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新入社員を花開かせるコミュニケーション
―新入社員研修、若手社員研修の現場から―
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今年も新社会人が入社する時期がやってきた。

厳しい就職戦線を勝ち抜いた精鋭たちは、希望と

不安に満ちて組織の一員となる。とりわけ今年は、

「ゆとり教育世代」が大学卒で新たに入社してくる

年でもあり、テレビや雑誌などで関連する特集が

多く組まれるなど、関心が持たれているように思

う。

筆者は毎年数社の新入社員研修を企画・支援し

ているが、そこで新入社員と接する中で感じたこ

とをお伝えする。

1．「若者気質」を持つ彼らを受け入れる

「最近の若者は社会性がない」「人とコミュニ

ケーションすることが苦手である」などといわれ

ることもあるが、彼らは、学生時代からインター

ンシップやボランティア活動、アルバイトなど

様々な形で社会との接点を持っている。また、

メールや SNS などのツールを駆使し、多彩にコ

ミュニケーションしている。

ただ、彼らが持つ多彩な経験やコミュニケー

ションスタイルは、今の組織の中で十分に使いこ

なされ、活かされているとは言いがたい。

配属先が決まる前のこの時期、彼らは「早く職

場で一人前になって活躍したい」という期待以上

に「職場の上司や先輩とうまくコミュニケーショ

ンを取れるだろうか」「仕事で力を発揮できるだろ

うか」という不安を持ちながら過ごしている。

そんな新入社員を受け入れる職場の側でも、若

手をどう受け入れ能力を発揮させるかに大きな関

心が払われており、特に近年その関心は高まって

いるように感じる。経済産業省では、2006 年に

「職場や地域社会の中で様々な人々とともに仕事を

行っていく上で必要な基礎的な能力」を「社会人

基礎力」としてまとめている（図表 1）。

「社会人基礎力」が注目される背景として、学

力と社会人基礎力の相関関係の低下が指摘されて

いる。企業では学力があれば入社後にそれに応じ

て育っていくという考え方ではなく、採用段階か

らこれらの力が身に付いているかが意識されてい

る。

「社会人基礎力」は個別の知識やスキルではな

く、その「使いこなし方」とも言えそうである。

それをふまえて、我々は彼らとの意識や行動の

ギャップをどのように埋めていけばよいだろうか。

2．新入社員にまつわる変化とその背景を考える

あるマネージャーが、最近の若手社員について

「優秀だけど、『あれっ？』と思うところが抜けて

いたり食い違っていたりすることがある」と話し

てくれたことがある。「あれっ？」と思う部分は人
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それぞれであろうが、ここでは、筆者が最近感じ

た「あれっ？」という新入社員研修中の事例をご

紹介する。

〈事例 1〉

「分からないこと気になることはメモを取りま

しょう」と伝えているが、集合時刻・場所など、

明らかに重要と思われる指示事項をメモしない

ケースが増えている。

〈事例 2〉

若手社員Aさんと上司であるB課長が登場する

「報告・連絡・相談（ホウレンソウ）」のケースに

ついてグループ討議したときのこと。あるグルー

プでは、「これは Aさんが悪いけど、この点につ

いてはB課長が悪い。課長も改めるべき」と言う。

〈事例 3〉

研修中は毎朝自室の清掃を義務づけているが、

ある日の朝食時、食堂で向かい合った新入社員か

ら「部屋の清掃はどこまでやれば違反ではありま

せんか」と質問を受けた。

誤解のないよう書いておくが、筆者は新入社員

の力や意欲が低下しているとは考えていない。む

しろ、可能な範囲で多様な経験を積もうとする意

物事に進んで取り組む力 
　例）指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に取り組む。 
他人に働きかけ巻き込む力 
　例）「やろうじゃないか」と呼びかけ、目的に向かって周囲の人 を々動かしていく。 
目的を設定し確実に行動する力 
　例）言われたことをやるだけでなく自ら目標を設定し、失敗を恐れず行動に移し、

粘り強く取り組む。 
現状を分析し目的や課題を明らかにする力 
　例）目標に向かって、自ら「ここに問題があり、解決が必要だ」と提案する。 
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力 
　例）課題の解決に向けた複数のプロセスを明確にし、「その中で最善のもの

は何か」を検討し、それに向けた準備をする。 
新しい価値を生み出す力 
　例）既存の発想にとらわれず、課題に対して新しい解決方法を考える。 
自分の意見をわかりやすく伝える力 
　例）自分の意見をわかりやすく整理した上で、相手に理解してもらうように的確

に伝える。 
相手の意見を丁寧に聴く力 
　例）相手の話しやすい環境をつくり、適切なタイミングで質問するなど相手の

意見を引き出す。 
意見の違いや立場の違いを理解する力 
　例）自分のルールややり方に固執するのではなく、相手の意見や立場を尊重

し理解する。 
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 
　例）チームで仕事をするとき、自分がどのような役割を果たすべきかを理解する。 
社会のルールや人との約束を守る力 
　例）状況に応じて、社会のルールに則って自らの発言や行動を適切に律する。 
ストレスの発生源に対応する力 
　例）ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブに捉えて肩の

力を抜いて対応する。 

内容 
 

能力要素 分類 

ストレス 
コントロール力 

主体性 
 

働きかけ力 
 

実行力 
 

課題発見力 
 

計画力 
 

創造力 
 

発信力 
 

傾聴力 
 

柔軟性 
 

情況把握力 
 

規律性 
 

チームで働く力 
（チームワーク） 

前に踏み出す力 
（アクション） 

 

考え抜く力 
（シンキング） 

 

図表 1 社会人基礎力の能力要素

出所：経済産業省ホームページ
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識を持ち、入社後も真摯に学ぶ姿勢は強いと思う。

いわゆる「ゆとり教育世代」と呼ばれる今年の

新入社員を、直近 3年の先輩たちと比べても、力

が落ちている感じはしない。

グループ討議をさせれば協力して時間内にチー

ムの結論をきちんとまとめ、プレゼンテーション

も器用にこなす。そんな新入社員に接した入社 3

～ 10 年目の先輩社員からは、「我々が新入社員の

ころより優秀ですね」という感想を頻繁に聞く。

この 10年、新入社員研修を通じて彼らを定点観測

してきた筆者も同様の感想を持つ。

しかし、彼らの「優秀さ」は果たして職場で花

開くのか。彼らのコミュニケーションスタイルや

行動・思考の特徴が、仕事場面において何らかの

影響を及ぼす可能性はないか。上記の例に触れ、

考えさせられてしまう。

例えば、先に挙げたメモの事例 1について。今

はインターネットを通じてあらゆる情報に容易に

アクセスでき、欲しい情報が必要な時にいつでも

取り出せる世の中になった。大学のレポートもイ

ンターネット情報の組み合わせで書けてしまうし、

時刻表を見なくても、移動経路や時刻を簡単に調

べることができる。それが当たり前の世代にとっ

ては、「情報は必要な時に取り出せばよい」と無

意識に刷り込まれているかもしれない。

ところが、仕事において大切な情報はインター

ネットに載っていないことも多い。そのような情報

については、メモを取り、自分でデータベースを作

らなくてはならない。我々にとって当たり前の「メ

モを取る習慣」も、若手社員にとっては、わざわざ

教えなくては理解できないことかもしれない。

ホウレンソウの事例 2 では、「あなたが新入社

員 A さんだったらどうするか」を議論するよう

求めているのに対し、このグループは第三者的に

状況を見ている。

ケーススタディが犯人探しになってしまい、必

要な問題解決に意識が向いていないと感じた。

部屋清掃のケース 3 の新入社員は、「常識の範

囲内で」という答えでは満足しない。このとき彼

は、「（清掃が不十分な部屋のドアに張られる）警

告書を張られるなんて怖いです」とも打ち明けた。

彼が特別まじめなのかもしれない。しかし、同様

の質問をする新入社員は少なからずいて、ルール

に対する厳格さ、そこから逸脱することの不安の

ようなものを感じることがある。

「清掃をせよ」との指示には、集団生活の中で、

人に迷惑をかけずお互い気持ちよく過ごす思いや

りの心が根底にあり、その前提に照らして、どの

程度きれいにするのかがおのずと判断できる。し

かし、彼らは、自分が罰せられないように行動す

ることが目的になってしまっているようにも見え

る。

我々が新入社員に対して「あれっ？」という違

和感を覚えるとき、具体的に「メモを取りなさい」

「出かけるときはコンセントを抜きなさい」など、

指摘することも大切である。

しかし、目に見える行動を捉えるだけでは、本

質的な違和感は埋まっていかないと考える。指摘

された新入社員には、行動を正される理由が理解

できないかもしれない。

3．若手社員の経験や悩みを知る
（1）仕事の悩みは「知識不足」「優先順位付け」

若手社員自身は、入社後、仕事を通じてどのよ

うな経験を積み、何に悩んでいるのか。入社約 1

年を経過した若手社員にアンケート調査を実施し

た。

「仕事の上で困っていること」について聞いた

質問では、「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」が 73 ％と最も多く、次いで

「仕事を優先付けたり計画を立てたりすることがう

まくできない」が 62％であった（図表 2）。

産業能率大学が入社直後の新入社員を対象とし

て行った調査でも、「仕事上で悩みそうなこと」と

して、「仕事の進め方」（45％）、「担当業務の内容」
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（42 ％）などが上位に挙がっている（最も多い回

答は「職場での人間関係」（60 ％）であるが、配

属前の調査である点を考慮すると当然の結果とい

える）（図表 3）。

具体的に困った経験としては、「先輩が帰って

しまった後、質問する人がいなかった」「知識不足

のため、お客さんから商品についての説明を要求

された時に困った」「入社して間もなく、顧客から

売価を差し戻された時に、悪い知らせをすぐ報告

できずに、困難な状況まで陥った」「複数の依頼を

受けた際、仕事の優先順位付けがうまくできず、

優先順位の低い仕事から行っていることがあり、

帰りが遅くなってしまった」など。自ら考え、判

断を迫られた場面での経験が目立つ。

（2）相談事項は「徹底的に聞く」（図表4）

若手社員は仕事で困ったり悩んだりした時、上

司や先輩にどのように相談しているのか。先の入

社 1年経過社員のアンケートでは、「ヒントだけも

らってあとは自分で考える」（33 ％）人より「わ

からないことはすべて（具体的行動も含めて）徹

底的に聞く」（67％）人の方が圧倒的に多かった。

入社 1年では実務経験に乏しいので当然、とい

う見方もできるが、いつも上司や先輩頼みでは、

上記のような「困った経験」にもつながりかねな

い。

3%

5%

5%

8%

27%

62%

社会人としての基礎知識・仕事に 
必要な専門知識が不足している 
仕事の優先順位づけ・ 

計画立案がうまくできない 
指示をうまく理解 
できないことがある 
自分の意思を人前で 

うまく話せない 
メールや文章で自分の 

意思を的確に伝えられない 
職場の人と良好な 

人間関係を築くことが難しい 
わからないことがあったとき 
どうしてよいか分らない 

先輩や上司と仕事の上でのコミュニケー 
ションが適切に取れない（報連相等） 

その他 

0% 20% 40% 60% 80%

14%

30%

73%

図表 2 仕事上で悩むこと（3つまで回答）

2009 年 3月末、2010 年 3月末に入社 1年を迎える社員 37人に
対するアンケート結果

出所：筆者作成

ヒントだけもらって 
あとは自分で考える 

33% 

わからないことはすべて 
（具体的行動も含めて） 

徹底的に聞く 
67% 

図表 4 上司や先輩に相談するときは…

「仕事で困ったときに上司や先輩に相談する」と答えた 8人を対象に質問。
出所：筆者作成
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24%
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60%職場での 
人間関係 
仕事の 
進め方 

担当業務 
の内容 
仕事の 
成績 

朝起きる事 

担当業務 
の量 

上司との 
関係 

社内ルール 

リストラ 

0% 20% 40% 60% 80%

37%

37%

図表 3 仕事上で悩みそうなこと（3つまで回答）（n-588）

出所：産業能率大学「2009 年度新入社員の会社生活調査」
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4．「自らの成長は自らの責任で果たす」という

発想と心構えを

厳しい経済環境、事業環境の中、新入社員を指

導する上司、先輩社員自身が多忙を極めている。

「丁寧に育成する時間がない」とお叱りを承知で言

えば、彼らとの距離は対話を繰り返すことでしか

縮まっていかないと考える。

手厚い教育環境で過ごしてきた彼らには「教え

てくれない」「認めてくれない」「理解してくれな

い」など、他者依存的な発想が無意識に定着して

いるのを感じる。最近の若者に対し、「入社後に会

社が教えてくれるのは当然の権利だと思っている」

との指摘もある（2010 年 3 月 27 日付　日経新聞

より）。

入社後・配属後の早い時期に、手間はかかって

も密度の濃いコミュニケーションを取り、彼らの

学習意識を問い直しておかなければ、彼らも我々

も違和感を解消できないまま、結局は苦労するこ

とにならないだろうか。

お金を払って勉強できる立場から、給料をもら

い、それに見合った力を発揮すべき立場になった

ことを、彼らに認識してもらう必要がある。実践

と結びつくからこそ、社会人の学びは面白い。

仕事を通じてそれに気付かせるのは、職場で共

に働く上司であり、先輩社員である。

筆者は人材育成担当者として、新入社員が仕事

経験から学ぶことの大切さや「学び方のコツ」を

言語化し、伝える試みをしたいと考えている。


