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　前回は、OJT指導員の任命方法とともに、組織を

あげて育てることの重要性を解説しました。今回は、

どうすれば「組織をあげて寄ってたかって育てる」状

態が実現するのか、さまざまな企業で見聞きした実践

例をもとに紹介していきます。

　これまでの連載でも、上司から部内のメンバー全員

に「新人は皆で育てることが大事だ」と繰り返しメッ

セージを出してもらうことが重要だと述べてきまし

た。そうすることで、OJT指導員以外の先輩社員た

ちも、新人指導を自分ごととしてとらえやすくなりま

す。しかし、OJT指導員がいるなかで、自分が具体

的に何を手伝えばよいのかはわかりづらく、結果とし

て、何もサポートできないという状況になりがちです。

　新人の成長支援に周囲がかかわれるようにするため

に何をすればよいか、具体的な方法をみていきましょう

（図表）。

部署の人のサポートを得る

■新人のOJTの進捗状況を開示する
　まず大切なのは、OJTの進捗状況をオープンにす

ることです。連載第３回（2016年６月号）で紹介し

た「成長目標シート」や「指導計画書」などを、部署

内で共有しておくのも１つの方法です。

　OJTがどのように計画されていて、どう進行して

いるか、上司や OJT指導員、新人だけでなく、周囲
の先輩たちにも開示しておくのです。新人がどう成長

しているのか、今月は何を体験し、来月はどんな仕事

に取り組む予定なのかといった進捗状況を理解してい

るほうが、周囲も新人にかかわりやすくなるからです。

　「これまでにこういう仕事を経験したのであれば、

このくらいのことは指摘しても大丈夫だな」などと

いった判断もできるようになります。進捗が開示され

ていないと、成長度合いがわからないため、「こうい

うことを指摘しても大丈夫か？　まだレベルが高すぎ

るかも……」などと気を遣ってしまい、結局、周囲は

新人の指導に及び腰になってしまいます。

■OJT指導員から具体的なタスクを依頼する
　進捗状況を組織全体で共有したら、今度はOJT指
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■日報・週報のチェックをもち回りにする
　具体的なタスク例としてよく聞くのは、日報や週報の

チェックを周囲に依頼するという方法です。OJT指導

員は、日報であれば週５回読んでコメントを書く必要が

あるため、毎日20～30分の時間がとられてしまいます。

それを、月曜日は〇〇さん、火曜日は××さん、水曜

日はOJT指導員、木曜日は▼▼さん、金曜日は……と

いったように、周囲の先輩たちともち回りにするのです。

　これは、指導員の負荷を下げるメリットもあります

が、もっと大きなメリットは、新人が大勢の先輩から

指導を受けられる点です。「てにをは」のチェックが

厳しい人もいるでしょうし、「論理的に書かれている

か」という点をみている人もいるかもしれません。「技

術的、業務的に正しいかどうかをみてコメントしてく

れる」人もいるでしょうし、日報に書かれた内容の充

実度を突っ込んでくる人もいるでしょう。そうやって

大勢の目が入ることで、新人は幅広いものの見方やと

らえ方を学ぶことができるわけです。

　日報チェックをもち回りにすることで、OJT指導員、

新人以外の社員にも良い影響が出ることがあります。

ある企業のOJT指導員が、こんな副産物もあると話

してくれました。

　「日替わりで日報のチェックをしていると、ほかの

人がどんなコメントをしているか読むので、『そうい

う目のつけどころがあるのか』、『私がこの日報を読ん

でも、この点には気づけなかったなぁ』といった新た

な気づきが得られ、先輩たちにとっても、学びの機会

になっています」

　新人を育てることは、自分を育てることにつながり

ます。日報チェック１つとっても、こういう効果があ

るようです。

他部署の社員のサポートを得る

■インタビューで仕事内容ややりがいを聞く
　そのほか、「職場インタビュー」、「仕事ヒアリング」

といったイベントを毎年実施している職場もありま

す。これは、新入社員が自部署や他部署の先輩社員に

インタビューに行くというもので、以下のような流れ

で実施します。

①�新人が先輩にアポイントメントをとります。メール

を使ったり、電話をかけたりして、「インタビュー

をさせていただきたい」旨を伝えます。この際、新

人は、敬語の使い方や他者に対する依頼の仕方を自

ずと学ぶことになります。

②�アポ当日、先輩のところに出向き、インタビューし

ます。新人は質問項目を事前に洗い出し、リスト

化しておきます。質問項目の整理に際しては、OJT

指導員がアドバイスします。

③�インタビューでは、仕事内容やどういう顧客とかか

導員から周囲に、具体的な支援を依頼して

いきます。このとき、「何か手伝ってもら

えますか？」、「新人の指導に関して、何で

もいいので助けてください」という依頼の

仕方では、周囲は手を出しにくいもので

す。「何か手伝って」と言われたので、新

人が困っていたときに仕事を教えていた

ら、OJT指導員から「意図的に悩ませて

いたので、すぐに答えを教えないでくださ

い」と言われたというケースもあります。

こんなふうに注意されたら、周囲は手伝う

ことに躊躇してしまうでしょう。周囲を巻

き込むためには、指導員が「具体的なタス

ク」をお願いするのがコツです。

図表　周囲を巻き込むことによる効果

取り組み例 新人にとっての効果 周囲にとってのメリット

日報・週報の
も ち 回 り
チェック

・�大勢の多様なフィードバッ
クを得られる

・指導員の負荷分散
・�大勢が指導にかかわること
で、フィードバック方法を
学べる

職場インタ
ビュー、職場
ヒアリング

・�他部署、他者の仕事内容を
学べる
・社内人脈がつくれる

・�インタビューに答えること
で、自分の仕事について体
系的に整理できる
・�インタビューされる側のモ
チベーションが上がる

ランチ会のゲ
スト制度

・�ふだん接点をもちにくい人
と交流できる

・�ゲスト参加した側のモチ
ベーションが上がる

お菓子のバス
ケット

・�大勢が自然に声をかけてく
れるようになり、困ってい
ることなどを解決しやすく
なる

・�自然に新人と会話する機会
が生まれる
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もあるそうです。ふだん、なかなか接点をもてない副

社長と会食したことで、会社の向かう方向や経営者が

考えていることなどを直接学ぶことができたといいま

す。副社長からは、後日、「誘ってくれてありがとう。

私にとっても、とても楽しい時間でした」とOJT指

導員と新人にメールが届いたそうです。

　この取り組みを聞いたとき、「ゲストとして声をか

けられても、『忙しいのに困るなぁ』などと色よい返

事がもらえないケースはないですか？」とたずねてみ

たところ、人事の方は、「そんなことはまったくなくて、

ゲストとして招かれた側はだれもがうれしそうな顔を

します」とのことでした。

　新人と接点をもつことが難しい立場や役割、部署の

人もいるでしょう。ランチ会のゲストは、新人だけで

なく誘われた側にも、年代や立場を超えた交流が実現

できる効果があるようです。

いますぐ簡単にできる巻き込み法

■お菓子を介して新人とかかわる場をつくる
　これまで述べてきた方法は少し手間がかかります

し、周囲にあらかじめ「日報のチェックをお願いしま

す」、「インタビューに応じてください」、「ランチにゲ

ストとしてお越しください」と協力を仰いでおく必要

があります。

　もっと簡単な方法としては、次に紹介する「お菓子」

を使った巻き込み方が使えそうです。これはある企業

のOJT指導員の方が教えてくれた方法です。「部署共

わっているのか、どんな知識やスキルが必要とされ

るのか、知識やスキルの身につけ方、仕事の楽しさ

や意義などを先輩にたずねていきます。

④�インタビューが終わったら、新人はインタビュー内

容をまとめます。まとめた内容を、自部署の定例会

議などで上司や先輩に発表するケースもあります。

これにより、自分が理解した内容を資料にまとめた

り、他者にプレゼンテーションしたりするスキルが

向上します。

⑤�後日、インタビューに応じてくれた自部署、他部署

の先輩に、お礼のメールを書きます。再度、仕事に

おけるメールの書き方を体験的に学べます。

　こういった職場インタビューを、配属から数カ月間、

複数の相手に対して行うようにしている企業もありま

す。新人がさまざまな仕事を理解し、多くの人と面識

をつくるのにも有効です。

　このようなイベントにも、副産物があります。イン

タビューされる側の先輩社員のモチベーションが上が

るのです。インタビューでは、自分の職場のこと、自

分が携わっている仕事のことを、新人にわかるように

噛み砕いて説明する必要があります。自分の仕事で必

要な知識やスキルを解説したり、仕事の楽しさや意義

や達成感を語ったりしているうちに、自分自身の仕事

の棚卸しがきちんとでき、仕事のやりがいを再確認す

ることになるのです。手間はかかりますが、新人だけで

なく職場全体の活性化にも役立つので、おすすめです。

■ランチ会でいろいろな人と話す
　周囲の人を巻き込む方法として、会食の場を活用し

ている企業もあります。OJT指導員に月3,000円くら

いの「ランチ費」を支給しているある企業では、OJT

指導員が新人とランチに行き、職場ではなかなか話せ

ないことや、趣味やプライベートなど仕事以外のこと

を話したりして、人間関係の醸成に役立てています。

　このランチ会には、「ゲスト制度」というものが設

けられており、１回につき１人を「ゲスト」として招

くことができるようになっています。だれをゲストに

するかは新人が決めます。新人が「副社長をゲストと

して招きたい」といったため、新人自身に副社長に連

絡を取らせ、副社長と３人でランチ会を行ったケース



64 企業と人材  　2016年８月号 65企業と人材  　2016年８月号

教育スタッフ
PLAZA

有のお菓子を新人の机に置くと、面白いことが起こり

ました」とのこと。

　たいていのオフィスには、お茶コーナーが設置され

ており、出張や旅行のお土産などは、個々に配られる

か、お茶コーナーに置かれることが多いようです。そ

のお土産のお菓子を、あえて新人の机の上に置くよう

にしたというのです。小さなバスケットを買ってきて、

皆が提供したお菓子を入れて、新人の机の端に置く。

お菓子があると人は寄ってきます。部署のあらゆる人

が、お菓子目当てで新人の席にやってきて、お菓子を

取っていくわけです。

　このとき、無言でお菓子だけ持っていくのは忍びな

いので、ほとんどの人が新人に一言二言声をかけるよ

うになります。「職場には慣れた？」、「いま何をやっ

ているの？」、「どう、順調？」などと、ちょっとした

質問を投げかけます。新人はここぞとばかりに、「いま、

〇〇をやっているのですが、途中でわからなくなって

悩んでいるところです」、「ちょうど悩んでいたところ

なのですが、教えていただけますか？」と質問や相談

をもちかけ、先輩も親切に教えるようになっていきま

す。新人の席にお菓子のバスケットを置いただけで、

周囲の人が続々と新人に声をかけるようになり、短い

期間で、部門内のすべての人と１回は言葉を交わすこ

とができたといいます。

　お菓子を使って新人と周囲の人との交流の場を増や

す、賢い方法だと感心しました。

■人事部からの情報提供
　人事部には、多くの組織から「組織をあげて寄って

たかって育てることの重要性はわかった。だけど、具

体的にどういうやり方があるのかわからない」という

声が寄せられます。人事部は、今回紹介したような企

業の取り組み例を、OJTガイドブックなどにまとめ

たり、社内のポータルサイトに記載したりして、具体

的な情報を広く提供していくことも重要です。自社内

で行われた良い取り組み事例も、毎年ストックしてお

くとよいでしょう。

　同じことが、そのままどの職場でも実践できるわけ

ではありません。以前、私が「お菓子のバスケットを

新人の机の上に置くのが有効だ」と紹介したのを聞き、

自社でも取り入れようとしたある企業の人事担当者の

方から、後日、「断念した」とメールがきました。そ

の企業は、クリーンデスクと5Sを徹底しており、お

菓子を机に置くこと自体が禁止だと総務部から言われ

たとのことでした。

　企業によってさまざまな制約はあるでしょうが、そ

れでも組織をあげて育てる方法を考える際のヒントに

はなるはずです。ぜひいろいろ考えてみてください。

　私の勤務先には、以前、「餌付けーションセンター」
と呼ばれる場所がありました。研修センターを「エデュ
ケーションセンター」と呼んでいたことからもじった
ものです。
　だれも使っていない丸テーブルの上に、だれがもっ
てきたのか、大きいバスケットが設置され、そこに誰
彼となく、お土産や買ってきたお菓子を入れておくこ
とになったのです。職場のほぼ真ん中にあった餌付
けーションセンターには、部署を問わず人が集まり、
お菓子を選びながら、他部署の人とほんの一言、二言
会話を交わすようになったり、お菓子を自席に持ち帰
り周囲の人に配ったりするようになりました。お菓子
を介在して、コミュニケーションが活性化したのです。

　お菓子は、人間関係を構築する際に触媒のように機
能します。OJT指導員が新人に仕事を依頼するとき
にチョコレートを１つ、仕事を完成させたときには労
いの言葉とともにキャンディを１個プレゼントする
と、新人の表情が緩むことがあります。これを「餌付
け作戦」と呼んでいるのですが、だれもが簡単にでき
る、関係構築の第一歩に役立つ方法です。
　OJT指導員と新人の関係が強固なものになってく
ると、面談の際、新人のほうがお菓子を持ってきて、
先輩に「はい、どうぞ」と渡すケースも出てくるよう
です。堅苦しい内容の話をするときでも、お菓子があ
るだけで雰囲気がやわらかく、会話が弾みやすくなり
ます。ぜひお試しあれ。

Column「お菓子は関係構築にも有効」




