
No 【質問１】チームで仕事をする上

で、何が最も大切だと思っていま

すか？また、その理由は何でしょ

うか？具体的に教えてください。

【質問２】部下の育成に関して、

一番の悩みは何でしょうか？具体

的に教えてください。

【質問３】質問２の悩みがあるこ

とで、あなたやチームにどんなし

わ寄せが来ていますか？具体的に

教えてください。

【質問４】質問２の悩みが解決さ

れたら、あなたのチームやあなた

自身はどう変わりますか？具体的

に教えてください。

【質問５】今まで質問２の悩みを

解決するために、どんなことを試

してきましたか？また、その結果

はいかがでしたか？具体的に教え

てください。

【質問６】部下の育成に関して、

今最も気になっていること、詳し

く聞きたいことを教えてくださ

い。

年齢 性別 ご職業とお仕事内容

（簡単でＯＫです）

役職 今、自分の下に何人

のメンバーがいます

か？

1 信頼関係。

お互いがお互いの環境を理解して思
いやりが持てなければ、コミュニ
ケーションが円滑に取れないため。

ゴールのビジョンを上手く描けな
い。

伝えるのが苦手。

部下の意見に左右されてしまう。

信頼関係の低下。

意欲の低下。

自分のことを棚に上げて相手の悪い
ところばかりみて行動し、それを口
に出すことで、雰囲気が悪くなり作
業効率が落ちている。

円滑にコミュニケーションを取り、
周りを上手に使って、作業効率の向
上と利益率のアップに繋がると思
う。

普段から他愛もない事など話をする
ようにしてきた。

質問やお願い事にはスピーディーに
対応するように気を付けている。

自分との信頼関係は築け始めてきた
と思うが、部下同士が溝がある。

意識を変えてほしいということを伝
える方法が知りたい。

自分がされたら嫌なことをなぜ人に
するのか、それがどういう結果を生
むか理解できないか。

今の状況に陥った原因を人のせいに
せず、周りを頼ってでもよくしてい
こうと考えてもらえないか…等々…

40代 女性 職業：管理職 

 

仕事内容：取引業者
の商品の入荷から発
送

社員 11人～

2 お互いを認め合える信頼関係だと思
います。

色々なことを任せて、任されて、そ
れを合わせてひとつのものを作り上
げていく。

それこそがチームだと思っていま
す。

原理原則から外れたところにオリジ
ナリティを見出してしまうところで
す。

そこがブレているので、学びや注力
するところがバラバラになり、なか
なか成長しません。

任せることのできる範囲が狭くなっ
てしまっています。

分担が進み、仕事が加速します。

私はさらに先を見据えた仕事をする
ことができます。

部下が学びたいと言っている事柄に
対し、必要だと思うエッセンスを追
加して提示。

あとは、大切なことは何度も伝え
る。

少しずつ考え方が変わってきたよう
に思います。

わかりやすくてその気にさせるよう
な言葉の選び方や伝え方

30代 男性 音楽指導者 音楽監督 2～5人

3 相手の能力を最大限に引き出す。

部下にある程度の仕事をまかせる。

それぞれ個性がある。

でもチームのビジョン、目標をたて
て巻き込んで行くことが難しい。

個々の意見を聞きすぎるあまり、ぶ
れてしまい、会社の求めている目
標、課題をうまく落とし込めず、
チームをまとめきれてない。

個々の能力も上がり、相乗効果で
チームが一つにまとまり会社の課題
を達成。

チーム全体が底上げできる。

様々なセミナーを受けて、試してみ
た。

ある程度の成果、良い反応があっ
た。

巻き込んでいく力 40代 女性 職業：大手食品メー
カー　

仕事内容：貿易事
務、海外からの受注
業務、自社製品を海
外に向けて輸出、輸
送手配

チームリーダー 2～5人

4 ゴール、プロセス、現状の情報共有
が大切。

ゴール、着地地点が共有できないと
チームワークは生まれない。

個々の仕事のプロセス、進捗状況が
共有できていないと、無駄な仕事が
発生し、進捗が遅れた時に応援がで
きないため。

「部下」の「部下の部下」に対する
指導が理詰め過ぎてかつ、余白や代
替え案のない指導となっており、
「部下の部下」の心が折れないか心
配。

理詰め過ぎる指導が聞こえている他
の周りの部下達まで雰囲気が悪く
なっている。

「部下の部下」からも斬新な意見が
出て、チーム全体が、よりダイ
バー、フレキシブルな仕事ができる
ようになる。

部下に対して、ワザとエビデンスの
ない、考えを伝え、理屈じゃ通らな
い対応をさせてみたところ、少しず
つ柔軟な考えを持ってくれるように
なり、「部下の部下」に対しても少
しずつ、余白のある指導をするよう
になった。

「やってみせ、言って聞かせ、させ
てみせ」(山本五十六)が向いている
部下・仕事と、「獅子の子落とし」
が向いている部下・仕事を見極める
方法が聞きたいです。

40代 男性 職業:物流業

仕事内容:総務・人
事・経理

係長 2～5人

5 チーム共通のビジョンです。

「こういう世の中にするために私達
はこれをやっている」

という思いは情熱であり、人生の目
的でもあるから。

勤務時間が過ぎ去ることだけを考え
ている部下を動かすのは難しいで
す。

勤務時間が過ぎ去ることだけを考え
ている部下は、まわりをイライラさ
せ、まわりの人のやる気さえも奪い
ます。

活気にあふれる
ストレスが減る

ウェルスダイナミクスを学びまし
た。

部下のタイプに合わせて、やる気が
出るような言葉がけを意識していま
す。

ですが、そもそも就職できればそれ
でいいと思っている部下はそんな事
では動かせません。

・自分のミスを仲間に責任転嫁する
人
・気が短く、お客様とトラブルにな
る人
・そもそもやる気がない人

色々な人がいます。
うまくチームをまとめる器が自分に
はないので、毎日胃が痛いです。

30代 女性 製造 チームリーダー 6～10人

6 コミュニケーション能力が大切だと
思います。

理由はコミュニケーションが取れて
いればチームメンバーのお互いの特
徴を理解することで、助け合ったり
できますし、結束も強固になり強い
チームになります。

優先順位がブレてしまい、やらな
きゃいけないことが進まないため、
それを教えて気付かせたとしても同
じことを繰り返してしまうところで
す。

施策進捗が進まず、引き合い案件が
減少して短期的にも長期的にも売上
げが上がらない。

チームの施策進捗が進展するとこ
で、全体的に雰囲気も良くなり士気
も高まり、次のステップにランク
アップできる。

週次で細かくチェックして出来てい
ること出来ていないことを把握して
もらっていました。

ですが、本人は重要度が低く施策を
実行することでどうなるのかイメー
ジが出来ていなかったと思います。

取組施策を実行するための必要性を
腹落ちさせる良い方法を知りたいで
す。

50代 男性 会社員　営業職 課長 2～5人

7 コミニュケーションが最も大切だと
思います。

やっぱりどんな状態で、どう考えて
いるかは伝えあわないとわからない
ので。

同じプロジェクトに関わっていて
も、どうしていったら良いと考えて
いるかは人それぞれなので、新しい
試みをガンガンやっていくべきと
思っている人もいれば、今までのや
り方を大事にしつつ新しいものを取
り入れて…くらいに思っている人も
いたりする。

それをそのままにしてしまうと、意
見の食い違いから言い争いになって
しまったりして、チームで進めてい
くことが難しくなってきてしまう気
がします。

本人のやる気や進め方、自分への信
頼度などと私から見たそれらがズレ
る時に困ります。

どういう風に伝えたら、成長につな
がっていってくれるのかが難しく感
じる時があります。

特に、急いでいたり、人手だ足りな
い時に、任せたいけどこの状態じゃ
任せにくいなと思ってしまって、結
局自分がやってしまったりします。

安心して任せられるので、仕事がス
ムーズに進むと思います。

信頼感や結束度も高まるのではと思
います。

少しずつ任せて、フィードバックを
しっかりする、ということをしてい
ました。

「問題ありませんでした」という場
合でも、一度私がチェックし、「こ
こはもっと気をつけてみてくださ
い」と伝える。

慣れてきたら、フィードバックなど
なしで任せるということをしたら、
悩みどころがわかるし、すぐに聞け
る環境になるので、どんどんスムー
ズにこなせるようになってくれまし
た。

他の人の工夫特にを伺ってみたいで
す。

30代 女性 会社員 チームリーダー 2～5人

8 協調性であること。

理由は、個々人のスキルや物事に対
する考えは同じではないこと。

それらの状況で共通の目的を達成す
るためには自己を犠牲しなくてはな
らない時もある。

それがチームのためにできるかが大
切ではないかと思います。

新人の部下に対する育成と入社5年
目の部下に対する育成は異なります
が、今どきの若者の価値観を理解、
把握することに苦労しています。

社会人、組織人としての振る舞いを
まずは身につけさせることを優先し
ています。

また、チャレンジをどこまで見届け
るか裁量が難しい。

特に大きな問題はありませんが、仕
事上のルールを逸脱することが、た
まにあります。

報連相ができない、問題が大きく
なってから相談するなど。

自己の役割、仕事がはかどる。 話し合い、繰返し必要性、大切なこ
と。

こちらの臨んでいること。

本人の考えていることなど、聞き出
すことで何が不足しているか把握で
きた。

キャリアプラン、今後どうなりたい
か？何をしたいのかを詳しく聞き出
すこと、また、それを実現させてあ
げること。

50代 男性 事務職員（審査支払
機関）

係長 2～5人

9 信頼関係。

同じ目標達成に向けて、本音で自分
の考えや思いを言っても大丈夫と思
えるから

自分の思いはあるのだろうが、それ
を出していいか躊躇して、行動が止
まってしまう

お客様によりよいサービスが提供で
きなくなる

力を合わせて、自分達の目標達成に
向かっていける。

達成するために、意見が違っても、
チームのために何ができるか？考え
て行動できるようになる

相手の話を最後まで聞くようにして
いる。

結果、距離感は縮まった

部下の能力を引き出す方法が知りた
い

50代 女性 コーチ

クライアントさんの
目標達成をコーチン
グを通して支援

個人事業主 2～5人

10 安全であること。

理由:対象者の安全が第一。

また、チームの中の指導場面で安全
な環境が保たれることが大切と考え
ています。

自身も業務実践に入る必要があっ
て、気になることがあったとしても
会話の時間が確保できていないこ
と。

支援の時間を優先させると、書類作
業が後回しになり時間外がとても多
くなること。

時間外の減少。

スタッフへの支援時間の確保。

教育の充実。

自部署の上層部署に状況を伝えて、
支援を受けた。

教育についての支援内容の改善がで
きて異動者への支援ができた。

経験年数の長いスタッフへの指導方
法を知りたい。

口では正しいことを言うが他のス
タッフへの態度や口調がキツすぎて
反感をかっている。

仕事は出来ても信頼が薄いので何と
か支援したいと思っています。

50代 女性 職業:看護師

仕事内容:看護実践、
医材管理、スタッフ
教育

係長 11人～
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11 ①メンバーの選定（ビジョナリーカ
ンパニー2にあった、「誰をバスに
乗せるか？」の話）
②Bad information first　が徹底出来
ているか

①→何度指導しても改善しない部下
も一定の割合でいる。そういう部下
も他の部署では問題無く仕事ができ
て戦力になっている、ということも
あり、適材適所を「配属時に見極め
ようとする努力」は非常に大事と思
う。

②→悪い情報が上司にパッと上がる
＝心理的安全性が担保されているこ
との象徴と考えるため。これは良い
時は褒める、悪いときは叱る（但
し、愛情を感じられること）が日常
的に繰り返され、組織文化として醸
成されていなければ難しい。

・キャリアを一緒に考えたところ
で、結局自分の裁量で選べる割合が
低い（あくまで会社任せ）

・部下を選べない（よく上司は選べ
ないと言うが、部下も一緒）

・育成プログラムを自分の裁量で決
められない（他の部署の若手社員も
受けられること、という平等主義が
蔓延っているため）

・最初から「絶対部署に合わない」
と分かっていながら、上司の一存で
配属された部下が、結局合わずに仕
事のパフォーマンスが低く、他の部
員に仕事を割り振りするしかなく
なった

・「自分の望むキャリアはこの会社
では実現できないだろう・・・」と
いう理由で、会社を辞めた部下がい
た（その後の穴埋めが大変だった）

自分が描くビジョンを目標に、積極
的な育成が可能となり、「育成に強
い部門」として評判を上げることも
可能になる。

結果として、自分の自己肯定感が凄
く高まり、管理職の仕事は非常にや
り甲斐があると部下にアピールでき
る。

（最近は、課長・部長になりたくな
い、という若手も少なくない）

・部長に「○○という外部団体の育
成プログラムを受講したいのです
が？？」と訴えるも、他の部署の若
手社員にはその機会がない、という
理由で却下され、部下も私もモチ
ベーションが下がった

・在宅と出社のハイブリッド型勤務
において、どのような育成方法が効
果的か

・コーチングをどのように学び、ど
のように活かせば良いか

40代 男性 職業：購買

内容：電線の原料と
なる、銅やアルミの
購買部門に従事して
います

課長 6～10人

12 チームを率いる立場としては、ひと
りひとりの声を個別に聞き、個々の
強みを活かすことが最も大切だと思
います。

自分の強みをいかしているときが最
もパフォーマンスが高く、学習効果
も高いと考えており、結果として
チームとしても個々の足し算以上の
成果を出しうると考えているからで
す。

本人の自己認識と客観的評価に乖離
のある場合です。

本人は強み（得意）と思っているこ
とが、客観的に見るとそれほど得意
ではない、むしろ得意でない時で
す。

具体的には、部下の育成が得意だと
思っているチームリーダーに関し
て、その部下から改善点や要望が多
く挙がる際など、普段以上に気を
遣ってフィードバックを行っていま
す。

部下の育成が得意だと思っている
チームリーダーの例では、中途新入
社員のトレーニングとして毎日１時
間以上の時間がついやされること
で、

①チームリーダー自身の仕事が後回
しになってしまう

②部下はインプットが多すぎて消化
しきれない

③教えたはずのことが理解されてお
らずチームリーダー自身がストレス
を感じてしまう、

といった悪循環が起こります。

入ったばかりの方でもより早くから
業務で経験を積み自信をつけられ
る、チームリーダー自身は自分の弱
みに向き合うことでより早くマネー
ジャーとして成長できる、といった
好循環になると思います。

定性的なフィードバックは避け、定
量的に改善が必要な部分についてア
ドバイスすることで改善を試みてい
ます。

少しずつ効果は出ている（１人目の
新人さんより２人目の新人さんのほ
うが３カ月時点でのテストで良い点
数を出せた）ものの、まだまだ改善
の余地があると考えています。

忌憚のないフィードバックを伝えあ
えるチーム（部下）をつくっていく
ための具体的なアイディアがあれば
ぜひ色々ときいてみたいです。

30代 女性 職業：会社員　

仕事内容：B2Bの会
社において、カスタ
マーサポート、イン
プリメンテーショ
ン、コンプライアン
スオペレーションの
３つのチームを統括
しています

部長 11人～

13 チームの一体感が大切だと思う。

コロナ禍で、個別で取り組む仕事が
増え、コミュニケーション不足が原
因のミスが増えている。

社員教育プログラムが整備されてお
らず、習うより慣れよという風潮が
社内に定着してしまっている。

上司から新入社員の教育をしなさい
と指示が来るが、その内容が示され
ず、自ら計画を立てて実行しなけれ
ばならない。

教育にかかる時間が節約になる。 自分なりに教育の際に伝えるべき
エッセンスをまとめている。

教育する相手に対して、教育の質は
一定程度確保できるようになった。

育成に関する世の中のトレンドを知
りたい。

世代が変わると教育のやり方も変え
ていくべきと考えている。

30代 男性 職業：システムエン
ジニア

仕事内容：鉄道信号
システムのシステム
設計を担当していま
す。

係長 2～5人

14 目標達成への共通の価値観 自分主観で考えてしまい、部下の成
長にもどかしさを感じる

数字が思ったより上がらない 目標を達成する喜び、部下が成長す
る喜び、分かち合い事で自分への自
信が生まれる。

本を読む。

毎日あさタイムマネジメントをして
その日の仕事を考え、部下に何を
OJTするかイメージする。

仕事や周りの事をどう思っているの
か？

40代 男性 販売業 営業推進部 11人～

15 信頼関係。

何を話しても良いという空気

自発的でない。

教えた以上のことができない。

リーダーのキャパ以上のチームにな
らない。

できることが増える。

取り組みの種類が増える

外部の人の話を聞いてもらう、
個別で話をしたり、聞いたりする

もともとのやる気やポテンシャルの
低い人の伸ばし方

30代 男性 営業 グループリーダー 2～5人

16 理解を示す姿勢と行動だと感じてい
ます。

好きなコトを進めるのは良いのです
が、ホウレンソウが弱く、いきなり
始まるのに戸惑いながらも合わせて
対応することが多いです。

事前周知があれば協力もできるので
すが、、、という気持ちもありつつ
回らないのだろうなと思って、いつ
でも動けるように自分の仕事を調整
していますが、自由な発想の中にも
ホウレンソウの弱さが悩みの一つで
す。

自分の持ち回りの仕事の段取りを計
算して進めている中で、ここで協力
しないと全体の進みが弱くなってし
まう、、という仕事を急に始めると
ころがあり、周りがそこにあわせて
段取りを組みなおすことがありま
す。

全体としてもう少し協力し合いなが
ら、もっと効果的なパフォーマンス
を挙げられるのではないかと思いま
す。

正直、言いにくさもあり言えないで
います。

メンタルの弱さもある方なので、
言ってしまったら落ち込むのではな
いか、落ち込まないようにしたいと
思っています。

メンタルが弱い方と一緒に仕事をす
る際に気を付けておくことがあれば
知りたいです。

メンタルが弱いと公表はしていない
状態ですが、月曜日に休みがちだっ
たり、テンションがかなり下がって
しまう場合などの状態の時に、対応
を間違わないようにしたいと思って
います。

40代 男性 児童対応：小学生と
一緒に過ごす仕事

グループリーダー 2～5人

17 信頼関係が大事だと考えます。

信頼関係がないとお互いに仕事を任
せることができないし、安心感がな
いからです。

「自分の仕事だけしていればいい」
「指示された仕事だけしていればい
い」と考えている者に対する関わり
方

与えられた仕事以外の仕事も自分ご
ととして積極的に取り組む者とそう
ではない者との間の業務量に差が出
てしまうことやそれに起因するチー
ム内の不和。

お互いを思いやりながらしごとに取
り組むことができるチームになると
思います。

まだ取り組んでいません。 アメとムチの使い方。 40代 男性 職業）大学職員

業務内容）研究支援
と学外からの研究費
獲得支援をしていま
す。

課長 6～10人
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