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進捗を管理するためのツール

■目標の設定と振り返りのツール
　OJT指導員が新入社員のあるべき姿を「〇年後の期

待する人材像」として定義できたら、次はその人材像

に向けて、いつまでに何が、どれだけできるようにな

ればいいのかを、目標として設定します。人事部では、

成長目標を記入するテンプレートと記入例を作成し、

OJT指導員に提供します。OJT指導員は、各職場の「期

待する人材像」を視野に入れつつ、職場の状況にあわ

せて細かく目標を設定します。ここでは、「OJT成長

目標設定と振り返り支援シート（以下、成長目標シー

ト）」（図表１）を例に解説していきます。

　成長目標シートは、２つの項目に分けて記載するこ

とが多いようです。１つが、「その部署、その職種で

必要とされる、専門的な知識やスキルの習得に関する

もの」。もう１つが、「部署や職種に関係なく、普遍的

なビジネススキル全般の習得に関するもの」です。

　「専門的な知識やスキル」については、たとえば、「12

月末までに」、「自部署で扱う製品・サービス名とそれ

がどういうものかを他者に説明できるようになる」と

いった目標を設定します。「ビジネススキル全般」の

場合は、「12月末までに」、「部内あての電話をとり、

適切な相手に取り次ぐなど、自立して対応できるよう

になる」という具合いに記載します。目標は、「いつ

までに」、「何が」、「どのようにできるようになるか」

を具体的に記述しておけば、あとで振り返る際に、達

成できたかどうかを評価しやすくなります。

　成長目標シートには、一定期間ごとに「振り返り」

をするための枠も用意します。図表１では３カ月ごと

に振り返るようにしており、目標ごとに「新人コメン

ト」と「OJT指導員コメント」を書きます。３カ月

間をとおしたOJT全般の振り返りは、一番下の欄に

書けるようにします。ここには、「新人コメント」、「OJT

指導員コメント」に加え、「上司コメント」も残せる

ようにするとよいでしょう。

　なお、目標はあとからさらに追加できるように、紙

ではなく電子ファイルで管理することをおすすめしま
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す。たとえば、「12月末まで」と掲げていた目標をそ

の前に達成してしまったら、新たに「１月から３月末

まで」の目標を追加するなど、OJT指導員が加工し

やすいフォーマットで管理します。

■指導計画を管理するツール
　「期待する人材像」とそれに向けた「成長目標」が

設定できたら、次は具体的な「指導計画書」（図表２）

の作成です。これも人事部が作成し、テンプレートと

記入例をOJT指導員に提供します。

　指導計画書には、どのタイミングで、何を、だれが

教えるか、指導するかを書き込みます。期間について

は、「配属前までにやっておくこと」、「配属当日にす

ること」、「配属１週間以内に行うこと」などと区切っ

ておきます。配属直後は指導する項目が多いため期間

は細かく分けますが、OJTが進行するにつれ、「２週

目」、「３～４週目」、「１カ月後まで」などと間隔を広

げていきます。OJTが進んでみないと先のことはわ

からない場合もありますが、いきあたりばったりの指

導にならないよう、配属から３カ月くらいまではあら

かじめ計画を立てておくとよいでしょう。

　指導計画書は成長目標シートの目標と連動させ、「専

門的な知識やスキルに関する項目」と「ビジネススキ

ルに関する項目」を具体的に書くようにします。

　図表２には、「担当者」欄も設けてあります。ここ

にはOJT指導員だけでなく、上司や先輩など周囲の

メンバーの名前も記載するようにします。これにより、

OJT指導に周囲のメンバーを自然に巻き込みやすく

なります。

　指導計画書には実績欄も設けます。図表２では「済

み」欄を設けており、「５/10済み」「✓５/10」など

と記録し、OJTの進捗を管理します。

■自社にあったチェックシートを作成する
　成長目標シートや指導計画書では、一つひとつの仕

事の基本動作習得のチェックまではできないため、そ

れら以外に「できるようになったこと」を測るための

チェックシートを設けている企業もあります。

　ある企業では、「ビジネスマナーチェックリスト」

を作成し、新人として身につけておくべき最低限のビ

ジネスマナーができているかどうかを現場で測れるよ

うにしています（図表３）。ほかにも、「接客コミュニ

ケーションチェックリスト」、「業務手順理解チェック

リスト」などを作成している例もあります。業種や職

種に応じて、必要なチェックリストを作成するとよい

でしょう。

　人事部だけでは、各部署の細かい業務内容に関連す

るチェックリストを作るのは困難です。「部署ごとに

図表１　OJT成長目標設定と振り返り支援シート（例）
9月 12 月 3月

1．専門知識やスキル、業務知識や
業務能力に関して

振り返り日： 振り返り日： 振り返り日：

自部署で扱う製品・サービス名とそ
れがどういうものかを他者に説明で
きるようになる（12月末まで）

新人：自社Webサイトや製品カタログなどを読んでいるが、まだ
頭のなかで整理できていない
OJT 指導員：Webサイトやカタログを自主的に読み、学習してい
る。先輩などに教えてもらうと理解が深まるので、勉強会を企画し
てみてはどうか？

2．ビジネススキル全般に関して
部内あての電話をとり、適切な相手
に取り次ぐなど、自立して対応でき
るようになる（12月末まで）

新人：電話で相手の社名や名前を正しく聞き取れず、取り次ぐ前に
先輩に頼ることもまだ多い。同期同士で練習する
OJT 指導員：いちばんに電話をとっていて積極的な面は非常に頼
もしい。いまのままでていればそのうち上達すると思う

先輩のチェックを受けなくても適切
な電子メールを社内外に出せるよう
になる（12月末まで）

新人：電子メールを書く際は先輩に一度見ていただいている。指摘
が１メール５カ所ほどあるので、もっと練習する
OJT 指導員：書く前に何を伝えたいのか考えてみることをすすめ
ている。だんだん慣れているのでこの調子で努力してほしい

全体を通じてのコメントを記入

新人コメント：
この3カ月は必死に過ごしてきました。みんなにたくさんサポー
トしていただき、だいぶん職場にも慣れてきました。どんなことも
逃げずに挑戦します

OJT 指導員コメント： 学ぶ意欲も挑戦しようとする姿勢もあるので、安心しています。あ
まり焦らず、周囲の先輩たちにも自分から声を掛けてください

上司コメント： 順調に進んでいると思います。新人だからと大目にみてもらえる半
年間くらいは、精一杯挑戦し、成功も失敗もしてください
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体像を把握できます。指導員がいつ何をするのか前

もって準備しておくこともできますし、新人にとって

も受ける指導やさせてもらう経験の見通しがきくの

で、前向きに学ぶことが可能になります。

③ OJT について職場全体で情報共有ができる
　ツールが部署内で共有されていれば、周囲の人も「い

ま新人はここまで育っているんだ」、「来月はこういう

仕事を体験させるんだな」というように、OJTの進

捗状況が理解でき、手助けしやすくなります。先述し

たように、指導計画書の担当者欄に多くのメンバーの

名前を入れることで、周囲にもOJTにかかわっても

らいやすくなります。

④ OJT を振り返りやすい
　定期的に振り返りをするためにも、ツールは有効で

す。成長目標を達成しているか、指導計画書どおりに

OJTが進行しているか、ツールを使って具体的に振

り返りを行うことができるのです。

　このほか、ツールがあれば、翌年度以降のOJT計

画が、前年度までの資料を参照して効率よく行えると

いうメリットもあります。

■ツールを活用するうえでの留意点
　ツールには副作用もあります。形骸化してしまうこ

必要な基本が確認できるチェックリストを作成してく

ださい」と依頼し、部署独自のチェックリストを作成

してもらうように促し、見本として、図表３のような

テンプレートを示すのも１つの方法です。

■人事部でも進捗を管理する
　成長目標シート、指導計画書などは、OJT開始時

に各部署で作成しますが、多くの企業では、その写し

を人事部に提出するよう義務づけています。これによ

り、人事部は「OJTの計画が立てられているか」把

握することができます。

　定期的にOJTの面談を行うように決めている企業

も多く、その場合は、新入社員とOJT指導員、上司

の３者で、成長目標シートや指導計画書などを見なが

ら、それまでの振り返りと今後の活動について話し

合っています。各部署のOJTがきちんと運営されて

いるか人事部が把握するために、振り返りコメントや

実績を書きこんだシートの写しを人事部で集める場合

もあります。

ツールを活用するメリット・注意点

■ツールがあることによるメリット
　成長目標シート、指導計画書といったツールがある

ことによるメリットは以下のとおりです。

① OJT の計画が立てやすく、準備しやすい
　OJT指導員は人材育成の専門家ではないため、任

命されたからといって上手に指導できるとはかぎりま

せん。目標の立て方や指導項目の例が示されることで、

OJTの準備をスムーズに行うことができます。

② OJT の全体像を俯瞰することができる
　ツールを使えば、指導員も新人もスケジュールの全

図表３　ビジネスマナーチェックリスト（例）

内容 5月 6月 7月 8月
1 身だしなみを整えている
2 大きな声で元気よく挨拶する
3 敬語を正しく使い分けている
4 部内の電話を積極的にとっている
5 読みやすいメールを書いている
6 報連相ができている
7 時間を守る
8 ……

図表２　OJT指導計画書（例）
配属前 配属当日 2日目

～

4週目

～

2カ月目 3カ月目
内容 担当者 済み 内容 担当者 済み 内容 担当者 済み 内容 担当者 済み 内容 担当者 済み 内容 担当者 済み

専門知識
やスキル

業界知識
業界新聞の準備 鈴木

製品サービス知識 自社パンフレット一式準備 鈴木

提案書作成

ビジネス
スキル全般

事務処理全般
名刺作成 山本 名刺の管理方法説明 山本

席の確保 山本 自席に必要なも
のの説明 山本

コンプライアンス 新人研修の内容確認 新井
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とがあるのです。たとえば、「人事部に提出しなけれ

ばならないので、面談を行う」、「人事部に見られるこ

とを意識して、新人が順調に成長しているかのように、

前向きな言葉だけの振り返りを記載する」といったこ

とが起こる場合があります。

　こういった本末転倒な事態にならないよう、成長目

標シートなどの人事部への提出は、「人事部がOJTに

介入する」ことを目的としているわけではなく、あく

までも「OJTの状況を把握するため」であることを、

OJT指導員に伝えることも重要です。

OJT ガイドブックを作成する

　OJT指導を効果的・効率的に進めるために、「OJT

ガイドブック」を作成することもおすすめします。

　OJT制度の導入目的、OJT指導員の役割、制度全

体のスケジュール（図表４）、OJT指導員に作成して

もらいたいツール（成長目標シートなどのテンプレー

ト類と記入例）、OJT指導員への依頼事項（いつまで

に、何を提出するのか、どのタイミングで面談するの

かなど）、新人に関する情報（新入社員の自己紹介資

料や新入社員導入研修のカリキュラムなど）を掲載し

た10ページ程度の小冊子です。可能であれば、過去

のOJT指導員の体験談や、これまでに集まったOJT

に関する新人からの声を載せてもいいでしょう。

　OJTガイドブックがあることで、OJT指導員の指

導も楽になります。また、OJT指導員による質のば

らつきも防げます。

　「200×年からOJT制度をスタートします。OJT
指導員向けの説明会やOJT指導員研修を行います」
とアナウンスすると、現場から反発が出てくることが
あります。「こんな制度は私たちが若いころはなかっ
たのに、いまの若手にはどうしてこんなに手厚くサ
ポートするのか」、「新人に優しすぎる制度ではないか」
といった声があがるのです。
　制度を立ち上げるにあたっては、骨子を決めた段階
で現場の声を聞いてみることも大事です。人事部が現
場に出向いて行き、各上司に説明し、現場の意見や疑
問を聞き、回答します。制度への反発があれば、連載
第１回で解説したような「現代のOJT制度が生まれ
た事情」を説明し、理解を得ることが重要です。

　ある企業では、OJT制度化初年度に、現場の理解
を得るため人事部が現場に何度も通い説明をするだけ
でなく、制度が運営されはじめてからも、社内報に「人
事担当役員のメッセージ」を掲載したり、イントラネッ
トに「OJT指導員研修の様子」の写真や動画をアッ
プしたりし、現場の納得感を高めていました。
　人事部は、「将来を担う若手を育てることは、会社
全体にとって喫緊の課題だ」という信念をもつことが
大事です。制度の定着には時間がかかります。たいて
いの企業では、制度が現場に定着したと思えるまでに
３年ほどかかっています。諦めずに現場と対話を繰り
返し、現場からの声も反映しながら、制度の改善を図っ
ていきます。

Column「導入につきものの現場の反発」

図表４　OJT指導員制度スケジュール（例）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

OJT開始 OJT終了

イベント

説明会 配属先上司向け説明会（人事部より） ●

研修
OJT指導員研修 ● ● ●
新入社員研修 ● ●

報告会 OJT成果報告会 ★
OJT指導員任命とOJT期間 ● ★

書類関係

A 人材像の設定 ●
B OJT成長目標と振り返り支援シートの作成 ●
C 指導計画書の作成 ●

A,B,C の提出 ●

アンケー
トと面談

振り返り面談　（上司、指導員、新人） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
最終面談　（上司、指導員、新人） ●
人事部のヒアリング（OJT指導員） ● ●
人事部のヒアリング（新人） ● ●

５/１配属

フォローアップ研修
フォローアップ研修




