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◆解説　進化する「職場での学び」―OJTからワークプレイスラーニングへの発展―
熊本大学大学院　社会文化科学研究科 教授システム学専攻 准教授　北村士朗

① 損保ジャパン・システムソリューション
コーチャーは組織全体を巻き込むまとめ役　報告書と月例の会議で成果と課題を共有

② 北川鉄工所
OJTマネージャーを中心として　職場ごとの学びを実践

③ クリナップ
新人教育の重要性を鑑み「プール職」制度で現場のOJTのための基礎力を固める

◆特別企画　内定者・新入社員に読ませたい本30冊

1/5・20
No.939

特集 組織が支えるOJT

◆解説　成功するコーチング　活用のポイント
CPCC（CTI認定プロフェッショナルコーチ）JICCCカウンシルメンバー　中島英幸

① ソニー
コーチングを活用した“Through people”型リーダーシップの実現

② バンダイナムコホールディングス
研修担当者の想いから始まったコーチング文化の浸透活動

③ 資生堂
コーチングの導入で営業活動を革新／顧客志向、自律型、プロセス主義への転換を図る

④ 東京海上日動火災保険
組織風土改革と活性化「イキイキ・ワクワク活動」にグループコーチングを活用

◆特集関連Report “つないでつむぐ”現場のリアルな物語―企業内コーチフォーラム2008―
企業内コーチコミュニティ（JICCC）

2/5
No.940

特集 成功するコーチング・失敗するコーチング

◆解説１　管理者のマネジメント力を高める評価者研修
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　組織人事戦略部　チーフコンサルタント　根本直樹

◆解説２ 「考課者訓練トレーナー養成研修」の実際
日本賃金研究センター　主任アドバイザー　野原　茂

① 新日本空調
評価の目的を人材育成のためと定義し、成果と行動の両面を評価

② 住友林業
中間管理職・初級管理職および被考課者の３段階で研修を実施、
コアとなる「部下育成マネジメント研修」ではフィードバックに特化

③ パルシステム生活協同組合連合会
評価することのつらさを共有し、喜びを分かち合う

◆特集関連資料 「日本的人事制度の変容に関する調査」（2006年）
―約６割の企業が評価者（考課者）研修を実施―

社会経済生産性本部

2/20
No.941

特集 社員の働きがいを高める「人事考課者研修」

◆解説　変化する市場環境をリードするマーケティング人材のあり方
マーケティング・スコープInc. 代表取締役　数江良一

■INTERVIEW 変動の時代を読み解く「ワクワク系マーケティング」
オラクルひと・しくみ研究所　代表　小阪裕司

① 前川製作所
顧客ニーズという“暗黙知”を顕在化させて社内外の垣根を超えた「共創」で商品化する

② サントリー
独自の強味を活かしたコンセプト作りでトクホ飲料の成功を導いたマーケティング

3/5
No.942

特集 成功するマーケティング―売れない時代を制する戦略と人材―

企業と人材  年間総索引 
２００９（平成２１）年１月５・２０日号（No.９３９）～１２月２０日号（No.９６０） 

●特集索引
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◆解説　入社３年目社員をどう動機づけ、育成するか ―「ファーストキャリア構築」のすすめ―
ファーストキャリア代表取締役社長　若鍋考司

① 日鉄日立システムエンジニアリング
一人ひとりをじっくりと育て上げる手づくりの育成プログラムで若手を支援

② 日本ATM
入社３年間に実施される３段階研修でDNAの理解と人脈の構築を支援

◆特集関連Report 教えることは最高の学びである　
JAE（NPO法人日本教育開発協会）のドリカムスクールの取り組み
事例　酉島製作所　若手社員が先生になった　ドリカムスクールの感動体験が自律と成長を促す

3/20
No.943

特集 “３年３割離職”を乗り越える

◆解説　ベンチャーだからこそ、目的に合った人材戦略が可能に
MATコンサルティング 代表取締役　望月広愛

① ガリバーインターナショナル
自立を促すプログラムの提供で成果を生み出す仕組みをつくる

② イデアインターナショナル
企業理念とシンプルな制度の徹底と継続によりすべての“人”の幸せを実現する

③ パタゴニア
「ミッション・ステートメント」と「コアバリュー」をベースに
評価を自己啓発へと結び付けていく

④ 日本原料
老舗中小企業再生のポイントは何でも言い合える社員が育つ社風づくり

4/5
No.944

特集 ベンチャー企業に学ぶ　人材育成術

◆適性テスト・診断ツール一覧
EIリサーチ／インテック・ジャパン／ウィル・シード／ウィルソン・ラーニング ワールドワイ
ド／HRアドバンテージ／金子書房／クラボウ／産業能率大学／ジェイフィール／市場価値測定
研究所／スコラ・コンサルト／戦略MG研究所（SMG）／ダイヤモンド社／タナベ経営／日本
コンサルタントグループ／日本人事管理協会／日本心理テスト研究所／日本・精神技術研究所／
日本能率協会マネジメントセンター／日本文化科学社／日本マンパワー／ヒューマネージ／ヒュ
ーマンキャピタル研究所／ヒューマンスキル開発センター／ヘイ コンサルティング グループ／
マネジメント サービス センター（MSC）／マングローブ／三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ング／リクルートマネジメントソリューションズ／リンクアンドモチベーション／ワイキューブ

4/20
No.945

特集 適性テスト・診断ツールの活用

◆解説１　社員が自立的に成長する「社内コミュニティ」の活用法
キャリッジウェイ・コンサルティング　代表／

Six Stars Consulting パートナーコンサルタント　今井　孝
◆解説２　現場で成果が上がる人材育成プログラム

インテグラス　代表取締役社長　諸橋清貴
◆事例概要　事例４社の“仕組みと仕掛け”の狙いと特色
① アステラス製薬
社員同士が感謝のメールを送る“HARP（ハープ）制度”の実施でチームワークの醸成にチャレンジ

② 小野測器
技術者が知識や技術をブラッシュアップする「技術フォーラム」を毎月開催

③ 積水成型工業
“楽しむ”がキーワード！　社内思考の枠を超えた自由な発想でどんどん進化する化学反応型の勉強会
④ ファミリーマート
経営トップからのメッセージで社員のロイヤリティ向上を実現、人事施策でそれをより強固に

5/5
No.946

特集 “元気な職場”になるための　仕組みと仕掛け

◎公的資格取得援助制度に関する調査（Ⅰ）
◆調査結果の概要
◆調査結果の集計表
●主な調査項目
制度の導入状況／受験するまでの援助策（①通信教育・eラーニングに対する費用援助 ②セミナー受講
やスクーリング参加に対する費用援助 ③参考書や学習教材に対する費用援助 ④その他の援助）／受験に対
する援助／資格を取得した場合の取扱い／資格を取得できなかった場合の取扱い（経済的処遇/人事処遇
上での考慮）／奨励金（合格祝金）･資格手当の支給額／制度運用上の問題点
●企業別実態　資格取得者に対する奨励金の支給額〈製造業〉

5/20
No.947

本誌調査 資格取得援助制度の実態
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◎公的資格取得援助制度に関する調査（Ⅱ）
◆調査結果の集計表
●社員に奨励したい公的資格ベスト５
●資格手当（月額）の平均支給額および最高・最低額
【調査結果を専門家が読む】 注目される資格と仕事に資格をどう活かすか

資格コンサルタント　末木紳也
●企業別実態
①資格取得者に対する奨励金の支給額〈非製造業〉
②資格取得者に対する資格手当の支給額〈製造業・非製造業〉
◆公的資格取得援助制度の規程例

6/5
No.948

本誌調査 資格取得援助制度の実態

■INTERVIEW 家庭を守る課長が挑んだ「残業ゼロ」の管理術
東レ経営研究所　代表取締役社長　佐々木常夫

■事例概要　事例３社の取り組みに見る狙いと特色
① コクヨ
個々の予定をメンバー全員で共有し助け合いの風土を醸成する

② 新日本石油
管理者に「自覚」と「行動」を促し仕事と生活の両立を実現する「Action８」

③ 妙　徳
企業の発展と従業員満足を両立させる業務効率化の先に見えたワーク・ライフ・バランス

6/20
No.949

特集 個人と組織で取り組む　ワーク・ライフ・バランス

◆解説　人材開発担当者に求められる理念と役割
オフィス・イーチ・キャリア　代表　秋場　隆

① スターバックス コーヒー ジャパン／戸谷香織さん
「学習する文化」に自ら設計した育成フレームを融合　トレーニングが効果を発揮する
サイクルを回す

② 日本IBM／渡邉桂子さん
社員が直面している現実を直視しながら　現場に役立つ研修を提供する

③ クラボウ（倉敷紡績）／綱島康高さん
社是「同心戮力」と理念が一致　人への関心を高め、広く社会貢献を目指す

④ サトー／碇　明生さん
「サトーのこころ」を継承できる人財を育成するために
⑤ オリエンタルモーター／齋藤典子さん
教育企画の立ち上げには「情熱を傾け」「ニーズを汲む」ことが求められる

■Report 大人の学びを科学する「サードプレイス」―Learning bar ＠ Todai
東京大学　大学総合教育研究センター　准教授　中原　淳

7/5
No.950

特集 教育スタッフが熱く語る　現場に信頼される教育スタッフになる！

◆解説　バブル崩壊後の規制緩和と労働法制の改正
桐蔭横浜大学法学部　准教授　勝亦啓文

◆Q＆A ケースで学ぶ労働法基礎知識Q＆A16
～内定中の研修不参加、男女別研修の可否など～

7/20
No.951

特集 人事・教育スタッフのための労働法

【ダイアログ】
◆解説　探究を深め、新たな価値を生成する話し合いのあり方

ヒューマンバリュー　主任研究員　川口大輔
◆事例　 NTTドコモ

NTTドコモ　人事部　第二人材開発担当　澤井孝文
【ストーリーテリング】
◆解説　ストーリーを探求し、語り合うことが未来をひらく

ヒューマンバリュー　取締役主幹研究員　兼清俊光
◆事例　日産自動車　製品開発部
【インプロ】
◆解説　恐怖の壁を「がんばらない」が越える

東京学芸大学 芸術スポーツ科学系 音楽・演劇講座演劇分野 特任准教授　高尾　隆
◆事例　インプロワークショップ
◆特集関連Report ワークプレイス・ラーニングで活気ある職場を「職場」＝業務×学びの場にする

インサイト・コンサルティング 取締役 シニア・コンサルタント　森川大作

8/5・20
No.952

特集 ラーニングの新潮流　学び合う組織をつくる
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■INTERVIEW 育てるカギは、「ガンバルきっかけ」をどうつくるか！
小田急リゾーツ　ホテルはつはな 料理長　竹岡義和

◆解説　最近の新入社員の特徴と育成のポイント
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 組織人事戦略部 コンサルタント　小池陽二郎

① カルピス
実習とグループワークで新入社員同士の連帯感と研修に深みを与える

② パルシステム生活協同組合連合会
４泊５日の新入協職員研修を通じて“生協人”としての連帯意識を高める

◆特集関連資料　平成21年度新入社員「働くことの意識」調査結果の概要
日本生産性本部／日本経済青年協議会

9/5
No.953

特集 わが社の新入社員はこうして鍛える！

◆解説　フューチャーセンター：未来創造のための会議・ミーティング革新
富士ゼロックスKDI  シニアマネージャー　野村恭彦

■INTERVIEW 組織の知的生産性を向上させる『決まる会議』の実践法
アビーム コンサルティング 執行役員 プリンシパル　斎藤　岳

◆事例概要　事例３社の取り組みに見る狙いと特色
① ユニ・チャーム
情報伝達を円滑にする階層別の週次会議で 課題解決のスピードアップを図る

② NTTコミュニケーションズ
中堅層を中心に会議運営スキルを磨き 生産性向上を図るファシリテーション研修

③ 大和鋼管工業
“現在位置”の認識とモチベーション向上で 結論へと導く会議支援システム「BET」

9/20
No.954

特集 隠れた知恵を形にする　会議・ミーティング術

◆解説　これからの次世代リーダーの育成プラン
トッパン マインドウェルネス　常務取締役　岩崎玲子

◆事例概要　事例３社の取り組みに見る狙いと特色
① 住友スリーエム
若いうちから国内外で豊富な経験を積ませ、グローバルリーダーの早期育成を目指す

② 博報堂DYホールディングス
経営層を対象にした「経営創発プログラム」の実施で“イノベーション”を生む

③ 大阪機械器具卸商協同組合
組合加入企業の後継者や経営幹部を対象にトップとして必要な経営能力を学ぶ場を提供

◆特別寄稿　企業のグローバル化と人材育成―求心力の強化とグローバル経営人材輩出に向けて―
アビーム コンサルティング株式会社

シニアマネージャー プロセス＆テクノロジー事業部 HCMセクター　幸前夛加史

10/5
No.955

特集 次世代経営者の育成と選抜

■INTERVIEW いまこそ企業人教育のパラダイム転換を
イメージプラン 代表取締役社長　田口佳史

◆解説 「気づく力」・「感じる力」を育む「五感塾」のすすめ
人と情報の研究所 代表　北村三郎

① 帝人グループ
「自分はひとりじゃない！」草の根リーダーに気づきを促す五感塾

「私がやる！」プロジェクト事務局　／
帝人クリエイティブスタッフ 採用・人財開発部 人財開発グループ　鈴木崇之

② イオンリテール労働組合
生き方を学び、その学び方を学ぶ地域交流プログラム

イオングループ労働組合連合会 会長　新妻健治
◆特別ルポ　五感塾ネットワークフォーラム・ルポ

教室を飛び出そう！見て聞いて触れて――人間力を育む

10/20
No.956

特集 気づく・感じる 「人間力」を育む

◆解説　変化の時代の「ネアカ」キャリア論――偶キャリ。
～「新人類」世代によるキャリア支援のすすめ～

人事コンサルタント・中小企業診断士　所　由紀
① 闍島屋　入社後10年間の具体的育成ステップに基づいて、若手フルキャストのキャリア自律を促進
② サッポロビール　体系的なサポート体制を整備し　主体的なキャリア形成を支援
◆特集関連Report キャリア自律を支援する仕組みと仕掛け

―厚生労働省「キャリア健診研究会」を踏まえ、個人と組織の共創を図る―
日本マンパワー キャリアドック部 次長　植木千秋

◆特集関連資料　中高年層の進路選択とキャリア形成
2009年 中高年層の処遇と出向・転籍等の実態に関する調査　　 産労総合研究所

11/5
No.957

特集 キャリア自律を支援する
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◆解説　技能伝承の実態と後継者育成
日鉄技術情報センター 調査研究事業部 調査研究第三部 主席研究員　山藤康夫

■INTERVIEW 継続的に技能伝承する仕組みの構築を！
JIPMソリューション TPM総研 TPM研究開発部 技術主幹　河村　泉

① 旭硝子
「モノづくり研修センター」を拠点に、全社を挙げて技能伝承に取り組む
② 京西テクノス
エンジニアの技を習得し、覚えるOJT現場でこそ得られる体験を自分のものに

◆特集関連Report 知的財産専門職（知財人）のスキル分析と人材育成
大阪工業大学　知的財産学部　教授　村杉　健

11/20
No.958

特集 技能伝承への取り組み　～製造業の競争力の源泉を探る

◎教育研修費用の実態
◆調査結果の概要
◆調査結果の集計表
●主な調査項目
教育研修費用の総額と従業員１人当たりの額（2008年度実績と2009年度予算）／予算の策定時
期と優先基準／予算の対前年度増減状況／教育研修費用総額に占める外部講師・教育機関への支払
比率／教育研修費用総額の今後の方向性／正規社員・非正規社員別にみる2009年度予算の各種教
育研修の実施状況／今後重点的に実施する教育研修／世界的経済危機への人材開発部門の対応　ほ
か
●企業別実態
①教育研修費用総額と従業員1人当たりの額
②各種教育研修の実施状況（階層別／職種・目的別）
階層別教育
経営幹部教育／管理者教育／中堅社員教育／新入社員教育
職種・目的別教育
早期選抜型幹部候補者育成教育／中途採用者教育／営業社員・販売員教育／技術・技能者教育／
目標管理・評価者教育／QC・TQM・ISO関連教育／グローバル人材教育／語学教育／キャリア
開発教育／CSR・ダイバーシティ・コンプライアンス教育／コーチング教育／メンタルヘルス教
育／OJT指導員教育／その他の教育

12/5
No.959

本誌調査 人材育成投資をデータで読む

◆解説　不況期だからこそ人材育成投資に注力する
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　組織人事戦略部　プリンシパル 吉田　寿

◆項目別にみる教育研修の過去・現在・未来
①経営幹部教育
経営幹部教育のスタンスの確立を 日沖コンサルティング事務所　代表 日沖　健
②中級管理者教育
孤立する職場のミドル・マネジャー　再生の鍵は、つながり・共感・仲間意識

ジェイフィール　執行役員 高橋克徳
③営業社員・販売員教育
具体的な知恵と成長実感を与える実践型研修 マーキュリッチ 代表取締役 西野浩輝
④目標管理・評価者教育
「評価者」ではなく「育成者」という意識が必要

HRアドバンテージ 代表取締役社長 相原孝夫
⑤グローバル人材教育
グローバル競争に打ち勝つには人材教育の変革が必要

HPOクリエーション 代表取締役 松井義治
⑥コーチング教育
コーチングの対象は「個」から「組織」へ コーチ・エィ 常務取締役 中島克也
⑦環境教育
企業に厳しく求められる環境への配慮　取り組みの第一歩は社員への教育

ユニバース　環境コンサルティング事業部 環境コンサルタント 子安伸幸
⑧eラーニング
教育費用の削減がeラーニング活用を後押し　コンテンツやサービスの多様性が導入拡大の鍵

富士通ラーニングメディア　代表取締役常務／
ＮＰＯ法人　日本イーラーニングコンソシアム　副会長 加藤憲治

12/20
No.960

特集 人材育成の動向を読む　　本誌調査「教育研修費用の実態」を専門家はこう見る



◆公的資格取得援助制度に関する調査（Ⅰ）…………5/20

◆公的資格取得援助制度に関する調査（Ⅱ）……………6/5

◆教育研修費用の実態……………………………………12/5

◆東欧および北欧社会の変化と企業内人材育成

（IMコンサルタント　代表取締役　平松陽一）………3/5

◆世界同時不況下における人事戦略

～外部ターンアラウンドマネージャー（TAM）投入が

事業再生の鍵～

（SPC Consulting LABO所長　白藤　香）……………6/5

◆金融機関における教育システム開発とその効果の検証

（前編）

（アイエヌジー生命保険　金融法人営業企画推進部長

藤田通紀）………………………………………………7/20

◆金融機関における教育システム開発とその効果の検証

（後編）

（アイエヌジー生命保険　金融法人営業企画推進部長

藤田通紀）……………………………………………8/5・20

◆企業のグローバル化と人材育成

―求心力の強化とグローバル経営人材輩出に向けて―

（アビーム コンサルティング株式会社　シニアマネージ

ャープロセス＆テクノロジー事業部　HCMセクター 幸

前夛加史）………………………………………………10/5

◆イタリアの長寿企業の人材育成を見る

～時間をかけてじっくり職人を育成～

（IMコンサルタント　代表取締役　平松陽一）……12/20

◆内定者・新入社員に読ませたい本30冊 …………1/5・20

潭反論されても大丈夫！ ……………………………1/5・20

笄説得力のレシピ完成！ …………………………………2/5

⑤施策実施のポイント ………………………………1/5・20

笞組織レベルの施策とHPIプロジェクトの評価 ………2/5

①協和エクシオ ………………………………………1/5・20

②富士重工業 ………………………………………………2/5

③東急ストア ………………………………………………3/5

④東京ガス …………………………………………………4/5

⑤サカイ引越センター ……………………………………5/5

⑥川崎汽船 …………………………………………………6/5

⑦ALSOK綜合警備保障 …………………………………7/5

⑧東急車輛製造 ………………………………………8/5・20

⑨リコー ……………………………………………………9/5

⑩サンデン…………………………………………………10/5

潭日立建機…………………………………………………11/5

澂サントリーホールディングス…………………………12/5

①20代社員の定着と早期戦力化を促す …………………3/5

②30代社員のキャリアづくりと成長を促す ……………4/5

③企業内プロフェッショナルの仕事術 …………………5/5

④女性管理職（候補）研修 ………………………………6/5

⑤管理職の業績を劇的に向上させる研修 ………………7/5

笞定年後のビジョン作成研修 ………………………8/5・20
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●本誌調査・特別寄稿・
特別企画

本誌調査

特別寄稿

特別企画

●連載 ※白抜き数字は最終回を示す

フレッシャーズ必見!! 説得力のレシピ
ラーニング・マスターズ　開発部

パフォーマンス・コンサルタント 高田圭悟

HPIの理論と実際の進め方
インストラクショナルデザイン　代表取締役社長 中原孝子

学舎探訪－研修施設の最新事情－
フリーライター 中田正則

年代別研修　ベストプログラムを考える
東京女学館国際教養学部　教授／経営学博士 西山昭彦



①育成を通して、自分の限界を超えるチャンスをつかもう

……………………………………………………………3/5

②“期待”をベースに信頼関係を築こう…………………4/5

③成長を焦る新人に、目の前の仕事と将来なりたい姿をつ

ないでみせよう …………………………………………5/5

④新人の失敗を、一歩一歩成長を積み上げるプロセスに転

換させよう ………………………………………………6/5

⑤広く社会に目を向けさせ、自分らしさと求められる姿と

をドッキングさせよう …………………………………7/5

⑥後輩の成長ポイントを示しながら仕事を渡していこう

………………………………………………………8/5・20

⑦まわりと協働して多面的な人間関係のなかで新人を育て

よう ………………………………………………………9/5

⑧指示と支援の違いを理解し、ねばり強く新人と関わり合

いをもとう………………………………………………10/5

⑨ポジティブでタイミングよいフィードバックが部下を育

てる………………………………………………………11/5

⑩後輩との「関係の質」を重視して仕事に集中できる環境

を整える…………………………………………………12/5

①エステー株式会社　広報部　部長　中村吉見

マキアヴェッリ語録（塩野七生著　新潮社）

………………………………………………………1/5・20

②ルポライター　吉村克己

教師　大村はま96歳の仕事（大村はま著　小学館）

……………………………………………………………2/20

③ソーシャルスキル・プログラム　代表　吉田真知子

「聴く」ことの力－臨床哲学試論

（鷲田清一著　TBSブリタニカ） ……………………3/20

④譁セーフティネット　代表取締役社長　山闢 敦

静かに健やかに遠くまで（城山三郎著　新潮文庫）

……………………………………………………………4/5

⑤建築写真家　堀内広治

粗い石　ル・トロネ修道院工事監督の日記

（フェルトン・プイヨン著　荒木亨訳　形文社）……5/5

⑥コーチングカフェ　主宰　小田美奈子

私が会社を変えるんですか？（本間正人／中島崇昴著

日本能率協会マネジメントセンター）…………………6/5

⑦株式会社ウィル・シード　代表取締役社長　船橋　力

リーダーシップからフォロワーシップへ　カリスマリー

ダー不要の組織づくりとは

（中竹竜二著　阪急コミュニケーションズ）…………7/5

⑧法政大学　総務部　増田昌幸

グランドジョラス北壁　Grande Jorasses

（小西政継著　中公文庫）…………………………8/5・20

⑨トーキング・プランナー／環境カウンセラー　坪内美樹

Good Luck（アレックス・ロビラ／フェルナンド・ト

リアス・デ・ベス著　田内志文訳　ポプラ社）………9/5

⑩法政大学　大原社会問題研究所　所長　五十嵐　仁

戦争と平和（トルストイ著　中村白葉訳　河出書房新社

世界文学全集／藤沼貴訳　岩波文庫）………………10/5

潭ひとづくり工房esuco 代表　浦山絵里

ワークショップ――新しい学びと創造の場

（中野民夫著　岩波新書）………………………………11/5

澂ウイズネス専属講師　山田容子

君のそばで会おう（銀色夏生著　角川文庫）………12/5

①祝う …………………………………………………1/5・20

②弔う………………………………………………………2/20

③贈る………………………………………………………3/20

④挨拶する…………………………………………………4/20

⑤送る………………………………………………………5/20

⑥知らせる…………………………………………………6/20

⑦歓迎する…………………………………………………7/20

⑧集う …………………………………………………8/5・20

⑨見舞う ……………………………………………………9/5

⑩詫びる……………………………………………………10/5

潭持て成す…………………………………………………11/5

澂誘う………………………………………………………12/5

①Know How からKnow Whoへ…………………………9/5

②これまでのコミュニティを活かして働く……………10/5

③新しいコミュニティを活かして働く…………………11/5

④これまでのコミュニティを活かして楽しむ…………12/5

笄労働経済動向調査 …………………………………1/5・20
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はじめて部下をもつ人のための
育成力UP講座

シェイク　取締役会長 森田英一

心に残る私の１冊

ビジネス交際術の心得
ケイツーマネジメント　代表取締役 葛田一雄

７万時間のセカンド・ステージへの
ソフトランディング

東京ガス　西山経営研究所　主任研究員 福嶋美佐子

調査資料から今を読み解く
DATA FOCUS

独立行政法人 労働政策研究・研修機構



①資格を目指す動機 …………………………………1/5・20

②キャリアの棚卸しをしよう！①………………………2/20

③キャリアの棚卸しをしよう！②………………………3/20

④職場で仕事力、資格で知識・理論を学ぶ……………4/20

⑤ダブルライセンスは必要か……………………………5/20

⑥どんな基準で資格を選ぶべきか………………………6/20

⑦漢字検定ブームはなぜ起きたか………………………7/20

⑧最強のキャリアアップ術 …………………………8/5・20

⑨資格ランキングに意味はあるか………………………9/20

⑩効果的な学習法① ……………………………………10/20

潭効果的な学習法② ……………………………………11/20

笄自分への投資が最高のキャリアアップ ……………12/20

●コラム【資格ファイル】

①ビジネス実務法務検定　②中小企業診断士　③社会

保険労務士　④行政書士　⑤簿記検定　⑥ファイナン

シャル・プランナー ⑦TOEIC ⑧税理士　⑨宅地建

物取引主任者　⑩販売士　⑪司法書士　⑫不動産鑑定

士

⑦2010年度新卒採用動向を学生の目線でチェックする

…………………………………………………………1/5・20

⑧企業の採用意欲は依然旺盛　2010年度新卒採用の実態調

査…………………………………………………………2/20

⑨場当たり的な規制は変化への対応を鈍らせる　時代に合

わせた雇用のグランドデザインが必要………………3/20

⑩採用サービスは大転換の時代へ　目的に応じた個性的な

サービスを選ぼう………………………………………4/20

潭採用する企業、就職する学生にも当てはまる「好景気良

し。不景気なお良し」…………………………………5/20

笄早期化、長期化が進行した新卒採用戦線　2011年度の採

用戦略のテーマは？……………………………………6/20

澹環境就職 ……………………………………………1/5・20

濆スクラム家族……………………………………………2/20

澪パンデミック……………………………………………3/20

濟副業バイト………………………………………………4/20

濕特別採用コース…………………………………………5/20

濬ゼロ年代…………………………………………………6/20

濔ネコ型社員………………………………………………7/20

濘草食系チューハイ …………………………………8/5・20

濱月給制パート……………………………………………9/20

濮ノマドワーキング ……………………………………10/20

濛シンプル族 ……………………………………………11/20

瀉ないないてい …………………………………………12/20

①企業の現場で何が起きているのか……………………3/20

②Wayの伝承を阻む２つの変化 ………………………4/20

③Wayの効用～求心力とスピード経営 ………………5/20

④Wayを策定する～継承と変革 ………………………6/20

⑤Way策定の難所と打ち手①～負のマインドセット

……………………………………………………………7/20

⑥Way策定の難所と打ち手②～共通言語の欠如

………………………………………………………8/5・20

⑦Way策定の難所と打ち手③～言語化の壁 …………9/20

笨Wayマネジメントの要諦 ……………………………10/20

①公務員制度改革と自治体の人材育成の現状と課題

（経営研究センター　センター長　村木澄雄）……10/20

②研修による人材育成「研修体系の動向と課題」

（行政本部　理事・本部長　池田隆年）……………11/20

③研修による人材育成「階層別研修の動向と課題」

（行政本部　理事・本部長　池田隆年）……………12/20

①グローバル化時代に企業が目指す人材育成の方向性とは

（専務取締役　企業営業本部長兼任　吉川　亨）…11/20

②グローバル人材育成研修の成果～ROI～を最大化するた

めの７つの秘訣（執行役員　プログラムマネジメント統

括部本部長　柴田裕子）………………………………12/20
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キャリアアップのための
資格取得活用講座

資格コンサルタント 末木紳也

日本の採用シーンをWatchする
～採用の真相×深層～

採用プロドットコム　代表取締役社長 寺澤康介

新風新語
木ノ内博道

Wayマネジメントを考える
グロービス

オーガニゼーション・ラーニング　マネジング・ディレクター 湊　岳

自治体・官公庁など
公務員の人材開発の動向と課題

社団法人　日本経営協会

グローバル人材育成最前線
アルク教育社



笨学習理論の基礎その２─組織の学習プロセス …1/5・20

⑩エンゲージメント

～海外の定義から日本における個人と組織の新しい関係

性を考察する～（プロセス・ガーデナー／保坂光子）

………………………………………………………1/5・20

潭コンファレンス・レポート

～Systems Thinking in Action システムシンキング・

イン・アクション～（主任研究員／川口大輔）………2/5

澂インターネットから学ぶ組織・人材開発～海外お勧めサ

イト情報～（主任研究員／川口大輔）…………………3/5

潼人材開発部門のラーニングブランドについて考える

～働きがいのある魅力的な組織をつくる新たな視点～

（主任研究員／長曽崇志）………………………………4/5

潘市民参加の事例から「参画」のあり方について考える

（主任研究員／川口大輔）………………………………5/5

澎フューチャーサーチ

～利害を超えた対話から、みんなが望む未来を創り出す

ファシリテーション手法～

（代表取締役／高間邦男　主任研究員／川口大輔）…6/5

澑アジアのHRD事情

～The Asia HRD Congress 2009のコンファレンス・レポ

ート～（主任研究員／川口大輔）………………………7/5

濂ASTD2009 国際会議に参加して

（プロセス・ガーデナー／高間えみこ）…………8/5・20

筥シナリオプランニング

～自分たちの未来を描き、創造するプランニング技法～

（主任研究員／川口大輔）………………………………9/5

瀑「正鵠を射よ」真の目的を見据えた教育を！

（経営開発協会シミュレーション研究所　代表取締役／

経営・教育コンサルタント　横山弘美）

………………………………………………………1/5・20

瀁研修担当者の６つ星仕事術

～リーダーの段取りに学び、生きる研修を提供しよう

（Six Stars Consulting 代表取締役　原田由実子）

……………………………………………………………2/5

瀏３つの「ものの見方」から自分に役立つヒントをつかん

でほしい！（日本報連相センター　代表　糸藤正士）

……………………………………………………………3/5

濾やる気を引き出し、成長を助けよ！

（オフィス・なかがわ　代表　中川政雄）……………4/5

瀛『すごい教育スタッフ』の軸～

「ビジョン力」、「デザイン力」、「コーディネート力」

（グローバル・エデュケーションアンドトレーニング・

コンサルタンツ　代表取締役　布留川勝）……………5/5

瀚人材開発は重要な部門だと認識させよう

（アウトフロント　代表取締役　菊山博之）…………6/5

潴能力アップを図り、“越えていく能力”を身につけさせ

よう（Ｍ＆Ｎオフィス　代表　小松田　勝）…………7/5

簑個人のキャリア・レディネスを高め、一人ひとりの能力

が発揮されるような、「キャリア開発システム」を構築

せよ！（行動科学研究所　代表取締役　今野能志）

………………………………………………………8/5・20

瀑真の研修成果を追い求めて辿り着いた個人の行動変容と

組織開発の支援

（パフォーマンス・レバレッジ　

代表取締役社長　田鍋安弘）………………………1/5・20

瀁プロセス重視の体験学習が知識を育む

「プロジェクトアドベンチャー」

（プロジェクトアドベンチャージャパン　鎌田　学）

……………………………………………………………2/5

瀏意識改革によるストレス処理能力の向上が隠れた能力の

発揮を促す

（人財ストレスラボ　代表取締役　阿部淳一郎）……3/5

濾「大人よ！社会人を楽しもう！」

参加者心理を「行動変化」に導く研修

（O.K.Evolution 大島佳子）……………………………4/5

瀛“自創力”と“共創力”を育成し　活き活きとした人と
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教育スタッフのための
組織行動学入門講座

産業能率大学　経営学部　教授 腰塚弘久

海外発　人材開発情報　ア・ラ・カルト
ヒューマンバリューの各研究員によるリレー連載

P L A Z A
管理者ＰＬＡＺＡ
教育スタッフＰＬＡＺＡ

教育スタッフにこう言いたい！

教育コンサルタントの自画像



組織をつくる

（バランスト・グロース　渡辺亜紀）…………………5/5

瀚アスリートの成功と挫折から学ぶ　ストレスをパワーに

変えるコーピング

（ＭＪコンテス　田中ウルヴェ京）……………………6/5

潴“つながり”で現実の世界を認識する全システム変革モ

デルを開発中

（経営進化研究所　代表　伊藤良之）…………………7/5

瀝「人を育てる」とともに「人が育つ組織」を創る

（アイ・ウィリング　代表取締役社長　植竹由人）

………………………………………………………8/5・20

瀘人と組織をとびきり元気にする

（イノベーションアソシエイツ　代表取締役　Co-CEO

河北隆子）…………………………………………………9/5

瀟日常的に人を育成する企業風土をつくる

（ブライトレーン　代表　岡林温子）…………………10/5

瀰苦難をとおして歓喜へ　ビクター・フランクルに学ぶ

（人財開発コンサルタント・鍼灸師　太田哲二）……11/5

瀾クレドを作成し、サービスの質の向上と価値観を共有す

る（HAYASHIDA-CS総研　副社長　柿原まゆみ）

……………………………………………………………12/5

瀑失敗から学ぶこと …………………………………1/5・20

瀁対話力を復活させよう！ ………………………………2/5

瀏コインを裏返す …………………………………………3/5

濾コーチングの成否を分けるもの ………………………4/5

瀛OJTリーダーの品格 ……………………………………5/5

瀚「ゆとり教育世代」の逆襲 ……………………………6/5

潴わかりやすい研修とは？ ………………………………7/5

瀝研修を成功させる“三角形”………………………8/5・20

瀘研修アンケートの功罪 …………………………………9/5

瀟キャリア形成への影響力………………………………10/5

瀰教育の目的とは…………………………………………11/5

瀾教育担当者のプライド…………………………………12/5

①若手・中堅社員にとっての大切な“かかわり”とは

……………………………………………………………3/5

②どのような“かかわり”が若手・中堅社員の成長を促す

のか ………………………………………………………4/5

笳若手・中堅社員が踊り場を越えるためには …………5/5

①天職が見つからない若者とどう議論するか…………5/20

②新人に自己啓発の大切さを教える……………………6/20

③自力でいくか、他人を頼るか…………………………7/20

④厳しい「躾」が人を育てる ………………………8/5・20

⑤変えてよいもの、悪いものの境界 ……………………9/5

⑥ラクができればそれでよいのか………………………10/5

⑦世代を継承することの意味……………………………11/5

⑧「自分の流儀」をどのようにつくるか ………………12/5

①なぜいま役員研修なのか？ ……………………………9/5

②役員にとってMustの経営知識 ………………………10/5

③役員の意識改革…………………………………………11/5

④変革リーダーとしての行動……………………………12/5

①残すために変える、ということ

（落語家　桃月庵白酒）…………………………………9/5

②貧困と対立の地で学んだ「当事者目線」の重要性

（東京外国語大学大学院　教授　伊勢闢賢治）………10/5

③工夫と探究心が技術を育み、ニッポンのモノづくりを支

える（辻谷工業　代表取締役　辻谷政久）…………11/5

④心の病を受け止め悩む人たちをつなぐ絆（うつの家族の

会　みなと　代表　砂田くにえ）……………………12/5

⑦“中道”を往く ……………………………………1/5・20

⑧暗闇に光明あり…………………………………………2/20

⑨自心に立つ………………………………………………3/20

筐“天上天下唯我独尊” …………………………………4/20
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教育スタッフの「仕事」日誌
共同印刷　人事部教育課　課長 上妻祐司

人材開発白書2009
他者との“かかわり”が個人を成長させる

富士ゼロックス総合教育研究所　研究開発統括部

研究室長　坂本雅明／主任研究員 西山裕子

管理者に贈る　
人材マネジメントに活かす先哲の知恵

人材革新研究所　代表 本田有明

役員研修の設計と進め方
日沖コンサルティング事務所　代表 日沖　健

インタビュー この人に聞く育てのツボ
フリーライター 堀家由紀子

管理者に贈る　
仏教の智慧に学ぶ人材マネジメントの心

僧侶　Ｍ＆Ｔビジネスキャリア研究会　代表 真船雅永



⑦部下は上司の「魅力」で育つ

～上司が持つべき魅力とは何か～ ………………1/5・20

笨ビジネスの本質とは何だろうか？～価値を生み出すビジ

ネスマンに育てるためには～…………………………2/20

⑥充実した教育・研修体系と成長機会がある ……1/5・20

⑦多様な働き方とワークライフバランスの尊重………2/20

⑧フォーチュン誌「働きがいのある会社」最新ベスト100

……………………………………………………………3/20

⑨FUN（楽しい雰囲気の職場）を目指している ……4/20

⑩実際の規模より小さく感じる会社……………………5/20

潭「自社のオリジナリティ」と「誇りを持った模倣」

……………………………………………………………6/20

笄充実した社会貢献、思い切った権限委譲、弛まない向上

心…………………………………………………………7/20

笄やさしく書く ………………………………………1/5・20

⑤マナーのある話し方① ……………………………1/5・20

⑥マナーのある話し方②…………………………………2/20

⑦マナーのある話し方③…………………………………3/20

⑧接待でのマナー…………………………………………4/20

⑨来客応対や他社訪問のマナー①………………………5/20

⑩来客応対や他社訪問のマナー②………………………6/20

潭好感度抜群の電話応対術①……………………………7/20

澂好感度抜群の電話応対術② ………………………8/5・20

潼好感度抜群の電話応対術③……………………………9/20

潘不況の時こそマナーが仕事の基本 …………………10/20

澎ビジネス電子メールの基本① ………………………11/20

澑ビジネス電子メールの基本② ………………………12/20

筍EAPから見た最近の動向と今後の課題（岡本彰夫）

………………………………………………………1/5・20

①関係構築（ラポール）…………………………………2/20

②問題解決支援の基本的スタンス………………………3/20

③問題・状況の把握、目標の明確化……………………4/20

④リソース（資源）を発見する…………………………5/20

⑤「やる気」を引き出す…………………………………6/20

⑥「体験」を活用する……………………………………7/20

笵アサーションの考え方を活用する ………………8/5・20

焜もっと魅力的な新卒内定者教育を実施したい …1/5・20

焙若手社員のモチベーションアップのためのキャリア研修

を実施したい ……………………………………………2/5

煥職場やチームで一体感を持って、組織パワーを大きくさ

せる手法を知りたい ……………………………………3/5

煕沈滞した組織の活力を取り戻すために、朝礼を改革した

い …………………………………………………………4/5

熈若手社員の仕事力アップで、低迷する現状を活性化させ

たい ………………………………………………………5/5

煦次々世代の基幹人材となる中堅社員に論理思考力をつけ

させたい …………………………………………………6/5

煢管理職の苦手意識を払拭し、リーダーシップを発揮させ

たい ………………………………………………………7/5

煌チームとして結束し、仕事へのモチベーションを向上さ

せたい ………………………………………………8/5・20

煖部門メンバーの意識を変え、部門間の連携を円滑にした

い…………………………………………………………9/20

煬内定者への基本マナーの定着と早期戦力化 ………10/20

熏若手社員の離職防止とモチベーションの向上 ……11/20

燻営業責任者による業績向上のための職場づくり …12/20
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リーダーのための　
自分も職場も元気にする仕事術
Six Stars Consulting パートナーコンサルタント／マイルストーン代表取締役 水野浩志

「働きがいのある会社」に共通する
企業文化を探る

Great Place to Work獏 Institute Japan

シニアアドバイザー 斎藤智文

ロジカル・シンキングと
ビジネス文書作成のポイント

富士ゼロックス総合教育研究所　講師／経営学博士 川島　冽

マナーコミュニケーション
ウイズ・リミテッド日本支社　代表 西出博子

管理者と考えるメンタルヘルス
ヒューマン・フロンティアの各カウンセラーによるリレー連載

会話で部下を元気にする　
問題解決支援の進め方

日本生産性本部 HRD（人材開発）コンサルタント 大山政嗣

教育研修実務Ｑ＆Ａ
66～71 グローコンサルタンツ　代表取締役 中闢峰子
72～77 ラーニングスクエア　代表取締役 佐藤友三



①ようこそ、教育効果測定へ ……………………………7/5

②教育効果測定実施のための前提条件 ……………8/5・20

③教育効果測定の実施手順………………………………9/20

④測定ツールの特徴とアンケート開発の留意点 ……10/20

⑤情報収集源と測定のタイミングを見定める ………11/20

笞人材育成業務の質的向上を目指して ………………12/20

①これからの人材育成部門の役割（経営トップのビジネス

パートナ）………………………………………………9/20

②人材育成のグランドデザイン ………………………10/20

③コンピテンシーアセスメントのブラッシュアップ

…………………………………………………………11/20

④実践的教育メニュ設計 ………………………………12/20

①どうしたら、もっと楽に、高い成果が出せるのか

……………………………………………………………9/20

②仕事の「７つの行動原則」……………………………10/20

③「７つの行動原則」を実践する ……………………11/20

④「７つの行動原則」を実践する Part２……………12/20

・なぜ勉強するのか？（鈴木光司著　ソフトバンク新書）

……………………………………………………………2/5

・ボーアウト　社内ニート症候群（フィリップ・ロートリ

ン、ペーター・Ｒ・ヴェルダー共著　平野卿子訳　講談

社）…………………………………………………………3/5

・人生の転機　会社生活を成功に導いた18の言葉（西山昭

彦著　新潮新書）…………………………………………4/5

・できる新人指導者の躾けるチカラ（落合文四郎著　ＰHP

研究所）……………………………………………………5/5

・サボる技術　10分の１の努力で成果が出せちゃう仕事術

（松本幸夫著　東洋経済新報社）………………………6/5

・ワークショップ入門（堀　公俊著　日経文庫）………7/5

・一流の思考法　WBCトレーナーが教える「自分力」の

磨き方（森本貴義著　ソフトバンク新書）……………9/5

・コンテキスト思考　論理を超える問題解決の技術

（杉野幹人、内野　純共著　東洋経済新報社）………10/5

・組織が大きく変わる「最高の報酬」―トータル・リワー

ドを活用した行動科学マネジメント―（石田　淳著　日

本能率協会マネジメントセンター）…………………11/5

・リフレクティブ・マネジャー　一流はつねに内省する

（中原　淳、金井壽宏著　光文社新書）………………12/5
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そこが知りたかった！　教育効果測定
日立総合経営研修所　QCマネージャー

NPO法人 人材育成マネジメント研究会　代表 堤　宇一

「事業成果」に直結する
実践的人材育成システムの構築

富士ゼロックス　人事本部 教育部 チーム長 遠藤裕隆

編集部のオススメ本

●編集部のオススメ本

７つの行動原則で
現場の知的生産性を高める

CREATE・Ｊ　代表 堀田孝治




