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＜はじめに＞
2011 年度の新入社員研修は、東日本大震災の被

害がまだ人々の心に生々しい印象を残す中で行わ
れた。弊社の親会社である東レ（株）でも、被災
地ないし被災地域の学校出身の者が 10 名弱、幸
い 1 名も欠けることなく無事入社の日を迎えた
が、自宅や下宿が被災して入社前の帰省や荷物整
理がままならず、大変な思いをした新入社員もい
たようだ。4 月初旬のあの時点ではまだ語られる
ことはなかったが、直接間接の友人知人などを失
うなど、辛い体験をした人も恐らくあったことだ
ろう。

そんな中で始まった研修所での共同生活は、お
互いへのいたわりと気遣いの空気が感じられるも
のとなった。それまでの気ままな学生生活から社
会人への転換を図るべく、密度濃く組まれた研修
スケジュールは、彼らにとっては少なからずスト
レスフルなものであるはずで、通常は日を重ねる
につれて愚痴やわがままなどが出たり、羽目を外
してお目玉をくらう新入社員も出てくるものだが、
今年はそのようなことが少ないように感じた。こ
れもいわゆる「自粛ムード」の延長なのだろうか。

確かに被災地の厳しい生活状況が連日報道される
中で、研修所の共同生活の不自由さに文句を言う
ことは、はばかられる雰囲気もあったろう。

そういうわけで今年の新入社員は、少なくとも
研修中の過ごし方を見る限りではおとなしく、従
順な印象を受けたわけだが、震災の影響はそれだ
けではなかったと思っている。彼らが毎日を振り
返るためにつける研修日誌のところどころに、「今
の自分にできることをしよう」という主旨の記述
が見られたのだ。これは今年度の新入社員に特徴
的なことと言っていいだろう。震災以降、連日の
ようにメディアを通じて発信されてきたこのフ
レーズだが、入社後の彼らの身の処し方にも影響
を与えていることが感じられた。もし社会人とし
てのスタート地点に立つ彼らが、虚心坦懐に「今
の自分にできることは何か？」と自らに問い、で
きることをひとつひとつ積み重ねながらじっくり
と成長して行くことができたとしたら、これは一
過性のものにしたくない素晴らしいメッセージで
あり、震災が日本の若者の意識を変えたと言って
も良いのではなかろうか。

被災地では若い人たちが率先して動き、目覚ま
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しい働きをみせていると聞く。春休み中の学生たち
もすばやくボランティア活動に結集した。「彼らの
行動力には頭が下がる。日本の将来も捨てたもの
ではないと思った」と、被災地の大学の先生もしみ
じみと語っておられた。

こうした意識や行動の変化が、すべての若者に
もたらされたとは思わない。けれど震災後の日本を
支え、生き抜いていかねばならない彼らが誰より早
く意識を変えて新しい一歩を、踏み出したとしても
おかしくはないだろう。この激動の年に新社会人と

なった彼らが「できること」をひとつひとつ増やし
て、日本の復興を担える人材に育つための支援を、
受け入れる側としても性根を据えて取り組まねば
ならない。

＜今年度新入社員の特徴＞
自粛的なムードは、4 月下旬に弊社が行った、

グループ各社の新入社員を対象とした 3 日間の研
修（詳細カリキュラムは図表 1 のとおり）でも同
様であったと思う。研修中の行動面や、研修アン

時間 1 日目 2 日目 3 日目
7:30 7:30 〜 8:00　朝　食 7:30 〜 8:00　朝　食

8:00
8:20 〜　宿泊室清掃 8:20 〜　宿泊室清掃
8:40 〜 10:15
5．仕事の進め方と報連相

8:40 〜 10:30
11．文書作成の基本

9:00

10:00
10:15 〜 10:30　休　憩
10:30 〜 11:30
6．	会社のコストと仕事の質について
考える

10:30 〜 10:45　休　憩
10:45 〜 11:45
12．自己啓発目標と行動計画11:00

11:30 〜 12:30　昼　食
11:45 〜 12:30　昼　食

12:00

12:30 〜 14:00
7．人権について

12:30 〜 12:45　服装チェック
12:45 〜 15:45
13．三島工場・企業文化フロア見学13:00

13:30　開　講
13:30 〜 14:30
1．オリエンテーション・自己紹介　

14:00 14:00 〜 15:15
8．ビジネスマナー①
　		社会人としての言葉遣い14:30 〜 14:45　休　憩　

14:45 〜 15:30
2．東レグループの概況15:00

15:15 〜 15:25　休　憩
15:30 〜 15:40　休　憩　 15:25 〜 17:15

9．ビジネスマナー②
　		気配りのある電話応対

15:40 〜 16:25
3．安全について

15:45 〜 16:00　休　憩
16:00 16:00 〜 16:30　閉講、アンケート記入

16:25 〜 16:40　休　憩 16:30　解　散
16:40 〜 18:10
4．講演
　			「社会人としての心構え、マナーに
ついて」

17:00
17:15 〜 17:30　休　憩
17:30 〜 18:00
10．ビジネスマナー③　応対と訪問　

18:00 18:00 〜 18:45 夕　食
18:10 〜 18:30　移動・記念写真撮影
18:30 〜 19:00　チェックイン

18:45 〜 20:00
10．ビジネスマナー③　応対と訪問
　　	（つづき）

19:00 19:00 〜 20:00　夕食・交流会

20:00 諸連絡・解散 諸連絡・解散

図表 1　グループ新入社員研修カリキュラム
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ケート、最終日に彼らがまとめた自己啓発目標と
行動計画からみた新入社員の特徴を挙げてみよう。

1．体験型・参加型プログラムが彼らの好み
研修アンケートで「有意義だった」いう記載が

多かったのは、マナー研修（アンケート結果は図
表 2 のとおり）。彼らが実際に電話の応対や取次
ぎ、来客の受付や訪問時の名刺交換を自ら身体を
動かして体験するもので、派遣元企業でも同様の
研修を受けて来た者もいたにもかかわらず、「もっ
と時間をかけて取り組みたかった」というコメン
トが多かった。どんなに有意義な話でも、受身で
聴くだけの座学が彼らにとって苦痛なのは古今東
西変わらないが、以前は「自分は技術系でお客様
と接触する機会は余りないので役に立たない」と
か、「アルバイトで身につけているので必要ない」
などと言って、この手の演習を軽視する者も何人
かはいたものだ。今回、社会人としての心構えや
報・連・相などに関する講義の中である程度橋渡
しをしていたことの効果もあってか、コミュニ
ケーションの重要性に照らしてマナーの意味に触
れる、踏み込んだ考察がアンケートに表れていた
ことは、特筆に価すると考える。

また、座学でも「コストと仕事の質」や「報連相」
といった、社会人ならではの視点や具体的なアド
バイスを含んだプログラムについては関心が高い
ことが分かる。

2．	正しいお手本、励まされるメッセージを求め
ている

自ら参加し、身体を動かすマナー研修を有意義
と感じる一方で、「もっと時間をかけて欲しい」と
いう要望のコメントとして、「講師の方に正しいお
手本をもっと見せて欲しかった」というものが複
数見られた。研修の中では時間の都合もあり、講
師がすべてに細かな手本を示すことは行っていな
いのだが、彼らとしてはどこかで「正しい答え」
を見せてもらうことを期待しているようだ。

また、講義の中で伝えた覚えやすい短いメッ

セージが彼らの心に残るようで、「これからの会社
人生で支えとしたい」などのコメントとともにア
ンケートや日誌に書き留める者が目立った。

当節、「元気」や「勇気」は自ら奮い起こすもの
というよりは与えたり貰ったりするものらしい。
そのことに若干の違和感を感じる向きもあるかも
しれないが、彼らが社会人として辛い局面に立た
されたときに「思い出せる一言」を授けることは、
指導する者の重要な任務かもしれない。

座学で何かを伝えようというときも、「彼らに伝
わるメッセージ」を意識した組み立ては重要なこ
とだと再認識した。

3．積極的に発言・質問する
研修初日に「社会人と学生の違い」についてペ

アで話し合いをしたときの全体共有の時間に、「話
し合った内容を皆に披露したい人はいますか？」
と投げかけたところ、すぐに何人かの手が上がり、
特段促さずとも発言が途切れることはなかったの
には驚かされた。

また、グループ各社から数名が派遣されてくる
研修なので、交流の意味も含めて自社の概要や自
身の仕事の簡単な紹介をし合う時間を設けている
のだが、このときも多くの新入社員が積極的に質
問を投げ、予定した時間では足りないくらいの充
実した情報交流がなされた。仲間内の気楽な場に
おける彼らのプレゼンテーション能力の高さはご
存知の向きも多かろうが、これほど活発な質疑応
答がなされるのは珍しいことだ。入社間もない彼
らのこと、紹介も質問も応答もつたないものでは
あったが、自社を知り、語れるようになることの

①プログラム名 回答数／受講者数
②ビジネスマナー 54%
③会社のコストと仕事の質について考える 32%
④仕事の進め方と報連相 11%④工場・企業文化フロア見学
⑤社会人としての心構え、マナーについて 7%⑤安全について

図表 2　 役に立った、もっと時間をかけて欲しかった
プログラムは？（複数回答可）

出所：グループ新入社員研修アンケート結果より

期待できそう？今年の新入社員
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価値や情報交流の重要性を感じさせる良いセッ
ションになった。

業態や規模も違うグループ社員同士が「繋がる」
ことの価値を感じ、研修に派遣されて「出会い」
を得たことへの感謝を書き記す新入社員もいた。
こうしたことも今の彼らの気分を象徴しているか
もしれない。

＜新入社員対応の処方箋は？＞
一般的にはコミュニケーション能力に問題あり

とされるこの世代だが、研修の場での行動を見る
限り今年の新入社員は人間関係に相応の注意を
払っており、同期の仲間内のみならず研修事務局
を務める我々スタッフとも良好な関係を構築した
いという意欲と配慮が見られた。

また、自己啓発目標・行動計画に表現された内
容も、個々に濃淡はあるものの、「信頼される社会
人になる」「専門知識を増やす」「積極的に行動する」
などの抽象的なスローガンにとどまらず、「新しく
得た知識は必ずメモし、自分だけのマニュアルを
作る」「先輩の書いた報告書 ･ 特許を全部読む」な
ど、おおむね具体的な行動計画としてブレイクダ
ウンされており、計画をまとめるポイントとして
強調したことがバランス良く表現されていると感
じた。

自発性、積極性についても前項で記述したとお
りである。適切な場と発言できる雰囲気を与えら
れれば、彼らは自分の考えを要領よくまとめて表
現することができる。与えられた課題に沿って議
論し、出された意見を整理して分かりやすく説明
する能力は概して高いと言えるのだ。

ただし、仕事場面で彼らがそうした能力を適切
に発揮できるようになるまでには、訓練が必要
だ。ものの見方や捉え方のよりどころのようなも
のが、彼らが学生生活の中で身につけたものと職
場のそれとではかなり違うのが普通だからだ。物
心つく頃から携帯電話やインターネットをメイン
のコミュニケーション手段としてきた彼らが「当
たり前」と思っていることは、職場では必ずしも

「当たり前」ではない。近年このすり合わせがなか
なかスムーズにいかない新人が増えてきていると
いうことは言えるのだろう。指導する側、される
側ともに「言葉が通じない」と感じ、お互いにス
トレスを感じて次第にコミュニケーションが疎遠
になる。こうしたすれ違いの積み重ねが、新入社
員の職場への定着を困難にする。

新入社員の受け入れに当たっては、まずは彼・
彼女がどのような「当たり前」を持っているかを
理解して、それをいかに職場の「当たり前」にす
り合わせて行くかということに注意を払う必要が
ある。新入社員が「当たり前」の更新のために努
力しなければならないことは当然だが、彼らの世
代に特徴的な解釈の枠組みを全否定することなく、
生かすべき部分は生かすことも重要だ。頭ごなし
に否定したり、常に理詰めで考えることを強要し
たりすると、彼らは自分の考えを率直に口にする
ことを止めてしまう。論理的に考えることはビジ
ネスの基本だが、時には彼らに自由に発想し、発
言する時間を与えることが望ましい。また、そう
した時間を持つことで、彼らの考え方の枠組みを
知るよすがにもなる。

1973 年から社会経済生産性本部が毎年発表して
きた「今年の新入社員のタイプ」（パンダ型、使い
捨てカイロ型、エコバッグ型等々…）が、今年は
震災の影響か、発表されなかったそうだ。新入社
員を型にはめて揶

や

揄
ゆ

し、斜に構えて接するような
お遊びはもう打ち止め、ということだろうか。事
実、彼らの多くが職場に定着せず、「自分探しの旅」
に出てしまうようなぜいたくは、厳しい復興まで
の道のりを考えると許されるものではない。

今年の新入社員は、「働いてこの国の復興を支え
ていく」ということに対して今までよりも強い思
いを抱いてスタートを切っていると思いたい。「自
分のできることをやろう」と思い決めて仕事に立
ち向かう彼らに対し、今までよりもう一歩二歩踏
み込んで向かい合い、ひとりひとりに合った処方
箋で職場への定着を支援したいものだ。

人材／人材育成の視点




