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部下の立場と上司の立場。
両方経験し会得した沢山の学び。
— 教育に携わる仕事に魅力を感じた
理由を教えてください。

—入社6年目に課長職（セクションリー
ダー）に就任されていますね。

難しく考えず、できることからやる。
—現在は短時間勤務で仕事と子育てを
両立されているそうですね。

—仕事で困ったときはどのように対処
されているのですか。

—スキルアップのために取り組んでい
ることはありますか。

— 管理職を経て学んだことは何ですか。

挫折を生かして、成功させた大型店。
失敗後に大きなチャンスをくれた  
会社に感謝。
— パート勤務から本部バイヤーへ、
すごいステップアップですね。

— ステップアップの途中で壁にぶつ
かったことは？

— その状況をどのように乗り越えたの
ですか？

女性店長たちの提案で、
転勤を伴わない総合職制度が実現。
— 後藤さんたち女性店長の意見を吸い
上げてできた制度もあるのだとか？

向上心のある人やポジティブに頑張って 

いる人の近くにいると、こちらまで感化  

されることってあると思うのです。大学で

「発達心理学」を専攻し、人のやる気を支え

る仕事に携わりたいと思い、子どもたちの

学ぶ意欲を応援できる弊社を選びました。

また、インターンシップをさせていただき、

職場体験を通して良い会社だなと思えた

のも決め手の一つとなっています。

新卒で配属されたのは「進研ゼミ小学   

講座・小学4 年生」の営業職でした。営業

活動はDMでの入会促進のため、子ども向

けのマンガやチラシの編集業務が主です。

4年間同じセクションでキャリアを積み、

業務内容を熟知していたことを生かし   

て成果を上げられたり、他のメンバーの

フォローができたことが、評価につながっ

たのだと思います。「手を動かす」側から 

「決裁者」に回ることで、自分でやるのとは

また違う難しさを感じることもありまし 

たが、皆で協力し、成果をあげることがで

きた時は大変やりがいを感じました。

管理職に就く前は個人で仕事に打ち込め

た分自己管理を頑張っていれば、なんとか

仕事はまわっていきましたし、周りにもアド

管理職を経験したことで
人として大きく成長できました。

バイスを求めることで営業成績を上げる 

ことができました。しかし、管理職は自らが

「部下に結果を出してもらうためのマネジ

メント」をしなければなりません。自分の 

指示のもと動いてもらうことで、人のあり

がたみを心から感じることができました

し、人間としても一回り大きくなれたと

思っています。驕りがなくなった分周りの 

人間に対して優しくなれる・・という嬉しい

変化もありました。

現在、携わる業務の難易度は管理職レベ

ルのものです。時間の制約がある中、いか

に効率良く仕事をこなしていくかのスケ

ジュール管理が最大の課題と言えます。

現在は育児とのバランスを考え管理職   

からはずれていますので、困ったことが  

あればすぐ上司に相談させていただけて

います。今の自分に出来ることを懸命に 

模索した結果、中間評価の際などに「限ら

れた時間の中でよくやっているね」なんて

お褒めの言葉をいただくと、大変嬉しく思

いますし、心の支えにもなっています。

入社1年目から4年目まではコピーライター

講座に通うなど積極的に自己投資をしてい

ましたが、やはり最近は難しく…。ただ、でき

ることから始めればいいと思っています。

例えば1日5分本を読むだけでも、積もり

積もって幅広い知見を得ることができるの

かな、と。お金や時間をかけずとも、やれる

ことはあるのだと前向きに捉えています。

これがイオンの社風なんですよ。やる気さ

えあれば、どんどん取り立ててくれます。 

ただ「頑張れ！」と言うだけでなく、パート

店長制度や正社員への登用制度など、   

ステップアップのための制度整備もしっ 

かりしています。私の場合、パート店長の 

とき、人事部長から「正社員にならないか」

と声をかけていただき、正社員登用試験

を受けました。もちろん私自身それなり  

パート勤務から店長を経て
本部バイヤーへと、手を挙げて
ステップアップしてきました。

の努力もしましたが、こうした制度にも   

背中を押されて、確実に階段を上ることが

できたのだと思います。

正社員になり、400坪の大型店をオープン

させるに当たって副店長として赴任した

際、周りの人にも自分と同じようにやって 

もらいたいという理想を描いていたのです

が、理想が高かっただけにうまく行かない

ことにイライラして、その結果店長とも

パートの方たちともギクシャクしてしまい

ました。業績も期待されたほどだすこと 

はできませんでした。

1年後に、より大きな店のオープンに店長

として転勤して、そこで立ち直りました。  

直属の上司であるエリアマネジャーから

「もっと力を抜けよ」とアドバイスしていた

だき、また前の店での経験を踏まえ、今度

の店では「人」を大事にすることを心がけ

ました。売り場や商品もさることながら、 

スタッフとの良好な関係を築く努力をした

のです。その結果、その店は雰囲気も売り

上げも良い成功店になりました。立ち直  

れて本当に嬉しかったですし、ホッとしま 

した。前の店で失敗した私を大きな店の

オープンの店長に抜擢し、もう一度チャン

スをくれた会社はすごいですよね。その  

ことには今もすごく感謝しています。

2010年、女性店長7人で「女性活躍PT」と

いうプロジェクトを立ち上げ、女性が活躍

できる環境づくりのための会議を開き、

会社にいくつかの提案をしました。その  

結果できたのが「エリア総合職制度」です。

これは転勤を伴わない総合職制度です

が、「優秀な人材なのに、転勤できなくて 

辞めていく女性をなくしたい」という私   

たちの実感に基づいて会社に提案し、実現

したものです。これでもっともっと「私に 

やらせて！」と手を挙げる女性スタッフが

増えてくれることを願っています。

PROFILE
入社後、小学生向け通信教育の教材の営業 
職へ配属、ＤＭの編集業務を主に行う。６年
目には課長に昇進。「進研ゼミ中学講座」の赤
ペンサービス企画セクションへ異動し、約１年
間の産休・育休を取得、同部署へ復職。現在
は管理職を外れ、勤務時間短縮制度を利用 
している。

●自らの選択に自信を持つ
どの状況に置かれても、不満や悩みは
つきものです。私も育休をとるまでは、
仕事をしているからこそ様々な悩みを
抱えるのだと思っていたのですが、いざ
1年半の休暇をとってみると、やはり  
別のことでたくさん悩みました。大切な
のは、「その状況は自分が作ったもの」と
自らの選択に自信をもつことです。
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後輩女性へのアドバイス

国内教育事業部 中学生商品開発部

奥井 紗智子
株式会社ベネッセコーポレーション

● ポジションが人を育ててくれる。
私にとっては、店長になったときがター
ニングポイントでした。私のやっている
ことを見てくれていて、評価してくれる
人がいました。チャンスがあるなら、 
まず、手をあげてほしい。自分から  

「やります」と言って上手くいかなかっ
たらどうしようと思うかもしれないけ
れど、「やります」と言ったらフォロー  
もありますし、ポジションが人を育て 
てくれます。

PROFILE
イオン直営の書籍売り場でパート勤務を     
スタート。2年目に子会社となった未来屋書店
に転籍。パート店長を経て、6年目に正社員    
登用試験に合格し、正社員に。盛岡店、高崎店、
日の出店で店長を務めたのち、10年目に本部
バイヤーとなり、現在は実用書の仕入れを担当
している。

後輩女性へのアドバイス

商品部 書籍第2グループ

後藤 君子
イオングループ 株式会社未来屋書店
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POSITIVE  ACTION25 POSITIVE  ACTION 26

育休中に一念発起。一般事務から
キャリアアップを目指すように
— 入社の動機とこれまでの業務を   
教えてください。

— 一般事務として入社されています
が、キャリアアップを目指すようになった    
タイミングを教えてください。

—具体的にキャリアアップのために取り
組んだことはありますか。

—困難なことがあったとき、どのように
乗り越えてきましたか。

リーダーになって
自分の発案でできることが増えた
— 仕事でやりがいを感じるのはどうい
うときですか。

新しいことにチャレンジを続け、
様々な可能性を広げる。
— 新卒当初と比べ将来のビジョンが
変わったということですが。

— 入行されて10年が経過しますが、
ターニングポイントを教えてください。

— さらに、育成プログラムを受験されて
いますね。

—今の仕事の魅力を教えてください。

受け身ではなく自発的に動くこと
でチャンスを切り開いた。
— その後さらにキャリアアップし、基幹
職に職系転換されていますが、チャンスを
掴む秘訣を教えてください。

クレジットカードのサービスに興味を    

持ち、一般事務として入社しました。1年目

は会員サービス部に配属されましたが、  

2年目に営業部へ異動し、銀行の窓口で 

のカードユーザー獲得の業務を担当。    

その後、カードの悪用調査、販売承認時の

オペレーション業務と、幅広い部署を経験

しました。

　

出産後は、専業主婦になるか、仕事を続  

けるか、決められず産休に入りました。   

けれど、育休中に「やっぱり社会とつながっ

ていたい、キャリアアップを目指したい」と

思うようになったのです。また復職後、    

会社の再編によってキュービタスに移り、

一般職と総合職の区別がなくなったこと

も大きかったですね。入社当時の総合職 

の同期が役職についたり、昇格したりす 

るのを見て、彼女たちに追いつかねばと 

思いました。

昇格試験に受からないと、自分のやりた

いことができないと痛感し、これまでな

んとなくやってきたことを立ち返って   

勉強しました。明るく社交的なだけで   

希望の仕事につけなくても
得られるものはたくさんある

なく何か具体 的にできる強みを持ち    

たく、自宅に帰って、子どもを寝かせて  

から、ＡＣＣＥＳＳやエクセル関 数など  

データ処理業務の効率化を図るための

勉強をしました。

無駄なところを抜本的に改革することによ

り、成果が上がるのは面白いです。また、

リーダーになって、自分の発案でやって  

いけることが増えたこともやりがいを    

感じます。

「できないこともやってみよう」という   

チャレンジ精神で乗り越えてきました。  

今は女性ばかりのメンバーなので、たま  

に女子会を開催して、チームでワイワイ  

と話すことも、絆を深める良い機会に  

なっています。

出産後、復職してからは、自 分 が 休んだ

時 にリカ バ リーで きる 体制を整えて 

もらっているので、子どもが病気になっ  

たときの突発的な休みもとりやすい環境

です。課長、係長が率先して声をかけて  

くださいますし、周りのサポートは本当に

ありがたいと感じています。

実は学生時代に夢見たのは英語教員で  

した。そのため、転居を伴う異動や残業  

時間が比較的少ない特定職（一般職）を

選択し、企業経験を積みながら教職員の

勉強に励もうと社会人1年目をスタート  

させました。しかし、職場での専門知識や

実践経験が増えるにつれ銀行業務への 

興味が徐々に増し、基幹職（総合職）に  

職系転換した現在は、更なる業務スパン

の拡大に意欲を燃やしています。

　

国内リテール顧客だけでなくグローバル

な仕事に携わりたいと思い、入社5年目に

みずほグループ内で横断的に職務希望を

出せる「ジョブ公募」にトライしました。身近

な先輩に前例が無かったため不安な気持

ちもありましたが、挑戦しないこともリスク

と捉え受験を決断、合格しました。異動先

のみずほコーポレート銀行 決済営業部 

挑戦しないこともリスク。
チャンスがあれば迷わずトライする。

業務チーム（オペレーションチーム）では

営業担当とお客さまを訪問するなど、今ま

で培ってきた知識を活かし営業にも貢献。

この異動が転機となり、後の数々のキャリ

アアップに繋がったのだと思っています。

業務スキルはもちろんのことリーダーシッ

プ力を向上させるため、特定職の管理職を

育てる「特定職エキスパートプログラム任

用試験」を受験しました。一年目は惨敗で

したが諦めることなく翌年に再トライし、

リベンジに成功。エキスパートに任用され

てからは、リーダーとして一人前になるべく

先輩と共にトレーニングを

積んできました。そんな

折、みずほ証券に半年間 

トレーニー出向することに

なり、証券会社ビジネスの

基礎を学び、海外拠点の

株式決済に携わりました。

トレーニーを終えてからは

新規プロジェクトやニュービジネス案件に

も参加してきました。

希望があれば自分の意志や想いをきちんと

言葉にして伝えることです。声がかかった時

にすぐに対応できるよう、日頃から準備を

怠らないことも大切です。常にチャレンジ精神

を持ち続け、少しずつでも前に進んでいき

たいという気持ちで業務に励んでいます。

当部はプロダクト営業部ということもあ

り、オペレーションを担う業務チームと営

業チームが『製販一体』で取り組むことが

多いです。事務フロー構築や新規プロダク

トをセットアップする際にも、チームを超え

てそれぞれの知識やノウハウを出し合い、

“ひとつのチーム”として取り組むところに

仕事の面白さや魅力を感じています。

● 成果を出して初めて希望が言える。
目の前の仕事を頑張ってほしい
私は希望ではなかった部門も経験   
しましたが、希望の仕事でなくても、 
得られるものが必ずあります。若い   
うちにいろんな部署を経験でき、幅広
い知識を身につけられたのは、いまと
なってはラッキーだと思っています。 
また、成果を出せて初めて希望が言え
るのが会社というもの。成果が認めら
れれば希望の部門に異動もできる   
でしょう。目の前にある仕事で経験を
積んで、頑張ってほしいです。

途上管理センター オーソリ課

大阿久 恵麻
株式会社キュービタス
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PROFILE
ユーシーカード(株)に入社し、会員サービス部
に配属。２年目に営業第一部、３年目に信用管
理部へ異動し、幅広い業務に従事する。５年目
に産休・育休を１年半取得。復帰後は(株)キュー
ビタスに所属し、信用管理センターモニタリン
グ課に配属。２年後、２度目の産休・育休を    
１年間取得し、現職。現在は勤務時間短縮制度
を利用している。

後輩女性へのアドバイス

先輩社員からのメッセージ 09

PROFILE
みずほ銀行に特定職として入行し、支店にて
銀行業務の基礎を習得後、資産運用窓口に
おいて保険等の販売業務に従事。６年目に 
ジョブ公募によりみずほコーポレート銀行（ＣＢ）
決済営業部に異動。10年目にはみずほ証券へ
トレーニーとして半年間出向、ＣＢ決済営業
部に戻った後、その経験を活かして新規プロ
ジェクト等に参加。その後、基幹職に職系転換
し、現在は海外金融機関の営業に従事。

● 情報を整理して効率アップ
時間と気持ちに余裕がない時こそ、問
題点を紙に書き出すことをお薦めしま
す。プライオリティを明確にすることで
情報が整理され、確実に効率があがり
ます。また、時々は２つ上のポジション
になったつもりで考えてみると、普段
見えないものが見えるようになります
よ（私も修行中です）。

後輩女性へのアドバイス

決済営業部 証券決済業務室カスタマーサービスチーム

橋井 由香
株式会社みずほコーポレート銀行



POSITIVE  ACTION27 POSITIVE  ACTION 28

「案ずるより産むが易し」の気持ちで
リーダー職にチャレンジ
— 今の会社を選んだ理由を教えて   
ください。

—具体的な仕事内容を教えてください。

— グループリーダー、課長代理と昇進 
されていますが、リーダーになることに 
躊躇はありませんでしたか。

—今の仕事の魅力を教えてください。

誰にでも尊敬の念を持って
接すること

—仕事をしていて困難に直面したとき、
どのように解決されてきましたか。

— 仕事をする上で心がけていることは
ありますか。

就職氷河期で苦労していたのですが、   

新卒紹介予定派遣で当社を紹介されま  

した。一般事務職ではなく、総合事務職を

希望していたので、職種もマッチし入社を

決めました。

クライアント（企業）の事務代行を行う  

部署で、業務設計、見積もり、運用開始後

の進捗管理、スタッフの勤怠管理、コスト

管理などのマネジメントを行っています。

仕事を自分ひとりで抱え込まない。
周りに心を開くことで信頼関係も
築けます。

配属から数年は、ラベル出力・宛先データ

編集のチームにいましたが、現在は通販・ 

キャンペーンなどの事務局や入力センター

の管理をメインに行っています。

案ずるより産むがやすしだと思っている 

ので、躊躇はなかったですし、新しいポジ

ションで力を発揮できることに面白さを 

感じています。しかしながら、私の上司は 

男性が多く、自分の目指す女性社員の   

モデル像が見つからないのが悩みでも  

あります。今後、どうやってステップアップ

していくかは手探り状態でもあり、いろ  

いろと模索しているところです。

クライアントとエンドユーザー（消費者）

の間に立って、それぞれの声を繋ぐ立場  

ですが、クライアントより「また御社に   

お願いしたい」と信頼の言葉をいただくと

きが何よりうれしいです。また、スタッフが

気持ちよく作業を行い、当初設計した通り

に業務を完了できたときの達成感も魅力

のひとつです。

採用されて間もなく自分より年上のベテ 

ランのオペレーター（派遣社員やパート  

社員）のマネジメントを任され、作業指示

を出す立場となったときは大変でした。  

しかし、その作業がどのように繋がってい

くのか、仕事の意味をきちんと伝えるよう

にし、単純作業にならないよう心がけた    

結果、オペレーターの気持ちを盛り上げる

ことができました。私も仕事を自分一人で

抱え込まなくなり、だんだん風通しが良く

なりました。自分が心を開くことで信頼  

関係が築け、仕事がスムーズに進行できる

ことを学びました。

誰にでも尊敬の念を持って接することを 

心がけています。また当社は派遣社員や

パート社員の方も多いのですが、正社員と

して立場に見合った働きをしなくてはと 

いう意識は常に持っています。

（株）ベネッセコーポレーション奥井 紗智子さん

（株）みずほコーポレート銀行橋井 由香さん

（株）日本色材工業
研究所

柴田 さおりさん

（株）キュービタス

大阿久 恵麻さん

（株）資生堂佐藤 三由樹さん

1日の半分はミーティングに
参加しているので、スキマ時
間も大切に使うことが仕事
をスムーズに進めるための
ポイント！

帰宅後、家事などが終わった

あと、データ処理業務に必要

な「Access」「Excel」の勉強

をしています。

通勤電車の中で今日やるべき事にプライオリティをつけ、出社後スムーズに仕事  が進められるようにしてい ます。

日頃から各方面にアンテナ
を張って情報収集に努めて
いますが、貴重な情報源で
あるテレビも積極的に視聴
し、仕事に役立てています。

起きてすぐ洗顔前に試作品

などのマスカラを塗り、その

使用感を日々の研究・開発

に役立てています。

起 床

起 床

起 床

起 床

起 床

出 社

出 社

通 勤

出 社

Web打ち合せ

出 社、
書類作成

出 社

来期のプロモーション検討
雑誌編集タイアップのオリエン

電話対応・メールチェック

● 13：00
● 14：00

● 11：50

● 12：00

●   5：30

●   7：00

●   9：30

●   9：30

●   5：15

●   7：00

●   7：45

●   8：00

●   6：20

●   8：30
●   9：30

●   9：30

● 12：50

● 15：00

● 18：00

● 13：00

● 15：00

● 12：00
● 13：00

● 13：00

● 14：00

● 16：00

● 18：00

● 16：15

● 19：00

● 20：00

● 22：00
ランチ
各種ミーティング

ランチ

ランチ

打ち合せ

サンプル
作製

ランチ
ミーティング

ランチ

営業部との
打ち合せ

海外顧客と電話会議

退 社

退 社

退 社

退 社

退 社

POSI
TIVE
ACTION
先輩社員
私の一日スケジュール

先輩社員のみなさまに
上手な時間の使い方を伺いました。

どんな一日なのかある日の一日を

聞いてみました。

先輩社員からのメッセージ 10

PROFILE
入社後、フルフィルメントセンターに配属。クライ
アントの事務管理に関連して、業務設計、見積も
り、運用開始後の進捗管理、スタッフの勤怠管
理、コスト管理等のマネジメントを行う。同セン
ター内で様々な業界のクライアントを担当しつ
つ業務の幅を広げ、7年目にグループリーダー、 
8年目より現職。

● 新しい仕事にチャレンジし
可能性を広げる
社会人になる前は、自分は1 人でコツ  
コツ行う仕事が向いていると思ってい
ましたが、コミュニケーションが必要と
されるマネジメントの仕事をやってみ
ると、とても面白くやりがいがあります。

「自分はこれが向いている」と思いこん
で可能性を閉ざしてしまうのはもった
いないと思います。どんどん新しい仕事
にチャレンジされると、新しい自分を 
発見できるのではないでしょうか。

後輩女性へのアドバイス

情報システム本部 フルフィルメントセンター グループリーダー

井川 暁
株式会社アテナ
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仕事に対する姿勢チェックシート　
女性社員のための

1.上司から先輩からの指示を待つだけの受け身の姿勢ではなく、
　能動的に自分から仕事に取り組んでいる　　　　　　　　　　□はい □いいえ

2.会議の場などでは、他の人の意見を聞くだけではなく、
　積極的に発言している　　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい □いいえ

3.自分の職業能力を向上させようと
　意欲的に仕事に取り組んでいる　　　　　　　　　　　　　　□はい □いいえ

4.新しい仕事や高いレベルの仕事に対して
　積極的に取り組もうとしている　　　　　　　　　　　　　　□はい □いいえ

6.会社や自部門の目標に関心をもった上で
　仕事に取り組んでいる　　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい □いいえ

7.（部下、後輩がいる方）自分の部下、
　後輩に対して積極的に指導、育成している　 　　　　　　　　□はい □いいえ

8.与えられた仕事に対し、
　責任をもってやり遂げようという意識で取り組んでいる　　　□はい □いいえ

5.チャンスがあれば、上位職でがんばってみたいと思う　　 　　□はい □いいえ

9.上司の助言・アドバイスは、素直に受け入れている　 　　　　□はい □いいえ

CHECK SHEET

記入したチェックシートを振り返り、
ステップアップに向けて積極的にチャレンジしていきましょう。

POSITIVE ACTION

POSI
TIVE
ACTION

女性の活躍推進協議会

●これまでの活動

●女性の活躍推進協議会（平成 24年3月15日現在）

ポジティブ・アクションの取組をさらに広げ、より多くの企業に促していくため、行政と経営者 

団体との連携の下に活動する協議会で、平成13年７月に第１回の協議会を開催して以来、毎年

度１回程度のペースで開催している。

これまで平成14年４月に「ポジティブ・アクションのための提言」をはじめ各種資料を作成   

するほか、シンポジウムや各種セミナー等、様々な場面でポジティブ・アクションの必要性・   

重要性をアピールする等、ポジティブ・アクションの取組の普及・促進に向けた行動、発信を 

行っている。

第１期：平成１３～１６年度　“ 提案する協議会”
・ 「ポジティブ・アクションのための提言」作成

・ 「ポジティブ・アクションの取組事例集」作成

・ 「動き出すポジティブ・アクション」作成

・ 「本気のポジティブ・アクション－『私は本気です』－」作成

第２期：平成１７～２０年度　“ 発信、行動する協議会”
・ 「企業経営とポジティブ・アクションを考えるシンポジウム」開催

・ 「ポジティブ・アクションの鍵を考えるシンポジウム」開催

・ 「日本経済と企業にとってのポジティブ・アクションを考えるシンポジウム」開催

第３期：平成２１年度～　“ 発信、行動する協議会”
・ 「企業経営とポジティブ・アクションを考えるシンポジウム」開催

・ ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマーク「きらら」決定・公表

・ 協議会委員所属企業より、女性活躍推進のメッセージ「ポジティブ・アクション宣言」発表

・ 「企業経営とこれからのポジティブ・アクションを考えるシンポジウム」開催

　大野 智彦 　 中部電力株式会社 代表取締役副社長執行役員

○岡田 晴奈 　 株式会社ベネッセコーポレーション

　　　　　　　教育事業本部 幼・小事業ドメイン長

　岡部 義裕　  東京商工会議所 常務理事

　久保田 政一  社団法人日本経済団体連合会 専務理事

　佐藤 京子 　 イオン株式会社 ドラッグ・ファーマシー事業 新規事業担当

　　　　　　　兼 コスメーム株式会社 代表取締役社長

　柴田 実 　　 株式会社日本色材工業研究所 取締役人事総務部長

　瀬戸 実 　　 全国中小企業団体中央会 理事・事務局長

　高松 和子 　 ソニー株式会社 ＶＰ環境推進センター長

　立石 信雄 　 オムロン株式会社 特別顧問

◎福原 義春  　株式会社資生堂 名誉会長

　前田 晃伸 　 みずほフィナンシャルグループ 名誉顧問

　横井 千香子  株式会社キュービタス 顧問

　渡辺 剛彦  　株式会社アテナ 代表取締役社長

（◎は座長、○は座長代理）




