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Point
1 新入社員は「上司・先輩からの指示を理解すること」、「人前でうまく話すこと」について仕事上で
困っているが、入社後に十分な指導を受けていないと感じている。

2 ここ数年の新入社員の印象は、概して真面目で与えられた課題に真剣に取り組んでいるように見え
る。課題解決の過程では、一つ一つの行動の意味や正解を求める傾向が見られる。

3 新入社員を受け入れる職場は人が育ちにくい環境になりつつある。職場メンバー 一人当たりの仕
事量が増え、仕事が複雑化・属人化しているため、互いの進捗が見えづらい。更に、上司自身が人
の育成に携わった経験が乏しくなっている。

4 このような新入社員の特徴や職場の変化は、仕事場面においてある種のコミュニケーションギャッ
プを生んでいるのではないか。職場の現状を踏まえ、このギャップを埋める働きかけが期待される。
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1. 新入社員の悩みと職場の指導のギャップ

新入社員が職場の一員として新たに加わる季節

がやってきた。受け入れる職場ではどのように彼

らを理解し、関わっていけばよいのか。

弊社では、昨春入社した新入社員を対象に、職

場での指導や仕事に関する悩みなどについてアン

ケート調査を実施した。

それによると、入社後 1年で指導を受けてきた

こと（図表 1）は、「仕事の優先順位づけ（36.9 ％）」

「基礎知識・専門知識の習得（30.8 ％）」などが上

％ 

1  仕事を優先順位づけたり計画を立てたりすること 
2  社会人としての基礎知識や、仕事に必要な専門知識 
3  わからないことがあったとき適切な質問が出来ること 
4  報告連絡相談など先輩や上司と仕事上でのコミュニケーションを取ること 
5  上司・先輩からの指示を理解すること 
6  雑談や飲み会など仕事以外で、先輩や上司と良好な関係を築くこと 
7  自分の意思を人前で話すこと 
8  メールや文章をとおして自分の意思を伝えること 
9  その他 

36.9% 
30.8% 
9.2% 
9.2% 
6.2% 
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3.1% 
0.0% 
0.0%

重点的に指導を受けてきたこと（3つまで）（n＝22） 

出所：筆者作成

図表 1 重点的に指導を受けたこと
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位にある。また、仕事の上で困っていること

（図表 2）も「知識不足（38.0 ％）」、「優先順位づ

けの難しさ（22.0 ％）」などが主である。「知識習

得」と「優先順位づけ」に関するテーマが新人の

関心領域であることが分かる。

一方、「指示を理解すること」、「人前で上手く

話すこと」の 2項目については、仕事上で困って

いる新入社員が多いにもかかわらず（指示理解

14.7 ％、人前で話す 10.0 ％）、ほとんど指導を受

けていない（指示理解 6.2 ％、人前で話す 3.1 ％）。

彼らが仕事の上で困っていることが解消されて

いない様子が窺える。

更に、仕事の上で特に困っていることについて

グループ対話形式で詳細に語ってもらったとこ

ろ、「判断に困っても周りが忙しそうで聞ける人

がいない」、「周囲に相談できる同世代がいない」、

「自分の考えや意見がうまく伝わらない」といっ

た問題を抱える人が目立っていた。先の調査結果

と併せて考えると、周囲（特に上司や先輩）と関

わりながら問題解決を図ることに困難を感じてい

るのではないだろうか。

彼らが周囲と関わる様子を見る限り、組織とし

ての成果追求より、周囲との良好な関係を保つこ

とに注力しているように感じられる。「飲みにケー

ション」で上司や先輩に冗談は言えても、本気で

意見を闘わせることには戸惑いを覚える新入社員

は多いだろう。

新入社員研修では、グループワーク等を通じて、

互いの信頼関係を保ちながらも意見を出し合い、

成果を高めることへの動機づけやその方法につい

て学習するが、仕事の現場では、意見や利害の対

立は一層厳しくなる。

実務を通じて葛藤を乗り越え、したたかに周囲

と連携する力を付けることで、今どきの新入社員

の仕事力が花開くのではないか。

2. 「正解」を求める今どきの新入社員

ここ数年、研修やミーティングを通じて数社の

会社の新入社員に接してきたが、概して真面目な

印象を持つ。与えられた課題を器用にこなし、関

心を持ったことは率直に質問する。

彼らが課題解決をする過程に立ち会って感じる

のは、彼らが一つ一つの行動に意味や正解を求め

る傾向である。「その行動にはどのような意味が

あるのか」、「なぜそれをするのか」といった質問

が頻繁に起こる。

ただ、質問の前にその意味を自ら考え生み出そ

うとはしない。彼らの育ってきた環境では豊富な

情報や選択肢を与えられ、その中から最適解を選

ぶことには長けていても、選択肢を自ら作り出す

ことには慣れていないのかもしれない。

入社半年の社員を対象とした調査では、「仕事

の手順を細かく決めて欲しい」とする回答が増加

％ 

1  社会人としての基礎知識や、仕事に必要な専門知識が不足している 
2  仕事を優先順位づけたり計画を立てたりすることがうまくできない 
3  上司・先輩からの指示をうまく理解できないことがある 
4  自分の意思を人前でうまく話せない 
5  わからないことがあったとき、どうしてよいか分らない 
6  メールや文章をとおして自分の意思を的確に伝えることができない 
7  報告連絡相談など先輩や上司と仕事上でのコミュニケーションが適切に取れない 
8  仕事以外のことも含め、職場の人と良好な人間関係を築くことが難しい 
9  その他 
    困っていることは特にない 

38.0% 
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14.0% 
10.0% 
4.0% 
4.0% 
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2.0% 
2.0% 
2.0% 

 
 

仕事の上で最も困っていること（3つまで） （n=22） 
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出所：筆者作成

図表 2 新入社員が困っていること
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傾向にある（図表 3）。これまで彼らが過ごして

きた「与えられた選択肢から選ぶ環境」が、仕事

場面での「手順を示してほしい」との意識につな

がっているように見える。

3. 人が育ちにくい職場環境

一方でそんな新入社員を受け入れる職場は、人

が育ちにくい環境になりつつある。

長く続いた不況やリストラの影響で一人ひとり

の仕事量は増え、かつ複雑高度化・属人化し、互

いが何をしているか見えづらくなっている。皆が

忙しくなったことが、周囲に関心を払う余裕のな

い風土作りに拍車をかけている。

新入社員にとっては、職場に同期や年の近い先

輩が見当たらなくなり、見よう見まねで仕事を覚

えたり、仕事上のちょっとした質問や悩みを相談

したりといったことができにくくなった。

更には、上記のような職場環境で担当者時代を

過ごした人が上司の立場になってきている。自ら

も人に育てられたり、人の育成に携わったりした

経験の乏しい彼らが、今どきの新入社員と適切に

関わりながら育成することができるだろうか。

あるインターネット調査によれば、上司が部下

に対して感じる不満の上位は「報告、連絡、相

談をしない」、「言われたことしかしない」、一方、

上司に対して感じる不満は「指示が不明確」、

「指示がころころ変わる」などであったという

（図表 4）。

上司と部下の間に異なる不満が表れているが、

どちらか一方に問題があるというより、両者のコ

ミュニケーションギャップに起因した問題と考え

ることができる。

4. コミュニケーションギャップを埋める問いかけ

両者のコミュニケーションギャップを埋め、新

たな関係作りを進める一つのあり方として、「日

誌」を通じた問いかけの例を紹介する。

ある会社の新入社員研修では、毎日の経験から

学んだこと、得られた気づきを書きとめ、指導員

がそれに質問で返す「日誌」の交換を行っている。

そこで、新入社員が得た気づきを更に深掘りして

.
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出所：（財）社会経済生産性本部〔現（財）日本生産性本部〕

図表 3 「仕事の手順を細かく決めて欲しい」と回答する新入社員の割合 1

1  「第 18回 2008年度新入社員半年間の意識変化調査」「仕事の手順は細かいところまで決めておいて欲しい」との設問に対し、「そ
う思う」と回答した割合。

人材／人材育成の視点
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考えさせるような質問を投げかけると、彼らなり

に深く考え、答えを生み出そうとする。

このようなやり取りの経過とともに、「それっ

てどんな意味があるんですか」と私に質問してい

た新入社員が、問いを一旦自らに向け考えるよう

になる。

実は上記のプロセスには長い時間の共有は必ず

しも必要でない。「日誌」に質問で返すスタッフ

が新入社員と顔を合わせる時間は 1 日 20 分程度

とわずかである。

共有できる時間は短くても、彼らが学び感じた

こと（日誌に書いてきた言葉）を拾い上げ、意見

ではなく問いかけで返すことによって、彼らの思

考は深まっていく。

重要なのは、彼らへの問いかけを根気よく繰り

返しながら、それに対する彼らの考え、行動結果を

認めて反応を返すことである。このようなやり取

りが仕事を通じて自ら学ぶ習慣につながれば、いず

れ上司が細かく教えなくとも、自ら考え、行動し、

報告してくれるようにはなるのではないだろうか。

ただし、新入社員に問いかけるには、彼らが本

音で話せる信頼関係や本音のやり取りにふさわし

い場を日頃から作っておく必要がある。ある日突

然彼らに近づいて、「困ったら相談してよ」と言

ったところで、彼らは何も言ってこない。

日誌の例でも、最初の問いかけから答えてくる

人もいれば、3 回、4 回と空振りした後に答え始

める人もいる。そんな彼らの変化を感じ取り、日

誌を最初から読み返してみると、だんだんとやり

取りの距離が近づいていることに改めて気づくこ

とがある。そこに必要なのは時間ではなく、関係

の質であると実感している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上司が部下に対して感じる不満 
（n=100） 

部下が上司に対して感じる不満 
（n=100） 
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1 位 

2 位 

3 位 

4 位 

5 位 

6 位 

7 位 

8 位 

9 位 

10 位 

報告、連絡、相談をしない 

言われたことしかしない 

仕事が遅い（期日に間に合わない）  

仕事の基本能力が低い 

理解したのかどうかわからない  

マナーや言葉遣いが悪い 

ダラダラやって残業する 

成果を出せない 

時間中にさぼる 

指示に従わない 

指示が不明確 

ころころ変わる 

上（の人間）ばかり見ている  

仕事を公平に評価できない 

手柄を独り占め・横取りする  

感情的に怒ることが多い 

判断ミスが多い 

仕事を教えてくれない 

仕事を任せてくれない 

休みを取らせてくれない 

出所： C-NEWS編集部

図表 4 上司への不満と部下への不満

今どきの新入社員を受け入れる




