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Abstract: It is important for the companies that they create a workplace environment where
employees grow up themselves through daily work. In present study, we regard the weekly reports
for the new employee training as a learning environment in which then trainee and his mentor have
and interactive dialogue. In this paper, we analyzed their comments that have been written over
the four weeks on weekly reports by using qualitative data analysis method, SCAT . The result
indicates that the trainee takes experiential learning thorough vary and repetitive experience and
that his learning goal is expanded from mentor’s support.

1

はじめに

企業が社員自身の成長の仕方（経験からの学び方）の
学びに焦点を置いた人材育成を創造していくうえで，学
び方の学びの指導のノウハウを企業全体で共有してい
くことが重要である．しかし，人材育成担当者の多く
は，熱心な指導員が創出した指導のノウハウや，その
指導員のかつての指導員や指導を受けた新入社員（実
習員）といった特定のグループによって蓄積された学
び方の学びに対する指導のノウハウが企業内に埋もれ
たままでいる現状に苛まれている．
筆者らは，これまで経験的に行われていた学び方の
学びの支援方法やその支援によって促進された学習過
程を表出化することで，実習員と指導員の成長を促進
する営業実習の質向上の仕組みの構築を目指している
[1][2]．また，その手段として，実習員が学び方の学び
を認識しやすくする仕組み，指導員が経験学習の枠組
みを意識した指導ができる仕組み，その指導の知を形
式知として他の指導員と共有するための仕組みの構築
が必要であると考えている．
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そこで筆者らは，新入社員研修で使用された週報を
グッドプラクティス事例の一端とみなし，週報を分析
することで，実習員の学びと，その指導にあたった指
導員の支援方法の表出化を試みた．本研究では，実習
員が自身の経験を内省し学習内容を汎化する経験学習
に沿った経験を得ることと，その経験学習の転回経験
を通して転回方法を探求することとする．週報の記述
内容に対して質的データ分析を行ったところ，実習員
が多様な経験および繰り返しの経験を通じた経験学習
を実践していることが読み取れた．また，指導員が，実
習期間中の短期的な目標を長期的な目標の段階的目標
として設定することで，実習員の学び方の学びが深化
していることが読み取れた．本稿では，経験の積み重
ねによる知識構築の観点から新入社員研修を捉え，質
的分析の結果を基に，研修報告を有効に活用した学び
方の学びの支援方法について論じる．

2

調査対象の企業

本研究では，大手インフラ系企業の H 社を調査対象
とした．H 社では新入社員研修の一環として，顧客と
の直接交渉を主としない設計開発部署に配属された新
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入社員（実習員）が顧客との直接交渉を主とする営業
部署を実習先とする営業実習を実施している [1][2]．営
業実習では，営業部署に依存した業務遂行能力の育成
を目的とするのではなく，社会人として活躍していく
ための能力の育成を目的としている．その中で，特に，
顧客志向の意識付けが期待されている．実習終了後は，
このような成長のための熟達達成目標を実習員自身が
設定・更新し続けることが重要である．
また，実習員が指導員と対話しやすい環境を整える
ために，指導員の担当を実習員一名にしており，営業
実習で使用される経験学習型週報 [2] においても，実
習員の記述欄だけではなく，その記述に指導員がコメ
ントするための所見欄が設けられている．指導員には，
対話環境を活かし，実習員の状況に応じた経験学習の
支援が期待されている．指導員は，実習員が記述する
経験学習サイクルに対応したフォーマットの週報 [2] を
使用した経験がない．そこで週報の利用についてのガ
イドラインとして，経験学習理論についての概説（四
つのステップ，経験学習と PDCA サイクルの相違点），
経験学習に沿った週報の構成，振り返りの観点を得る
ための目標設定の重要性について記述された資料を事
前に配布した 1 ．

3

質的データ分析

営業実習期間中（4 週間）に用いられた週報（実習員
の記述が約 6600 文字，指導員の記述が約 1600 文字）
を分析対象とした．週報は，実習員の記述に対して指
導員がコメントする形式であった [2]．週報の主体記述
者の実習員は，営業実習に参加したシステム系部署所
属の新入社員の A 氏（新卒，25 歳），指導員は，受入
先である営業系部署所属の B 氏（勤続年数 7 年，29 歳，
過去の指導経験 0 名）であった．週報における実習員
の記述は，記入欄の四つのステップ（経験したこと，経
験の振り返り，経験から学べたこと，この学びを次に
どう活かすか）をまとめて一つのテクストとした．所
見欄は各週につき一つであったため，指導員の記述は，
週ごとに一つのテクストとした．実習員の記述が 15 テ
クスト，指導員の記述が 4 テクストの合計 19 テクスト
を対象に分析を行った．
分析には，大谷 [3] が開発した質的データ分析手法
の SCAT（Steps for Coding and Theorization）を用
いた． SCAT による分析の特徴としては，本研究で分
析対象とするような単一事例などの比較的小規模な質
的データ分析にも有効であること，分析過程が四つの
ステップ（<1>データ中の注目すべき語句，<2>それを
言いかえるためのデータ外の語句，<3>それを説明す
るための語句，<4>そこから浮かび上がるテーマ・構成
1 前報

概念）で明示的に残ること，意味の繋がりを持ったス
トーリーラインが記述されることの三点が挙げられる．

3.1

ストーリーライン

実習員の学び方の学びと指導員のその支援方法の週
ごとの変化を抽出するために，週ごとにストーリーラ
インを作成した．このとき，SCAT の表の作成過程で，
経験学習および自己調整学習に関する構成概念の他に，
目標設定に関する構成概念が浮き上がった．中間生成
物であるストーリーラインは，その妥当性を担保する
ために，SCAT の表の「<4>テーマ・概念構成」に記述
された語句がそのまま文章中に利用される形式で構成
されており，日本語の文章として読みやすさに欠ける
部分が多少なり存在する場合がある．
実習一週目 実習員は，他部署業務（具体的経験の
場）に対する慣れと緊張の中で，新たな経験に対する
戸惑いと刺激を認識している（内省的観察）．業務遂行
のモニタリングを通して，部署間比較（認知領域自己調
整）から実習先部署業務プロセスの多様性とコミュニ
ケーションの重要性を認識している（抽象的概念化）．
そのうえで，実習先部署業務フェーズ把握のために，現
行業務の実習先部署業務プロセスへの位置づけを検討
している（能動的実験）．同時に，顧客志向熟達者のコ
ミュニケーションスキルを学習するという学習目標の
再認識（動機づけ領域自己調整）を行ったうえで，学
習コミュニケーション意欲を見せている．顧客志向熟
達者顧客コミュニケーションの観察などの顧客志向熟
達者のモデリングを通した顧客志向の経験学習を転回
している．
また，実習員は，顧客との打ち合わせ（具体的経験）
を通して，議事録作成の困難性を認識している（内省
的観察）．そこから，顧客要望の流動性と突発性を認
識している（抽象的概念化）．同時に，顧客要望に対
する傾聴といった顧客志向熟達者の姿勢に対する顧客
志向熟達者のモデリングの意識が見られる．そのうえ
で，議事録作成時の重要ポイント（顧客ニーズや課題
の把握）を押さえた議事録作成を検討している（能動
的実験）．これらを通して，議事録作成の経験学習を
転回している．
指導員は，実習員に対して，実習員配属部署と異な
る多様な経験を営業実習の価値として伝えている（動
機づけ領域自己調整の支援）．また，実践の場の提供と
知識の伝達の重要性を認識したうえで，指導の課題と
して知識伝達不足を感じている．さらに，指導員は，事
前意識として打ち合わせの意味合いを考えさせること
で，実習員の学習目標の設定を促している．その中で，
実習員との会話から理解状態のモニタリングを行った
うえで理解状態にあわせた学習目標の設定を意識して

[2] で論じた内容を説明資料として使用している．
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いった作業効率化の困難性を認識している（抽象的概
いる．そして，実習員に対する評価として，積極的な
援助要請行動，実習先部署への順応，指導に対する吸
念化）．そのうえで，作業効率化の有効性が見込まれ
収の良さを挙げたうえで，営業実習の学びと今後の社
る作業の優先順位付けや自己内締切の設定（行動領域
会人生活の繋がりを意識させることによる熟達達成目
自己調整）を検討している（能動的実験）．これらを
標設定の促しを行うことで，短期的目標が長期的目標
通して，時間の効率利用の経験学習を転回している．
の一部であることの認識の促しを行っている（認知領
指導員は，実習員に対して，実習先部署業務の困難
域自己調整の支援）．
性を伝えたうえで，会議内容理解のための目的の事前
実習二週目 実習員は，経験の積み重ねから実習先
把握に対する継続の意識付けを行っている．さらに，実
部署業務への慣れを認識している（内省的観察）．そ
習員の長所として能動的学習態度を，実習員の課題と
こから，初体験業務に対する不安の解消のための慣れ
して集中力の確保と臨機応変な対応を伝えている．ま
（習慣化）の必要性を認識している（抽象的概念化）． た，実習員に対して，戦力としての期待の中で業務委
同時に，実習先部署上位者をモデリングすることで熟
任することで緊張感の提供を行っている．前週との学
達者の条件を認識し（抽象的概念化），冷静かつ的確
習内容の比較を通して実習先部署業務の幅の伝達を行
に対応する顧客志向熟達者を学習目標として設定して
い課題に対する興味付けを行っている（動機づけ領域
いる（能動的実験）．そのうえで，達成までの時間的
自己調整の支援）．
意識を持ちながら顧客要望や顧客課題に対する冷静な
実習三週目 実習員は，単独作業の時間内完遂の経
分析と対応方法の発見について検討している（能動的
験（具体的経験）における，時間利用のモニタリング
実験）．これらを通して，顧客要望・課題把握の経験学
から時間的余裕に対する誤った思い込みから作業終了
習を転回している．
予測時間との齟齬が生じたことを認識している（内省
的観察）．そして，実習先部署業務の時間的特徴とし
また，実習員は，競合他社業務観察（具体的経験）か
ら新規経験の価値を認識（動機づけ領域自己調整）し
てのスケジュールの急変性を認識したうえで，作業の
ている（内省的観察）．同時に，対顧客積極性の欠如
優先順位付けの即時決定の重要性を認識している（抽
を認識している（内省的観察）．そこから，顧客との
象的概念化）．同時に，実習先部署業務の困難性の認
信頼関係構築のための顧客支援の重要性を認識してい
知から，多様な案件と業務内容の把握に対する実習先
る（抽象的概念化）．同時に，競合他社との相違点の
部署上位者のモデリングの意識がみられる．そのうえ
認識を通じて，顧客の心を掴む工夫（顧客満足優先行
で，作業時間の有限性と切迫性についての意識の常時
動）の必要性を認識している（抽象的概念化）．その
保持を検討し，余裕のある作業遂行を目指そうとして
うえで，顧客満足優先行動の意識継続を検討している
いる（能動的実験）．これらを通して，時間利用の経験
（能動的実験）．これらを通して，顧客との信頼関係構
学習の転回を実行している．同時に，既経験業務とは
築の経験学習を転回している．
異なる業務経験（具体的経験）から焦りや疲れを認識
また，実習員は，顧客訪問（具体的経験）から，対
しながら，地道作業の集中完遂のための根気強さの必
業務積極性の欠如を認識しつつも，会議主旨把握の成
要性の再認識をしている（内省的観察）．そして，入念
功を認識している（内省的観察）．そこから，対同一顧
なエビデンス確認と会社の信頼性失墜の繋がりの理解
客会議の趣旨多様性を認識している（抽象的概念化）． から，自身の業務と企業価値の繋がりを認識している
そのうえで，営業活動フェーズ把握をした状態での会
（抽象的概念化）．そのうえで，自身の業務に対する援
議参加を検討している（能動的実験）．同時に，前週
助要請行動（行動領域自己調整）による業務の信頼性
の失敗経験における学習内容の活用をしたことにより， 向上を検討している（能動的実験）．
会議内容理解が可能となるといった経験学習成功体験
また，実習員は，会議内容を理解した議事録作成と
いう優先目標の達成（経験学習の成功体験）から自己
による自己効力感の向上から営業活動フェーズ把握の
継続実施を検討している（能動的実験）．そのうえで， 効力感の向上を得ている．一方で，実習先部署上位者
学習内容を所属部署業務適応しようとする熟達達成目
作成議事録との比較を通して会議内容の記述に対する
標の設定（概念化による学習転移）を行っている（能
具体性の欠如や展開の不明瞭性といった不足情報の認
動的実験）．これらを通して，営業活動フェーズ把握の
識から質向上の必要性を認識している（内省的観察）．
経験学習の転回を実行している．
そこから，会議内容把握のための経験の積み重ねの必
また，実習員は，速さと正確さを意識した設定期限
要性や前提知識の重要性を認識している（抽象的概念
までの作業完了の経験における複数作業の並列進行の
化）．そのうえで，会議内容把握のポイントを抑えた
失敗（具体的経験）から，時間利用のモニタリングを
議事録作成を検討している（能動的実験）．これらを
行っている（内省的観察）．そこから，実習先部署業
通して，議事録作成の経験学習の転回を実行している．
務における速さと正確さの重要性を認識している（抽
また，顧客訪問（具体的経験）を通して，顧客の多
象的概念化）．同時に，優先順位を考えた作業進行と
様性を認識している（内省的観察）．そして，実習先部
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て，実習先部署上位者の集中力を知り，実習先部署上
署業務特性として，顧客多様性に合わせた戦略立ての
必要性と困難性の認知をしている（抽象的概念化）．多
位者のモデリングを通して，単純作業における集中力
様な顧客に対しても一貫した接客とコミュニケーショ
の必要性を認識している（抽象的概念化）．同時に，単
ンをとる実習先部署上位者のモデリングから顧客志向
純作業の失敗と時間浪費の繋がりを認識している．そ
スタイルを認識したうえで，スタイル確立の重要性を
のうえで，時間浪費の削減のための集中力維持と確認
認識している（抽象的概念化）．ライバル意識・危機
作業徹底を検討している（能動的実験）．これらを通
意識・戦略立て意識を持つ実習先部署上位者のモデリ
して，時間浪費削減の経験学習を転回している．
ングから自分なりのスタイルを検討しようとしている
また，実習員は，実習前想像に近い実習先部署業務
（能動的実験）．これらを通して，顧客志向スタイル確
（具体的経験）から，新しい経験に対する新鮮さを感じ
立の経験学習の転回を実行している．
ながら，営業活動フェーズによって同一顧客でも異な
また，実習員は，コンプライアンス教育による知識
る会議主旨であることを認識している（内省的観察）．
伝達（具体的経験）から学習内容についての驚きといっ
そして，会議主旨に合わせた気持ちの切り替えと余裕
た情動的内省を行っている（内省的観察）．そして，不
が生み出す自由な発想の重要性を認識している（抽象
正の原因が少しの油断と判断の誤りによるものである
的概念化）．そのうえで，所属部署業務での会議積み
と認識している（抽象的概念化）．そのうえで，慎重
重ね経験の予測を行い，そのうえで，学習内容を所属
行動を検討している（能動的実験）．同時に，コンプ
部署業務適応しようとする熟達達成目標の設定（概念
ライアンス監査の立ち合い（具体的経験）から，想像
化による学習転移）を行っている（能動的実験）．これ
と現実のズレを認識している（内省的観察）．そこか
らを通して，業務多様性の経験学習を転回している．
ら，説明責任を果たすための，大量なエビデンスの必
また，実習員は，顧客訪問（具体的経験）を通して
得た，議事録作成の成功（重要事項の把握）の認識か
要性と説得力のある説明の必要性を認識している（抽
象的概念化）．そのうえで，学習内容を所属部署業務で
ら，会話の流れの把握の失敗をした前回議事録と今回
の客観的思考（顧客目線）に適応しようとする熟達達
議事録との比較を通して，成長（経験学習の成功）の
成目標の設定（概念化による学習転移）を行っている
自己認識をしている（内省的観察）．そして，論理展
（能動的実験）．これらを通して，顧客志向の経験学習
開が把握できる議事録を作成するための顧客質問の内
を転回している．
容把握意識の重要性を認識している（抽象的概念化）．
指導員は，実習員に対して，業務の客観視をするこ
同時に，対顧客業務の緊張感の中で，会話の流れの把
とによる文脈認知の重要性を伝えている（文脈領域自
握と記録の両立といった二重認知処理の困難性を認識
己調整の支援）．週報と週報に基づいた対話から実習
している（抽象的概念化）．議事録を読む他者を意識
員の学習内容の把握を試み，進捗具合のばらつきのあ
し他者思考を考慮した議事録を作成するという具体的
る担当案件ごとの目標理解に努める実習員の姿勢の評
な学習目標設定をした議事録の質向上を検討している
価を行ったうえで，業務遂行のモニタリングに対する
（能動的実験）．これらを通して，議事録作成への慣れ
継続の意識付けを行っている．さらに，実習先部署業
を意識した議事録作成の経験学習を転回している．
務と会社生活の繋がりと会社生活への応用を意識させ
指導員は，実習員と週報による対話を通した学習コ
た熟達達成目標の設定を促すことで学習の促進（認知
ミュニケーションをとっている．また，実習先業務の
領域自己調整の支援）を行っている．
多様性の認識を促したうえで，時間利用のモニタリン
実習四週目 実習員は，先週の反省の活用による業
グの観点から実習先部署業務の抽象化し，時間の無駄
務効率化のための作業内容のプランニングの経験（具
遣いに繋がる行為に関する教示を行っている．同時に，
体的経験）から，課題の困難性を認識している（内省
計画性の観点からモデリングの意識付けおよび業務遂
行のモニタリングの意識付けを行っている．また，指
的観察）．そして，プランニング（時間利用のモニタリ
ング）と業務効率化の繋がりを認識している（抽象的
導員は，実習員に対して，成長の伝達を行っている．そ
概念化）．同時に，業務に対する積極性の中で顧客や
して，業務への慣れと緊張感とのバランスの重要性と
他社との対話が他者思考学習の場であると課題価値を
業務への慣れに伴う新しい経験の発現の存在を伝えた
認識（動機づけ領域自己調整）している（抽象的概念
うえで，業務の幅の段階的拡張を意識した階層的目標
化）．さらに，顧客に対する悪印象の防止のための対
設定を行っている（認知領域自己調整の支援）．さらに，
話における敬語使用の重要性の再認識をしている（抽
期待を超える成長であったことを伝え，成長スピード
象的概念化）．そのうえで，敬語使用の慣れのための
の意識付けを行うことで，成長の自己モニタリングを
敬語の復習を検討している（能動的実験）．これらを
促している．
通して，対顧客振る舞いの経験学習を転回している．
また，実習員は，単純作業（具体的経験）を通して，
業務への慣れ不足を認識している（内省的観察）．そし
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経験学習の対象
議事録作成
時間の利用
顧客志向
仕事の位置づけ

3.2

表 1: 経験学習の対象と転回の方向.
経験学習の転回 転回方向：概念化の深化 転回方向：経験の多様化
⃝
1 ⃝
3⃝
4
大
小
⃝
⃝
⃝
2 3 4
大
小
⃝
1⃝
2⃝
3⃝
4
小
大
⃝
1⃝
2⃝
3
小
大

理論記述

プロセスとして理論記述を記述できるように各週別
のストーリーラインを統括したうえで，実習員の学習
プロセスと指導員の指導プロセスに分けて理論記述を
行う．理論記述は，ストーリーラインから探索された
分析対象を理解するための可能性の記述であり，命題
や定義のような極端な表現で記述される [3] が，一般化
可能な理論ではないことを念頭に置く必要がある．
指導員についての理論記述 指導員は，実習先部署
業務の多様性が実習員にとっての営業実習の価値と認
識し，伝達する（動機づけ領域自己調整の支援）．指
導員は，前週との比較を促すことで業務の多様性を認
識させる．指導員は，実習員に業務内容を客観視させ
る気づきを得させることで学習の文脈認知を促す（文
脈領域自己調整の支援）．指導員は，実習員の学習態
度を評価することで学習の継続を促す．指導員は，対
面対話や週報での対話を通して実習員の理解状況をモ
ニタリングする．指導員は，業務の幅の段階的拡張を
意識し実習員の理解状況に合わせた段階的目標の設定
を促す（認知領域自己調整の支援）．指導員は，営業
実習の学びと今後の社会人生活のつながりを意識させ
ることで熟達達成目標の設定を促す．指導員は，成長
スピードへの意識付けを通じた成長のモニタリングの
意識を促す．
実習員についての理論記述 実習員は，営業実習に
おいて，営業実習を通した顧客志向（多様な顧客に対
する接客とコミュニケーション，顧客のニーズや課題
の把握，顧客との信頼関係の構築，顧客目線）の経験
学習を行う．実習員は，営業実習において，積極的なコ
ミュニケーションを通じた実習先部署上位者（顧客志
向の熟達者）の姿勢（対顧客コミュニケーション，顧客
要望に対する傾聴，冷静かつ的確な対応，多様な案件
の業務内容の把握，業務スタイル，集中力の持続）に対
するモデリングを行う．実習員は，営業実習において，
実習先部署業務における多様性（業務プロセスの多様
性，同一顧客における会議主旨の多様性，多様な案件
を隅々まで把握している顧客志向の熟達者，顧客の多
様性）を認識する．実習員は，営業実習において，時
間の利用（作業効率化の困難性，スケジュールの急変
性，時間の有限性と切迫性，時間利用のプランニング，
時間浪費の削減）についての経験学習を行う．実習員

は，実習先部署業務での学びを所属部署業務に適応し
ようとする熟達達成目標を設定する．実習員は，営業
実習において，週報を使用することによって経験学習
の転回を意識する．実習員は，営業実習において，同
一学習対象（議事録作成，時間の利用）についての経
験学習サイクルの継続的転回を行う．営業実習におけ
る経験学習の成功体験が実習員の自己効力感を向上さ
せる．実習員は，営業実習において，業務全体の中の
自身の作業の位置づけ（営業活動のフェーズ把握，自
身の作業が会社に与える影響）の経験学習を行う．

4
4.1

結果と考察
実習員の経験学習サイクルの転回

週報の記述内容の分析から読み取れた四種類の経験
学習を表 1 に示す．実習員は，主に，議事録作成，時間
の利用，顧客志向，仕事の位置づけに関する経験学習
を転回していた（表中の○内の数字は観察された週）．
また，これらの経験学習が，指導員が提供する経験に
応じて，同じ経験を繰り返えすことによる概念化の深
化を経て知識を構築する転回（概念化の深化），およ
び，異なる経験からの概念化を経て知識を構築する転
回（経験の多様化）の二種類の方向に転回しているこ
とが読み取れた（図 1）．これらの転回方向は経験学習
の対象と対をなすものではなく，表 1 では，それぞれ
の経験学習の転回に置かれた比重の大小を示している．
実習員は，同様の経験を繰り返すによる経験学習の
成功体験から自己効力感が向上し，そのことが，さら
に経験学習を転回しようとする動機づけになり，概念
化を深化させようとしていくことが考えられる．しか
しながら，経験が習慣化されることで，新たに抽象的
概念化を試みなくなる可能性も考えられる．そのため，
習慣化された経験の中に存在する新たな経験を見出す
意識を持つことが重要である．指導員は，最終週の週
報へのコメントにおいて，この点について言及してお
り，実習員が自身で成長する仕方の意識付けを行って
いることがわかる．一方で, 異なる経験からの概念化を
経て知識を構築するためには，学習の文脈から脱文脈
化し，学習内容をより汎化する必要があるため，学習
者によって容易でない可能性が考えられる．そのため，
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図 1: 経験学習を転回させる二つの方向（概念化の深化〔左〕と経験の多様化〔右〕）.
ある経験が長期的な学習目標の一部としての短期的な
学習目標のための学習機会であることを念頭に置き続
けることが重要である．

4.2

指導員による学習調整の支援

週報の分析から，指導員は，経験学習の目標が短期
的な目標に設定している段階にある実習員に対し，社
会人・企業人としての目標と学習内容との結び付きを
意識させることで，学習目標の拡張支援を行っている
ことが明らかになった．具体的には，(1) 指導員が実習
先部署業務の多様性という営業実習の価値（学習目標）
を共有しようと働きかけることで（第１週），実習員は
業務の多様性を認識し学習目標を設定するようになっ
たこと（第２週以降），(2) 指導員は，実習の始めの段
階で，営業実習中の短期的な目標が社会人生活の長期
的な目標の一部であることの認識を促すことで（第１
週），実習員は所属部署を意識した熟達達成目標を設
定するようになったこと（第２週以降），(3) 実習員が
熟達達成目標として学習目標（実習先部署業務の多様
性の学び）を設定するようになってくる（学習目標の
共有が成立する）と（第２週以降），指導員は実習員
の学習態度を肯定的に評価し，学習の継続を促すよう
になったこと（第２週以降），(4) 実習員が学習を継続
すると（第 3 週），指導員は実習員の理解状況（達成
度の認識）に合わせた階層的目標の設定を促し，再度，
所属部署・会社生活への応用を意識した熟達達成目標
の設定を促すことで，実習員に経験と熟達達成目標と
の結びつきを意識させるようになったこと（第 3 週），
(5) 実習員が営業実習が熟達達成目標を達成するため
の学習の場であると価値を認識すると（第 4 週），指
導員は実習員の営業実習における成長を肯定的に評価
し（第 4 週），実習員が設定した熟達達成目標に対し
て，実習終了後の新しい経験においての実習員自身に
よる成長のモニタリングの意識を促すようになったこ
と（第 4 週）が明らかになった．
目標設定は，学習に対する自己動機づけを行う予見
段階における認知領域に対する調整である [4]．指導員
は，予見段階の支援として，目標設定支援の他に，興

味の喚起や課題の価値づけといった動機づけと感情の
領域に対する調整 [4] の支援，文脈の認知といった文脈
の領域に対する調整 [4] の支援を行っており，予見段階
の支援を通して実習員の学習への動機づけを行ってい
たことが明らかになった．週報の分析から，実習員が
指導員の支援に応じて課題の価値を認識したうえで学
習目標を設定し，学習を継続していたことが読み取れ
たことから，指導員が行った動機づけが有効に働いて
いたことがうかがえる．
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