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　前回は、OJTの状況を知るための方法として、「指

導計画書」などの写しを集める、メーリングリストや

SNSを活用する、情報交換の場を設けるなどの方法を

紹介しました。今回は、人事部がOJT中の進行具合

いを把握したり、課題を発見したりするため、より現

場に踏み込む取り組みを紹介します。

アンケート・面談をOJTに役立てる

■OJT中にアンケートや面談を行う理由
　現場に踏み込む取り組みとして、さまざまな企業で

行われているのは、主に次の２つです。

①アンケート

②面談（ヒアリング）

　多くの企業では、アンケートや面談（ヒアリング）

はOJT期間の最後のほうに行います。これは、結果

を次年度以降に役立てることが目的です。今後のOJT

指導員制度の改革や、次年度のOJT指導員に対する

申し送りに役立てるといった使い方をすることが多い

ようです。

　一方、OJT期間中に行うアンケートや面談は、そ

の時点までのOJTを振り返り、そのあとのOJTにす

ぐに反映させるためのものです。OJT指導がよりよ

いものになるよう、アンケートや面談から判明したこ

と、把握できたことを、管理職やOJT指導員、新入

社員など、現場にフィードバックすることができます。

内容によっては、人事部が介入すべきかどうかの判断

も可能です。

　OJTがすべて終わってから、「じつは、こんな問題

がありました」と言われても、「ときすでに遅し」で、

何ら対応ができません。OJT期間中にアンケートや

面談を行い、人事部としてできることには、できるだ

け早く対応していくわけです。

■アンケートの対象者、回答から見えてくること
　アンケートをとる場合は、目的と対象者、内容と方

法を決めます。

　目的としては、「現状把握」、「課題発見と対処」が

あげられるでしょう。そのとき人事部は、自分たちが

できることを把握するために、また、現場にフィード
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バックすることで現場でも対応できることを見つけ出

すために、アンケート結果を活用します。

　対象者は、たいていの場合は３者です。新入社員、

OJT指導員、そして、彼ら／彼女らの上司である管

理職。内容は、一般的に、「OJTの状況」、「新人の成長」、

「組織のかかわり度合い」、「OJT指導員の成長」など

を聞くものとなります（図表）。

　管理職、OJT指導員、新人の３者へのアンケート

に同じ設問を入れておくと、回答からOJTの状況が

垣間見えてくることがあります。

　たとえば、「新人は組織に馴染めているか？」とい

う設問に対して、管理職とOJT指導員は「はい」と

回答しているのに対して、新人が「いいえ」と回答し

ていたら、３者の間には何らかの認識の違いがあるは

ずです。

　「新人の成長に役立つ仕事を与えられているか？」

という問いに、管理職とOJT指導員が「いいえ」で、

新人が「はい」と回答していれば、上司やOJT指導

員が思う「成長につながると思える仕事」と新人が思

う「成長できると思う仕事」には違いがある可能性が

あります。上司やOJT指導員は、「ぐんと成長させら

れるいいプロジェクトがなかなかないなぁ」と思って

いるかもしれませんが、新人にとってはどういう仕事

であっても、「成長に役に立つ仕事」だと感じている

かもしれないのです。

　一般的に、新人の成長度合いについては、上司や

OJT指導員のほうが高く評価し、新人自身は「成長

できていない」と回答することが多いようです。管理

職やOJT指導員が、「しっかり成長している」と温か

く見守っていても、新人は「自分は成長が遅い。周囲

に貢献できていない」などと、自分に対して厳しい評

価をしがちです。

　このようなとらえ方の違いの特徴がアンケートから

わかれば、人事部は管理職やOJT指導員に対して、「新

人は成長の実感がなかなかもてていないようです。周

囲から見ていて、新人が成長している部分をタイム

リーに、具体的にフィードバックすることが大事です」

と伝えることができます。

■選択設問と自由回答欄の活用方法
　アンケートはたいていの場合、オンラインで回答を

求めますが、パソコンなどが使えない環境の場合は紙

で集めます。オンラインの場合、「アンケート専用シ

ステム」などを使うと便利です。

　設問の回答欄は、集計のしやすさを考えれば、「は

い／いいえ」の２択か、「たしかにそう思う」、「そう

思う」、「どちらともいえない」、「そうは思わない」、

「まったくそうは思わない」といった５段階くらいか

ら選択してもらうのがよいでしょう。

　集計については、ただ選択肢を数値化しただけでは、

回答の「行間」が読み取れないこともあります。その

ため、アンケートには自由記述欄も設けておきます。

【OJT指導全般に関する設問（例）】
●�OJTの計画がきちんと立てられているか？

●�組織内で、OJTの進捗状況が共有されているか？

●�組織をあげて新人の成長支援にかかわっているか？

●�新人の指導方針は、組織内で共有されているか？

●�新人の成長に役立つ仕事を与えられているか？

● �OJTに関する問題が起こったとき、組織内で協力

的に解決しているか？

【新人に関する設問（例）】
●�組織に馴染めているか？

●�順調に成長しているか？

●�OJTの方針や方法について理解できているか？

●�基本的なビジネスマナーを身につけているか？

●�業務知識を覚えているか？

●�社内の人脈が広がっているか？

●�楽しく仕事をしているか？

【OJT指導員に関する設問（例）】
●�上司や周囲を巻き込みながら指導できているか？

●�新人とコミュニケーションを取れているか？

●�OJTで起こった課題を主体的に解決しているか？

●�指導員自身が成長できているか？

図表　アンケートの内容（例）
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すぐに活かしてもらうよう働きかけました。

　この企業では、このアンケート結果を翌年にも活

かしました。OJT指導員向けのガイドブックに、「上

司や周囲の先輩から新人に積極的に話しかけるこ

と」、「仕事以外の会話も交わすとよい」などと追記し、

OJT指導員向けのオリエンテーションでも、その点

を口頭で明確に伝えるようにしました。

■アンケート結果の制度改定・強化への活用
　このようにアンケートは、現場に即時にフィード

バックし、OJT指導に活かしてもらうことができます。

それだけでなく、人事部から経営層への報告資料とし

ても活用できます。

　アンケート結果から、「職場に人を育てる風土が根

づき始めたようだ」、「OJTは計画どおり順調に進んで

いる」、「OJT指導員制度によって、新人のみならず

OJT指導員の成長もみられるようになった」といった

ことを、経営層にレポートするのです。そうすること

で、OJT指導員制度に対する経営層の理解がより得ら

れるようになります。これは、次年度も制度を継続し、

社員の育成システムを強化するためにも必要なプロセ

スです。

　なお、アンケートはできるだけ毎年同じ設問で取り

続けるとよいでしょう。毎年の傾向がわかるととも

に、経年で回答が変化しているといったこともつかめ

ます。人事部にとっては、制度改定に役立てられる情

報にもなります。

アンケートを行う際の注意点と
面談を行うことの重要性

　ところで、アンケートをとる場合は、取扱いの仕方

を最初に明示しておかないと、本音を集めることはで

きません。

　ある企業で行ったアンケートでは、「匿名でかまい

ません。回答は集約し、現場へのフィードバックにも

使います。OJTをよりよいものにするために、率直

に回答してください」と伝えたものの、新人から戻っ

てきた回答のほとんどが、上司や先輩への気遣いがみ

られるものだったということです。

「OJTで困っていることはありますか？　具体的に記

入してください」、「OJTに関して、人事部にしてほ

しいことがあれば教えてください」などです。このよ

うな自由記述欄を設けることにより、困っていること

やリクエストが具体的に寄せられ、人事部が対応すべ

きことをみつける手助けとなります。

　以前、以下のような設問で、OJTの課題が浮き彫

りになったケースがありました。その年に入社したお

よそ200人の新入社員への設問で、「上司とのコミュ

ニケーションはうまく行っていますか？」を「はい

／いいえ」で選ばせたうえで、「どちらに回答しても、

具体的な理由を記載してください」と添えたところ、

興味深い結果が出ました。

　「上司とのコミュニケーションがうまくいっていま

すか？」という問いに対して、「はい」と答えた人は、

コメント欄に「仕事以外の話もできているので、安心

できる」、「仕事のことだけではなく、休日の過ごし方

や趣味などについても話すことがあるので、話しやす

い」といったことを書いていました。

　一方、「上司とのコミュニケーションや関係が良好

ではない」と答えた人の具体的なコメントとしては、

「仕事のことしか話すことがないため、関係が良好と

はいえない」、「もっと仕事以外の話もしてみたいと思

う」といった内容が多かったのです。

　このアンケート結果を見た人事部は、「新入社員は

OJT指導員だけでなく、その上の上司とも会話をし

たいと思っている。また、仕事のことだけではなく、

仕事以外のことについても話題にしたがっているよう

だ。職場の人間関係を構築していくためには、仕事以

外のことでも会話を促していく必要がある」と分析し

ました。

　この結果は、すぐに現場の管理職やOJT指導員に

フィードバックされました。「新人とは、ぜひ仕事以

外の話もしてください。新人から上司や先輩に話しか

けるのはなかなか難しいようです。上司や周囲の先輩

から積極的に声をかけるようにしてみてください。仕

事以外の話題を入れることで、新人は組織の仲間とし

て扱われた実感をもちますし、仕事上の会話も交わし

やすくなります」。こういった文書を出して、現場で
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　「OJTで困っていることはありますか？」という問

いに対して、「何もありません。上司や先輩はお忙し

いなか、何もわかっていない私に対して丁寧に教えて

くださっていて、感謝することばかりです」といった

答えばかりだったのです。

　全員がこういった回答をしてくると、本音かどうか

疑わしくなります。このときは、再度、人事部が現場

に出向き、新人に面談をすることとなりました。その

結果、新人には新人なりの悩みや不満があったという

ことが判明しました。

　面談では最初に、「ここで話した内容は、上司と

OJT指導員には話しません。人事が守秘義務を負い

ますので、制度充実のためにも、本当のところを教え

てください」と説明したうえで、突っ込んだ質問をし

たそうです。

　そうすると、「ふだんは丁寧に教えてくださるので

すが、OJT指導員の先輩が忙しい時期は、放置され

る傾向があります」、「OJT指導員の先輩はよく『自

分で考えてごらん』とおっしゃいます。私が考えるこ

とを重視してくれているのはありがたいのですが、考

えた末に相談にいくと、さらに『ふんふん、そこがわ

からないのね。で、自分ではどう思うの？』とまた質

問が返ってきます。わからないから聞いているのに、

そこにまた質問がきても、どうしたらいいかわからな

いんです」といった話が出てきました。

　アンケートの回答の行間には、新人の本音が隠れて

います。人事部が面談でヒアリングしていくと、OJT

の本当の状況がわかってくることがあります。

　新人の人数が多いと面談も大変になりますが、新人

を効果的に育てるため、OJT指導員制度をよりよい

ものにするためにも、アンケートに加えて、面談（フェ

イストゥフェイスでのヒアリング）を行うことは大事

です。

　なお、面談をする際は「どのような話をしたいの

か」をリストにして、事前に示しておくとよいでしょ

う。そうすれば、新人やOJT指導員は、人事部と話

したいことをじっくり考えてから、面談に臨むことが

できます。

　本文中でも、コミュニケーションに関する意識の差
について例をあげましたが、ほかにも、これまで見聞
きした「OJT指導員と新人の認識の違い」を表す具
体例をあげてみましょう。
　ある企業のアンケートでは、「OJTの目標やどうい
う計画で進んでいくのか」について、OJT指導員は
しっかり意識し、新人にも「伝えている」と回答して
いるのに、新人側は「説明を受けていない」、「OJT
のプロセスを理解していない」と回答していました。
　一般に、計画は立てた側のほうはしっかり頭に置い
ているものの、その計画に沿って動く側は、自分事に
なっていないケースが多いものです。OJT指導員が
１回説明したからといって、新人が常にOJTの目標
や計画を意識しているとは限りません。こういったア
ンケートの結果から、指導する側は、目標や計画を繰
り返し説明していく必要があることがわかります。
　OJT指導員から「周囲が協力をしてくれない」、「周
囲がOJTに無関心である」、「新人がなかなか育たな

い」、「新人を計画どおりに指導できない」などとネガ
ティブな回答があったとしても、必ずしも周囲や新人
が悪いとはいえないケースもあります。OJT指導員
を担当するということは、リーダーシップ（目標に向
かって他者に影響を与えることを指します）を身につ
ける機会でもあります。周囲に協力してもらえるよう
に自分から働きかけたり、新人が予定どおりに育たな
いなどの課題を認識しているのであれば、指導員自ら
が上司や人事部に相談し、解決方法を探ったりするこ
とも必要なはずです。
　気になる問題を放置したまま、アンケートに「周囲
が協力的ではない」、「新人が育たない」と回答してい
るだけだった場合は、このOJT指導員の行動自体に
上司や人事部からなんらかのアドバイスが必要だとい
うこともできます。アンケートや面談の結果は、さま
ざまな問題を浮かび上がらせてくれます。人事部は現場
からの回答をよくよく吟味し、OJT指導員制度をより
よいものにするよう役立てていきたいものです。

Column「アンケートや面談でわかる認識の差」




