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職業人として求められる

菟づ蓮を積み上げていまう

ヤマサちくわ株式会社　取締役製造部農　水.野　擬　浩

信　はじめ把

30年はど前のこと､新入社員研修において

顕を悩ませたのは､ 30分の時間を与えでも研

修日誌が蕾けない新入社員がいることだった寄

｢疲れ蓑した｣と5文字｡このあと何も思い浮

かばず藷けないです､とうなだれている新入

社員をみて幡練｡なんとかA4用紙1枚を大

きな文字で良いから､埋める勢力をしろと固

唾も声をかけたものだ｡

しかし､撮過の新入社員の田謡は､誤字脱

字は多くでも､わずかの時間で田謹いっぱい

の文字(あえて文章とは言わない)が鵡ぶつ

膀葡竃話が普及し､メールやLINEなどを使

い.日常会話のように文字を髄いこなしてい

る蝦らは､避拙ませながらスマホデビューを

した私からみれば､ある意味でコミュニケー

ション能力のすぐれた坦代にみえでしまう一

面がある..,今の気持ちを言葉にしまうとして

も､なかなかいい膏薬が思い浮かばず､つい

だらだらと長い文辞になってしまい､鼠がつ

けば5分､ 10分と時間がたってしまうが､新

入社員たちに聞出註､ 5分あれば10阿以上欄

茸と文字をやりとりするようで､驚くばかり

である｡
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そういった能力をもった新入社員が会社組

織の中でコミュニケーション能加こ長けた戦

力かといえば､残念ながら替えはノーである｡

新入社員研修開始日など.同期となった仲間

とほとんど膏薬をかわすことなく､休憩時間

になると､携韓でLINEスタート,私の友遊

ば携簡籠認C)中にいますとでも言いそうな状

況が牲まれる｡やっと新人祉薗同士が話し始

めたと思ったら､撮葦別こかわした膏薬が｢ラ

イン交換しようよ｣,思わず笑ってしまうが､

これが現実である,

企業が求めるコミュニケ-ション能力とは

どのようなものなのかを､当社の漸入組賞研

修や小中蘭横での活動を過して感じているこ

とをまとめてみた}

2.企業が求めたが番人綺

麗業教育懇談会に抽博したときのことであ

る｡学校側へ各企業の代表者が求めた大輔お

みな臼をそろえたよ;自こ同じことを薙膏きれ

ていて驚いた｡

①　元気で明るく.積極的に行動する生徒

⑫　コミュニケーション能力の商い理経

中には､外国人の方がみえることもあるの

で､英会話もできる生徒が欲しuhと高等学校

⑫ヨミュニ甘-ジョン能力の寄戯

にそこまで求めるかと思えるような籠肴をき

れた方もいた｡

企剃ま､大嶺不足由商み､即軸力が磁かに

歓しい一つ　だからといってわずか3年間の南榎

教育の中で､企繋が窪める語龍の能力を裔戒

するのほ.虔い団でみれば､大きなマイナス

だ｡どうしても田雉の能加乱臣二田か細すぼ､

スキルアップ､いわばチタ二幸夕論に行窒つ

いてし薫う網　崗校で身に付けるスキルなどは

企籍に入れば､ほとん,封劉こ立たない寄

少なからず.現在でも高校のほうで菖ミュ

ニケーションの大切さにつutでを蒐里方は生

徒たちに謡されていると思うが.生徒がみな.

高気で明るく積極的にコミュニケーション能

力の商いという型にはめたような豊能剛まな

れない①

豊能たちは､それぞれ性格が興な星　辰所

や頼所も人それぞれ〕工場掴ま.どちらかと

いえば､まじめだがおとなし信　コミュニケ

ーションをとることが苦手忠生醍たちが志望

してくることが多いっ　脹らの入社時の自己紹

介を聞いていると､ ｢榔轟音をすることが下手

で･ i ･｣とか｢コミュニケーションをとる

ことが常手で, i ･｡j　といったような学校教
rJ

帯卸中で劣等感を植え付けもれてきたのかと

思ってしまうような鞄言をする新人祉韻がい

る｡うまくしゃべれない自分都政襲きれでも

傷つかないよう､先手をうっで国正肪衛を図

った発雷ではあるが､残念でならない,〕

おとなしくて話が苦手な人は工場にいるも

のの､その車でもきちんとコミュニケーショ

ンをとり.気づさを稽み宜げで職長し､工場

を代表する韻轟な戦加こなっている人出たく

さんいるのた｡

3.報遵現場のコミュニケーション勘ま

当社は約190年､ちくわ壷作り続けている会

社である｡工場は､まきにものづくり職人集

団鴫18擬で入社して日々蝦錬｡ 60韻を過ぎで

も､まだまだ投を攫いてい(.,職人としてき

封こ威畏していくんだという薄綿がやりがい､

生きがいを蛙み曲していく｡職種は､榊蔵を

越える職人も数名,元気に新たな気づ善を積

み上げ.職長を続けている｡

職捕まどちちかといえば､寡黙である｡話

が下手で､文輩能力も残念ながら崗くはない鶴

しかし､製造現場の職人たちはコミュニケー

ションをしっか陶とり.作業を進めている｡

製造現場のコミュニケーションとは師だろう

かと嘗えると､お互いの心を通じ合わせるこ

とであ的､膏薬はその手段の一つに過ぎない

ことが分かる｡

あいさつを剛にして少し述べたい..あいさ

つは､i｢おはよう｣と雷環をかけあう行地では

なく.お互いの心の轟を恥らきあう行鞠であ

る.⊃　劃龍の膏薬で｢おはよう｣と言っても,

｢いやなやつに朝かち会った枚｣と心の面で叫

べば.椿全体から心の串の叫びが吹き出し､

相手に露わってしまうものであるi〕椿かち罷

せちれる膏薬は､軸かあの言葉以上に相手に

伝わると言ってよい｡

あいさつをし捕まか帥こ､逆に気まずくな

ってしまう状況が生まれる｡気まずくなりた

くないから､気の合う仲間だけにあいさつを
鴨

するようになってしまう庫

工場ではあいさつ運動を今まで何回も襲施

してきたが､うまくいかなかったときは､｢お

はよう｣と声は曲ていでも.心の中からの叫

飾こなっていないからであった｡
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工場の由で-圏おかれた職人かちは､ Hか

らは最低限の膏薬しか出てこないが､体中か

らいろいろな熱い叫びがほとばしりでている､,

このようなことを薔くと､コミュニケ-シ

冒.ン能力向上などあえて高城しなくてよいよ

うに感じられてしまうが.当社の入社時の研

修で寵も力をいれているのほ､チームワーク

を作り上げていくコミュニケーションの大切

さである｡

4.学校と会社の遭い

高校では1年から3年蛙まで､わずか二つ

a?隼の義しかない｡会社は50年ちかい牢の差

があるのた｡ 60歳で定年退職する時代ではな

くなった現在､ 18歳の新入社員からあたら､

自分の両親よりも上.租父母の年齢に近い人

たちと一緒に汗を流すのである｡

また､学校では気の合わない生徒とはあえ

てコミュニケーションをとらなくても蒔田が

過ぎていく｡社会に出るとそうはいかない｡

年齢､性格など全く異なる人たちが､同じ国

標に向かって心を一つにして業務にあたるこ

とが､企業の成果に繋がっていくからである｡

入社時の研修では､こういった点において

彼らの気づさを促すカリキュラムを多く取り

入れている｡

コミュニケーションは､口で大切さを説明

しても､彼らの心に響かない｡コミュニケー

ションをしっかりメンバーととらないと遊戯

できない課題を､いろいろ与えて取り組ませ

る｡言葉をほとんど交わしたことのないメン

バーと無言の時が流れている間は､メンバー

全員がどんなにやる気があってもなかなか成

栗が上がらない｡

時間とともに少しずつコミュニケーション

4　種灘と披講(H2郎　6月号

がとれるようになり､課題が遊戯きれた時に

はコミュニケーションの大切さがやっと理解

できてくる,

5.か学監を楽しいちくわ焼き体験教霊

当社では.地元の小学校において､ちくわ

体験粘膜教室を実施している｡昨年度は小学

3-4年生を対象に20校ほど実施した｡

薄主宰
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地場産薬について学ぶ

30分はピちくわの藤壇を話した緩､工場で

純一｢上げた魚肉を､竹串に胞蓮たちに巻きつ

けてもらい.炭火で焼いてみんなで食べる､,

焼きだてのちくわはまきに絶品｡
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すり身を一人ひとら男こ手漉す

工場からほ入社2-3年目の若い職人を送

り出している.,彼らに私からかける常襲は｢小

草生と､いっぱい話をしてこい鳥小学3-㌦4

年生は孔だもの.感じたことを寮帝に膏鶉に

してくる〔小学牢こと前をしていると､臼熊と

自分たちも飾り気のない寮薗な膏薬､心の叫

びで般するようになってくる船　まきにコミュ

ニケ一一ションの煤点に立ち返ることができる

この体験で得た気づ蔓は､通常繋務の串にも

必ずいきてくる曾

6.申学生へ諺を憶える

豊橋騎士会議所青年部が平成20年に立ち上

げたビジネスパークという輯梁がある;〕塾橋

市の牽牛リア教育の一環として.地域で繊く

私たち大人が､職薬の内容や地域における職

業の役割､働くことの薗鶉などを伝えること

で､若者が将来を考えるきっか肘となり､聾

の震域への貴献､未乗の地域活性に繋げるこ

とを尉的としている〕
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ビジネスパークの授業風景

当社からは､毎年入社10軍団ぐらいの職人

を派避しているっ強弁の授薬を艶蓮現場の職

人が一大で話をするめは､大変なことである_〟,

職場では､あうんの呼吸で伝わるような事が

中学生には全く怯わらず､自分の言葉で柚こ

モノ勧云えることの難しさを知ることになる,

もちろんピん勘こ韓櫛をしても､学校の兜牡

のように､うまくしゃべることはできない｡

しかし､大助なことは-･人の嘲(夫人として

何かを-桔懸命由まえること占ヨ分の思いを

難く語ったこの締酸椋　講師をつとめてはじ

めて締られるものであり､必ず通常業務にも

いきてくる①

7.商族生へものつく団の楽しさを雇える

(1)課外葉習

当社では地元の農薬高校､水産高校に拙向

き課外実習を実施しているo課外実習を始め

て10年近く経つが.きっかけは学校と企寵の

距離をもっともっと縮めたいという思いであ

った｡
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職人の接を般露

出維たちにとって人生をか河だ就職先がミ

スマッチにならないよう､学校も盆擬も金力

をあげなければならない∋そう思い立った時､

学校と金環とのコミュニケーショ亮浬的な

いと感じたかもである,,

課外繋留に工場から派遊する職捕ま､必ず

その高校OBを梢璧している1 66歳を越えた

工場ではトップクラスの職人と､入社5年日

ぐらいの駆け抽し職人の2名をコンビにして

取組ませている｡駆暗出しの職人といえとも,

生徒たちの前での魚肉を扱う手さばきは,羨

望の眼蓮しで見つめられる｡職人たちも､杜

絶たちの揃で格好良い所を現せようと､襲留

南部二は懸勧こ技を磨くっ　嚢習筏も､生徒たち

臥吊こ2番の職耕土新たな気づ豊を積み上げ

ることができ､魔境している①
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職人から手ほどきを受ける

(2)イン史-ンシップ

学校側からも企業側かちも.インター-ンシ

ップを実施する時間がなかなか作れftA･'lJ､虹､

った声をよく聞ぐっ　インターンシゥプは､特

に専門寵横生にとっては､生徒たちを丸きく

暁琵させる暢であると確信している〕

当社は.もっともっとイン;-ンシIPプの

成果が上がるよう､受け入れ体制を攫えるだ

けではなく,学校側とのコミュニケーション

を囲っていきたいと考えている.⊃

参考までに,昨年実施した当社のインター

ンシップの1,田のスケジュールを記す､

8:的朝礼 

118:00-10:00実務 

i(石臼を使つての魚肉闇副乍鶉 

10:00-12:00実務:酔輸､揚物聖子親牛鞠 

12:00-13:0㊥昼食､椿憩 

13:脚-し4:脚棄務(刊乍叩商品ln製造ー 

14:00-15:＼00謹謝宮城､振り返り南淡 

実施期間は5日間(間に1日休みを入れる

ので､葵欝4日間主蛙綻たちの夏休みを利用

して行っている｡

工場従紫則ま1日8時間常繊であるが､イ

ンターンシップの生徒たちは､築駒6時間で

6　遊熊と敬脊(鵬8) 6月号
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行っている｡若いから体加まあるはずである

が､集中力を欠いてしまっては横暴は上がち

ないので, 2時間緩くしているっ

朝は職場の人たちとラジオ体操から始ま坤､

朝礼にも参捌くもちろん､職場の金理とあい

さつを行う)｡実務には､ 2-3年賠輩0諺を

トレーナーとしてつける〔トレーナーになる

神韻の助富力.指揮力琵韓も親ねでいる主星

徒たちには名札をつけること言連繋副ま豊能

たちを必ず名前で呼ぶことを徹底〔尊前に丁

場掲示板に生徒たちの頗軍費と名前を掲示上

霞食は､従業員とともに慶べ.仕轟申出ま話

せない会話をする｡学校提曲間の臼詣作成の

あとには､この日誌をもとに振り返吟面談を

実施する｡面談は､製造現場驚埋藍箇職クラ

スが行う｡インタ｣ンシップ申､ 2日間は私

が彊撥面談を行うB l譜6時間の串で　いろ

いろな役職､年齢の人だちと言葉を交わす機

会を強制的に作り出している｡

インターンシップの甲では､毎日行う最後の

振り返り面談が巌も蓮要である｡実務やりっ

ぱなしでは､また日誌を醇かせる舶すでは､生

徒たちの腹の中にしっかりと落とし込めな峠

ここまでやるんですかと尋ねられることが

あるが､やるからにはきっちりやりきらなけ

れば践郵拙iない｡晴間がないからと軸釧l

覇にインタ--ンシップを靖夫するのならば.

やめた方がよい｡

(3)生徒たちとのコラボ商品開発

まさに専門寵校だからこそで掌ることであ

る｡一昨年は､水琵高校の葵閻繭でとってき

たマグロを使った釦緋的かつはぐるっ剛

を生徒たちと作P_上げたo昨勘ま.三河湾で

獲れたメヒが)勧建った魚肉ね均だんごくメ

ヒゴロポ･-ル主2mmHとも当社の商品間韓スタ
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コラボ商品を国葬たちで醸売

ッフと生縄たちとの野力の綿鼠となった㊤

諜臨.bl-l'Cを持ち詰り.相田も蛙髄たちと商品

間罷ミ-テイシダを嚢施した⊃　ミーティング

の串で品　こちらから闘い掛けなくても､筒

井たちの考えをどんどん籠著しできた申告　こ

ちらの話を藁剣は聞いている牲縄たちの熱憲

が轄わってきたi〕聞経したコラボ商品は､馳

走の漑溝の蕗擦りで.自分たちでPOPをつく

机　セールストークを誓えて販売しだ,商品

のおいしさ以上に触らのこういった行動がお

客糠の心をつかみ､昨年は､わずか1時間ほ

ど'で商品は完売した亀

商品間籠ミーティングから販売までの取陶

組みをとおし､コミュニケーションの大切さ

を自分たちで感じ取8日　葉酸した｡

諺.終わ的は

的龍をすぎた当視の職人たちで屯､みな同

じように､ 50年ちかく前に撃欒した曲身商標

を請け出こ思い､ことあるごとに昔話に花が嘆

いている｡わずか3年間の璃綾生活ではある

が､汗を流し､懸釦こ取り組んだことは忘れら

れな同館.11枚インパクトになり､記憶に残るo

この3年間は人生の中で賓壇だ曾　学校の仲

間と舶すではなく､いろいろな軍艦の人たち

と数多く接し､汗を擬す蝶暁をもっと確り軸

して頂きたい.

ただ,高校へ行って気になるのは､豊能よ

吟も龍出方のコミュニケーション能力桔　学

校の寵牲方と､う董く意思の疎通を図れず苦

労する時が読る;〕うまく意思の疎通が囲む‖こ

くい光勘ま､今まで私たちのような企業人と

ほとんど話しをする憶念がなかったためでは

ないだろうかき　発生国士また生綻たちとは､

善ちんとコミュニケーションがとれていでも,

これでは社会に遠印出す生徒たちのコミュニ

ケーション能力を摘められるか不安だ〕もち

ろん部費らしい箱生もいるっ　企業鮎二はない

感覚ですば叫と指摘して頂き,また撥会があ

摘ま.世か出会いして話がしたくなるような

瑞生もいる嶋

当配の豊春方針四つの櫨の即二iT地域紐会

の一･寛であることを自覚し,畑二審晴れ､感

謝されることを実行しよう｣･iとある,小串薗

横への教育活動は;まきにこの会社藍本方針

を実践しているのであるが､社則ことって､

通常籍務で自前畢あれない賢重な膵蝦になって
iいるa

今後もこう同､っ茄再動を社賞の職長につな

げていきたい鼻祖晶の成長なくして会社は職

長鞄撰できないと思っている⊃

避難と教筒　佃2馴　6円骨　了


