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　４月に新卒で入社した新人は、早くて４月中、研修

が長い業界や職種でも夏から秋くらいには各職場に配

属され、OJTが本格的にスタートします。OJT指導

員に対しては、OJTが始まる時期に「OJT指導員向

け研修」を開催し、OJTに対する心構えや新人との

接し方の具体的ノウハウを教えます。それとあわせて、

OJTが数カ月経過したころに、「OJT指導員向けフォ

ローアップ研修」を実施することも重要です。

　OJT 指導員向け研修では、OJT への取り組み方、

心構え、接し方などをディスカッションやロールプレ

イで体験的に学ぶものの、OJTが本格的にスタート

していない時期での研修は、どうしても、「想像」に

基づいた理解にならざるを得ない部分があります。そ

のため、OJTがスタートしてみると、研修で勉強し

たとおりにいかないことや、研修でも出てこなかった

さまざまな事象・事態に直面し、「これはどうすれば

いいのだろう？」と悩むことも増えてきます。自分な

りに考えて日々起こる問題に対処していても、「本当

にこの方法でよいのだろうか」、「他の部署ではどう対

応しているのだろう」と疑問もわいてきます。

　試行錯誤しているOJT指導員にとって、いったん

立ち止まってOJT指導を振り返る時間が必要です。

前号で紹介した、定期的に行うOJT指導員ミーティ

ングやOJT期間中に１～２回程度行うアンケート、

人事部との面談もその振り返りに一役買いますが、き

ちんとした研修のスタイルで振り返りをすることも大

切です。

　今回は、OJT指導員向けフォローアップ研修の内

容について、私がこれまで見聞きした例も交えて解説

していきます。

OJT 指導員向けフォローアップ研修

■開催時期とそこでの振り返り項目
　OJT指導員向けフォローアップ研修を開催する時

期としては、OJT開始から半年程度経ってからが一

般的です。４月に配属されていれば10月ごろ、７月

に配属されるのであれば翌年１月ごろといった具合い

です。OJT期間が翌年３月末までという場合だけで
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はなく、入社２～３年目までOJT指導員制度が続く

場合でも、配属半年後に最初の振り返りを行うとよい

でしょう。

　OJT指導員フォローアップ研修では、図表１のよう

な項目を扱います。

　「これまでのOJTの振り返り」では、４人ぐらいの

グループに分かれ、これまでにやってきたこととその

成果やできなかったこと、いま困っていることなどに

ついて話し合い、情報交換をします。自部署の取り組

み事例を披露することで、他者にとってはいいヒント

になることもあります。

　あるフォローアップ研修で、１人のOJT指導員が

こう話しました。

　「うちの部署では、課長の発案で毎週金曜日に30

分の振り返り時間を設けて、新人と１対１で話してい

ます。４月の配属から７月くらいまでは面談で、『今

週はどんな仕事をした？』、『今週新しく取り組んだこ

とは？』、『今週成長できたと思うことは？』とたずね

ていました。配属から４カ月ほど経った８月ごろから

は、『来週は何をする予定？』、『来週取り組みたいこ

とは？』、『来週新しく身につけたいことは？』といっ

たように質問を変えました。過去を問うのを止め、先

のことを中心にたずねるようにしたのです。

　それまでは新人は、『今週、何をしたの？』と聞か

れてはじめて、その週の振り返りができるというよう

なところがあったのですが、『来週は何をする予定？』

と聞くことで、本人が翌週の仕事に対して自覚的にな

らざるを得なくなりました。振り返りの質問を変えた

ことで、受身な印象だった新人が、少し主体的になっ

た気がします」

　この事例を紹介した方は、「大した取り組みもして

いないのですが」と前置きをしていましたが、聞いて

いる側にしてみれば、「質問の仕方を工夫するという

手があったか！」と、気づきが得られる体験だったよ

うです。

　「配属直後は、自分がしてきたことを理解できてい

るか確認するための “過去をたずねる” 質問が多く、

ある程度時間が経過してからは、“未来をたずねる”

質問に切り替えていった。振り返りはもう自分ででき

るようになっただろうから、自分で今度やることに自

覚的になってほしいという意味で、“未来をたずねる”

質問を多用するようにした」、つまり「過去質問から

未来質問に移行すると、新人の自律を促しやすい」と

いった “教訓” を導くこともできる事例です。

■困っていることを話し合う
　いま困っていること、問題点などについても話して

みれば、だれかが解決策のヒントをもっていたり、似

た事象を経験した人が解決策を教えてくれたりするこ

ともあります。

　以前、こんな例がありました。「新入社員の言葉遣

いが、気がゆるむとつい “タメ口” みたいになってし

まうのです。この間も、上司に向かってラフな言葉を

使って話していたのですが、どう注意すればいいで

しょう」

　よくあるこういう悩みに対して、いろいろな意見が

出てきました。

　「そのつど、注意しているのですか？」

　�「いいえ、上司もいるところで叱るのはよくないか

なと思って。叱るのは人前じゃなくて、１人のとき

にというじゃないですか」

　�「でも、明らかに失礼な言葉を使っていたら、その

場ですぐ、『いまの言葉遣い、おかしいよ』と指摘

してあげないと、本人も自覚できないんじゃないで

すか？」

　「たしかに、そうですよねぇ」

　�「ボクの新人もちょっと言葉遣いがおかしいところ

があって、どうしたかというと、全部マネしてみた

んです。そしたら、直りましたよ（笑）」

　「どうやってマネしたんですか？」

図表 1　OJT 指導員フォローアップ研修（例）

扱う内容

午前
１�．これまでのOJTの振り返り（できたこととでき
なかったこと、できたことの「教訓化」、できなかっ
たことの解決策の議論）

午後

２．「目標」や「指導計画」などの見直し
３�．OJTに役立つノウハウの学習（コーチング、
フィードバック方法など）
４．残りのOJT期間で取り組むこと
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「傾聴の演習」を入れてみると、かなりの人が「最後

まで聞いていられない」、「自分の考えを伝えてしまう」

という状態に陥り、自分がいかにきちんと聞いてこな

かったかを実感します。傾聴することは、指導の基本

です。相手に考えさせたいと思うのであれば、考えを

まとめられるよう徹底的に聞く必要があるのです。こ

ういうことは、OJTの初期段階より、ある程度OJT

が進行してからのほうが心に残るもののようです。

■新人の成長チェックリストを作成する
　フォローアップ研修で、新人の「成長チェックリス

ト」を作成する場合もあります。これは、年度末（た

いていの場合３月末）までに、新人は「何がどの程度

できるようになっていることが望ましいか」をリスト

にしたものです（図表２）。

　こういったチェックリストを作成したら、新人との

面談の際に、現状できていることとできていないこと

を確認し合い、チェックできるようにします。場合に

よっては、そのつど、新人に経験させることや指導の

方法を見直していきます。そして、年度末に再度チェッ

クリストを相互に確認し、チェックがつく項目が増え

たかどうか確認するようにします。

　なお、この「成長チェックリスト」の内容と、新人

配属前に作成した「期待する人材像」などの内容が関

連づいていることも、大切なポイントです。

■これから取り組むことを考える
　フォローアップ研修の最後には、「これから取り組

　�「たとえば、『まじっすか』というから、『はい、まじっ

すよ』、『やべーな』に対しては、『何が、やべーの

かな？』と。何度もそのまま繰り返していたら、自

分の話し方がおかしいんだなと気づいたみたいで、

すっかり直りました」

　「それ、面白いですね。やってみようかな」

　問題解決の糸口は、往々にして他者との対話のなか

から生まれます。だれかに自分が抱える「困ったこと」

を伝え、それについて周囲があれやこれやと考えを述

べてくれる。それを聞いている自分も、またさらに考

える。こういうプロセスを経て、「こんなふうに考え

ればいいのか」、「こういう対処をすればいいのね」と、

問題の解決策を思いついていくのです。

　こういった情報共有を経てから、OJTの目標や指

導計画書の見直しをするのも効果的です。指導計画書

が現状と少しずつ合わなくなっている場合もあるの

で、翌日以降のOJT現場ですぐ活かせるよう、研修

の場で見直しをしてしまうわけです。

■新しい知識やスキルを学ぶ
　上記のようなOJTの振り返りのほかに、フォロー

アップ研修で新しい知識やスキルを学ぶこともできま

す。たとえば、相手のなかから答えを導き出すコーチ

ングは、この時期に学び、使い始めると有効です。配

属直後は、コーチングよりティーチングのほうが使用

頻度が高くなるので、コーチングのスキルを学ぶので

あれば、フォローアップ研修のタイミングがベターと

もいえます。

　新人の悩みを聞くための「傾聴と共感」の練習は、

フォローアップ研修でも行うとよいでしょう。OJT

指導員研修でロールプレイも含めて体験していても、

たった数時間の研修で傾聴が上手になっていることは

まれです。実際は、傾聴をするというより、「OJT指

導員のほうが新人より長く多く話している」というこ

とはよくあります。人の話を聞くのは本当に難しいこ

とです。落ち着いて最後まで丁寧に新人の話を聞き、

新人の気持ちを理解するというロールプレイをフォ

ローアップ研修で体験することは、とても有意義です。

　私のこれまでの経験では、OJT指導員研修で練習

していたとしても、フォローアップ研修であらためて

図表 2　新人の望ましい「成長チェックリスト」（例）

内容 ☑

１
全員の名前と顔が一致したか、周囲から名前と顔
を覚えてもらえたか

□

２ 議事録などの文章の直しが５カ所以内になったか □

３
取次ぎミスも言葉遣いの間違いもなく、電話応対
ができているか

□

４
部外から問い合わせがあった場合、「だれに回せば
よいか」を判断できるか

□

５
自分が担当している業務について、何も知らない
他者に簡潔に説明できるか

□

： ：

： ：
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むこと」を考えます。研修で棚卸ししたり、アドバイ

スを受けたりした内容を踏まえ、「残り〇カ月のOJT

期間で、具体的に何に取り組むか」を考えます。

　「今後の取り組み」には、「忘れかけていた基本をあ

らためて見直す」といったような、研修の振り返りの

なかで再確認できたことや、「いままでやっていなかっ

たことに新しく取り組んでみよう」といった、新たに

得た情報を活かした実践などが含まれます。

　前者は、「もう少し新人の話を丁寧に聞いてみよう」、

「注意するばかりだったが、もっと意図的に褒めてみ

よう」、「上司にOJTの進捗を細かく報告してこなかっ

たが、上司や周囲の社員にもっと関心をもってもらう

ため、OJTの状況をメールで配信するようにしよう」

などといったものがあたります。後者は、「他部署で

は新人を１人で客先に出しているというので、そろ

そろ私のところの新人にも客先訪問をさせてみよう」、

「これまで経験させていなかった、他部署との調整を

担当させてみよう」などといった内容になります。

新人向けのフォローアップ研修

　OJT指導員へのフォローアップ研修を行うのと同

時に、新人向けのフォローアップ研修も実施し、それ

ぞれの情報をこれからのOJT指導に活かしていく方

法もあります。その際、新人向けのフォローアップ研

修で扱う内容は以下のようなものがあります。

■配属から現在までの仕事の棚卸し
　いつ、だれとどういう仕事に従事してきたかを整理

し、そのうえで、どのような知識や技術を身につけた

か、仕事を通じてわかってきた自分の強みと弱みは何

かなどを振り返るとともに、新人同士で共有します。

これによって、がんばったなと思う発見もあれば、同

期と比べてまだまだ努力の余地があるかもしれないと

いう部分にも気づくことができます。

■うまくいっていることと、いっていないこと
　新人自身がOJTの指導を受けながら「うまくいっ

ていると感じていること」、「うまくいっていないと感

じていること」を話し合ってみます。そうすることで、

報連相や指示の受け方、仕事の仕方など、日々の自分

のあり方を、他者との対話で振り返ることができます。

なお、ここであがった内容は、個人名が特定されない

よう配慮をしたうえで、OJT指導員の研修でも紹介

するとよいでしょう。OJT指導員は、「新人はこんな

ふうに感じていたのか」と知ることができ、自らの指

導に活かすこともできます。

　たとえば、「指導員の方だけではなく、多くの先輩

がいろいろと教えてくださるので感謝しています」、

「他部署や社外の方に会わせていただけるので、刺激

もあるし、勉強になっています」などと書いてあれば、

OJT指導員は、何が有効なのか知ることができます。

　もし、「先輩方が忙しそうで、質問したくても声が

かけづらいのです。自分１人でずっと考えていても先

に進めず、つい時間を無駄にしてしまったことがあり

ます」と新人が言っていれば、「『いつまで悩んでいて

も仕方ないから、もっと積極的に質問すればいいのに』

と思っていたけれど、質問しづらいということがある

のだな」と、新人の気持ちが理解でき、「質問しやす

いムードづくり」を考えるきっかけにできます。

　OJT指導員制度は、第一に、新人の育成を目的と
していますが、一方で、OJT指導員の成長もめざす
ものです。そのため、上述したように、OJT指導員
向けのフォローアップ研修を開催するのと同時期に、
新人向けのフォローアップ研修を開催することには意
味があります。
　新人向けのフォローアップ研修を行ってから、

OJT指導員向けのフォローアップ研修を行うという
順にすれば、より連携がとれるでしょう。なお、
OJT指導員フォローアップ研修で「新人への伝えた
いこと」を集める企業もあります。その場合は、新人
には後日、文書でフィードバックすることになります
が、OJT指導員の名前は伏せて、「先輩たちが感じて
いること」として、全新人に共有するとよいでしょう。

Column「新人のフォローアップと連動させる」




