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　OJT指導員制度をうまく機能させるためには、制

度そのものの設計も大事ですが、設計した制度をどう

運営していくかも考える必要があります。人事部のサ

ポートもさることながら、現場で直接かかわっていく

OJT指導員や配属先の上司、先輩社員が、新入社員

の成長をどのように支援していくかは、とくに重要な

要素の１つです。

　だれでも最初から上手に人を教え育てることができ

るわけではありません。試行錯誤しながら、徐々に上達

していくものではありますが、できるだけ効率よく、

効果的な育成ができるようになるためには、OJT指導

員や関係者に一定の研修を提供することが有効です。

　では、どのタイミングで、だれにどういった研修を

行えばよいのか、具体例とともにみていきましょう。

OJT指導員研修の必要性

　一般的にOJT指導員に任命される人は、新入社員

が従事する業務に就いていて、知識やスキルが優れて

おり、どちらかといえば育て上手だと思われている人

でしょう。

　しかし、業務には長けていても、仕事を教えたり、

人を育てたりすることについて専門的に学んだり、ト

レーニングを受けたりしている人は、そういないはず

です。「明日から新人の指導をお願いね。あとは任せ

たよ」と言われると、たいていの人は戸惑います。ど

こから手をつけたらよいのかわからないからです。

　前号で解説したように、OJT指導員が困惑しない

ようにするためのマニュアルや説明会を行うことも大

切ですが、教え育てるためのスキルや、具体的な場面

でどう指導するかといったノウハウは、研修で学ぶの

が最も効果的です。

　知識やスキルを知ってもらうだけであれば、通達

文書でも十分かもしれません。しかし、「知っている」

だけでなく「できる」状態になるためには、しっかり

と練習していく必要があります。ロールプレイングや

ディスカッションなど、インタラクティブな学習に

よってきちんと練習しておくことで、OJT指導の現

場で何をすればよいのか、どう振る舞えばよいのかを、
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修をしてほしい』というリクエストが、OJT指導員

から届くようになりました。制度をつくるだけでなく、

研修もしっかりと行うべきだと気づいたので、制度化

２年目からはOJT指導員向け研修を導入することに

しました」

　別の企業では、OJT指導員制度化から10年近く経

過し、さまざまな書式やガイドブックも職場に浸透し、

指導員経験者も増えていました。指導員以外の周囲

の社員が自然にOJTにかかわっていく「教える風土」

もある程度できてきたと判断し、ある年にOJT指導

員向けの研修を開催しませんでした。

　ところがふたを開けてみると、研修がないことで指

導にばらつきが出たり、OJT指導員や新入社員との

面談で、「現場での指導がうまくいっていないのでは

ないか」と思えるようなことがうかがえるようになり

ました。結局、翌年からはOJT指導員研修を再開す

ることにしたといいます。

　こういった例からも、OJT指導員制度を立ち上げ

た直後だけではなく、安定的に運営されるようになっ

てからも、新入社員への指導方法などを学ぶための研

修は必要だということがわかります。

　では、具体的にどのような研修を行うとよいので

しょうか。各社のOJT指導員制度を15年近く支援

してきたなかでの経験を踏まえながら解説していきま

す。基本的には、対象者が一堂に介して行う集合研修

をイメージして述べたいと思います。

OJT指導員研修の実施時期

■配属前に行うメリット・留意点
　まずは研修の開催時期です。簡単にいえば、新入社

員の「配属前」か「配属後」かということになります

が、一概にどちらがよいとはいい切れない面がありま

す（図表１）。

　たいていの企業では、新入社員配属前に研修を実施

します。新入社員の配属先発表があってからOJT指

導員がアサインされるため、配属直前、たとえば１週

間前くらいに研修を行うケースが多いようです。

　場合によっては、「自部門に配属される人数だけは

わかっているが、だれが配属されるかは未定」という

時期に、研修を実施しているところもあります。こう

なると研修にくるOJT指導員は、「まだだれがうちの

部署にくるのか、男性か女性かもわからないので、イ

メージがわかない」という人も出てきます。配属され

る新入社員は決まっていても、OJT指導員がまだ会っ

ていない場合もあります。そうなると、「どういう人

でどういう能力があるのかもわからないのに、いまか

らいろいろ計画を立てるのには無理がある」と抵抗を

示す人も出てきます。

　しかし、配属前に研修を実施しておけば、新入社員

ある程度は準備することができるのです。

　ある企業では、OJT指導員制度は設計し

たものの、指導員研修を実施しませんでした。

しっかりした制度をつくり、仕事だけでなく

人柄も人との接し方も申し分ない、30代の

ベテラン社員ばかりをOJT指導員に任命し

たことで、あとは現場でうまくやってくれる

だろうと考えたそうです。しかし、制度スター

トから少し経ったころ、人事部の方が私にこ

う言いました。

　「しばらくすると現場から不安の声があが

るようになったのです。『どうやって接した

らよいのかわからない』、『何か起こった場合

の判断ができない』といった声に続き、『研

図表１　OJT指導員研修の開催時期

メリット 留意点

配属前に実
施する場合

・�配属までに心の準備ができる
・�配属前に指導計画を練り、
配属初日からの接し方を考
えておくことができる

・�配属される新入社員が決定
していないと、実感がわき
にくい
・�配属される新入社員と顔合
わせをしていないと、能力
が把握できず、計画を立て
にくい

配属後しば
らくしてか
ら実施する
場合

・�新入社員とかかわりはじめ
ているため、具体的にイ
メージできる
・�困っていること、悩んでい
ることが生じていれば、解
決策をみつけられる

・�すでに現場で悩みはじめて
いた場合は、「もっと早く
実施してほしい」、「配属前
に開催してほしい」という
声があがりやすい
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ことです。

■配属前・後に２回行うメリット
　このように、研修の時期は配属前でも配属後でも一

長一短です。両方のよいところをとって、配属前に１

日、配属から数週間後にさらに１日と、研修を２回に

分けて実施する例もあります。私がお手伝いしたケー

スでは、配属の１週間ほど前に１回目の研修を実施し、

配属から数週間を経て、再度、集合研修を行ったこと

がありました。

　１回目の研修では、配属前にすませておくべきOJT

指導の準備に関する内容を扱いました。たとえば、新

入社員をどう迎えればよいかを考えたり、配属初日や

配属から数日間のスケジュールをざっくり立てておい

たりするというものです。この研修があったことで、

「もうすぐOJT指導員としての活動がはじまるのだ」

と心の準備ができたようです。

　２回目の研修では、指導方法を具体的・実践的に学

ぶ内容にしました。迷ったり悩んだりしはじめている

時期のため、「いま指導していて、こういうことで悩

んでいる。どうすればよいのか解決策を知りたい」と

いった具体的な課題をもち寄れたことで、実践的な研

が自部署にやってくるまでに、いろいろと準備を整え

ることができるというメリットがあります。なにより

も、「いよいよ新人がやって来る！　自分はOJT指導

員になったのだ」という自覚を高めることができます。

■配属後に行うメリット・留意点
　数はさほど多くないものの、新入社員の配属２～４

週間後にOJT指導員研修を実施している企業もあり

ます。「配属から研修までの間は、自分たちで創意工

夫しながら指導にあたってください」と、いったんは

現場任せにしてしまうのです。その間、OJT指導員

はおっかなびっくりながらも、新入社員との接し方や

指導方法について試行錯誤していきます。そのあとに

研修を受けると、乾いたスポンジが水をぐんぐん吸収

するように、学習意欲が高まるという効果があります。

　ただし、研修後のアンケートでは必ずといっていい

ほど、「この数週間は本当に苦労したので、もっと早

くに受講したかった」という声があがります。人事部

にとってみれば、「それがねらい、織り込みずみです」

という場合もあるようです。困った状態や問題意識を

もってから研修を行ったほうが、学習意欲が高まるだ

ろうと想定して、開催時期を配属後にしているという

図表２　従来の学習方法と反転学習

講義による知識の習得

事前学習での知識の習得

研修で学んだ知識を業務内で応用し、
学習を深める

知識の応用方法を研修で学ぶ

従
来
の
学
習

反
転
学
習
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修となりました。指導員の皆さんも、非常に熱心に学

んでいました。

　日程を分けて研修を実施する場合、何度も指導員を

集めることができるのか、そのための予算を確保でき

るのかといった問題があります。それでも、配属前後

でそれぞれ異なる目的と内容の研修を企画・実施する

ことを検討してみる価値はあるでしょう。

■研修に反転学習を取り入れる
　どのような研修であっても、すべてを集合研修スタ

イルで行うのは難しいかもしれません。OJT指導員

を集めるのが困難、研修場所が確保できない、予算の

制約があるなど、多くの課題が考えられます。その際

は、「反転学習」のスタイルを取り入れてみるのも１

つの方法です。

　反転学習とは、知識など自己学習でもある程度理解
できるような内容については、本やWebなどの媒体を
使って個々に事前学習し、ロールプレイングやディス
カッションなど、他者とかかわることで学習効果が高
くなる内容に絞って、集合研修を行うスタイルです。（図
表２）。講義を聞いて知識やスキルを身につけたあと、

応用の仕方は現場にもち帰って自分で学んでいくとい

う、従来型の学習スタイルを「反転」させる方法です。

これにより、従来は２日間の集合研修で実施していた

ものを、１日は自己学習、１日は集合研修という形態

で開催することが可能となります。

　ただし、反転学習には自己学習が含まれるため、各

人の学習の動機づけができるかという懸念もありま

す。それについては、受講者に「集合研修では事前学

習の内容を理解している前提で講義を進めていく」と

伝えるなどして、事前学習を徹底させるといった工夫

が必要です。

■研修の効果を高めるために必要なこと
　なお、集合研修を行う場合、OJT指導員が「何の

ための研修なのか」の説明を受けていないという話も

よく聞きます。人事部は各部署の上司に対して、OJT

指導員研修を行う旨を伝える際に、指導員への動機づ

けをするよう促すとよいでしょう。OJT指導員研修

の内容と、そこでどんなことを学んできてほしいかを、

上司から直接伝えてもらうことで、OJT指導員の学

習意欲は高まります。

　研修に先立ち、OJT指導員に事前アンケートを行

う方法もあります。「OJT指導員研修で学びたいこと

は何ですか？」、「研修で知りたいことは何ですか？」

といったことを書いてもらうのです。講師はそれをみ

ながら、OJT指導員のニーズに合った内容や事例を

取り扱うようにすれば、学習効果が上がります。

＊

　今号では、OJT指導員研修の必要性や実施時期に

ついて述べました。次号では、研修内容について解説

します。

　OJT指導員研修の開講直後に、指導員同士の自己
紹介を行うことは、雰囲気が和らぎ、研修が進めやす
くなるというアイスブレーク効果はもちろんのこと、
OJT指導員同士のネットワークづくりにとっても、
よい機会になります。
　自己紹介では、「名前」、「どの部署でどういった業
務に従事しているか」、「勤続年数」といったプロフィー
ルを話すようにします。とくに「どの部署でどういう
業務をしているか」という情報は、OJT指導員にとっ
て有益です。
　ベテラン社員であっても、他部署が何をしているか、
どういった業務があるのか、どういった顧客と取引き

しているのかといったことは意外に知らないもので
す。OJT指導員研修の場を利用して、他部署の仕事
について理解を深めておくことは、OJT指導にも役
立ちます。仮に、新入社員から「〇〇という部署は何
をしているのですか？」と聞かれた際にも、堂々と答
えることができます。
　自己紹介では、そのほか、「OJT指導員経験の有無」、
「OJT指導員としての意気込みや不安」、「研修で学
びたいこと」などを伝え合うのもよいでしょう。参加
者同士、「なんだ、みんな似たようなことを不安に思っ
ているんだな」とわかれば、安心できるという効果も
あります。

Column「研修での自己紹介の効果」




