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経営インサイト
1日 源泉所得税に関する改正 国税庁

6日 ハ
 ローワーク、求人票の様式変更
など新サービス拡充 厚生労働省
17日 防災とボランティアの日 内閣府

研修で知識を学んだからといって、すぐに実践できるようにはなりません。

松本 典子 氏

組織改革に成功した会社の事例を交えて、

を望んでいます。しかし、単発の集合研修だ

ないでしょうか。難易度、テーマ設定などを

ら研修を受講した経験がある人も多いのでは

「この研修は意味あるのかな？」と思いなが

んでいます。企業の研修費用は2016 年

いかに育てるか、どの企業も積極的に取り組

人手不足が深刻化するなか、社内人材を

すためには、事前の準備と事後のフォローが

過ぎません。研修の効果を最大限に引き出

え、行動変容につながるきっかけを与えるに

は2016 年比で約 ％の伸びを見せると

の項目をチェックして、自社に合った研修を

研修効果を最大にするには、事前に以下

研修効果を最大にする
3 つのチェックポイント

重要です。

より
修になってしまい効果がありません。また、

言われています（日経スマートワーク調査

て効果的な研修を行いましょう。

効果を感じられない研修の多くは、効果測

4

2018）
。自社に必要なポイントを押さえ

10

年連続で増加しており、2019 年

間違えてしまうと、自社の現状に合わない研

のような知識・能力を持って欲しいのかを伝

けでは、人は変わりません。研修は社員にど

どの企業も業績向上につながる研修開催

研修の目的をまず確認する

柔らかい物腰とメンタリング
（経験豊富な年長者が、
組織内の若年者や未熟練者と交流し、本人の自発的成
長を支援する人材育成法）
による強みを引き出すコン
サルティングに定評がある。介護業界での管理部門の
経験から、社会保険などの手続きにも詳しい。カナダ
生まれで英語力を活かした、外国人創業支援も実施。
(https://noriko-matsumoto.jp)

企業と人が成長する研修のヒントをご紹介します。

今回は、研修（インプット）と研修後（アウトプット）のフォローにより、

経営コンサルタント
中小企業診断士

文化庁

26日 文化財防火デー

定やその後のフォローを行っていないことが
よくあります。

1

管理部門注目のイベント

2020年1月

社員満足度の高い
有意義な企業研修

管 理 部 門 担当 者 様 にとって注目のテーマに気 づきをお 届 けする
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の道（決意表明）

か月間のフォローアップ

期間

か月間、受講生一人ひとりが講師へ週報
を提出、講師からフィードバックを実施

④

3 か月間
（毎月 1 回集合研修＋
週報による受講生フォロー）

【変化した社員 Tさん】
研修前

自信に満ち溢れた営業担当者へ変貌

自信がなく、オドオドしていた さんは、

ど、 さんの学ぶ姿勢や働く姿勢は積極的

人事担当者が顔つきが変わったと感じるほ

積極的な顔つきに変化

自ら進んで研修を受講

信に満ち溢れた営業担当者へと変貌。

明るく元気に挨拶ができるようになり、自

T

行いましょう。

① なぜその研修を行おうと思ったのか？
その研修を開催しようと思った理由は何で
しょうか。研修は会社の目標に沿った事業を
実現する人材育成のために行います。自社が

この事例では、営業の知識や手法を学ぶだ

入社 3 〜 7 年の法人営業担当
16 名

なものへと変化した。

この事例の成功は、集合研修を通して受

講生のやる気を引き出し、変わるきっかけを

作っただけではなく、その後のフィードバッ

クを通じて、受講生の想いを受け止め、勇気

を与え続けたことにより、
行動が変わっていっ

たことです。学ぶ（インプット）だけだけで

なく、
実行（アウトプット）する環境をサポー

トすることは成果につながり、研修の効果を

心理学者のヘルマン・エビングハウス（※

より長く持続させることへつながります。
客様からは暗く自信がないように見られてい

）は、人間は眠ると 割は忘れてしまうと

た。その上、苦手なお客様の訪問を先延ばし

明るく元気な挨拶ができていないため、お

T

目指す方向と現状の確認を行いましょう。

② 受講
 者にどのような変化が起これば良
いのか？
研修を社員の行動変容のきっかけにするに
は、受講後の社員がどのような行動を取るの
が望ましいか、きちんとイメージを伝えてお
くことが重要です。

けでなく、営業としてのありたい姿を明確に

修を行い、研修後のフォローを通して、受講

する「やり方」と「あり方」の両面から研

人は「学んだ」だけではできるようには

者の行動変容を起こしたケースをご紹介しま

③ 受講
 者が「できる」ようになる環境が
あるのか？
なりません。
「できる」ようになるためには、
す。

【研修の流れ】

試して実践する場の提供が必要です。そのた
め、どのようなフォロー体制が必要なのかも
検討しましょう。

① 集合研修 回目

成果目標と行動目標の決定

② 集合研修２回目
か月間の振り返りと成果発表、プラス
思考、顧客の仮説構築、営業の問題、勝ちパ

後ろ向きで失敗が多く、上司に怒鳴られ

にして、お客様との関係構築も進まなかった。

し続けることができる環境・仕組みを構築す

言います。研修で学んだことを忘れずに実行

大口契約を獲得
回目の研修受講後、コミュニケーション
の難しかったお客様を積極的に訪問し、 年

に 度取れるかどうかというほどの大口契約

※
ヘルマン・エビングハウス（1850〜1909年）
ドイツの心理学者で、人間の記憶に関する実験的研究
の先駆者。忘却曲線（ぼうきゃくきょくせん）の発見者
としても知られる。人は、学ぶ時に興味のあるものは楽
に暗記でき、そうでないものは、すぐに忘れる。また、
一度にたくさん学ぶより二度三度と繰り返し学習するこ
とで、吸収できる情報量は増えていくことを実証した。

です。

ることが人材育成にもっとも重要なことなの

か月のフィードバック期間に

研修後

どの営業担当者だった。

てばかりで自信を失い、退職を考えていたほ

7

研修会社

ターンを見つける、充実体験、成果目標と行
動目標の決定

③ 集合研修３回目

受講者
を獲得。

1

株式会社 FYS コンサルティング
代表取締役 高橋光久
（https://fys-consult.com/）

か月間の振り返りと成果発表、営業の

A 社 食品関連製造販売会社
（東京）
3

営業力強化研修
「営業勝ちパターン構築研修」

研修名
問題、勝ちパターンを見つける、顧客感動へ

対象企業

1
5

効果的な研修を開催するためには、これ

（日経スマートワーク調査2018）

3

3

1

営業の本質とあり方、コンサルティング・

2.0

1

1

1

1

研修
事例

らのポイントをチェックした上での準備が大

2016年 2017年 2018年 2019年
社員数500人
未満の企業

セールス手法、関係構築するコミュニケー

人材投資 額

0.1億円 0.1億円 0.2億円 0.2億円

0.0

0.8億円 0.8億円
0.6億円 0.7億円
1.0

社員数500〜1000人
未満の企業

切です。さらに以下の事例から、効果的な企

表1

4.0億円 4.0億円
企業全体平均

ションの技術、応援されるプレゼンづくり、

（億円）

3.8億円
3.6億円
3.0

企業研修にかける投資額

業研修開催のヒントを探ってみましょう。

4.0

2
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コミュニケーション能力の向上
●コミュニケーション研修

「聞く」
「質問する」
「話す」の 3 つをベースにコミュニケーション
能力の具体的ノウハウを身につける研修

●アサーティブコミュニケーション研修

相手の置かれている状況や気持ちを尊重しながら、伝えにくいこ
とを伝えられるようにする研修

●ファシリテーション研修

会議やミーティング、商談の場で意見をうまく引き出し、話し合
いを円滑に進める技術を学ぶ研修

チーム力・組織力の向上
●チームビルディング研修

チーム力の重要性から、ビジネスゲームを使いチームの結束力や
業績を向上させる研修

●メンバーシップ研修

組織の強化のため、目標共有や役割認識、課題設定から解決へと
導き、チーム機能を最大限に活かせる人材を育てる研修

新人や部下の育成
●ＯＪＴ研修

新人を一人前にするため、仕事のノウハウを教える現場指導能力
「On the Job Training」を高める研修

●ＯＪＴ監督者・ＯＪＴ管理者研修

現場指導者は業務の他に新人を育てるため、負担を一人で抱え込
みがちになるので、その管理・監督する人材を育てる研修

●コーチング研修

主体性を高め長所を引き出すために「自分で考えて実行できる」
ようにする研修

●ナレッジマネジメント研修

組織内の知識、技術、経験などの情報をマニュアル等で「見える
化」し、作業の効率化や新発見を容易にするマネジメント手法を
学ぶ研修

マネジメント力強化
●マネジメント研修

業種・職種に特有の要素をカスタマイズし、実践演習でマネジメ
ント能力を高める研修

●リーダーシップ研修

リーダーシップに必要な自覚、判断力、課題認識力、計画立案能
力、目標管理能力、リスク認識能力、調整交渉力、組織運営能力
を鍛える研修

●プロジェクトマネジメント研修

プロジェクトを成功に導くために様々な知識や手法を扱うスキル
を学ぶ研修

3

どのように研修内容を決めるか

課題別研修一覧

企業研修といっても、様々な種類と方法

40

があり、自社にあった研修を探すのは大変

30

です。いま自社が抱えている課題をよく分

（産労総合研究所調査 2019）

20
実施率

析したうえで、適切な研修を探す必要があ

31.0％
10

ります。

0

近年、人材不足が叫ばれるなか、研修に

31.0％

よる社員育成は企業にとって必須とも言え

営業社員・販売員教育
CSR・コンプライアンス

ます。したがって各企業では、新人から管

32.1％
31.5％

理職まで、職種・役職に関わらず研修を実

マナー
中途採用者教育

2

施している状況です。研修目的も多様化

33.2％

し、表 のように新人教育からヘルスケア

35.3％

技術・技能者教育

まで、多岐に渡る研修・セミナーが開催さ

35.3％

れています。大切な人材を、
大切に育てる、

選抜型幹部候補者教育
コミュニケーションスキル

そんな企業姿勢が求められています。

39.7％

次にあげる「課題別研修一覧」は企業研

キャリアデザイン・ライフプラン

修の一部の例ですが、最近人気の応募者が

42.9％
41.3％

多い研修を列記しています。新しい研修の

OJT 指導員
メンタルヘルス・ハラスメント

導入を検討してみてはいかがでしょうか？

表 2 2019年、目的別研修・人気10 位まで

ビジネスマインドの育成
●ビジネスマインド研修

仕事に取り組む姿勢や考え方を身につけ、意欲やモチベーション
を向上させる「強い精神力」を養う研修

●レジリエンス研修

レジリエンスとは「精神的回復力」
「復元力」の意味で、困難な
状況を乗り越える対処法を学ぶ研修

仕事の基本
●PDCA研修

Plan-Do-Check-Action の頭文字で計画、実行、評価・検証、行
動と目標達成に向けたプロセスのマネジメントを学ぶ研修

伝えるスキルの向上
●プレゼンテーション研修

考えを相手に伝え動かすためのプレゼンテーション能力を学ぶ研修

●ネゴシエーション研修

交渉力を身につける研修

リスク管理の強化
●リスクマネジメント研修

リスクを予見し、防止策を実践するスキルを身につける研修

●コンプライアンス研修

世間一般的な常識・感覚を意識しつつ「法令遵守」の範囲にとど
まらない社会的規範を守って行動する方法を学ぶ研修

●ハラスメント防止研修

パワハラ、セクハラ、モラハラ、マタハラなど、多種多様なハラ
スメントの正しい知識を学び、理解を深めてハラスメントの防止
に努める研修

●個人情報保護研修

情報漏洩を防ぐための対策を知る研修

ヘルスケア
●メンタルヘルス研修

心身ともに健康的に働ける職場をつくる研修

●セルフケア研修

自身のストレスに気づくようになり、対処するための知識・方法
を身につける研修

●ストレスマネジメント研修

仕事などの様々なストレスに対する正しい知識を習得し、自分で
気力低下をうまく乗り切る方法を身につける研修

キャリアデザイン
●キャリアデザイン研修

自分の経験やスキル、性格、ライフスタイルなどを考慮した上で、
仕事を通じて実現したい将来像やそこに近づくプロセスを明確に
する研修

●ワークライフバランス研修

自分に合った仕事と生活の調和・調整を考え、両方を充実させる
「生き方」を設計する研修
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おすすめ企業研修

研修会社による効果的な研修サービス

企業に対して効果的な研修を提供してくれるサービスを紹介し
ます。どちらのサービスも時代のニーズに合った、成果直結型
の研修です。研修サービス検討のご参考にどうぞ。

ビジネスで役立つ英語研修

各種研修

一口に「ビジネス英語」と言っても、業

◦企業社長・役員のための英語研修

種や役職、どういった関係性かによって、

◦メーカー担当者英会話研修

必要とされる英語の質は大きく異なる。ビ

◦異文化理解研修

ジネスシーンを絞り込んだ英語をはじめと

◦英語で学ぶ財務会計セミナー

した、語学・異文化研修で定評があるのが

◦役員日本語研修

「さくらランゲージインスティテュート」
。金

他

◦Skypeコース［ビジネスエグゼクティブ向け］
◦IR 特別特訓（3か月週1回、英語ビジネス上級→＋専

融関係や大手 IT 企業などを主な顧客に、多

門用語とスピーチ）

い時は年に200 件の研修実績を持つ。
「たとえば、初対面で顔を合わせた最初に“ナイストゥミ―チュー”とおっしゃる
方がいますね。その表現が完全に間違いだとは言い切れないにしても、英語圏では
少し違和感を持たれます。お互いに名前を名乗り合い握手し、初めて『会う』とい
う認識になるので、日常会話としては良くても、重要なビジネスで信頼関係を構築す
るコミュニケーションとしては、自己紹介の前に『あなたと会

◦ビジネス英語基礎（6か月週 2 回、初心者→英語ビジネ
ス初級）
他、希望に合わせ内容設定あり

さくらランゲージインスティテュート

（Sakura Linkage International S.A R.L.-S 社内）
◦本社

えてよかった』と言ってしまうのは、十分な形ではないと言え

Rue Adolphe Fischer, L-1521

るでしょう」
。そう話すのは、同社代表の上田怜奈さん。2019

Luxembourg

◦東京駐在員事務所

年より、法人化と共に欧州はルクセンブルクに居を移された上

東京都中央区銀座 3-14-13

田さんだが、必要とあらば海外から飛んできて自身が講師とし

第一厚生館ビル 5F

HP https://www.sakuralanguage.com/

て登壇することも可能だと言う。また、同社はビジネス経験豊

Email info@sakuralanguage.com

富な講師を抱え、語学や異文化の対応をサポートする研修を
行うとともに、金融、法律、マーケティングなどの専門性の高
い翻訳を行う事務所としても活動している。

代表上田怜奈さん

体験・参加型のチームビルディング研修

各種研修

企業研修といえば参加者が席に座り講義

◦チームで合意形成を行い答えを出す「NASAゲーム」

を聴く“座学”が中心となりがちだが、
「株

◦心理的安全性を知り、高める「ベストチーム」

式会社 HEART QUAKE
（ハートクエイク）
」

◦全体最適・システム思考を学ぶ「ビールゲーム」

は、アメリカで開発・発展したビジネスゲー

◦会計・財務の基礎を学ぶ「財務の虎」

ムを用いた体験型・参加型に特化した企業

◦メンタルヘルス対策の「ストマネ」

研修やセミナーを提供している。

他、目的や予算、人数に応じた研修あり

チームビルディングや、社員間のコミュニ

株式会社 HEART QUAKE（ハートクエイク）

ケーションの活性化を図るプログラムは外
資系企業、日本大手企業を中心に、新しいタイプの研修として実施されている。
「研修を企画するとき、社内で部門と部門の間に壁がある、組織のコミュニケー
ションが活性化されていない、座学の研修の評判が悪い、と

神奈川県川崎市幸区東小倉 22-46

HP https://heart-quake.com/about
Email info@heart-quake.com

いった状況が見受けられる場合はゲーム研修の導入が特にお
すすめです。長期間にわたって実施される新入社員研修では、
ゲーム研修をアクセント的に実施するのも効果的です」と話す
HEART QUAKE 代表の千葉順さん。
同社で運用するビジネスゲーム型研修は 30 種類ほど。研修
の目的や参加人数に応じてゲームが選択される。最も需要が多
いのは①簡単である、②短時間でできる、③大人数でもできる、
という条件を満たしたものだそう。

発行： 株式会社 星和ビジネスリンク

代表千葉順さん

●お届けいたしましたのは

本社：〒108-0014 東京都港区芝 4-1-23 三田NNビル４階
TEL：
（03）5439-2370（代表） FAX：
（03）5439-2371
※本誌からの無断転載、コピーを禁止します。
（非売品）

（生 19 - 4615, 法人開拓戦略室）

