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会社紹介

company profile

株式会社情熱

会社設立
2007年12月27日

所在地
〒150-0045
東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02 4階

資本金
650万円

役員
代表取締役 水野 元気
取締役 矢間 啓介

Mission

Vision

一人でも多くの情熱家を輩出し、日本を情熱的にする

『Valuesist(バリューシスト)』を普及させ、
個人と組織と日本を元気にする。
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４つの事業展開

・バリュー浸透研修
・階層別スキル研修

(内定者/新卒者/若手者/管理者,,,etc)

・リファラル採用マネジメント
・採用イベントのご紹介

・バリュー構築セッション
・バリュー連動人価制度構築

・外国人向け研修
・日本人管理者向け研修外国

研修支援事業

採用支援事業

組織コンサルティング事業

外国人育成事業

事業
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人材育成コンサルティング実績

人材・組織コンサルティング導入実績

研修導入社数

500社以上

研修受講者数

30,000人以上

研修クラス数

400クラス超

リピート率

92％
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バリューとは、
「成し遂げたいミッションや志」を実現するために、

個人と組織が共通で、体現してほしい価値観と考えております。

各社にて掲げているバリューを体現するために、

ビジネスパーソンが共通で持っているバリューを

用いて、研修をご提供します。

Valuesistとは

貴社の理念やバリュー（行動指針）を

体現する人材をValuesistとしています
バ リュ ー シ スト

Values＝価値観 ist＝～(体現)する人
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今まで これから

現場が求めるスキルや
マナーから作成した
「how」の人材育成

テクニック論より先に企業の
バリューから作成した
「why」の人材育成

インターネットの普及に伴い、時代の流れが圧倒的に早くなり、
予測不能な世の中になってきています。

その中で何をする（＝企業ビジョンに共感）より、誰とするのか？（＝バリューに共感）を判断
軸に入社してくる人材が増えています。人材の定着化、戦力化には企業バリューを体現する人材
の育成が必要な時代です。

今までの人材教育とこれからの人材教育



7© jyounetsu corporation

理念やバリューを浸透させる落とし穴

周知徹底の仕組みがない
バリューを作った経営陣、人事しか想いの共有ができておらず
「そんなものあった？」というのが社員の本音という状態。1回伝
えて終わりではなく、定期的な周知徹底の機会の創出が最も重要。

具体化ができない
バリューは、自立といった抽象度の高いワードになるので、
「自立って具体的に日々の自分の業務でどうすればいいの？」が
分からない社員が大半。抽象度の高いバリューを具体化して、
日々の実務に落とし込むことが最も重要。

ウィークタイズ活用ができない
バリュー浸透は社内の想いなので、社内で研修等をやるべきと考える。
しかし、バリューのメッセージは「人のせいにしない」といった頭で
分かるけど、実践は難しいというテーマが多いので、社内の人間
(ストロングタイズ)が研修等で伝えると、「宗教っぽい」
「そんなことは今さら言われなくても」といったネガティブ感情を
生み出しやすい。バリュー浸透こそ、第3者目線で俯瞰できる外部の
研修会社等(ウィークタイズ)を活用し、一般論としても自社の
バリューは価値があるもの、というメッセージを伝えることが最も重要。
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理念やバリューを浸透させるポイント

●ナッジの活用
▼補足▼
ナッジ(nudge)は直訳すると「ひじで軽く突く」という意味であり、
強制ではなく、本人の意思・自発的に行動するために必要な仕掛けと仕組づくりができている状態
※海外から日本の各省庁に取り入れられ民間企業にも広まりつつある

● FUNの要素

● 研修転移

● 実務との梯子をかける

● 自分達でミッションや
仕事価値感を浸透させる手法を考える
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ナッジを生み出す裸の王様に鏡を見せるアプローチ①

管理トレーナーのマーティン・M・ブロードウェルは、「4つのレベル教育」と題し、
人が実践的な知識を得る時に、以下の４つの段階を取る仮説を示しました。
この４つの段階では、以下の領域に分類されると言われています。

また、社会人教育では、自己認識の「わかっていてできる」と、現実の「できていない」
ということが多く、“わかっているけどできない”という領域を作り出すことが、
研修において、最も重要となります。

知識の習得に必要
な４つの段階

1．Unconscious Competence：無意識にできる

スキルを十分に取得しており、意識をしなくてもできる状態

3.Conscious Incompetence：わかっているけどできない

わかっているがスキルや知識が不足しており、やり方が分からず、

出来ないことに危機を感じている状態

2.Conscious Competence：わかっていてできる

やり方は、わかっているがそれを実践するには集中して行う状態

4.Unconscious Incompetence：わかっておらずできない

やり方がわかっていない、理解できない、自覚していない状態

Unconscious 

Competence

Conscious 

Competence

Conscious Incompetence

Unconscious Incompetence

Hierarchy of Competence:能力の階層

無意識にできる

わかっていて
できる

わかっているけど
できない

わかっておらず
できない
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ナッジを生み出す裸の王様に鏡を見せるアプローチ②

人間が行動変容する上で必要な条件として最も大きいのは、
『できていないこと、足りないことを自己認識』すること。
それ（裸であることを鏡によって自己認識）を生み出すため、
一般的な研修でおこなわれているような“講師が教える→
ワークに取り組む” という順番ではなく、反対の“ワークに取
り組む→講師が教える” の順番（反転学習）にすることで、
知ってはいるができていないこと、足りていないことがあぶ
りだされ、言い訳ができない状況を生み出す。

そんなこと知っているし、自
分はできている。

●●を身につければ、でき
なかった点ができるように

なる。

悔しいが明らかにできていな
い、足りない部分がある。

自分に足りない点は、●●
だ。

受講生の
心理

イメージ

アプローチ
講師が概念のみ伝

達。

ここで初めて、受
講生のアウトプッ
トを元に、講師が
フィードバック
（教える）。

学んだ内容がどん
なメリットとデメ
リットを生み出す
のか？を徹底理解。

教わる前にワーク
に取り組み、その
アウトプットによ
り、できていない、
足りていないこと
が自他ともに見え

る化。

理想と現実のGAP
を認識。

学びを実務に当て
はめて、具体的に
どんな行動変容す
るのか？を自己決

定。

学んだ●●を■■の場面で
活用しよう。

ワークイメージ

裸の王様に鏡を見せる

「今の自分のままではダメだ、変わらなければ！」という気づきを生み出すアプローチ。

裸の王様に鏡を見せる
アプローチ
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FUNの要素

ワーク・ディスカッション中心のプログラム構成

7割：ワーク(受講生が考え、アウトプットする時間)

3割：講義(講師が話す時間)
7

3

豊富なアイスブレイク ゲーミフィケーション
講師が一方的に伝えるのではなく、
受講生同士による、ワークなどの課題を中心と
した研修設計をしております。



12© jyounetsu corporation

研修転移

以下の理由から半年後の振り返り（フォローアップ）が重要です。

研修転移とは、、、
１．研修の中で学んだ知識やスキルを仕事の現場で実践し、
２．成果を出すことができ
３．かつ、その効果が持続すること

研修転移の阻害要因／解決策

記憶 実践 継続

阻
害
要
因

解
決
策

研修で学んだ内容が記憶されてい
ない。人は、学んだ内容を、1ヶ月
後には8割程度忘れている。

自ら実施しようと思うか（参加者
のモチベーション）。
実施する機会が与えられるかどう
か。

実践を継続できるかどうか。
人が、行動継続するためには強い
意志が必要。

ディスカッションや対話などの双
方向性の高い手法で実施すること
が重要。参加者の『腹落ち度』を
高めることが重要。

研修最後に自己効力感を高めるこ
とが重要。
上司や同僚の態度やサポートが重
要。

研修を『2段構え』にする工夫が重要。
インターバルの期間を設けることで実践
の場をつくることが重要。

引用：「仕事の改善」に1ミリも役立たない「研修」が陥いる「3つの壁」
東京大学 大学総合教育研究センター 準教授 中原淳

https://news.yahoo.co.jp/byline/nakaharajun/20170730-00073917/
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実務との梯子をかける(研修サンプル)
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自分達でミッションや仕事価値感を浸透させる手法を考える

ワークショップ形式で、どうすれば仕事価値感を
皆が共感しながら、体現できるか？を考え、実行します。
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株式会社情熱

〒150-0045
東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02 4階

TEL 03-6407-0388    

お問い合わせ先


