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　前回は、OJT 指導員向けの研修の必要性と実施時

期について述べました。今回は、研修で扱う内容を紹

介します。具体的には、OJT 指導員制度の説明や各種

フォーマットの活用方法、新入社員の指導方法などを

あげます（図表１）。以下、詳しくみていきましょう。

役割やツール活用法を伝える

■OJTとは、OJT指導員の役割とは
　OJT 指導員に任命されても、役割の範囲がわから

なかったり、「OJT 指導員とは何をする人なのか」と

いった理解にバラツキがあったりします。

　OJT は、On the Job Training の略で、仕事を通じ

て後輩を育てることを指すと理解されてはいますが、

単に「業務」を教えればよいと思っている人も多いよ

うです。実際に、以前、OJT 指導員から「業務以外

のことも教えなければいけないのですか？」と言われ

たことがあります。

　現代の OJT は、業務を教えるだけでなく、ビジネ

スパーソンとして必要な基本知識やスキルなど、一社

会人としてやっていくための基礎を教えることも求め

られています。OJT 指導員は、新入社員を「社会人

として育てていく」という重要な役割を担っているこ

とを、研修であらためて強調しておく必要があります。

　指導方法にバラツキが出ないようにすることも、

OJT 指導員研修では重要なポイントです。人は、自分

が育てられたように他者を育てる傾向があります。挑

戦的な仕事など、ハードな経験が自分の糧になったと

思う人は、後輩にもハードな経験を与えることができ

ます。褒めて育てられた人は、褒め言葉のストックが

蓄えられているため、後輩を褒めるときに悩むことが

ないかもしれません。

　新入社員時代、OJT 指導員が多忙であまり教えて

もらえなかった人は、自分が指導員になっても放置し

てしまいがちになると聞きます。よくないと思ってい

ても、育て方のノウハウを体験・蓄積できていないた

め、ほかの指導がなかなかできないのです。

　経験に頼ると、どうしても人によって指導方法に大

きな差が出てしまいます。そうならないようにするた
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めにも、人の成長の仕組みやそのために必要な支援方

法の知識やスキルを、研修で具体的に学ぶことが大事

です。

■目標の設定方法や指導計画の作り方を学ぶ
　研修では、人事部が用意した「成長目標シート」や

「指導計画書」といった、各種書式の使い方も学ぶと

よいでしょう。テンプレートだけを配布し、「あとは

自分たちで書いてください」と言われても、OJT 指

導員は戸惑います。目標設定や指導内容、書き方に差

が出ないよう、研修でしっかり伝えましょう。

　人事部の方から、成長目標シートの目標が「目標に

なっていない」、指導計画書の計画が「計画になって

いない」という声をよく聞きます。目標・計画の立て

方の基本的な考えを学んだことがなければ、曖昧な目

標を立てたり、「目標」といいつつ「行動計画」を書

いているだけだったりすることになりかねません。

　「〇カ月で効率よい営業スタイルを身につけてもら

う」という「目標」を立てても、達成基準や具体的な

行動が示されていなければ、何が、どうできるように

なれば、新入社員が「効率よい営業スタイルを身につ

けた」ことになるのかわかりません。それでは、OJT

指導員と新入社員とで目標達成の意識合わせがしづら

くなります。

　目標を設定する場合は、期限や具体的な内容、それ

をどこまで達成できればよしとするかという基準な

ど、含むべき要素を伝えます。そうすることで進む方

向が明確になり、具体的で達成度を評価しやすい目標

を設定できるようになります。

　指導計画書を作成する際は、指導項目を洗い出し、

配属前までにすべきことと、配属当日、さらには配

属後１週間程度までの計画を研修内で立てておくと、

OJT 指導員の不安は減るはずです。計画を立てる際

には、担当者の負荷分散をどう行うかを考え、巻き込

みたい周囲の社員の名前や、その人に依頼したいタス

クをセットで検討してみることも、「周囲を巻き込ん

で寄ってたかって育てる」ための準備に役立ちます。

■ロールプレイングで傾聴の難しさを知る
　OJT 指導員にとって最も興味・関心が高いテーマ

が、新入社員との具体的な接し方です。新入社員との

関係構築の仕方や仕事の教え方、悩みの聞き方、フィー

ドバックの方法なども研修で扱います。知識として理

解するだけではなく、ロールプレイングなどの練習を

通じて体験的に学べる構成にするとよいでしょう。

　私が担当している OJT 指導員研修では、「傾聴」を

学ぶ時間を設けています。傾聴の大切さや具体的な方

法を伝えると、ほとんどの OJT 指導員は「そのくら

いのことはわかっている」という顔をします。しか

し、実際にロールプレイングを行ってみると、思った

ように話を聞くことができないことに気がつきます。

　たとえば、「新入社員の悩みを３分間だけ丁寧に聞

く」というロールプレイングを行うと、最後まで聞く

ことなく、途中から「自分だったらこうする」、「こう

いう対処法があるからやってみては？」とアドバイス

をはじめてしまうのです。

　「聞くなんて簡単なことと思っていたけれど、実際

にやってみると、自分がいかに人の話をきちんと聞い

ていないかがわかった」、「後輩の話を聞いているとど

新入社員との接し方を教える

図表１　OJT指導員研修のカリキュラム（例）

●１日の集合研修（９:00～ 17:00）

オリエンテーション
　�人事部より、OJT指導員制度についての説明やOJT
指導員に対する動機づけ、研修開催の目的などを説
明する

プログラム
　１�．OJTとは何か、OJT指導員の役割とは何かな
ど、OJTの概要への理解促進

　２�．OJT指導員制度で使う各種フォーマットの活
用方法

　３�．新入社員の指導方法（傾聴、仕事の教え方、
フィードバックなど）

　４．事例で学ぶ「OJT指導」
　５．新入社員と指導員双方の目標設定

クロージング
　�人事部より、OJT指導員制度のスケジュールと、
指導員にこれからお願いしたいことを伝える
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いる実例に基づいて設定した図表２のような事例につ

いて、OJT 指導員としてどう対応するかを考え、４～

５人のグループに分かれて話し合います。

　唯一無二の正解があるわけではありません。大事な

のは、「自分だったらどうするか」を考えること、他者

と意見交換することで自分の考えを整理していくこと、

そこから新しい考えを得ることです。

　「対話」を行うと、「いろいろな人の考えを聞くこと

ができて、刺激になった」、「自分には思いつかない対

処法を教えてもらって、選択肢が増えた」といったコ

メントが寄せられます。なかには、「以前から悩んで

いた問題の解決策が得られた」といって、笑顔になっ

て帰っていく人もいます。他者と話すことが新たな気

づきと学びを促すのです。

　事例を使った「対話」の際、人事部から「過去にこ

ういう対応をした例があった」といったように、実際

に自社で起こった出来事とその対処法を具体例として

提示することも効果的です。現場で起きた生々しい話

んどん考えが浮かんできて、途中から自分の意見を言

いたくなる」といった感想がよくあがります。頭でわ

かっていることと実際にできることは、まったく次元

が異なるのです。傾聴の難しさは体験してみないとわ

かりません。

■ロールプレイングでフィードバック方法を学ぶ
　「新入社員にどうやってフィードバックするか」も、

OJT 指導員が関心ある項目です。「良い点をきちんと

伝え、改善すべき点は相手に納得できるように説明

し、できるようになるまでサポートする」ことが苦手

な OJT 指導員は大勢います。

　ある OJT 指導員は、「褒め方がわからないので、

とってつけたようにわざとらしくなってしまう」と悩

んでいました。別の OJT 指導員は、「年齢が離れてい

ることもあり、ちょっと言っただけでも傷つけるので

はないかと不安で、みんなで腫れ物に触るように接し

ている」と苦笑いしていました。

　褒めるのも注意するのも、広い意味でのフィード

バックです。きちんとできているのに褒めなかった

り、改善点があっても指摘しなかったりするのは、新

入社員にとって望ましいことではありません。良い点

をどうやって指摘し、その行動を強化していくか。改

善点を理解してもらい、よりよい行動に軌道修正して

いくにはどう伝えるか。これらも、ロールプレイング

で学ぶのが効果的です。OJT 指導員役と新入社員役

に分かれて、ある場面を設定して演じてみるのです。

　たとえば、「直してほしいところをどうフィードバッ

クするか考えて、新人と会話する」という設定で演じ

てみます。OJT 指導員役は、相手を納得させる良い

セリフを考え、伝えることが練習になります。一方、

新入社員役は「どういうふうに言われると納得できる

か」、「どういう言い方をされると抵抗を覚えるのか」

など、新入社員の気持ちを疑似体験できます。どちら

のロール（役）を担当しても学びや気づきが多いため、

役割を入れ替えながら両方とも経験するとよいでしょう。

■対話を通じて気づきと学びを促す
　学習の仕方として、ロールプレイング以外で有効な

のが「対話」です。私がよく取り入れているのは、事

例を使った意見交換です。さまざまな企業で起こって

図表２　対話の事例検討（例）

・�OJT指導での目標を設定しようとしたとき、新入
社員に「１年後にこうなりたいというようなめざす
姿はありません。言われた仕事をするだけです」と
言われた。

・�新入社員に会議の資料をコピーするように指示し�
たら、「それは私の仕事ではありません」と断られた。

・�配属から３カ月が経ち、職場に慣れてきたからか、
毎朝、数分ではあるが遅刻をするようになった。

・�新入社員同士では明るく話しているものの、年長者
と会話するのを避けているように見える。

・�隣の部署から、「そちらの部署の新入社員が、お客
さまが一緒に乗っているエレベータ内で賑やかに話
していた。注意したほうがいいのでは」と指摘された。

・�上司がOJT指導員である自分に、「これ教えておい
て」、「これ新人に伝えて」などと言ってくる。上司
にも新入社員の指導にかかわってほしいと考えている
が、無関心なようである。

●�以下のようなケースに遭遇した場合、皆さんだったらどう対
応しますか。
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を聞くことで、OJT 指導員がイメージしやすくなり

ます。人事部は日ごろから OJT 指導の状況をしっか

りと見守りながら、必要な場面で OJT 指導員に情報

提供できるよう、事例やノウハウをストックしておく

とよいでしょう。

OJT指導員自身の成長を促す

■OJT指導員も目標を立て、成長を振り返る
　OJT 指導員制度は、新入社員の早期立ち上げをめ

ざし、新人の成長を職場全体で支えていこうというも

のです。一方、OJT 指導員にとっても、キャリア形

成上意義ある体験になるため、新人をどう育てるかを

考えつつ、自分はどういったことを身につけたいか、

どんなふうに成長したいかを考えることも重要です。

　OJT 指導員研修のなかで、指導員自身の成長目標も

立てるとよいでしょう。たとえば、「新入社員の OJT

指導を通じて、知識の浅い人や専門分野が異なる人へ

の説明力を高め、商談や会議など他者とコミュニケー

ションする場面で『説明がわかりやすい』と言われる

ようになりたい」といったものです。

　そうすると、OJT 期間が終了するころに、新入社

員の成長とあわせて、OJT 指導員自身の成長も振り

返ることができます。

■OJT指導員の上司にも研修を実施する
　OJT 指導員に対する研修だけでなく、上司向けの

研修を実施することも意味があります。部下育成に責

任をもつのは上司（管理職）ですが、OJT 指導員が

いると、上司が新人育成に無関心になってしまうこと

があるためです。

　上司向け研修では、「部下の育成は上司に責任があ

る」、「上司は新入社員の成長に加えて、OJT 指導員

の活動も支援する」、「OJT 指導員研修で指導員が学

んだ内容を上司も理解しておく」といったことを伝え

ます。

　「OJT 指導員研修で傾聴の方法を学んだので職場で

実践していたところ、上司から『なんでそんなに丁寧

に話を聞いているんだ。この仕事をやりなさいといっ

てさせればいいんだよ』と言われてしまい、指導がや

りづらくなった」という OJT 指導員がいました。上

司が、自分が新人時代に受けた教え方・育て方を頭に

置いて現代の新人の育成を考えているため、考え方が

合わないというのです。

　上司と OJT 指導員とで、育成に対する考え方やア

プローチ方法があまりに異なると、新入社員の成長を

阻害する要因にもなりかねません。上司と OJT 指導

員とで「共通言語」をつくるためにも、上司向け研修

も開催することをおすすめします。

　OJT指導員研修では、グループで意見交換したり、
ロールプレイングを行ったりすることが多いため、グ
ループ分けについて相談を受けることがよくあります。
　いままでの経験からみて、指導計画を立てる演習を
行う場合は、同じような属性をもつ人同士でグループ
を編成するとよいようです。「どんな人材を育てたい
か」という人材像について話す場合、営業部と開発部
とでは１年後の望ましい姿が異なるため、互いの考え
があまり参考にならないことがあります。似たような
業務についている人同士のほうが、計画を立てる際は
話がしやすいのです。

　事例を使った意見交換では、同じ属性よりも他部門
の人同士でグループになるほうが効果的です。同じ部
署や似たような仕事をしている人同士では、似たよう
な議論になってしまいます。属性の異なる人同士でグ
ループを組み、意見交換をすると、「自分にとっては
あたり前だと思っていたことが、他部署の意見を聞い
て、違う考えややり方もあると気づいた」といったこ
とがよく起こります。
　研修のなかでは、学ぶテーマや演習の仕方に応じて
グループ編成を何回か変更すると、OJT指導員同士
のネットワークづくりにも役立ちます。

Column「OJT指導員研修でのグループ分け」




