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新入社員研修の実態調査
－ 手法とオンボーディングへの取り組み －
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調査概要

アンケート名称： 新入社員研修の実態調査
- 手法とオンボーディングへの取り組み -

調査主体： 株式会社グロービス

調査期間： 2021/1/29～2021/2/11

調査方法： WEBアンケート

調査対象： 上場および非上場企業の人事責任者・担当者

有効回答： 222件
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サマリ

本調査を通じ、新入社員研修の担当者様が非常に多岐にわたる内容を

限られたリソース（時間、予算、人員）の中で実施されている状況が見えてきました。

一部の研修を、手ごろな価格で手軽な手法に置き換えることが

このような状況を解決できる方法の一つであると考えられます。

• 複数の手法を組み合わせた研修を約8割の企業が実施。

特にeラーニングの併用は約4割に上る。

• 新入社員研修の目的は、 「社会人へのマインドチェンジ」「ビジネスマナーの習得」

「ビジネススキル（論理思考やコミュニケーション）」「会社の関する知識の習得」

など、多岐にわたる

• 新入社員のオンボーディングについては、2021年度までに約7割の企業が

注力している、または注力予定と回答。

オンボーディング施策としては「新入社員研修後のフォロー研修」

「内定者研修」など入社前後の研修が上位に。

• 新入社員一人当たりの新入社員研修の予算は10万円以下が約6割に
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20年卒（2020年入社）の新入社員研修は
どのような手法で実施しましたか？

22.2%

25.6%

30.6%

37.8%

44.4%

55.6%

57.2%

61.1%

配属先でのOJT（オンライン形式）

職場見学・実習

会社・仕事に関する資料の配付

eラーニング／オンライン講座

課題・レポート提出

配属先でのOJT（オフライン形式）

集合研修（オンライン形式）

集合研修（オフライン形式）

20卒新入社員研修の実施手法※複数回答可(N=180)

2020年は、オフライン集合研修が一番多い研修手法であった。

配属先のOJTのオンライン化の実態も明らかになった
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21年卒（2021年入社）の新入社員研修は
どのような手法で実施しましたか？

24.7%

27.0%

32.2%

37.9%

38.5%

56.3%

62.6%

62.6%

配属先でのOJT（オンライン形式）

会社・仕事に関する資料の配付

職場見学・実習

eラーニング／オンライン講座

課題・レポート提出

配属先でのOJT（オフライン形式）

集合研修（オンライン形式）

集合研修（オフライン形式）

21卒新入社員研修の実施手法※複数回答可（N=174）

オンライン集合研修の取り組みが20年卒と比べて増加
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21年卒（2021年入社）の新入社員研修の
実施手法数

18.4%

17.2%

19.0%

15.5%

12.6%

11.5%

2.9%
2.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

1 2 3 4 5 6 7 8

21卒新入社員研修の実施手法数（N=174)

複数手法を組み合わせて研修を実施する企業は全体の8割以上
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2021年度の新入社員研修は
どのように組み合わせて実施するか？

オンライン

集合研修

のみ

9.2%

オンライン研修＋eラーニング併用

60.1%

その他

30.6%

21卒新入社員研修の実施手法-オンライン集合研修、eラーニング

（N=174)

オンライン研修やeラーニングなどの非対面研修を実施する予定が全体の約7割。
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2021年度の新入社員研修の目的

37.4%

42.0%

43.1%

48.3%

48.9%

58.0%

68.4%

73.0%

83.9%

エンゲージメントの向上

新入社員の自律化

ビジネススキル（論理思考やプレゼンテーションなど）

社内における人間関係（チームワーク）の構築

新人の早期戦力化

コンプライアンスなど関連法規の学習

事業内容や企業理念、文化、風土の浸透

ビジネスマナーの習得

社会人へのマインドチェンジ

21卒新入社員研修の目的※複数回答可（N=174)

「社会人へのマインドチェンジ」「ビジネスマナーの習得」「会社の関する知識の習得」が上位に

約半数の企業はでは「早期戦力化」も目的となっている
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2021年卒の新入社員が早期活躍していくために
どのような能力が必要だとお考えですか？

6%

9%

12%

20%

27%

29%

36%

52%

59%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

その他

リーダーシップ

創造性

マナー

論理思考力

誠実性

課題解決能力

チャレンジ精神

自律性

コミュニケーション能力

新入社員の早期活躍のために必要な能力（N=200)

300名以下 301～1000名 1001名以上 全体

新入社員の早期活躍のために必要な能力として「コミュニケーション」に次ぎ

「自律性」「チャレンジ精神」「課題解決能力」など、早期活躍につながる能力が上位に
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2021年度の新入社員研修
新入社員1名あたりの予算は？

予算はない

13.8%

10,000円以下

8.0%

50,001円以上

100,000円以下

23.0%

10,001円以上

50,000円以下

28.2%

100,001円

以上

27.0%

21卒新入社員研修1名あたりの予算(N=172)

様々な研修内容を実施しているが一人当たりの費用は

10万円以下と回答した企業が全体の約6割。予算がない企業も存在。
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新入社員のオンボーディングに注力していますか？

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

新卒採用を行っていない

注力する予定はない

22年卒以降での注力を検討している

21年卒から注力する予定

20年卒から注力している

19年卒以前から注力している

新入社員のオンボーディング注力時期（N=220)

列2

50.5%

9.0%

7.7%

4.1%

15.3%

14.5%

新入社員のオンボーディングには、約6割の企業がすでに注力している。

一方で注力する予定ないと回答した企業も存在している。
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新入社員のオンボーディングとして
具体的に何を実施していますか？

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

その他

エンプロイージャーニーマップの作成

社内の情報ポータルサイト

上司や管理職の教育

メンターによる支援制度

上司との定期面談

内定者フォロー研修

新入社員研修後のフォロー研修

新入社員のオンボーディング施策（N=158）

60.8%

58.9%

50.0%

46.8%

35.4%

19.0%

5.1%

8.2%

オンボーディング施策には、新入社員研修後のフォロー研修が実施内容の第1位に。
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新入社員研修を計画するにあたり、
苦労されている点は？

関係構築 研修設計

効果測定 受講環境

⚫ 集合研修ができない中での関係構築

⚫ オンラインでの関係構築

⚫ 横の連携づくり

⚫ 効果的な研修立案

⚫ 効果検証を考慮した設計

⚫ プログラムの実施方法の急な変更

⚫ 研修の効果測定

⚫ 理解の確認

⚫ コロナ禍での感染予防対策

⚫ 集合研修を大々的には行い難い

⚫ オペレーション面の複雑さ

リソース

⚫ 指導者の教育

⚫ 研修講師の確保

⚫ オンライン化によるコンテンツの不足
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オンラインセミナー

3月12日（金）
15:00-16:00

3月17日（水）
12:00-13:00

3月23日(火)
11:00-12:00

このような方にオススメ！

• 新入社員研修設計は、何を考えたらいいか知りたい

• オンライン環境でできる研修を探している

• 自社研修と組み合わせてできる研修を探している

• 新入社員のあるべき姿はどのように考えるか知りたい

2021年度の研修設計に際し
-何を目的（Why)として
-どのような内容を（What）
-どのような方法/組み合わせ（How）で
提供していくのか？
リコージャパン株式会社にて新入社員研修を担
当されている長谷川氏をお招きし、同社の取り組
みをご紹介いただきます。

ご参加いただいた方には、すぐに使える
「研修設計シート」をプレゼントいたします。

https://freshers.globis.co.jp/seminar?fm_cp=603f2d361ca1c70cd05f87d8&fm_mu=6045188a3f8e0c229711ce35&utm_campaign=603f2d361ca1c70cd05f87d8&utm_medium=else&utm_source=2103_hrpro_seminar
https://freshers.globis.co.jp/seminar/20210312?fm_cp=603f2d361ca1c70cd05f87d8&fm_mu=6045192c1d99cd7c00896633&utm_campaign=603f2d361ca1c70cd05f87d8&utm_medium=else&utm_source=2103_hrpro_0312
https://freshers.globis.co.jp/seminar/20210317?fm_cp=603f2d361ca1c70cd05f87d8&fm_mu=604519681749c711420dee48&utm_campaign=603f2d361ca1c70cd05f87d8&utm_medium=else&utm_source=2103_hrpro_0317
https://freshers.globis.co.jp/seminar/20210323?fm_cp=603f2d361ca1c70cd05f87d8&fm_mu=604519943f8e0c229711ce38&utm_campaign=603f2d361ca1c70cd05f87d8&utm_medium=else&utm_source=2103_hrpro_0323
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グロービス学び放題フレッシャーズご案内

新入社員研修のコンテンツの置き換えに、

「ビジネスマインド」「ビジネスマナー」「ビジネスの基礎知識」がすべて入った

グロービス学び放題フレッシャーズをご活用ください。

https://freshers.globis.co.jp/?fm_cp=603f2d361ca1c70cd05f87d8&fm_mu=603f2d525f7f290bfb4889bd&utm_campaign=603f2d361ca1c70cd05f87d8&utm_medium=else&utm_source=2103_hrpro_top
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グロービス学び放題フレッシャーズとは？

学ぶ つながる 管理する

1つの学習は約3分

復習問題の

自動生成

テストで

理解度測定

グロービス学び放題フレッシャーズは、「学ぶ」「つながる」「管理する」の3つの機能で

自律型人材の早期育成に必要となる要素を効率的に学習できるサービスです。

受講者同士の
横のつながり

学びが深まる
ソーシャル学習

学習進捗の管理

お知らせ機能

コメント管理

ビジネスの基礎
・心構えが学べる

相互理解
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学ぶ：カリキュラム

（） 考える力 動かす力 ビジネスの全体観(ヒト・モノ・カネ)

要素①
ビジネス
基礎知識

要素②
心構え・姿勢

論理思考入門

ビジネス定量分析入門

コミュニケーション入門

プレゼンテーション入門

会社の基礎知識

マーケティング入門

アカウンティング入門

リーダーシップ入門ビジネスマナービジネスマインド

自律型人材を育成するための２つの要素を軸とした、体系的にビジネスの全体観を学習できるコンテンツ

文章・図説・音声・動画・テストなど約400のコンテンツで構成しています。総合学習時間は10~15時間。
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つながる：ディスカッションボードでのソーシャル学習

コースで学んだ内容を活かし、具体的な設問に対して自分なりの考えをシェアするディスカッションボードで、

受講者同士による学び合いや新たな気づき、動機付けなどコミュニケーションが促進される仕組みです。

設問例

「自社の強み・弱み・機会・脅威を考えてください」

回答例

強みは高品質と国内にお
ける認知度の高さ。弱み
は若い世代向に支持され
ていないこと！機会は海
外やECで、脅威は良品
廉価が求められている点

5人

強みは日本を代表するブラ
ンドネーム、弱みは海外認
知度とその販売領域、機
会は海外市場 、脅威は少
子高齢化だと思います

6人
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管理する：進捗・理解状況をデータで確認

学習進捗の管理

SNSのコメント管理

管理画面により受講者ごとの進捗状況が見える化され
受講状況を確認

SNS（タイムライン・ディスカッションボード）に記載された
内容を確認可能。管理者によるコメントの削除も対応

総合テストの結果

受講者ごとの総合テストの合否状況が確認

CSV（Excel）による詳細なデータ

CSVデータのダウンロードにより、受講者ごとやコースごとで
の詳細な利用状況が確認可能

管理画面では、学習進捗や総合テストの結果が見られるほか、SNSのコメント管理もできます。

データはCSVでダウンロードし、自由に加工しご利用いただけます。
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導入～ご利用スケジュール（4月スタート）

新入社員研修として導入することで、入社時研修はもちろんのこと

入社後9か月使用できるため実務との紐づけや横のつながり醸成に活用できます。

イ
ベ
ン
ト

担
当
者

受
講
者

• 11
月

• 12
月

ご利用期間（９カ月間）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

研修

入社式 配属

業務

申込み

受講者
へ案内

研修

実務との紐づけ

研修

受講 定着に向けたアクション

横のつながり

最短10営業日
で導入

振り返り
ワークシート

受講者には自動
で通知

進捗確認
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人事担当者の声（アンケートより抜粋）

●幅広くまたバランスよくコンテンツが用意されており、受講者の学習ニーズにより沿いやすいものとなっており満足度は高い。
●コンパクトに必要な内容が絞られている。手軽ながらもビジネスの全体像をしっかり押さえることができた。

●集合研修ができなくなり、入社時の研修ができなくなったとともに、リアルで会うことができなくなってしまい同期とのコミュニケー
ションが取れなくなったことも大きな課題でした。フレッシャーズのSNS機能でコメントし合える仕組みがとても重宝しました。

●新入社員自身がとても不安に思っているという問題がありました。そんな中で研修とともにSNS機能でのコミュニケーションで

エンゲージメントが高まったと感じています。

●これまでの課題図書は本当に読んでいるかわからなかったが、管理画面で学習状況が見えるので便利。
●管理画面を見ながら反応の少ない内定者に対してフォローができる。

●オンラインでの研修の知見がない中でフレッシャーズを導入しましたが、今後は集合研修ではなくオンラインでの研修がメインに
なってくる中で導入研修としては最適だと思いました。
●知識・スキルを是正する策を探していたが予算が無く困っていた。ビジネスの網羅性・価格感ヒットしました。
●シンプルなプロダクトで提供価値がわかりやすく検討から導入決定までスピーディーに判断できました。
検討する上で、シンプルさ、わかりやすさというのはとても大事だと思います。

学習内容が幅広く手軽

SNSでエンゲージメントアップ

管理画面で状況が見える化

これからの研修として最適
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受講者の声（アンケートより抜粋）

●私達に馴染みの深い具体例や要点を絞った説明で非常にわかりやすいサービスであると思います。
●社会人としての心掛けやマナー、具体的なテクニック等、仕事に活かしていけそうな知識を多く知る事ができとても良かった。
●社会に出てから仕事に活かせるスキルを簡潔にわかりやすくまとまっていて、勉強しやすかったです。音声機能が付いており、
集中力が高まり勉強時間が短縮できたと感じています。

●１つ１つの単元が3分程度で長くない為、電車などの短い時間にも有効に勉強できて良いと思った。
●到達度が良い感じに可視化されてて個人的には一度始めたらそのままやる気を持続させることが出来ました。
●ビジネスに必要な様々な知識もこれ1つで学べた事が良かった。実際に会社でプレゼンの課題が出た時にここで
学んだ事をベースにプレゼンテーションのスライドを作成すると見やすくわかりやすい物になりました。

●他の人のコメントが読むことができるという点も、自分には無い考えを吸収することにつながり、ためになった。
●同期のコメントが自分が持っている視点と違うと、生きてきた環境によってこんなにも考え方が変わるのだなと。
●他の人のコメントを閲覧できる点が、モチベーションアップにつながりました。

●学習を通して自分の苦手や得意も分かり、ビジネス人になる心構えも少しできました。
●社会に出るに当たって、とてもためになりました。自信がついた気がします。ありがとうございました。
●社会人として当たり前に求められることを満遍なく学ぶことができ，4月からの社会人生活への不安が軽くなりました。

わかりやすかった

学びやすかった

気持ちの切り替えになった

SNSが新たな視点になった
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価格・ご利用期間

※管理者IDは１申し込みにつき3名様分を無料でご利用いただけます。
※1名様からお申込みいただけます。

9,900¥
価格

（1人あたり/税込）

ご利用期間
（契約期間） ヶ月9

サービス名

初期費用
不要
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お問合せ/無料トライアル他

無料トライアルお申込み
https://freshers.globis.co.jp/request

お問合せ
http://freshers.globis.co.jp/

お気軽にご質問・ご相談ください
また、無料トライアルもぜひお試しください。

https://freshers.globis.co.jp/request?fm_cp=603f2d361ca1c70cd05f87d8&fm_mu=603f2ec71ca1c70cf05fa558&utm_campaign=603f2d361ca1c70cd05f87d8&utm_medium=else&utm_source=2103_hrpro_request
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