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Company Profile
ステーショナリー用品、
ファニチャー用品の製造、仕
入れならびに販売。一冊のノートから、オフィス空

コクヨ株式会社

間構築、新しいワークスタイルの提案に至るまで、

人財開発部 リーダー

メーカーとしてだけではなく、流通企業として、サー

河南 悠

ビス企業として、さまざまな商品・サービスを世の中に送り出している。また、経済成長が続く

氏

中国やインドへも日本で培ったノウハウや商品サービスを幅広く提供し、
グローバルに展開
する企業をサポートしている。

「入社後3年間で一人前の人財に育てる」
という方針を掲げ、
若手育成に力を注いでいるコクヨ株式会社。
若手育成を充実させるが故に見えてきた課題とは何だったのか。
その課題をどのように解決し、
その後、
どのような変化が見られたのか。
コクヨ株式会社 人財開発部リーダーの
河南氏にお話しいただきました。

﹁心構え﹂と
いう土台

若手の
早期戦力化に
不可欠な
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1．早期戦力化
●「“一人前”を定義」
⇒「3年が終わるときにはこういう人になってほし
い」
という想いで、“一人前の人物像”として
①「コクヨについて理解している人」
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②「仕事をやり切れる人」
③「自分の頭で考え、行動できる人」
と定義しました。

コクヨの
若手社員育成体系

●「現場へ早期に配属」
⇒導入研修期間は必要最低限にして現場へ早期に
配属し、定期的に必要なことをフォローしていく。

手厚い育成体系の中
で見えてきた課題

とにかく走りながら考えさせるようにしています。

2．本気の育成
●「マンツーマンモニタリング」の実施
2005年にコクヨが分社化し、入社3年間はコクヨ

⇒1人ずつのカルテをつくったり、
定期的に面談をして

最近の学生は自分の成長やスキルアップには

の社員としてコクヨに籍があり、4年目から転籍する

そのときに考えていることを聞き出し、
ときに感情

とても関心が高く、採用イベントなどで「3年で一

形態になりました。
これを機に、それまで現場配属

を吐露し愚痴を発散させる機会を設けています。

人前に育てます」
「こんな育成体系があります」
と

後はほぼ面倒を見てこなかったと言える若手社員

●「チューター制度」の導入

の育成についても、
「コクヨに籍がある3年間で一人

⇒新入社員1人につき1人、3年間現場で育てる担

しかし一 方で、私 が 育 成 担 当として2 0 0 7 年、

当（チューター）を決め、
どのように育てていくか

2008年と見ていたときに、
「3年で育ててもらえる」

を「育成計画書」にまとめてもらったり、指導す

と思って入社してきている人が多く、葛藤や苦労も

るための研修を実施しています。

感じました。例えば「チューターが面倒見てくれず

前の人財に育てる」
という方針に変更しました。
「3年間」にこだわる背景には、人を大切にする
という会社の理念・風土が根底にあります。また、

説明すると、
とても興味を持ってくれます。

黒田社長と人財開発部の「最初の教育がとても大

3．
タイムリーなプログラム

放置されている」など
「○○してくれない」
という声

事である」という想いも強く、
「3年目まで」に注力

●「年次別テーマ」を設定

がとても多く、いくらきちんと育てる仕組みがあっ

しています。人財開発部としては「コクヨを人財輩

⇒新入社員…社会人としての基礎を身につけても

ても、社員に「自分で育つ」
という心構えや「自ら何

出企業にしたい」
「採用した以上は責任がある。彼

らうために、きめ細やかにフォロー。

かをしていこう」
という意識がないと意味がないと

らがコクヨで働き続けなくても『この会社にいた

2年次社員…チューターからの自立を目指す時

思うようになりました。

からこそ力がついた』
と言ってもらえる状態にした

期として、自分の頭で考える機会を提供。

い。もちろん“コクヨの社員として”というのもある

3年次社員…「転籍」
という“一人前”になる節目

が、最初にしっかり教育して社会人としての基礎を

が近づくので、その先のキャリアを考える機会

身につけさせたい」
という想いもあります。

を提供。
以上のように年次別に大きなテーマをつくり、
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大方針は変えないまま、その年の社員のカラーに
合わせて細かいフォローの仕方を変えたり、プロ
グラムを入れ替えるなどの試行錯誤を繰り返して
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現在に至ります。
なお、当初「研修はすべて内製にする」という
意見もありましたが、
「内製にするより効果が高い
と判断できる場合は外部の研修を導入する」
とい
うスタイルになりました。

「3年間で一人前の
人財に育てる」
という
若手育成方針の
ポイント

リンクアンド
モチベーションの
新入社員研修を
導入した背景
ちょうど2009年の研修の企画をする際、入社後
1ヶ月間の導入研修の内容を変えようという話に
なり、テーマを「自分で育つ心構え」と設定しまし
た。新入社員が各現場に配属されたあとにいろい

当社の若手育成方針には、1．早期戦力化
本気の育成

2．

3．タイムリーなプログラムという

3つのポイントがあります。

ろな壁にぶつかる機会は多く、そういった場面を
導入研修に盛り込んで自分で壁を越える経験をし
て、
「自分で乗り越えるんだ」という気持ちを持た
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せてから各現場に配属したい、
と思ったのが大き
なきっかけです。
そこで「どんな壁があるか」
「何をさせたいか」
を考えているときに、
リンクアンドモチベーション
さん（以下LM）から新入社員研修をご提案いただ
きました。研修の映像を拝見し、
「このプログラム

ると、
自社の場合は100年の歴史があり、
そこには
もっといろいろな想いがあるので結果的に自分の
会社のこともよく考えるきっかけになります。
「（営業として）提案する」ということについて
は、実際に営業する社員にとってはそのまま役立
つ経験ですし、例えばオフィス空間の設計をする

「ビジネススタンス
プログラム」の中で
印象に残っている
場面

でなら『自ら高い壁を乗り越えることの大切さ』を
かなり伝えられるのではないか」
と感じることがで
きたんです。また、当時のLMの担当の方の本気を
感じ「お任せして大丈夫」
という安心感があったの
で、LMの新入社員研修（以下、ビジネススタンスプ
ログラム）の導入を決定しました。研修実施前の
不安は全くなく、
「この2日間で参加者がどのよう

ような 社員だと「営 業 の 人 がこれ だ け苦 労して
取ってきてくれたからこそ自分に仕事がくるんだ」
と実感できます。違う立場を経験することに意味
があるので違和感はありませんでした。
参加者が
「怖い」
と感じやすいエクササイズだと
は思いますが、
当社の参加者を見ていても、
怖くて
何もできないような状態にまではなりません。
変に

に変わり、
どんな効果が生まれるのだろう」
と楽し

プレッシャーをかけるのではなく、
あくまで
「理由の

みでしたね。

ある怖さ」
という印象です。
また配属を考える上で、

「クリエイトモチベーションに求人広告を提案
せよ！」
と、
「アドバイススクランブル」が印象に残っ

それぞれの社員のストレス耐性や物事を深く考える

ています。

力・コミュニケーション力など、
個々人の特性を見る

＜クリエイトモチベーションに求人広告を提案せよ！＞

のに使わせていただいています。
＜アドバイススクランブル＞

実際の仕事のシーンに近く、また、参加者が高

最後に参加者同士でアドバイスし合うところも

い基準を求められたときに「自分たちは全然でき

とてもいいですね。

ない」
と痛感できるところが大きな魅力です。
コクヨの求人広告を考える社内コンペという設定

当社の新入社員は比較的高学歴でさまざまな

にしたほうがいいという意見も当社の中ではありま

会社を受けており、
「自分はできる」
と思って入社して

したが、
実際にやってみてクリエイトモチベーション

くることが多いのですが、
アドバイススクランブルで

の求人広告の提案にしてよかったと思います。
お客

は自分の強みも弱みも同期メンバーから厳しく

様のことを考える経験は彼らにとって必要ですし、

フィードバックしてもらうので今の自分を正確に

クリエイトモチベーションは設立10年くらいの会社

把握できますし、それによって同期同士の絆・信頼

でいろいろな想いがあって…とあれだけ必死に考え

感も増しています。

「ビジネススタンスプログラム」概要
◆ 目的
新入社員に求められるスタンスを理解し、
ビジネスの擬似体験を通じて求められる
基準を体得する。

◆ 対象
新入社員

26名

◆ 実施期間
2011年4月11〜12日

◆手法

◆ 体制
コクヨ：
事務局2名
リンクアンドモチベーション：
講師1名
「クリエイトモチベーション」社員役1名
スタッフ1名

STEP 2

STEP 1

STARの実践

STAR※の観点理解
グループワークを通して
自分の情報や考えを発信することの重要性、
協同作業において必要な他者の立場に立つことや、
走りながらも常に目的を考えることの重要性を学び、
自分自身がどの程度実践できているか振り返る。

STEP 3

スタート位置につく

「クリエイトモチベーションに求人広告を提案せよ！」
クリエイトモチベーションの社員を相手に
企業にアプローチする際の基本的なマナーや手法を
体得するとともに、
ビジネススタンスの観点を
実ビジネスの場で活用することの重要性を体感する。
【求人広告提案までのステップ】
1.クリエイトモチベーションとのアポイントを取得する。
2.クリエイトモチベーションに向けて自社アピールする。
3.クリエイトモチベーションについての情報収集をする。
4.クリエイトモチベーションに求人広告を提案する。
【ゴール】
求人広告の提案をして受注する。

The first day

「アドバイススクランブル」
振り返りを行い、
グループ内でメンバー同士、
互いの行動について気づいたことをフィードバックし合う。
自分自身の強み・弱みを把握した上で、
今後の目標を設定する。

※
「STAR」
とは、
新入社員に必要不可欠な心構え。
Say：
報連相を怠らず、
常に発信し続けろ！
常に目的と優先順位を考えろ！
Target： 目的のない仕事はない。
Action： 悩んでいる暇があるなら、
まずは一歩踏み出せ！
Role play： 仕事は1人ではできない。
顧客・上司・同僚など相手
の立場に立て！

The second day
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「ビジネススタンス
プログラム」の
効果・持続性

入社初期に
「心構え」を
身につけることの
重要性

1ヶ月間の導入研修終了後の「何が一番学びに

当社では最初にある程度のビジネスマナーや

なったか」
というアンケートでは、大半の社員から

会社の基礎知識を学んだあと、すぐのタイミング

「ビジネススタンスプログラムが一番学びになっ

でビジネススタンスプログラムを実施しており、ベ

た」
「ギアが変わった」
という声が出るので、1つの

ストタイミングだと実感しています。参加者がビジ

大きなポイントになっている研修だと感じます。
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リンクアンド
モチベーションの
印象

ネススタンスプログラムで「自ら育つ心構え」を身

今までお会いしたLMの方全員に共通して本気

導入研修後はどうしても普段の業務のほうが

につけた2日間を機に、その後の研修や仕事で「自

を感じ、
「モチベーション」を社名にしている会社

インパクトが大きく、ビジネススタンスプログラム

ら何かを学び取ろう」と積極的な姿勢で臨むよう

だけあると感じますね。

で学んだことは薄れていきがちです。ただ、過去

になるからです。

3年間、継続して実施しているので、同期だけでな
く先輩とも共通言語ができており、
「このままじゃ

また、LMの研修プログラムの組み立てや講師

4月に新入社員に知識を充足させる企業も多い

の質は素晴らしいと思います。特に講師の質の高

ですが、知識はあとからでも得ることはできます。

さはLMの一番の強みではないでしょうか。さら

まずい」
「研修のときの気持ちに立ち返って頑張ろ

もちろん考え方にもよりますが、いかに早い段階で

に、
どんな講師を紹介してくれるかは担当営業の

う」
といった、自らを奮い立たせる会話もよく聞か

「自ら育つ心構え」を身につけさせられるかが重要

方次第だと思いますが、LMは私たちが持っている

ではないでしょうか。何か仕事を任されたときに

課題に合う講師を紹介してくれます。導入前は内

も、その心構えが身についている社員と
「教えても

製化も考えましたが、同じレベルの講師を社内で

らう」
と思っている社員とでは仕事の吸収率が全く

揃えようとするとかなり難しいので、それだけの費

違うので、新入社員を受け入れる企業は普遍的に

用を払ってお願いする価値のある研修だと思うこ

入社初期に「心構え」を身につけさせたほうがい

とができました。ほかの会社さんからも新入社員

いと思います。

研修の提案を受け比較もしましたが、今でもずっ

れます。

とLMにお願いしています。

Motivation
Summit
Report

LMが納品してくださったものに私たちが満足
していても、LMは「まだこういう問題点がある」
「講師はもっとこうしたほうがいい」などの意見を
言ってくれます。そういったことは言わない会社
さんのほうが多い中、本当に当社にとっていいも
のを提供しよう、よりよい研修をしようと思ってく
れるからこそ敢えてこういうお話が出てくるのだろ
うと思うので、
より信頼することができます。

お問合せ先）株式会社リンクアンドモチベーション モチベーションマネジメントカンパニー
TEL：03-3538-6715 FAX：03-3538-6716 Email：lm̲jimukyoku@lmi.ne.jp
本社
〒104-0061
東京都中央区銀座3-7-3
銀座オーミビル
TEL 03-3538-8671
（代表） FAX 03-3538-8672

大阪支社
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-2-2
ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー14F
TEL 06-6457-3374 FAX 06-6457-6650

東海支社
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28
近鉄新名古屋ビル7F
TEL 052-562-2021 FAX 052-562-2022

