
64 企業と人材  　2016年９月号 65企業と人材  　2016年９月号

教育スタッフ
PLAZA

OJT指導員の意気込みと不安

　OJT指導員に任命される人はさまざまです。優れ

た指導をしてくれそうな人、指導員経験を通じて自ら

も成長してほしいという期待を込めて任命された人、

また、上司から指導員を担当するようにいわれ驚きを

感じた人などなど。どういう理由や経緯であろうと引

き受けたからには、意気込みや前向きな気持ちをもつ

でしょう。しかしその一方で、不安もたくさんあるは

ずです。

［意気込み］
・早く組織に溶け込めるようにサポートしたい。

・�早く一人前に育てて、うちの部署で活躍できる人に

なってほしい。

・�いずれは彼／彼女に仕事を譲り、自分はさらに新し

い挑戦をしてみたい。

・�新人を育てることで、自分自身も基本に立ち返って

みたい。

・相談相手になってあげよう。

・�仕事にはつらいことも多いが、楽しい部分も味わっ

てほしい。

［不安］
・�自分もまだ勉強中なので、しっかり教えられるか。

・新人の気持ちをわかってあげられるか心配。

・�あまり強くいうとパワハラと思われるのではない

か、自信を喪失させるのではないか。

・�言っていいことと悪いことがわからない。

・�後輩の世話に時間をかけ過ぎ、自分の業務がまわら

なくなるのではないか。

・どこまで教えればよいのかわからない。

　意気込みより不安なことのほうが多いほどです。

　ある若手OJT指導員が言っていました。「自分も未

経験の仕事が多いなか、新人に教える立場になった。

そのせいか、教えるときはいつもオドオドしてしまう。

自分に経験が少ないのは仕方ないとして、オドオドし

ながら新人に接することがないようにしたいのだが、

不安材料がたくさんあって……。どうしたらいいので

しょう」。
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　これに対して私は、「後輩からみたら、１

年年上でも神様のように感じるものです。『ス

ゴイ！ あんなことまでできるんだ！』と羨

望のまなざしで見ているのですから、気にせ

ず堂々と振る舞っていればいい。わからない

場合は下手に誤魔化そうとせず、『一緒に調

べよう』と言えばいいのですよ」とアドバイ

スしました。すると、「それくらいの気持ち

でいいのなら、少し気が楽になりました」と

笑顔をみせてくれました。

　OJT指導員の不安を少しでも軽減し、前向

きな気持ちが続くよう手を尽くすのが、人事

部の役割です。不安が少ないほうが自信をもっ

て指導できますし、成果も出やすいからです。

人事部が行う３つのサポート

　一般的に、OJT開始前に人事部が行えるサポート

は以下の３つです。

① �OJT指導員向けガイドブック（マニュアル）の配

布や人事部などからの通達

②OJT指導員向け説明会

③OJT指導員向け研修

　「①OJT指導員向けガイドブックの配布」について

は、連載第３回（2016年６月号）でも少し触れました。

OJT指導員制度の概要やOJT指導員にお願いしたい

ことなどを文書としてまとめたもので、企業独自のも

のを作成・配布します。ポータルサイトに置いておき、

いつでも参照できるようにしている企業もあります。

　さらに、「OJT指導員の上司向けガイドブック（マ

ニュアル）」を準備しておくのもよいでしょう。OJT

指導員制度における上司の役割、上司にしてもらいた

い指導員への動機づけなどを記載したものを、管理職

に提供するのです。

OJT指導員への説明会を開催

■データや経営層の生の声を活用する
　ガイドブックやマニュアルなどの文書のよいところ

は、いつでも読める、必要なときにすぐ手にとれる

ことです。反面、人事部が情報発信したつもりでも、

OJT指導員や上司が本当に読んでくれているかはわ

からないということもあります。読んでいても正しく

理解されていない場合もあります。

　そのため、文書などを配布することとあわせて、「②

OJT指導員向け説明会」を開催して、直接説明するこ

とも重要です。OJT指導員を集めた説明会では、OJT

指導員制度を設けた背景からはじめ、なぜこの制度が

必要なのか、何を目的とした制度なのか、自社の状況

も含めて説明します（図表１）。

　また、最近の新入社員の特徴、OJT指導員に求め

られる役割や会社からの期待、育成ではどのような書

式を使うか（用意しているか）、どういうスケジュー

ルで進行するか、困ったときのサポート窓口なども伝

えます（図表２）。

　指導員が全国に散らばっていて集められない場合

は、TV会議など通信設備を使うなどしてできるだけ

肉声で説明したほうが、理解を深めるのに役立ちます。

　ある企業では、人事部長がOJT指導員制度を設定

した背景を、データを使って次のように説明していま

した。「20XX年から新卒社員の大量採用をした結果、

現在、入社10年目までの社員が〇％、入社５年目ま

でが△％と、若手層の比率が高まっています。このま

OJT指導員制度導入前の状況 OJT指導員制度の導入後めざすこと

新人の立ち上げに時間がか
かっている

→

新人の早期立ち上げを仕組み
として取り組む

現場任せの新人指導、部署に
より指導に温度差が生じる

OJT指導員を1対1で割りあて、
人事制度の一環として指導する

ゴールが不明確である 「期待する人材像」を決めて、
そこに向けて育てる

行き当たりばったりの指導に
なりがちである

指導計画書などを使って計画
的に進める

先輩の力量に左右されてしまう
OJT指導員研修を行うこと
で、知識やスキルの底上げを
図る

指導員を決めていると、その
人１人が重責になってしまう

指導員は決めるが、組織をあ
げて全体で育てる

指導上の困ったことを解消す
る場がない

OJT指導員ミーティングやフォ
ローアップ研修などを行い、課
題を共有し、解決の支援を行う

図表１　OJT指導員制度導入の目的（例）
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できますが、現場で起こるさまざまな事象については、

経験者に回答してもらう方法もあります。

　たとえば、説明会前に新任OJT指導員の疑問や不

安を集めておき、説明会当日にそれらへの回答として、

指導員経験者から集めた声を紹介するのです。説明会

にOJT指導員経験者を招いて懇談を行うのもよいで

しょう。

　ある企業では、OJT指導員説明会のプログラムの

最後に、過去の経験者を数名招いて「Q&Aセッション」

を設けています（図表３）。私も同席したことがありま

すが、OJT指導員経験者と新任指導員が車座になり、

新任指導員が不安に思うこと、疑問に感じていること

を質問し、それに経験者が回答していました。新任指

導員が疑問に思わないようなことでも、経験者が、「あ

あやっておけばよかった」と思ったことなどをアドバ

イスする場面もありました。

　例をあげると、不安や疑問点に「忙し過ぎてなかな

か新人とかかわることができない場合はどうすればい

いか」というものがありました。経験者からは、「OJT

開始時点から周囲を巻き込むようにしていた。自分が

不在だったり、忙しすぎてなかなか新人を構えなかっ

たりしたときは、周りの人たちが協力して助けてくれ

た」といった回答があり、新任指導員が安心する場面

がありました。

　ほかにも「新人が異性だった場合にはどう対応すれ

ばいいか」という質問に対しては、「基本的には男女

関係なく平等に接するべきだと思っていたため、とく

に区別しなかった。ただ、男性同士、女性同士のほう

が話しやすいことがあるかもしれないので、新人と同

ま現場任せの育成指導をしていては、若手が効果的に

育たないと判断し、20YY年よりOJT指導員制度を

導入することになりました」

　人事部でもなければ、社内の年齢構成を意識するこ

とはあまりありません。具体的な数字を示されること

で課題認識が共有され、制度として若手を指導するこ

との意義を感じるはずです。

　そのほか、さまざまな資料から、最近の若手に関す

る調査データを示す場合もあります。たとえば、厚生

労働省や民間の人材関連企業が出している「若手社員

の意識調査」や「３年目離職の理由調査」など、OJT

指導を行うにあたり背景知識として知っておくとよい

統計やデータを説明して、OJTに関する理解を深め

てもらうのです。「メンタルケアに関するデータ」を

示すケースもあります。

　説明会に社長や役員からのメッセージを盛り込む例

もあります。ビデオレターでもよいのですが、その場

に登場して、「若手の早期立ち上げの意義や指導員に

対する励ましのメッセージ」を伝えると、会社の本気

度が伝わり、指導員のやる気も高まります。

　ある企業では、人事担当役員が若手時代に受けた指

導経験を交えて、「OJT指導への思い」を熱くプレゼ

ンテーションしました。「役員から直接思いを聞けた

ことで、新人を育てることが企業の喫緊の課題である

ことや、どう育てるかが会社の将来に大きく影響する

こと、責任のある役割だという意識が高まった」と

の意見がOJT指導員たちからあがったと聞きました。

トップからの肉声は、OJT指導員の動機づけにとて

も役立つのです。

■OJT指導員経験者の声を活かす
　背景の説明が終わったら、OJT指導員に期待する

ことや役割を説明します。OJT指導員に期待してい

ることでは、「新人をどういうふうに育ててほしいか」、

「OJT指導員にはどういうことを体験し、学んでほし

いか」を伝えます。

　説明会では、さまざまな質問や要望が出てきます。

たとえば、「どこまでが指導範囲か」、「指導員が途中

で交代することはあるのか」といった不安や疑問があ

がってきます。制度面に関する疑問には人事部で回答

１．OJT指導員制度、制度化の背景
２．役員からの講話　
　　—タイトル「新人の成長支援と指導員自らの成長」
３．イマドキの新入社員の特徴
４．OJT指導員の役割とお願いしたいこと
５．指導員経験者との懇談会
　　—Q&Aと経験者からのアドバイス
６．まとめ

図表 2　OJT 指導員向け説明会の内容（例）
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性のサブ指導員のような人を決めておき、何かあった

らその人に頼む場合もあった」というアドバイスがあ

りました。

　また、あるOJT指導員経験者は、「自分が指導員を

やってみるまでわからなかったことですが」と前置き

したうえで、「最初のころ、未熟な新人にさせる仕事

があまりなくて、ヒマにさせてしまったことがあった。

新人の配属前に、『新人にさせる仕事』を洗い出して

おき、手が空きそうなときはそのリストから仕事を割

りあてればよかったと反省している。たとえば、部署

内で急ぎではない情報の整理や、新人にもできそうな

業務を少しストックしておくとよいかも」といった

話が出ました。OJT指導員が悩みやすい、「何もする

ことがない時間をつくらないためにはどうしたらよい

か」に対するよいアドバイスになっています。

　このように、起こり得る状況をあらかじめ経験者か

ら教えてもらうことで、前もって対処法や工夫を考え

ることができるようになります。

　なお、このような経験者との懇談の場は、経験者自

身にもメリットがあります。OJTの経験を他者に説

明することで追体験ができ、自分なりに学びや気づき

を整理する機会が得られるのです。

＊

　今号では、①OJT指導員向けガイドブック（マニュ

アル）の配布や人事部などからの通達と、②OJT指

導員向け説明会について述べました。次号では、③

OJT指導員向け研修について解説します。

　一般にOJT指導員制度では、人材育成のプロとい
うわけではない社員がOJT指導員に任命され、一定
期間、自分の業務をこなしつつ後輩指導も行います。
そのため、人事部の関心も自然とOJT指導員の支援
に偏りがちです。指導員が自信をもって、あるいは効
果的に活動できるよう、説明会や研修、ミーティング
などといった指導員側への企画を充実させます。
　一方で、もう片方の当事者である新人に対して、
OJT指導員制度の説明がきちんとなされていないこ
ともあるようです。成長する主体はあくまでも新人で
すから、指導員に対する企画だけではなく、新人側に
も「OJT指導員制度とは何か」、「新人に期待してい
ることはどんなことか」を伝えておくことが重要です。
　新人が「うちにはOJT指導員制度というのがある
んですよね。どういうことをして “もらえる” んです

か？」と発言したといった例も聞いたことがあります。
この企業の人事担当者はそれを課題に感じ、新人向け
の説明会を実施しました。そこでは、「あくまでも成
長する主体は、新人自身であること」、「OJT指導員は、
なんでも教えてくれる “親切な人” ではないこと」、
「OJT指導員にも業務があり、業務を調整しながら
新人のために時間を割いてくれていること」などを新
人に伝え、成長に関する意識づけを図ったといいます。
また、周囲の人たちに自分から働きかけることの重要
性も配属直前に強く伝えたそうです。
　これにより、新人は「先輩が私たちのために時間を
つくって教えてくれているのだから、同じことを何度
も聞かないようしっかり学習していきたい」といった
思いをもつようになったといいます。このように、新
人が「お客さま」にならない工夫も必要です。

Column「新入社員側にも説明会を行う」

図表 3　OJT 指導員経験者との懇談会を開く
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車座になって、ところどころに「経験者」に座って
もらうと、リラックスして情報共有が図れます




