2019年度 第8期
戦略人事プロフェッショナルコース
中間簡易レポート

一般社団法人日本能率協会
戦略人事プロフェッショナルコース事務局

2019年度 第一単位 7月度プログラム
『環境・人・組織の変化とその中での企業経営と人事』
メインファシリテーター：学習院大学 副学長 経済学部経営学科 教授 守島 基博 氏
コースアドバイザー： コマツ 顧問 日置 政克 氏
日産自動車健康保険組合 理事長 奈良崎 修二 氏
基調講演：慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 前野 隆司 氏
【本単位のねらい】
①コースのねらいを理解する（ゴールをイメージする）
②視野を広げる（日本企業の課題と展望、人材と組織を再考、各社課題の確認）
③個人研究のテーマを整理する
時間

1日目：7月26日（金）JMA ２０１研修室

9:30

★9:30スタート

０．コースオリエンテーション
・研修のねらい、進め方（事務局・10分）
・受講者、メイン講師、アドバイザー紹介（15分）
10:00
～
12:00

１．基調講演
「幸福学から考えるこれからの人と組織のあり方」
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
教授 前野 隆司 氏

12:00

昼食（60分）

13:00
～

２．メインファシリテーター講義
「本コースで何を学ぶか 戦略人事のプロになる」
学習院大学 副学長 経済学部経営学科
教授 守島 基博 氏

15:00
15:10

休憩（10分）

15:20
～
15:50

３．アドバイザー自己紹介（15分×2名）

15:50
～
17:10

４．受講者自己紹介（受講者・5分×14名）

17:10

個人研究・チーム研究のねらい（事務局・10分）

17:30

５．懇親会

コマツ 顧問 日置 政克 氏
日産自動車健康保険組合 理事長 奈良崎 修二 氏
途中10分休憩

★19:00終了
※時間配分は変更する場合がございます
2日目プログラムは裏面にございます

時間

２日目：7月27日（土）JMA ２０１研修室

9:30

★9:30スタート

～

10:45
10:45

10:55
～

６．事前課題個人プレゼン
（受講者発表10分＋質疑・講師コメント15分／1人）
1人目：9:30～9:55
2人目：9:55～10:20
3人目：10:20～10:45
休憩（10分）

4人目：10:55～11:20
5人目：11:20～11:45
6人目：11:45～12:10

12:10
12:10

昼食（60分）

13:10

７．事前課題個人プレゼンつづき

～
14:50

7人目：13:10～13:35
8人目：13:35～14:00
9人目：14:00～14:25
10人目：14:25～14:50

14:50

休憩（10分）

15:00

８．事前課題個人プレゼンつづき

～
16:40
16:40
～
16:55

11人目：15:00～15:25
12人目：15:25～15:50
13人目：15:50～16:15
14人目：16:15～16:40

９．講師・アドバイザー総括
・講師、アドバイザーコメント
・担当アドバイザー決め

16:55

事務連絡（事務局）

17:00

★17:00終了予定

第１単位 実施内容
■基調講義
項目

内容

テーマ

幸福学から考えるこれからの人と組織のあり方

講師

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科

教授 前野 隆司 氏

内容

基調講演では、慶応大学前野氏をお呼びし、科学的視点で人間の「幸福＝Well-Being」について考察
し、そこから導きだされるこれからの組織と人の関係性、会社が社員へ提供できるものについて考えていただき
ました。
講義では、国内外様々な学術的研究結果や企業事例が引用され、「幸福」を起点とした未来の組織づく
り、人材育成への新たな示唆がありました。また、これからは社員の満足度ではなく、幸福度に着目し、それ
を向上することが企業価値、ビジネス価値を高めていくということが明言されました。

アンケート
抜粋

・前野先生の研究は、自身の人生観とリンクする点が多く、多大な感銘を受けました。今まで切り離されて
考えられがちだった「仕事の満足度」と「私生活での幸福度」が密接に関わりあう理論はとても共感ができまし
た。
・手段が目的化し易い人事企画業務において、普遍的な目的を見失わないことは重要。「Well-being」
は普遍的な目的になりうると感じた。
・エンゲージメントについて、昨今話を聞いたり、社内でも話題になることが多くなったが、学術的に「幸福学」
を研究されている前野先生のお話を伺うことができ、人事の仕事の意味づけを学ぶことが出来ました。大変
参考になりました

■メインファシリテーター講義
項目

内容

テーマ

本コースで何を学ぶか 戦略人事のプロになる

講師

学習院大学 副学長 経済学部経営学科 教授 守島 基博 氏

内容

メインファシリテーターである守島氏から本コースのねらい、考えるべき視点について解説がありました。このコー
スでは「戦略人事の本質」を理解すること、そしてそれを自社に展開できる人事パーソンとなることが大きな目
的です。守島氏からは企業を取り巻く環境変化、日本全体の人材ポートフォリオ、企業変革のポイントなど
について、学術研究や事例を交えての講義がありました。そして「戦略人事とは結局何を考え、何を行うこと
なのか」という問いが投げかけられました。その点を踏まえ、このコースでは、自社の事業と人事課題の深い考
察、組織のあり方を考える、社員の視点を意識するという３つの視点を中心に学んでいくようにと解説があり
ました。

アンケート
抜粋

・先生からの投げかけ、問いかけを頂くことで、自社の状況や自身の担当領域に置き換えながら、考えること
ができ、良い刺激と学びを得ることができました。
・これまでも「経営に貢献できる人事部門」を意識して取り組んできましたが、組織開発はあまり考えてこな
かったので、これから考える良い機会になりました。また、これまで働く人の視点を考慮したマネジメントと経営
戦略に基づくマネジメントの間で板挟みにあうことがあったので、この研修でいろいろと考えてみたいと思います。
・常日頃意識しなくてはならないことでございますが、腰を据えて自分自身が人事部長・人事担当役員の立
場としてどう考え、振る舞うべきか、ということを疑似体験できる良い刺激となりました。
・戦略人事の方程式として「戦略と人材のフィットを作ること」であるが、変化する戦略や変化する働く人達の
両面からフィットをどう作っていくかがポイントであるということを常に意識しながら人事プロフェッショナルを目指す
決意を新たにいたしました。

第１単位 実施内容
■個人プレゼンテーション
項目

内容

テーマ

個人研究に向けて～自社の経営、事業戦略と人事課題について再確認する～

内容

事前課題で整理していただいた「自社の経営戦略と事業戦略、それに伴う人事課題と人事戦略」につい
て各受講者より発表していただきました。ここでは、メインファシリテーターの守島氏、アドバイザーの日置氏
（コマツ）、奈良崎氏（日産自動車）から視点や考察への指摘、アドバイスがありました。また受講者同
士も戦略の裏にある背景や施策に対する意見や質問も多く挙がりました。

アンケート抜粋

・日頃から強く意識できている事と出来ていない事の差が如実に言葉として現れる事を痛感致しました。会
社の弱みばかりを気にしていた自身に対して、「オリックスらしい強みを伸ばす事を意識するように」と守島先
生よりご助言をいただけた事は自身の今後の人事人生に大変プラスとなるお言葉でした。
・皆さまの課題を把握することで、単純に引き出しを増やすことができ、また似通った課題感を見つめること
で、自身の課題について改めて俯瞰的に見ることができました。
・様々な業界の人事が集まり、皆さんの経営課題を聞く機会となりどれも参考になった。業界や規模は違
えど、悩みは共通するところが多く、他社の進んでいる例については学んでいきたいと感じた。

■単位全体
項目

内容

アンケート抜粋

・同年代で各社で活躍されている方々とのネットワーキング含め、自身の業務を俯瞰的に見る良い機会を
与えて頂いていると思います。
・現在、人財戦略の立案業務を行っていることから、当研修は自分自身の血肉となることは間違いないと
確信しました。又、受講者の皆様とも様々な交流を通じて強固なネットワークが構築できると感じました。
・前野先生・守島先生の講演はとても勉強になりました。当たり前ですが、すべての事業活動には意味が
あり、関係各位がそれを理解した上で活動することが重要であるということが心に残りました。
・人事経験が豊富、且つ海外駐在経験者が多い点が個人的には大変良かったです。グローバル人事とい
う観点では弊社は未だにゼロベースであり、ご参加メンバーのご経験談が宝の山のように感じられます。本
プログラムの趣旨も明確に理解出来ましたし、修了時には各段にスキルアップが図れているものと確信が持
てました。

第１単位 実施内容
■事務局からの振り返り
第一単位は、マスターファシリテーターの守島氏のイントロダクションの講義、慶応大学前野氏による基調講演、アドバイザー
日置氏、奈良崎氏からの事前課題に対するフィードバックを経て、「経営に資する戦略人事とは」という本コースの大テーマにつ
いて皆様に考えていただくきっかけづくりを行いました。
前野氏の講義では、人間の幸福について科学的見地から講義があり、これからの人材育成や組織開発に対する新たな視
点を得ました。ここでは幸福学への理解だけではなく、これからの人づくり、組織づくりにおいては、このような学術的、科学的理
論や知見、データ等を活用することの必要性をご理解いただけたのではないかと思います。
続いて守島氏の講義では「戦略人事という言葉が言われて久しいが、では戦略人事とは何をすることなのか」という本質的な
問いかけがありました。特に現在のように変化が激しい時世において、人事が真の意味で「経営に資する」ためには、経営や事
業に対する深い理解、広い視点が必要であり、そこから経営の変化に先んじた人事戦略と人事施策が生み出されるのであると
いう解説がありました。加えて、施策を実行する上で最も大切な「社員の視点」をどう捉え、どう寄り添うのかということについても
言及されました。参加者の方にとっては普段から耳にする当たり前の定義ではありますが、他社の事例などを踏まえて解説され
ることで、その重要性を改めて再認識していただきました。
今回の参加者は人事企画の中核を担われているメンバーが多く、個人プレゼンテーションも非常にレベルが高く、良い議論が
できました。企業の経営課題とそれに伴う人事課題と人事戦略を自らの頭で改めて考え直していただき、自身の業務とこれから
の自社の人事への先見的視点を養っていただけるよう、研究サポートを続けてまいります。

■今後のスケジュール
単位

日程

１

7月
26日（金）
27日（土）

２

8月
22日（木）
23日（金）

３

9月
27日（金）
28日（土）

4

10月
18日（金）
19日（土）

5

11月
15日（金）
16日（土）

６

12月
13日（金）

７

2020年
2月
7日（金）

単位テーマ ・ 講演者

（法人格・敬称略）

「環境・人・組織の変化とその中での企業経営と人事」
・基調講義①

慶應義塾大学大学院 前野 隆司 氏

「企業視察①ものづくり企業を支える人事戦略」
・企業視察①

東京エレクトロン宮城工場 前島 裕紀 氏
東京エレクトロン 河野 通尚 氏

「企業視察②個と向き合う人事戦略／グローバル企業研究①」
・企業視察② 凸版印刷 巽 庸一郎 氏
・グローバル企業研究① マリオット・インターナショナル（講演者調整中）
「日本企業研究・グローバル企業研究②」

・日本企業講義② 武田薬品工業 赤津 恵美子 氏
・ケース討議 「カルビー」
「外部から見る企業価値について／人事のキャリア」
・基調講義② ニッセイアセットマネジメント 井口 譲二 氏
・人事キャリア講演 グーグル合同会社 谷本 美穂 氏
・グローバル企業講演② 日本ミシュラン （講演者調整中）
「個人研究報告会」

「チーム研究報告会」

第二単位 8月度プログラム（合宿）
『企業視察①ものづくり企業を支える人事戦略』
メインファシリテーター：学習院大学 副学長 経済学部経営学科 教授 守島 基博 氏
コースアドバイザー： コマツ 顧問 日置 政克 氏
日産自動車健康保険組合 理事長 奈良崎 修二 氏
視察・ご講演：
東京エレクトロン宮城工場 執行役員 前島 裕紀 氏
東京エレクトロン 人事部 グローバル人事グループ 部長代理 河野 通尚 氏
【本単位のねらい】
①企業視察を行い、同社の事業特性を理解し、人事戦略について学ぶ
②アドバイザー講演から企業の人事戦略と人事パーソンとしての考えを学ぶ
③チーム研究のテーマを整理しチーム編成する／個人研究のブラッシュアップをする
時間

1日目：8月22日（木）仙台ロイヤルパークホテル 「かすみ」

13:30

★13:15会場参集、13:30研修スタート

～

１．アドバイザー講義①
コマツの目指す グローバル経営とコマツウェイ
～グローバルチームワークで働くこと～
コマツ
顧問 日置 政克 氏

15:20
15:20

休憩

15:30

２．守島先生解説・ディスカッション

～

学習院大学 副学長 経済学部経営学科
教授 守島 基博 氏

16:15
16:15
～
18:45

３．チーム研究テーマ決め＋個人研究アドバイス
・テーマ決め（45分）
・チームごとにテーマの議論、今後のスケジュール等を確認 （100分）
・個別に個人研究アドバイス（チームディスカッションと並行・1人10分ずつ）

19:00
～
21:00

４．懇親会

21:00

５．二次会？？？

※時間配分・プログラム内容は変更する場合がございます。
2日目プログラムは裏面にございます

時間

２日目：8月23日（金）東京エレクトロン宮城工場

9:50
～
10:05

★9:50バスまたはタクシーにて出発
・各自で朝食、チェックアウトをお願いいたします
・到着後入館手続き

10:30

１．東京エレクトロンの経営、事業概要、工場全体概要

～

東京エレクトロン宮城
執行役員 前島 裕紀 氏

11:10
11:10
～

11:30
11:30
～

12:20

２．工場の生産工程の特徴・重視していること
・生産棟：
TML 生産革新企画部 部長 石澤 元 氏
・物流棟
TML 物流管理室 室長 東浦 勉 氏
TML 物流管理室 資材物流Ｇｒ 栗原 茂 氏

３．工場・生産工程見学
・生産棟：
TML 生産革新企画部 生産革新Ｇｒ 清水 昭男 氏
・物流棟：
TML 物流管理室 室長 東浦 勉 氏
TML 物流管理室 資材物流Ｇｒ 栗原 茂 氏
・開発棟：
TML 人事部 部長代理 泉宗 盛幸 氏

12:20
～
13:10

昼食

13:10

４．東京エレクトロンの人事戦略（仮）
東京エレクトロン
人事部 グローバル人事グループ
部長代理 河野 通尚 氏

～

・河野様ご講演（50分）
・講演内容に関する質疑（10分）
・守島先生との対談（20分）
・受講者との質疑、討議（20分）
・守島先生サマリー（10分）

15:00
15:00
～
15:20

・退館手続き

16:00

仙台駅着
★16:00 解散

★15:20 バス乗車し仙台駅へ出発

※時間配分・プログラム内容は変更する場合がございます。

第２単位 実施内容
■アドバイザー講義
項目

内容

テーマ

コマツの目指すグローバル経営とコマツウェイ～グローバルチームワークで働くこと～

講師

コマツ 顧問 日置 政克 氏

内容

日置氏よりコマツのグローバル経営に伴いどのように人材マネジメントをグローバル化させていったのかについて
紹介いただきました。講演では本研修の3つの学び（経営に資する人事、働く社員の視点、組織開発・組
織変革）の視点から日置氏が人事プロとして何を大切に、どのような行動をとったのかということが語れました。
そこでは人事としての機能のあり方だけだなく、人事プロフェッショナルとしてどのようにリーダーシップを発揮する
のか、インターナルコミュニケーションにおける言葉の重要性、コマツならではの理念浸透やサクセッションプラン
の考え方など、多岐にわたる気づきを得られる講演となりました。

アンケート
抜粋

・コマツウェイにはトップリーダーの行動基準があり、それを徹底している点、普通の社員への対応の視点、戦
略的な人材配置などグローバルで活躍するコマツ社の強さの秘訣を理解できました。
・人との向き合い方は、時代やツールが変わっても不変な部分が多いと感じる。うわべの情報だけでは把握で
きない根っこの考え方を学べたことは、実際今の状況で使える使えないは別としても、人事の人間としてとて
も重要と考える。
・一番印象的だったのは「言葉」を大切にされていたこと（例：JOBAssign、「浸透」ではなく「共有」、異文
化ではなく多文化、など）。神は細部に宿る、ではないが、人事のヒトに対する思い、というのは、こういう言
葉に出て、かつ伝播していくものだと思った。
・グローバルマインドセットは特別なものでないということ。日本人だけが世界の中で特別だと思っていること。
フツーの人が頑張れる会社という考え。社員目線の人事展開。コマツウェイ（あえて理念共有を選ばなかっ
た点）日置さんの話しぶりは本音ベースで時々過激発言もあるが嫌味がない。お人柄とご経験のたまものだ
と思いますが、人を引き付ける話し方はとても勉強になります。

■チーム研究テーマ決め・個人研究アドバイス確認
項目

内容

テーマ

チーム研究テーマディスカッション／個人研究アドバイス

講師

学習院大学 守島 氏 ／コマツ 日置 氏／ 日産自動車健康保険組合 奈良崎 氏

内容

本研修における２つの受講者課題「個人研究」「チーム研究」について進めてまいりました。
チーム研究は、ご自身の業務と少し離れた視点で研究したいテーマを選定いただき、そのテーマを元にチーム
編成を行いました。今年度は①強い組織をつくる組織開発②社員の主体性を引き出すための人事のサ
ポート③これからの人事コンピテンシー、キャリアの考え方④経営人材、イノベーション人材、適所適材のタレ
ントマネジメントの４テーマが挙がりました。
個人研究では受講者が現在行っている業務の本質を見つめなおし、戦略人事の観点から具体的にご自身
が何をやっていくべきなのかを考えてもらいます。本単位ではそれぞれの分析をアドバイザーと確認し、研究
テーマをフォーカスする作業を行いました。

アンケート
抜粋

・自分のチーム研究テーマは、個人の行動がどうしたら変わるのか、ということにしましたが、今後、人事の仕
事に携わるだけでなく、どの組織においてもリーダーとして活躍するには、考える必要があろうかと思います。
・社員や組織の変革に対して強く課題感をお持ちのメンバーとのチーム編成となりまして大変有難く感じてお
ります。チーム研究を通じて、他社の事例を可能な限り収集、分析のうえ自社にもアウトプットが出来ると期
待しております。
・普段接する機会がない他社人事の方と少し議論が出来たのは貴重な機会であり、今後チーム研究を進
める中でも視座を高めるよう議論出来ればと思う。

第２単位 実施内容
■東京エレクトロン視察・講演
項目

内容

テーマ

東京エレクトロンの経営戦略、事業概要、工場説明
東京エレクトロンの人事戦略

講師

東京エレクトロン宮城 執行役員 前島 裕紀 氏
東京エレクトロン 人事部 グローバル人事グループ 部長代理 河野 通尚 氏

内容

2日目は東京エレクトロン宮城工場で同社の経営や事業の特性をご紹介いただきながら、同社の人事戦
略についてのご講演をいただきました。
前島氏からは、半導体・半導体製造装置という事業特性からくる経営の流れをご紹介いただき、人事戦
略の裏にある背景、同社のねらいについてよく理解することができました。また河野氏の講演では、同社が
2017年度に行った人事制度改革の取り組みについてご紹介いただきました。講演では、海外企業との比
較から同社の人材や組織の特性の分析があり、なぜ人事制度改革を行う必要があったのか、そこから何を
目指したのか、そのために人事は何をしたのかについて、詳細な言及がありました。受講者の現在の担当業
務にも連動する話が多く、講演後の質疑も大変有意義なものとなりました。

アンケート抜粋

■視察について
・自分が知っていた製造業の世界とは全く違う景色が広がっていた。弊社内の工場勤務者などに情報共
有してあげたいと思った。
・弊社でも半導体事業を持っていますが、より幅広く半導体業界や半導体の製造工程等を知ることができ、
大変勉強になりました。また、弊社の半導体事業を外から見ることができたことも有意義でした。
■人事戦略講演について
・・経営戦略から人事戦略へおりていく流れがストーリーで繋がっていて参考になった。弊社でも戦略として
実現したいこと、人事がなすべきことを整理する必要がある。
・東京エレクトロン社のグローバル競争に勝ち抜くことを目的とた人事制度の全面改革は、弊社を含め受講
者の各企業で取組みや検討を行っている正にタイムリーなテーマであったことは非常に良かったです。河野
様の「取組み(WHAT)自体に真新しさはない、大切なのは「HOW」これをやりたい、やならければと思う同
志をいかに増やせるかが大切である」というメッセージは印象的で心に響きました。
・人事戦略についての講義は非常に実践的な内容であり共感できる部分が多かった。今回の人事制度の
変更は多くの場合、途中でコストありきや、スケジュール、システムを立ち上げることが主目的化してしまう。
当初の目的を変えず実行することの大変さ、大事さを再認識した。
・東京エレクトロンの河野様のご講話は、経営戦略から人事制度改定実務まで幅広く網羅されており、且
つ日本の大企業が陥りがちな伝統的な課題についても示唆に富んでおり、大変参考になりました。
・河野部長代理のご講演は、会社の課題、制度改定の狙い、苦労した点、これから注力する部分などを
生々しくお話しいただいたこともあり、本当に勉強になりました。弊社がなかなか改革が進まない理由もよく
分かった気がしました（笑）。今後もいろいろと勉強させていただきたいと思います。ありがとうございました。
・何よりも制度実施に至るまでの検討過程での考え方、実行までのプロセス、困難だった点など、実務に即
してご教示をいただいたことに感謝しております。また、今回の研修のテーマである戦略人事をまさに体現し
ていたことが、自分の戦略人事に対する理解を促進してくれました。
・人事制度の大きな見直しを行った実務レベルでのお話をお伺い出来て大変良かったです。
コスト増を厭わない改革を推進出来る企業姿勢、1枚の図で瞬時に意図を伝える事の出来るご担当者
様の表現力が特に印象的でした。
・単に自社の制度紹介をするのではなく、制度改革に至る自社としての学びやポイントを織り交ぜていただ
き、同じ人事として大変示唆に富む話でした。また質疑応答では大変フランクかつ的確に答えていただきあ
りがたかったです。

第２単位 実施内容
■単位全体
項目

内容

アンケート抜粋

・東京エレクトロン社の人事制度改革の講演にて制度改革に至る背景など事前資料には記載されていな
い本質的な話を聞けて非常に良かった。
・日常から切り離された環境であり、メンバー間での交流は促進したと感じます。
・第１単位において未だボンヤリとしていた戦略人事について、個人研究のフィードバックや東京エレクトロン
様の企業訪問を通じて、理解が深まるとともに、その重要性について、腹落ち感が出てきました。また、合
宿を通じて、研修生相互の仲が深まりました。会話からお互いの共通理解も進んだことで、議論も深まりつ
つあり、今後の研修参加がとても楽しみになりました。

■事務局からの振り返り
第二単位は、合宿研修として場所を移し、アドバイザー講義、チーム研究・個人研究確認、企業視察を行いました。
アドバイザー日置氏の講義では、コマツの経営、人材、組織のグローバル化について講義がありました。日置氏がこれま
でに行ってきたエピソードの端々に、人事プロとして非常に感慨深い内容がちりばめられており、通常の企業事例の枠を超
えた講義に、受講者も刺激されていたようです。講演後のディスカッションでも「社員に伝える言葉の力の重要性を認識し
た」「トップを含めた戦略的な人材配置は参考になった」「トップと人事双方のコミットメントの高さはすばらしい」といった感
想が多く聞かれました。
その後のチーム研究のテーマアップでは、組織開発、自律社員の育成、これからの人事に必要なコンピテンシー、タレン
トマネジメントといったテーマに集約されました。中長期視点で人事をとらえた場合、各社とも共通した課題が多くあること
に気づかされました。今年度の受講者の方は人事企画の中核を担っているということもあり、例年と比較すると、より本質
的で深淵的な議論が出来ました。
個人研究では、各受講者が事前に整理していただいた自身の業務課題をもとに研究するテーマをフォーカスする作業を
行いました。こちらは個人の現業を中心にテーマを抽出するため、どうしても視点が狭くってしまいがちですが、アドバイザー
による客観的な視点、アドバイスを参考に、テーマの掘り下げ方を確認してもらいました。
東京エレクトロンの視察と講演では、普段なかなか見ることのできない半導体製造装置や最新の物流施設などを見学
しながら、半導体・半導体装置ビジネスの強みや弱みについて学びました。また河野氏の講演では、同社が行った人事
制度改革の事例に加え、グローバル企業と同社の人材や組織の比較、社員に対してどのように向きあうべきかといった、
河野氏自身の経験に基づく分析や考察があり、施策や運用一つ一つの意図を十分に学ぶことができました。受講者の
方には、同じような企画をしているメンバーも多かったため、非常に参考になる講演だったようです。
次回の単位では、今回編成したチームによるチーム研究の進捗確認、個人研究の骨子づくりを行います。また第二回
の企業視察として凸版印刷に訪問し、先進的な人材開発の取り組みを伺います。またグローバル企業講演として、マリ
オット・インターナショナルに講演をいただき、日本の人事と米国企業の人事のあり方を比較してまいります。

第三単位 9月度プログラム（視察含）
『企業視察②これからのひとづくり／グローバル講演①』
メインファシリテーター：学習院大学 副学長 経済学部経営学科 教授 守島 基博 氏
コースアドバイザー： コマツ 顧問 日置 政克 氏
日産自動車健康保険組合 理事長 奈良崎 修二 氏
視察・ご講演：
凸版印刷 人事労政本部 人財開発センター センター長 巽 庸一朗 氏
マリオット・インターナショナル 日本&グアム ヒューマンリソース エリアディレクター
神保 美由紀 氏

【本単位のねらい】
①企業視察を行い、同社の最先端の人材育成の現場からこれからの人材育成について考える
②グローバル企業講演から人事戦略、人事の在り方について日本企業との相違点を学ぶ
③チーム研究をすすめる／個人研究のブラッシュアップをする

時間

1日目：9月27日（金）午前⇒凸版印刷本社・午後⇒JMA２０１研修室

9:30

★9:15凸版印刷本社集合、9:30研修スタート

～

１．企業視察②
「脳神経科学の知見を活用した人財開発
～一人ひとりの成長を支援する取り組み～」
凸版印刷
人事労政本部 人財開発センター センター長
巽 庸一朗 氏

12:00
12:00
～
13:00

電車移動（凸版印刷⇒JMAビル）

13:00
～
14:50

２．チーム研究進捗確認（昼食含む・昼食はお弁当をご用意いたします）

14:50

休憩

15:00

３．グローバル企業講演①
マリオットグループの人事戦略

～

各チーム 10分発表＋10分コメント

マリオット・インターナショナル
日本&グアム ヒューマンリソース エリアディレクター
神保 美由紀 氏

17:00
17:00

４．守島先生解説
★17:30終了予定

時間

２日目：9月28日（土）JMA２０１研修室

9:30

★9:30研修スタート

～

１．アドバイザー講義②
経営戦略と人財マネジメント
－日産自動車の変革における人事の役割－
日産自動車健康保険組合 理事長
奈良崎 修二 氏

11:20
11:20
～
12:05

２．守島先生解説・ディスカッション

12:05

昼食

13:05

３．個人研究進捗確認
２チームに分かれて全体構成の確認（発表15分、討議・アドバイス10分）
１人目：13:05～13:30
２人目：13:30～13:55
３人目：13:55～14:20
休憩（10分）
４人目：14:30～14:55
５人目：14:55～15:20
６人目：15:20～15:45
７人目：15:45～16:10

～

16:10
16:10

休憩

16:20
～
16:50

４．講師、アドバイザー全体コメント

16:50
～
17:00

事務連絡
★17:00 終了

第3単位 実施内容
■企業視察・ご講演②
項目

内容

テーマ

「脳神経科学の知見を活用した人財開発

講師

凸版印刷

～一人ひとりの成長を支援する取り組み～」

人事労政本部 人財開発センター センター長

巽 庸一朗 氏

内容

第３単位企業視察では、凸版印刷の人財育成プログラムの研究拠点である「人財開発ラボ」を訪問・視
察し、同社の次世代人材開発の取り組み事例について、人財開発センターの巽 庸一朗 氏よりご講演い
ただきました。
ご講演では、人間の学習、行動、感情、思考の仕組みといった脳神経科学の知見をもとに開発された最新
の人財育成プログラムの取り組みをお伺いしました。プログラム開発のポイントとして、脳の情報処理プロセス
を理解することで、自己メタ認知、人間理解、ストレス対応、感性強化～創造性開発へと結び付けられると
いう巽氏の解説がありました。その他、同ラボではマインドフルネス×ストレスマネジメント研究、社員のコンディ
ション研究、人間の機能拡充を目的としたテクノロジー研究、アートイノベーションを基にした人財育成プログ
ラムを実施しており、科学的な視点から「人財機能」のパフォーマンス向上を目的とした最新の取り組みを学
びました。

アンケート
抜粋

・我社も含め各社「人財」の重要性を掲げているが、どうしても型にはめた施策ばかりとなっているのが現状で
ある。人間の可能性は無限大であるという考えのもと「脳神経科学」「コンディション」「テクノロジー」による1人
1人の持つ個別才能、才能開発に向けた独自の先進施策推進は、これららの人材開発において示唆に富
む内容でした。
・脳神経科学やアート、仏教など、既存のアプローチではない人財開発研究をされている凸版印刷様のプレ
ゼンは非常に刺激的でした。
・経営トップの「豊かな感性」という抽象的なメッセージを試行錯誤しながら人事制度に落とし込んだことは担
当者として非常に感銘を受けました。
・人材開発の考え方がとても斬新で、世界で最新の情報を活用している部分も含め、興味深く勉強させて
いただきました。

■グローバル企業講演
項目

内容

テーマ

マリオットグループの人事戦略

講師

内容

アンケート
抜粋

マリオット・インターナショナル 日本&グアム ヒューマンリソース エリアディレクター

神保 美由紀 氏

世界132カ国、約7,000ホテルを展開しているマリオットグループの人事戦略について、日本&グアム ヒュー
マンリソースの神保氏よりご講演いただきました。マリオットグループのグローバル人事戦略や施策について、お
よびHRヘッドクオーターと各リージョンにおける役割やオペレーションの違いについて、具体的に解説いただきま
した。ガバナンスの強化のため、HRの戦略や施策があまりローカライズされていないことが特徴的であるものの、
会社のVisionやHR (Corporate) Vision: Putting People Firstが全社で浸透され、全ての従業員
に理解があり、更にこれらのビジョンに基づいた人事戦略や施策が、グローバルCOEそしてHRBPにうまく連携
されることで、グローバルブランドを維持しつつ、ビジネスの成長につながっていることを学びました。
・PuttinngPeapleFirstは、ビジネス上大切にされているポリシーであり、全世界で共通のポリシーに基づて
コーポレートが人事的な意思決定を一貫しており、徹底している点が勉強になりました。
・人材マネジメントの内、グローバル統一を徹底する部分と、日本法人に権限移譲されている部分が、合理
的に区分されている点が素晴らしいと感じました。
・すべてが顧客のためにというポリシーで、オペレーションが設計されていること、人に頼らずに仕組みとしてオペ
レーションしているところが勉強になりました。

第３単位 実施内容
■アドバイザー講義②
項目

内容

テーマ

経営戦略と人財マネジメント

－日産自動車の変革における人事の役割－

内容

アドバイザー講演として、日産自動車健康封建組合 理事長の奈良崎氏から、日産リバイバルプランにあ
わせて、人事がそれに対してどのように適応し、人事戦略・施策を実行してきたのか講義をいただきました。
特に経営改革に伴うグローバル化に合わせた、グローバル人財マネジメントや制度の変遷について、具体
的に講義いただきました。
グローバル全体でタレントマネジメントの仕組みを構築してきた背景から、人事が事業や戦略そして、経営
や社員のニーズに応えるために何ができるかという、人事に必要な視点を学びました。

アンケート抜粋

・日産の業績不振からルノーとの提携による復活劇を人事的側面から伺えたことは大きな学びとなりました。
会社が変革を推進することができる大きなポイントは、トップの強い想いと実行力であることであることが今ま
での講演や当講演から共通している部分だと感じました。
・NAC・キャリアコーチを軸としたサクセッションプランとタレントマネジメントの取り組みは改めて完成度や経営
へのインパクトも大きく、大変参考になりました。
・NRPでどのようなことを実践していたか、人事担当者から戦略と人事の関連性を含めて説明があり参考に
なりました。（特にリーダーの発掘・育成について）

■事務局からの振り返り
第３単位１日目は、企業視察として凸版印刷の人財育成プログラム研究開発拠点「人財開発ラボ」を視察しました。従業
員のモチベーションやストレス状況を測定するための、リラクゼーション施設や各種測定器具等を視察しながら、具体的な検証
方法について学びました。また、ご講演では人事労政本部 人財開発センター センター長
巽 庸一朗 氏よりご講演いた
だきました。本ご講演および視察を通じて、「人の可能性は無限であること」を改めて学びました。人事がより個人に着目し、パ
フォーマンスレベルを引き上げるために何ができるか、人事として大切な視点を学びました。同時に脳神経科学等、科学的に実
証されたツールを利用して開発された同社の人財開発の取り組みは、今後各社の育成プログラム検討にあたり、参考になったと
思います。
また、グローバル企業講演では、マリオット・インターナショナル神保氏より「マリオットグループの人事戦略」についてご講演いただ
きました。ビジョンに基づいて、戦略が一貫され、実行されていること、特に重要視されていたのは「パフォーマンスマネジメント」で
した。上司と部下間で目標に向けて次にどうしていくか、定期的にコミュニケーションやフィードバックをし合うことで、相互理解、信
頼関係を構築できる組織風土の形成につながっていると学びました。
２日目アドバイザー講義では、日産自動車健康封建組合 理事長の奈良崎氏から日産自動車の経営戦略と人財マネジ
メントについて講義いただきました。日産の経営改革に合わせた、人事の変遷や役割の変化、具体的なタレントマネジメントの
取り組みから、戦略人事として、人事の持つべき視点を再確認しました。
２日目の最後には個人研究の進捗確認を行いました。個社の経営戦略や課題に合わせた人事の取り組みについて、個人
の検討している施策や調査状況を各参加者から発表いただきました。そこで守島先生より、会社の経営戦略と人事戦略・施
策の結びつきをもう一度再考するよう指摘がありました。本コースの目的である戦略人事の理解と重要性を理解していただくと
同時に、事務局として今後の研究成果に期待したい思います。

第四単位 10月度プログラム
『日本企業講演②／ケース演習』
メインファシリテーター：学習院大学 副学長 経済学部経営学科 教授 守島 基博 氏
コースアドバイザー： コマツ 顧問 日置 政克 氏
日産自動車健康保険組合 理事長 奈良崎 修二 氏
ご講演：
武田薬品工業 グローバルHR 人材開発・組織開発（日本）ヘッド
赤津 恵美子 氏
【本単位のねらい】
①国内リーディングカンパニーの人事戦略からプラクティスを学ぶ
②ケース事例から人事戦略における多様な視点を捉える
③チーム研究をすすめる／個人研究のブラッシュアップをする

時間

1日目：10月18日（金）JMA102研修室

10:00

★10:00研修スタート

１．チーム研究進捗確認（15分進捗発表・コメント15分／1チーム）
～

12:10

１チーム目：10:00～10:30
２チーム目：10:30～11:00
休憩（10分）
３チーム目：11:10～11:40
４チーム目：11:40～12:10
総括

12:10
～
13:10

昼食

13:10

２．個人研究中間発表（15分進捗発表・コメント１５分／１人）

～
14:40

１人目：13:10～13:40
２人目：13:40～14:10
３人目：14:10～14:40

14:40

休憩

15:00

３．日本企業講演②
グローバル化に対応する戦略人事

～

武田薬品工業株式会社
グローバルHR
人材開発・組織開発（日本）ヘッド
赤津 恵美子 氏

17:00

17:00

４．守島先生解説
★17:30終了予定
2日目プログラムは裏面にございます

時間

２日目：10月19日（土）JMA1０２研修室

9:30

★9:30研修スタート

３．個人研究中間発表つづき
４人目：9:30～10:00
５人目：10:00～10:30
休憩（10分）
６人目：10:４0～11:１0
７人目：11:10～11:40

～
11:40

総括

11:40
～
13:00

昼食

13:00

４．カルビーケースから読み取れること（ケースディスカッション）

～

学習院大学
副学長 経済学部経営学科 教授
守島 基博 氏

15:00
15:00

５．チーム研究ディスカッション
（各チームで研究を進めてください）

～
16:30
16:30
～
16:50

事務連絡

★16:50 終了（会場は17:00まで使えます）

第4単位 実施内容
■日本企業講演②
項目

内容

テーマ

グローバル化に対応する戦略人事

講師

武田薬品工業株式会社 グローバルHR 人材開発・組織開発（日本）ヘッド 赤津 恵美子 氏

内容

日本企業講演②では、武田薬品工業株式会社 グローバルHR 人材開発・組織開発（日本）ヘッド
赤津 恵美子 氏にお越しいただきました。
武田薬品工業のグローバル化にあわせて、人事戦略が経営戦略に合わせてどのような変遷を遂げてきたの
か、またグローバルヘッドクオーターとしての日本の役割について、具体的に解説していただきました。
タケダイズムを残しながら、どのようにビジネスリーダーを発掘、評価、抜擢、育成しているかについて伺いなが
ら、あらためて経営戦略と人事戦略との結びつきを再確認しました。ご講演後、守島先生との対談やQ＆A
セッションでは多くの質問がよせられ、人事として歩んできた赤津氏のこれまでの実績や今後の課題について、
色々とお伺いすることができました。

アンケート
抜粋

・大きな変革には強烈なリーダーシップと人事部との距離感の近さがとても大切だという点が大きな学びとなり
ました。
・社長の明確な方針のもとトップダウンで進める人材育成について、理解することができた。
・経営目標がすべての起点であり、ゴールからストラテジー戦術を考え、プロセス、組織設計とすることを常に
意識してすすめているというところが、当たり前でありつつ自社でできているのかどうか、考えさせられました。
・次世代リーダーの育成について、グローバル企業は発掘・育成・選抜のサイクルを時間とコストをかけて実践
していることに凄みを感じた。事業の人と人事のプロ、事業で勝つための人事という言葉が印象に残った。
・赤津さんのお話で印象的だったのは、「人事のプロ(スペシャリスト)」であることの必要性でした。人事のプロ
でないとグローバルで対等に話ができないので、基礎的な人事のスキルは勿論のこと定期的に会社の中でも
勉強会を実施することは、我社でも必要であると感じました。

■カルビーケースから読み取れること（ケースディスカッション）
項目

内容

テーマ

カルビーケースから読み取れること

講師

学習院大学 副学長 経済学部経営学科 教授 守島 基博 氏

内容

第４単位の事前課題として、『カルビー 経営改革のための働き方改革』を題材に、ケースディスカッションを
おこないました。
カルビー元会長の松本氏が、経営改革として働き方改革を行った事例を元に、どのように人事が施策を社
内に浸透させていくのか、ということについて受講者同士でディスカッションを行いました。
カルビーの働き方改革は、成果主義と働き方選択の柔軟性の組み合わせが特徴ですが、こういった改革に
従業員一人ひとりが対応できたのかについて、議論がされました。戦略人事では、経営の視点だけではなく、
働く人の視点を考慮する必要があること、そして自立した働き方とは何か考察いたしました。

アンケート
抜粋

・事前課題で読んだ時は、働き方改革の良い取り組み事例だと感じてましてが、グループディスカッションを通
じて、プロ経営者を通じての改革の手法は参考になりつつも、改革の振り方も見据えた人事としての今後対
応も視野に入れなければならないことを実感しました。
・初見ではいい改革だなと感想を持ったが、行き過ぎた成果主義（ノルマ）が懸念事項だった。守島先生
が毎回おっしゃる「強みを活かす人事施策」の大切さと、大義がなければ人は動かない（ついていけない）と
改めて感じた。
・働き方改革や人事制度改革を進める上で、組織風土やマネジメントのﾚﾍﾞﾙを十分に意識して進める必
要があること。
・賛否ある改革であり、全て正しいとは思わないが、間違いでも無いと感じました。「制度を変える時は旧制
度よりシンプルで無ければならない」という方針はとても印象的でした。

第４単位 実施内容
■単位全体
項目

内容

アンケート抜粋

・単位を重ねるごとに「戦略人事とは何ぞや」「人事のあるべき姿」を講義や受講者間のディスカッションなど
を通じて気づきを得ている。だからこそ私は、個人研究における着地が見えたように感じております。
・今回はグループディスカッションが多く、意見交換することで気づくことが多かった。
・カルビーケースや個人とチーム研究の進捗を通じて、人事戦略には明確な大義名分が必要である点を強
く意識する事が出来ました。
・個人研究について、今後研究を深めるべきポイントが明らかになった。

■事務局からの振り返り
第４単位では、日本企業講演の他、個人・チーム研究の進捗報告、カルビーケースディスカッションによる構成で進めま
した。武田薬品工業株式会社の赤津氏の講演では、事業のグローバル化にあわせて、トップダウンのもと人事戦略がどの
ような変遷を遂げてきたか、具体的な人材育成の進め方は参考になりました。また、赤津氏の講演の中で、事業で勝つた
めに人事はプロであることという言葉もあり、各社良いマインドセットになった様子です。
カルビーのケースディスカッションでは、働き方改革の本質を議論しながら、戦略人事として経営と従業員視点の必要性
について、深い考察を行いました。経営の強いリーダーシップを浸透させていくことも人事の役割ですが、従業員視点からも
う一歩踏み込んだ人事としての提言が必要であることを本セッションを通じて学びました。
第４単位では、その他に個人研究とチーム研究の進捗発表を行いました。各社・各チーム軌道修正を加えながら調査
研究を進めています。アウトプットについては、会社の方針ではなく、自分事として捉えた上で、どういった提言ができるか、
引き続き考察していただきたいと思います。

第五単位 11月度プログラム
『基調講演②／人事キャリア講演／グローバル講演②』
メインファシリテーター：学習院大学 副学長 経済学部経営学科 教授 守島 基博 氏
コースアドバイザー： コマツ 顧問 日置 政克 氏
日産自動車健康保険組合 理事長 奈良崎 修二 氏
ご講演：
ニッセイアセットマネジメント株式会社
株式運用部 チーフ・コーポレートガバナンス・オフィサー
上席運用部長（投資調査） 井口 譲二 氏
Google合同会社 人事部 人事部長 谷本 美穂 氏
日本ミシュランタイヤ株式会社 人事部 執行役員 石澤 千夏 氏
【本単位のねらい】
①企業を取り巻く外部環境変化から人事を読み解く
②人事プロの講演から人事としての成長を考える
③グローバル企業講演から海外と日本の人事の違いについて考える
時間

1日目：11月15日（金）JMA１０２研修室

10:00

★10:00研修スタート

１．投資家から見た望ましい人事・教育制度とその開示の在り方
～

ニッセイアセットマネジメント株式会社
株式運用部 チーフ・コーポレートガバナンス・オフィサー
上席運用部長（投資調査） 井口 譲二 氏

12:00
12:00
～
12:30

２．守島先生解説

12:30

昼食

13:30

３．チーム研究中間報告（発表15分、コメント15分／1チーム）

～
14:50
15:00
～

1チーム目：13:30～14:00
2チーム目：14:00～14:30
時間が余った場合はチームディスカッション

４．人事キャリア講演
人事プロとして大切なこと
Google合同会社

17:00
17:00

人事部 人事部長
谷本 美穂 氏

５．守島先生解説
★17:30終了予定

2日目プログラムは裏面にございます

時間

２日目：11月16日（土）JMA１０２研修室

9:30

★9:30研修スタート

６．グローバル企業講演②
自社の強みを活かす人事戦略
～

日本ミシュランタイヤ株式会社
人事部 執行役員
石澤 千夏 氏

12:00
12:00
～
13:00

昼食

13:00
~
13:30

７．守島先生解説（日本ミシュランタイヤ講演内容）

13:30

8．全単位総まとめ

～

学習院大学
副学長 経済学部経営学科 教授
守島 基博 氏

15:30
15:40
～

9．チーム研究中間報告
3チーム目：15:40～16:10
4チーム目：16:10～16:50

16:50

総括

16:50
～
17:00

事務連絡
★17:00 終了（会場は17:00まで使えます）

第５単位 実施内容
■企業講演
項目

内容

テーマ

投資家から見た望ましい人事・教育制度とその開示の在り方

講師

ニッセイアセットマネジメント株式会社
株式運用部 チーフ・コーポレートガバナンス・オフィサー 上席運用部長（投資調査） 井口 譲二 氏

内容

非財務情報（ESG）の投資判断における重要性やその背景から、機関投資家にとって、なぜ人事戦略が
必要となるのか、ニッセイアセットマネジメント株式会社井口 譲二 氏にご講演いただきました。ESG要因の
中でも、S要因（Social）は企業価値と密接に結びついており、人財戦略によってパフォーマンスを高め、
競争優位の源泉となることから機関投資家からみても人材マネジメントは注力されているという話がありまし
た。それは単に従業員満足度を向上することではなく、エンゲージメントを高めることに関係すること、そのため
に人事にできることは何か、他社の事例も伺いながら深く考察しました。

アンケート
抜粋

・投資家は人事戦略も重要視していることを知り、守島先生のコメントにもありましたように人事にとって勇気
づけられる講演内容でもあると同時に人事パーソンとしてもっと視野を広げていかなければならないと実感しま
した。
・心が低い経営者に対し、投資家目線（株主目線）も考慮して提案し、経営を巻き込んでいく展開も考
えたい。
・統合報告書をはじめとし、ステークホルダーに対して戦略と連動し筋の通った人事施策を打ち出すことの重
要性を認識させられた。今まで持ったことが無い視点でありつつ、人事施策やメッセージを打ち出す際の参考
となった。
・投資家から見ても企業の人事施策などのソフト情報などに注目が集まっているというのは、すごく納得できる
し、励みになりました。

■人事キャリア講演
項目

内容

テーマ

人事プロとして大切なこと

講師

内容

アンケート
抜粋

Google合同会社

人事部 人事部長 谷本 美穂 氏

第五単位では企業講演ではなく、「人事プロフェッショナルのキャリアを考える」というテーマで、Google合同
会社谷本 美穂 氏にご講演いただきました。谷本氏はGEにて組織開発やグローバルリーダー開発等をご
担当され後、現職のGoogle合同会社では人事部長の職位に就かれ、人事プロとしてのキャリアを歩んでこ
られました。谷本氏のこれまでの実績から人事に必要なコンピテンシーや戦略人事に必要な要素について、
具体的にご説明いただきました。ファシリテーターの守島氏との対談形式をとり、人事パーソンとしての姿勢や
行動などについて、インタラクティブな質疑応答、意見交換がなされました。
・多くの学びがありましたが、何よりも谷本さんが「人の心を動かす人事になりたい」という個人のポリシーがしっ
かりしているので、GEやGoogleでもイキイキと活躍されているのがとても印象的でした。
・Googleの人事は文献をいろいろ読んでいたので目新しくはなかったが、同世代の人事部長から直接話を
聴いて、自分も人事のプロとして覚悟を持って取り組む必要性を感じた。
・「リーダーがカルチャーを決める」まさに谷本さんが作られているカルチャーを感じました。
・全体の講座の中で一番有益だった。等身大の姿でお話いただき、何かを成し遂げるのに（もちろん不断の
努力は必要だが）特別なことはなく、やるかやらないかだと学んだ。カルチャーを作る、透明性を担保するなど、
これからの日本企業にも求められることだと思った。講師の人柄がよく惹きつけられるようでした。

第５単位 実施内容
■グローバル企業講演②
項目

内容

テーマ

自社の強みを活かす人事戦略

講師

日本ミシュランタイヤ株式会社 人事部 執行役員

石澤 千夏 氏

内容

グローバル企業講演２回目は、日本ミシュランタイヤ株式会社の人事部 執行役員 石澤 千夏 氏にご
講演いただきました。ミシュランの組織文化や人事戦略、グローバル企業としての日本法人とヘッドクオーター
の人事との違いについて、ご講演いただきました。「会社は何のためにあるのか」というフィロソフィやパーパスを
重要視しており、その上での評価の仕組みやフィードバックの重要性について、解説いただきました。
また、自社の強みをどのように人事戦略に反映させていくかをテーマにしたディスカッションも実施しながら、イン
タラクティブにセッションを進めてまいりました。

アンケート
抜粋

・企業理念から経営戦略そして人事戦略と一貫して「何故」や「何のために」が徹底しており、弊社よりも数
段深くストーリーがしっかりされている点
・社内就活、自分で自分のキャリアと向き合わせる仕組みと運用の徹底は参考になった。
・登用においての人材評価をする上で、評価項目を統一しておくこととその内容に納得感がありました。
・戦略から人事制度までのストーリーがある。一気通貫している。
・フランスという国柄が背景にあるのか、哲学を全面に打ち出した人事戦略・施策が印象的であった。また、
職能と職務のハイブリッドで制度設計・運用がなされており、日本的であるという点が意外であったが、改めて
各社の戦略や方針に基づいて人事施策を考えることの大切さに気付いた。

■全単位総まとめ
項目

内容

テーマ

全単位総まとめ

講師

学習院大学 副学長 経済学部経営学科 教授 守島 基博 氏

内容

・守島氏のファシリテートのもと、計11回の各講演での学びについて振り返りを行いました。ここでは、①ビジョ
ン、戦略やビジネスと人事との関係という観点②働く人の視点③人事部門や人事プロフェッショナルとして学
ぶべき点の３つの点から、各社の講演について振り返りを行いました。上記の共通ポイントを振り返りながら、
あらためて各社の人事がどういった戦略を実行してきたのか、これからの人事のあり方やミッションについて、深く
考察をいたしました。

アンケート
抜粋

・戦略人事を漠然と理解していましたが、総まとめでのグループディスカッションや他チームの発表内容の共有
から、戦略人事とは何か、そのために何が必要か、人事パーソンとしてこれからどうあるべきかが明確になりまし
た。
・これまでの学びを振り返ってみると、組織ミッションや組織理念がエンゲージメントに大きく影響すること。
・外部環境の著しい変化により、各社とも違いはあれど、人事機能や力点の置き方に変化を求められている
ということが気づきでもあり、また勇気づけられた。
・本研修は自身にとってとても重要な気づきを得ることができたと思います。
・11回の外部講演や講師の講義を通じて、多くの知見に触れることができました。
まずは戦略、ビジョンを理解することから始め、「経営に資する人事」になるべく努めていきたいと思いました。
・メンバーそれぞれの学びを共有し合うこと、意見をまとめていく過程で自分の頭を整理できた。他グループの
発表でも強弱がついており参考になった。
・様々な角度から、戦略人事、HRBPのあり方について学んできたことが改めて認識できた。今後の研究成
果発表に役立つセッションだった。

