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はじめに

　人は心身の健康なくして社会に貢献することはで
きません。私は看護師とは患者の健康や命を守り、
人々の活躍と活力ある社会を支える素晴らしい職業
だと考えています。それだけに看護師長の仕事は大
変価値があり、非常にやりがいがあると考えます。
　私が言うまでもなく、看護師長の最も重要な役割
は、部下である看護師一人ひとりの育成と組織（看
護部や病棟等）のマネジメントを行うことです。私
は看護師の育成とマネジメントの要諦は、看護師長
とスタッフがお互いの「持ち味」を認めて共有し、
チームとして問題解決をし、成果を出していくこと
にあると考えています。
　本稿では、看護師長がスタッフの「持ち味」に向
き合い、それを活かすことで看護師長の自己成長の
一助にしていただければ幸いです。

「持ち味」って何？

　そもそも人の「持ち味」とは何でしょうか？　私
は「良い方向に発揮される個性（特徴的な部分）」
だと考えています。似たようなものに「コンピテン
シー」や「強み」がありますが、それらには他人と
比較する概念が入るのに対して、持ち味は他と比べ

ることはありません。
　みなさんよくご存じの二宮尊徳は「持ち味」のこ
とを「物や人に備わる良さ、取り柄」とし、それを
「徳」と名付けました。また、「徳（持ち味）」を活
かして社会に役立てていくことを「報徳」と呼びま
した。この「報徳」の考え方は、トヨタ自動車やパ
ナソニック等、日本を代表する会社の経営のバック
ボーンにもなっています。
　パナソニック創業者の松下幸之助は「持ち味」に
ついて次のように語っています。
　「人間というものは、持ち味（自分の天分）を生
かし切るとき、初めてほんとうの生きがいや幸せと
いうものが味わえる。自分に与えられた持ち味を生
かし、自分が責任を持って果たさなければならない
つとめ（使命）を自覚し、やり遂げること。これこ
そが人間としての成功と呼べるものではないでしょ
うか。人生や人間としての成功を、自分の持ち味を
生かすことにあると考え、それを求めていくことに
よって、不満や悩みの解消に役立ち、個人としての
生きる喜びも、社会全体の発展や繁栄も、より高い
ものになると思います。」
　この言葉のとおり、私は看護師長が自身とスタッ
フの「持ち味」を活かしていくことが、お互いの成
長に欠かせないものと考えています。
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「持ち味カード」とは？

　「持ち味カード」とは、弊社がこれまで人事労務
コンサルティングで培ったノウハウを活かし、現代
のビジネスパーソンに必要な要素（スキル・思考・
行動特性＝仕事をする上での「持ち味」）を70枚の
カードに厳選・体系化したものです。
　このカードを使うと自分や他人の「持ち味」を理
解することが短時間で簡単にできます。弊社ではこ
のカードを使って、「採用」、「人事考課」、「キャリ
ア形成支援（持ち味カウンセリング）」、「チームワ
ーク強化」、「行動基準作成」、「組織風土改善」など
さまざまな組織人事分野で効果を上げています。
　「持ち味カード」は表１にある項目がカードにな
っています（写真）。ここでは誌面の都合上、項目

のみ紹介しますが、カード内容についての詳細は弊
社ホームページをご覧ください。（http://www.
delight-c.com/item/mochiajicard/index.php）

写真　持ち味カード

表１　持ち味カードの分類とカード項目

項目分類 カード項目

キ
ャ
リ
ア

キャリア・
コア

01 素直さ
06 自己開示

02 誠実さ
07 意思決定

03 自己理解
08 自己啓発

04 他者理解
09 傾聴力

05 慎重さ
10 自己管理

キャリア・
マインド

11 チャレンジ精神
16 大局観

12 目標達成志向
17 高い志

13 自律志向
18 使命感

14 ポジティブ志向 15 自信

ジ
ョ
ブ

ジョブ・
ベーシック

19 専門知識
24 タイムマネジメント
29 判断力
34 問題解決

20 専門スキル
25 コスト意識
30 組織コミットメント
35 失敗を活かす力

21 正確性
26 情報の活用
31 情報の発信・共有
36 人脈づくり

22 スピード
27 計数感覚
32 論理的思考
37 顧客志向

23 段取り
28 柔軟性
33 業務改善
38 チームワーク

ジョブ・
アドバンス

39 アレンジ力
44 業務企画

40 リスク管理
45 プレゼンテーション力

41 分析力
46 交渉力

42 クレーム・トラブル処理
47 マーケティング力

43 人物の把握
48 創造力

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

人材育成
49 メンバーへの公平さ
54 部下・後輩の育成

50 ファシリテーション
55 コーチング

51 エンパワーメント
56 動機づけ

52 コミュニケーション 53 フィードバック

リーダー
シップ

57 率先垂範
61 起業家精神

58 統率力
62 先見性

59 部門間調整力
63 決断力

60 影響力

組織
マネジメント

64 業績マネジメント
69 方針策定

65 組織課題解決
70 経営理念の共有

66 計画立案 67 目標立案 68 戦略構築

【キャリア】　　　No 01～ No 18　18枚　キャリア形成の基盤となる項目分類
【ジョブ】　　　　No 19～ No 48　30枚　仕事の質を高め、専門性を磨く項目分類
【マネジメント】　No 49～ No 70　22枚　組織のマネジメントに必要な項目分類
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自分の「持ち味」を知る意味、
他人の「持ち味」を知る意味

　「持ち味」は全ての人に備わっています。しかし、
自分の「持ち味」に気付いている人はごくわずかで
す。多くの人は自ら他人と比べたり、比べられたり
して、本当の自分の良さを見失ってしまっているよ
うです。
　自分の「持ち味」を知り、発揮することができた
ら、成長の可能性と仕事のチャンスは限りなく広が
ります。また、持ち味を発揮できているときは自分
らしく生き生き働くことができ、長期的には自分ら
しいキャリアを歩むことができます。では、他人の
「持ち味」を知る意味とは何でしょうか？
　良い職場ではお互いが他人（上司、同僚、後輩）
の持ち味をよく理解し、認め合っています。他人の
持ち味を認めることができる人は、相手に有能感や
自己効力感を与えることができ、大変良い人間関係
を築くことができます。看護師長がもっと他人（看
護師）の持ち味を知り、認めたり、褒めたりしたな
らば、強固な信頼関係を築くことができます。スタ
ッフとの信頼関係が希薄な中では、いくら知識があ
っても、何をしても、看護師長としての役割を果た
すことはできないでしょう。また、それぞれの持ち
味をよく理解することで、チームづくり（持ち味の
組み合わせ）や役割分担に活かせれば、それぞれが
生き生き働けると同時にチームのパフォーマンスも
向上させられます。
　そこで、次に紹介する「持ち味発見ワーク」で、
自分の「持ち味」と他人の「持ち味」を理解し認め
合うことをしてみます。

持ち味発見ワーク（図参照）

　まず、「持ち味カード」を使って客観的に自分自
身と向き合います。70枚のカードに書いてある項目
と定義を読んで、直感的に自分の「持ち味」を選択し

振り分けます。カードに向き合い、自分の中で相対
的に良いと感じるカードを選んでいくので必ず自分
の持ち味であるカードにたどり着くことができます。
「持ち味発見ワーク」は、次のステップで行います。

「持ち味発見ワーク」のステップ

【STEP１】（個人ワーク：10分）
あなたの「持ち味」と思うものを「持ち味カード」

の中から選びます。

・直観的に「これは自分の中では自信がある」、「日
ごろ、意識して行動している」、「過去、他人から
褒められた経験がある」と思えばYESとする
（YESカードの上に置く）
・このとき他人と比べる必要はありません
【STEP２】（個人ワーク：15分）
YESと選んだカードの中から、最も自分の「持ち味」

だと思えるカード３枚を選び、選んだ理由（実際の

出来事やエピソード等）を具体的に書き出します。

【STEP ３】（グループワーク：１人当たり15分。
グループは４人程度が適当）

選んだ「持ち味」とその理由を他者（他の３人のメ

ンバー）に伝え、他者からフィードバックをもらい

ます。

・他者は相手が語った「持ち味」とその理由につい
て、フィードバックします。フィードバックの内
容は、①「まず相手の持ち味について認める発言
をする」、②「ポジティブな感想やアドバイス等
を述べる」、③「相手が気付いていない持ち味を
伝える」です。

　「持ち味発見ワーク」はとてもシンプルかつ短時
間のワークですが、参加メンバー各人にとって大き
な気付き（変化）が得られます。また、参加者はと
ても楽しそうに生き生きとワークに取り組んでいる
ことが印象的です。やはり自分と他人の「持ち味」
には大変興味があり、素直に向き合っていただける
ようです。
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図　持ち味発見ワークのステップ～持ち味カードの選択と他者フィードバック～

STEP
1 「持ち味カード」を３つに振り分けます（YES・NO・YES or NO）

STEP
2 自己分析（持ち味 Best 3 の選択） STEP

3 他者フィードバック（承認、コメント）

「持ち味カード」

「持ち味」の分類

輝く人財が実際に行動している行動例
【この行動例をチェック、参考にし、あなたの「持ち味」を自分オリジナルな行動として記述
してみてください。超具体的にあなたの行動が記述できれば、必ずあなた自身のレベルアッ
プにつながります。行動ですから、～しているという表現になっています。】

NO.は１～70まで

「持ち味」項目の名称

マネジメント ジョブ キャリア

YES・NOカード

「持ち味」項目の
定義と意味
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持ち味発見ワーク参加者の変化

　では次に、ワークをとおして得られる変化を事例
から見ていきましょう。
　ある小児科病院で看護師を含む15人を対象にワー
クを実施した１週間後、参加メンバーに感想を書い
てもらいました。この中から、参加者の変化が読み
取れます。そのいくつかをご紹介します。
看護師Ａさん：
「相手を受け入れ理解したいと思うようになった。

これは大きな変化！」

　「ワークを実施し、『持ち味カード』を使ったこと
で、人と自分は違う特性を持っているのだと、当た
り前のことだけれど忘れていたことに気付かされま
した。いつも私は人と比べてしまい、私はダメな人
間だと否定的な考えになりがちでしたが、ワーク後
は「相手と自分は違うのだから、私は私らしくてい
いんだ」と思えるようになって、ささいなことの見
方が変わり、前向きな考え方をしていこうとポジテ
ィブになりました。比べることをしなくなったら、
相手を受け入れ理解したいと思うようになり、自分
から積極的に関わっていきたいと思うようになりま
した。この先30年を自分の持ち味を活かして自信を
持って働き、毎日楽しく充実したものにしていきた
いと思いました」
看護師Ｂさん：
「自分自身を振り返ることができた」

　「今回のワークによって、自分自身を振り返るき
っかけができました。他人が自分を知っているとい
うことが、何だか不思議な感じがしました。自分が
選んだ持ち味をメンバーに伝え、メンバーから意見
や感想をもらったときには、褒められている気分に
もなり、心地良い時間を過ごすことができました。
また、異なった年齢間での意見交換もでき、みんな
しっかりした考えを持っていることに正直驚くこと
もありました。最後に「お互いに良いところを認め

合い、お互いに協力し、お互いの専門性を磨きまし
ょう！」をモットーにこれから頑張っていきたいと
思います」
看護師Ｃさん：
「今後は持ち味を活かし、そして増やしていきたい」

　「今回は自分の持ち味を発見するということで、
カードを使ってワークを行いました。話を聞くばか
りではないので、大変楽しく取り組むことができま
した。自分では何ができているかなど気付くことは
難しいですが、今回のワークを行って「自分のでき
ているところ、できていないこと（課題）」が発見
できたと思います。他のメンバーの意見も参考にし、
今後、持ち味を活かして仕事をしていきたいです。
また、自分の持ち味を増やしていきたいです」

　以上、３人の感想をご紹介しましたが、参加メン
バー15人の主な変化のポイントをまとめると次のよ
うになります。

・相手と自分の持ち味の違いを知って、相手を受
け入れ理解したいと思うようになった
・自分の持ち味をもっと活かしたいと思うように
なった
・自分自身に新しい発見があった
・お互いの良いところを交換し認め合うことで、
もっと協力し合えると思った
・メンバーからフィードバックを受けたことで自
分自身の「できていること」と「できていない
こと」がよく分かった
・自分と向き合い、振り返ることができた

　これら参加メンバーの感想からも分かるように、
自分の持ち味と向き合いお互いに認め合うと、とて
もポジティブな心境の変化が起こります。この心境
の変化をワークで終わらせることなく、実践の場で
の行動の変化につなげていきたいものです。
　最後に、「持ち味発見ワーク」における各人のカ

POINT!
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ードの振り分け結果は、「持ち味の窓」のように表
すことができます（表２）。看護師長がスタッフ一
人ひとりの「持ち味の窓」を理解しておくと、看護
師の育成と組織のマネジメントを行うのに大きな手
掛かりになります。
　「持ち味の窓」で特に注目すべきは「宝の持ち味」
です。「宝の持ち味」を認識し職場で活かしていくと、
眠っていた本来の能力を大きく発揮（才能の開花）
できます。これは組織にとっても大きな成果につな
げていくことができます。

持ち味を活かして
一人ひとりに効果的な育成をする

日常の職場で看護師の持ち味を認める
（承認する）１

　看護師の育成を行うためには、まず指導者である
看護師長自身の「持ち味（持ち味の窓）」をスタッ
フと共有することから始めます。看護師長の持ち味
を伝えることで、スタッフは看護師長に対する理解
を深め、親近感を持つようになります。
　次に、看護師長がスタッフの「持ち味（持ち味の
窓）」を知り、その持ち味を認めていくことをします。
「認める（承認）」とは、大きく分けると「相手の存
在そのものを認めること（存在承認）」と「相手の

言動や望ましい行動の事実を認めること（事実承
認）」がありますが、ここでは後者に焦点を当てます。
　看護師長は日常の職場の中でスタッフをよく観察
し、持ち味の発揮に関する言動が見られたら、その
場でその事実をさりげなく言葉で伝えていきます。
承認のポイントは「小さなことこそ伝える」、「具体
的に伝える」の２つです。
　スタッフは看護師長から持ち味に関する言動を認
めてもらうと、有能感や自己効力感を抱くようにな
ります。そうなると働くことについてモチベーショ
ンが上がり、自発的に仕事に関して努力し、成長し
ようとします。また、認められることにより看護師
長に対し信頼を深め、支持するようになります。

「持ち味を活かす」、「持ち味を獲得する」
を支援する２

　人の育成において最も重要なのが、現在の持ち味
を今後どう活かし、また、今後増やしたい持ち味を
いかにして獲得できるように支援するかということ
です。
　看護師長はスタッフの「持ち味の窓」を参考にし
て、本人が「持ち味」をどう仕事に活かしていきた
いかを考えさせます（持ち味面談を行う）。「持ち味」
を仕事に活かす視点は、「①現在の行動の質を上げ
る」、「②行動の範囲（種類）を広げる」ことです。

表２　「持ち味の窓」のフレーム

自分が知っている持ち味 自分が知らない持ち味

他人が
知っている
持ち味

「自他共に認める持ち味」

＊自分も他人も認識している持ち味。お互いに持ち味
を知っていることで、安心できる。また、今後、仕
事の中で持ち味をさらにどう活かしていくか検討を
し、仕事の質（レベル）を上げ、幅を広げていく。

「宝の持ち味」

＊自分では気付いていないが、周りの人は持ち味
と認識してくれている（認めている）。この持
ち味を素直に受け入れ、日常の仕事の中で意識
して活かしていくと才能が開花する可能性が大
きい。

他人が
知らない
持ち味

「自己開示する持ち味」

＊自分は持ち味と思っているが、他人はそう思ってい
ない。だからといって全く落ち込む必要はなく、こ
の持ち味を他人に伝え理解してもらう。そうするこ
とによって仕事や自己成長のチャンスが増大する。

「未知の持ち味」

＊自分も他人も知らない未知の持ち味。環境が変
わったり、命がけで何かをしたりするときに突
如、認識できるかもしれない。そのときまでと
っておけばよい。
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看護師長から「こうしなさい」、「こうすべきだ」と
言う必要はありません（むしろ言ってはいけません）。
そして、看護師の考えを「超」具体的な行動として
文章に書き出してもらい、職場の中で実践してもら
います。
　一方の「持ち味を獲得する」支援ですが、これは
現在持ち味とはいえないが今後持ち味にしたいと思
っているスタッフのポジティブな思いを実現するこ
とです。この持ち味については、なぜそう思ってい
るか理由を共有し、組織が進む方向と整合性を取り
ながら支援します。
　どちらの支援も、スタッフ本人が自ら設定した（文
章に書き出した）目標に対する具体的な行動を看護
師長が観察し、１カ月に１回くらい振り返りの場を
設け、目標やあるべき姿にどれくらい近付けたか、
またどの程度行動することができたか等の事実を客
観的に伝えます。

持ち味マネジメントを行う３

　一般的にマネジメントとは、組織の目標を達成す
るためにリーダーシップを発揮し、P（計画）－D（実
行）－C（評価）－A（改善・対策）を回すことです。
　「持ち味マネジメント」とは、看護師長がスタッ
フ一人ひとりと向き合い、一人ひとりの持ち味を把
握し、その持ち味が発揮できるよう仕事をデザイン
（考案・設計）し、与えていくことをいいます。そ
して、スタッフ同士の持ち味を結び付け、チームで
より良い問題解決、新しいアイデアを出させていく
ことです。

　この「持ち味マネジメント」が浸透していけば、
スタッフはチームワークの発揮によって何ができる
のかを理解し、自ら成長していきます。また、お互
いを認め合うことで離職率が減り、「良い人材」が
定着するようにもなります。
　松下幸之助が言うように、人は「持ち味（自分の
天分）を生かし切るとき、初めてほんとうの生きが
いや幸せというものが味わえる」わけですから、持
ち味を活かすマネジメントをすることは、看護師長
にとってもスタッフにとっても、この上ない喜びに
つながることでしょう。

最後に

　看護師長は非常にやりがいのあるポジションと考
えますが、一方でその立場から生じる葛藤や不安、
悩みも多いと思います。従って、それらの解決のた
めにマネジメントに関する知識やスキルを学んだり、
外から何かを付け足そう、取り入れようと思うかも
しれません。
　もちろんそれらも大事なことですが、本当に大切
なのは外から何かを自分に付け足すことよりも、自
分の「持ち味」（欠点を含めたありのままの自分）
をフルに活かし（自分の良さを他人にささげ）、ス
タッフの持ち味を引き出し育てていくことにあるの
ではないかと思います。
　ぜひ、ご自身とスタッフの持ち味を再確認し、お
互いの持ち味を認め活かしていっていただけたらと
思います。

PROFILE
近藤圭伸（こんどう よしのぶ）
デライトコンサルティング株式会社代表取締役／社会保険労務士法人デライトコンサルティング代表社員。中小企業診断士・社会保険労
務士／いい会社アドバイザー
青山学院大学経営学部卒。株式会社デンソー勤務の後、監査法人トーマツのコンサルティング部門で人事コンサルタントとして、さまざ
まな業種・規模にわたるプロジェクトを経験。現在は、中小企業を中心に、複雑化・高度化する採用から退職までの人事労務課題解決を
粘り強く支援・解決している。また、『持ち味カード』、『いい会社カード』を活用した「いい会社づくり」をライフワークとして、全国
で活躍中。
主な著書に「上司の人事労務管理力」（2012、中央経済社）、「管理職・職場リーダーのための人事労務Ｑ＆Ａ」（2010、中央経済社）、「わ
かりやすい会社規程作成の手引」共著（1994年、新日本法規出版）他多数。




