
かった。しかし、自ら問題解決するための勉強はこんなに楽しいものか。半年で 3 級と 2級を取りました。“数

字”も理解した私は、営業成績をさらに伸ばして再び評価が上がり、入社７年目に東京支社に戻されることに

なりました。すでに営業マンとしてはベテラン領域。担当先も大きな会社を任され、商談相手も経営トップ層

と接する機会も多くなりました。そうした方々の大きな視点からの“経営”の話は、私には新鮮で非常に魅力

的でした。そして思ったのです。今度は「“経営”について勉強しよう！」。そして出会ったのが「中小企業診

断士」という資格だったのです。 

「中小企業診断士」とは、経産大臣が認定する経営コンサルタントの国家資格です。経営・財務・法務・情

報システム・マーケティングなどとても幅広い知識が身に付くために、ビジネスマンの自己啓発として非常に

人気が高い資格です。しかし簡単には取れません。試験難易度は公認会計士や税理士に次ぐレベルで、1000 時

間の勉強が必要だと言われています。私は、昼間営業マンとして働き、2 年間夜学に通い、土日は休まず自宅

で勉強を重ねました。生涯でこれほど勉強したことはないと思えるほどでしたが、全く苦にはならず、むしろ

非常に充実した期間でした。その甲斐あって資格を取得できました。取得後、すぐに上司に異動希望を出しま

した。資格勉強を通して、若いうちに営業部門だけでなく、管理部門で“経理財務”の実務を経験したいとい

う思いが強くなったのです。 

 

○経営の中枢で働きたい！ 

「中小企業診断士」になると社外人脈がグンと広がりました。この資格では、プロコンサルタントを中心に

した勉強会や研究会が非常に盛んなのです。私も、夜間や土日を利用して、さまざまな会に参加して積極的に

人脈を広げました。すると、コンサル業務のお手伝いや経営書の執筆などの仕事依頼を受けるようになったの

です。『商業界』という専門誌では、個人名で連載を持つまでにもなりました。会社に概ね報告はしていまし

たが、こうして私は、平日は会社員、土日はコンサルタントという“二刀流”の生活を約 5 年間続けました。

そんな中、当時ビジネスマンの自己啓発雑誌として人気のあった日経新聞系の『日経アントロポス』という雑

誌で資格特集（1994 年 12 月号）があり、“企業内で働く中小企業診断士”代表として私が推薦され、会社の広

報部を通して取材を受けたのですが、この雑誌が私の人生を変える大きな転機となりました。発売後突然、そ

れを見た人材会社から会社宛に電話がかかってきました。「あなたのような人を経営幹部として求めているベ

ンチャー企業があるが、興味はありませんか？」 というヘッドハンティングの誘いでした。全く予想もしな

かったので大変驚きました。 

大洋漁業に入って 15 年。営業の第一線から経理実務、そして「中小企業診断士」になっての活動。当時の

私は、すでに今度は会社経営の仕事に携わりたいという思いが高まっていて、とりあえず話を聞いてみたとこ

ろ、特に大庄という外食ベンチャーに関心を持ちました。海鮮料理を主とした大衆割烹「庄や」、「日本海庄や」

などを展開し、急速に店舗網を拡大中で、その勢いに惹かれました。社長直々に「何としても株式上場に挑戦

したい。一緒に頑張ってくれないか！」と熱く口説かれ、私は人生の次のステップに踏み出したのです。入社

後まもなく、社長からいきなり新規事業のプロジェクトリーダーを任されました。しかし私にはリーダー経験

はないし、全く畑違いの業務。「失敗は許されない。私には荷が重いです。」と社長にお断りしたところ、返事

は鶴の一声でした。「いいからやれ！とにかくやれ！」。その時、私は初めてベンチャー経営者の真の姿を知り

ました。 

ベンチャー経営者は、会社を立ち上げて一気に成長させたように見えますが、その成功の裏にたくさんの失

敗もしているのです。その共通項は、立ち止まることなく、その失敗を大いなる“糧”にして、次のチャレン

ジに進み、大きな飛躍を遂げているということです。社長には、人材育成の場として後進にも同じ経験をさせ

ようという思いが強いのです。だから「とにかくやれ！」なのです。私も、チャレンジ意識を高揚させて、試

行錯誤しながらも休みなく働き、何とかオープンさせることできました。4 カ月という短い期間でしたが、こ



の成功体験は、私にとってはその後の大きな自信となり、一生の財産にもなりました。 

そして、次はいよいよ株式上場です。そのプロジェクトの中心で働きました。東京証券取引所には厳しい上

場基準があり、企業理念、ビジネスモデルから経営ビジョン、業績の収益性や成長性、中長期経営計画、ガバ

ナンス体制など幅広い分野で、その審査を一つ一つ全てクリアしなければなりません。そのため内外のさまざ

まな情報収集と分析を行い、膨大な資料作成が必要となります。しかしながら、その仕事は私のそれまでの実

務経験と「中小企業診断士」で培った知識がベストマッチしたものでした。結局、東証 2部上場まで 3 年、そ

こから 2 年で 1 部上場を果たしました。株式上場プロジェクトの仕事はなかなか経験ができるものではなく、

非常に夢とやり甲斐のあるものでした。 

それからはずっと経営企画部門一筋、経営者のサポート役として、会社の経営戦略や事業計画の策定の他、

株式市場でのエクイティファイナンスや、Ｍ＆Ａ、ＩＲ（株主・投資家、アナリストやマスコミ向け広報）、グ

ループ会社の統括管理など、自分がやりたかった“経営”に関するさまざまな仕事を経験することができまし

た。こうして、私は大洋漁業で 15 年、大庄で 23 年、最後は経営中枢の役員として、会社員人生を全うするこ

とができました。 

 

○仕事で学び、仕事で自分を成長させる 

私の会社員人生を振り返ると、次のことが言えると思います。 

1. 問題解決の目的のために資格と出会い、自分本位の勉強と学びを続けられたことで、会社に振り回され

ずに、やりたい仕事を自分で開拓できたと思います。 

2. 失敗を恐れずチャレンジしたことで、自然とビジネスチャンスが広がり、自己成長できました。 

3. 「中小企業診断士」という資格を得たおかげで社外人脈が劇的に広がって、会社以外でのサイドビジネ

スも経験することができました。 

4. 会社実務を通して“経営”という専門分野・専門スキルを確立することができ、その結果、経営コンサ

ルタントという生涯追及できる仕事を見つけることができました。 

これからは元気な人は 70、80 歳まで仕事をすることが当たり前になる時代。しかしながら、最初に入った

会社でずっと 80 歳まで仕事をするということは考えられないでしょう。何度か会社を換えながら、あるいは

副業を持ちながら、自分らしく働きたい、生きて行きたい。そう思う人が今よりもさらに多くなるでしょう。

私からは皆さんに向けて、そのために大切なポイントとして次の５つの点を提言したいと思います。 

1. まず何事においても常に「なぜ？ なぜ？」という「問題意識」を持つこと。「学び」の原点は「本当に

そうなのか？」という意識からスタートするものです。 

2. 人生は「学び・勉強」の連続であると思います。「わからないことがわかるほど楽しいことはない」。問

題解決のために学ぶ、その積み重ねが人生を楽しく、豊かにしてくれるはずです。 

3. 「失敗を恐れずにチャレンジする」、「失敗は成長の糧である」という「プラス思考」で考えることです。

挑戦なくしての成功や成長はありえないと思います。 

4. 「会社、仕事」は自分が成長できる「場所」であり「手段」と主体的に考えるべきです。「会社からは

お金（給料）をもらえる上に、色々な勉強ができて自己成長させてくれる」。こんなに有難い「場所」

はないのではないでしょうか。 

5. できるだけ早いうちに(30～40 代まで）、他人より勝る強み、自分が一生涯追求できる「専門スキルや

専門分野」をもつことです。その後の人生が豊かになるとともに、「副業」が当たり前になる時代にお

いては不可欠になるかと思います。 

最後に、「学生時代に何をすべきか」ということに対して、私からの３つのアドバイスを贈ります。 

① 何か夢中になれることに徹底して打ち込み、「これだけは誰にも負けずにやった」と言えるものを一つで



もつくり、「自信」を深めてください。将来、何かの壁に当たった時に、その「自信」が必ず助けてくれ

はずです。 

② 社会に出て一番大切な能力は、やはり「コミュニケーションスキル」だと思います。ですから、学生時代

からできるかぎり「人間関係」を広げて、「コミュニケーションスキル」を身に付けてください。 

③ 「どこの会社に入ったか」で人生が決まるわけではありません。どんな会社に入っても、大切なのは自分

自身がそこで「どう学び」、「どう成長していくか」です。その気持ちがあれば自分の人生を自分で開いて

いけるはずです。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎早坂 めぐみ 氏（平成 2 年商業学科卒／キリンビール株式会社 千葉支社営業部副部長） 

「私のキャリアデザイン〜仕事を通じて得たこと〜」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○初の女性営業としてセールス最前線へ 

皆さんはミレニアム世代といわれますが、私はバブル世代。まわりはみな、誰でも知っているような大企業

に就職していきました。時代がちがいますね。いまはスラッシュキャリアの時代、などとも言われます。「／

（スラッシュ）」で肩書きをいくつも並べるように、複数の分野で仕事をする人がいる。今日は、皆さんのこ

れからのキャリア形成のヒントになるようなお話をしたいと思います。 

私はキリンビールに入社して、まず札幌の北海道支社で営業に配属されました。なぜキリンビールに入りた

かったのか。実は実家が酒屋でして、父はいろんな酒造メーカーのセールスさんと付き合う中で、キリンはい

いぞ、とよく言っていたのでした。札幌での最初の仕事は、フルスペックのルートセールス。問屋さんや小売

店、そして飲食店など、幅広いお客さまにキリンビールを売り込む仕事です。北海道で初の女性営業でしたか

ら、やっぱり女には無理だな、などと絶対に言われたくありません。ビールの大瓶 20 本を詰めた 15,6 キロの

ケースを男性社員と同じように運んだり、生ビールのディスペンサーも、20 キロくらいありました。飲食店の

店長や社長さんからの、ときに厳しい（笑）扱いにもくじけることなく、私はキツイ仕事を楽しくこなしてい

ました。当時をふりかえると、お客さまに対して私は３つのことを意識していたと思います。 

・ 社名ではなく名前で呼んでもらう 

・ 「できません」とは言わない 

・ 信頼されるパートナーになる 

そして自分に対しては、 

1. 目の前の仕事を 100％やりきる 

2. 納期を守る 

3. 自分の引き出しを増やす 

1999 年に人事コースが替わりました。そして 2001 年に東京支社の営業部へ。ほどなくして、女性向けの販

売促進プロジェクトのチームリーダーになりました。チームのミッションは、ビールは男の飲み物、という社

会通念を崩すこと。丸の内を中心に３千人くらいの女性会員組織を作りました。お酒と食を通して女性のわく

わくを形にする「場」です。お酒について楽しく学べるセミナーを毎月開いたり、おしゃれな飲食店を借り切

ってイベントを開いたり、お得意さまのところに覆面調査をしていただいて、そうした女性の声をお店にフィ

ードバックしたり。こうした活動がマーケティングの書籍や女性誌にも取り上げられて、社長賞をいただきま

した。 

 

 



○コーチングが大組織を変えていく 

キリンビールではコーチングという手法を取り入れました。意味するのは、「相手を目的地（ゴール）に連

れて行く人」。大切なのはあくまで当人の意志や力であり、コーチはその人がめざす目標（売上数字や商品開

発や効率のアップなど、目標は部署によってさまざまです）に伴走してその努力を認めながら、動機づけを助

けたり、アドバイスを贈る人です。コーチングでは「答えや能力はすべてその人がすでに持っている」と考え

ます。コーチングの基本では、「傾聴」「質問」「承認」という３つのスキルが重要です。とりわけ目標や現状

の自己分析などについて、相手の動機と行動を自然に引き出すような問いかけ（質問）が大切です。良い質問

を受ければ、良い対話が深まり、自ら解決していく道筋がおのずと見えてくるでしょう。 

私たちはコーチングによって、シェア奪還のために企業風土を変えて行こうと考えました。コーチングとい

う組織活性化の科学的手法は、1990 年代のアメリカで生まれました。日本でも広がりはじめ、資格制度も生ま

れていました。私たちはまず社員の 10％がプロコーチとなるためのプログラムをつくって、社内の上下関係

だけでなく、ヨコやナナメの関係でもコーチングができる文化を育てていこうと考えました。従来は直接的な

関わりが少なかった部署同士が、コーチングによって理解し合い、より創造的な連携ができるわけです。大き

な組織全体が、互いに各部署に関心をもって関わり合う文化をつくることが目標です。私は生涯学習開発財団

認定のプロフェッショナルコーチの資格を取って、社長と前社長のコーチングをしました。 

上司が部下の目標管理（MBO・Management By Objectives）をする場合、従来は目標の立て方自体に問題が

あったり、状況の変化に即応できない場合が少なくありませんでした。目標に届かなかった部下に年度末に厳

しい評価を一方的に下すだけでは、問題の解決にならないでしょう。コーチングを導入することで、こうした

ジレンマが解消されていきました。さらには、上司のマネージメント能力がアップして、上司も自信をつける

ことができました。上司も部下も win-win の関係でいられる部署は、コミュニケーションの質と量が大きく向

上します。また職場のストレスが薄まって、メンタルヘルスが改善していく例もたくさんありました。互いに

認め合い関わり合うという、双方向のストロークが功を奏したのです。単に上からの命令で動くのではなく、

自分の気づきや意欲で動くとき、人は大きな力を発揮できます。そうした個人がたくさん集まって、ひとりひ

とりが物事を深く考えながら自発的に行動できる企業は、とても強い企業になれるでしょう。答えは、他人か

ら手っ取り早く教えてもらうものではありません。先に言いましたが、問題や課題に対する答えは、実はすで

に自分の中にあるのです。こうしたコーチングは、主に個人の自己啓発として取り入れられることが多いので

すが、私たちはこれを大きな組織全体のために活かしました。 

 

○進路設計はバックキャスティングで 

健全な企業は、たくましく成長を重ねる樹木だと思います。そこで大切なのは、根を張る「土づくり」。移

ろっていく環境の中にあるその木のために、木が本来もっている潜在力を見極めた柔らかくて豊かな土づくり

が大切です。根は地下水脈を求めて深く広く伸びていきますが、この地下水脈は、企業のビジョンやブランド

の価値観に例えられるでしょう。そして土は、互いに認め合い興味を持ち合う、信頼関係に裏づけられた企業

風土であり、マーケットです。 

「フォアキャスティング」という考え方があります。過去と現在の状況やデータから未来を予測する手法で

す。その前提になるのは、今後それほど大きな構造変化はないだろうということ。これに対して、「バックキ

ャスティング」という考え方があります。こちらは、未来は単に過去と現在の延長にあるとは考えません。ま

ず最初に、こうありたいと考える未来を設定します。シェア○○％、といった具体的なゴールです。そしてそ

れを実現するために、いまとこれから、何をしなければならないのかを考えます。そこでは、目標達成のため

には現在のこの部分を大きく変革しなければならない、といった議論が起こるでしょう。皆さんが進路を考え

るときには、「バックキャスティング」が有効です。自分は将来何をしたいのか。そこをしっかり考えること



で、ではそのためにいま何をしたら良いのかを具体的に考えることができます。大学の４年間はそういう時間

だと思います。 

 

○永く成長をつづけられるキャリア設計を 

先ほどコーチの語源の話をしましたが、キャリアはどうでしょう。キャリアとはもともと、馬車がたどって

来た道を示す轍（わだち）のことです。その馬車の御者は、自分です。自分のキャリアを考えるためのヒント

をふたつ上げてみます。ひとつは、「Must,Will,Can」のベン図。３つの円を描いて、自己分析してみましょう。 

Must の円には、自分が何をしなければならないのか（何をしているときに社会から必要とされている意味を

感じるのか）を書き出します。Will には、自分はいったい何をやりたいのか（仕事や業種ではなくその仕事が

意味するもの）を。Can には、自分には何ができるのか（何が得意なのか）を。思い浮かんだことをそれぞれ

に書きだして、この３つの円が重なるところに、自分の「ありたい姿」、すなわち進路が見えてきます。ふた

つめのヒントは、SWOT 分析です。これはマーケティングで使われる手法ですが、自己分析にも応用できます。

まず他者と比較した自分の（Strength）と弱み（Weakness）を。そして、自分を取り巻く外的要因の変化を３

年程度予測してみて、機会（Opportunity）と脅威（Threat）を書き出してみる。最後に、私が大切にしている

価値観をキーワードで上げてみます。 

・「Passion & Integrity」（情熱と誠実） 

・「Serendipity」（必然的な偶然） 

 チャンスの神様は前髪しかないといわれます。この言葉は、あなたに大きなチャンスが訪れたとき、瞬時に

動く用意があるか？ という自問です。 

・「Resilience」（硬直していない、しなやかな超回復力） 

そしてインディラ・ガンジーの言葉。 

「Live as if you were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever!」 

（明日いのち尽きるように今日を生きろ。永遠に生きるように学びつづけろ） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎黒田 隆行 氏（平成 11 年社会情報学科卒／株式会社荘内銀行 大山支店長） 

「大切な言葉との出逢い〜仕事の定義、私の価値観〜」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○地域の可能性の中心にある地方銀行 

私は山形県の鶴岡に生まれました。子どものころからスキーが大好きだったので、商大に進学したのも、端

的にいえば北海道の上質な雪でめいっぱいスキーを楽しみたかったからです。部活はもちろん基礎スキー部。

当時はまさに黄金時代で、私が４年生のとき、「全日本スキー技術選手権大会」で史上初の男女総合優勝を成

し遂げました。最高の思い出です。就活では、長男でもあり、ともあれ地元に戻って地元の一流企業に勤めよ

うと思いました。それで荘内銀行に就職したのです。いろんな部署で経験を積みながら、2012 年に管理職（シ

ニアマネージャー）になりました。年が明けると（2019 年）、商大卒業 20 年、入行 20 年の節目となります 

荘内銀行は、明治 11 年創立の第六十七国立銀行にさかのぼる歴史をもつ地方銀行です。本店は山形県の鶴

岡市にあって、店舗数は 87。本店ビルは昨年（2017 年）夏に建て替えられ、約 400 席のホールも併設されて

います。これは中心市街地の立地を活かして、銀行をもっとまちに開かれた公共的な空間にしようというねら

いで、演奏会や講演会など文化の発信の場として広く活用されています。 

地方銀行をとりまく状況を説明しておきましょう。まず、銀行には大きく分けて３つの社会的な機能があり

ます。ひとつは、お客さまにお金を預けていただき、利息をお支払いする「預金業務」。そして、そのお金を融


