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【スキル研修事例】ミサワホーム株式会社 
輝く自分の未来を描く「女性社員向けキャリアアップ研修」 
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今回の研修の企画背景・狙いをお伺い
させてください。 
 

秋山氏： 住宅は、女性の関わりが大きい商品で
す。弊社の社長は、女性の活躍は自社の商品に
とって必要なことで、もっと女性たちがアイデアや
意見を出して活躍できるはずだという考えを持っ
ています。ですが実際には、今までミサワホーム
グループでは、会社全体で女性を育成しようとい
う考えも、女性に特化した研修制度もありません
でした。そこで、今後女性たちが管理職への道を
考えたり、リーダーシップを発揮する際に必要と
なる考え方やスキルを身に付け、さらに女性自
身が「仕事で活躍したい」という前向きなマインド
が持てるような場を与える事ができればと考えま
した。 
 

森下氏： 社長に同じくして、当時の担当役員も、
ミサワグループには優秀な女性が沢山いる、と
感じていたものの、実際は女性管理職の割合は
低く、女性が活躍しているとは言えない状況を問
題だと感じていました。そこで、まずはそのロー
ルモデルとなるような女性たちを育てていこう、と
いうのが研修の狙いです。 

 
 
 
 Q2 
森下氏： 「女性活躍推進のロールモデルを育
てる。」その研修の目的を達成する為には何が
必要か？と考えて、研修の設計を依頼しました。
ロールモデルになるにしても、管理職になるに
しても、それに求められるビジネススキルが足
りていなかったので、まずはそれを補強すると
いうのが一つ。また、それと同時に、ミサワグ
ループでは女性に特化した研修を行うことは初
めての試みだったこともあり、受講者の気持ち
やモチベーションといった心の部分をどう醸成
していくかを考えました。 
 

そのため、キャリアデザインとビジネススキル
の二本立ての研修としました。まず受講者の上
司向けの研修があり、その後、女性社員向け
に、約2か月ずつのインターバル期間を挟んで
全部で3回会合を設定しました。最初に上司に

この研修の意味を理解し、様々な多様性をもっ
た部下を育成していくノウハウを学んでもらうこ
とで、長期間の研修を通じて女性社員が変って
行く様子を見ながら、フォローしてもらえるという
狙いがあったからです。 
 

ミサワホーム株式会社   
企画管理本部  総務人事部  

課長：秋山 美絵 氏（左） 主幹：森下 博 氏（右） 

具体的な研修の内容を教えてください。 

Q3 
今回の研修プログラムは、上司向け研修
も含めると、約8か月とかなりの長い期間
をかけて行いましたが、 
どのような狙い・効果が 
ありましたか？ 

秋山氏： 今回は、1泊2日の研修を1会合とし、全
3会合の研修の間に、約2か月ずつのインターバ

ル期間を挟んだのですが、このインターバル期
間がとても意味あるものとなりました。研修当日
に学んだことを、事後課題として実務の中で実践
し、それをまた次の会合の前にも再度復習し、出
来なかったことを持って次の研修に臨み、講師
のアドバイスや他の受講生の意見を聞ける。こ
の繰り返しが、一回の研修ではできない「スキル
の定着」を生みだしたと感じています。 
  
  

研修の修了式で、自らの未来の姿を堂々と語り、涙を流しながら抱き合い、 
お互いの健闘をたたえ合った受講生たち。 
 

自らの現状と将来に真摯に向き合い、キャリアの描き方を学び、その達成 
のためのスキルを必死で身に付けた時、自らの変化を実感できた。 
 

女性社員が輝きだせば、上司も組織も変わる。女性社員の潜在力を引き 
出す「女性社員向けキャリアアップ研修」とは？ 

  

秋山氏：  

受講者たちは、今
までは日常の中で
自分の将来を考え
たことはあっても、
長いスパンや大き
な目標として自ら
のキャリアを考え 

る機会が少なかったと思います。今回のキャリ
アデザインのパートでは、今まで自分が歩んで
きた道を振り返り、それを踏まえて今後自分が
どうなりたいのかを考えることで、「より成長した
い」「働くって楽しい」と意識を持ってもらえるよう
な研修の設計をお願いしました。上司向けの研
修に関しては、受講者のためだけでなく、上司自
身にも多様性を持った部下のマネジメントスキ
ルを学んでもらいたいという狙いがありました。 
  

ビジネススキルに関しては、先ほどもお話しした
通り、受講者たちは研修を受ける機会に恵まれ
ませんでした。彼女たちは、自分なりに工夫を重
ねて仕事を続けてきたので、今回はより仕事に
取り組みやすくなり、将来キャリアアップをする
際に武器となるようなスキルを身に付けさせた
いとお願いし、論理思考、問題解決、巻き込み
力という3つのスキルをご提案頂きました。 

森下氏： 今回は研修以外にも全国のミサワグ
ループの女子社員のネットワーク作りという目
的もありました。最初は見ず知らずの人ばかり
でしたが、長期間同じように大変な思いをしな
がら研修を乗り越えることで、仲間意識が生ま
れ、お互いの変化やスキルの習得度がとても
刺激になったと感じています。Off-JT研修で学ん

だことを、インターバル期間中に自分の仕事で
実践し、受講者同士でネットワークを形成すると
いう、研修の目的を達成できました。 
  
 

Q4 
今回はキャリアデザインパートとビジネス
スキルパート、2社によるコラボレーション
で研修を提供しましたが、 
いかがでしたか？ 

森下氏： 両社のコンビネーションは抜群でした。
初めてやる研修というのは、主催者側としては
不安が多いものです。結果として今回は大成功
だったわけですが、研修プログラムの内容はも
ちろん、それと同時に受講生たちを理解し、一
人ひとりの能力を引出して伸ばしていける講師
の存在がとても大きかったと感じています。各
会の受講者の様子、ディスカッションでの発言、
スキルのレベル等を細かく把握して、インター
バル中の課題のレベル調整や受講生のフォ
ローを行い、次回の研修に向けての内容調整
を最後まで惜しまずやって下さったと実感して
います。 
 
 
秋山氏： キャリアデザイン研修だけでも、ビジネ

ススキル研修だけでも、どちらか一方の研修だ
けではこれほどの効果はでなかったと思ってい
ます。キャリアデザイン研修でマインドやモチ
ベーションといった気持ちをあげ、ビジネススキ
ルで論理を学ぶという、マインドとスキルのバラ
ンスが良かったと思っています。何より、受講生
全体の底上げを目標として、両講師が臨機応
変に対応してくれたこと、それぞれの講師の人
柄やカラーが受講生にうまくマッチしたことが成
功につながったと感じています。 
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Q5 
研修の効果を感じることはありますか？ 

秋山氏： 研修前と比べると、受講者たちの「働くこ

とへの意欲・モチベーション」に大きく変化があっ
たと感じています。初回は内向的で、研修に対し
て「やらされ感」を強く持ち、自分がこの場に参加
するのは場違いと感じていたり、もしくは自分なり
にやってきた仕事に満足している様子が見られる
人が複数いました。ですが、スキルとマインドとい
う両側面から新たなことを学び、吸収し、二人の
講師から様々なことを学んだことで、最終会合の
時には「働くことってすごく楽しい」「仕事の中で成
長ができるってありがたい」という意識に変ってい
く様子が見られました。 
 

数名からは「管理職になる！」という具体的な宣
言もありましたが、上を目指すことは、自分のため
にもなるし、思っていたような辛いことでもないし、
やりがいになるという意識の変化があったのだと
思います。 
 

森下氏：キャリアパートは意識の変化、スキル研
修は思考の技術力の向上を実感しています。正
直な所、第一会合が終わった時に、あまりの受講
者の受け身な様子を見て、これからどうしようと心
配になり頭を抱えました。ですが、その後両講師
に色々な対処をしてもらって、最後には全員が前
向きな宣言をしました。 

■ミサワホーム株式会社について■  
   

〒163-0833    
東京都新宿区西新宿二丁目4番1号  
新宿ＮＳビル 
 
URL:://www.misawa.co.jp/ 
 

ミサワホームは、お子さまの人格形成
の場の創造、財産形成のできる街づくり、
そして、地球環境問題への取り組みを
三つの柱に、グループの総力を結集し
て、住まいづくりを行っております。 

設計、商品開発、生産、調達、営業、施
工と、市場の変化やお客さまのニーズ
に応じてスピーディーに対応できるよう、
グループ経営力のますますの強化を
図ってまいります。 
 
 
 

：お問合せ先： 

株式会社シンスター  
TEL: 03-5728-4305 

 ✉info@shinstar.co.jp 

言葉で説明するのは難し
いのですが、修了式の時
に、受講生が抱き合い、
泣きながらお互いの健闘
を讃えあう姿を見れば、
何も言わずとも研修の 

効果があったと感じます。研修後、受講者の上司
からも「こんなに変わるならば、来年もまた他の社
員を参加させたい」とzいう声も頂いています。 
 
秋山氏： 受講者だけでなく、上司にも大きな気持

ちの変化があり、結果としてその変化が受講生に
もいい影響をもたらしたと感じています。また、マ
インドの向上だけでなく、スキルをしっかり学ばせ
たことは本当に良かったと思います。研修で「ビジ
ネスにはこういう考え方が必要なのだ」ということ
を学んだ上で、インターバル中に課題を長期間、
数回に渡って取り組むことで、そのスキルを定着
させることができました。インターバル中の事前・
事後課題の出し方の仕掛けが効果的に機能した
と感じています。 
 

課題に取り組むことは大変でしたが、それを積み
重ねることで、自分自身が変って行くということを
実感できたのだと思います。また同時に、周囲の
人たちも機会を与えれば、女性も変わる、成長し
ていくというのを目の当たりにできたと思います。    
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女性社員向けキャリアアップ研修概要 

ミサワホームグループ各社から、将来の管理職やロールモデルとして活躍が期待され
る女性社員を選抜し、1.5日×3回の集合研修を実施。 
 

研修内容は、 
・長期視点で自身のキャリアビジョンを描いていく「キャリアセッション」、 
・短期的に仕事の成果を高めつつ、ビジョン実現に向けて必要となるベーススキルを 
 習得する「ビジネススキルセッション」 
を組み合わせて実施。 
 

8ヶ月の期間を通して、研修で学んだことを仕事で実践することを繰り返して、自身の今
後のキャリアビジョンとビジネススキルをブラッシュアップしていった。 
 

研修開催前には、受講者の上司にも、ダイバーシティの考え方と管理職に求められる
役割の理解や、部下のキャリア開発を支援するため考え方・手法を習得する研修を実
施。キャリア実現に向けた本人の取り組みを現場でサポートしてもらう環境を整えた。 

第1回研修 第3回研修 第2回研修 

キャリア① 
 
キャリアの 
考え方と 
自己理解 

キャリア② 
 
キャリアビジョ
ンの描写とア
クションプラン 

ビジネス 
スキル③ 
 
巻き込み力 
 

実務における部下のキャリア開発支援、スキルを発揮する場の提供と活動サポート 

実
務
に
お
け
る
実
践 

実
務
に
お
け
る
実
践 

ビジネス 
スキル① 
 
論理思考力 
 

ビジネス 
スキル② 
 
問題解決力 
 

キャリア③ 
 
あるべき会社
像と自身の今
後の取り組み 

育
成
対
象
者
（女
性
社
員
本
人
） 

上
司 

研
修
へ
の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト 

面
談
・対
話 

ダイバシティマネ
ジメントの理解と
部下のキャリア開
発支援の手法 

定
期
面
談
・対
話 

定
期
面
談
・対
話 

キャリア開発 
支援研修 

■研修の全体像 

曽我 充貴（そが みつたか） 
 

若手・中堅を中心に、基礎スキル研
修と営業力強化研修を担当。スキル
系研修では、特に理屈と組織力学を
押さえたコミュニケーション研修に定
評がある。 

実務成果に寄与する内容を取り上げまし
た。受講者の中には、これまで馴染みの
ない考え方や知識に対して、当初は戸惑
う人もいましたが、回を追うごとに確実に
スキルを身に着けていく姿が見られました。
それは、研修中だけでなく、インターバル
期間中の事前・事後課題も含め、8ヶ月間
という長期に渡り、前向きな各自の取り組
みが結実したものと思います。 
 

また、仕事の中で学んだことを積極的に実
践することでコツをつかみ、自身の成長の
変化を感じることが自信に繋がったようで
す。さらに仲間の前向きな行動や成果を
共有することが、相互に良い影響を与え、
今後の自身のキャリアを前向きに考える
一助になっていたように思います。 

私が担当したスキル研修
パートでは、キャリアを考え
る上で必要かつ短期的な 


