
人材基盤 

育成方針

「信頼」と「スピード」という
「双日らしさ」を体現する
人材の育成に注力します。

常務執行役員
秘書、人事総務担当

平井 龍太郎

双日グループの持続的成長のためには、安定的な収益基盤の創出とそれを維持・発展させ
ていく人材の厚みが必要です。多様な人材を広く世界に求め、新たな事業領域を担うグ
ローバル・マネジメント人材を継続的に育成するとともに、当社の企業理念・行動指針の定
着により、グローバルな環境変化に機敏に適応し、「信頼」と「スピード」に基づく「双日らしさ」
を実現してまいります。

自ら考え、行動し、やり抜くことで、世界を舞台に「価値を
創造することのできる人材＝稼ぐ人材」をグローバル・マネ
ジメント人材と定義し、グループスローガンである「New 
way, New value」の体現により企業理念を実現する。そ
のような人材をOJT＊1、Off-JT＊2（研修）、ジョブローテー
ションの三位一体で育成していきます。
＊1 On the Job Training
＊2 Off the Job Training

目指すグローバル人材像

グローバル 
マネジメント人材

企業理念、行動指針
(New	way,	New	value)

OJT

ジョブ	
ローテーションOff-JT
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グローバル人材戦略

今後注力する取り組み

課題と取り組み方針
中期経営計画2017では大きく3つのテーマを中心に

各種施策を進めていきます。
1つ目は、新たな機能の獲得に積極的な人材、創造性を

発揮する人材の育成です。当社の成長には従来の発想に
固執せずグループ社員一人ひとりが自ら課題を見つけ、
これまでなかった機能の導入や創意工夫によって日々改
善を積み重ねていくことが重要となり、改善意識の向上を
促す取り組みを行っていきます。また、新たな事業領域を
担う人材を継続的・計画的に育成し、幅広い業務経験の充
実と得意分野での力の発揮を促していきます。

2つ目は、多様な人材活用によるグローバル化への対応

です。グローバル化が加速する事業環境でも闘い抜ける
強い人材の育成は不可欠であり、社員のグローバル化を
促す施策を継続していきます。また、海外現地スタッフの
強化や、社員一人ひとりが各職場で自分らしく力を発揮で
きるよう、さらなるダイバーシティの推進に取り組みます。

最後に、「信頼」と「スピード」に基づく「双日らしさ」を実
現する企業文化の醸成です。2014年に策定しました「行
動指針」のグループ内定着を目的に、研修を中心とした社
員の理解・納得感の醸成を重点的に取り組んできました。
今後は、社員一人ひとりの日々の行動が、これら行動指針
やスローガン、ひいては企業理念の実践につながるよう、
企業文化の醸成を促す各種施策を展開していきます。

新たな機能の獲得、創造性を発揮する人材育成

多様な人材活用によるグローバル化への対応

「信頼」と「スピード」に基づく「双日らしさ」の醸成

海外短期・長期トレーニー派遣制度、語学研修や
MBA派遣など、早期に海外経験を積ませるべく運用を
強化していきます。また、本社外国人社員の採用、およ
び日本人社員と海外現地スタッフとの相互補完によっ
て、日々の業務を通じてお互いの価値観を理解し、とも
に業務を遂行する経験を養う環境づくりを進めます。

海外現地スタッフには、各拠点の次世代リーダー候補
者を東京本社に集め、全社的なビジョン・戦略、事業判断

の視点などについて議論する「グローバルネクストリー
ダー研修」を継続して実施し、海外地域の成長戦略を実
行する人材を育てていきます。

女性総合職には育児休職制度などの「キャリアを止め
ない」施策の拡充、全社員にはワークライフバランス支
援制度の整備を図り、社員が働きやすい環境づくりに取
り組みます。

部・課長に対しては、新任部長・課長研修や選抜型研
修、そして年に1度の集合研修を通し、ビジョンや戦略の
ブラッシュアップと、それを実現するためのリーダーシッ
プの強化を図っていきます。研修を通して明らかとなった

課題や新たな挑戦にはフォローアップを行い、より実践に
つなげるよう促していきます。若手・中堅層に対しては、
従来の研修内容を一部変更し、M&A研修や新規ビジネ
ス立ち上げに特化した研修を新たに提供していきます。

従来の各種研修における行動指針の「理解・納得感」
の醸成や、課単位での行動指針策定による社員の「行動
への結びつけ」に加え、社員一人ひとりが行動指針を徹
底しやすいよう、評価制度の一部変更を実施します。さ

らに、本社社員のみならず、海外拠点、グループ会社に
も同様の取り組みを行うことで、グループ一丸となって

「双日らしさ」の醸成に取り組みます。
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社員育成プログラム

　双日では、社員の成長をサポートするためにさまざま
な研修を実施しています。その中心となるのは「必修研
修」と「プロフェッショナル研修」。「必修研修」では、社内で
実施する講義・試験（貿易実務、法務・安全保障貿易管理・
コンプライアンス、アカウンティング、TOEIC IP試験（L/
R・S/W））と外部機関の試験（簿記）を活用し、商社パー
ソンとしての基礎的な知識の習得や資質向上を目指しま
す。一方、「プロフェッショナル研修」においては「スキル」
「マインド」の両面から鍛錬していきます。「スキル」では、
さまざまなビジネスで必要となるプロフェッショナルとし

て必要な知識を習得し、技能を磨きます。「マインド」で
は、会社理解、役割理解、コミットメント、やり遂げる力と
いった項目にフォーカスし、「合宿型研修」を通じて人間力
や実現力の強化を図ります。必修研修以外では「海外
MBA派遣」「海外語学研修」といった選抜型の研修のほ
か、中国語、ポルトガル語などの語学研修のサポートプロ
グラムを実施。また、管理職向けの「新任研修」「集合研修」
「選抜研修」を実施し、各階層の成長や商社における経営
環境に適した研修を実施しています。

役割
等級 入社1年目 2年目 約6年目 約10年目 課長補佐／

課長代理 課長 部長

育成
コンセプト

社会人としての
基礎能力の育成

基礎知識の
吸収

基礎知識の
応用力を育成

知識を
具体的成果に
つなげる力を育成

次世代
ライン長の
育成

次世代経営者の
育成（リーダーシップ醸成）
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E-Learning

●必修研修5科目
アカウンティング（基礎）
TOEIC 730点、S6, W7

日商簿記（3級）
貿易実務試験

法律・安全保障貿易管理・コンプライアンス試験

●国内ビジネススクール派遣

●TOEIC
強化研修

・コンプライアンス
・リスク管理
・情報セキュリティ

・腐敗防止
・内部統制
・ＣＳＲ

●Global Business  
Communication
（英語） 
＜Basic＞

●Global Business 
Communication
（英語）

＜Advanced＞

●新プロ
フェッショナル
研修B

御殿場合宿研修（Ｐ１）
双日の原理原則
（中級）

御殿場合宿研修（Ｐ２）
ビジネス
プランニング

リーダーシップ（応用）

●プロ
フェッショナル
研修A

（事前受科目）
プレゼン
テーション
スキル
ロジカル
シンキング

●海外
トレーニー

●新プロフェッショナル
研修A

経営シミュレーション
双日の原理原則（初級）
マーケティング（基礎）
経営戦略（基礎）

アカウンティング（応用）
ファイナンス（基礎）
リーダーシップ（基礎）

●本社研修(GPD: Global 
Professionals 

Development Program)

●本社研修(GNLD:Global Next Leaders 
Development Program)

●新人研修
新入社員ステップ
アップ研修

新入社員フォロー
アップ研修
新入社員導入
研修

●海外赴任異文化コミュニケーション研修

●ロースクール　●海外長期トレーニー

●経営シミュレーション研修 ●コミュニケーションコーチング研修

●MBA　●語学研修

●自己研鑽（英語、中国語、その他言語）

●本社短期派遣制度 ●本社駐在

●
M 
M
リ
ス
ク
管
理

研
修 ●階層別管理職研修
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人材基盤

現場が育てる人材

※人材・育成についての詳細は、当社ウェブサイトCSRページをご覧ください。
   （http://www.sojitz.com/jp/csr/)

OJTでの取り組み

　お客様からパートナーとしての信頼を得るには、第一に
誠実さが求められます。金谷さんの真摯な姿勢にはその
素地があり、指導の中では、担当業務の範囲内で最大限
自身の考えや工夫を発揮してもらえるよう心掛けていま
した。一方、それだけでは誠実とはいえず、周りの声を聞
く謙虚さも忘れずに。世界のお客様から信頼を得て、将
来、私の想像を超える人材に成長することを楽しみにして
います。

　新入社員が各部署で自立して業務を遂行できるように
なるために「指導員制度」を導入しています。指導員は、所
属長によって新入社員と同じ部署の先輩社員が任命さ
れ、1年間のOJTを通じて、双日パーソンとして求められる
行動指針を意識しながら、ビジネスパーソンとしてのマ
ナー、マインド、基本動作、そして所属部署での業務知
識を習得させるべく指導します。指導員に対しては「指導

員研修」を実施し、双日の新入社員研修・管理職研修な
どを担当している外部講師より、指導する側・される側の
両面の特性を加味して、一般的な「新人育成」ではなく
「双日の新人育成」をテーマに、効果的な育成計画や指導
方法についてアドバイスを受ける機会を設けています。ま
た、「ランチサロン」も実施し、担当する新人の成長状況、
良い指導方法を共有してもらう交流の場も設けています。

　業務を通じて、ご指導いただいた「前例にとらわれず常
に自身で考え抜く」ことの重要性を実感する日々です。取
り組みの粘り強さや相手の立場に立った説明など、まだ
まだ浅井さんから学ばなければならない点もたくさんあ
りますが、いつかは追いつき、追い越して、自身の目標で
ある「世界の人から一緒に働きたいと思われる人材」に成
長した姿を見ていただきたいと思っています。引き続き
ご期待ください。

現場の声

指導員　合金鉄部 合金鉄第二課（2008年入社） 

浅井 雄太
被指導員　合金鉄部 合金鉄第二課（2014年入社） 

金谷 竜太郎

指導員制度　1年間の流れ

• 指導員・所属長との目標設定。  
（1年後の姿と活動内容）
• 学習結果を被指導員が月例報告書
にまとめ、三者面談を実施。
• 面談結果を人事総務部へ報告。
• 指導員研修。

①育成計画書の策定

• 指導員・所属長と上期レビュー。  
(成長した点、未達の点)
• 下期からは、被指導員の報告書作成・
三者面談は四半期に1度行う。

②中間レビュー

• 目標と実績の乖離をレビュー。  
(乖離のあった点と原因分析)
• 以降は、所属長の指導の下、担当業
務の実践を通じて成長していく。

③期末レビュー

指導員、人事総務部との
ランチサロン
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ダイバーシティの推進

基本とする考え方

海外現地スタッフ採用・育成強化策
　GPD(Global Professional Development Program)、
GNLD(Global Next Leaders Development Program)
などの「グローバルネクストリーダー研修」は、海外現地
スタッフの育成を目的としたプログラムです。GNLDは
2011年11月に、GPDは2013年2月にスタートしまし
た。参加者の出身国はさまざまで、米州、欧州、アジア、中
国、オセアニア、中東など30ヵ国にも及びます。

　GPDは双日の文化、主に職能組織、歴史などの理解を
深めることやビジネスシミュレーションワークを通して、
マネジメントの視点を習得することを目的としています。
また、GNLDはGPD参加者よりもさらに上位である管理
職候補の海外現地スタッフを対象に、同じく双日の文化、
職能・営業両組織、歴史などの理解を深めるとともに、コ
ミュニケーション力向上プログラムを通して、部下の能
力を引き出すリーダーシップの在り方を学ぶことを目的
としています。

参加者の感想
　GNLDは、自分自身の
スキル向上や素質の伸
長、弱みと向き合う機
会を提供してくれただけ
でなく、個人のノウハウ
と社内のリソースを活用
する能力を強化すること
ができました。その結
果、自分自身への自信や
組織への一体感を強く
感じられるようになり、個
人・組織目標を超えて達
成することができました。また、GNLDに参加したことによ
り、所属部署において、ポジティブな風土や調和を推進す
ることができるようになりました。

　社員のさらなる活躍と、新たな価値観の創造のため、
双日はダイバーシティを重視しています。グローバル人材
獲得のための海外大学の新卒外国人の本社採用や、海外
現地スタッフの採用・育成強化、女性社員を支援する施

策を講じています。今後も、人種、国籍、性別、年齢などに
かかわらず、双日グループ社員の能力を最大限に発揮で
きる制度・環境づくりに向けて取り組み、「働きがいのある
会社」「働きやすい会社」を引き続き目指していきます。

GPDの参加者

Patricia Messina
Sojitz Corporation of America
Vice President & General Manager 
Accounting Department

 

GPDの様子

海外現地スタッフ管理職登用数の推移
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人材基盤

※ダイバーシティの推進についての詳細は、当社ウェブサイトCSRページをご覧ください。
   （http://www.sojitz.com/jp/csr/)

女性総合職の育成 課題と今後の取り組み
　対象者となる女性総合職全体および階層別に分けて
「キャリアを止めない」施策の拡充に取り組んでいます。入
社5年目以降に多く発生する出産・育児、配偶者転勤に伴
う駐在などのライフイベントによるキャリアの中断が本人
の成長や活用する側の意識の障害になることなく、社員
が能力を発揮できる環境づくりのために、若手社員の海
外経験などの早期化や階層別にキャリア意識醸成のため
の研修を導入したほか、所属部署と人事総務部が連携し、
管理職候補者の個別育成に取り組んでいます。また、育児
中の社員のために事業所近隣保育所の法人契約や海外
駐在時の育児サポート体制の構築も掲げています。

　2015年3月末現在、双日の女性総合職数は総合職全
体の約8％（計143名)、そのうち管理職も19名にとどまっ
ており、女性が活躍しやすい環境づくりにはまだ改善の余
地が残されています。
　双日発足後に入社した女性総合職が、将来、管理職候
補者として成長するまでの間、本人のキャリア向上意識の
醸成のみならず、各職場での人材育成に対する意識の向
上、多様な働き方を受容する風土の改革が必要と捉えて
います。
　この認識を基に、女性総合職が自身のキャリア向上を
考える各種研修や、その育成をバックアップするための本
人・上司間での面談や個別育成を継続する一方、各職場
が多様な働き方を受け入れやすいよう全社員を対象とし
たワークライフバランスの支援制度や職場環境の整備に
も注力していきます。
　これら施策を軸に女性総合職比率や女性管理職比率の
早期向上につなげ、女性総合職が将来にわたり働き続け、
活躍し続ける会社を目指します。

経営企画部 総合企画課 課長

中原 慶子（中央）
　海外トレーニー派遣制度や育児休職など、会社の
制度も活用しながら3つの部署を経験してきました。
その過程でかかわった上司・先輩からの指導や助言、
同僚からの理解が、働き続ける支え、糧となっていま
す。また会社を取り巻く環境変化の中で携わったさま
ざまな業務には、常に新しい学びがあり、仕事に向き
合うモチベーションとなってきました。仕事と育児の
両立も自らの挑戦の機会だと思っています。

同僚　経営企画部 総合企画課

黒本 直人（右）
　多様な知識と経験を基に、すべての業務に妥協を
許さず、責任を持ってやり切る姿勢にいつも刺激をう
けています。良きロールモデルとして我々を引っ張っ
ていってください。

同僚　経営企画部 事業戦略企画課

光田 倫子（左）
　長く仕事でご一緒する中で、数々の凄みに圧倒さ
れてきました。前線で活躍する女性のお一人として、
引き続き周囲に良いプレッシャーを与える存在でい
てください。

現場の声

女性管理職数の推移
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