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新入社員チーム参加 ／臨時報告会
昨年五月の組革研に新入社員四十
八人が参加しました。通常の企業管
理職六チームの他に、ＪＲ東日本リ
テールネット、さいたまコープの新
入社員四チームが付設されました。
半年後の十一月に開催された「組
革研臨時報告会」では、
「組革研体験
が自分にとってどういうものであっ
たか、それを仕事にどう活かしてい
るか」をテーマに、九人の新入社員
が、企業人としての大先輩五十人の

ています。

以前は、ラッシュ時間帯に多

め、情報である「こま図」すら

自分たちで購入しなければなら

の調査に

けられるようになったのです。

なのかスイカなのか、ほぼ見分

います。すると、支払いが現金

ずお客さまの顔を見ようとして

いで言っていました。今は、必

うございました」と、顔も見な

業に追われて、
「はい、ありがと

切って使いました。紙の無駄は

にしました。買った紙は小さく

合い、借金をして購入すること

とができません。みんなで話し

房具がないと作業をすすめるこ

を知って衝撃を受けました。文

のだろう」と思った私は、これ

あたり、「紙はどこでもらえる

―

「このお客さまは品物が一つで

お金の無駄と気づいたからです。

ないなんて…。Ｓ

も袋に入れてほしいんだ」と、

この体験が、
「支給されて当た

くのお客さまが来られると、作

細かいことまで気づけるように

私が、お客さまと目が合うと、

それに、笑うのが苦手だった

なコストがかかっている以上、

理費などさまざまなことに大変

備品をはじめ、光熱費、店舗管

り前」と思って使っていた店舗

うれしくて自然に笑顔になって

なりました。

と、なんと一一四件も書けたの

利益を必ず出さなければならな

い、と教えてくれたのです。

いるのです。

お客さまと距離が近く、「こ
れはないの？

聞くことができます。利益を上

組革研で考えるということを

らの心がけ次第でいくらでもで

え、次に生かしていきたいです。 ーズに敏感になることなら、自

売店ではお客さまの声を生で

分だったのに、やっていくうち

など生の声をたくさん聞くこと

げるのはまだ難しくても、コス
た。
「こんな短時間で、絶対に無

学んでから、売るという接客や

見えにくいよ」
に、
「積極的に取り組まなければ

ができる売店。これらの声に対

ト意識を持つことやお客さまニ

象的でした。最初はやらされ気

です。この夜のことが、一番印

前で報告しました。今号はその一部
を紹介します。

宮崎珠衣

ならない」と自ら気づけていっ

してもっと改善できることを考
理。なんでこんなことをしなき

一つひとつの作業について考え

コストがかかっている！

御囲真幸

仕事に必要な紙やペンをはじ

だ入るようなら時間をずらして、

たとえばゴミを捨てるにも、ま

えてから使うようになりました。

いた備品を、ひと呼吸置いて考

きます。ただなんとなく使って

ゃならないの！」
。そのうえいく

客さまをよく見るように心がけ

備品にも
るようになりました。また、仕

思いつくまま夢中に書いていく

が迫ります。必死になって考え、 知りました。今、対象であるお

ら書いても、
「こんな程度の数で

〇〇件以上書き出せ」
。初日、い

のわからないことを一
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事の 〝
対象
〟 という概念も初めて

たのです。

―

http://www.sokaku.co.jp
組革研ホームページ

いいのか！」とチームリーダー

きなり出た課題にとまどいまし

「Ｓ

20

お客さま一人ひとりの
顔を見て

伊豆高原

飛躍を叶える原動力

①

くれないのか」と不満を抱え続

なぜ具体的なアドバイスをして

験でした。
「チームリーダーは、

すべてが衝撃的で印象深い体

伸ばしていきたいと思います。

より良い店舗を目指し、利益を

して、お客さまや仲間にとって

これらの声を逃さずにキャッチ

お金がかかるという体験から、

また、情報を手に入れるにも

すが、こうすることで意欲的に

入社一か月の私。小さなことで

のなかで仕事に取り組んでいた

受け身になって、やらされ感

しています。

はないかと考え、改善しようと

し、自分自身で何かできること

をメモするのです。それを整理

いたことや、問題だと思った点

売店でお客さまを見ていて気づ

すために、いつもメモ用紙とペ

これらの気づきを仕事に生か

識にやっている行動の中にすべ

り前になっている行動や、無意

問題は、長年行なってきて当た

なんだ！

いうことを知りました。

創りあげるのが仕事なんだ」と

の業績向上のために 〝
かたち
〟に

ニーズを自分の力で捉え、会社

んだ。〝
対象
〟 であるお客さまの

「〝
お客さま
〟 は絶対的な存在な

ャンパスリーダーのお話を伺い、

いないのが一番怖い」というキ

かっていないことを、わかって

ほど、対応が楽になる」
「よくわ

「対象のことがわかればわかる

ンを持ち歩くようになりました。 いることがわかりました。

の声の重要性を再確認しました。 てあるのかもしれない…。

お客さまの声、ともに働く仲間

取り組めるようになった気がし

動きが、上期とぜんぜん違って

いったのです。下期では自分の

いくと、だんだん面白くなって

そういったなかで発見が増えて

じけそうになりました。しかし

足を引っ張られ、悔しくて、く

という自分の思い込みに何度も

ましょうか」と声を出し、お客

っていただけ。今は気づいたら

だろう」という思い込みから待

いると感じても、
「勝手に気づく

入社当時は、お客さまが探して

け〟 も積極的 にして みまし た。

また、 お客さま への 〝お声 が

っている。

時間の営業を交替勤務で担

る。始発から終電までの長

ので、商 品管理 も任され

が、店舗は通常一人勤務な

く。仕事は接客がメインだ

おいて販 売員の 実習に就

年度末までキオスク売店に

して、入社直後の五月から

新規採用者研修の一環と

メモして振り返る
徳永真実

小林睦美
の調査のとき、
「アスフ

「これでは魅力がない、お客さ

商品だけを並べていたレジ前。

みだけで動いていないか、対象

ックシート』を作成し、思い込

今後の課題として『自己チェ

してみました。

調べてコメントを追加して掲示

インターネットで商品の特徴を

いと考えています。

自分の行動や思いを振り返りた

や接客に生かしているかなど、

ーマを決めてポップを作ったり、 を見て発見したことをサービス

まの目を引かない」と思い、テ

「お取りし
参加後は、対象となる「店舗」 「何かお探しですか」

■

新入社員の仕事

けていた私。四日目の全体ミー

ます。お客さまが何か探してい

と「お客さま」に焦点を当てて

さまの要求に素早く応えられる

自分自身や仕事上の

ティングのとき、キャンパスリ

るよ う な ら 、「何 か お 探 し で す

見るように努力しています。今

ように努めています。

ゴミ袋を大切に使っています。

ーダーの「ロボット症」のお話

か？」と 〝
お声がけ
〟 ができるよ

まで、自分たちが売り切りたい

気づいたら

を伺って、「まさに、ぴったり

うになりました。

―

ァルトでも砂利道でも道は道」

Ｓ

自分を見つめる

「自己チェックシート」で

当てはまる！」と、自分の姿勢
の根本的な間違いに気づいたの
です。
与えられたことをただやって
いるだけでは成長はないんだ。
仕事とは、自分で課題を見つけ
て、それをクリアするために試
行錯誤して取り組んでいくもの
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②

若い人こそ変わる
常務取締役 伊藤嘉道

わが社が取り組んで

のの、組革研体験者は対象の
見かたがシャープであるとい
う傾向が見えるのです。
当社の新規採用者研修の目

報告者への質問と回答（抜粋）

組革研では、自分の

五日間を通して
仕事観が一変した体験は？
御囲真幸

私は四日目まで、みんなが決め

たことで動いていました。思え

ばずっと受け身で生きてきたの

です。受験、就職活動など大事

な場面でも「みんながやってい

への意識の切り替え。つまり

と。そして、学生から社会人

方針と業務を知ってもらうこ

なると気づきました。今は自分

を仕事でしていたら怖いことに

観を持っていたからです。これ

でゴールできないのも、先入

らだ！」と気づいたことが、一

これは自ら動いていなかったか

っと悩んでいたのですが、
「あ、

成長できないんだろう」と、ず

ってきたのに、なんでこんなに

るから」と周りの働きかけで動

社会人として仕事へのかかわ

の先入観を客観的に見て、考え

―

りかた、すすめかたをどう身

直すことに努めています。

先入観が邪魔をしました。Ｓ

での最大の課題は、売

につけるかです。後者におい

久保田勝巳 上期Ｓ

きた「 キ ヨ ス ク 改 革 」 的は二つ。まず、会社の経営
り上げが右肩下がりの

ては、
「自分で問題を見つけ、

ルできなかったときに、
「これで

善を中心に、会社全体の利益
率向上を図り、増収増益体質

のは、若い人でした。その経

てきました。著しく変わった

ーダー候補者を組革研に送っ

ってきてくれました。五月に

何か』と、腹の底に据えて帰

えを感じています。
『仕事とは

派遣を経た今、大きな手応

これがあったからこそ「やって 断したり責任をもって動くこと
やろう！」という気持ちになり、 が増えていくが、そういうとき
にヒントになることをきっと学

としては予想外のことでした。

され感〟 を強く 持って いた 自分

ました 。これ は初日 から 〝やら

事をしていくうえで、自分で判

言われたのは、「今後一人で仕

小山麻奈 参加にあたり上司に

を根付かせることです。その

緯から 「新 入社 員チ ーム参

五日間体験しただけで、今日

べる」という言葉でした。そし

後輩に組革研をすすめるとし
たら、どのように言うか？

番大きな収穫でした。

いていたのです。「頑張ってや

ために必要なのは従業員の意

解決に向けて仕事をすること

いいのか、僕は！」という悔し

キオスク売店の収支改

識改革とその核となるリーダ

を体質化する」ことに試行錯

い気持ちがふつふつと湧いてき

加」への期待が膨らみ、今回

の発表のとおりです。二十一

深夜まで調査し、下期でゴール

でゴー

ーの育成です。そのため、こ

誤を繰り返してきました。

の派遣に至りました。

年度は総合職に店舗運営職を

今年度の採用は、総合職十

て、参加しているときに「こう

で、今日に至る研修のなかで

総合職の十二名を派遣したの

計二十五名です。組革研には

せる原動力になってくれると

きっと、当社を一段と飛躍さ

組革研体験者の彼らこそが

チーム参加を決定しました。

であったと自覚したことです。

くありがたかったです。

徳永真実 自分が「ロボット症」 言葉ですすめていただけてすご

かせるのではなく、このような

具体的に「何をするのか」と聞

と気づくことが多々ありました。

いうところを言っていたんだ」

できたのです。あの瞬間で、僕

双方を対照することができま

信じています。

二名、店舗運営職十三名の合

した。すると個人差はあるも

「やらされ感」から、自分で
考え動くようになったきっか
けは？

加えた計三十二名の新入社員
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は変わったのだと思います。

―

れまで二年間で約四十名のリ

派遣の意図

③

