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2018年 5月 11日 （金）     

プレゼンター： 近藤 美由紀   

2018 Profuture × JECC 共催セミナー 
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◆ 会社概要・プレゼンター紹介 

行動理論の改革と集団性格の革新で企業の発展を図る   

企業理念 

コンサルティング ＆ トレーニング 
理念の実践・需要創造 

調査＆診断 
課題発見・効果測定 

コンテンツ 
出版・メンタルヘルス 

創業1964年（東京オリンピックの年） 

◆近藤 美由紀（こんどう みゆき） 

できる理由・できない理由に 

        気づくお役立ち 
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本日の内容 

1. 学び方を選択する時代 

 

2. 成果を出すために「理念で統合」が鍵となる 

 

3. 受け身の学びから学びあう「共創」へ 

 

4. ジェックが提供する新たな学び方 
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１．学び方を選択する時代 
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「学び」を取り巻く環境の変化 

「学び」の環境は、多様化している 

あらゆる知識・能力が 学ぼうとすれば 学べる 

IT技術の 
進化・発展 

サービスの 
多様化 

e-ラーニングなどのデジタルコンテンツの充実 
・場所の格差をなくし、時間を自由にする 
動画配信 
・情報量の格差をなくす 
ARやVR 
・疑似体験を可能にする 

生活にかかわる情報から専門的な情報まで幅広く提供 
・MOOC 
・通信教育 
・専門学校の夜間スクール 
・大学の社会人向け公開講座  など 
身近な学びの場の提供 
・朝活での学び 
・カフェなどでの学び  など 
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「学び」を取り巻く環境の変化 

「学び」の環境は、多様化している 

あらゆる知識・能力が 学ぼうとすれば 学べる 

考え方によっては、折角の環境を活かし、 
創造的な人財へ成長するチャンスに 

できない場合がある！ 

教育担当者が、あらゆる知識・能力を 
「学ばせよう」としているか 
 

    学ぶ側が、あらゆる知識・能力を 
    「学ぼう」としているか  

しかし… 
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教育担当者の意識の変化 

Aさん 
企業内教育を担当し、育成体制を構築している 

今の仕事の能力要件と必要な育成プランを整理しよう 

今の仕事に必要な能力の向上を図ることで 
            組織に必要な人財を育成することができる 

なぜなら 

なぜなら 

学びは、今の仕事に使える内容でないと意味がない 
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教育担当者の意識の変化 

Aさん 
企業内教育を担当し、育成体制を構築している 

幅広い学びの場を提供しよう 

社員が何を学んだとしても、 
        今後の組織に必要な人財を育成することにつながる 

なぜなら 

なぜなら 

学びは、今後のあらゆる場面で使える知識や能力を向上するもの 
        今後どのような能力が必要になるかは予測しづらい 

「今必要な能力」だけではなく、 
「今後必要となるだろう能力」にも目を向ける 
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教育担当者の意識の変化 

学びが好きになるよう、環境を整えよう 

学びが好きになれば、社員は自ら学んでいく 

なぜなら 

なぜなら 

人は、好きな物事では、積極的に動くものである 

「学びを好きになる」ことが、 
「学びを習慣化する」第一歩！ 

Aさん 
企業内教育を担当し、育成体制を構築している 
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学ぶ側の意識の変化 

Bさん 
３年目。「成長していきたい」という想いがある 

決められた研修に参加して、成長しよう 

決められた研修に参加することで、企業が求める必要なことが学べる 

なぜなら 

なぜなら 

教育（学び）とは企業が与えてくれるもの 
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学ぶ側の意識の変化 

興味関心のあることは、躊躇せず学んでいこう 

多様なことにアンテナを立て自ら学んでいくことで、 
                     自分らしく成長できる 

なぜなら 

なぜなら 

学びとは、自分らしさの追求である 

各自が興味関心があることを突き詰めて学ぶことで、 
多様性に富んだ人財へと成長できる 

Bさん 
３年目。「成長していきたい」という想いがある 
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◆ 行動理論改革モデル® 
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２．成果を出すために 

  「理念で統合」が 

        鍵となる 
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「T型人財」から「くし型人財」へ 

くし型人財 T型人財 

「自分らしさ」を追及して 
多様な知識・能力を 
得ていく 

一つの分野に特化した 
スペシャリスト 



Copyright JECC Co., Ltd. 2018 

「T型人財」から「くし型人財」へ 

くし型人財 T型人財 

• 一つの市場が独立して成長
していく 

• 先の変化が予測できる 

• 複数の市場が絡み合い、
コラボレーションし新た
な価値を創り出していく 

• 先の変化が予測しにくい 

「くし型人財」は、 
今の時代に求められている 
「問題解決能力」を備えている 
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「T型人財」から「くし型人財」へ 

アイデア 

解決策の案 

一緒に動いて成果を出そうとしてくれる 

情報 情報 

情報 

「くし」がより充実していく！ 
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創造的人財 

くし型人財 □話題が豊富（多様なアンテナをもつ） 
□トリビア的な情報をもっている（情報が深い） 
□質問をすると「分からない」ではなく 
 「調べておく」と答える 
□新しいこと、変化に躊躇しない（むしろ好む傾向） 
□チャレンジ意欲が強い 

□他の分野からヒントを持ってくる 
□現状を打開したり、変化させりする 

今あることをイノベーションできる 
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多様な「くし型人財」がいる組織 

多様な能力が集まり、それぞれの強みを活かし、 
新たな「解」を創造していく 

 

創造的な組織 
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創造的な人と組織を創る「学び」 

目指す 
人材像 

企業内教育 
「理念の実践による戦略成果創出」に
必要な考え方とやり方の習得。 
創造的な組織文化の醸成。 
組織での存在価値を高める人財になる。 

自発教育 
仕事とリンクするしないに関わらず、
自分の人生を充実させるために、個人
の問題意識や興味関心が高いテーマに
習熟する。 
人とのつながりを拡げる。 

創造的な人 ⇒ 荒波をも自らの力で乗り越える知恵と人のつながりを有している人 
  楽しい！ 多様性を持ち、人生も仕事も謳歌している 
  好き！  自分の強みと他の人や組織の強みでイノベーションを起こす 

学び方はいろいろ 

一社 
集合研修 

異業種 
交流型 
集合研修 

Eラーニング 

書籍 
紙・E 

成果創出型 
アクション 
ラーニング 
（LMS連動） 

スキル測定 
組織文化 
診断 

診断 
MOOC 

アクティブ 
ラーニング 

通信教育 

ワーク 
ショップ型 
研究会 

オンライン 
講座 MOOC 

通信教育 
コミュ 
ニティ 

異業種 
交流会 

地域活動 

文化講座 
習い事 

ボラン 
ティア 

セミナー 

セミナー 
書籍 
紙・E 

SNS 

副業 

「自発教育」と「企業内教育」 



Copyright JECC Co., Ltd. 2018 

「くし型人財」が活躍できる環境 

理念で統合 

多様な価値観 多様な価値観 
対立 
・ 
反発 

• 同じ目標・目的を持つと、率先して協力していく 
• 対立する意見が出たとしても、大切に想うことや目
指す姿が同じであれば、目先の状況にとらわれず、
お互いが一番良い策を選択できる 
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理念で統合する 

価値観 

知識 

価値観 

知識 

価値観 知識 

目的が不明なまま話し合うと、 
価値観や知識をお互いに披露しあうだけ 

対立や反発の原因になりやすい 
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理念で統合する 

価値観 

知識 

価値観 

知識 

価値観 知識 

目的があると、価値観や知識が目的に向かう 

話をまとめやすい 

目的 
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理念で統合する 

価値観 

知識 

価値観 

知識 

価値観 知識 

理念実現のために、それぞれが発揮される 

理念 
能力 能力 

能力 
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理念で統合する 
前の流れから、各部門コンセプトか
ら、最終的には、個人のお役立ちコ
ンセプトに帰着させる。 
 
CDCのシートは、よくわからなかっ
たので出さない。この図なら使えそ
う。 
 
つまり、 
①企業理念があります。この企業の
missionですね。 
②そして、個人の興味関心＝好き、
があります。その人らしい、くしの
歯を育てていく部分ですね。 
③それとは別に、その人の強みとい
うのもあります。企業は、その人の
強みをみて配属を決めたりもします
ので、ここは、その人らしいくしの
歯を育てるのと同時に、専門性を高
める（Tの部分）とも関連します。 
 
このように、３つが統合され、個人
が何に対してお役に立ちたいか、ど
んなことに貢献したいか。が、お役
立ちコンセプトです。 
 
ここが確立すると、「自律型人材」
の第一歩を踏み出せます。自分から、
いろいろと学びたくなるし、自発的
に、市場への価値提供を考えるよう
になる。 

今まで話してきたことの 
纏めとして使える 

企業理念 
（やるべき＝使命） 

興味関心 
（やりたい＝好き） 

強み 
（やれる＝専門特化） 

個人の 
お役立ちコンセプト 
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３．受け身の学びから 

   学びあう「共創」へ 
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「共創」ワークショップ 

教え合い、学びあう 

場づくり・支援 

教える人 

学ぶ人 

学びの質も 
変えていく 
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「共創」がイノベーションを起こす 

受け身の学び 学びあう「共創」 

経験者が未経験者に教える 社内 
お互いが対等な立場で話し
合い、最適策をつくる 

講師が受講者に原理原則を
教える 

研修 
参加者の経験などをふまえ、
現場の問題解決を話し合う 

• 経験者や講師以上の人財は育ちにくい 
• 経験者や講師のコピーでは、多様な歯
をもつ「くし型人財」は創れない 

一定のレベルに引き上げる 
ためには必要 
過去の延長線でありイノベーションは 
望めない • お互いから学ぶので、参加者の

多様性の数だけ、学びの幅が広
くなる 

答えが無い時に必要 
参加者のアイデア次第で、新たな価
値を生み出す 
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「共創」がイノベーションを起こす 
 

http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/about/index.html 
画像引用「FLIT東京大学大学院情報学環・反転学習社会連携講座」  2018.4.26閲覧 

山内先生が 
いらっしゃるところ 

反転学習とは、東京大学の山内教授によ
ると、「説明型の講義などの基本的な学
習を宿題として授業前に行い、個別指導
やプロジェクト学習など知識の定着や応
用力育成に必要な学習を授業中に行う教
育方法」のことです。 
 
山内先生は、 JMOOC様を通じて、行動
人の特別号でも対談をさせていただいて
おります。 
 
つまり。これまでは、教室で知識の習得、
その後、知識を応用し活用する。企業で
いうと、実践する。 
反転学習は、先にオンラインで知識の習
得を行い、教室で知識の応用・定着を図
り、実践力を磨く。 
 
というものです。 

これは、学校教育
だからできるので
はないか と思う
かも知れない 
 
本当に学ぶのか？ 
 
オンライン授業の
後に、対面がある
のだから、受けて
くる 
オンラインを受け
なれば、対面がで
きないのだから 

http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/about/index.html
http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/about/index.html
http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/about/index.html
http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/about/index.html
http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/about/index.html
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「共創」がイノベーションを起こす 

講義を聞いて 
理解する 

ケーススタディで 
最適策を話し合う 

自分事として 
考え話し合う 

実践結果や 
新たな課題について 
話し合う 

復習 

従来型の集合研修 Moocを活用した反転学習 

「共創」に使える時間に差が出る 
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「学び」を楽しくする 事例１ 

学ぶ 

実践する 

疑問や 
課題が 
生まれる 

課題などに 
ついて 
話し合う 

再度 
実践する 

結果を 
共有する 

学びが 
楽しくなる 

対面学習 

オンライン学習 

対面学習 
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「学び」を楽しくする 事例２ 

学ぶ 

実践する 

誰か 
（何か）の 
役に立つ 

周囲の 
評価が 
変わる 

学びが 
楽しくなる 
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４．ジェックが提供する 

      新たな学び方 
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くし型人材を輩出する 
 

 「自発教育」×「企業内教育」 

目指す人材像 自発教育 企業内教育 

変わらない 
ジェックの強み 

neo行動人∞ 

まず、くし型人材を輩出するための、 
自発教育と企業内教育のブレンド型研修
をご紹介します。 
 
戦略成果を出していく企業内教育は、
ジェックの以前からの強みとしてご提供
しております。 
 
一方、その人らしいくしを増やすための、
学びの機会を提供する取り組みとして、 
「ネオ行動人」というサイトを立ち上げ
ました。 
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neo行動人∞ 
 

 https://www.jecc-kodojin.com/ 

https://www.jecc-kodojin.com/
https://www.jecc-kodojin.com/
https://www.jecc-kodojin.com/
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くし型人材を輩出する 
 

 「自発教育」×「企業内教育」 

目指す人材像 自発教育 企業内教育 

変わらない 
ジェックの強み 

neo行動人∞ 

MOOCs 

そしてもう一つが、 
 
MOOCの取り組みです。 
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MOOCs 
 

 https://www.jmooc.jp/providers/jecc-net/ 

■■ 開講終了講座 ■■ 

■■ まもなく開講予定 ■■ 

営業力基本 
８月開講 

商談力強化 
10月開講 

https://www.jmooc.jp/providers/jecc-net/
https://www.jmooc.jp/providers/jecc-net/
https://www.jmooc.jp/providers/jecc-net/
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共創からイノベーションを起こす 
 

「オンライン学習」×「集合コース」 

オンライン学習 集合コース 

反転学習型コース 
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共創からイノベーションを起こす 
 

「オンライン学習」×「集合コース」 

オンライン学習 集合コース 

変わらない 
ジェックの強み MOOCsの 

コンテンツを 
ｅラーニング配信 

ファシリテーションで 
創発を促す 
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お得なトライアル実施のご案内 
 

http://www.jecc-net.co.jp/shop/pages/newservice.aspx 

新公開コース 

ｅラーニング 

■企業で働くリーダーのための実践マネジメント基礎講座 
  一回目 ｅラーニング開始 2018年6月 ／ 集合コース 2018年  7月10日（火）‐11日（水） 

  二回目 ｅラーニング開始 2018年9月 ／ 集合コース 2018年10月16日（火）-17日（水） 

 

■上司を活かし組織を動かす実践フォロワーシップ講座 
      ｅラーニング開始 2018年7月 ／ 集合コース 2018年  8月29日（水）-30日（木） 

＜特別料金＞ 

お一人様 8万円 

ｅラーニング + 集合コース（通い2日間） 

■2018年7月31日までお申込みを受け付けます。 

■受講期間は４ヶ月間です。 

■LMS（ラーニング・マネジメント・システム）で運用します。 

＜特別料金＞ 

初期設定料10万円 
+  お一人様    1万円 

標準学習時間 6時間 + 理解度確認テスト 

http://www.jecc-net.co.jp/shop/pages/newservice.aspx
http://www.jecc-net.co.jp/shop/pages/newservice.aspx
http://www.jecc-net.co.jp/shop/pages/newservice.aspx
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www.jecc-net.co.jp 

 
 東京本社    〒170-6020 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル20階 
                電話 03-3986-6365  ファックス 03-3982-5894 
 
 大阪支社    〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-9 新大阪フロントビル7階 
                電話 06-6394-8335  ファックス 06-6394-8337  
 
 名古屋営業所  〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-4-25 伏見ITビル4階 
                電話 052-212-1621  ファックス  052-212-1620 
 
 現地法人  ／ 上海（中華人民共和国）、ハノイ（ベトナム） 
 

当セミナー資料は、株式会社ジェックの著作物であり、無断転載、配布・使用をお断りいたします。 


