大事にしたいこと等を調査した。
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顧客・他者視点で考え、仕事に取組む姿勢（他者貢献）

仕事に対してやり遂げる自信とやりがいを持って取組む姿勢（自己効力感）

周囲の期待を把握し、チームの一員として仕事に取組む姿勢（承認）

チームの一員として馴染み仕事に取組む姿勢（親和）

会社や仕事に関心を持ち、楽しみながら意欲的に取組む姿勢（エンジョイメント）

周囲のアドバイス、仕事を振返り、改善する姿勢（リフレクション）

目標や難易度の高い仕事にチャレンジする姿勢（ストレッチ）

気分の浮き沈みのコントロール、メンタルタフネスの強化（ストレスコントロール力）

時間・ルール・マナー等、社会人の基本動作・モラルの徹底（規律性）

場の空気・物事を読み取り、仕事を進める力（情況把握力）

他者からのアドバイス、異なる価値観や立場の違う相手を受け入れる姿勢（柔軟性）

相手に配慮し、情報を引き出す、話を聴く力（傾聴力）

「報告・連絡・相談」、相手に配慮しわかりやすく 発信する力（発信力）

従来のやり方にこだわらず、新しいアイデアを創造する力（創造力）

タスクを洗い出し、計画的に業務を遂行する力（計画力）

目的を捉え、課題を洗い出し改善する力（課題発見力）

あきらめずに努力し、やり遂げる力（実行力）

積極的に周囲に働きかける、リーダーシップの醸成（働きかける力）

自分の意見・考えを持ち主体的に行動する力（主体性）

23.5

13.6

15.5

18.2

14.5

27.3

14.5

8.2

43.6

13.6

22.7

21.8

42.7

11.8

21.8

20.9

26.4

24.5

50.9

第2部 2018年新入社員育成のトレンド

2018年新入社員育成・研修企画の背景・目的ゴールとなった新入社員の課題について、弊社コンサルタントによるヒヤリング結果をもとに集
計した。（対象：75社）

その結果、約50％の企業が「自分の意見・考えを持ち主体的に行動する力（主体性）」（50.9％）（昨年59.7％）を、昨年より強化
するとした。次いで、 「時間・ルール・マナー等、社会人の基本動作・モラルの徹底（規律性）」（43.6％）（昨年51.7％）、「 『報告・
連絡・相談』、相手に配慮しわかりやすく発信する力（発信力）」（42.7％）（昨年43.8％）が強化テーマとして挙げられた。上位3テー
マは、昨年と変わらない。
昨今話題となっているストレスコントロール、レジリエンスといったテーマは、新入社員導入研修では比重が置かれていないようだ。後に続く新入
社員フォロー研修や、OJTトレーナー研修で話題の一つになると予想される。

【 「昨年より強化する」 2018年新入社員育成・研修企画の背景・目的(ゴール)となった課題】

該当すると回答した企業割合（複数回答）

考
え
抜
く
力

自
己
成
長
力

チ
ー
ム
で
働
く
力

前
に
踏
み
出
す
力

精
神
的
成
長
力

社
会
人
基
礎
力

※（%）
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社会人として
の心構え

ビジネスマナーホウレンソウ

第2部 2018年新入社員育成のトレンド

コラム：新入社員に聞いた、4月に受講したテーマと、そのうち最も意味があったもの

今年の新入社員200名に対し、4月に受講した研修テーマと、そのうち最も意味があったものについてインターネット調査を行った。
受講テーマで多いものは「社会人としての心構え」「ビジネスマナー」「ホウレンソウ」等となっている。
企画側が注力しているテーマと、新入社員が意味があると感じたテーマに、大きな相違はないようだ。

0 20 40 60 80 100 120

リーダーシップ

チームビルディング

メンタルマネジメント

論理的思考（ロジカルシンキング）

プレゼンテーション

ビジネス文書・議事録作成

コミュニケーション

仕事の進め方（PDCA）

ホウレンソウ

ビジネスマナー

社会人としての心構え

26.5

29

31.5

32

34

35.5

65.5

66

81

82

84

2.5

1.5

2

6

4

3.5

8.5

9

11

29

22

受講したテーマ 最も意味があったテーマ

【受講したテーマ】
「Q.あなたが入社してから受けた新入社員研修で、あてはまるものすべてについてお答えください。また、最も「自分にとって意味があった」と思う
研修内容について1つお答えください。」への回答をまとめた。

※（%）
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第2部 2018年新入社員育成のトレンド

2018年育成テーマのトレンドは、以下３つの傾向が見えてきた。※昨年より強化した理由」より集計

2018年度育成テーマのトレンド 傾向1～傾向3

• 昨年より導入研修期間が1.5日増加した。マナーが徹底されていないという声が現場から出ていたため、増加分の1日をマナー研修インプッ
トと、習得（実践練習）の期間に充てた（不動産・建設業／3000名以上）

• これまで冬に配属時期を設けていたが、今年から4月に配属となり、育成期間が大幅に縮小されることになった。網羅的に学ぶのではなく、
あえて職場での頻出事項（ビジネスマナー・スキルの基本）に絞り、繰り返し実践し、確実に身につけることに重点を置いた（情報・通信業／

3000名以上）

• 相手視点を体現するというテーマを掲げ、途中実践期間をはさみながら、マナーに対して3日間の時間を使用した。1日目は基礎インプッ
ト、2日目は個別フィードバック、3日目は、企画／運営担当者と他の受講者から、互いに評価し合う場を設けた。個別フィードバックと完
成形を披露する場を設けることで、新入社員は皆、自主的に練習に励み、習熟度の向上につながった（メディア業／3000名以上）

• 昨年度の研修期間中に、社員から新入社員の公共の場での立ち居振る舞いに関して、指摘が入ってしまった。他者からどのように見える
のかについて、近年の若手社員はアンテナが低い傾向にある。そのため、マナー面について厳しくフィードバックし、何が良いのか／悪いのか、
それがなぜなのかを理解させる時間を多く設けた（金融・保険業／3000名以上）

基本動作の徹底～モラル、マナーの定着～

「挨拶ができていない」「外部会場で騒ぎ、クレームが発生してしまった」など、基本動作のレベルの低下が叫ばれている。導入研
修で教えているテーマであるものの、場面が変わると、学びと行動が結びつきにくいという傾向があるようだ。

【傾向1】
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第2部 2018年新入社員育成のトレンド

• 突き抜けた主体性を持つ人材が少なくなっているように感じている。研修ではグループ共有などの細かな指示をあえて行わず、自分たちで
考えるよう設計した。ビジネスでは唯一絶対の正解はないこと、現場ではケースバイケースで行動が求められることを伝え続けた（メディア業／

3000名以上）

• 従来通り親会社から業務の依頼を受けることが中心ではあるが、今後は親会社に提案していき、会社として発展を支える必要がある。こ
れまでは、社会人の心構えを人事部より伝えるだけに留まっていたが、演習を通じて学び、主体性を含む社会人の心構えを気付かせ、自
身を振り返る研修を取り入れた（金融・保険業／700～2999名）

• 需要増加に伴い事業は好調である一方、若手社員の人数増加、業務量増加、業務の複雑化等で、現場の負担が増加している。ま
た、背中を見せて育てる文化があることや、指導員の年次の若年化も重なっている。新入社員導入研修で実施するテーマはマナー、社会
人の心構え、仕事の進め方等オーソドックスなものではあるが、会社の背景を伝え、「なぜ学ぶ必要があるのか」「なぜ、主体的に動き、考
える必要があるのか」を新入社員が納得できるよう、研修期間中伝え続ける取り組みを行った（不動産・建設業／700～2999名）

• 自分視点で考えても通じるのが学生。社会人は相手が仕事の成果を決めるということを理解してもらいたいと考えた。また、職場環境上、
配属後は人事が関与することが難しく、自分の力で成長していく必要がある。どのようなテーマを学ぶときであっても、「自分の成長の責任は
自分にある。与えられることを待つのではなく、貪欲に、自ら成長していく」ことに立ち戻るよう、研修の設計を行った（サービス業／700～2999

名）

主体性の強化～自ら考え、動く姿勢～

言われたことは実行に移し、フィードバックを素直に受けとめることができる。しかし、明確に言われないと、体が動かない。現場では
根気強く、明確かつ細かな指示出しをしていくことが求められるが、昨今の働き方改革・生産性向上の号令の影響もあり、丁寧に
教えきれない現場が数多くある。そのため新入社員自身が、自ら想像して何をすべきかを考え、行動に移すことが求められる。

• 相手視点が足りていないと現場から指摘があったため、今年は相手視点を強化している。相手視点とは、相手から信用を勝ち取るための
印象管理（マナー）であり、相手の真意を汲み取った上で、分かりやすく書く・話すことと位置づけた（化学・医療／700～2999名）

• 「上司、先輩、関連部署、お客様など、相手が何を求めているのか、また、自分がどのようにみられて見られているのか」という視点が足りな
いと、現場から声が出ていた。「相手視点」がないと、いくら基礎的な振る舞いや知識を学んでも活かされないと危惧している（不動産・建設業
／3000名以上）

• 基礎知識をインプットしているものの、ここぞという時に失礼な態度をとってしまうことがあった。起きたことに対し、研修での学びを活用するヒン
トを与えないと、うまく活用ができないケースが多発している。相手視点はもちろん、そもそもなぜ学ぶのかといった、目的立脚の考え方を癖
づける必要がある（情報・通信業／700～2999名）

• マナー研修を実施する際、相手視点を理解するきっかけとして、30秒で自己紹介を行い、動画撮影して振り返るという仕組みを設けた。
「体が揺れている」「目を見て話していない」「声が低すぎる」等、普段意識していない点について気付くことができ、相手からの見られ方を意
識するきっかけ作りをした（メディア業／3000名以上）

• 「相手のことを考えれば、話しかけるタイミングやその方法を工夫することができる」といった現場の声があり、毎年、相手視点を導入研修の
強化ポイントの一つとしている。相手のことを考えるきっかけとして、導入研修に相互フィードバックを取り入れた。相手の成長のために気付い
たことは何でも言うことをルールとし、相手視点を持つための土台となる「相手のことを考える」練習機会とした（サービス業／700～2999名）

視野の拡大と、目的立脚の癖づけ～相手視点の獲得～

社会人に求められる基礎は学んでいるものの、場面が変わると学びが活かされなくなるケースが多発している。「このパターンはこうな
る」と、テストの問題を解くようにパターン化して覚えることは得意だが、正解がないビジネスの場面では、その能力が活かされない
ケースが多々ある。「1を聞いたら10を知ってほしい」という上司、先輩社員の要望は、新入社員にとってはハードルが高いようだ。

【傾向3】

【傾向2】
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第2部 2018年新入社員育成のトレンド

2018年新入社員育成・研修企画のゴール達成に向けて、各社様々な仕掛けや取り組みを実施している。2018年育成の「ＨＯＷ」のトレン
ドは、以下３つの傾向が見えてきた。

2018年度育成テーマ「HOW」のトレンド 傾向1～傾向3

• 研修で90分の訪問シミュレーションを実施する際、最初の30分はどのチームも訪問しに来なかったため、設計通りの訪問回数を重ねること
ができなかった。明確に何をして良いか分からない状況では、初動が大変遅くなる傾向があるため、講師より、行動しないことによる損失につ
いて伝え続けてもらった。その結果、研修後半では質問をする姿勢がみられ、また、初動が格段に早くなった（不動産・建設業／3000名以上）

• 合っているのか間違っているのかという点を気にしすぎるあまり、質問さえ躊躇してしまう傾向がある。そのため、ビジネスの世界では正解・不
正解がないことを伝えつつ、分からないことはまず質問して良いと伝えることで、新入社員の行動を促した。まずは行動を促し、行動できるよ
うになってきたら、次のステップとして行動の質を向上させる二段構えで構成した（化学・医療／700～2999名）

• 「最初はできなくて当たり前。これからできるようになっていけば良い」とチアアップすることにより、行動や発信することに対する意欲を引き出す
ことができた（機械・鉄鋼・鉱業／700～2999名）

• 研修期間に判定試験を実施し、ビジネスマナー・スキルの定着を促した。合格するまで追試を行う仕立てにしたところ、新入社員が自主的
に練習・相互フィードバックを繰り返したことで、経験量の確保につながり、全員が試験に合格することができた（情報・通信業／3000名以上）

経験量の確保～安心・安全な場作りによる、自発的行動の推奨～

人と異なることや失敗を極端に恐れることによる経験量の不足が、学びの定着化の阻害要因の一つであると考えられる。失敗し
たことを頭ごなしに否定するのではなく、まずはチャレンジしたことを賞賛し、それから次の行動につなげるよう、周囲が新入社員を
指導することが必要になる。時には強制的に経験量を確保させることも有効な手段だ。

【傾向1】
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第2部 2018年新入社員育成のトレンド

• シミュレーション演習をする際に、メイン講師の他にサブ講師を追加し、アウトプットを個別にフィードバックする手法を採用した。自分の作成
した内容へのフィードバックなので、自身の良い点と改善点を明確にすることができ、理解度、定着度向上につなげることができた（情報・通信

業／700～2999名）

• 導入研修で扱うテーマを絞り込み、全員が学びを定着化することに時間を割く構成に変更した。具体的には、研修での基礎インプットの他
に、実践ドリルと判定試験による学びの定着を図った。判定試験は全員合格するまで実施する（不合格の場合は追試）設計としたところ、
新入社員の本気度が向上。自主練習・相互フィードバックを繰り返した結果、習熟度の向上と活気ある場作りに成功した（情報・通信業／

3000名以上）

• 昨年はフィードバックを受講生間で行わせるに留まり、実際に適したフィードバックができていたのか、学びの定着につながったのか疑問が残っ
た。そこで今年は0.5日の研修を1日研修に延ばし、講師からのフィードバック回数と質疑応答時間を大幅に増やし、改善を図った。また、
職場でよく起こるシチュエーションを動画にまとめて研修中に流し、学びの理解度向上と現場での学びの活用イメージを膨らませることに成
功した。文字や言葉に加え、映像があると、新入社員の記憶に留まりやすいようだ（製造業／3000名以上）

個別フィードバックの強化～自己認識促進と納得度の向上～

全体へのメッセージは、自分事として捉えにくい傾向があるため、具体事象を取り上げ個別にフィードバックすることにより、自分事と
して理解させる必要がある。また、自分の見え方を客観的視点から理由をつけて伝えることにより、自己理解と改善への意欲向上
につなげる施策が増えている。もはや、怒鳴る・叱るだけのインパクトは彼らに通用せず、成長を促すきっかけにならない。

• 「なぜ」を新入社員に考えさせ、少しでも周囲と意見交換し、学びを広げてもらうことに時間を割く設計とした。厳しく接するアプローチは今回
から排除した（機械・鉄鋼・鉱業／700～2999名）

• 自分がフィードバックされた内容はメモを取り、次回改善する姿勢がみられる。しかし、他者へのフィードバックは自分には関係ないという感覚
でいるため、下を向いたままフィードバックが終わるまでじっとしていることが多い。そのため、他者へのフィードバックも自分事として捉えることに
より、自分の気付かなかった成長へつながることを伝え、学ぶ意欲を向上させた（メディア業／3000名以上）

• 経験学習の要素を使って研修中に振り返りを行い、講師、サブ講師が介入することで、振り返りの型のインプットをした。社内の週次振り返
りパートでも経験学習サイクルに沿った振り返りシートで振り返りを続け、型の定着を促進した。さらに、育成観点や方法をまとめた「運営ガ
イドブック」を作り、各事業部の教育担当に配布。新入社員の育成に携わる社内メンバーが全て、共通言語で指導できる体制を整えた
（商社・貿易業／700～2999名）

自己成長のための、学びに対する感度の向上と内省支援
～自らの経験を血肉にし、成長していくための土台づくり～

自分の気になることに関しては細かく人に尋ねるものの、関心がないことには意識が向きにくい傾向がある。日々、OJTトレーナーが
細かく見てあげることができればよいが、現場ではそうはいかない場合が多い。彼らの関心の幅を広げ、できることを増やすためには、
経験をたな卸しし、自分の学びに紐付け、次のアクションにつなげる思考回路を早期に作り上げる必要がある。

【傾向3】

【傾向2】

Copyright © Alue Co., Ltd. All rights reserved－ 10 －



第2部 2018年新入社員育成のトレンド

2018年4月1ヶ月間に約2.5万人の新入社員研修をご支援した実績

企業数 85社 クラス数 712 クラス 受講者数 約2.5万人
※延べ人数

0-299人

9.4

300-699人

10.6

700-2,999人

38.8

3,000人以上

41.2

サービス業 16.5

情報・通信業

12.9

製造業 12.9

金融・保険業 10.6不動産・建設建築業 9.4

卸売・小売業

8.2

化学・医療

7.1

商社・貿易業, 7.1

メディア業 5.9

機械・鉄鋼・鉱業 4.7

出版・印刷業 2.4 運輸業・倉庫 1.2 電気・ガス・水道 1.2

（％）

（％）

【業種】

【従業員規模】

Copyright © Alue Co., Ltd. All rights reserved－ 11 －
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第3部 事例：徹底した「実践」・「振り返り」を通じて、学びを定着させる

本年度より、ご支援をさせていただいた会社様の事例のご紹介とともに、成長に必要な要素をご紹介したいと思う。
課題感としては、新人研修期間中の新人の「学びっぱなし＝やりっぱなし」であった。（研修の学びが現場実践へとつなぎきれていない）
課題に対して目指す姿を新人が「継続的な実践により、学びが定着する状態」に引き上げることとした。
企画では学びの場を集合研修だけに留めず、現場実践と振り返りをデザインすることを強く意識した。
また新人研修期間中は、受講生の日々の振り返りを可視化し、受講生の状態を把握した。
具体的な内容については次項にて紹介したいと思う。

会社概要【大手企業：従業員人数 3000名以上／2018年 新入社員 約200名】

企画の注力ポイント

課題感 目指す姿

学びっぱなし＝やりっぱなし
継続的な実践により、

学びが定着化する

Ⅰ 徹底した実践 可視化と施策の改善Ⅲ継続的な振り返りⅡ

定着化に向けたステップ

ステップⅣ
無意識的有能

ステップⅢ
意識的有能

ステップⅡ
意識的無能

ステップⅠ
無意識的無能

わからないから、できない
わかっているが、うまくできない
わかっているけど、やらない

意識していれば、できる
意識しているときは、やれる

意識してなくても、できる
（定着化）

知識のインプットが必要 回数と動機づけが必要 意識する回数が必要 -

事前学習 集合研修
事後施策

（学びの実践／振り返り）

学びの定着に向け、「徹底した実践」と「継続的な振り返り」の機会を設ける設計にした

2日間1時間 1日 5月上旬～

事
前
学
習

反
転
学
習

集
合
研
修

わ
か
る
と
で
き
る
の

違
い
を
体
感

集
合
研
修

実
践
演
習

総
合
研
修

（
定
着
化
）

（受講生）毎週の振り返り

（企画者）状態の可視化と施策の改善

1日

毎週振り返り（30分）

ビジネスマナー 社会人の基本
ビジネスマナー
仕事の進め方

社会人の基本
ビジネスマナー
仕事の進め方

【振り返り項目】（17問）
学びのポイント
自己成長力
グループワーク
達成度（月1）

社会人の基本
ビジネスマナー
仕事の進め方

弊社が提供した育成施策の全体像

事前学習にビジネスマナーを動画・テキスト・テストを用いてステップⅠからステップⅡへ
集合研修では実践機会を多く設け、ステップⅡからステップⅢの引き上げに注力した

1. 育成施策の概要

※定着化：学びのポイントを意識せず、実践できる状態

※

－ 12 －
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2. 企画の注力ポイントにおける工夫

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

徹底した実践
インプットが多くなりがちの新人導入研修に対して、反転学習や個別指導型の実践演習を設計。
実践を通じて「わかる」と「できる」の違いを乗り越えやすくした。

継続的な振り返り
学びっぱなしになりがちの新人研修に対して、毎週30分間、学びのポイント／自己成長力の振り返りと、
実践場面を想定したグループワークを実施する設計。
振り返りを通じて学びを自分のものにしやすくした。

※2

※ 2 ストレッチ／リフレクション／エンジョイメント

可視化と施策の改善
学びっぱなしになりがちの新人研修に対して、受講生の学びのポイントが定着しているかどうかを可視化し、把握できるよう設計。
受講生の変化の把握／次年度に向けた施策内容を検討することを行った。

各日程の研修設計の狙い／研修内容

「型」の実践（1～2日目）
「頭でわかった」状態から「意識していれば、できそう」という感覚を多くつませるよう設計。
グループワーク／ペアワークを中心にビジネスマナー／社会人の基本／仕事の進め方の「型」を実践演習から学ぶ。

「個別」の実践（3日目）
「意識していれば、できそう」という感覚を「意識していれば、できる」に引き上げられるよう設計。
個々のつまずきに合わせた指導（個別指導）から学びを実践へとつなげる。

1）

2）

2-Ⅰ徹底した実践
point!! 「わかる」から「意識していれば、できる」へ乗り越えるための実践経験をつむ

※集合研修では、実践機会を多く設けるため、事前学習でビジネスマナーのテキスト・講義動画でインプットした。
さらに全40問の選択形式の理解度テストを実施し、全員が約８割以上の正解率になり、「頭でわかった」状態まで引き上げた。

※1

※ 1 P15参照

⇒3日間の研修のうち、約7割の時間を実践演習にあてることで、「意識していれば、できる」への引き上げに注力した

ステップⅢ
意識的有能

～意識していれば、できる～

ステップⅡ
意識的無能

～わかっているが、うまくできない～

（1日目）
• 導入：訪問ワーク（「型」の実践）
• 講義：マナーを体現するための心構え
• ノック1本目：名刺交換（「型」の実践）
• ノック2本目：複数人との名刺交換

（「型」の実践）
• ノック3本目：電話応対（「型」の実践）
• ノック4本目：訪問・来客対応

（「型」の実践）
• 総括：行動計画

（2日目）
• 講義：仕事の進め方の原則
• ノック1本目：ゴールの確認（「型」の実践）
• ノック2本目：段取り（「型」の実践）
• ノック3本目：ホウレンソウ（「型」の実践）
• ノック4本目：カイゼン（「型」の実践）
• ノック5本目：総合演習（「型」の実践）
• 総括：行動計画

（3日目）
• 実践演習（「個別」の実践）

※2種類の演習を実践

• 総括：行動計画

狙
い

内
容

「型」の実践 「個別」の実践

第3部 事例：徹底した「実践」・「振り返り」を通じて、学びを定着させる
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（※4）
理論背景（経験学習理論）

リフレクション

エンジョイメント

ストレッチ 同じ経験をしても、成長度合いには、個人差がある。

ストレッチ/リフレクション/エンジョイメントの3つから継続的に振り返ることで、

継続的な成長が期待できる

研修で学んだことを理解しても、現場に戻ると使われない、忘れてしまう。といった課題を多く聞く。
1週間後には学んだことを77％忘れられると言われている（エビングハウス忘却曲線より）。
今回の企画ではそんな学びっぱなしの状態を防止するために、毎週、「学びのポイント」の実践度の進捗を
アンケート形式・グループワーク形式（※3）にて実施し、
学んだことを定期的に思い出させ、学びの実践度を上げる設計を行った。

出典：『職場が生きる人が育つ「経験学習」入門』（松尾睦著、ダイヤモンド社）

2-Ⅱ継続的な振り返り
point!! 手軽に、意味のある振り返りを習慣化させる

「ツールを活用して手軽」に振り返る
振り返りの多くは膨大な時間を使うことや、紙での管理・運用によりコストが膨大になることが多い。
そのため、グループワークを除く、振り返りを毎週10分以内とすることにこだわり、設計を行った。
また携帯・パソコンを用いて振り返りの案内・振り返り・回答リマインド等の管理・運用ができるよう設計を行った。

「習慣づけさせる」
受講生一人ひとりまでしっかりと振り返りがなされているかを把握できないことが多い。
毎週、決まったタイミングに案内→一斉回答、回答リマインド等をすることで、習慣化しやすい設計を行った。

 継続的な振り返りの重要性

１）習慣化させる

2）意味のある振り返りをさせる

振り返りを通じて「学びのポイントを意識づける」
振り返りの多くは抽象的かつ、その日に学んだことを振り返るに留まることが多い。
新人研修の時期に何を意識する必要があるのか。を明確にした振り返りの設計を行った。

「成長を促進させる項目を入れる」
学びのポイントの実践と成長を促進させるために、新人時期に重要な「経験学習理論（※4）」にもとづく、
振り返りの項目を入れることで、より質を高く学びをものにするための設計を行った。

第3部 事例：徹底した「実践」・「振り返り」を通じて、学びを定着させる
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仕事の進め方

上司と一緒に担当している案件で、お客様から、
予定していたミーティング日程の変更依頼がきた。
上司の予定を見ると予定が空いていない。
あなたならどのような行動をとりますか？

依頼されていた仕事の納期が早まり、
上司に「明日中に提出できる？」と言われました
あなたはまず、何を意識して、どのような行動をとりますか？

ビジネスマナー
（印象管理）

印象管理をすることによるメリットは何か？
また印象管理ができていないことによるデメリットは何か？

メールを返信する際に、良い印象を与える／悪い印象を与えるメールとはどのようなメールですか？
できる限りたくさんポイントを挙げましょう

Copyright © Alue Co., Ltd. All rights reserved

ビジネスマナー
1.研修の開始・終了時に自分自身でチェックして、適切な身だしなみで研修に臨むことができた
2.日頃から積極的にあいさつの基本を実践することができた

社会人の基本

3.研修開始・終了時間や規則を守ることができた
4.演習では途中で投げ出したりせずに、最後まで責任をもってやり遂げることができた
5.グループワークにおいて、相手を否定することなく、尊重し意見を聞くことができた
6.受け身で指示を待つのではなく、自ら意見を発したり行動を起こすなど、周囲に貢献した

仕事の進め方

7.演習では、講師（上司役）から指示された課題の目的を「抜けモレ」なく確認できた
8.演習や日頃から、やるべきことを「抜けモレ」なくスケジュールに落とし込み、期限内に課題を完了できた
9.コミュニケーションを取る場面では、ポイント（結論と根拠）を整理して、相手に分かりやすく伝えることができた
10.目指す基準に照らして、演習の成果と進め方を振り返り、改善すべきポイントを明らかにできた
11.研修期間で見つかった課題や弱点の原因を突き止め、同じ失敗を繰り返さない解決策を考えることができた

自己成長力
（経験学習理論）

12.これまでに経験のないことや不得意なことに進んでチャレンジして、新しくできることを増やした（ストレッチ）
13.自分の成長目標を立て、達成に向けたチャレンジを行った（ストレッチ）
14.課題（演習）を終えた時点でその結果とプロセスを振り返り、失敗の原因を明確化した（リフレクション）
15.「知らないことを知ることで」「できなかったことをできるようにすること」自体を楽しみながら取り組めた（リフレクション）
16.今週1週間の研修はあなたにとって、学ぶ意義や楽しさを感じる内容だった（エンジョイメント）
17.難しいと思える目標や課題にも「達成できる」「上手くやれる」という前向きな気持ちで取り組めた（エンジョイメント）

振り返りアンケートの質問項目（6段階評価／毎週10分以内）
学びのポイント 自己成長力

グループワーク問題（一部抜粋）毎週20分間 ＜進め方＞課題の読み込み→グループワーク→全体発表→講師からのフィードバック

2）意味のある振り返り内容
（※3）

継続できることを優先し、必要最低限の項目に絞り込んだ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

振り返り案内

回答期間

画面イメージ

1）習慣化させるための毎週の動き

＜実施時間＞

15週間継続して振り返り実行
• 振り返りアンケート ：10分／週×15週間=150分
• グループワーク問題 ：20分／週×15週間=300分

一斉
・アンケート

回答
・グループ

ワーク

回答
リマインド

第3部 事例：徹底した「実践」・「振り返り」を通じて、学びを定着させる
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• 研修後2ヶ月経過時点で、学びの実践度と自己成長力の振り返り度合いの可視化を行った
→良く伸びている層／伸び悩んでいる層の変化が見え始めた

2-Ⅲ可視化と施策の改善
point!!

実践状況を可視化し、人事と受講生の状態を把握した
施策を通じて次年度の改善を検討する

＜グラフ数値の算出方法＞
・学びのポイント：学びのポイント（マナー／社会人の基本／仕事の進め方）に該当するアンケート項目11問分の平均点
・自己成長力：自己成長力（ストレッチ／リフレクション／エンジョイメント）に該当するアンケート項目6問分の平均点

※学びのポイントと自己成長力の向上性の関係の検証をご紹介しております（p8～9）

※弊社調査結果
※6点満点

良く伸びている層 伸び悩んでいる層

学びのポイント
（実践度）

自己成長力
（振り返り度合い）

学びのポイント
（実践度）

自己成長力
（振り返り度合い）

4月16日週
（before)

4.7 4.9 5.2 5.3

6月11日週
(after)

5.5 (0.8↑) 5.5 (0.6↑) 4.6 (0.6↓) 4.5 (0.8↓)

次年度に向けた改善の検討（人事部様からのインタビュー）

Q.来年度に向けてどういった点を改善したいと考えていますか？

・学んだことがより無意識的に且つスムーズに発揮できるよう、自分での振り返りだけでなく、受講生同士や講師・人事部からの定期的に
チェック・フィードバックを行い、周りからの評価・見え方をしっかりと自覚させたい

・今年度よりもリアルタイムに学びのポイントの実践度の状態を可視化し、都度定着に向けた、
介入策や改善につながる、施策の検討をできるようにしたい

・振り返りや、行動計画の立案の際に、クラス担任が個別にサポートをしたり、
受講生同士行動計画の内容や結果のシェアをしたりするなど、より成長を促進できるようにしたい

第3部 事例：徹底した「実践」・「振り返り」を通じて、学びを定着させる

－ 16 －



Copyright © Alue Co., Ltd. All rights reserved

実践機会を多く設けた集合研修。研修後から配属まで、継続的な実践の振り返りの機会を設けた結果、
約8割以上もの受講生が学びのポイントの実践度、自身の成長を実感した

＜学びのポイントに関する研修後から配属までの実践／成長実感に関するアンケート結果＞ ※選択式アンケート：5段階評価 （低） 1～5 （高）

学びのポイントの「実践度」 学びのポイントの「成長実感」

マナー

社会人の基本

仕事の進め方

88.9%

69.4%

87.8% 90.5%

84.7%

88.9％

＜学びのポイントの成長実感に関するコメント＞ ※コメント一部抜粋

マナー

社会人の
基本

仕事の
進め方

• レビューを行っていただく際に、ビジネスマナーが身についているという評価を受けた。
• 研修当初ビジネスマナーの注意があったが、今となっては、ほとんど指摘を受けなくなった。
• 周囲の人への挨拶を最初はできなかったが、あまり知らない人に対しても挨拶できるようになってきた。
• ビジネスマナーで相手に配慮する姿勢を学び、実際の研修の中で行ったお客様訪問にてマナーの実践に加え補助資料の

作成などに自ら取り組めた。

• 話し合いにおいて、最初は自分と違う意見には否定から入ってしまっていたが、
相手の意見を尊重することができるようになった。

• 納期を守ろうという、仕事に対する責任感を持つ意識がついた。
講師の方にも納期通り、よく間に合ったというお褒めの言葉をいただけた。

• 周りの意見を尊重した事で自身には無い知見が得られた。

• 報告、連絡、相談のタイミングを理解し、悪いことは何よりも早く、また、進捗状況は何割か進んだタイミングで
上司に伝えることができるようになった。

• フェーズごとに計画を立て、振り返りを行うことで、次のフェーズにいかすことが出来た。
その結果、フェーズごとに前フェーズでの課題を乗り越えることができ、業務効率が向上した。

• 研修終盤のグループワークにおいて少ない時間の中で自分の仕事およびチームの課題を分析しながら作業することができた。
チームメンバーの仕事を適度に手伝い、「チームの作業状況をよく把握していた」とほめられた。

• 初めは上司と話すときにメモを持っていくという基本的なことすら出来ていなかったが、上司にホウレンソウを行う際のマナーに
関してはとても成長したと思う。また、G-PDCAを意識することで最後のビジネスマナー研修のグループワークをよい成績で
終わることが出来た。

3. 施策の結果

※5段階評価の4以上の割合7月末日にアンケートにて回答

施策の結果やこだわり（人事部様からのインタビュー）

Q.研修期間で大きく感じた変化感はどういったところでしょうか？

・簡単な点では、挨拶や報連相などいろいろな場面で実施できていることを通じ、しっかりと「型」を定着できた点。
また、仕事の進め方においては、闇雲に作業に着手するのではなく、ゴール・目的・分担など、今後の社会人生活で必要な観点を
スムーズに整理した上で作業を開始できるようになった点。

Q.今年度の施策で一番こだわったところはどういったところでしょうか ？

・様々な価値観・経験・年齢などの多様性のある職場において、一人の社会人としてしっかりと仕事が進められるよう、ビジネスで
求められるマナーに関する「型」はもちろんのこと、効率的な仕事の進め方・気にすべき観点などをしっかりと自覚・実践できるようにする点。

第3部 事例：徹底した「実践」・「振り返り」を通じて、学びを定着させる
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多くの企業が感じている課題として、「研修での学びが定着しない」ということが挙げられるのではないだろうか。
今回は、その課題に対して、新人を対象に定着化施策をご支援させていただいた。

学びの定着における大切なポイントは、大きく3つ。

1つ目は、研修内において、学びのポイントを職場で実際に活用できるイメージをつかむこと。そのために、実践演習の機会を
多く設けた。さらに、各受講生の理解度に応じて、個別指導を行った。
2つ目は、研修後において、受講生が学びのポイントを意識し、実践し続けること。そのために、毎週、アンケート形式を用い
て、学びのポイントにおける実践度の振り返りと、学びのポイントについて問う問題をグループワークにて実施した。継続性を担
保するために、アンケート（振り返り促進ツール）は10分以内で取り組める、手軽なものに仕立てた。
3つ目は、受講生が学びのポイントを実践し続けるために、周囲（企画者／上司）が支援すること。そのために、振り返り促
進ツールで実施した、アンケート結果を可視化し、受講生の実践状況を把握した。その上で、実践度の低い受講生に対し
て、実践度を高めるための支援を個別で行った。

今後は、今年度の実践度の可視化結果をもとに、次年度の施策改善へとつなげていく予定である。

最後に、社会人教育において、研修での学びが現場に接続されないという課題を持つ企業は、多く存在する。弊社は、学び
の定着に向けた様々なサービスを提供していきたいと考えている。その手段の1つとして、今回ご紹介させていただいた、サポー
トツールをぜひ検討していただきたい。

4. まとめ

【本施策開発担当】
HRソリューション部

辻 周作
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仮説）「学びのポイントの向上性が高い者は、自己成長力の向上性も高い」の検証
方法・結果）（1）（2）の手順で仮説の検証を行った
（1）各指標の向上性を「経過週（横軸）と指標得点（縦軸）にプロットし、その線形回帰を行い回帰係数（傾き（Slope））」で算出す
る。
傾きは個人ごとに算出する（200名以上）

【（１）の算出例（ある一人(以下ID：Aとする)の場合】※ 結果としてAさんは全ての指標において向上性が認められない人でした。
回答者の中には向上性の高い人、低い人、下がる人が含まれていました。
・４つの指標：（（マナー（Manner）、社会人の基本（Fundamental）、仕事の進め方（プロスタ（Prosta））、
自己成長力（SelfGrowth））の各週の得点を、それぞれ定義された質問項目の平均値を取ることで求めていく。
得られる結果は全12週における各週の各指標の得点。
・指標ごとに横軸に経過週を縦軸に指標得点をプロットし、その線形回帰を行い、傾き（Slope）を算出する。
・下記のタイトル「指標＝線形回帰で得られた傾き：調整済み決定係数」を表す。

図1 Aさんの「マナー」の向上性
※ 傾きが-0.010であることから、向上性はほとんど認められない

図2 Aさんの「社会人の基本」の向上性
※ 傾きが-0.024であることから、向上性はほとんど認められない

図3 Aさんの「仕事の進め方」の向上性
※ 傾きが0.001であることから、向上性はほとんど認められない

図4 Aさんの「自己成長力」の向上性
※ 傾きが-0.022であることから、向上性はほとんど認められない。

むしろ自己成長力が低下している

早稲田大学 人間科学学術院 人間情報科学科 教授 博士（理学）
松居 辰則氏 相関係数分析 結果より

マナー 社会人の基本

仕事の進め方 自己成長力
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図1 「ビジネスマナーの向上」と「自己成長力」の散布図
「ビジネスマナーの向上」と「自己成長力の向上」には
中程度の正の相関が認められる
※相関係数が0.498

図2 「社会人の基本の向上」と「自己成長力」の散布図
「社会人の基本の向上」と「自己成長力の向上」には
中程度の正の相関が認められる
※相関係数が0.542

図3 「仕事の進め方の向上」と「自己成長力」の散布図
「仕事の進め方の向上」と「自己成長力の向上」には
やや強い正の相関が認められる
※相関係数が0.612

（２）社会人基礎力の向上性（傾き）と自己成長力の向上性（傾き）をプロットし相関係数を算出（200名以上）

早稲田大学 人間科学学術院 人間情報科学科 教授 博士（理学）
松居 辰則氏 相関係数分析 結果より

appendix

第3部 事例：徹底した「実践」・「振り返り」を通じて、学びを定着させる

－ 20 －



■本資料に関するご意見・ご質問等は、アルー株式会社企画広報グループまでご遠慮なくお寄せください。

TEL： 03-6268-9791        Mail： info@alue.co.jp

会社概要

アルー株式会社（英名：Alue Co.,Ltd.）
事業内容： 人材育成事業
所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目13番5号
連絡先 ： 03-6268-9791(代表)
URL ： https://www.alue.co.jp/

代表取締役社長

落合 文四郎

日 本
■本 社
東京都千代田区九段北一丁目13番5号
ヒューリック九段ビル2階

■関西支社
大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
中之島フェスティバルタワー17階

■名古屋支社
愛知県名古屋市中区錦二丁目19番1号
名古屋鴻池ビルディング 13階1306号室

海 外 現 地 法 人
中 国
■艾陆企业管理咨询（上海）有限公司
上海市梅园路77号人才大厦23F2321室

シンガポール
■ ALUE SINGAPORE PTE. LTD.
1 North Bridge Rd, #08-08 High Street Centre,
Singapore 179094

インド
■ Alue India Private Limited
1-2-3, 2B Second Floor, “The Pavilion”,
3392/2, MG Road, Gurugram, Haryana, India

フィリピン
■ ALUE PHILIPPINES INC.
■ ALUE PHILIPPINE HOLDINGS INC.
2/F 109 Maripola Building, Perea Street
Legaspi Village, Brgy. San Lorenzo
Makati City 1229, Philippines

沿革 国内・海外拠点

https://www.alue.co.jp/
https://www.alue.co.jp/


Copyright © Alue Co., Ltd. All rights reserved

2018年度 新入社員レポート 速報版 制作・著作

アルー株式会社
〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目13-5 ヒューリック九段ビル2階
TEL：03-6268-9791 FAX:03-6268-9792
https:／／www.alue.co.jp／


