
「メンター」は何をする人なのか、どのような役割があるのか、その定義は、金融機関に
よりまちまちなのが現状です。「メンターは新人にとって一番身近な先輩で、仕事は勿論あ
らゆることを指導し、精神面のケアもする人」としているところもあれば、「メンターと仕事
を教える人は別々で、メンターは精神面のフォローに特化する人」というところもあります。
そのため、本書ではみなさんの組織のメンターの定義と異なるかもしれませんが、本テキ

ストでは、まずは人材育成は「職場全体」で取り組むことと捉え、第１章において「人材育
成の全体像」について述べます。そのうえで、第２章にて「メンター制度の概要」について、
多くの企業が取り入れている標準的でかつ効果的な制度運用という視点でまとめました。さ
らに第３章において、「ＯＪＴ指導者とメンターの共通点と相違点」について述べています。
人を育てるという“機能”はＯＪＴ指導者もメンターも同じですが、求められる“役割”や、
具体的な“接し方”に違いがあることを理解していただければと思います。
次の第４章「メンターに求められる新人に対する理解」、５章「メンターに求められる新

人のモチベーションの理解」の２つの章では、メンターとしての能力も大切ですが、まずは
相手、つまり新人に対する理解やモチベーションについての理解が先であると考え、相手の
理解を深めていただければと思います。
そのうえで、最後の第６章において「メンターに求められる相談スキル」について述べま

す。第１章、第４章、第５章は職場全体で知ってほしい内容でもあります。またメンターと
は別にＯＪＴ指導者がいるという職場では、ＯＪＴ指導者には第３章を学んでいただきたい
と思います。
そこで、このテキストはメンターのみならず、職場の誰もが知っておいて損のない内容を

盛り込んでいます。どうぞこのテキストで学んだことを、職場の方々を上手に巻き込み、い
かしてほしいと願います。
なお、このテキストは原則、新入社員や中途採用者等の新人の育成に対象をしぼり解説を

行っています。

はじめに
※必ずお読みください
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Answer

1

Question

1 4つの「じんざい」とは？

第1章 人材育成の全体像

「人材」「人財」「人在」
「人罪」の4つ

組織がメンターを「機能」や「制度」として取り入れる目的は、人材育成につきる
と思います。これは年々、人材育成の環境が変わり、とくに若手の育成が難しくなっ
てきたことがその背景にあるように思います。そこではじめに、私たちが普段使って
いる「じんざい」という言葉の定義から、考えてみたいと思います。

人材育成や人材開発に関わる分野では、４つの「じんざい」があるといわれていま
す。一般に使われている表現は「人材」ですが、それ以外にも当て字になるかもしれ
ませんが、「人財」「人在」「人罪」があります。

③人在とは
知識、技術はあっても、頭数でしかない人

②人財とは
その組織になくてはならない人

①人材とは
成長意欲があり可能性を秘めた人

④人罪とは
その組織にいてはいけない人

6
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一般に使われている「人材」は、「組織にとって人は素材である」という意味で使
われます。食べ物にたとえると、肉や野菜などの食材は調理の仕方により、いかよう
にでも美味しい料理にすることができます。つまり人も同じで、育て方次第で、いか
ようにも成長することができるという意味です。

「人財」は読んで字のごとく、「組織にとって人は財産である」という意味で使われ
ます。つまり、その組織にとって欠かすことができない人、なくてはならない存在を
指します。ただそういう人がどれぐらい組織のなかにいるのかという話ではなく、「欠
かすことができない人、なくてはならない存在を目指しましょう」という、“ありた
い姿”“あるべき姿”だと理解してください。

以上の２つはポジティブな意味で使われますが、以下の２つはネガティブな意味で
使われます。

「人在」は、残念ながら存在感のある人という意味ではなく、「そこにいるだけの人」
という意味です。つまり忙しいときはいてもらうと助かるが、いざというときには戦
力にはならない頭数の人ということになります。

最後に「人罪」は、読んで字のごとく、「組織にとって罪な人」の意味で使われます。
業務怠慢、悪い方向に周囲を引っ張るなど、組織に損害を与える人のことです。

みなさん方メンターは、いったいどのような「じんざい」を作りたいのか？　どの
「じんざい」を目指すのか？　しっかり定めてからメンター活動を行ってほしいと思
います。

人材じんざい
❶

人財じんざい
❷

人在じんざい
❸

人罪じんざい
❹

7
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人が育つ条件が揃っている職場と、そうでない職場に新人が配属された場合、どち
らが成長すると思われますか？　まずはみなさんの職場が「人を育てる」という視点
で見た場合、その条件が整っているのか、検証してみる必要があります。

組織における人材育成という視点で見れば、人を育てるために必要な条件が３つあ
るといわれています。それは「本人」と「周り」と「仕事」、この３つがうまく組み
合わさって、人が育つといわれています。それぞれを詳しく見ていきましょう。

まずは、本人が「自分で育つ気持ち」を持っているかどうかが、一番重要だといわ
れています。

学習塾などの広告で「絶対合格させます！」というフレーズをよく見かけますが、
本人に合格する気持ちがなければ、塾の先生がどんなにがんばってみても合格するの
は難しいのではないでしょうか。いわれてみれば実に単純なことなのですが、人材育
成などと意気込んで構えてしまうと、ついこの原点を見落としがちになります。

メンターとしては、本人が「仕事を通じて職業人としても社会人としても成長し
たい」という意欲をしっかり持っているかどうかについて、まずは確認することが
大切です。なるべく早い段階で、「この金融機関に入社してどのように成長したいで

Question

2 人が育つ３つの条件
とは？

Answer

2
本人が「自分で育つ
気持ち」を持っている

条件❶

周りの「指導力」が十分
に発揮されている

条件❷

計画的・段階的に仕事を
与えていく

条件❸

本人が「自分で育つ気持ち」を持っている条件
❶
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すか？」「この仕事を担当してどのような成長が自分にあったら良いと思っています
か？」などと、新人の考えや意欲をしっかり見極めてください。これをしっかり把握
したり見極めたりしないと、せっかくの支援も効果が半減してしまいます。

本人の意識の問題でもあるので難しいところもありますが、メンターの接し方次第
という部分もあります。いかに新人の成長意欲を高められるか、やりがいを感じても
らえるか、または意欲を維持してもらうかなど、こうしたことをメンターは意識して
支援にあたることが大切です。

「成長意欲」の程度を見極めることは、そう難しいことではありません。成長意欲
の高い新人は自立的・自律的姿勢を持っています。
「自立的姿勢」とは、「物事の判断を人に任せず、自分自身の力でできること」で

す。「自律的姿勢」とは、「自分自身をセルフコントロールできたり、自分の判断に従っ
て行動したことに対して責任を負うことができたりすること」です。「先輩から挨拶
されてから挨拶を返す」のではなく、新人らしく自分から気持ちよく挨拶をしたり、
率先して声をかけたりする、という態度は人から強制されるものではなく「自分自身
の判断」でそうしてる自立的な姿勢です。また、新人には失敗がつきものですが、そ
れをいちいち顔に出したり、注意をされたことに対して落ち込んだりしていては仕事
になりません。そこをぐっとこらえセルフコントロールをして、自分のしたことの結
果なのだから、素直にその責任を引き受ける、という自律的な姿勢が求められます。

このようなささいなことから新人の「成長意欲」を見極め、メンター側が効果的な
支援をしていけば、きっと自立的・自律的姿勢をもつ行職員に育っていくことでしょ
う。

本人は「自分で育つ気持ち」
を持っていますか？

　仕事は与えられたことをこなすだけでは、まったく人材の育成にはつなが
りません。新人教育をするうえで必要なことは、この新人が３か月後、１年
後どのようになっていたいか、さらにいえば、５年後、10年後どうなってい
たいかを描かせて仕事に取り組ませることです。メンター自身が常に目標
を持っていないと、新人に目標を持たせることなんてできませんよね。

●常に目標意識を持たせる

9
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に

新人の成長には、周りからの指導や支援が欠かせません。ごくまれに、放っておい
ても勝手に育つ新人もいますが、多くの新人は周りからどのような指導や支援をされ
るかによって、大きく成長の度合いが変わります。ですから、メンターとしてある程
度の「関わる力」が求められます。そのことを十分に意識して、指導や支援にあたる
必要があります。

みなさんはせっかくメンターになったのですから、ここで知識やスキルを身に付
け、必要なときは上司や先輩に相談しながらメンターの役割を担っていきましょう。
自分１人で抱えることなく、上手に周囲を巻き込んで新人の育成にあたることも大切
です。みなさんははじめての経験でも、上司や先輩は今まで多くの新人と接してきた
経験があります。その知恵を借りながら、大きく新人を育てていけば良いのです。

ただ、今はどこの職場も少数精鋭の時代です。最少の人数で最大の成果が出せるよ
う、一人ひとりが精一杯がんばっている状態です。メンターも自分の仕事を抱えなが
らの支援になります。そうなると自分の仕事で手一杯ですから、何らかの工夫なくし
てはメンターの役割が果たせません。

人を育てるための条件の１つは、周りの人の指導力です。とくにメンターは、「第
３章 Question4」でも触れますが、この指導力が十分発揮できるように、まずは自分
自身の環境を整えることを心がけましょう。

周りの「指導力」は
大丈夫ですか？

周りの「指導力」が十分に発揮されている条件
❷

10
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現場に放り込めば人は勝手に育つ、という時代ではもうなくなりました。人は仕事
によって育ち、育てられるものです。どのような仕事を与えるかは、新人の成長を大
きく左右します。ただ仕事をやみくもに与えれば良いというわけではありません。ま
ずはどのような仕事を与えるか、どのような順番で与えるかをあらかじめ計画して、
段階を追って仕事を与えることが大切です。

つまり、計画的・段階的に新人の成長を見据えて仕事を与えていくということで
す。具体的にどのように進めるかは、本章のQuestion4をご参照ください。

また、このように計画的に人材育成を考えていくこととともに、大切なことが２つ
あります。それは「失敗の経験」と「困難場面の経験」です。この２つの経験をする
と、人は「一皮むける」などといわれるように、大きく成長します。失敗は失敗とい
う結果だけを見ればあまり良いことではありませんが、プロセスを学ぶにはとても良
い経験になるといわれています。
「なぜ失敗したのか」「どこでつまずいたのか」「どうすれば良かったのか」等の失

敗の経験からは、たくさんのことが学べます。また、困難なことにぶつかることは自
分の限界に挑戦することでもあり、精神的に強くなります。困難なことから逃げるこ
とは簡単なことですが、そこでできうる限りの方法を探すことで自分の能力が一気に
伸びることがあります。また、他の人の助けを借りることで、いかにチームワークや
職場の協力が大事かを身をもって感じることができます。

仕事ではたしかに成功体験も必要といわれていますが、ときには失敗や困難な場面
も必要です。あえて作るのは難しいとしても、その場面がやってきた場合には、メン
ターとして必要な場面である、それを支援するのが自分の役割でもあると考えてくだ
さい。

与える仕事を「計画的」に
「段階的」に考えていますか？

計画的・段階的に仕事を与えていく条件
❸
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⃝本人の自律的姿勢

⃝メンターの環境整備

⃝�メンターや周りの
人の指導や支援

⃝�「計画的・意図的」
な仕事の考え方

⃝本人の自立的姿勢

⃝失敗の経験

⃝困難場面の経験

⃝本人の成長意欲 ■仕事を通じて成長したいという意欲がある

■物事の判断を人に任せず、自分自身の力でできる
■自分自身をセルフコントロールできる
■�自分の判断に従って行動したことに対して責任を負
える

■指導力により成長が左右される
■支援力により成長が左右される

■プロセスから学ぶ

■�支援力が十分に発揮できるように、自分自身の環境を
整える

■�精神的に強くなる
■チームワークや協力の大切さが理解できるようになる

■計画的に新人の成長を見据えて仕事を与えていく
■目的を明確にして意図的に仕事を与えていく

12
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人材育成が上手くいかない組織や職場には、下記のような特徴があります。

「目指す人材像」が描き
切れていない
「場当たり的な育成」になっている

これまでの成功体験を
断ち切れていない

Answer

3

Question

3 人材育成が上手く
いかない要因とは？

新人に１年後（将来）どうなって
ほしいかという目指す人材像がない

目指す人材像がないので、当然育成プランもない

育成プランがないので「場当たり的な育成」となる

「場当たり的な育成」をするものの人材育成者は
その役割責任を負わされ疲れている

人材育成者は自分の仕事を抱えながらの支援や指導になるので、
効果的な支援や指導ができない

要因❶

要因❷

要因❸
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さあみなさん、上記のような状態になることは、新人にとってもメンターにとって
も職場にとっても望ましいことではありません。誰にとっても良いことは１つもない
のです。

しかし、現実にはこのような最悪の状態にならないまでも、少なからず新人の成長
が停滞したり、メンターが１人で責任を抱え込んだりしている現状はあるようです。

みなさんに、より効果的にメンターの役割を果たしていただくためにも、人材育成
が上手くいかない要因をしっかり把握しておくことが必要です。

こんなことだから、人材育成者はこの役割は引き受け損だと思い、
二度と引き受けなくなる

新人本人は一所懸命やるものの、人材育成者の
支援や指導不足により成長が見られない

それに対し、上司を含め周りの人の協力がない

新人に元気がなくなり、仕事の効率も落ちてくる

人材育成者はますます責任を感じ、辛い立場になる

あるとき新人から「辞めたい」という話が出る

人材育成の基盤が定着しにくくなる

結果、人が育たない組織になってしまう

（最悪の場合、離職率が高く、人が定着しない組織になってしまう）

14
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新卒を採用するとき、どの組織においても「このような人材を採りたい、逆にこの
ような人罪は採りたくない」という明確な「じんざい」像があると思います。しか
し、採用後、いざ育成という段階になると、その「じんざい」像がどこかへ消え去っ
ているのではないでしょうか。つまり、仕事を通じてどのような人材に育てていくの
か、育成の目指す人材像がぼんやりとしか描き切れていない、もしくは目指すべき人
材像すらないということであれば、まっさらな新人を育てるのはとても難しくなると
思います。

目指す人材像が描き切れていない組織は、「どのような仕事を通じ、どのように育
て、結果、どうなってほしいか」という基準がないのです。これを「場当たり的な育
成」と呼びます。忙しい職場ほど、「手があいたときに育てよう」「気付いたときに、
気付いた人が育てよう」「まとまった時間が確保できたら育てよう」となりがちです。
これが場当たり的な育成のはじまりです。

忙しい職場に「手があくとき、気が付くとき、まとまった時間があるとき」は、い
つくるのでしょうか？ 私たちはよく「時間が確保できたらやろう」と考えますが、
結局、時間が確保できることはなく、やらずじまいになってしまうことがあります。
人材育成もこれと同じです。時間は自然と湧いてくるものではありません。人材育成
の時間は「作り出す」しかないのです。育成の時間を作り出すことが、場当たり的な
育成にならないための一番良い方法なのです。

「細かく決めなくても、何とかなってきた」という背景には、決まって「現場任せ」
が存在します。「現場に任せる」という体の良い掛け声で、人を育てている組織です。
それは、何も決めず、誰も責任を取らない方が楽だから、そうしているのだと思いま
す。しかし本当にそれで、さまざまな環境変化が大きいこれからも人は育つのでしょ
うか？　今の現場は、人材育成責任者である管理職ですらプレイングマネージャー化
し、プレイングをしながら片手間に人材育成をしているような状況です。かつ、若手

ズバリ、人材育成が上手くいかない要因として、以下の３つが挙げられます。

その組織にふさわしい、「目指す人材像」が
描き切れていない、もしくはない

●1
要因

目指す人材像が描き切れていないので、
場当たり的な育成になっている

●2
要因

これまでの「人材育成は細かく決めなくても、何とかなって
きた」という、成功体験を断ち切れていない

●3
要因
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にはかつてないほどの成長のスピードが求められています。このような職場環境にお
いて、「細かいことを言わず、現場に放り込めば何とかなる」という考えは、とても
危険だと思います。今までの、何とかなってきた成功体験を断ち切れるか否かが、人
材育成の分かれ道になってくると思います。

16
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人材育成が上手くいく要因は、上手くいかない要因の逆のパターンともいえます。
プラスアルファ、運用として「フィードバック」や「面談」が実施されれば、必ずや
人材育成は上手くいくと思います。

新人であれば、「１年後、このような人材に育っていてほしい」という、明確な人
材像を設定することです。できたら、「誠実に仕事に向き合う人材」といったイメー
ジ的な表現ではなく、より具体的な表現で人材像が描けると、目指す姿がはっきりし
てきます。

たとえば、ある組織では「知識・技術・マインド」という３つの要素を切り口とし、 
“１年後の目指す人材像”として、「○○と□□（知識）の全体を把握し、決められた
期間内に△△（技術）ができ、自分の目標を自分で設定し、やり切る精神力（マイン
ド）を持つ人材」というように目指す人材像を明確に定めています。

Answer

4

Question

4 人材育成が上手く
いく要因とは？

「目指す人材像」が明確に
されている

要因 1

「計画的・意図的」な育成に
なっている

要因
2

人材育成の「あり方」と
「やり方」を育成プランに
落とし込んでいる

要因 3

「フィードバック」や「面談」が
実施されている

要因 4

その組織にふさわしい「目指す人材像」が
明確にされている

●1
要因
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別の切り口としては、「社会人として→金融人として→○○銀行員として」といっ
た、３つの要素で目指す人材像を明確にしている金融機関もあります。“１年後の目
指す人材像”として、「社会人として約束を守り、金融人として正確で丁寧な言葉遣
いができ、○○銀行員としてお客様のご要望をしっかり受け止めた対応ができる人
材」というように具体的に定めている金融機関もあります。

要因１のように、「１年後の目指す人材像」が明確にされていれば、１年かけて目
指す人材像になるために、「いつ、何を、どのように身に付けていけばそうなれるか」
を決めれば良いのです。このように、「いつ、何を、どのように身に付けるか」にも
とづいて、本人に仕事を与えていくのが計画的な育成です。そしてその育成計画に
は、「１年後には窓口業務の90％（残り10％は苦情対応など）を一人で対応できるた
めに」といった目的が、必ず存在します。このように、育成の目的までしっかり定め
ることを「意図的な育成」と呼びます。

人材育成が上手くいくためには、人材像を明確にすることだけでなく、それに合わ
せて具体的にどう育てるのかという「計画」と、なぜそうするのかという「目的」が
そろって、はじめて「計画的・意図的」な育成といえます。

人材像が明確にされているので、
計画的・意図的な育成になっている

●2
要因

1年後の目指す人材像
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「人は現場でこそ育つ」といわれています。これは人材育成の“あり方”としては正
しいのですが、「現場に放り込めば何とかなる」という丸投げする“やり方”では人は
育ちません。
「人は現場でこそ育つ」という意味は、「人は仕事という“こと”を通じて成長する」

という意味だと思います。仕事には楽しい“こと”、苦しい“こと”、やればできる
“こと”、やってもむくわれない“こと”など、様々な“こと”が存在し、その経験が
人の成長につながるのだと思います。したがって、これらの“こと”を経験できる場
は、まさしく現場ということになります。

この現場主導の「あり方」をもとに、「やり方」として育成計画書や育成プランと
いった書面に落とし込まれていれば人材育成は上手くいくと思います。（「育成プラン
の見本」については40頁参照）

多くの金融機関では、育成計画書や育成プランを作成しています。しかしながら、
その「運用」についてはいささか疑問が残ります。立派な育成計画書が存在しても、

目指す人材像

計画的育成

計画的・意図的育成

意図的な育成

「いつ、何を、どのように身
に付けるか」にもとづいて、
本人に仕事を与えていく

「○○までに××を△△の
ために対応できる」といっ
た育成の目的をしっかり定
める

人材育成の「あり方」と「やり方」を、現場主導で
育成計画書（育成プラン）に落とし込んでいる

●3
要因

育成計画書や育成プランに対する
「フィードバック」や「面談」が実施されている

●4
要因
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それを運用しなければ、それはただの紙切れにすぎません。育成計画書に息を吹き込
み、人を育てるツールにするためには「フィードバック」や「面談」の実施が欠かせ
ません。

新人であれば、「本人・育成担当者・育成責任者」の三者が、最低でも３か月に１度、
面談を実施することが必要でしょう。そして「本人・育成担当者」の二者では、でき
れば３か月間、毎日フィードバックが実施されることが理想です。最低でも１週間に
１回のフィードバックがあれば、運用は上手くいくと思います。

そして多くの金融機関では、業務日誌という書面を通じ、育成担当者や育成責任者
からのフィードバックが行われていることと思います。ただ、業務日誌という書面で
は、育成の“レベル”や“スピード”は確認できますが、モチベーションといった心
理面の育成の確認が課題となります。たしかに、「何ができて、何ができないのか」「ど
の程度、理解・習得できたのか」という、仕事のレベルやスピードは書面でも確認す
ることが可能です。しかしながら、業務日誌の記述から、新人本人のモチベーション
を読み解くことはかなり難しいのではないでしょうか。

モチベーションといった心理面の把握に適しているのは、対面での「フィードバッ
ク」や「面談」です。業務日誌に依存することなく、書面と面談を上手く組み合わせ
てこその運用だと思います。

最低でも3か月に１度、本人、育成担当者、

育成責任者の三者での面談を行いましょう。

育成担当者

育成責任者

本　人
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