
2022年度
～新入社員教育プログラム～
自律/協働/逆境突破 プロフェッショナルとしての成長

JoyBizコンサルティング株式会社



新入社員教育の重要性
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「個人」として

私たちが目指しているのは「自律/協働/逆境突破」で
成長を続けるプロフェッショナル人材の育成です

自分がやりたい仕事・やれる仕事しかしない✓

こんな課題意識をよくお伺いします

空気を読みすぎて安易に同調してしまう

価値観が違う人たちと協働がうまくいかない

✓
✓ 指示待ち、受け身の姿勢が抜けない

✓

自分本位の仕事のやり方から抜けられない

✓
✓

チームの一員としてしての責任感が薄い

自律が必要 協働が重要

「組織人」として

「プロ」として

ストレス耐性が弱い✓
プレッシャーや葛藤が生まれると動きが止まる✓
やらされ感で仕事をしてしまう✓

逆境突破が必要



「プロフェッショナル」社員育成のポイント
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体感学習を促進し、
「点」ではなく「面」で育てていく

プロとして、組織人
としてのマインド

セット

✓「人と一緒にやっていく」
ということを体感的に理解する
✓組織の基礎概念を理解する

内観力を育み
自律的な成長の足腰

を鍛える

✓自分のモノの見方・考え方
のクセに気づく
✓レジリエンスを高める

プロフェッショナル社員
が協働する組織へ
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体感学習は受講者に対して非常に「インパクト」がある手法です。
それは、「感情」が講義中に表出されるからです。

経験学習モデル～デービッド・コルブ～から引用

具体的な
経験

仮説の形成
概念化

振り返りと
内省

新しい行動の
実践

体 験

知 的 理 解

経験学習
モデル

感情の表出 講義や机上の実習だけでは感情は表出さ
れません。その場で生まれる「ナマの」
人と人とのコミュニケーションを通して、
自分がどの様な感情を抱くかが浮き彫り
になります。
お互いの感情を出し、相互理解すること
が信頼関係構築には必要であり、それが
ポジティブな学習マインドと自律的な成
長意欲にもつながります。

体感学習方式：知的理解と体感理解

なぜJoyBizの新人研修で「人が育つ」のか？
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アクティビティ（ツール）を利用しながらチームメンバーと共に課題解決に取
り組みます。その課題解決の過程でのチームやコミュニケーションが及ぼす影
響などを学んでいきます。

グループ全員が輪になり、
手をつないだままでフラ
フープを１周させます。

クモの巣に見立てたロープ
に一切触れずに、全員が協
力して反対側にくぐり抜け
ます。

Ａ地点からＢ地点まで、パ
イプを使ってビー玉などの
ボールを早く落とさないよ
うに運びます。

フープリレー スパイダーズウェブ パイプライン

体感学習で活用するアクティビティの例
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失敗にめげず諦めないで粘り強くチャレ
ンジすることの大切さが分かった。

これほど人を信じることは、これまで
あっただろうか。

自分一人では難しいことでも、みんなで
力を合わせれば何とかなることが実感で
きた。

色々苦労して目標達成した後、不思議と
更に高い目標にチャレンジしてみたい気
持ちになった。

リーダーの一言で勇気と自信が湧いてく
る。

みんなと話し合っているうちに次々と
色々なアイデアが出てくるものだ。

成功した達成感で疲れが吹っ飛んだ。

いったん決めたことを崩すことは大変な
勇気がいるものだ。

最初は無理だ、出来ない、難しいと思う
ことでも、みんなの力で達成できた。

分かっていることだけではダメ、実際に
行動してチャレンジすることの大切さを
実感した。

成功することは大切であるが、失敗から
色々学ぶことの大切さをあらためて実感
した。

自分一人で悩むのでなく、それを他の人
に話すことで色々な助言・アドバイスが
得られた。

主な受講者の声の抜粋です。

プログラム参加者の声 ※抜粋



□オリエンテーション
・今日のねらい

□全体ウォーミングアップ
□チームウォーミングアップ
―ジャグリング

□アクティビティ①「ヘリウムリング」
・実習
・振り返り＆講師コメント

□アクティビティ②「ブラインドスクエア」
・実習
・振り返り＆講師コメント

休 憩

□全体アイスブレイク
―他グループメンバーとの交流

□アクティビティ③
「シャッフルカード Re-Zoom」
・実習
・振り返り＆講師コメント

□アクティビティ④「キーパンチ」
・実習
・振り返り＆講師コメント

□実習「相互フィードバック」

□検討「ガイドライン作成」
・グループ検討
・ミックスグループで共有

□まとめ「全体振り返り」

＜ポイント＞
・研修のねらい・目的を理解する。
・マインドセットに必要な情報をインプットし、学生か
らの変化を理解する。

＜ポイント＞
・動きの中でコミュニケーションが雑になるプロセスが
起こりやすい。そのような状況下でチーム全体をみなが
らどう互いにコミュニケーションをとればチームの生産
性が上がるかを体感的に学ぶ。

＜ポイント＞
・何度もチャレンジする過程で、目標を共通認識で立て
たり意見が出た新しい発想をどうチームに取り込んでい
くか、というチーム活動をポイントを体感する。
・自分たちのチームがどのようなプロセスだったかを振
り返り、チーム活動がうまくいくポイントを学ぶ。

＜ポイント＞
・リーダー以外のメンバーはリーダーの指示を待つのみ、
という構造になりがち。指示待ちになり、他責になりや
すい状況になるが、「自分にもできることがあったので
は？リーダーが指示を出すべきものと思い込んでいたの
では？」などと振り返ることで他責になっていた自分に
気づく。
・振り返り後再度ゲームに挑戦し、それぞれが自分にで
きることを考えて自ら行動することで、チーム活動の生
産性が上がることを体感する。

＜ポイント＞
・これまでの知的理解と体感的理解をとおし、マインド
セットを整理ながら落とし込んでいく。

タイムテーブル シナリオ シナリオ詳細

研修の意図や背景を理
解し、組織人へのマイ
ンドセットに必要な概
念を理解する

効果的なコミュニケー
ションを学ぶ

チーム活動がうまくい
くポイントを学ぶ

□講義
・学生と社会人の違い
・組織とは何か？組織行動とは何か？
・チームの生産性
・能力概念と感受性/アビリティとコンピ
テンス

□実習①「パイプライン：コミュニケー
ションを学ぶ」
実施⇒振り返り

□実習②「フープリレー：チーム活動を学
ぶ」
実施⇒振り返り

□実習③「ブラインドスクエア：リーダー
シップを学ぶ」

□討議「学生と社会人(または社会人とし
てのガイドライン)」
・グループ討議
・発表

□検討「個人行動ガイドラインの検討」
・社会人として、組織人として意識したい
自分の行動指針を検討する

□全体振り返り

取組み例（新入社員研修１～２日ver）
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リーダーシップを学び
協働するプロセスを体
感する

社会人として今後意識
していくことを、討議
と検討を通して明確に
していく

実施形態（対面・オンライン）、実施内容、人数などは柔軟にご相談可能です



□オリエンテーション
・今日のねらい

□全体ウォーミングアップ
□チームウォーミングアップ
―ジャグリング

□アクティビティ①「ヘリウムリング」
・実習
・振り返り＆講師コメント

□アクティビティ②「ブラインドスクエア」
・実習
・振り返り＆講師コメント

休 憩

□全体アイスブレイク
―他グループメンバーとの交流

□アクティビティ③
「シャッフルカード Re-Zoom」
・実習
・振り返り＆講師コメント

□アクティビティ④「キーパンチ」
・実習
・振り返り＆講師コメント

□実習「相互フィードバック」

□検討「ガイドライン作成」
・グループ検討
・ミックスグループで共有

□まとめ「全体振り返り」

＜ポイント＞
・自律的な成長に欠かせない「経験学習」について理解
を深める。
・経験学習を阻害する心理的な防衛機制についても理解
を深めることで、振り返りの質をより高める。

＜ポイント＞
・入社時に設定したガイドラインをもとに振り返り、学
びを深めていく。そして、今後の啓発ポイントを理解し
意識する。
・互いに開示することで、悩みは自分だけ抱えているの
ではないことを知り、孤独や不安感を解消する。

＜ポイント＞
・自分の無意識的なコミュニケーションのクセを理解す
る。
・コミュニケーションにおいて特に重要なノンバーバル
コミュニケーションについてポイントを体感的に理解し
コミュニケーションに対する意識を高める。

＜ポイント＞
・自分ではわからない他者からみえる自分への理解を通
し、自己理解の幅を広める。
・また、互いにフィードバックし合うことで相互理解に
もつなげていく。

＜ポイント＞
・これまでの学びを整理し、リスタートをきる。

タイムテーブル シナリオ シナリオ詳細

経験学習について理解
を深める

一定期間の実践をじっ
くりと振り返る
互いに開示し合うこと
で学びを深める

自分のコミュニケー
ションのクセを理解す
るとともに、２種類の
コミュニケーションを
理解する

□講義
・体験から学ぶ
・実践行動を阻害するもの：防衛機制

□検討＆討議「実践行動の振り返り」
ーガイドラインの実践度合いの自己評価
ーできたこと、できなかったこと

※相互発表
実践度合いの自己評価
ーできたこと、できなかったこと
※相互発表

【昼 食】

□実習「コミュニケーション実習」
ー自分自身のコミュニケーションのクセ
を理解する
ーバーバルコミュニケーション＆ノン
バーバルコミュニケーションの違いを理
解する

□実習「相互フィードバック」
・相互フィードバックを通して自己理解
を深める

□全体振り返り

取組み例（新入社員研修フォローアップ１日ver）
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AM

PM

「他者からみえる自
分」の理解を通し、自
己理解の幅を広める

学びを整理する

実施形態（対面・オンライン）、実施内容、人数などは柔軟にご相談可能です



新入社員教育を考える上で
もう一つ重要なポイントがあります。
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それは、「OJT」が効果的に機能し
ているかどうか？という観点です！
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あなたの職場はどちらですか？

OJTが機能していない
効果的な

OJTが機能している！

●リモートワーク化に伴いコミュニケーション
ギャップが増大している
●1on1を導入しているが、結局タスク的な話し
かしておらず上司部下双方にとって苦痛の時間
となっている
●学んだコーチングスキルが形骸化している

●経験学習が促進するような振り返りを
日常の中で問いかけられている
●目標観やキャリアイメージを描かせて
キャリア自律を促すような関わり合い方が
できている
●信頼関係を醸成し価値観の違いはあれど
うまくコミュニケーションがとれている

新入社員教育の効果性を高めていくために取組みを
考えられている方は、ぜひお気軽にご相談ください！



JoyBizコンサルティング
について
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JoyBizコンサルティングのご紹介

本社所在地 〒150-0011
東京都渋谷区東2-20-13 シャトレ―渋谷301

TEL ： 03-6427-5395 FAX ： 03-6427-5396
事業内容 □経営／事業／組織に関するコンサルティング

□経営／事業／組織に関する調査診断
□組織開発理論を応用したコンサルティングと教育訓練

LIFT
Program

「認知」のスペシャリティ

問題解決のスペシャリティ
・各自のこころのバイタルアップと実際のビジネス
で起きている問題解決（ソリューション）をシーム
レスにプランニング

組織開発のスペシャリティ

・こころを形成する根本要因である「意識」に着目した
プログラム・ツールのデザイン

・個人としての自己ではなく、「集団・組織の中の
自己」をつかむためのファシリテーション

リベラ
ルアー
ツ（禅
など思
想）

脳科
学・神
経科学

ポジ
ティブ
心理学

認知行
動療法
（CBT
）

・プロセスグループ
・ケースメソッド
・ダイアローグ
・ナラティブトーキング
・NLP
・アクティビティ
・マインドフルネス
・ヨーガ

【Background of program】 【JoyBiz Appeal point】

「メタ認知」で切り拓く 「気づき」と「変化」の創造
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ご支援実績多数 ※抜粋

岡三アセットマネジメント株式会社

サノヤスホールディングス株式会社 セコ・ツールズ・ジャパン株式会社

多田プラスチック工業株式会社

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

マクセル株式会社

＜その他実績企業＞

・日本電気株式会社
・東亞合成株式会社
・株式会社ダブレス
・不二熱学工業株式会社 その他実績多数

HI-LEX
株式会社ハイレックスコーポレーション

株式会社 東京ドーム

イリソ電子工業株式会社
三菱UFJ信託銀行従業員組合

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 株式会社 そごう・西武
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