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Point
1 2010 年に入社してくる大卒新入社員は、小学校入学と同時に「ゆとり教育」の中で育った「ゆ
とり社員」である。

2 彼らの指導に悩む現場の声は多い。彼らの考え方や特色を踏まえた、従来以上のきめこまかい指導
体制の確立が急がれる。

3 不況期とはいえ、入社後に自分の成長イメージが描けないと仕事への意欲や自律的な取り組みが育
たず、予期しない退職につながるリスクがある。

4 職場全体で新人を指導する風土を育てること、また経験の少ない若手が意見や考えを言える仕掛け
をつくることは、組織活性化の契機ともなり得る。

新入社員が職場を救う？！
小西明子（こにしあきこ）
人材開発部長

東レ（株）人事部で総合職採用、新入社員教育に長く従事するほか、総務部で役員秘書業務、（財）東レ科学
振興会で理科教育賞運営、勤労部で労務管理を担当。2009年6月から現職。

やっぱり気になる、新入社員

本稿のタイトルは実は「借り物」である。小社

の属するグループ企業広報紙の 4 月 30 日号に同

僚が寄稿したコラムのタイトルを拝借してきた。

そのコラムは同僚が産業カウンセラーとして某企

業の依頼を受け新入社員向けメンタルヘルスセミ

ナーへ出講した経験から、この不景気のなか入社

してくる新入社員を取り巻く職場環境の厳しさを

痛感するとともに、彼らのフレッシュな発想やア

イデアを引き出し、活かすことが職場の活性化の

鍵となるだろうことを、希望を込めて述べた短い

コラムである。

比較的地味なこのコラムが、とあるレポート検

索サイトの 5 月度アクセスランキング 78 位にラ

ンクインした。このサイトには 76,000 件余の経

済レポートが登録されており、その中で上位 100

位以内にランキングされるというのはそれほど頻

繁にあることではない。ちょうど発表時期が各社

とも新入社員の受け入れ時期に当たっていたこと

もあり、タイミング的にも読者の興味を引いたの

であろうか。

筆者は 1980 年代後半と 2000 年以降の 2回にわ

たり、合計 15 年間総合職を中心とした新卒採用

に携わってきた。その間には新卒採用競争が過熱

する時期や、逆に「新卒なんて要らない」という

空気が蔓延した時期もあった。新入社員を受け入

れる職場の状況も大きく変わってきて、彼らを育

成する余裕がないという声を聞くことも多い。そ

んななかでも、この時期にはこうしたコラムが世

間の目を引く。やはり彼らは気にかけられ、大事

にされているのか、という思いで、了承を得てタ

イトルを拝借した。

まるで「モンスター」扱いの「ゆとり世代」

とはいえ、昨今の新入社員は「ゆとり世代」と

呼ばれ、「コミュニケーション力が低い」「指示待
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ち」「打たれ弱い」「自己中心的」など、一般的に

は様々なマイナスイメージを持って語られること

が多い（図表 1）。若者をどちらかといえば否定

的に類型化する世代論は古今東西あるもの（ちな

みに筆者は「新人類世代」）だが、「ゆとり世代」

は時としてまるで「モンスター」扱いで、余りに

もひどいと思うこともしばしばある。ただ、採用

に携わる身としては配属先から伝わってくる新入

社員の評判に一喜一憂するものだが、そもそも採

用担当者まで情報が伝わってくるのは「どうも職

場への定着が悪い」「辞めたいと言っている」な

どマイナス情報が多い。残念ながら近年そうした

頻度は高くなっているように感じる。

最も多く耳にするのは「素直でおとなしい」

「自己主張がなく、物足りない」という声である。

このあたりは「指示待ち」「受身」という特徴が

出ているのかもしれない。かと思えば現場のマネ

ジメント層から「最近の若い社員は根拠のない自

信ばかりあって扱いにくい」という苦情を受けた

こともあった。若手社員と直接の接点を持つ立場

の人ではなく、見聞きする情報から受けた印象

だったようで、具体的な内容はあまり聞けなかっ

たが、これも「自分のやりたいことにこだわる」

「周辺業務は雑用に過ぎないと思っている」など

の特徴から来るのだろうか、などとついつい類型

化して考えてしまう。

当事者として採用に携わる身としては、「自己

主張がない」のも「自信満々」なのも育てにくい

としたら、どのような人物を採用すれば良いの

か？と悩むこともあったが、一歩引いて考えると、

新たに社会に飛び込んだ彼らが「不安」と「自負」

の両方を抱えていることは自然なことだ。「○○

世代」のレッテルを貼って「育てにくい」と嘆く

よりも、そんな彼らの能力をどう引き出すか、ど

のように組織と仕事にしっかり向き合わせるかに

前向きに取り組んでいくことが大切だ。

「来年はもっと人付き合いが良くて自立的で

放っておいても育つ優秀な新人が入ってくるだろ

う」という期待は、残念ながら裏切られる。「ゆ

とり世代」の入社は当分続くし、対面コミュニ

ケーション能力の低下を招いていると言われる携

帯・メール文化の蔓延は押しとどめようがない。

彼らが生まれ育った環境や、そこに起因する行動

や考え方の特徴、職業観を踏まえたうえで、彼ら

に合った育成方法を見つけていくしかないのだ。

自ら描いた成長イメージに縛られる新入社員

「ゆとり世代」育成の処方箋的な書籍は世の中

に数
あま

多
た

ある。対応方法を参考にしてみるのも良い

だろう。いずれも具体的な対処が分かりやすく書

かれており、書店の店頭で思い当たるポイントに

ついて立ち読みする程度で事足りる。

ただし、それを読んで実際に明日からやる気に

なれるかどうか。おそらく大半のマネジメント層

の目には、それはかなり手のかかる「過保護」な

指導に映るのではないか。

いわく、「急ぎの用件や相談事をメールで済ま

せようとする新人には、電話をかけてほしい案件

の場合はその都度はっきりその旨を伝えましょ

う」「指導・指示した事が理解できたかどうか、

言葉で聞いて確認しましょう」「仕事を指示した

時は、最初に着手すべきことや作業内容など、完

成に至る工程が理解できているか確認しましょ

う」など。正直な感想としては「子供じゃあるま

基礎的・体系的あるいは応用的学力・技能の修得が不十分
だが、それを自覚していない。 

マニュアル化された手続きで全てが上手くいく、正解が得られ
ると思っている。 

まわりから与えられることに慣れており、自発的に苦労して獲
得しようという意欲に欠ける。 

関心、興味の幅が狭く、自分の関心だけにこだわって、その他
は自分に関係のないことだとする。 

業務修得には周辺業務も含めた経験が重要だということが
分からない。周辺業務は雑用と思っている。 

対面コミュニケーションの習慣に欠け、直接対話、相互に議
論することの意味が分かっていない。 

打たれ弱く、些細な言葉や態度に落ち込む・切れる。 
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図表 1 ゆとり教育世代の特徴

出所：東レ経営研究所特別研究員　沖田浩のレポートより抜粋
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いし」「そんなに細かいところまで指示していた

ら、いつまで経っても自分で判断して取り組む姿

勢が身に付かないのではないか」といったところ

だろう。本当にこんな指導法が正しいのかという

迷いは捨てがたい。

それでも、従来の指導・育成スタイルを貫くこ

とのリスクを考えれば、迷いを捨てて取り組む必

要があると筆者は考える。新入社員育成で一番の

失敗は、定着せずに辞めてしまうことだ。一般的

に自己主張が下手でおとなしい彼らを、定着が中

途半端なままに放置しておくと、思わぬタイミン

グでしっぺ返しを食うことになる。

リクルート社の調査で、2010 年大学卒業予定

者の就職先を選ぶ基準で最も多く選択されたのは

「給与・福利厚生などの待遇が良い」、次いで「自

分がやりたい仕事ができる」であった（図表 2）。

ちなみに、「待遇」が「やりたい仕事」を上回っ

たのは調査開始以来初めてだそうだ。3 位に「雇

用が安定している」が入っているのも、就職活動

開始早々に大不況に見舞われた彼らの危機感を表

しているのだろう。

実際の就職活動では、彼らはそうした安定志向

の本音を隠して「自分はこういう仕事がやりたい」

「仕事を通じて自分を成長させたい」というス

トーリーを描いて面接に臨む。就職が厳しければ

厳しいほど「素のままの自分を認めてください」

とか「どんな仕事でも成長できると思います」と

いうおおらかなスタンスは通用しにくくなり、自

らの描いたストーリーに呪縛される学生が増える

ように筆者は感じていた。就職活動の中で過剰に

肥大化した「入社後の自分イメージ」は、会社に

入った後も多かれ少なかれ彼らを縛るのではない

かと思う。

本誌 5 月号「今どきの新入社員を受け入れる」

で、新人社員へのアンケート調査の結果、彼らは

「社会人としての基礎知識や仕事に必要な専門知

識の不足」や「仕事の優先順位づけや計画の立て

方」に悩んでいることを報告した。これらの項目

については「重点的に指導を受けている」と認識

しながらも、「判断に困っても周りが急がしそう

で聞ける人がいない」「相談できる同世代がいな

い」「自分の考えや意見が上手く伝わらない」と

0％ 

61.5給与・福利厚生などの待遇が良い 

自分がやりたい仕事ができる 

雇用が安定している 

社会や地域に貢献している 

企業戦略やビジョンが優れている 

職場に活気がある 

一緒に働きたいと思える従業員がいる 

自分を大きく成長させられる 

仕事もプライベートも充実させられる 

世の中に影響を与える仕事ができる 

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 

60.2

55.3

55.1

54.9

51.3

49.6

49.0

46.6

39.7

図表 2 2010 年大学卒業予定者の「企業選びで重視する点」

出所：大学生の就職プロセス意識調査（リクルートMP部）
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思っているのだ。入社後に「仕事を通じて成長す

る自分」をイメージしていた新入社員にはこれは

大きなギャップであろう。傍目には特段の問題な

く仕事を習得しているように見えても、周囲の上

司・先輩の、仕事に追われて余裕のない姿や、ぎ

すぎすして不機嫌な職場の様子を見せられて、

「やりたい仕事の実現に向けて成長していく自分

像」を描けないまま孤独感を深めていることもあ

るかもしれない。今はどちらを向いても不況で、

転職のチャンスにも恵まれないだろうから、「試

行錯誤するなかでやりがいを見つけてそのうち定

着してくれるだろう」という見方は甘い。大不況

のなか安定を求めて就職活動をした彼らは、転職

意向も一時期より低くなっているが、一方で「と

にかくどこかに決めなければ」という意識で深く

考えずに「合格した会社に入社する」という選択

をした者も多くなっているはず。入社前に思い描

いていたイメージと現実のギャップに「自分の選

択は間違っていたのでは？」と悩み始めるのも早

いのだ。対面コミュニケーションが苦手な彼らは、

そうした悩みを周囲に気づかれることもなくひそ

かに転職活動を始め、条件的には明らかに不利と

思える道を選択することも珍しくはない。

職場全体で新入社員を「巻き込む」仕掛けを

仮に転職という不幸な結果にはならないとして

も、漠然とした不安と不満を抱え、仕事への意欲

が育たないままだらだらと会社に居続けるのも、

本人と周囲にとってマイナスなことは言うまでも

ない。彼らに日々成長実感を持たせ、自律的に仕

事へ向かう姿勢を身につけさせて、しっかりと職

場に定着させて組織の将来を担う人材に育てるこ

とが必要だ。マネージャーなり指導役の先輩だけ

できめ細かく面倒をみるのは困難だろうから、こ

の機会に職場全員で新人の指導を分担する体制を

作りたい。新人と仕事上は直接の関係のない先輩

をメンター役としてつけ、悩みや不安を受け止め

るのも有効だろう。

「ゆとり社員」の育成法の一つとして「細かく

目標と達成に向けた工程を示し、達成できたとき

には具体的に褒める」というのがある。不安と自

負の間で揺れ動く新入社員には、「君は成長して

いるよ」「この仕事の先にはこういうチャンスが

あるよ」ということをしっかり伝える指導はこと

さら重要だが、考えてみればこれは仕事のマネジ

メントの基本だ。新入社員の育成をきっかけに職

場全体に目標の共有や「褒める風土」、またその

職場で「当たり前」とされる仕事の標準の明確化

が定着すれば、まさに新入社員が職場の救世主と

なる。

更に、「自己主張の弱い」新人のみならず若手

社員の心の中や抱えている問題を把握するために

は、それなりの仕掛けが必要ではないか。経験が

何よりモノをいう仕事の場では、専門知識や経験

に自信のない若手が会議などで意見や疑問を口に

するのは想像以上に心理的なハードルが高い。入

社式のトップ訓示で「君たちのフレッシュな発想

に期待する」というメッセージを受け取りながら、

現実の配属先では「10 年早い」という態度で発

言を封じられる経験が続けば、彼らは沈黙の中失

望を積み重ねていくことになる。昨今はゼロベー

スで仕事のやり方やビジネスの将来像を描き直そ

うという機会も多くなっていると思われるが、そ

うした機会に若手の意見が出てこないのは組織と

して損失だ。本誌 2009 年 6 月号で紹介した「質

問会議」などの手法が職位や経験の差を越えて真

の問題を共有するために有効かもしれない。小社

では質問会議の運営と活用についてアドバイスで

きるコーチを擁している。組織活性化のために是

非ご活用いただきたい。




