
リ・カレント若手人材育成事業部が考える1~3年目+OJT育成体系

対象 １年目 2年目 ３年目 OJT＆Dトレーナー OJT＆D上司

目指す人材像 全力行動メンバー 自責自走プレーヤー 発信完遂フォロワー 自立支援トレーナー 共育支援プロデューサー

自己成長

自己成長するために
経験学習を回す

経験学習を回して
成長を可視化する

経験学習を回して仕事の
再現性を高める

OJT＆Dを通じての
自身の成長・目標を描く

自身とともに組織を
成長させる

自己内省する 成長を言語化する 成功体験を言語化する 自身の価値観を言語化する 組織のあるべき姿を描く

フィードバックを取りに行く メンタルタフネスを高める キャリアビジョンを描く
OJT＆Dを通じて得たいもの
与えたいものを言語化する

組織の目標を達成するために
自身のあるべき姿を考える

仕事の
スタンス

仕事を自ら取りに行く 仕事を自ら推進する 仕事を自ら作り出す 働きがいを伝える 仕事をアサインする

情報整理
（5W2H思考）

業務改善
(Small Why思考）

問題発見解決
（Big Why思考）

自身のやりがいを言語化する 仕事への期待を伝える

段取り
（1つのタスク分解）

段取り
（ゴールからの逆算）

段取り
（マルチタスク分解）

新人がやりがいを感じられるよ
う伴走する

報連相を受け
フィードバックする

周囲との
関係性

周囲に信頼される 周囲に働きかける 組織視点で働きかける
新人の成長のための

ハブとなる
部下の成長を支援する

ビジネスマナー習得
非言語力向上

与えられるより与える
協力を依頼する

組織貢献力を高める
フォロワーシップ

新人育成のための
巻き込み

挑戦を引き出す
心理的安全性

コミュニ
ケーション

適切に伝わる
コミュニケーション

業務を進める
コミュニケーション

意図を汲み取る
コミュニケーション

業務を教える・
問いを立て自走させる

部下にプラスの
ストロークをする

報連相ベーシック
（結論が先、悪情報早く）

報連相アドバンス
（PREP、改善提案）

アサーション
（win-winの実現）

ティーチング・コーチング 1on1ミーティング
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リ・カレント株式会社
若手人材開発事業部
2019年11月13日(水)実施

共育職場スクラムで新人の爆発的成長に火を点ける
～可能性探究型1～3年目＋OJT育成体系～

【ダイジェスト資料】

第346回 目からウロコのHRDセミナー



講師紹介
森 強士（もり つよし）
◼ リ・カレント株式会社 人材組織開発プロデュース事業部長

◼ 日本大学大学院 農学研究科卒
◼ 国内食品メーカー
人事にて新入社員の採用および育成(研修)に従事
開発にて自社製品のマーケティング・販促に従事
研究所にて成人病予防研究に従事(特許申請・論文投稿)
営業にて自社製品の販売およびB to Bに従事
新工場建設のプロジェクトに従事

◼ アルー株式会社
法人営業機能を担うHRコンサルティング部のマネジメントに従事
自社営業部門のマネジメント活動のかたわら企業のコンサルティングおよび研修の講師も務める

【研修実績】

大手国内系金融会社様(2年目社員向け ロジカルシンキング) 中堅地方銀行様(OJTトレーナー向け フォロー)

大手化学メーカー様(2年目社員向け ロジカルシンキング) 大手トラックメーカ様(新入社員向け 話し方・書き方)

大手製薬メーカー様(中堅社員向け リーダーシップ) 中堅製薬メーカー様(OJTトレーナー向け 指導力育成)
大手米菓メーカー様(新入社員向け 社会人の基本) 中堅加工食品メーカー様(3,4年目社員向け リーダーシップ)

大手建設会社様(1,2年目社員向け 仕事の進め方) 中堅建設会社様(OJTトレーナー向け 指導力育成)

大手外資系IT企業様(次世代リーダー向け チームビルディング) 中堅国内系IT企業様(新入社員向け 仕事の進め方)

中堅エネルギー系商社様(OJTトレーナー向け 指導力育成) 中堅電鉄系小売会社様(店長向け 研修設計のためのインタビュー)

大手資源開発会社様 大手運輸会社様(OJTトレーナー向け 指導力育成)

大手新聞社様(新入社員向け 社会人の基本) 大手アミューズメント会社様(中堅社員向け リーダーシップ)

大手国内食品問屋様(中堅向けコミュニケーション研修) 電鉄系小売り会社様(中堅向けロジカルシンキング研修) など

【資格】

高等学校教諭一種免許状(理科)、学芸員補、IRCA食品安全内部監査員、食品安全審査員補、

CTIジャパン コーチ養成講座全日程(基礎コース、応用コース)修了

【専門分野及び講師経験】

専門分野：リーダーシップ開発、管理職のマネジメント力強化、組織開発を多く担当

講師経験：年間50～60日登壇と育成体系のコンサルティングを年間複数社担当
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①若手の傾向と若手が育つOJT、
育成体系作りのポイントを理解する

②参加者同士の情報交換を通じて
育成体系作りのヒントを得る

③自社のあるべき若手育成体系を考える

本セミナーのねらい



若手育成への声（セミナー内より一部抜粋）
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【新人の良い面】
・正直で素直なため先輩の指示
を聞き入れる

・ハマると物凄く熱心に仕事に
取り組む

【新人へのお悩み】

・話している内容がズレることや話
のテンポが合わない事がある
・仕事で粘らない、70点に見える
出来の仕事をする

【OJT施策へのお悩み】
・OJT担当自身へのフォロー施策
は何を行えばよいか

・配属前研修と現場の育成を
どのように連動させるか

【OJTへのお悩み】
・OJT担当が自身の業務で多忙
のため新人を放置気味

・OJT担当者によって育成への
やる気が違う
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先輩たちとうまく
コミュニケーションが
取れないなぁ・・・

何のためにこの仕事
をしなければならな

いのだろう・・・

新人・若手社員

新人・若手社員の悩みは、
単発の研修施策では解決が難しい

1～3年目という若手期間のなかで、
いかに自身の仕事の喜びを見つけ、

心に火を灯す育成体系を作ることがポイント

合わせて現場での上司、OJTトレーナーが
若手の「あるべき姿」に共に描き育成する
“共育”ができるかに大きく左右される

1年目

2年目

3年目

OJT・OJT上司

必要なのは“育成体系”
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自社・若手のあるべき姿
企業として何を目指すか、若手の
「あるべき姿」はどんなものか

いまの若手の状況
「あるべき姿」の実現のために
いま何が足りないか、どんな能力を伸
ばすべきか

研修・OJT施策で
若手をサポート

理想といまの差分を埋める
ための育成体系を構築する

育成体系の作り方

「絵に描いた餅」育成
若手の「あるべき姿」は描けているが、
理想を語るだけで育成に活かされて
いない

「現場置き去り」育成
育成側と現場の双方で
若手育成の連帯が取れていない

「若手が迷子」育成
育成側が立てた「ありたい姿」を、
若手本人に伝えていない

理想の育成体系構築方法

NGな育成の例



リ・カレント若手育成事業部が考える【ポテンシャライト】の育成とは
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新入社員の持つ「ポテンシャル（無限の可能性）」を
業務伴走を通して一緒に発見・発揮すること

新入社員本人の能力開発・キャリア開発はもちろん
組織の多様性・創造性にもつながる

© 2019 Re-current Co.,Ltd.



リ・カレント若手育成事業部が考える【ポテンシャル】とは

© 2019 Re-current Co.,Ltd. 8

教育の目標とする領域（ブルームの目標分類学）より

■学習の3要素

Knowledge（知識）

Skill（技能）

Attitude（姿勢）

若手入社員は会得していない
→経験・内省による会得が必要

若手入社員が持っている
（入社動機・将来のビジョン）

↓
若手社員の担当業務では
紐づけ・発揮されにくい

新入社員にはまず、主体的な行動のための動機の言語化が重要

専門知識、一般知識、商品知識、業界知識など

ITスキル、思考・発想、プレゼンテーションなど

動機、モチベーション、想い、やる気、使命感など

トレーナーはOJT（現場経験）を通して言語化を支援



ポテンシャライトな状態とは
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STEP1

動力源／スイッチ／わくわくポイント
＝このためならがんばれる
を自分の中に見つけている

STEP２

見つけたポテンシャルを活用して、
周囲の人や組織に影響を与えている

あんな風に
わくわく仕事を

してもいいんだ！自分も〇〇の
領域だったら

自然に頑張れるかも

色々やってみたけど、
自分はここに
わくわくする！



【背景】変化する社会・時代・外部環境
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Volatility （変動性：不安定で変化が激しい）

Uncertainty （不確実性：先が読めず予測がつかない）

Complexity （複雑性：多数の理解困難な原因、抑制因子が絡み合っている）

Ambiguity （曖昧性：出来事の因果関係がまったく不明瞭）

【VUCA】
元々は、1990年代にアメリカの陸軍士官学校等で用いられ始めた軍事用語であり、
2010年代にはいり、世界の経済界においても認知し始めた

経済も、企業組織も、一人ひとりのキャリアも
「予測不可能な時代」になっている

© 2019 Re-current Co.,Ltd.



【背景】これからの時代におけるパラダイムシフト
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経験の無価値化1
環境がどんどん変化していくゆえに「経験豊富」が有効にはなり得ない。
過去に蓄積した経験に依存し続けるのではなく、新しい環境から
柔軟に学び続けることが重要。

予測の無価値化２

最適化の無価値化３

社会がより不安定で不確実になるゆえに「予測の価値」が減損していく。
綿密な計画を長時間かけて立ててそれを実直に実行することより、
まず試してみて、結果を見ながら微修正を繰り返していくことが重要。

環境が連続的に変化し続けるゆえに「最適化」が次の瞬間に「時代遅れ」に
なり得る。このような時代においてはスピーディーな最適化よりもしなやかな
適合という「柔軟性の度合い」が重要。
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若手社員のポテンシャル発揮のポイント
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ポテンシャルが
引き出されている

新入社員が成長できるどうかは、OJTの関わり次第！

デジタル化
デジタルデバイスが生活に
浸透し、コミュニケーションの
中心がSNSに移る
直接・対面のコミュニケーション
経験は減少

多様化
異なるバックグラウンドを持った
人と共に暮らし働くことが当たり
前になる。「考え方が違う」前提
のもと、関係性の深化に踏み込
みにくい

不確実化
価値観や状況・市場が目まぐるし
く変動する世界へと変化。「確実・
安定」が失われた世界で、高い情
報感度が求められる

新入社員・若手社員の生まれ育った背景変化

ヨコ型人間関係適応
フラットな関係性の中で

力を発揮する

個性尊重
ひとりひとりの違いを認め、

強みに焦点を当てる

意味価値重視
「なぜその仕事をするのか」
「なぜその手段で行うのか」

つきつめて考える

ポテンシャルが
埋もれている

タテ型人間関係苦手
上下関係が強い中では
上手くコミュニケーションが
取れない

平均的扱い反発
「ひとくくり」にされることに
強く反発する

既存手法押し付け
「今までこの方法でやってきたから」
では納得できない



これまでの育成との違い1/2
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これまで(予測可能な時代)の育成 これから(予測不可能な時代の)の育成

育成ゴールは

若手社員は

決められた業務を遂行する組織の一員
指示をキッチリこなして徐々に成長

指示内容が「できない」から「できる」へ

均質レベルに整った状態

育成ゴールは

若手社員は

無限のポテンシャルを持った個性
指示＋αのチャレンジを通して飛び級的に成長

指示がなくても「やりたい」に挑戦して

特異なレベルに化けた状態

育成者 新人

業務指導・指示

報・連・相

育成者 若手

共育

自己決定勇気づけ
内省・承認

報・連・相

関係性は

上司と部下・先輩と後輩
(タテの関係)

関係性は

プロとして共に挑戦する伴走者
(ヨコの関係)

© 2019 Re-current Co.,Ltd.



これまでの育成との違い2/2
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これまでの育成

◼ 1年後の理想像
（＝一人前・即戦力）
• ●●ができている
• ●●になっている

◼ 現状・配属前
• ●●ができていない
• ●●になっていない

←このGAPを埋めるための育成
• なにができていないのか
• なにが足りていないのか

◼ 1年後の理想像
（＝ポテンシャライト）
• ポテンシャルを感じられている
• ポテンシャルが発揮されている

◼ 現状・配属前
• ポテンシャルを感じていない
• ポテンシャルを発揮できていない

←ポテンシャルに気づき発揮するための育成
• なにがポテンシャルなのか
• どうすれば見つけ・気づけるのか

これからの育成

課題解決型
（課題がある前提）

可能性追求型
（可能性がある前提）
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育成体系をデザインする：3つのデザイン
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成長のデザイン1
育成期間のなかで何ができるようになり、どのような考え方をするようになるか
具体的な成長イメージを考え、共通認識とする

経験のデザイン２

関わりのデザイン３

上記の成長をするために、業務のなかでどのような経験をすることが必要で
望ましいかを考え、計画的に仕事の依頼やチャレンジの促進をする

上記の経験を成長につなげるために、職場の人にどのように関わってもらう
ことが必要で望ましいかを考え、計画的に業務支援や内省支援・精神支援
を実行する
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【再掲】リ・カレント若手人材育成事業部が考える1~3年目+OJT育成体系

対象 １年目 2年目 ３年目 OJT＆Dトレーナー OJT＆D上司

目指す人材像 全力行動メンバー 自責自走プレーヤー 発信完遂フォロワー 自立支援トレーナー 共育支援プロデューサー

自己成長

自己成長するために
経験学習を回す

経験学習を回して
成長を可視化する

経験学習を回して仕事の
再現性を高める

OJT＆Dを通じての
自身の成長・目標を描く

自身とともに組織を
成長させる

自己内省する 成長を言語化する 成功体験を言語化する 自身の価値観を言語化する 組織のあるべき姿を描く

フィードバックを取りに行く メンタルタフネスを高める キャリアビジョンを描く
OJT＆Dを通じて得たいもの
与えたいものを言語化する

組織の目標を達成するために
自身のあるべき姿を考える

仕事の
スタンス

仕事を自ら取りに行く 仕事を自ら推進する 仕事を自ら作り出す 働きがいを伝える 仕事をアサインする

情報整理
（5W2H思考）

業務改善
(Small Why思考）

問題発見解決
（Big Why思考）

自身のやりがいを言語化する 仕事への期待を伝える

段取り
（1つのタスク分解）

段取り
（ゴールからの逆算）

段取り
（マルチタスク分解）

新人がやりがいを感じられるよ
う伴走する

報連相を受け
フィードバックする

周囲との
関係性

周囲に信頼される 周囲に働きかける 組織視点で働きかける
新人の成長のための

ハブとなる
部下の成長を支援する

ビジネスマナー習得
非言語力向上

与えられるより与える
協力を依頼する

組織貢献力を高める
フォロワーシップ

新人育成のための
巻き込み

挑戦を引き出す
心理的安全性

コミュニ
ケーション

適切に伝わる
コミュニケーション

業務を進める
コミュニケーション

意図を汲み取る
コミュニケーション

業務を教える・
問いを立て自走させる

部下にプラスの
ストロークをする

報連相ベーシック
（結論が先、悪情報早く）

報連相アドバンス
（PREP、改善提案）

アサーション
（win-winの実現）

ティーチング・コーチング 1on1ミーティング
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1年目

1-3年目＋OJT成長デザインワークシート

© 2018 Re-current Co.,Ltd. 

目指す像(本人たちがイメージのつく言葉、キャッチ)

(

職場OJT(風土・しくみ)

行動要件(具体的にどのような状態)

OJT担当者

成長像(どのような成長を期待するか・キャッチ）

行動要件(具体的にどのような状態)

1年目育成方針(1年目に伝えてほしいこと)

OJTに際して必要な力・課題

3年目

目指す像(本人たちがイメージのつく言葉、キャッチ)

行動要件(具体的にどのような状態)

OJT・新人支援の体制、OJT選出、依頼者など

育成支援施策(OJT・Off-JT・同期ネットワーク・社内行事）

コンテンツ
仕掛け
テイスト

施策検討に際する問い

時期
項目

メッセージ

学習項目

職場連携

・その施策は目指す像の実現
にリンクしていますか

・学習項目(施策で持ちかえっ
てもらうこと)は明確ですか

・目的実現に向けたほかに最
適な手段(研修・ワークショッ
プ・ITツール)はありますか

・コンテンツやインストラクション
は参加者の特徴・課題にあっ
ていますか

・職場の上司への事前周知
や事前事後面談の設定など
巻き込みはできていますか

育成支援施策(仕組み・Off-JT・ネットワーク）

育成支援施策
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