多士済済

就職活動をするにあたり、グ

やビジョンを代弁できるはずも

年目。そんな私が、全社の現状

松下直子
Naoko Matsusita

ご興味はあったんですか。

文／安田博勇

史」と「人事」にはつながりがな

もともと興味はありました。「歴

きるということです。私は人事

お菓子を食べて「わくわく」で

ているからこそ、消費者の方も

ことを楽しみながらわくわくし

いよ うに思 うかもしませんが、

部 門としてそんな 社 員を 支え

大 学で歴史を専 攻していて、

『万葉集』にも「部下が過労で自

る仕事に誇りを感じましたし、

●

や史料を読み解くことを目的と

殺したこと を 嘆 き 悲しんでい

楽しかったですね。

１３００年前の女性天皇に関す

かけは高 校 生のときに読んだ、

した「国史学」を専攻する。きっ

る」
という歌が残っています。
ずっ

るコミック本。 古代の文献から、

「
● キャリアデザイン」という言

も組織の一員。好き勝手にキャ

葉がありますが、会社員は誰で
――実際に人事部門の仕事をして

リアを積むことはできません。

しようとすることは、
大切です。

確かに、己の生き方を自ら設計

みて、
いかがでしたか。

江崎グリコの掲げるスピリッ
●

トは「創る・楽しむ・わくわく
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ローバルな仕事をキーワードに

ありません。しかし、部長から

させる」
。社員がお菓子を創る

「人が人を育てる文化 」を育むために
２０１０年度の新入社員研修が迫ってきた。
学生生活を終えたばかりの人材が入社してくるなかで、企業はどうあるべきか。
お菓子メーカーでの人事業務の経験を持ち、

歳

現在はセミナーなどで企業の人材育成を支援する松下直子先生にうかがった。

の後２年間、報道担当の広報職

しました。一時は商社も考えま

「今の段階ですべてを知ること

現代の人事につながるエピソード

を経験しています。広報部は会

江崎グリコで
営業、広報も経験

したが、メーカーは単に世界を

はできないから、この話は誰に

――異動によって３つの職種を経

神戸大学文学部へ入学。古文書

相手にするだけではない。商品

聞いたら一番端的に分かりやす

今昔物語 」として、そのエピ
ソードが紹介されている。

ていますか。

と昔の人も、人事考課や人材育

社のことをよく知っている必要

が店頭で並ぶまでに、商品開発

く教えてくれるのかを知ってお

を発見し、関心を抱いた。オフィ

――お菓子メーカー・江崎グリコ

や企画、営業など、あらゆる人

け」との言葉をいただき、人か

●オフィスあんホームページ
http://www.oan.co.jp/

歳

江崎グリコ
（株）
に入社。 営業部
に配属され、新規開拓営業に注

自分のキャリアに
意味づけをしていく

験したことには、どのように感じ

がありますが、そのとき入社４

たちがかかわります。一つの商

ら 情 報を 得て発 信することを

成で悩んでいたみたいですね。

のご出身だそうですね。

品に大勢の知恵が結集している

覚えました。ネットワークの築

!?

●

ことに魅力を感じました。

き方は、今も役立っています。
門へ進まれたのが、入社６年目。

―― 今ご専門にされている人事部

――はじめはどんな職種を経験さ
れたのですか。

入社して３年間は営業職、そ

●

スあんのウェブサイトでは「人事

18
22

「ドリフト」（漂流）することが

しかし、
キャリアの反語にあたる
をどう育てたらいいかが分から

著ですね。つまり、現場で新人
ない。会社内でも中間の層が空

中 途 採 用の社 員も 時として

●

必要ですが、新しい人材を採用

かもしれません。成長なんて生
涯かけて実践するもので、早い

をする意味は「人が人を育てる

力する。お菓子メーカーの新規

段階で答えを見つける必要はな

文化」を維持できること。中途

所でお菓子を提供する仕組みを

開拓は、お菓子の置いていない場

いんですけどね。

採用ばかりだと、会社内に「教

いてしまっていて、人材育成ので

あってもいいのではないでしょう
つくること。 当時はまだお菓子

――新入社員を相手にするうえで

が多かったのですが、「子育て」と

持つ母親の皆さんと接する機会

経営もしていました。子どもを

育てる 仕 組みを 考え直す必 要

いう言葉の意味を、そして人を

だからこそ、
企業は「即戦力」と

修復するのは大変なことです。

す。それが一度ゼロになると、

「人材育成」の根本は一緒だと

があるんです。
では、私のような指導者は母親
にかないませんし、それと同様
に、人事担当者も現場の管理監
督者にはかないません。人事担
当と 現 場の管 理 監 督 者がそれ
ぞれの立ち位置を認識する。そ
れが、はじめの一歩になるはず

企業では、即戦力を求める傾向に

（全３講、女性限定）を１月 日（金）
、２月
に大阪にて開催し
５日（金）
、２月 日（火）
ます。このほか、松下先生単独のセミナー
として、
「新人・若手を育てる『現場のＯＪ

ク上の女性をめざすステップアップセミナー」

●松下先生ら女性講師のセミナー「ワンラン

感じたものです。学習塾の現場

独立後、 年半ほど学習塾の

を取り扱っていなかったドラッグ

入社した翌年に、大学時代のゼ
ミの同級生と結婚。今でも「夫
の発想や助言はとても参考にな
る」
という。翌々年、
長男を出産。
歳

広報部の報道担当を経て、人事

●

える風土」がなくなっていきま

か。ただし、時に流されること

う言葉はあまり好きではないん

部へ異動。 採用、人材育成、人
事制度設計と運用、労務管理
など、さまざまな人事業務に携
わる。

江崎グリコを退職し、（株）オフィ
人事、人事・労務、人材育成部

あるようですね。

量よりも質を求め、即戦力が
●

Ｔ』
はこう進める」
を２月 日
（火）
に大阪で、
「研修・人材育成制度の見直しと再構築の
に東京で開催しま
進め方」を２月 日（水）
す。詳細はウェブサイトをご確認ください。

松下直子

（株）オフィスあん 代表取締役、
社会保険労務士・ＣＤＡ、人事コンサルタント

【まつした・なおこ】神戸大学卒業、江

崎グリコ
（株）
に入社。 営業、広報、人
事労務職を歴任。 独立後は、人材育
成を生涯のライフワークと決意し、社

会人教育に意欲的に取り組む。２０
０４年に独立。 人事コンサルタント、士
業の独立支援、大学講師と、幅広く人

材育成に携わる。 著書に『実践 社員
教育推進マニュアル』
、
『人事・総務マネ
ジメント法律必携』
（いずれも共著、Ｐ
ＨＰ研究所）
、ＤＶＤ監修『部下の実力
を高める実践ＯＪＴ』
（ＰＨＰ研究所）
がある。

ウェブ検索

の心得とは何でしょうか。

きる社員が少なくなり、育てよ

けでもいいから自分の仕事に意
です。１３００年前の文献にも

歳

があっても節目ではきっちりと

いわれるまで動けない。これで

ストアなどに働きかけた。

種の経験すべてが、のちの仕事
は、お互いが壁をつくっている

うとする風土がない。一方で新

で役に立ちました。
「営業でこ
状態です。

自分のキャリアに意味づけをす

うやったからこんな広報ができ
――最近の新入社員の傾向はいか

人も「この人に聞いていいよ」と

る」
「広報があったからこんな人
がですか。

る。私の場合、一つひとつの職

事ができる」と意味づけをして

味を見つけることで、キャリア
そういった類の言葉は出てくる

私は「いまどきの若者」とい

は積み重なっていくと思います。

。彼らへの接し
んですよね （笑）

●

――その後独立されます。動機は

方が分からないというのは今も

きたから今があるんです。後づ

何だったのでしょうか。

昔も同じのようです。結局は、

です。

歳

経験者が未経験者を見て、そう

入社 年目を迎えたころ、人

事の仕事を極めたいと思いまし

した言葉を使っているに過ぎな

●

た。また、大学で研究に従事し

い。今、バリバリと仕事をこな

門の外部ブレーン」として数多
くの企業を支援している。

――ここ数年、採用を控えていた

ていた夫が就職したタイミング

しているマネジャーも、昔は「新

スあんを大阪にて開業。「戦略

もあり、２００４年に「オフィス

人類」なんて呼ばれていたわけ

ほしいという思いはあるようで
す。でも、先述したような「教
え方が分からない」状態では育
てられません。
――即戦力を求めると、中途採用
に偏るといったことも起こりがち
です。

22

16

SMBCセミナー

ＳＭＢＣコンサルティングのセミナー検索は、ウェブサイトにて

4

あん」を開業しました。

ですから。指導する側は、若手
を一つの枠組みに入れて見るの
ではなくて、
「個」として対峙す
ることが人材育成の基本だと思

育てる風土のある
組織をつくる
――企業は今、翌年度の新人の入

ただ、傾向としては、早く成

います。

修に対する要望はいかがですか。

長することを求める若者が多い

社を控えている時期です。新人研

ＯＪＴ（現場育成）の相談が顕
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