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本研修のねらい

これから育成担当者として、後輩社員との接し方を含め、人材育成力を高めることを
目的とした研修です。「OJTの役割とは何か」「後輩社員と接するスタンス」「後輩社員
の育成の要点」「効果的な指導方法」「周囲の巻き込み方」などを理解します。
また、後輩社員を指導することは、キャリア形成の上で大切な機会です。これを機に
人材育成の手法を理解しましょう。

① OJTの有効性や、OJTとは何かを学びます。

② 育成担当者として後輩社員への接し方を理解します。

③ OJTの指導方法を学び、職場で後輩社員を指導できるようにします。

④ 後輩社員の指導に必要な内省を促すスキルを学びます。

⑤ 育成担当者本人だけでなく、周囲も巻き込んで後輩社員を指導で
きるように準備します。

なぜ、本研修が必要か

本研修のゴール

研修を有意義な時間にするために

章・ページのポイントを示しています。
おおよその内容をつかんでください。

研修・章のゴールを示しています。

理解を促進するための補足を示して
います。参考にしてください。

研修の理解を深めるためのコラムを
示しています。参考にしてください。

演習を示しています。個人演習や
グループワークで理解を深めます。

研修で学んだことを実行に移す方法
を示しています。

研修・章のまとめを示しています。学
んだことを再度整理しましょう。

マークの説明

講師からのアドバイスです。

① 研修は仕事です。一人ひとりが研修のゴールに到達できるように、積極的に参加
してください。

② グループ共有などはできる限り発言し、理解を深めるようにしてください。

③ 分からないことは講師に質問して、疑問を残さないようにしてください。

④ 気分が悪い・空調が強い・スクリーンが見えにくいなどありましたら、講師・事務局
まで伝えてください。

⑤ 携帯電話は、電源をオフにするかマナーモードにしてください。

⑥ ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話などの使用は遠慮してくださ
い。



©2015‐ Growthen Partner Inc. All rights reserved. 5

本研修の全体像

この研修の全体像

指導方法を具体的に理解するため、また、皆さんの不安が解消できるように、本研
修では下記の流れで、OJTの基本を総合的に学んでいきます。

OJTにおける不安の解消

項目 解消できる不安・回避できる問題

OJTの必要性
• OJTの必要性を理解できず、後輩社員を放置してしまう問題の回避

• OJTのメリットを理解できず、やらされ感で育成担当者になる問題の回避

後輩社員と
接するスタンス

• 後輩社員とどう接すればよいのか分からないという不安の解消

• 自分が教える知識がないという不安の解消

5つのOJTスキル

• 後輩社員と仲良くなれるのかという不安の解消

• 後輩社員と相性が合わなかったらどうしようという不安の解消

• 指導方法が分からないという不安の解消

• 教え方を習っていない・分からないという不安の解消

• しっかり叱ったり、褒めたりできるかという不安の解消

周囲の巻き込み
• 忙し過ぎて手が回らないという不安の解消

• 育成担当者のみに負荷がかかるという問題の解消

本研修は、下記のような構成で進めていきます。

① OJTの必要性では、OJTとは何か、OJTを取り巻く環境、育成担当者になることのメリットな
どを学びます。

② 後輩社員と接するスタンスでは、どのように後輩社員に接すればよいかを理解します。

③ 5つのOJTスキルでは、関係構
築・目標設定・ティーチング・
フィードバック・リフレクションの
基本スキルを習得します。自信
をもって後輩指導ができる状態
を目指します。

④ 最後に、周囲の巻き込みでは、
周囲を巻き込みながらOJTを進
める準備をします。

本研修は、下記のような不安を解消したり、起きうる問題を回避したりすることも目的に進め
ていきます。
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5つのOJTスキル

OJTのコツを5つのポイントにまとめました。この5つのポイントを実践することで、
OJTを円滑に行うことができます。

① 関係構築
スキル

後輩社員との人間関係を築くスキルです。どんなに業務遂行力や指
導スキルが高くとも、人間関係が構築できていないと、スムーズな
OJTは難しいため、OJT成功のためには欠かせないスキルです。

②目標設定
スキル

OJTは長期間にわたる関わりのため、成り行き任せで進めていると、
方向性を見失ってしまいがちです。お互いが共通のゴールに向かっ
ていくためには目標設定が大切です。

③ ティーチング
スキル

後輩社員にとって、仕事は初めて体験することの組み合わせです。
仕事を早く、的確にできるようになってもらうためには、わかりやすく
教えるスキルが必要となります。

④ フィードバック
スキル

⑤ リフレクション
スキル

5つのOJTスキル

OJTスキルについて、後輩社員との関係構築やフィードバックの方法というソフト面や、目標
設定スキルやティーチング（教え方）の指導方法の面のスキルを学びます。また、後輩社員が
自律的に成長ができるように、リフレクション（内省）も身につけてもらえるようにします。
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ティーチング ①5つのステップ

次に、後輩社員への指導について学びます。下記のステップに基づいて、職場で指
導してみましょう。

ティーチングの5ステップ

【Step1：概要説明】 概要を伝える

何のためにその仕事があるのか、目的と意義を伝える。

 その仕事の全体像を伝える。特に前後の仕事との関連性を伝える。

 それまでの経験や知識を確認し、現在地を把握する。

【Step2：やってみせる・言って聞かせる】 何をするのか具体的に示す

（皆さんが具体的なモデルとなる）

主なステップを一つずつ説明しながら、まずはやってみせる。

理解したか確認しながら進める。必要であればメモを取るよう促す。

仕事のクロージング側（業務の後工程）から教えると理解が早い。

【Step3：させてみる】 やらせてみて、やっている姿を観察する

やらせてみて、期待値どおりの行動ができるか確認する。

見守るという気持ちで、観察する。

人を育てるうえで、有名な山本五十六（やまもと いそろく）の言葉があります。

「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ」

「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず」

「やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず」

すべてに共通していることは、「相手への尊重」です。

後輩社員と接するときは、彼らへの尊重を忘れないようにして接してください。
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ティーチング ③修正アドバイス

期待どおりの行動がとれない理由と指導ポイント

期待どおりの行動がとれない理由は、下記の3つのギャップが生じるからです。指導のポイン
トは、このギャップを埋めながら、本人に理解不足やスキル不足を認識させることです。

上記の3つのギャップを埋めるために、具体的に下記の3つのステップで修正アドバイスをして
ください。

修正アドバイスの流れ

期待どおりの行動が取れていない場合は、その場で、修正アドバイスすることが大切です。

後輩社員が認識している期待値を確認します。具体的には、「この仕事のゴールイメージ
は湧いている？」というような聞き方をします。

次に、後輩社員が段取りを理解しているかを確認します。具体的には、「どのような段取
りで進めようとしているの？」というような聞き方をします。

前提

Step1

期待値が合っていない
ゴールイメージが
湧いていない

段取りや進め方が
分からない

上記の3つのギャップのどこに問題があるかをしっかり把握してから、修正アドバイス
をすることが大切です。まずは、尋ねて聴くことからスタートです。

Step2
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フィードバック ②手順と確認点

フィードバックの手順

まず、フィードバックする前に自分の行動について、次の点を反省してみましょう。

□ 指示は適切だったか、理解度を確認したか

□ 無理なことを要求しなかったか

□ 適切な指導・フォローをしていたか

もしかしたら、フィードバックする状況や原因を作ったのは、自分かもしれません。自分に原因
があるにもかかわらず、フィードバックしてしまっては、後輩社員は聞く耳を持たなくなってしまう
かもしれません。フィードバックする前に、「尋ねて」みることにより、自分が冷静になったり、後
輩社員の言動の理由を把握できたりすることがあります。

フィードバックの前に確認すること

人には自己防衛本能がある

人には「自分を守りたい」という自己防衛本能があります。それは、生きるために必
要な本能です。この自己防衛本能を作動させてしまうと、「私のせいではない（防
御）」「心を閉じる（遮断）」「逆切れする（攻撃）」などの行動を引き起こしてしまいます。

後輩社員が自己防衛本能を働かせないように「客観的に」「冷静に」「相手の心に響く
ように」話をすることが大切です。話すスピードやトーンは遅め・落ち着いてが良いで
しょう。

STEP1
情報を集める

以下の観点で情報を収集する

•具体的にどのような場面・状況だったのか？

•後輩社員の行動や言動は何か？

• どのような影響をもたらしたのか？何が問題だったのか？

STEP2
事実を伝える

できるだけ主観や感情を排除して、事実を起きているとおりに鏡のよ
うに伝える

【例】 先日のあなたの行動は、私には、 ～～という風に見えるけど、
どう思う？
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リフレクション ④OJTの危険信号

ここでは、OJTが失敗して、育成担当者と後輩社員の関係が悪くなったり、後輩社員
が会社を辞めたりするようなパターンを示しています。このような「危険信号」を察知
したら、早めに上司や人事部門に相談してください。

育成担当者側の問題

育成担当者が後輩社員の育成に失敗するパターンが2つあります。自分自身の癖を見極めて、
下記の【危険信号】を察知したら自己修正、または上司に相談してください。

自分自身の忙しさや、他の仕事を優先し、後輩社員を放置する。人材育成の方法が分からないというよ
り、人材育成の大切さを理解していないために、利己的行動に走り、後輩社員をあまり気に掛けない。

【危険信号】 後輩社員から相談を受けなくなる。他の社員に相談しているケースが増えた。

パターンⅠ：放任主義型

育成担当者が

後輩社員の多様性を理解せずに、自分と比較して、できる・できないを判断する。後輩社員が自分のイ
メージどおりに動かない・成長しないことに腹を立てて、段々後輩社員に辛くあたるようになる。

【危険信号】 後輩社員の行動・考え方にイライラしてきた。我慢ができなくなり、感情的に叱ることが増
えた。

パターンⅡ：自己比較型

後輩社員（特に新入社員）側の問題

後輩社員（特に新入社員）が職場や仕事に馴染めずに退職するパターンが2つあります。後
輩社員の行動・思考を見極めて、下記の【危険信号】を察知したら指導の修正をしてください。
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成長を促進
する関わり

説明 OJTをする上での役割

業務支援
業務に関する指導・アドバイスを
すること

内省支援
リフレクションを促し、客観的な意
見を述べ、本人に気づかせること

精神的支援
励ます、ほめるなど感情のケアを
行うこと

周囲の巻き込み①

周囲を巻き込んだ方が成長が早い!?

後輩社員の育成・指導は、育成担当者だけの役割・責任ではありません。後輩社員
の育成・指導を一人で抱え込むと、育成担当者本人のプレッシャーにもなりますし、
後輩社員の育成上、周囲を巻き込んだほうがよいという研究結果も出ています。ここ
では、周囲の巻き込みの方法について考えていきます。

『職場学習の探究 企業人の成長を考える実証研究』 中原淳他著によると下記のことがわ
かったそうです。

後輩社員の成長を促進する関わり

後輩社員の成長を促進する関わりには「業務支援」「内省支援」「精神的支援」の3種類がある
と言われています。
この3つの関わりを職場でうまく分担しながら、育成・指導を行うと負担を軽減しながら効果的
な指導・育成ができます。

OJTを促進する関わりには数多くの役割があります。育成担当者1名でやることには
限界があるので、職場のメンバーで役割分担をしながら進めてください。役割分担の
設計は、次ページにあります。



この度は、テキスト抜粋版をダウンロードいただきありがとうございます。
ご覧いただき、いかがでしたか。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

テキストの全ページ閲覧ご希望の場合は

ダウンロードいただいたテキストは抜粋版です。全ページも閲覧いただけます。下記よりお申込みくだ

さい。

https://www.growthen.co.jp/sample/

※フリーメールや個人でのお申し込み、同業他社様からのお申込みはお断りしております。

サービス詳細について知りたい

概要は、本資料の次ページを参照ください。詳細資料は下記よりダウンロードしてご覧ください。

https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf

研修内製化について知りたい・社内講師を育成したい

研修内製化、社内講師育成、人材育成などをテーマに、定期的にセミナーを開催しております。無料で

すので、お気軽にご参加ください。

https://www.growthen.co.jp/seminar/

モザイクのないテキストや講師用マニュアルを確認したい

モザイクなしのテキストや講師マニュアルについて、閲覧をご希望の場合は、オンラインミーティング

にてご紹介いたします。（オンラインにて30分程度）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

自社でどのように活用していけばいいのか相談をしたい

よくあるパターンは、①初回は弊社にて研修実施し（弊社講師を派遣）、研修の様子を録画 ②弊社研

修動画を参考に貴社にて研修実施、という流れです。

研修を実施される際に弊社がオブザーブすることも可能です（有料オプション）

また、現況や実現したいことなどを簡単にお伺いさせていただきながら、貴社にフィットした活用方法

についてご紹介することも可能です。（オンラインにて30分～60分）

こちらからお問い合わせください。

https://www.growthen.co.jp/inquiry/

購入したい・研修お役立ちツールを利用したい

サービスのご利用につきましては、下記より会員サイトにご登録いただき、ご注文頂く流れとなってお

ります。会員サイトからお見積書の作成も可能です。

http://customer.growthen.com/entry/

会員登録は無料で、研修お役立ちツールのダウンロードや、インストラクター養成講座、人事制度セミ

ナーなど全7本の動画を閲覧いただけます。

コンテンツ・テキスト購入以外では費用は発生いたしませんので、お気軽にご登録ください。

株式会社グローセンパートナー http://www.growthen.co.jp/

TEL: 03‐6215‐8717 E-mail: info@growthen.co.jp 

https://www.growthen.co.jp/sample/
https://www.growthen.co.jp/wp-content/uploads/docs/training_service_GrowthenPartner.pdf
https://www.growthen.co.jp/seminar/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
https://www.growthen.co.jp/inquiry/
http://customer.growthen.com/entry/
http://www.growthen.co.jp/
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リーズナブルな価格で効果的な内製化を短時間で実現する

30種類以上の研修コンテンツ。

テキスト・スライド・講師マニュアルなど

研修に必要なツールが揃っています。

新人から管理職まで
幅広く研修内製化1

社内の講師が効果的な研修を実施できるコンテンツサービスです

テキストや講師用マニュアルに沿って進め

るだけで、講師の経験や力量に関わらず、

効果の高い対話型研修が可能です。

やらされ感ない研修が
社内講師でも実施可能2

オンライン研修にも活用可能。社内講師向

けの動画・テキスト、弊社スタッフによる

無料フォローアップで内製化を支援します。

オンライン研修に対応、
内製化サポート充実3

┃研修ラインナップ

※全コンテンツ使用できる「使い放題プラン」もあります。
詳細はお問い合わせください。表示価格はすべて税抜価格です。

┃サービス料金（従量制プラン）

社内研修支援サービス

┃研修キット内容

101 給料と評価の基礎知識

102 ビジネスマナー

104 コミュニケーション（職場の人間関係を築く編）

105 コンプライアンス（法令遵守・ビジネスモラル編）

106 コミュニケーション（仕事の受け方・報連相編）

107 仕事の進め方（優先順位・PDCA編）

109 新入社員スキル定着研修（体験学習・主体性発揮編）

111 自分を守るメンタルヘルス（基礎知識・自己管理編）

112 新入社員フォローアップ（振り返り・マインドリセット編）

113 新入社員・若手社員の心の成長研修

201 OJT（後輩育成編）

202 ティーチング＆コーチング（後輩指導編）

203 プレゼンテーション（わかりやすい資料作成編）

204 被評価者研修（セルフマネジメント編）

206 プレゼンテーション（伝え方の技術編）

207 ファシリテーション（意見の引き出し・合意形成編）

210 ロジカルシンキング（基礎編）

301 若手社員研修（段取り力・コミュニケーション編）

303 リーダー研修（意思決定力強化編）

304 若手社員フォローアップ（レジリエンス強化編）

若手社員向け

新入社員向け

205 ロジカルシンキング（論理的思考・フレームワーク編）

208 財務会計基礎（財務諸表・PL編）

209 財務会計基礎（BS・CF編）

213 生産性の高い会議の進め方

216 企業経営論（基礎編）

302 中核社員研修（PDCA・組織コミュニケーション編）

401 労務管理（基礎知識・働き方改革対応編）

402 評価者研修（目標設定編）

403 評価者研修（評価・フィードバック編）

404 部下・職場を守るメンタルヘルス（メンタルヘルスマネジメント編)

405 パワハラ・セクハラ（基礎知識・パワハラ防止法と対策編)

406 コンプライアンス（コンプライアンスマネジメント編）

407 マネジメント（組織マネジメント編）

409 マネジメント（方針策定・イノベーション編）

411 目標管理マニュアル

420 マネジメント（方針策定・展開編）

423 マネジメント（PDCAサイクル編）

中堅社員向け

管理職向け

※2023年4月現在の情報です。

http://www.growthen.co.jp/



