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事務所からのひとこと

COLUMN

今どきの若者
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有用な人物かどうかの
決定的要素は、
意欲･能力･人間関係の
３つである

今どきの若者を指して、よく「ゆとり世代」という。その
特徴は、
「根拠のない自信がある」
「すぐに挫折する」など
であり、それは負荷（失敗し、努力することなど）をほとん
ど経験したことがないからだと思われる。ただ、このよう
な世代間ギャップを表す言葉は、いつの時代にもある。
すなわち、かつての「バブル入社世代」や「就職氷河期世
代」という表現と同じで、新入社員と上司の価値観が違う
ことを、その時代環境に合わせて言い表したにすぎない。
したがって今どきの「ゆとり世代」も、何か特別に問題があ
るわけではないことは理解いただけると思う。
しかし、どの世代の特徴も、時代と環境の変化による世
相を反映していることは間違いない。育った環境によって
価値観が異なるため、必然的に上の世代とはコミュニケー
ション（意思疎通）が取りづらくなる。つまり「今どきの若
者は…」と言うのは、
単なる上司の愚痴でしかない。
組織における後進の指導の課題として、いつの時代も
「若手の至らない点」が挙げられる。恐らく、これは太古の
昔から同じであろう。経験の少ない若手に至らない点が多
いのは当たり前のことである。時代の変化によって、その
至らない内容が変化しているだけのことである。

明日への指針

日常活動における社員のやる気の高め方

「どうしたら社員のやる気を引き出すことができるか」
といっ
た話をよく聞く。基本的なことだが、人が本来持っている
「やる
気」
を引き出す
「日常活動における動機付け」
を示したい。
１．任せる
能力以上のものを発揮することは難しいが、同じことの繰り
返しでは成長がない。
そこで、思い切って仕事を任せてみること
である。
１２０％ぐらいの仕事の負荷を与えることにより、成長の
機会を与えるのである。
ただし、任せっぱなしにならないように、
報告・連絡・相談を義務付けていただきたい。
２．
自分で目標を決めさせる
自己責任と目標への参画が目的である。一方的に与えられる
目標を達成するために行動することは、
目標の押し付けになる。
全社や部門の目標が軸となるが、
まずは自分で自分の目標を決
めさせ、
そこからどのように数字を達成すべきかというプロセス
を考えさせる。
自らの工夫と、仕事の結果に対し責任を負うとい
う意識を持たせることである。
３．達成感を味わわせる
目標を決めてプロセスが明確になれば、
その後は進捗管理を
行って最終的に達成感を得させることである。
この達成感・充実
感がモチベーションを高め、
より難しいことに挑戦しようという
動機付けになるからだ。
ここで注意すべきことは、
いつも目標を
クリアできない人には、
やる気をなくさせないために小さな仕事
から実行させることだ。努力すれば成功するのだという体験を
通し、
達成感を与えることである。

４．誉める
誉めるということが苦手な経営者・幹部が意外に多い。
まず、
誉める以前に部下の良いところを見る習慣を付けることである。
良いところに気付かなければ誉めることはできない。
できて当たり前、
できないところだけを指摘するのでは、部下は
参ってしまう。誉めることにより、
また頑張ろうという意欲を引き
出す。
「アメとムチ」
の使い分けである。
５．評価する
モチベーションを上げる基礎となるのは評価である。特に部下
に関心を持ち、育成するという意味で評価する
（見てあげる）
こと
が大事である。誰でも良い評価をもらえばうれしい。
しかし、全員
が良い評価とはいかず、当然悪い評価の人も出てくる。
いずれの
評価も実施後、必ず本人にフィードバックを行い、納得のいく説
明をすることが必要である。
この際、現状の評価の説明と次まで
に何をすればよいかという行動目標を明確にすること。期待して
いることを本人に伝え、
元気に仕事に取り組ませるようにする。
６．失敗しても責めない
仕事に失敗は付きものである。失敗の原因分析と再発防止策
を立てることは必要だが、失敗を責めることでチャレンジ意欲を
なくしてしまうような状況は避けることである。指導上の注意点
として、
きちんと動機付けをすることである。上司には、
「失敗を気
にするな、
どんどんやって来い！ 後は責任を持つから」
と、送り出
すことも必要である。
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。あまりあれこれ言い過ぎると、結局は焦点がボケてしまう
。要点ズバリ主義が雄弁の秘訣

今月のことば

