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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2020年10月３日実施の第47回信用事業業務検定試

験「信用事業管理者」に出題した試験問題の解答と解説を

収録しています。

2 ．試験問題は，弊社ホームページに掲載中の別ファイルをご

利用下さい。第46回から，試験問題と解答・解説を分けて

いますので，ご注意下さい。

3 ．解説に，2020年度の通信教育テキストの参照ページを記載

していますが，今後，通信教育テキストの改訂により参照

ページが変更になる可能性がありますので，ご注意ください。

4 ．解説は，原則として，選択肢の順序にあわせて記述してあ

りますが，説明の都合上必ずしもこの順序になっていな

いものもあります。

5 ．なお，試験問題と解説は，試験実施日を基準にしておりま

すので，勉強にあたっては，その後の「法令・規則・制

度等」の改正，変更にご注意下さい。

本書の内容についての照会先 　　　　　　

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１

農林中金アカデミー研修企画部

TEL　03−3217−3420
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苦 手 な 業 務 の 克 服

問　1　苦手な業務の克服について述べた次の

文章のうち，適切なものを⑴～⑷の中から	

1 つ選びなさい。

⑴　苦手な業務の克服には，コンピテンシー

の中の計画組織力，実行管理力，ストレス

耐性を駆使して解決していくとよい。

⑵　「どのようなとき？」の問いを繰り返すこ

とで，どうして自分が苦手意識を持ってい

るのか，不得手と考えているかを掘り下げ，

根本的な原因を明確にすることができる。

⑶　管理者が，必要なコンピテンシーを駆使

して苦手業務を克服した経験は，問題の大

きさや関わる人数が案件ごとに異なるので，

組織の問題解決には応用できない。

⑷　管理者の視点からすると，苦手業務があ

ることは部下育成のメリットにもなる。部

下の欠点をなくす努力だけでなく，長所を

伸ばす育成も大切にし，不足している部分

を全員が補完していく考え方が有効である。

	 正解率　71％

正解　⑷	

　解　説

⑴　苦手な業務の克服には，コンピテン

シーの中の問題分析力，計画組織力，

実行管理力を駆使して解決していく

とよい。よって適切でない。テキスト

1,P105，「2. 苦手な業務をどのように

克服するか」参照。

⑵　「なぜ」の問いを繰り返すことで，ど

うして自分が苦手意識を持っているの

か，不得手と考えているかを掘り下げ

ることができる。よって適切でない。

テキスト 1,P105，「2. 苦手な業務をど

のように克服するか」参照。

⑶　管理者が，必要なコンピテンシーを

使って実際の問題を解決することを経験

すれば，今度はメンバーと一緒になって

組織の問題解決にも応用ができる。よっ

て適切でない。テキスト 1，P106，「2.苦手

な業務をどのように克服するか」参照。

⑷　適切である。テキスト 1,P106，「部

下の欠点をなくすこと以上に長所を伸

ばすことが大切」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑷で

あり，⑷が本問の正解である。

振 込 の 取 消

問　2　振込の取消にかかる各段階での対応に
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ついて述べた次の文章のうち，適切でないも

のはいくつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選び

なさい。

Ａ．仕向金融機関が振込通知を発信していな

い段階では，振込資金を返還して委任契約

を解除する。

Ｂ．振込通知は発信したが，受取人口座への

入金記録は未了の段階では，被仕向金融機

関に組戻を依頼し，振込金の返還を要請す

る。

Ｃ．被仕向金融機関の受取人口座への入金記

帳が完了した段階では，組戻は不可である。

⑴　0（なし）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　22％

正解　⑴	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 2,P83，「振込

の取消」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2,P83，「振込

の取消」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2,P83，「振込

の取消」参照。

　　以上のことにより，適切でないもの

はないため，⑴が本問の正解である。

マネージャーとリーダーの違い

問　3　マネージャーとリーダーの違いについ

て述べた次の文章のうち，適切なものはいく

つあるか，⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．マネージャーは「管理」し，リーダーは「革

新」する

Ｂ．マネージャーは「維持」し，リーダーは「発

展」させる

Ｃ．マネージャーは「可能性」に，リーダー

は「損得」に目を向ける

Ｄ．マネージャーは「何を，なぜ」を，リーダー

は「いつ，どのように」を問う

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　54％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 1,P46，「1. 棚

卸に活かすためのマネジメントの基礎

知識」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1,P46，「1. 棚

卸に活かすためのマネジメントの基礎

知識」参照。

Ｃ．マネージャーは「損得」に，リーダー

は「可能性」に目を向ける。よって適

切でない。テキスト 1,P46，「1. 棚卸に

活かすためのマネジメントの基礎知識」

参照。

Ｄ．マネージャーは「いつ，どのように」

を，リーダーは「何を，なぜ」を問う。よっ

て適切でない。テキスト 1,P46，「1. 棚

卸に活かすためのマネジメントの基礎

知識」参照。

　　以上のことより，適切なものは A. と

B. であり，⑵が本問の正解である。

預かり資産業務における販売ルールの遵守

問　4　預かり資産業務における，販売ルール
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の遵守の確認について述べた次の文章のうち，

適切なものはいくつあるか，⑴～⑷の中から

1つ選びなさい。

Ａ．担当者が預かり資産を勧誘するときに，

管理者が同行することにより，担当者が説

明責任を果たせるだけの知識やスキルを備

えているか，リスクや商品の説明をしっか

り行っているかなどを確認できる。

Ｂ．部下が単独で預かり資産を販売した場合，

管理者が後で単独訪問して確認することに

より，担当者が適合性の原則などルールに

従った販売をしているか確認できるととも

に，お客様とのトラブルを未然に防ぐこと

にもつながる。

Ｃ．担当者が二人一組になって，リスク商品

販売のロールプレイングを実施することに

より，担当者がセールストークを学べると

同時に，商品内容やリスクの説明などにつ

いてしっかり行われているかかをチェック

できる。

⑴　なし

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　50％

正解　⑷	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 2,P94，「①販

売ルールの遵守の確認−①」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2,P95，「①販

売ルールの遵守の確認−②」参照。

Ｃ．適切である。テキスト2,P95−96，「①

販売ルールの遵守の確認−③」参照。

　　以上のことにより，適切なものは

A. と B. と C であり，⑷が本問の正解

である。

管 理 者 の 役 割

問　5　管理者の役割について述べた次の文章

のうち，適切なものはいくつあるか，⑴～⑷

の中から 1つ選びなさい。

Ａ．管理者は，中間層として支店長などの上

位層と直属の部下である一般層をつなぐパ

イプ役になる役割を担っている。

Ｂ．管理者は，営業担当（窓口・後方事務），

融資担当，渉外担当などが有機的に連携し

て，効率的な組織運営を行うための監視役

を果たす役割を担っている。

Ｃ．管理者のリーダーとしての役割の 1 つは，

組織が進むべき方向性を示し，示した方向

に部下を仕向けることである。

Ｄ．管理者のコーディネーターとしての役割

は，支店長の意向を受け，その実現のため

に尽力することである。

⑴　0（なし）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　31％

正解　⑶	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 2,P108，「管

理者の役割を認識」参照。

Ｂ．管理者は，営業担当，融資担当，渉

外担当などが有機的に連携して , 効率

的な組織運営を行うための「調整役」

を果たす役割を担っている。よって適

切でない。テキスト 2,P108，「管理者

の役割を認識」参照。
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Ｃ．適切である。テキスト 2,P109，「管

理者の役割を認識」参照。

Ｄ．管理者のコーディネーターとして

の役割は，組織間の調整に尽力するこ

とである。支店長の意向を受け，その

実現のために尽力することは，管理者

の「フォロワー」としての役割である。

よって適切でない。テキスト 2,P108 −

109，「管理者の役割を認識」参照。

　　以上のことにより，適切なものは

A. と C. であり，⑶が本問の正解である。

部 下 の 進 捗 管 理

問　6　部下の進捗管理を行ううえで，適切な

管理ツールはいくつあるか。⑴～⑷の中から

1つ選びなさい。

Ａ．基礎業務習得プログラム

Ｂ．今期目標管理シート

Ｃ．目標すりあわせシート

Ｄ．案件管理表

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　23％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．基礎業務習得プログラムは，業務上

のノウハウなどの効率的な習得のため

に用いるものであり，進捗管理に用い

るものではない。テキスト 2,P45，「業

務習得プランを踏まえて業務を習得さ

せる」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2,P23，「コン

プライアンスは朝礼などで徹底する必

要がある」参照。

Ｃ．目標すりあわせシートは，期間内に

おける目標の業績の差を確認するもの

であり，進捗管理ではなく業績評価に

用いるものである。テキスト 2,P38，「業

績評価」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2,P24，「ミー

ティングは必ず行いメンバーに参加意

識を持たせる」参照。応用問題。

　　以上のことにより，適切なものは

B. と D. であり，⑵が本問の正解であ

る。

パート職員と接する際のポイント

問　7　パート職員と接する際のポイントにつ

いて述べた次の文章のうち，適切なものを⑴

～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　パート職員は互いに連絡を取り合ってい

ることが多く，パート職員が職場にいない

曜日や時間帯に出された連絡事項や回覧物

を，当該職員が知らない事態となるリスク

はない。

⑵　パート職員は，営業店の後方事務の担当

であればどの係でも大きな違いはないが，

窓口担当者とロビー係では , 負担を感じる

点や程度が異なることを踏まえて接する必

要がある。

⑶　指示された仕事以外にも積極的に関わろ

うとするタイプのパート職員は，仕事に対

する意識やモチベーションが高いため，不

満に耳を貸す必要はない。

⑷　パート職員であっても，自分の仕事を

評価されたことを認識できると，上司と

のコミュニケーションが良好になるため，
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「認める」より「褒める」ようにした方が

よい。

	 正解率　68％

正解　⑵	

　解　説

⑴　パート職員は互いに連絡を取り合っ

ていることとは関係なく，パート職員

が職場にいない曜日や時間帯に連絡事

項や回覧物を出せば，当該職員が知ら

ない事態が生じ，思わぬ事務ミス等の

発生につながるリスクはある。よって

適切でない。テキスト 3,P83，「3. パー

ト職員と接する際のポイントを押さえ

よう - ① , ②」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P84，「3. パー

ト職員と接する際のポイントを押さえ

よう - ③」参照。

⑶　指示された仕事以外にも積極的に関

わろうとするタイプのパート職員は，

仕事上の提案や意見を聞いてもらえな

いと，不満を鬱積する可能性があるの

で，本人の意見に耳を貸す必要がある。

よって適切でない。テキスト 3,P84-85，

「3. パート職員と接する際のポイントを

押さえよう - ④」参照。

⑷　パート職員であっても , 自分の仕事

を評価されたことを認識できると , 上

司とのコミュニケーションが良好にな

るため，「褒める」ことも管理者の仕

事であるが，褒めることは予想以上に

難しいので，「褒める」代わりに仕事ぶ

りを「認める」ようにすることが有効

である。よって適切でない。テキスト

3,P86，「3. パート職員と接する際のポ

イントを押さえよう - ⑤」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑵で

あり，⑵が本問の正解である。

若 手 職 員 の 理 解

問　8　若手職員に対するコミュニケーション

について述べた次の文章のうち，適切でない

ものを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　管理者と若手職員の間には大きな力関係

が存在し，管理者が思っているよりも，若

手職員に与える言葉の影響力が大きいこと

を理解する必要がある。

⑵　若手職員とのコミュニケーションとは，

進捗の確認や案件に対する適切な指示を通

して，部下の教育を達成することにある。

⑶　若手職員が職務を通して成長できるよう

に，業務の手順を教えるときは理由等をあ

えて伝えず，自分で考える機会を与える必

要がある。

⑷　管理者は若手職員特有の事情が背景にあ

ることを斟酌し，指導・教育し，諭し，励まし，

導く姿勢が求められる。

	 正解率　80％

正解　⑶	

　解　説

⑴　 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 3,P44-45，

「1. 若手の環境や足り場を理解してあげ

よう」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P46，「部下

のキャリアアップのためコミュニケー

ションを図る」参照。

⑶　管理者は，若手職員にとって初めて

のことについては，業務の手順や進め

方を丁寧に教えるだけでなく，丁寧に

理由も添えて教える必要がある。よっ
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て適切でない。テキスト 3,P47，「業務

の手順だけでなく理由も教える必要が

ある」参照。

⑷　適切である。テキスト 3,P47，「業務

の手順だけでなく理由も教える必要が

ある」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑶であり，⑶が本問の正解である。

プレイングマネージャーとして
活動する際に構築する体制

問　9　プレイングマネージャーとして活動す

る際に構築する体制について述べた次の文章

のうち，適切でないものはいくつあるか，⑴

～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．管理者としての業務の観点から，現在の

担当者のスキルでは交渉が困難な案件で

あっても，教育的効果を期待して管理者が

担当しない方がよい。

Ｂ．管理者として部下の管理という役割を果

たすために，1 週間に 1 回，部下全員の話

をまとめて聞く体制を整える必要がある。

Ｃ．管理者は，プレイングマネージャーとし

て，重要なお客様へのセールスなど高度な

スキルが必要なケースへの対応に特化する

という考え方もある。

Ｄ．管理者がプレイングマネージャーとして

活動する場合は，日常の部下教育を実践し

ていることを前提としてお客様優先で対応

するため，外訪等で不在のときに起こった

ことは割り切ることも必要である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　54％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．管理者がプレイングマネージャーと

して活動する場合，スキルを勘案すると

担当者だけでは交渉が困難な案件は管

理者が対応し，部下の成長に合わせて引

き継ぐことが望ましい。よって適切でな

い。テキスト 3,P28，「担当者の力量を

踏まえて引継ぎの方法を考える」参照。

Ｂ．1 週間に 1 回，部下全員の話をまとめ

て聞く体制では，まとまった時間の確保

が難しく，内容は端折ったものになるた

め目的が果たせない。部下から毎日報告

を受ける体制が必要である。よって適切

でない。テキスト 3,P31，「部下に当日

の行動を報告させる体制を作る」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3,P32，「業積

推進と管理・教育は一体化させること

が重要」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3,P32，「業積

推進と管理・教育は一体化させること

が重要」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

A. と B. であり，⑵が本問の正解である。

部下へのコンプライアンスの徹底

問　10　部下にコンプライアンスを徹底させ

ることについて述べた次の文章のうち，適切

でないものの組合わせを，⑴～⑷の中から	

1 つ選びなさい。

Ａ．朝礼などで，コンプライアンス規定や遵

守事項を定期的に読み合せていくことは，

部下にコンプライアンスを徹底させるうえ
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で有効である。

Ｂ．コンプライアンスの基本事項は，JA・JF

職員に徹底するものであり，パート職員は

対象外である。

Ｃ．財務内容が脆弱で，倒産する可能性が高

いことを知りながら融資し，その融資金が

回収できなくなった場合，特別背任罪を問

われる可能性があることを，若手職員に常

に周知徹底するように心掛ける必要がある。

Ｄ．税務知識の豊富な JA・JF 職員が，個別

具体的な数字をもとに課税標準等の計算や

税務上の解説を行った場合，報酬をもらわ

なければ，税理士法上で禁止されている税

務相談には当たらない。

⑴　A. と C.

⑵　A. と D.

⑶　B. と C.

⑷　B. と D.

	 正解率　83％

正解　⑷	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 2,P21，「コン

プライアンスは朝礼などで徹底させる

必要がある」参照。

Ｂ．コンプライアンスの基本事項の徹底

は，JA・JF 職員だけでなくパート職

員にも行うべきである。よって適切で

ない。テキスト 2,P54，「JA・JF 職員

やパート職員を問わず繰り返し覚えて

もらおう」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2,P58，「融資

予約・浮貸の防止」参照。

Ｄ．課税標準等の計算や税務上の解説を

行った場合，報酬をもらったかどうか

にかかわらず，税理士法上で禁止され

ている税務相談となる可能性がある。

よって適切でない。テキスト 2,P60，「他

職への関与制限，士業制限の徹底」参照。

　　以上のことにより，適切でないもの

は B. と D. であり，⑷が本問の正解で

ある。

担当者と管理者の違い

問　11　担当者と管理者の違いについて述べ

た次の文章のうち，適切でないものはいくつ

あるか，⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．管理者がプレイングマネージャーである

場合，担当者としての目標達成だけでなく，

目標未達の担当者がいることで，全体の目

標が未達とならないようにする必要がある。

Ｂ．管理者として大切なことは，管理者自ら

が輝くことで部下である担当者をやる気に

させ，同じ方向に力を向かせることである。

Ｃ．管理者は，部下の存在意義を認め，コミュ

ニケーションをよく取り，部下の意見や提

案に耳を傾けたうえで指導する必要がある。

Ｄ．管理者は担当者とは異なり，働きやすい

環境を作りつつ，部下を管理・指導育成す

る必要がある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　87％

正解　⑴	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 1,P14，「2. 担

当者と管理者の違いを理解しておこう」

参照。
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Ｂ．管理者として大切なのは，自分自身

が輝くことより，むしろ積極的に部下

の支援をして「輝かせる」ことで部下

をやる気にさせ，同じ方向に力を向か

せることである。よって適切でない。

テキスト 1,P15，「部下の支援をして「輝

かせる」ことが管理者には大切」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1,P16，「部下

の支援をして「輝かせる」ことが管理

者には大切」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1,P17，「部下

の支援をして「輝かせる」ことが管理

者には大切」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

B. であり，⑴が本問の正解である。

棚卸における強み・弱みの発見

問　12　業務経験の棚卸における，強みや弱

みの発見について述べた次の文章のうち，適

切なものを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　向上心の強い人は，自分史を作成すれば，

自分の強みばかりが目につく傾向がある。

⑵　自分の弱点は，自分自身で補強や改善を

していくしかない。

⑶　自分を客観的に理解し，それを他者に正

確に伝えることが，自己理解には重要な要

素となる。

⑷　ジョハリの窓において「開かれた窓」を

拡大するには，「秘密の窓」と「暗黒の窓」

を縮めることが有効である。

	 正解率　69％

正解　⑶	

　解　説

⑴　自身の強みや弱みを発見するには，

作成した自分史を眺めて強みを抽出す

る必要があり，このとき向上心の強い

人は，自分の弱みばかりが目について

しまう傾向がある。よって適切でな

い。テキスト 1,P33-34，「自身の強み

や弱みを発見しマネジメントに活用」

参照。

⑵　自身の弱点に対する補強方法は，①

自分自身で補強や改善をしていくこと，

②組織のメンバーに任せること，の 2

通りがある。よって適切でない。テキ

スト 1,P34-35，「自身の強みや弱みを

発見しマネジメントに活用」参照。

⑶　適切である。テキスト 1,P35，「自身

の強みや弱みを発見しマネジメントに

活用」参照。

⑷　ジョハリの窓において「開かれた窓」

を拡大する方法には，「秘密の窓を縮め

る」と「盲点の窓を縮める」がある。よっ

て適切でない。テキスト 1,P35-36，「自

身の強みや弱みを発見しマネジメント

に活用 図表 7」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑶で

あり，⑶が本問の正解である。

初めて経験する業務への向き合い方

問　13　初めて経験する業務への向き合い方

について述べた次の文章のうち，適切でない

ものはいくつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選

びなさい。

Ａ．業務経験のある部署の管理者になったと

しても，営業店ごとに地域特性が異なる場

合もあるため，業務経験が安心材料になら

ないことに留意する必要がある。

Ｂ．以前に担当したことのある部署であって
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も，担当者と管理者では見えてくる世界は

違うということを念頭に置くべきである。

Ｃ．先に業務の全体像をとらえ，そのうえで

個別のケースに対応するアプローチ法を，

「帰納法的アプローチ」と呼ぶ。

Ｄ．新しい業務を担当することになったら，

すぐに業務マニュアルを見るのではなく，

業務の目的や意義について考え，何のため

に当該業務が存在するのかを明確にすべき

である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　79％

正解　⑴	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 1,P102，「1. 初

めて経験する業務にどう向き合うか」

参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1,P102，「1. 初

めて経験する業務にどう向き合うか」

参照。

Ｃ．先に業務の全体像をとらえ，そのう

えで個別のケースに対応するアプロー

チ法を，「演繹法的アプローチ」と呼ぶ。

よって適切でない。テキスト 1,P103，

「業務の全体像をとらえたうえで個別の

ケースに対応」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1,P104，「業

務の全体像をとらえたうえで個別の

ケースに対応」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

C. であり，⑴が本問の正解である。

伝票の代筆，委任状の取扱い

問　14　伝票の代筆，委任状の取扱いなどに

ついて述べた次の文章のうち，適切なものはい

くつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．代筆を見分けるには，筆圧を見ることが

有効であるが，複写になっている書類の場

合には，一番上の書類に写されている文字

を見ると分かりやすい。

Ｂ．金融機関の担当者が代筆したものは抗弁

の余地はないので，高齢者や障害者などや

むを得ない事情がある場合を除き，お客様

から強く要請されても原則として拒絶しな

ければならない。

Ｃ．委任状や代理人届の提出を受けた場合で

あっても，必要に応じて貯金名義人（委任者）

の意思確認を行う。

Ｄ．高齢者や障害などやむを得ない事情が

あって代筆を依頼された場合，そのお客様

のことをよく知る担当者が，状況を判断し

て適切に対応する必要がある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　62％

正解　⑴または⑵	

　解　説

Ａ．複写になっている書類の場合には，一

番下の書類に写されている文字を見る

と分かりやすい。よって適切でない。テキ

スト2,P99，「④代筆の有無の確認」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2,P69，「②伝

票の代筆」参照。

Ｃ．委任状や代理人届の提出を受けた場
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合であっても，貯金名義人（委任者）

の意思確認は必須である。よって適切

でない。テキスト 2,P72，「③委任状・

代理人届の取扱い」参照。

Ｄ．管理者が状況を判断して対応する必

要があるが，担当者が状況を判断して

適切に対応することも間違いではない。

テキスト 2,P70，「②伝票の代筆」参照。

　　以上により，第 47 回信用事業業務検

定試験では，⑴または⑵の両方を正解

といたしました。不手際を深くお詫び

申しあげます。

P D C A サ イ ク ル

問　15　管理者としての役割のPDCAサイク

ルについて述べた次の文章のうち，適切でな

いものを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　計画（Plan）とは，目標達成のために必

要な事項を見つけ，それを計画に盛り込む

ことである。

⑵　実施（Do）とは，部下の仕事内容や分量

を把握し，部下が計画実行のために時間を

確保できるように調整することである。

⑶　評価（Check）とは，立案した計画につい

て実行の成果を評価することであり，ギャッ

プがあれば，なぜ発生したかを分析するこ

とが必要である。

⑷　改善（Action）とは，当初策定した計画

が本来の目的に近づけるか見直すことであ

り，計画自体を修正することは行わない。

	 正解率　77％

正解　⑷	

　解　説

⑴　 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 2,P111，

「PDCA サイクルの実施」参照。

⑵　 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 2,P112，

「PDCA サイクルの実施」参照。

⑶　 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 2,P112，

「PDCA サイクルの実施」参照。

⑷　改善（Action）とは，当初策定した

計画が本来の目的に近づけるか見直す

ことであり，場合によっては計画の修

正も必要である。よって適切でない。

テキスト 2,P113，「PDCA サイクルの

実施」参照。

　　以上のことにより，⑷が適切でない

ため , ⑷が本問の正解である。

仕事ができていない若手職員とのコミュニケーション

問　16　指示を出したにも関わらず，仕事が

できていない若手職員とのコミュニケーショ

ンについて述べた次の文章のうち，適切なも

のはいくつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選び

なさい。

Ａ．仕事をするのを忘れた事案が，以前に明

確にした直接的な原因で続く場合，恒常的

に引き起こす原因を明らかにする必要があ

る。

Ｂ．すでに経験があり，「方法が分かっていて，

時間の読める」仕事で間に合わなかった場

合は，手順の確認に問題があったことを部

下に意識させる必要がある。

Ｃ．経験がない仕事について，最も良くない

のは内容を確認しないまま放置させること

なので，管理者は早めに着手させるように

指示する必要がある。

Ｄ．指示した仕事ができていないケースは，

ほとんどが本人の意識が足りないことが原

因であるため，管理者は仕事に対する注意
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を喚起させる必要がある。

⑴　なし

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　27％

正解　⑶	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 3,P48，「①指

示を出したにもかかわらず仕事ができ

ていない」参照。

Ｂ．すでに経験があり ,「方法が分かって

いて , 時間の読める」仕事で間に合わ

なかった場合は，期限ぎりぎりに処理

しようとしていたなど , 計画の立て方

に問題がある。よって適切でない。テ

キスト 3,P49，「①指示を出したにもか

かわらず仕事ができていない」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3,P49，「①指

示を出したにもかかわらず仕事ができ

ていない」参照。

Ｄ．指示した仕事ができていないケース

は，単純に忘れていたケースから段取

りの問題，根深い問題まで様々であり，

なぜそうなったのか，どうすれば次は

問題を起こさずに済むかを考えさせる

必要がある。よって適切でない。テキ

スト 3,P49，「①指示を出したにもかか

わらず仕事ができていない」参照。

　　以上のことより，適切なものは A. と

C. であり，⑶が本問の正解である。

管理者に求められるスキル

問　17　最近の管理者に求められる多彩なス

キルについて述べた次の文章のうち，適切な

ものはいくつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選

びなさい。

Ａ．最近の管理者は，預かり資産の増強のた

め，部下との同行訪問だけでなく，管理者

自らに課せられた営業目標達成のための活

動が求められることがある。

Ｂ．取扱商品の多様化・複雑化が進んでいる

中では，管理者自身が商品内容に対する理

解を深める必要はないが，部下が商品内容

をしっかり理解するように導く必要があ

る。

Ｃ．最近の管理者は，正規職員だけでなくパー

ト職員など多様な部下を持つことが多いた

め，パート職員には注意しないなど，部下

の状況に合わせた柔軟な対応力が求められ

る。

Ｄ．管理者には，若手職員に対して「一方的

に問題点ばかりを指摘しない」など，部下

の精神面に細心の配慮をした叱り方が求め

られる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　81％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 1,P19，「3. 管

理者には多彩なスキルが求められる」

参照。

Ｂ．管理者は，同行訪問において , 部下

に商品知識があってもお客様に分かり

やすく説明できないときや，お客様の

疑問に答えられないときには，部下に
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代わって説明の補足をする等のフォ

ローが必要である。そのため，管理者

自身も商品に対する理解を深めること

が必要である。よって適切でない。テ

キスト 1,P20，「万一に備えて「説明で

きる状態」を整えておこう」参照。

Ｃ．パート職員に多くの期待をせず , ミ

スしたときに注意しない（あるいは注

意の仕方が甘い）という対応を取ると，

パート職員のモチベーションが下がり，

さらなるミスを誘発することも考えら

れる。よって適切でない。テキスト

1,P22，「仕事が遅れている部下への対

応も求められる」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1,P22-23，「若

手職員に応じた細心の配慮が必要に」

参照。

　　以上のことより，適切なものは A. と

D. であり，⑵が本問の正解である。

業 務 の 棚 卸

問　18　業務の棚卸について述べた次の文章

のうち，適切なものを⑴～⑷の中から 1つ選

びなさい。

⑴　業務の棚卸とは，新たな知識や先輩のス

キルを学ぶことであり，「未経験業務の習得」

という観点から重要である。

⑵　自分自身が苦手にしている業務を明確に

するには，業務の棚卸をする必要はなく，

管理者向けの研修会に積極的に参加するこ

とが第一である。

⑶　業務の効率化を図るには，業務の棚卸よ

りも，効率化に関する新しい知識の習得を

優先させる必要がある。

⑷　支店長は，営業店の全部署を管理しなけ

ればならないので，管理者は将来のために

業務の棚卸を行って，経験していない業務

について理解しておく必要がある。

	 正解率　74％

正解　⑷	

　解　説

⑴　業務の棚卸とは，過去の業務経験を

振り返ることであり，「未経験業務の

習得」という観点から，新たな知識や

先輩のスキルを学ぶことと並んで大切

である。よって適切でない。テキスト

1,P8-9，「1. 業務の棚卸を行って管理者

の仕事に活かそう，手続方法などを過

不足なく答えられるようにすることが

大切」参照。

⑵　業務の棚卸によって，自身が苦手に

している業務は何かが明確になり，そ

れを克服することができる。よって適

切でない。テキスト 1,P10，「手続方法

などを過不足なく答えられるようにす

ることが大切」参照。

⑶　業務の棚卸により，全体の流れや業

務を行う理由を理解することができ，

業務の効率化を図ることが可能であ

る。したがって，これを第一に優先さ

せるべきである。よって適切でない。

テキスト 1,P12，「棚卸をすることで業

務の効率化に取り組むことも可能」参

照。

⑷　適切である。テキスト 1,P13，「将

来支店長になったときにも棚卸が役に

立ってくる」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑷で

あり，⑷が本問の正解である。
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融資部門の管理者に求められる
思考的側面のコンピテンシー

問　19　融資部門の管理者に求められる，思

考的側面のコンピテンシーについて述べた次

の文章のうち，適切なものはいくつあるか，

⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．融資部門は，渉外部門から提出された融

資案件について，正確なデータに基づく検

討要素の整理，財務分析等による返済能力

の確認等を行う役割を担っており，管理者

には「問題分析力」が求められる。

Ｂ．資金繰りが上手くいかず，慌てて融資を

申し込む企業もあることから，融資部門の

管理者にはメンバーの仕事量・処理能力を

見極め，どんな事態にも即応できるような

「計画組織力」が必要となる。

Ｃ．融資部門は人数が少なく，代替がきかな

い専門性の高い部署であることが多く，管

理者は他部署よりも「実行管理力」が特に

求められる。

Ｄ．融資の可否を検討する融資部門では，定

量情報と定性情報を勘案し，営業店の目標

達成を意識しつつ，適正な与信判断を行う

「自律性」が必須である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　24％

正解　⑶	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 1,P92，「2. 融

資部門の管理者に求められる能力は何

か」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1,P93，「2. 融

資部門の管理者に求められる能力は何

か」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1,P94，「2. 融

資部門の管理者に求められる能力は何

か」参照。

Ｄ．定量情報と定性情報を勘案し，営業

店の目標達成を意識しつつ適正な与信

判断を行う能力は「判断力」である。「自

律性」は , 資質的側面のコンピテンシー

である。よって適切でない。テキスト

1,P94，「2. 融資部門の管理者に求めら

れる能力は何か」参照。

　　以上のことより，適切なものは A. と

B. と C. であり，⑶が本問の正解である。

事務手続き上の留意点

問　20　事務手続き上の留意点について述べ

た次の文章のうち，適切なものはいくつある

か，⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．事務ミスへの対応では，「ミスが発生する

確率」と「発生によるリスク量の把握」と

いうリスク管理の考え方に基づいた管理が

主流になってきている。

Ｂ．営業店の運営においては，個人情報が外

部に漏れないように厳重な管理が求められ

ており，個人情報は各職員が責任者となっ

て管理すべきである。

Ｃ．今後同様の事務ミスを減らすためには，

担当者と管理者の間でどんな対応が必要か

を十分に分析したうえで，方針を考えて実

行すれば，営業店全体で分析することまで

は必要ない。

Ｄ．お客様からクレームが寄せられた場合，

その対応はできるだけ詳細を把握している
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担当者に任せることが重要である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　68％

正解　⑴	

　解　説

Ａ． 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 2,P64-65，

「1. 事務手続き上の留意点をどう徹底す

るか−①」参照。

Ｂ．個人情報は，管理者が責任者となっ

て管理すべきである。よって適切でな

い。テキスト 2,P66-67，「1. 事務手続

き上の留意点をどう徹底するか−④」

参照。

Ｃ．今後同様の事務ミスを減らすために

は，担当者と管理者のみではなく , 課

内あるいは営業店全体で必要な対応に

ついて分析し , 実行すべきである。よっ

て適切でない。テキスト 2,P64，「1. 事

務手続き上の留意点をどう徹底するか

−①」参照。

Ｄ．お客様からクレームが寄せられた場

合，管理者が一次対応を行う。テキス

ト 2,P66，「1. 事務手続き上の留意点を

どう徹底するか−③」参照。よって適

切でない。

　　以上のことにより，適切なものは

A. であり，⑴が本問の正解である。

営業店の業務の効率化

問　21　管理者が行う，営業店の業務の効率

化について述べた次の文章のうち，適切でな

いものを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　業務の効率化とは，複雑な業務の中の無

駄な作業や重複した作業を省き，すべての

作業に優先順位をつけることであり，全体

のコストを減らし，収益性を改善していく

ことを目指すものである。

⑵　営業店で業務を効率化するということは，

あらゆる業務を拾い上げて，全員であり方

を考えていくことが基本である。

⑶　営業店の業務効率は，組織のトップであ

る支店長より部下との距離が近く，信頼関

係を構築しやすい課長クラスの管理者が主

導して取り組むことが効率的である。

⑷　業務の定着化では，組織の中で立場の強

いオピニオンリーダー的な人の意見を，優

先的にくみ上げることがポイントとなる。

	 正解率　81％

正解　⑷	

　解　説

⑴　 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 2,P102 −

103，「業務の効率化には部下の声をま

とめる管理者の存在が不可欠」参照。

⑵　適切である。テキスト 2,P104，「立

場の弱い人や普段目立たない人の意見

を優先的にくみ上げる」参照。

⑶　適切である。テキスト 2,P103，「業

務の効率化には部下の声をまとめる管

理者の存在が不可欠」参照。

⑷　個別にかつ担当者ごとに課長が実態

を見て，意見を細かくヒアリングし，

立場の弱い人や普段目立たない人の意

見を優先的にくみ上げることが , 業務

の定着化には重要である。よって適切

でない。テキスト 2,P105，「立場の弱

い人や普段目立たない人の意見を優先
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的にくみ上げる」参照。

　　以上のことにより，適切でないもの

は⑷であり , ⑷が本問の正解である。

プレイングマネージャーが協力を依頼する際の留意点

問　22　プレイングマネージャーが，他のメ

ンバー等に協力を依頼する際の留意点につい

て述べた次の文章のうち，適切なものを⑴～

⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　プレーヤーとして動く場合は，なるべく

管理者としての仕事で生じた隙間時間を有

効に活用できるように，上司に理解を求め

ることが重要である。

⑵　本部宛の報告や各主管項目などの，自身

に負担がかかるような業務については，部

下に振り分けないようにすべきである。

⑶　他部署に，セールスのための資料を揃え

てくれるメンバーがいるようであれば，業

務を効率的に行えるようにするため，その

メンバーにだけ直接協力を依頼するとよい。

⑷　定例的に発生する業務については，司法

書士等の専門家に連絡して書類を入手する

ような業務であっても，パート職員に徹底

して教えることで，管理者は自分にしかで

きない業務に専念できる。

	 正解率　22％

正解　⑷	

　解　説

⑴　プレーヤーとして動く場合は，なる

べくプレーヤーとしての仕事に専念す

る時間帯を決めて，その時間は他の業

務は他の人が受け持つ体制となるよう

に , 上司に理解してもらうべきである。

よって適切でない。テキスト 3,P40，

「3. 他のメンバーにどう協力してもらう

か」参照。

⑵　管理者は , 自身に負担がかかるよう

な業務は受け持たないようにすべきで

あり，本部宛の報告や各主管項目など

は , 部下のスキルと教育的観点に応じ

て部下に振り分けるなどの対応が求め

られる。よって適切でない。テキスト

3,P40，「3. 他のメンバーにどう協力し

てもらうか」参照。

⑶　他部署に , セールスのための資料を

揃えてくれるメンバーがいるようであ

れば，そのメンバーに協力を依頼すべ

きあるが，その部署の管理者にお願い

することが前提条件である。よって適

切でない。テキスト 3,P42，「営業に専

念する時間を確保すべく上司に理解を

求める - ③」参照。

⑷　適切である。テキスト 3,P42，「営業

に専念する時間を確保すべく上司に理

解を求める - ④」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑷で

あり，⑷が本問の正解である。

貯金・為替業務における口座開設上の留意点

問　23　貯金・為替業務における，口座開設

上の留意点について述べた次の文章のうち，

適切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　口座開設では，「犯罪による収益の移転防

止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」に

より，金融機関には取引時確認が義務づけ

られている。

⑵　貯金口座を開設する際には，氏名，住居

および生年月日等について，所定の公的書

類により確認することが義務づけられてい
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る。また，取引を行う目的や職業などにつ

いても，確認する必要がある。

⑶　居住地も勤務先もエリア外であり，口座

開設の理由もはっきりしない場合は，たと

え本人確認ができたとしても口座開設は拒

絶すべきである。

⑷　反社会的勢力の関係者については，どの

金融機関もデータベースが未整備のため，

熟練した担当者がこれまでの経験を活かし

て対応することが重要である。

	 正解率　88％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切である。テキスト2,P68～69，「①

口座開設」参照。

⑵　適切である。テキスト2,P68～69，「①

口座開設」参照。

⑶　適切である。テキスト2,P68～69，「①

口座開設」参照。

⑷　反社会的勢力の関係者に対しては，

データベースを慎重にチェックすると

ともに，非常にデリケートな問題であ

るため , 部下に任せず管理者が対応す

べきである。よって適切でない。テキ

スト 2,P68 ～ 69，「①口座開設」参照。

　　以上のことにより，適切でないもの

は⑷であり , ⑷が本問の正解である。

窓口部門の管理者に求められる状況対応力

問　24　窓口部門の管理者に求められる能力

について述べた次の文章のうち，適切なもの

を⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　リスク商品の販売等で，メンバーが前向

きにとらえて何かを達成したいと考えるた

めには，管理者は先頭に立って販売話法を

練り上げるようなことはせず，メンバーを

後方から支援するような「対人影響力」が

必要である。

⑵　窓口担当者は，カウンターでお客様ごと

に対応することが求められており，管理者

はチームとしての一体感ではなく，担当者

個々との関係性を高めるような「集団活性

化力」が求められる。

⑶　窓口担当者は，お客様の運用ニーズに見

合った商品を提案する際には，お客様の言

葉のニュアンスに左右されることなく，国

内外の経済情勢や景気見通しに対する定量

的な「問題分析力」が求められる。

⑷　窓口業務で違法性が疑われる事案が生じ，

担当者である部下が管理者に相談してきた

場合，管理者は「自律性」を持って逃げず

に真正面から対応する必要がある。

	 正解率　57％

正解　⑷	

　解　説

⑴　リスク商品の販売等で , メンバーが

前向きにとらえて何かを達成したいと

考えるためには，管理者は先頭に立っ

て販売話法を練り上げるなど目標達成

のための手段を考え，周囲に頑張ろう

という意識を植え付けられるような「対

人影響力」が必要である。よって適切

でない。テキスト 1,P97，「3. 窓口部門

の管理者に求められる能力は何か」参

照。

⑵　窓口担当者は，後方支援者や管理者

とのチームワークが大切であり，管理

者はチームとしての一体感を醸成でき

るような「集団活性化力」が求められ
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る。よって適切でない。テキスト1,P97，

「3. 窓口部門の管理者に求められる能力

は何か」参照。

⑶　お客様の運用ニーズに見合った商品

を提案する際は，言葉のニュアンスを

含めて , お客様が望んでいることを正

確に言語化・見える化する分析力が求

められる。よって適切でない。テキス

ト 1,P99-100，「3. 窓口部門の管理者に

求められる能力は何か」参照。

⑷　適切である。テキスト 1,P100，「3,

窓口部門の管理者に求められる能力は

何か」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑷で

あり，⑷が本問の正解である。

貯金・為替業務における払戻での留意点

問　25　貯金・為替業務における払戻の留意

点について述べた次の文章のうち，適切でな

いものを 1つ選びなさい。

⑴　相続貯金の払戻について，貯金者が死亡

していたことを知らずに金融機関が貯金を

払い戻した場合，死亡を知らなかったこと

について金融機関側に落ち度がなければ，

所定の手続きに従って払い戻している限り，

金融機関が責めを負うことはない。

⑵　口座名義人の親族による払戻は，日頃か

ら馴染みのお客様であれば，担当者による

形式要件のチェックのみでよい。

⑶　200 万円を超える大口の現金取引につい

ては，職業や取引を行う目的等の確認も必

要になる。

⑷　貯金通帳・証書は，無権利者に払い戻し

た場合でも，貯金約款等で金融機関が免責

される免責証券の性質を有している。

	 正解率　81％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 2,P80，「⑧相

続預金の払戻」参照。

⑵　担当者による形式要件のチェックに

加えて，管理者は，貯金者本人への連

絡や窓口での態度の観察など，もう一

歩踏み込んだ観察と対応が必要になる。

よって適切でない。テキスト 2,P74-75，

「③口座名義人の妻など親族による払

戻」参照。

⑶　適切である。テキスト 2,P72-73，「④

貯金者本人による多額の払戻」参照。

⑷　適切である。テキスト 2,P75，「⑥通

帳を持参していないお客様への払戻」

参照。

　　以上のことにより，適切でないもの

は⑵であり，⑵が本問の正解である。

マ ネ ジ メ ン ト ス キ ル

問　26　支店長などへのステップアップに必

要な，マネジメントスキルについて述べた次

の文章のうち，適切なものを 1つ選びなさい。

⑴　日本型経営は，ルール化した手順による

形式知が重視される。

⑵　マズローの欲求段階説によると，集団か

ら価値ある存在と認められ，尊重されるこ

とを求める「自我の欲求」が最高次の欲求

とされている。

⑶　ハーズバーグのモチベーション理論によ

ると，人は作業条件が悪化すると不満を持

つが，作業条件が良くなっても不満足に陥

るのを防止するだけで，満足の要因とはな
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らない。

⑷　営業店という組織は，自らの成果を犠牲

にしても，周りの企業や個人，地域社会全

体に対して貢献しなければならない。

	 正解率　50％

正解　⑶	

　解　説

⑴　日本型経営は，「あうん」による暗

黙知が重視される。よって適切でない。

テキスト 2,P116，「支店長など経営層

に共通して求められるスキル−①」参

照。

⑵　マズローの欲求段階説によると，自

分の持つ能力や可能性を発揮し，具現

化して限りなく成長したいと思う「自

己実現の欲求」が最高次の欲求とされ

ている。よって適切でない。テキスト

2,P117，「支店長など経営層に共通し

て求められるスキル−②」参照。

⑶　適切である。テキスト 2,P119，「給

与が上がっただけでは動機づけは起き

ない」参照。

⑷　営業店という組織は，自らの成果を

通じて，周りの企業や個人 , 地域社会

全体に対して貢献しなければならない。

よって適切でない。テキスト 2,P115，

「支店長など経営層に共通して求められ

るスキル−①」参照。

　　以上のことにより，適切なものは⑶

であり , ⑶が本問の正解である。

部下のメンタルへの配慮

問　27　部下のメンタルへの配慮について述

べた次の文章のうち，適切でないものを⑴～

⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　管理者の役割は，部下がメンタルの問題

を抱えないようにすることである。

⑵　仕事上は普段とあまり変わらないように

見えていても，実際は深く悩んでいるケース

があることを，管理者は留意すべきである。

⑶　管理者は，部下が話しやすい雰囲気が醸

成されたコミュニケーションの機会を頻繁

に持つ必要がある。

⑷　部下が精神的に問題を抱えている兆候を

認識したとき，その部下に事情を聴く前に，

その部下が問題を抱えていることをまず店

内で認識してもらう必要がある。

	 正解率　97％

正解　⑷	

　解　説

⑴　 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 3,P75-76，

「3. 部下のメンタルにも十分注意を払お

う」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P76，「観察

したり話をこまめに聞くことで部下の

様子を把握」参照。

⑶　適切である。テキスト3,P76，「3.部下の

メンタルにも十分注意を払おう」参照。

⑷　管理者は，部下が精神的に問題を抱

えている兆候を認識したとき，その部

下に事情を聴き，本人の了承のもとで，

問題を抱えていることを店内で認識し

てもらい，段階的な措置を講じる必要

がある。よって適切でない。テキスト

3,P78，「業務負担を減らしたり有給休

暇を消化させることも考える」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑷であり，⑷が本問の正解である。
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棚卸の質を高めるための切り口

問　28　棚卸の質を高めるための切り口につ

いて述べた次の文章のうち，適切でないもの

を⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　経験学習モデルによると，経験から学ぶ

人は，内省的な観察から概念化のプロセス

をきちんと行っている。

⑵　自我同一性地位の理論では，「危機」（自

分の生き方・働き方の可能性について迷い・

苦悩した時期）と「傾倒」（自分にはこの業

務しかないという信念で行動する）の組み

合わせで，職業的アイデンティティを定義

することができる。

⑶　キャリア・アンカー診断により浮かび上

がってくる「専門能力」などの要素は，短

期間（2 年～ 5 年）で変わる可能性がある。

⑷　「やるべきこと」「できること」「苦手なこ

と」という 3 つの領域をしっかりこなして

いくことで，正の循環が作用して仕事の達

成感は高まるので，この 3 つの領域を自分

の仕事を振り返る際には意識するとよい。

	 正解率　18％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 1,P38，「2. こ

んな切り口を用いて棚卸の質を高めよ

う」参照。

⑵　 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 1,P38-39，

「2. こんな切り口を用いて棚卸の質を高

めよう−①」参照。

⑶　適切である。テキスト 1,P40，「2. こ

んな切り口を用いて棚卸の質を高めよ

う−②」参照。

⑷　自分の仕事を振り返るうえでよく言

われるのは，「やるべきこと」「やりた

いこと」「できること」という 3 つ領

域をしっかりこなしていくことで，仕

事の達成感が高まるということである。

よって適切でない。テキスト 1,P43，

「「やるべきこと」ができると「やりた

いこと」が見えてくる」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑷であり，⑷が本問の正解である。

部下を活用した苦手な業務等への対応

問　29　部下の活用について述べた次の文章

のうち，適切でないものを⑴～⑷の中から 1

つ選びなさい。

⑴　新しい部署に配属されたときは，常に管

理者であっても新任であるので，職場の先

輩であるメンバーを上手に活用することが

望まれる。

⑵　着任した部署の業務担当者が一人ずつし

かいない場合は，暫定的に以前の担当者を

サブ担当に任命しておくと，いざというと

きに役立つ。

⑶　着任直後に部下との面接を通して苦手な

業務等を教わる場合は，ノート片手に，相

手の話すことを一字一句漏らさずにメモを

取るような姿勢で臨むことが必要である。

⑷　管理者に苦手な業務があるということは，

部下から業務を教わる過程で，部下の教え

方の巧拙や仕事に対する姿勢など，様々な

情報を入手するよい機会であるといえる。

	 正解率　83％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 1,P108，「3. 部
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下を活用して苦手な業務等に対応する」

参照。

⑵　適切である。テキスト 1,P109，「3. 部

下を活用して苦手な業務等に対応する」

参照。

⑶　部下との面接を通して苦手な業務等

を教わる場合は，ノート片手に , 相手

の話すことを一字一句漏らさずにメモ

を取るような態度はせず，ポイントだ

けをメモをして，的を射た的確な質問

をした方がよい。よって適切でない。

テキスト 1,P110，「業務を教えてもら

う過程で部下の習熟度が分かる」参照。

⑷　適切である。テキスト 1,P110，「業

務を教えてもらう過程で部下の習熟度

が分かる」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑶であり，⑶が本問の正解である。

O J T の 進 め 方

問　30　OJT（仕事や職場体験を通じた学習）

の進め方は，以下の表のとおりである。表の

空欄③～⑤に入るものをA～Cの中から選び，

その組合せとして適切なものを⑴～⑷の中か

ら 1つ選びなさい。

①業務に必要な知識などをリストアップ

↓
②部下の現在の能力を把握

↓
③

↓
④

↓
⑤

Ａ．必要な能力と現状のギャップを明確化

Ｂ．目標達成のための計画を立案，実行

Ｃ．部下にとって必要な能力開発の目標を設

定

⑴　③＝ A．　④＝ B．　⑤＝ C．

⑵　③＝ A．　④＝ C．　⑤＝ B．

⑶　③＝ B．　④＝ A．　⑤＝ C．

⑷　③＝ B．　④＝ C．　⑤＝ A．

	 正解率　73％

正解　⑵	

　解　説

　　OJT の進め方は , 以下のとおりであ

る。

①　業務に必要な知識などをリストアッ

プ

②　部下の現在の能力を把握

③　必要な能力と現状のギャップを明確

化（A.）

④　部下にとって必要な能力開発の目標

を設定（C.）

⑤　目標達成のための計画を立案，実行

（B.）

テキスト 2,P123，「副支店長に求められ

る個別のスキル」参照。

　　 以 上 の こ と よ り， 適 切 な 順 序 は

A. → C. → B. であり，⑵が本問の正解

である。

パート職員のモチベーション向上

問　31　パート職員のモチベーション向上に

ついて述べた次の文章のうち，適切なものは

いくつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選びなさ

い。

Ａ．パート職員には，金融機関本体で採用し
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ているケースもあれば，関連会社が採用し

て営業店に派遣するケースもあるので，営

業店の管理者はこの採用形態の違いを把握

して対応を大きく変える必要がある。

Ｂ．パート職員は，数年前に退職したばかり

で現役並みの知識を持つ OB・OG から，金

融業界は初めての人まで多様なので，パー

ト職員の仕事上のキャリア（何を，どこま

でできるのか）を確認する必要がある。

Ｃ．パート職員の場合，基本的に昇給・昇格，

ボーナスなどのインセンティブがない場合

が多く，モチベーションを上げる材料に欠

けやすい。

Ｄ．仕事そのものに意欲的なパート職員で

あっても，他のパート職員よりも一段高い

仕事を任せると心理的な負荷が生じ，モチ

ベーションはアップしない。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　61％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．パート職員には，金融機関本体で採

用しているケースもあれば，関連会社

が採用して営業店に派遣するケースも

あるが，営業店の管理者にとっては採

用形態の違いによって対応が大きく異

なることはない。よって適切でない。

テキスト 3,P80-81，「職員のことを理

解しモチベーションの向上を - ①」参

照。

Ｂ．適切である。テキスト 3,P81，「職員

のことを理解しモチベーションの向上

を - ②」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3,P81-82，「職

員のことを理解しモチベーションの向

上を - ③」参照。

Ｄ．仕事そのものに意欲的なパート職員

は，働く動機がお金よりも自己実現に

あるため，他のパート職員よりも一段

高い仕事を任されたことに対して , モ

チベーションがアップする効果が期待

できる。よって適切でない。テキスト

3,P82，「職員のことを理解しモチベー

ションの向上を - ③」参照。

　　以上のことより，適切なものは B. と

C. であり，⑵が本問の正解である。

業務効率化のために職場環境を良くするポイント

問　32　業務効率化のために職場環境を良く

するポイントについて述べた次の文章のうち，

適切でないものはいくつあるか，⑴～⑷の中

から 1つ選びなさい。

Ａ．管理者は，①物理的にリフレッシュでき

る体制，②問題や悩みを早期に吸い上げ，

解決する体制の 2 つを整えて，部下がスト

レスを抱えない職場環境を整備することが

重要である。

Ｂ．日誌の記入や翌日の訪問計画表の作成な

どルーチンで行う業務の時間を決め，全員

が共通して実施する時間を設けることは，

労務管理の点で有効である。

Ｃ．雑然としたオフィスを清潔かつ整然とさ

せるには，数ヵ月から月 1 回程度，メンバー

全員が集中して一気に整理する時間を設け

るとよい。

Ｄ．オフィスの整理は，部下同士でチェック

する仕組みを作り，共有スペースについて
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は管理担当者を決めたうえでその人に任せ，

責任感を醸成することが大切である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　50％

正解　⑴	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 3,P7，「部下

の悩みを解決する体制を作ることが求

められている」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3,P8，「部下

の悩みを解決する体制を作ることが求

められている」参照。

Ｃ．雑然としたオフィスを一気に清潔か

つ整然とさせることは困難であるため，

全員が集中して整理する時間を決める

とよい。頻度は，月 1 回では定着しな

いので，週 1 回くらいとし，定期的に

根付かせることが重要である。よって

適切でない。P8，「オフィスの整理は

部下同士でチェックさせるのがよい」

参照

Ｄ．適切である。テキスト 3,P8 − 9，「オ

フィスの整理は部下同士でチェックさ

せるのがよい」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

C. であり，⑴が本問の正解である。

融資可否の判断，謝絶

問　33　融資可否の判断および融資案件の謝

絶時の説明について述べた次の文章のうち，

適切なものはいくつあるか，⑴～⑷の中から

1つ選びなさい。

Ａ．融資可否の判断のために信用調査機関な

どから入手した，企業に関するリスクの情

報を最終的に確認するのも，管理者の職務

である。

Ｂ．経営者保証に関するガイドラインでは，

法人と経営者の関係が明確に分離されてい

る企業の場合でも，経営者の個人保証を求

められると示されている。

Ｃ．融資案件の謝絶に関しては，謝絶の理由

をすべて伝えなければならない。

Ｄ．管理者が融資案件の謝絶に関して説明を

行うことは，金融機関として責任のある立

場の人間が対応するという意味のほかに，

担当者の心理的負担を軽減するという意味

もある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　47％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 2,P86，「①融

資可否の判断」参照。

Ｂ．経営者保証に関するガイドライン

では，法人と個人が明確に分離されて

いる場合には，経営者の個人保証を

求めないようにすることが示されて

いる。よって適切でない。テキスト

2,P86-P87，「①融資可否の判断」参照。

Ｃ．融資案件の謝絶に関しては，伝え

てもよい事項と悪い事項があり，そ

うした判断は管理者が責任を持って

行う。よって適切でない。テキスト
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2,P87-P88，「②謝絶時の説明」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2,P87，「②謝

絶時の説明」参照。

　　以上のことにより，適切なものは

A. と D. であり，⑵が本問の正解である。

仕 事 の 割 当

問　34　管理者の業務の 1つである，仕事の

割当について述べた次の文章のうち，適切で

ないものを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　メンバーの担当の見直しや変更について

は，適性だけでなくメンバー本人の希望や

キャリアプランを考慮しながら進めていく。

⑵　組織を活性化するために，大胆な担当の

変更を行うことは有効であるが，組織の現

状や各担当者の負荷を十分に考慮しながら

進める必要もある。

⑶　担当部署については，自分が最適である

と考えた運営を行うだけでなく，他の部署

との関係性や支店の方針なども考慮しなが

ら進めていく。

⑷　前任者からの引継は，伝え間違いや勘違

いを避けるため，口頭での申し送りを避け

て文書でのみ行う必要がある。

	 正解率　94％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 2,P15，「仕事

の担当ではメンバーの性格を把握する

ことが必要」参照。

⑵　適切である。テキスト 2,P13，「支店

長の考えと異なった運営をすると止め

られることも」参照。

⑶　適切である。テキスト 2,P10，「支店

長の考えと異なった運営をすると止め

られることも」参照。

⑷　前任者からの引継は，文書で行うこ

とが基本であるが，文書では表せない

ような内容などもあるため，口頭での

引継の時間も設けることが重要である。

よって適切でない。テキスト 2,P13，「引

継は書面だけでなく口頭でも行うこと

が重要」参照。

　　以上のことにより，適切でないもの

は⑷であり，⑷が本問の正解である。

対人的側面のコンピテンシー

問　35　対人側面のコンピテンシーについて

述べた次の文章のうち，適切でないものを⑴

～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　自らの言葉で方針を示し，熱意を持って

粘り強く働きかけ，個人や集団に対して浸

透を図り，方向づけをして導く能力を「対

人影響力」と呼ぶ。

⑵　責任や権限の適切な付与や働きかけによ

り，個人や集団を活性化させ，能力を最大

限に引き出す能力を「集団活性化力」と呼ぶ。

⑶　集団や個人の事情に配慮し，その利害を

的確に把握して，時宜に応じ弾力的に対応

する能力を「状況対応力」と呼ぶ。

⑷　多様性の価値を認め，異なる見解や価値

観を認め，思いやりのある対応を示す姿勢

を「対人感受性」と呼ぶ。

	 正解率　36％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 1,P58，「3. 対

人的側面のコンピテンシーとは何か−
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①」参照。

⑵　適切である。テキスト 1,P59，「3. 対

人的側面のコンピテンシーとは何か−

②」参照。

⑶　適切である。テキスト 1,P61，「3. 対

人的側面のコンピテンシーとは何か−

③」参照。

⑷　「対人感受性」とは，相手の感情や

言動の真意を敏感に察知し，思いやり

のある対応を示す姿勢である。多様性

の価値を認め，異なる見解や価値観を

認め，尊重する姿勢は「多様性受容」

である。よって適切でない。テキスト

1,P62 ～ 64，「3. 対人的側面のコンピ

テンシーのコンピテンシーとは何か−

④，⑤」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑷であり，⑷が本問の正解である。

融 資 先 の 管 理

問　36　融資先の管理について述べた次の文

章のうち，適切なものはいくつあるか，⑴～

⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．取引先から融資の申込があった場合，融

資の実行や管理を最優先して，取引口座を

売掛金の振込や支払手形決済などの出金で

活性化させるお願いは，事務負担が大きい

ので避けるべきである。

Ｂ．融資先の管理は，専門的なスキルが必要

なので，融資課長がすべてを引き受け，各

担当者には稟議書の作成や財務分析に没頭

してもらうようにする。

Ｃ．融資先の査定の最終段階では，全員で自

店の資産全体の分析，問題点と今後あるべ

き方向性についての議論を繰り返し，営業

店全体の重要な情報として蓄積していくこ

とが大切である。

Ｄ．事業の継続を断念し，かつ金融機関から

の借入の返済が不可能という場合は，管理

者は支店長や本部と連携し，貯金や担保不

動産などからの回収の検証を速やかに行う。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　51％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．取引先から融資の申込があった場合，

融資の実行や管理を最優先して , 取引

口座を売掛金の振込や支払手形決済な

どの出金で活性化させるお願いは , す

べての金融機関が行うことであり，努

力を怠ることなく続けていくべきであ

る。よって適切でない。テキスト2,P91，

「⑤総合取引の推進」参照。

Ｂ．管理者は，担当者に財務分析を行い，

稟議書を書くことだけに没頭せず，融

資先に訪問して実査することなどがで

きる雰囲気を作る必要がある。よって

適切でない。テキスト 2,P90，「④融資

先のモニタリング」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2,P89，「③自

店における融資先の査定」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2,P92，「⑥業

績悪化先への対応」参照。

　　以上のことにより，適切なものは

C. と D. の 2 つであり，⑵が本問の正

解である。
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部下の様子を見極める方法

問　37　部下を見極める方法について述べた

次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，

⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．管理者は，部下が業務に集中できる状態

にするために，様々な場面で部下の状態を

観察し，背景に何があるのかを把握する必

要がある。

Ｂ．借金等のプライベートに関する問題を抱

えているケースでは，職場の人間ではどこ

まで関われるか分からないので，部下を観

察しない方がよい。

Ｃ．部下が，同じお客様に対して長時間対応

しているケースでは，こちらの落ち度で時

間がかかっていたり，何らかのクレームに

対応していたりする可能性があるので，注

意が必要である。

Ｄ．電話で長い時間話している部下がいた場

合は，悪質なクレーマーに対応している

ケースがほとんどなので，速やかに部下か

ら事情を聴取し対抗策を講じる必要があ

る。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　59％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 3,P10，「2. 部

下の様子を観察して状況を見極めよう」

参照。

Ｂ．借金等に関する金銭の問題は，自

JA・JF で救済することも可能なので，

早期に把握する必要がある。よって適

切でない。テキスト 3,P10-11，「2. 部

下の様子を観察して状況を見極めよう

−①」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3,P13，「長

時間同じお客様に対応していないか

チェックする」参照。

Ｄ．電話で長い時間話している部下がい

た場合は，悪質なクレーマー対応より

も，お客様とトラブルになっている可

能性や，部下が要点を簡潔にお客様に

説明できていないケースが考えられる。

このため，電話の内容を注意して聞く

必要がある。よって適切でない。テキ

スト 3,P13-14，「長時間電話していな

いかチェックする」参照。

　　以上のことより，適切なものは A. と

C. であり，⑵が本問の正解である。

管理者に頭越しに指示を出すパート職員への対応策

問　38　管理者の頭越しに指示を出すパート

職員について述べた次の文章のうち，適切で

ないものを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　パート職員がこのような態度となる原因

の一つに，管理者側が仕事で頼りにするあ

まり，本人の言動に対して甘い姿勢を取っ

ていたことが考えられる。

⑵　このようなパート職員がいると組織の秩

序を保てなくなるので，管理者はできる限

り速やかに厳しく注意する必要がある。

⑶　このようなパート職員は，営業店の事務

の中心人物として他のメンバーに信頼され，

営業店の事務を円滑に回している可能性が

ある。

⑷　職場で頼りにされているパート職員であ
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れば，本人の能力と組織への貢献を認めたう

えで管理者が期待する役割を担ってもらい，

円滑な運営への協力をお願いするとよい。

	 正解率　76％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 3,P87，「①管

理者の頭越しに指示を出す」参照。

⑵　このようなパート職員は，職場の中

心人物として他のメンバーに信頼され

ている可能性があるため，他のメンバー

に嫌がらせをしている等の事実を把握

していない限りは，事前にその人の人

柄や仕事ぶりを確かめたうえで対応法

を判断すべきである。よって適切でな

い。テキスト 3,P88，「①管理者の頭越

しに指示を出す」参照。

⑶　適切である。テキスト 3,P88，「①管

理者の頭越しに指示を出す」参照。

⑷　適切である。テキスト 3,P88，「①管

理者の頭越しに指示を出す」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑵であり，⑵が本問の正解である。

思考的側面のコンピテンシー

問　39　思考的側面のコンピテンシーと行動

事例の関係について述べた次の文章のうち，

適切なものはいくつあるか，⑴～⑷の中から

1つ選びなさい。

Ａ．当面策にとどまらず，物事の本質を追究

して根本策に結びつけている行動は，「問題

分析力」においてプラスと評価される。

Ｂ．経営資源の効果的な配分や，活用に対し

ての考慮がない行動は，「課題設定力」にお

いてマイナスと評価される。

Ｃ．予想外のことが起きたときに的確に修正

できない場合，「実行管理力」においてマイ

ナスと評価される。

Ｄ．複数の代替案を比較検討してから最終的

な意思決定をしている場合，「組織計画力」

においてプラスと評価される。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　32％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 1,P67，「4. 思

考的側面のコンピテンシーとは何か−

②」参照。

Ｂ．経営資源の効果的な配分や，活用に

対しての考慮がない行動は，「計画組

織力」においてマイナスと評価される。

よって適切でない。テキスト 1,P67-68，

「4. 思考的側面のコンピテンシーとは何

か−③」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1,P69，「4. 思

考的側面のコンピテンシーとは何か−

④」参照。

Ｄ．複数の代替案を比較検討してから最

終的な意思決定をしている場合，「判断

力」においてプラスと評価される。よっ

て適切でない。テキスト 1,P71，「4. 思

考的側面のコンピテンシーとは何か−

⑤」参照。

　　以上のことより，適切なものは A. と

C. であり，⑵が本問の正解である。
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部 下 の 指 導 ， 育 成

問　40　部下の指導・育成について述べた次

の文章のうち，適切なものはいくつあるか，

⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．新入職員に対して，計画的な業務習得が

行えるようにプログラムに沿って業務を経

験させ，業務を行っていく必要があるが，

その中で最も優先されるべき事項は，事務

の基本理解である。

Ｂ．JA・JF における実務上の決まりごとは，

マニュアル等に書かれておらず，属人的な

部分もあるため，部下を育成していくうえ

であまり考慮する必要はない。

Ｃ．部下の育成は管理者が行うべきものであ

り，できる限り管理者が一人で計画を立て，

実行していくことが重要である。

Ｄ．新入職員が，事務や初歩的な案件処理を

こなせる程度になるまで 3 年程度，金融機

関の業務をひととおりマスターし，業務関

係の資格をいくつか取得するまで 10 年程

度の期間が設定されている。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　80％

正解　⑴	

　解　説

Ａ．新入職員に対して，計画的な業務習

得が行えるようにプログラムに沿って

業務を経験させ，業務を行っていく必

要があるというのは正しいが，その中

で最優先されるべき事項はコンプライ

アンスである。よって適切でない。テ

キスト 2,P45，「業務習得プランを踏ま

えて業務を習得させる」参照。

Ｂ．JA・JF における実務上の決まりご

とや仕事の進め方などは，法務，税務 ,

財務などの知識と同じくらい大切であ

り，人材育成の上で重要である。よっ

て適切でない。テキスト 2,P47，「若手

を指導できるかどうかで営業店の実績

が変わってくる」参照。

Ｃ．部下の育成は，実務の中で教えられ

ることや他の課との連携で行われるも

のなどもあり , 管理者が一人で行うも

のではない。よって適切でない。テキ

スト 2,P51，「部下の行動を観察し適性

を把握しておこう」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2,P45，「業務

習得プランを踏まえて業務を習得させ

る」参照。

　　以上のことにより，適切なものは

D. であり，⑴が本問の正解である。

仕事の遅れている部下への対応

問　41　仕事が遅れている部下への対応につ

いて述べた次の文章のうち，適切なものを⑴

～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　昨今，営業店では最少の人員構成になっ

ているため，以前よりも増して仕事の遅い

部下には時間外労働によって負荷を消化さ

せる必要がある。

⑵　仕事の遅れている部下には，追い込まれ

た状況を体験することで業務へのスピード

感が意識されるので，管理者は期日まで放

置してから指導すべきである。

⑶　管理者は，部下が与えられた業務の期日

を守るために，忠実にこなしている状況で
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あっても，優先順位の高い業務が発生した

場合には，実施中の業務を停止させること

がある。

⑷　お客様の情報を把握するための自部署独

自の台帳作成や，慣例で行われている会議

などの「やるべき業務をやる」と決めて，実

施すべきか微妙な業務を切り捨てることは，

部下の負担を削減できる点で有効である。

	 正解率　75％

正解　⑶	

　解　説

⑴　営業店では最少の人員構成になって

いるが，以前とは異なり時間外労働に

よって負荷を消化させることが困難に

なっているため，日中の時間を捻出し

効率よく仕上げる必要がある。よって適

切でない。テキスト 3,P15，「仕事の遅

れている部下にどう対応するか」参照。

⑵　仕事の遅れている部下は，期日まで

放置しておくと , 予定外の業務の発生

などにより追い込まれるので，管理者

は余裕を持って仕事をするように指導

すべきである。よって適切でない。テ

キスト 3,P16，「余裕を持って仕事をす

るよう部下に指導する」参照。

⑶　適切である。テキスト 3,P18，「仕事

の内容によっては翌日に回させるなど

具体的な指示も必要」参照。

⑷　お客様の情報を把握するための自部

署独自の台帳作成や , 慣例で行われて

いる会議などは ,「やるべき業務」では

なく，実施すべきか微妙な業務である。

よって適切でない。テキスト 3,P20，「無

駄な仕事を減らす取組みも積極的に行

おう」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑶で

あり，⑶が本問の正解である。

商品や手続きの理解の徹底

問　42　商品や手続きに対する管理者の理解

について述べた次の文章のうち，適切なもの

はいくつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選びな

さい。

Ａ．預かり資産に関する知識は，店頭や渉外

で日々セールスする機会があり，お客様の

年齢や運用経験によって異なる手順を踏む

ケースがあるので，新任管理者にとって重

要である。

Ｂ．商品知識に対する部下への当事者意識を

高めるために，部下に任せるのではなく，

管理者自らが先頭に立って勉強会の開催や

帳票の入替えを行うとよい。

Ｃ．新商品への理解は，実際にセールスを実

施して成約することが効果的であるので，

営業店での表彰などの工夫により，メンバー

全員が早期に成約を目指すような仕組みを

考えてみてもよい。

Ｄ．管理者は，プレイングマネージャーとし

て自身が単独でセールスをする場面が増え

ていることから，商品知識，付随する手続き，

ルールを網羅する必要がある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　56％

正解　⑶	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 3,P99，「勉強
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会の開催を任せるなどして部下の意識

を高める」参照。

Ｂ．商品知識に対する当事者意識が低い

部下には，手続きやルールを理解する

ことの重要性を説明し，勉強会の開催

や帳票の入替えを部下に任せることで，

意識を高めさせる工夫も必要である。

よって適切でない。テキスト 3,P99，「勉

強会の開催を任せるなどして部下の意

識を高める」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3,P99，「勉強

会の開催を任せるなどして部下の意識

を高める」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3,P99-100，「勉

強会の開催を任せるなどして部下の意

識を高める」参照。

　　以上のことより，適切なものは A. と

C. と D. であり，⑶が本問の正解である。

資質的側面のコンピテンシー

問　43　資質的側面のコンピテンシーの 1つ

である「果断性」について述べた次の文章の

うち，適切でないものを⑴～⑷の中から 1つ

選びなさい。

⑴　「果断性」とは，不確実な状況にあっても，

最小限のリスクを踏まえつつ，タイミング

を逸することなく意思決定し，明快に言動

できる能力のことである。

⑵　「果断性」に欠けると，決断を先延ばしに

してしまうことで，最も大きなリスクにつ

ながることがある。

⑶　行動に，感情や衝動を抑制して精神的に

安定感がある場合，「果断性」の面でプラス

と評価される。

⑷　情報が揃わないと決断しない，自ら責任

を取ろうとしない態度や行動は，「果断性」

の面でマイナスと評価される。

	 正解率　61％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 1,P75，「5. 資

質的側面のコンピテンシーとは何か−

④」参照。

⑵　 適 切 で あ る。 テ キ ス ト 1,P75-76，

「5. 資質的側面のコンピテンシーとは何

か−④」参照。

⑶　行動に，感情や衝動を抑制して精神

的に安定感がある場合，能力面でプラ

スと評価されるのは「ストレス耐性」

である。よって適切でない。テキスト

1,P76-77，「5. 資質的側面のコンピテン

シーとは何か−⑤」参照。

⑷　適切である。テキスト 1,P76，「5. 資

質的側面のコンピテンシーとは何か−

④」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑶であり，⑶が本問の正解である。

リスク商品販売上の留意点

問　44　リスク商品の販売上の留意点につい

て述べた次の文章のうち，適切でないものを，

⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　高齢のお客様に勧誘留意商品を販売する

場合は，事前承認時，翌日以降の受注およ

び約定後の連絡については，必ず役職者が

行う必要がある。

⑵　高齢のお客様へのセールスにおいては，

可能な限り家族に対しても説明することが

望ましく，販売時に家族にも同席してもら
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うようにすることが有効である。

⑶　面談記録は，お客様とトラブルになった

ときに重要な記録となるため，お客様の発

言をできるだけ忠実に記載するように担当

者を指導する必要がある。

⑷　担当者がお客様から取り受けた書類の不

備について，担当者がその日のうちに書き

直しなどの作業が完了しない場合，管理者

の責任において遅れの原因や進捗状況を把

握し，検印に回付されるまでチェックする。

	 正解率　73％

正解　⑴	

　解　説

⑴　日本証券業協会の , 高齢のお客様に

金融商品を勧誘する際のルールによる

と，約定後の連絡については，別の担

当者が行えばよく必ずしも役職者が行

う必要はない。よって適切でない。テ

キスト 2,P96，「②高齢のお客様への

セールス」参照。

⑵　適切である。テキスト 2,P97，「②高

齢のお客様へのセールス」参照。

⑶　適切である。テキスト 2,P98，「③書

類や面談記録の確認」参照。

⑷　適切である。テキスト 2,P97，「③書

類や面談記録の確認」参照。

　　以上のことにより，適切でないもの

は⑴であり , ⑴が本問の正解である。

商 品 知 識 の 習 得

問　45　商品知識の習得について述べた次の

文章のうち，適切でないものを⑴～⑷の中か

ら 1つ選びなさい。

⑴　管理者は，業務のあらゆる場面で商品知

識を必要とするため，部下の多くが習得で

きていないと考えられる，お客様ニーズの

低い商品から知識を身につける必要がある。

⑵　管理者は，お客様に対する対応だけでな

く，部下の商品説明や書類の記載事項に誤

りがないかをチェックする場面でも，商品

知識が必要になる。

⑶　最近では，渉外担当者だけではなく窓口

担当者にもセールスが求められているので，

管理者は，総合職だけでなく一般職，パー

ト職員など様々な属性の部下に対して教育

する必要がある。

⑷　相続関連のセールスを行う場合，相続に

関するスケジュールや法定相続の割合等の

知識を求められることがあるので，管理者

は総合的に教える必要がある。

	 正解率　97％

正解　⑴	

　解　説

⑴　短期間ですべての商品知識を身につ

けるのは不可能であるため，ニーズが

発生する頻度をもとに覚えていくこと

が重要である。よって適切でない。テ

キスト 3,P101，「2. どのような商品知

識を習得すればよいか」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P102，「2. ど

のような商品知識を習得すればよいか」

参照。

⑶　適切である。テキスト 3,P103，「様々

な属性の部下に商品知識などを教える

ことも重要」参照。

⑷　適切である。テキスト 3,P103，「ケー

ス 1 ●相続関連のセールスを行う場合」

参照。

　　以上のことより，適切でないものは
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⑴であり，⑴が本問の正解である。

渉外部門の管理者に求められる能力

問　46　渉外部門の管理者に求められる能力

について述べた次の文章のうち，適切でない

ものはいくつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選

びなさい。

Ａ．渉外部門は，営業店の中でも少人数な部

署であることが多く，細やかな人間関係の

構築が必要であり，対人的側面のコンピテン

シーである「対人感受性」が特に求められる。

Ｂ．営業店の主力部隊といってもよい渉外部

門の管理者は，部門の業績だけでなく，営

業店の方向性を示せるような営業店独自の

テーマ設定が期待されるので，「課題設定力」

が特に求められる。

Ｃ．渉外部門の担当者は，日夜お客様から生

の声を聞いていることから，その部門の管

理者はこのような声から業務改革に繋げら

れるような「革新性」の姿勢が求められる。

Ｄ．渉外部門は営業店の業績を左右する部署

であるため，管理者は最後までやり切って

見せる姿勢が欠かせず，資質的側面のコン

ピテンシーである「達成指向」が特に求め

られる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　46％

正解　⑴	

　解　説

Ａ．渉外部門は，営業店の中で最も人数

が多い部署であり，大所帯であるがゆ

え,新人ややる気を失いかけるメンバー

等の話を聞き，アドバイスしたり鼓舞

したりする必要がある。そのため，対人

的側面のコンピテンシーである「対人

影響力」が特に求められる。よって適切

でない。テキスト 1,P87，「1. 渉外部門の

管理者に求められる能力は何か」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1,P88，「1. 渉

外部門の管理者に求められる能力は何

か」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1,P88，「1. 渉

外部門の管理者に求められる能力は何

か」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1,P90，「1. 渉

外部門の管理者に求められる能力は何

か」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

A. であり，⑴が本問の正解である。

金融商品を販売する際に説明
しなければならない重要事項

問　47　金融商品取引法における，金融商品

を販売する際に説明しなければならない重要

事項について，適切でないものを⑴～⑷の中

から 1つ選びなさい。

⑴　相場の変動による市場リスク

⑵　金融機関（金融商品販売業者）の信用リ

スク

⑶　マネー・ローンダリングの禁止

⑷　権利行使の期間，解除権行使期間の制限

	 正解率　26％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 2,P56，「商品
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説明義務の徹底」参照。

⑵　適切である。テキスト 2,P56，「商品

説明義務の徹底」参照。

⑶　マネー・ローンダリングの禁止は，

金融商品取引法における , 金融商品を

販売する際に説明しなければならない

重要事項に該当しない。よって適切で

ない。テキスト 2,P56，「商品説明義務

の徹底」参照。

⑷　適切である。テキスト 2,P56，「商品

説明義務の徹底」参照。

　　以上のことにより，適切でないもの

は⑶であり , ⑶が本問の正解である。

リスク商品販売後のアフターフォロー

問　48　リスク商品販売後のアフターフォ

ローについて，適切なものはいくつあるか，

⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

Ａ．担当者の訪問頻度が多すぎる先は，十分

なフォローもできていると考えられ特に問

題ないが，訪問頻度に偏りがないかチェッ

クする必要がある。

Ｂ．担当者の訪問頻度が少ない先については，

担当者主導の乗換販売が行われていないか，

適合性の原則等に照らして，ふさわしくな

い販売が行われていないかを確認する必要

がある。

Ｃ．リスク商品の残高が大口の先や，損益の

率または額の大きい先はリストアップして，

担当者と同行訪問を行う必要がある。

Ｄ．高齢のお客様については，お客様の負担

となるため面談回数を減らす必要がある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　29％

正解　⑴	

　解　説

Ａ．担当者の訪問頻度が多すぎる先につ

いては，担当者主導の乗換販売が行わ

れていないか，適合性の原則等に照ら

して , ふさわしくない販売が行われて

いないかを確認する必要がある。よっ

て適切でない。テキスト 2,P100，「⑤

販売後のアフターフォロー−②」参照。

Ｂ．担当者の訪問頻度が少ない先につい

ては，お客様が現状の運用状況を把握

していない可能性があるので，定期的

に現状の報告を含めたフォローが必要

となる。よって適切でない。テキスト

2,P101，「⑤販売後のアフターフォロー

−②」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2,P100，「⑤

販売後のアフターフォロー−①」参照。

Ｄ．高齢のお客様については，記憶力や

理解力が低下するため , 面談回数を増

やす必要がある。よって適切でない。

テキスト 2,P101，「⑤販売後のアフター

フォロー−③」参照。

　　以上のことにより，適切なものは

C. であり，⑴が本問の正解である。

人脈を生かした情報の集め方

問　49　人脈を生かした情報の集め方につい

て述べた次の文章のうち，適切でないものは

いくつあるか，⑴～⑷の中から 1つ選びなさ

い。

Ａ．様々な部署や営業店に人脈があれば，手
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続きに迷ったときの相談や他の営業店で有

効であった運営方法の入手等が可能になり，

効果的な組織運営を実現しやすくなる。

Ｂ．社外の人脈は，税理士であれば具体的な

ケースなど専門家ならではの解説が期待

でき，地域を良く知る不動産会社であれ

ば，ビジネスにつながる情報が期待でき

る。

Ｃ．管理者となると，様々な立場の社外の人

と接触する機会が担当者の頃よりも少なく

なるので，これまでに出会った人との関係

を大切にする必要がある。

Ｄ．人は基本的に，何かを提供すれば何かを

返さなければと思うので，人脈を作るには

相手の欲しがっているものを提供すること

が効果的である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　44％

正解　⑴	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 3,P105，「3. 人

脈を活用して商品知識等を補おう」参

照。

Ｂ．適切である。テキスト 3,P105，「3. 人

脈を活用して商品知識等を補おう」参

照。

Ｃ．管理者となると，社外の様々な立場

の人と接触する機会が多いので，こう

した人との出会いを大切にして関係を

維持できれば，人脈は増え続ける。よっ

て適切でない。テキスト 3,P106，「3. 人

脈を活用して商品知識等を補おう」参

照

Ｄ．適切である。テキスト 3,P107，「相

手の欲しがるものを提供すれば要望に

応じてくれることも」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

C. であり，⑴が本問の正解である。

プレイングマネージャーが立てるべきスケジュール

問　50　プレイングマネージャーが立てるべ

きスケジュールついて述べた次の文章のうち，

適切でないものはいくつあるか，⑴～⑷の中

から 1つ選びなさい。

Ａ．管理者は営業店全体の目標や進捗状況を

俯瞰できるため，今期成約しなくてはなら

ないものについては，まずは実績化する時

期を定めるべきである。

Ｂ．人脈やスキルを使った新たな案件のルー

ト作りを計画に組み込むことは，管理者に

しかできない業務といえ，色々な業者や関

係者と良好な関係を作っておくと，より確

度の高い案件が持ち込まれる可能性が高く

なる。

Ｃ．効果的なスケジュールの立て方として，

月の前半は成約を実現させたい案件や新た

な案件のルートづくり，後半は営業店全体

の目標や進捗状況を踏まえたものにすると

よい。

Ｄ．管理者は，目標達成のために帰店がいつ

も遅くなってでも，優先度の高いお客様と

の面談に対応する姿勢を部下に見せるとよ

い。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ
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	 正解率　43％

正解　⑵	

　解　説

Ａ．適切である。テキスト 3,P34，「2. 効

果の上がるスケジュールの立て方」参

照。

Ｂ．適切である。テキスト 3,P35，「案

件のルートを新たに作ることもスケ

ジュールに組み込む」参照。

Ｃ．効果的なスケジュールの立て方とし

て，「期」の前半は成約を実現させたい

案件や新たな案件のルートづくり，後

半は営業店全体の目標や進捗状況を踏

まえたものにするとよい。よって適切

でない。テキスト 3,P36-37，「大まか

なスケジュールを理解したうえで詳細

を決める」参照。

Ｄ．優先度の高いお客様との面談は , 相

手に合わせて設定する必要があるが，

いつも帰店が遅い状況は避け，一定の

時間に帰店するようにすると部下や他

の管理者も安心する。よって適切でな

い。テキスト 3,P37，「大まかなスケ

ジュールを理解したうえで詳細を決め

る」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

C. と D. であり，⑵が本問の正解である。
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