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企業と人材　年間総索引
2012年（平成24）年１月号（No.987）～12月号（No.998）

●特集索引

１月号 特集　人材育成のいまとこれからを考える
No.987 ●識者７人によるオピニオン

　１　タレント ･マネジメントの整備へ踏み切りを
 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング　プリンシパル　吉田　寿

　２　グローバルで戦える人材育成のために体系的知識の習得や理論の強化が求められている
ASTDグローバルネットワークジャパン会長／インストラクショナルデザイン代表取締役　中原孝子

　３　人と組織の戦略家、組織風土を開発するプロとしての役割が人事部に求められる
 イマココミライ　代表取締役社長／高知大学客員教授　森田英一

　４　教育とは文化の構築―教えることはない、気づける環境の提供
 タマノイ酢　代表取締役社長　播野　勤

　５　社員が自慢できる会社を目指して―いまも、これからも人事が大切にする３つの仕事
 サイバーエージェント　取締役　人事本部長　曽山哲人

　６　事業変革の時代に求められる“ストーリー” を紡ぐ人材開発スタッフ
 リクルートマネジメントソリューションズ　代表取締役社長　奥本英宏

　７　ウイーク・タイズの時代に肝要な、外に「開かれた」人材育成
 東京大学　社会科学研究所　教授　玄田有史

■シリーズ　新入社員と正面から向き合う
　迷走する就活エリートを救え ! !　新入社員を活性化する３つの方法

リクルート　ワークス研究所　主幹研究員　豊田義博

■人材育成Topics　どうするビジネス英語――ビジネス英語学習の憂鬱を解消するヒント
多摩大学　経営情報学部　教授　飯田健雄

２月号 特集　革新の時代の研修内製化
No.988 ◆解説Ⅰ　研修内製化と経営改革 インソース　代表取締役　舟橋孝之

事例①　ソフトバンクグループ
　社員向け研修の約７割を内製化　
　社員を登用する「認定講師制度」と併せて実践的な高品質の研修を提供

事例②　味の素ゼネラルフーヅ
　専門性が高い部署から社内講師を派遣する「出前講座」を導入
　自社内の知識を活用し、積極的な学びの場に

◆解説Ⅱ　研修効果を最大化する「教える技術」
　参加者の興味をひきつけ　前のめりにさせる３つのポイント　

日本生産性本部　主席経営コンサルタント　寺沢俊哉

●気になる用語解説　社内インストラクター／インストラクション・マニュアル
ナビゲート　代表取締役　伊藤弘二朗

■シリーズ　新入社員と正面から向き合う
　いま、新入社員に伝えたい　松下幸之助の言葉 松下資料館顧問　川越森雄

■シリーズ　働き方・学び方の新潮流を探る
　広がる社員のボランティア活動と企業の支援〔事例　丸紅／ベネッセホールディングス〕

HRMプランナー・ライター　福田敦之
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３月号 本誌調査　選抜型の経営幹部育成に関する実態
No.989 ◆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／導入時期／選抜対象となる社員の要件／経営幹部に求められる資質・能力／選
抜方法／選抜対象となり得る社員にする選抜された社員の割合／育成方法―研修プログラム／
育成プログラムの具体内容／研修後の実務経験を通じた育成施策／育成にかかる１人当たりの
年間費用／選抜に関して社員に公開している情報／見直し制度の有無／施策の成果について・
課題・問題点

●企業別実態　29社の選抜型の経営幹部育成制度の概要
◆解説１　次世代経営リーダーをどう育てるか～選抜型の経営幹部育成～

　東洋学園大学現代経営学部客員教授　渕野康一 
◆解説２　次期経営幹部育成プログラムのつくり方

　イノベーションマネジメントコンサルティング　代表　鈴木剛一郎

■事例レポート　NTTファイナンス
　 自ら学び続ける個人と組織の創出を目指して――事業環境の変化に対応するための育成強化策――
■シリーズ　新入社員と正面から向き合う
　『ONE　PIECE』に学ぶ新入社員とのつき合い方 関西大学教授　安田　雪

４月号 特集　本気で育てる基本の「き」
No.990 ◆解説Ⅰ　本気の人財育成と風土改革

　経営陣・人財育成担当者・改革コアチームの三位一体で人と組織を変える方法
エンパワーリング　代表取締役　上村光典

事例①　秋山木工
　21世紀型「徒弟制度」で技術より人間性に優れた職人：スーパースターを育てる
事例②　てっぺん
　個々の可能性を引き出す「本気の朝礼」、輝く人を通じて、日本を明るく元気にする
◆解説Ⅱ　江戸しぐさに教わる人材育成のこころ

　モアクリエイション　代表取締役／新潟江戸しぐさ研究会　代表　柴田光榮
●気になる用語解説　５Ｓの基本の「き」 きむら５Ｓ実践舎　代表　木村温彦
■誌上セミナー 
　知らなかったではすまされない！　ソーシャルメディアリテラシーをどう教えるか
 フランテック法律事務所　弁護士　金井高志／社会保険労務士　毎熊典子
■特別寄稿
　全員参加型リーダーシップへの旅～リーダーシップ世界大会2011の開催から 山縣いつ子

５月号 特集　人材開発部門の仕事を見直す
No.991 ◆インタビュー　富士ゼロックス

　経営と現場をつなぐ人材育成のプロフェッショナル組織になる
　人事本部　教育部　部長　芳澤宏明

◆解説　事業成果に貢献する人材開発部門になる ヒューマンパフォーマンス　代表取締役　鹿野尚登

事例①　日本コカ・コーラ
　人事の役割のひとつとしてSBPを位置づけ、人と組織の成長を実践的にサポートする
事例②　日立システムズ
　現場のニーズを達成するために、知識・スキル以外の原因を分析し、職場にも手を打つ
事例③　テクノプロ・ホールディングス
　事業会社に真に効果がある人材開発サービスを提供
　きめ細かなヒアリングで、エンジニアのキャリアプラン実現をサポート
●気になる用語解説
　 HPI（ヒューマン・パフォーマンス・インプルーブメント）／ストラテジック・ビジネス・パー
トナー（SBP） ヒューマンバリュー　主任研究員　長曽崇志

■ 短期連載　教育研修の勘違い～講師が説明したからといって、参加者が学んだとは限らない～
　第１回　『いい講師』になるためには、「話し方」がうまいことが重要か？
 ダイナミックヒューマンキャピタル　代表取締役　中村文子
■特別寄稿
　 組織・人材開発の新手法「チームコーチング」とは～コーチングは、「個人」から「チーム」
の時代へ！～ 日本チームコーチング協会　取締役　染屋光宏
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６月号 特集　　変化を勝ち抜く中堅社員を育てる
No.992 ◆インタビュー

　変化の時代の中堅社員教育とは？ レアリゼ　代表取締役社長　真田茂人

◆解説　「経験」を通じた中堅社員の成長を支援する
 神戸大学大学院　経営学研究科　教授　Ph.D　松尾　睦

事例①　住友商事
　　　　入社10年を育成期間とし、「自ら学びとる成長機会」へ意識変革を促しサポートする
事例②　富士通
　　　　早くから実践的な経験を積ませ、グローバルビジネスリーダーへ育成する
●気になる用語解説
　アンラーニング／越境学習 ユアーズ　代表取締役　阿部久美子

■短期連載　教育研修の勘違い～講師が説明したからといって、参加者が学んだとは限らない～
　第２回　知識を吸収するには「座学」が最も効果的か？

ダイナミックヒューマンキャピタル　代表取締役　中村文子

７月号 特集　部下が成長するフィードバックの技術
No.993 ◆インタビューⅠ

　正しい「ダメ出し」を理解して職場のコミュニケーションを深める
青山学院大学　教育人間科学部　心理学科　准教授　繁桝江里

◆インタビューⅡ
　怒りと上手に向き合い、伝えたいことを伝える技術　アンガーマネジメント

　一般社団法人　日本アンガーマネジメント協会　代表理事　安藤俊介
◆解説Ⅰ　これでいいのか！「叱らず、褒めよ」風土
　正しい叱り方には、ルールがある ミュゼ　代表取締役　齋藤直美

◆解説Ⅱ　人を育てるフィードバックの方法 らーのろじー　代表取締役　本間正人

●気になる用語解説　フィードバック エム・アイ・コンサルティンググループ　マネージャー　若松誉典
■マナビのヒント！
　個として学ぶ人を支援するために、人事は大きなパラダイム変化に挑戦を

法政大学経営学部経営学科　教授　長岡　健

■短期連載　教育研修の勘違い～講師が説明したからといって、参加者が学んだとは限らない～
　第３回　（最終回）　研修ファシリテーションを勘違いしてないか？

　ダイナミックヒューマンキャピタル　代表取締役　中村文子

■シリーズ　働き方・学び方の新潮流を探る
　テレワークの可能性とマネジメント〔事例　日本ユニシス／三三〕
 HRMプランナー・ライター　福田敦之

８月号 特集　社内塾で鍛える次世代経営幹部
No.994 ◆解説　次期経営幹部は社内で鍛える 日沖コンサルティング事務所　代表　日沖　健

事例①　コニカミノルタホールディングス
　 グループ内で切磋琢磨して、次世代ビジネスリーダー、技術リーダー、グローバルリーダーを
育成

事例②　サンデン
　人材発掘を目的に、トップ自らが企業DNAを伝承する「サンデン経営実践塾」
●気になる用語解説　サクセッションプラン／ IDP（Individual Development Plan）

バイオ・ラッド　ラボラトリーズ　執行役員 人事総務部長　石山恒貴

■マナビのヒント！
　グローバル・コミュニケーターはどうすれば育つのか セブンシーズ　代表取締役　揚石洋子

■Topics　楽天　英語公用語化が正式にスタート
■事例レポート　ディー・エイチ・エル・ジャパン
　社員意識調査で課題を見つけ、エンゲージメント向上や育成施策に活かす
■誌上セミナー
　女性の未来を育てることを共に考える上司は尊敬される キャリエーラ　代表取締役　藤井佐和子
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９月号 特集Ⅰ　折れない新入社員の育て方
No.995 ◆解説　厳しい時代の新人育成の新たなアタリマエ 

リクルートマネジメントソリューションズ　シニアパフォーマンスコンサルタント　桑原正義

事例①　日本旅行
　厳しく接して「やり切らせる」体験を通じ、新入社員の意識の切り替えスイッチを押す

事例②　ワークスアプリケーションズ
　クリティカルワーカーとして自分の力で課題をやり切る「課題突破型」研修

●気になる用語解説　メンタル耐性とレジリエンス ロブ　代表取締役社長　前田一寿

特集Ⅱ　人材開発部門の仕事を見直す　―教育効果測定―
◆解説Ⅰ　より質の高い教育効果測定を進めるために
 人材育成マネジメント研究会　副理事長　堤　宇一

◆解説Ⅱ　研修効果測定手法の進化と実施の課題
 ヒューマンバリュー　取締役主幹研究員　兼清俊光

■マナビのヒント！
　企業の教育訓練投資が労働生産性を高める 日本大学経済学部　准教授　権　赫旭

10 月号 本誌調査　第36回　教育研修費用の実態

No.996 ◆調査結果の概要
◆調査結果の集計表
●主な調査項目
　 教育研修費用総額と従業員１人当たりの額（2011年度実績と2012年度予算）／2011
年度総売上高に占める教育研修費用の比率／予算策定の優先基準／教育研修費用総額の今後
の方向性／教育研修費用総額に占める外部講師・教育機関への支払い総額と支払い比率／
2012年度予算で実施する各種教育研修／今後、重点的に実施する教育研修／「内製化」の
取り組み状況について　ほか

◆解説　これからの人材育成に求められること
　研修内製化による、Off -JT と OJTの融合 キャリア・フォース　代表取締役　平山智一

●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・目的別研修
　　　　 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／品質管理（QC・TQM）や環境関連教育／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

●内製化の課題と問題点

■特別寄稿　心を揺さぶる研修で自律的に変わる社員を育てる
　　　　　―NSSLCサービスと共に創りあげた感動の新SE力強化プログラム
 IP イノベーションズ　代表取締役　浦山昌志

■特別寄稿　強みを活かした人材育成―なぜいまポジティブ心理学が注目されるのか？
ユーダイモニア　マネジメント　代表取締役／日本ポジティブ心理学協会　理事　小屋一雄
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11 月号 特集　閉塞感を打ち破る「明日備（あそび）」
No.997 ◆解説　「明日備（あそび）」のマネジメント論

スコラ・コンサルト　プロセスデザイナー　野口正明

事例　 東レ　本音を語り、本質を考え抜くプロセスが、新たな価値を創る営業活動へと進化する
●インタビュー
　森は自分の鏡　己と向き合い、己を知れば明日へつながり、未来は拓ける
 森林セラピスト・産業カウンセラー／グリーンドック　トータルプランナー　小野なぎさ

●座談会　「明日備（あそび）」の持つチカラ
　〔出席者〕スコラ・コンサルト　プロセスデザイナー　野口正明／

NPO-HRD代表理事　滝澤正樹／文化人類学者・学芸家　佐藤壮広

●気になる用語解説　「明日備（あそび）」のマネジメント
 コズミックアート　代表取締役／インテグラル経営研究所　代表　青木孝一

■マナビのヒント！　組織の壁を越える学びが組織内専門人材を育てる
バイオ・ラッド　ラボラトリーズ　執行役員　人事総務部長　石山恒貴

■誌上セミナー
　多様化する環境教育――企業特性に合わせた目的と手法の選択―

ユニバース　環境コンサルタント　小林美奈子

12 月号 特集　「面白い！」が学びになる　体感型研修
No.998 ◆解説　ワークショップの可能性

　　　　―正解が見つかりにくい時代に求められる人材とは？―
青山学院大学　社会情報学部　教授　苅宿俊文

●体感型研修一覧
　１　演劇 ドラマメトリクス／オフィス・サンタ
　２　レゴ・ブロック レゴⓇ・シリアスプレイⓇ／ロバート・ラスムセン・アンド・アソシエイツ
　３　お笑い お笑い研修プログラム／ブック・ブリッジ
　４　暗闇 ダイアログ・イン・ザ・ダーク／ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパン
　５　音楽 トレーニング・ビート／ビート オブ サクセス
　６　無人島 SurvivalAdventureⓇ／グロースコンサルティング
　７　アート アートフルシンキング／HRインスティテュート
　８　ダンス ダンス研修／メルミック
　９　茶道 茶道型研修／ coach H&E
●気になる用語解説　ゲーミフィケーション／社内SNS

ループス・コミュニケーションズコンサルタント　岡村健右

■マナビのヒント！　組織を越えた学びの場をつくる
ぐるなび　執行役員　管理本部　人事部門長兼総務部門長　田中　潤

■特別寄稿　ドラッカーに学ぶ人材開発部門の仕事―明日のために今日すべきことは何か？
トップマネジメント株式会社　代表取締役　山下淳一郎
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2012　企業と人材　年間総索引（本誌調査／特別寄稿／シリーズ／用語解説／連載）

●本誌調査・特別寄稿・
　シリーズ・用語解説

◆選抜型の経営幹部育成に関する実態調査…………３月号
◆第 36 回　教育研修費用の実態調査 …………… 10 月号

◆全員参加型リーダーシップへの旅～リーダーシップ世界
大会 2011 の開催から（山縣いつ子）………………４月号
◆組織・人材開発の新手法「チームコーチング」とは　
コーチングは、「個人」から「チーム」の時代へ！（日
本チームコーチング協会　取締役　染屋光宏） …５月号
◆心を揺さぶる研修で自律的に変わる社員を育てる　
NSSLC サービスと共に創りあげた感動の新 SE 力強化
プログラム（IP イノベーションズ　代表取締役　浦山
昌志） ……………………………………………… 10 月号
◆強みを活かした人材育成――なぜいまポジティブ心理学
が注目されるのか？（ユーダイモニア　マネジメント　
代表取締役／日本ポジティブ心理学協会　理事　小屋一
雄） ………………………………………………… 10 月号
◆ドラッカーに学ぶ人材開発部門の仕事（トップマネジメ
ント　代表取締役　山下淳一郎） ……………… 12 月号

◆広がる社員のボランティア活動と企業の支援（事例：丸
紅／事例：ベネッセホールディングス） …………２月号
◆テレワークの可能性とマネジメント（事例：日本ユニシ
スグループ／三三……………………………………７月号

◆迷走する就活エリートを救え‼
　新入社員を活性化する３つの方法（リクルート　ワーク
ス研究所　主幹研究員　豊田義博） ………………１月号
◆いま、新入社員に伝えたい
　松下幸之助の言葉（松下資料館　顧問　川越森雄）
　…………………………………………………………２月号
◆『ONE PIECE』に学ぶ新入社員とのつき合い方（関西
大学　教授　安田　雪） ……………………………３月号

◆知らなかったではすまされない！ソーシャルメディアリ
テラシーをどう教えるか（フランテック法律事務所　弁
護士　金井高志／社会保険労務士　毎熊典子） …４月号

本誌調査

特別寄稿

シリーズ　働き方・学び方の新潮流を探る
HRMプランナー・ライター　福田敦之

シリーズ　新入社員と正面から向き合う

誌上セミナー

◆女性の未来を育てることを共に考える上司は尊敬される
（キャリエーラ　代表取締役　藤井佐和子）………８月号
◆多様化する環境教育―企業特性に合わせた目的と手法の
選択―（ユニバース　環境コンサルタント　小林美奈子）
……………………………………………………… 11 月号

◆個として学ぶ人を支援するために人事は大きなパラダイ
ム変化に挑戦を（法政大学経営学部経営学科　教授　長
岡　健） ………………………………………………７月号

◆グローバル・コミュニケーターはどうすれば育つのか
（セブンシーズ　代表取締役　揚石洋子） ………８月号

◆企業の教育訓練投資が労働生産性を高める（日本大学経
済学部　准教授　権　赫旭） ………………………９月号

◆組織の壁を越える学びが組織内専門人材を育てる（バイ
オ・ラッド　ラボラトリーズ　執行役員　人事総務部長
石山恒貴） ………………………………………… 11 月号

◆組織を越えた学びの場をつくる（ぐるなび　執行役員
管理本部　人事部門長 兼 総務部門長　田中　潤）

　……………………………………………………… 12 月号

◆どうするビジネス英語　ビジネス英語学習の憂鬱を解消
するヒント（多摩大学　経営情報学部　教授　飯田健雄）
…………………………………………………………１月号

◆楽天　英語公用語化が正式にスタート……………８月号

◆NTTファイナンス「自ら学び続ける個人と組織の創出
を目指して」 …………………………………………３月号

◆ディー・エイチ・エル・ジャパン「社員意識調査で課題
を見つけ、エンゲージメント向上や育成施策に活かす」
…………………………………………………………８月号

◆社内インストラクター／インストラクション・マニュア
ル（ナビゲート　代表取締役　伊藤弘二朗） ……２月号

◆５Sの基本の「き」（きむら５S実践舎　代表　木村温彦）
　…………………………………………………………４月号
◆HPI（ヒューマン・パフォーマンス・インプルーブメント）
／ストラテジック・ビジネス・パートナー（SBP）（ヒュー
マンバリュー　主任研究員　長曽崇志） …………５月号

◆アンラーニング／越境学習（ユアーズ　代表取締役　阿
部久美子）……………………………………………６月号

◆フィードバック（エム・アイ・コンサルティンググルー
プ　マネージャー　若松誉典） ……………………７月号

◆サクセッションプラン／ IDP（Individual Development 
Plan）（バイオ・ラッド　ラボラトリーズ　執行役員人
事総務部長　石山恒貴） ……………………………８月号

マナビのヒント！

人材育成Topics

事例レポート

気になる用語解説
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◆メンタル耐性とレジリエンス（ロブ　代表取締役社長　
前田一寿） ……………………………………………９月号
◆「明日備（あそび）」のマネジメント（コズミックアー
ト　代表取締役／インテグラル経営研究所　代表　青木
孝一） ……………………………………………… 11 月号
◆ゲーミフィケーション／社内 SNS（ループス・コミュ
ニケーションズ　コンサルタント　岡村健右）
　……………………………………………………… 12 月号

㉒金井真介（ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパン　
代表） …………………………………………………１月号
㉓江﨑貴久（旅館海月　女将　海島遊民くらぶ　代表）
　…………………………………………………………２月号
㉔松田悠介（Teach For Japan 創設者 & CEO）……３月号
㉕綿本　彰（日本ヨーガ瞑想協会　会長／綿本ヨーガスタ
ジオ　主宰） …………………………………………４月号
㉖中村健太（シゴトヒト　代表取締役） ……………５月号
㉗山本勝彦（アートソムリエ） ………………………６月号
㉘山崎弘子（特定非営利活動法人　まちづくり役場　初代
理事長） ………………………………………………７月号
㉙本川　裕（社会実情データ図録　サイト主宰） …８月号
㉚鵜尾雅隆（日本ファンドレイジング協会　代表理事／
ファンドレックス　代表取締役） …………………９月号
㉛村田早耶香（特定非営利活動法人かものはしプロジェク
ト　共同代表） …………………………………… 10 月号
32上間常道（出版舎 Mugen 代表） ……………… 11 月号
33浦山絵里（ひとづくり工房 esuko（ゑすこ）代表　看護
師　ナースファシリテーター） ………………… 12 月号

㉒木村麻紀（ジャーナリスト） ………………………１月号
㉓佐藤壮広（文化人類学者・学芸家） ………………２月号
㉔工藤　啓（特定非営利活動法人「育て上げ」ネット　理
事長） …………………………………………………３月号
㉕柳内調風（柳内伝統音楽院　主宰） ………………４月号
㉖左　敬真（いきいきらいふ　代表取締役） ………５月号
㉗小竹貴子（元クックパッド株式会社執行役） ……６月号
㉘嶋田弘史（日本おもちゃ病院協会　会長／おもちゃドク
ター） …………………………………………………７月号
㉙谷沢健一（NPO法人谷沢野球コミュニティ千葉　理事
長・総監督） …………………………………………８月号
㉚遠藤晴子（神楽坂　日本料理屋『阿ら井』女将）
　…………………………………………………………９月号
㉛有本　均（グローイング・アカデミー学長） … 10 月号
32三森久實（大戸屋ホールディングス　代表取締役会長）
……………………………………………………… 11 月号
33山口理栄（育休後コンサルタント） …………… 12 月号

●連載 ※白抜き数字は最終回を示す

分岐点　私のターニングポイント

INTERVIEW連載
キャリ転　―私のキャリア転機―

59ファミリーカレンダー………………………………１月号
60寅カジ…………………………………………………２月号
61レピュテーション・リスク…………………………３月号
62パラレルキャリア……………………………………４月号
63ストレートネック……………………………………５月号
64カマッテ君……………………………………………６月号
65エロティック・キャピタル…………………………７月号
66文脈棚…………………………………………………８月号
67討論型世論調査………………………………………９月号
68カーボン・アスリート…………………………… 10 月号
69佐川男子…………………………………………… 11 月号
70ソーハラ…………………………………………… 12 月号

⑩しつこくいこう！
　～「くり返し行動」には意味がある～……………１月号
⑪自分の “サイン” を残す
　～仕事を丁寧に行ったしるし～……………………２月号
12 “バカンス” をとろう
　～キャリアの転機を迎えたら～……………………３月号

⑦カインズ／カナック企画（葛飾区・カーAV取付キッ
トの企画・開発・製造・販売） ……………………１月号

⑧三ツ矢（品川区・めっき加工業） …………………２月号
❾まとめ…………………………………………………３月号

❻駐在員早期育成に向けて人材開発がいまやるべきこと
（インヴィニオ　代表取締役　エデューサー　土井　哲）
…………………………………………………………１月号

①『いい講師』になるためには、「話し方」がうまいこと
が重要か？……………………………………………５月号

②知識を吸収するには「座学」が最も効果的か？…６月号
❸研修ファシリテーションを勘違いしてないか？…７月号

新風新語
木ノ内博道

キャリアのタネ
人事コンサルタント／中小企業診断士　所　由紀

ものづくりはひとづくり
――「 東京都中小企業ものづくり人材育成大賞知

事賞」受賞企業に学ぶ
東京ガス㈱　西山経営研究所　主任研究員　福嶋美佐子

駐在員早期育成の最前線
株式会社インヴィニオ

教育研修の勘違い～講師が説明したからと
いって、参加者が学んだとは限らない～

ダイナミックヒューマンキャピタル㈱　代表取締役　中村文子
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①これからが暑い！灼熱の首都プノンペン…………４月号
②「三度目の正月～郷に入らば…」 …………………５月号
③注目の日系企業 in カンボジア ……………………６月号
④カンボジアでビジネスを興す………………………７月号
⑤二つの祖国……………………………………………８月号
⑥伝統産業再生への挑戦………………………………９月号
⑦カンボジアと日本ビジネスが出会うとき……… 10 月号
⑧青春を賭けて……………………………………… 11 月号
⑨活躍するなでしこたち…………………………… 12 月号

①連載にあたって………………………………………６月号
②宇治園…………………………………………………７月号
③三木楽器………………………………………………８月号
④根来……………………………………………………９月号
⑤大寅………………………………………………… 10 月号
⑥荒川化学工業……………………………………… 11 月号
⑦本福寿司…………………………………………… 12 月号

①内省への旅立ち…………………………………… 10 月号
②理論的背景からとらえる「内省」 ……………… 11 月号
③「内省」実践の具体的方法……………………… 12 月号

02教育スタッフのためのキャリア開発（アイ・ウィリング
代表取締役社長　植竹由人） ………………………１月号

03戦略転換へのモチベーションマネジメント（アイ・ウィ
リング　代表取締役社長　植竹由人） ……………２月号

04人材戦略のパラダイムシフト（アイ・ウィリング　代表
取締役社長　植竹由人） ……………………………３月号

05海外現地法人に派遣する管理職の育成・支援のポイント
（リクルートマネジメントソリューションズ　主任研究
員　入江崇介） ………………………………………４月号

微笑みの国の人財育成現場から
王立プノンペン大学　カンボジア日本人材開発センター

コンサルタント　大野晴生

ナニワの老舗に学ぶ　事業承継の秘訣
老舗学研究会　共同代表／大阪商業大学大学院特別教授

前川洋一郎

内省の作法
ENSOU　代表取締役　小森谷浩志

PLAZA
教育スタッフPLAZA

教育研修実務Ｑ＆Ａ

06外国籍新卒社員の定着・活躍を促すポイント（リクルー
トマネジメントソリューションズ　主任研究員　入江崇
介） ……………………………………………………５月号

07海外現地法人の人的資本強化のポイント（リクルートマ
ネジメントソリューションズ　主任研究員　入江崇介）
…………………………………………………………６月号

08次世代リーダー育成のポイント（リクルートマネジメン
トソリューションズ　ソリューション推進部　企画開発
グループ　研究員　岩下広武） ……………………７月号

09社員の成長を測る「ものさし」（リクルートマネジメン
トソリューションズ　コンサルタント　坪谷邦生）

　…………………………………………………………８月号
10経営理念浸透のポイント（リクルートマネジメントソ
リューションズ　コンサルタント　福永弘行） …９月号

11部下をもたない管理職の意識転換と能力開発（リクルー
トマネジメントソリューションズ　研究員　児玉　結）
……………………………………………………… 10 月号

12研修効果の測定と向上（リクルートマネジメントソ
リューションズ　研究員　山田直人） ………… 11 月号

13意識転換と能力開発（リクルートマネジメントソリュー
ションズ　研究員　木越智彰） ………………… 12 月号

73日本人がビジネスパーソンとして生き抜くためのグロー
バル資格（株式会社アビタス　代表取締役社長　三輪豊
明） ……………………………………………………１月号

74「行動」に落としこめてこそ、学びの意味がある！（キャ
リアアセットマネジ　オフィシャルキャリアマネジャー
吉田　薫） ……………………………………………２月号

75ビジョン実現型人事評価制度で中小企業の業績向上をサ
ポート（日本人事経営研究室株式会社　代表取締役　山
元浩二） ………………………………………………３月号

76制度構築を通じ企業とそこで働く人の思いを結びつけ
る！（Swan Style　代表　工藤静香） ……………４月号

77仕事に楽しさをプラスしよう！（株式会社ビジネスプラ
スサポート　代表取締役　藤井美保代） …………５月号

78「学ぶ楽しさ、教える喜び」を伝える（ラーニング・ク
リエイト　代表　鈴木英智佳） ……………………６月号

79あなたが輝くと世界が輝く（ERAN株式会社　代表取
締役　岩田真理子） …………………………………７月号

80「心」、「技」、「体」のすべてを伸ばす（ホープス　代表
取締役　野村るり子） ………………………………８月号

81テクニックや精神論ではないサイエンスで自立型・創造
人をつくる（株式会社タナベ経営　東京本部　経営コン
サルティング部　チーフコンサルタント　小島　主）

　…………………………………………………………９月号
82人は習慣によってつくられる（習慣化コンサルティング
代表取締役　古川武士） ………………………… 10 月号

83グローバルに活躍できる人材を輩出したい（グローバル
ダイナミクス　代表取締役　山中俊之） ……… 11 月号

84採用から教育の視点を取り入れていますか？（ヒューマ
ンブリッジ　代表取締役　佐々木拓哉）

　……………………………………………………… 12 月号

教育コンサルタントの自画像



96 企業と人材  　2012年12月号

2012　企業と人材　年間総索引（連載）

■能美防災　人材開発室　室長　佐藤栄時

70正夢～アントレプレナーの日～……………………１月号
71夢への近道～働く・仕事の目的とは～……………２月号
72私の夢！～終わりにあたって～……………………３月号

■サッポログループマネジメント　グループ人事統括部
　キャリア形成支援グループ　谷口真悟

73巻きこみ力と意志ある仕事…………………………４月号
74１年の成長に立会い感じた「働き方」 ……………５月号
75感動したこと　成長しようとする瞬間に立ち会う
　…………………………………………………………６月号
76パラダイムを転換せよ！……………………………７月号
77「無ければ創れば良いんだよ」 ……………………８月号
78「夢を語る」 …………………………………………９月号
79喉が渇いてこその潤い…………………………… 10 月号
80やってみて分かること…………………………… 11 月号
81変わる瞬間、人は自分を見つめ直す…………… 12 月号

④意見に対応し対話を展開する………………………１月号
⑤対話型講義のトラブル・シューティング…………２月号
❻対話型講義を成功させる３つの要素………………３月号

④人材開発スタッフの目指す人材像…………………１月号
⑤人材育成の「フレームワーク」を組み立てる……２月号
⑥人材育成を評価する（成果の見せる化） …………３月号
⑦人材育成を評価する（成果把握ストーリーを組み立てる）
　…………………………………………………………４月号
⑧人材育成を評価する（「組織力」を体系的に考える）
　…………………………………………………………５月号
⑨内製化により質の高い研修コースを設計する……６月号
⑩内製化により質の高い研修コースを設計する「社員が社
員を育てる」体制を整備する………………………７月号
⑪内製化により質の高い研修コースを設計する　基本の型
を組み立てる…………………………………………８月号
⑫内製化により質の高い研修コースを設計する　基本の
「型」を活用した事例 ………………………………９月号
⑬内製化により質の高い研修コースを設計する　魅力的な
コースを企画する………………………………… 10 月号
⑭内製化により質の高い研修コースを設計する　効果的な
コースを設計する⑴……………………………… 11 月号
⑮内製化により質の高い研修コースを設計する　効果的な
コースを設計する⑵……………………………… 12 月号

教育スタッフの「仕事」日誌

サンデル教授の白熱教室に学ぶ
対話型講義の進め方

国際プレゼンテーション協会　理事長　八幡紕芦史

事業戦略を実現する
人材育成のグランドデザイン

富士ゼロックス㈱　教育部　遠藤裕隆

①研修担当者に必要なスキル…………………………４月号
②研修目的を明確にする人材育成方針………………５月号
③研修の計画をたてる…………………………………６月号
④研修計画の承認を得るコツ…………………………７月号
⑤研修準備に必要な３つの視点………………………８月号
⑥「研修本番」、事務局は現場のプロデューサー …９月号
⑦研修効果を確認するアンケートとテスト……… 10 月号
⑧自社に合った社外講師の選び方………………… 11 月号
⑨社内講師の人選と研修準備……………………… 12 月号

①研修企画とは何か？…………………………………４月号
②経営課題から取り組みテーマを明らかにする……５月号
③ギャップを埋める研修を企画する…………………６月号
④研修企画の評価と自社での企画方法………………７月号
⑤企画骨子からの詳細設計とOJTとの連動 ………８月号
❻まとめと研修の今後…………………………………９月号

①「教えることは」は「伝えること」～プレゼンテーショ
ンをマスターする～…………………………………４月号

②受講者分析が研修を成功に導く～受講者の潜在的課題を
提起する～……………………………………………５月号

③研修の目的と目標を設定する～受講者ベネフィットが研
修の目標～……………………………………………６月号

④受講者を集中させるために～学習環境を整備する～
　…………………………………………………………７月号
⑤スマートな講師になるために～文明の利器を使いこなす～
　…………………………………………………………８月号
⑥講義シナリオの組み立て方～知的で洗練された講義を行
うために～……………………………………………９月号

⑦３部構成の講義シナリオ～受講者の理解を促進する～
　……………………………………………………… 10 月号
⑧３部構成の講義シナリオ・パターン～３つの項目をどの
ように並べるか～………………………………… 11 月号

⑨理解促進の６つの方法（１）～受講者の腹に落ちる話の
組み立て方～……………………………………… 12 月号

①「経験から学ぶ」という学び方………………… 11 月号
②人材開発プログラムをリ・デザインする……… 12 月号

実務３年未満スタッフのための
研修担当者スキル

コクヨファニチャー㈱　［コクヨの研修］スキルパーク
シニアトレーナー　下地寛也

成果につながる研修企画の進め方
ガンビー・コミュニケーション　代表取締役　吉尾直記

研修講師のプレゼンテーション力
国際プレゼンテーション協会　理事長　八幡紕芦史

人と組織の学びをデザインする
経験学習を取り入れた人材開発

ユアーズ　代表取締役　阿部久美子
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⑯「メンタリング・マネジメント」（福島正伸著　ダイヤ
モンド社）
　株式会社イムラ封筒　総務人事部　人事課　中谷善彦
　…………………………………………………………１月号
⑰「リーダーシップの旅　見えないものを見る」（野田智
義　金井壽宏著　光文社新書）
　日本アイ・ビー・エム人財ソリューション　研修サービ
ス本部　人材開発研修部　リーダーシップ　グループ・
リーダー　エグゼクティブ・コーチ　渡部　誠
　…………………………………………………………２月号
⑱「教え上手 “自ら伸びる” 人を育てる」（有田和正著　
サンマーク出版）
　株式会社トクヤマ　人事グループ　主任　永原文恵
　…………………………………………………………３月号
⑲「幸福優位７つの法則　仕事も人生も充実させるハー
バード式最新成功理論」（ショーン・エイカー著　高橋
由紀子訳　徳間書店）
　ソニー株式会社　調達本部　調達戦略部　調達人財育成
課　統括課長　井上多恵子…………………………４月号
⑳「「やる気」のコーチング　部下との距離を縮める “場
づくり” のすすめ」（菅原裕子著　PHP研究所）
　ノボ　ノルディスク　ファーマ株式会社　開発本部　メ
ディカル＆サイエンティフィックアフェアーズ部　シニ
アトレーニングエキスパート　石川雅博…………５月号
㉑「「日本で最も人材を育成する会社」のテキスト」（酒井
穣著　光文社新書）
　株式会社大塚製薬工場　人事部　人材開発室　室長　中
路博基…………………………………………………６月号
㉒「臨床とことば」（河合隼雄　鷲田清一著　朝日文庫）
　株式会社博進堂　経営部　サブマネージャー　居城葛明
…………………………………………………………７月号
㉓「働くひとのためのキャリア・デザイン」（金井壽宏著
PHP新書）
　EMGマーケティング合同会社　人事本部　人事企画部
部長　掛川泰裕………………………………………８月号
㉔「シンクロニシティ　未来をつくるリーダーシップ」
（ジョセフ・ジャウォースキー著　金井壽宏日本語版監
修　野津智子訳　英治出版）
　富士通ラーニングメディア　執行役員　羽賀孝夫
　…………………………………………………………９月号
㉕「ニッポンには対話がない　学びとコミュニケーション
の再生」（北川達夫　平田オリザ著　三省堂）
　オフィス・サンタ　代表取締役社長　鈴木あきら

BOOK
教育スタッフ　私の１冊
編集部のオススメ本

教育スタッフ　私の一冊

　……………………………………………………… 10 月号
㉖「図解　新幹線運行のメカニズム　ダイヤ作成から、出
発準備、保守点検まで」（川辺謙一著　講談社ブルーバッ
クス）

　ポンパドウル　総務部　人事課　課長　小沢弘明
　……………………………………………………… 11 月号
㉗「７人の上司」（本田有明著　PHP研究所）
　明電舎　人事・総務グループ　人事企画部　人財開発セ
ンター　専門課長………………………………… 12 月号

・「人材社会学」（楠田　丘著　経営書院） …………１月号
・「職場が生きる人が育つ「経験学習」入門」（松尾　睦編
ダイヤモンド社） ……………………………………２月号

・「経験学習のススメ」（阿部久美子編　日本文学館）
　…………………………………………………………２月号
・「ディズニーランド伝説のトレーナーが明かすミッキー
マウスに頼らない本物の指導力」（町丸義之著　こう書
房） ……………………………………………………３月号

・「ビジネス書を読んでもデキる人にはなれない」（漆原直
行著　マイナビ新書） ………………………………４月号

・「部下育成の教科書」（山田直人・木越智彰・本杉健著　
ダイヤモンド社） ……………………………………５月号

・「女性社員に支持される　できる上司の働き方」（藤井佐
和子著　WAVE出版）………………………………６月号

・「転職は「元力士」に学びなさい」（齋藤ますみ著　AT
パブリケーション） …………………………………７月号

・「学ぶとはどういうことか」（佐々木毅著　講談社）
　…………………………………………………………８月号
・「武器としての社会類型論　世界を５つのタイプで見る」
（加藤　隆著　講談社現代新書）……………………９月号
・「こんなに働いているのに、なぜ会社は良くならないの
か？」（森田英一著　PHP研究所） …………… 10 月号

・「さあ、海外で働こう！～ 20 代のうちから知っておきた
い、グローバルキャリアのつくり方」（白藤　香著　総
合法令出版） ……………………………………… 11 月号

・「組織づくりの教科書」（監修：真田茂人　起業家大学出
版） ………………………………………………… 12 月号

編集部のオススメ本
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