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初めての女性管理・専門職研修
去る 2 月 13 日、弊社グループに在籍する女性

管理・専門職 80 余名が静岡県三島市にある東レ
総合研修センターに集まり、1 泊 2 日の研修を行っ
た。

女性の活用が大きなテーマとなっている昨今、
会社に所属する女性を一堂に集めて研修や活躍推
進プロジェクトのキックオフを行うような事例は
世の中にあまたあるが、弊社グループにおいては
特定の層の女性を全員招集するのは初めての試み
であった。

研修実施の背景
弊社は 1958 年には早くも女性を管理職に初登

用し、1974 年には法制化より約 20 年早く育児休
職制度を導入するなど、女性の活用について早く
から先進的な取り組みを行ってきた。2004 年から
は全社プロジェクトとして「女性が活躍できる企
業文化の確立」に取り組み、既存制度の利便性向

上や男女ともに利用できるベビーシッター費用補
助制度など、仕事と家庭を両立させてキャリアを
継続していけるよう、両立支援制度を拡充した。
女性の勤続年数や管理・専門職など責任あるポジ
ションで活躍する女性も順調に増えてきており、
こうした息の長い取り組みと成果が認められて、3
年連続で東証なでしこ銘柄の指定も受けている。

世の中からも女性活躍の先進企業と思われてい
るし、社員も女性社員が役割期待に応えて成果を
挙げれば管理職や専門職に登用されるのが当たり
前と思っている環境にあると考えているが、そこ
から女性活躍推進をもう一歩進めようとしたとき
にはなかなか難しい状況が横たわることになる。
もともと、企業の中で女性活躍推進や女性の登用
を進めようとする動きに対しては「逆差別ではな
いか」という疑義が生じやすい。それでも、組織
の中で女性がまだまだマイノリティーである現状
の中では、逆差別を行ってでも推し進めるべきこ
とがあるとされている今の世の中ではあるが、実
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際には一筋縄ではいかない。「女性だけを集める研
修」は、女性の研修機会が男性と比べて明らかに
制限されるという状況がない限りは逆差別的に映
るし、参加する女性にとっても居心地の悪いもの
になりがちだ。「女性だけに何か学ぶべきことがあ
る」というメッセージは、素直には受け取りにく
いものだ。

今回の研修は、弊社グループで主幹（部長相当）
の職にある女性 7 名が集まった際に、その中の 1
人が「東西の女性管理・専門職で集まって、組織
のマネジメントや将来のキャリア展望が開けてモ
チベーションが上がるような話を聞く機会が欲し
い」と発言したことから始まった。実は 3 年ほど
前から関東地区の女性管理・専門職が集まる「女
子会」が年 2 回ほどの頻度で開かれるようになっ
ており、昨年には関西地区でも始まった。主幹層
はその動きの仕掛け人でもあったが、東西でこう
した動きが草の根的に始まったこの機会を捉えて、
全社の女性管理・専門職のネットワークを構築し
たい、有志のメンバーだけでも集まって、単なる
女子会にとどまらず、これからの自身のキャリア
構築や、当事者としてグループの女性活躍の推進
にどう関わっていくべきかなどを議論したいとい
うのが提案の動機だった。

話はどんどん大きくなった
確かに、ネットワークを広げていきたいという

思いは主幹層 7 名に共通したものだったが、果た
して実際にどれだけ集まるだろうかという懸念は
残った。有志が集まるとしたら休日にやるのか、
会社の研修所は使えるのか、交通費・宿泊費は自
腹か？　遠方の工場でたった 1 人の女性管理職と
して孤軍奮闘する人たちは、最もネットワークを
欲しているだろうが、彼女たちは果たして有志・
自腹の研修に参加できるのか？　実現にむけて浮
かび上がった数々の課題を乗り越えるためには、
やはり研修としての組織のオーソライズが必要
だった。以前から草の根活動としての女子会をサ
ポートしてくれていたトップに考えを話すと、や

るならば女性管理・専門職全員を対象に、全社の
研修として実施すること、主幹層 7 名が本当に必
要なことは何か、しっかり考えて企画を立て、人
事勤労部門の協力を得て開催するよう指示が出た
のだった。

トントン拍子に話がオーソライズされる中で、
「企画チーム」となった 7 名には依然として不安も
大きかった。会社の中にもいろいろな組織があり、
女性活躍が進んでいる部門・部署では、女子会で
集まることすら不自然と感じる向きもあり、全社
研修として召集することへの反発を懸念する意見
も強かった。参加者の多くが「なぜ私はここに呼
ばれたのだろう？」と思っている研修ほどやりに
くいものはない。とはいえ、すでに賽

さい

は投げられ
ていた。この研修は成功させなければならない。

企画の骨子
企画チームとして、当初の「参加者のモチベー

ション向上につながるような話を聞く」「現状から
ワンステップ上の仕事を目指すための具体的なマ
ネジメントノウハウやツールを持ち帰る」「女性管
理・専門職のネットワークをつくる」という三つ
の目的は外せなかった。人事勤労部門からは「こ
の研修の今後の開催是非や方向性についても参加
者で議論すべき」とのアドバイスを受けて具体的
な企画に入った。

基調講演は昭和 40 年代に弊社を去った後に日
本の代表的な女性リーダーとなった大先輩にお願
いした。マネジメントノウハウやツールに関する
講義は、特に女性を対象としたものである必要は
ないので、企画メンバーの 1 人がお世話になって
いるビジネスコーチングのプロにお願いした（ち
なみに男性講師である）。

残りの時間は、参加者がそれぞれの置かれた多
様な状況を相互に共有し合いながら各自の現状と
課題を棚卸しした上で、次のステップに向けてや
るべきことが何かを認識するための議論の時間に
充てた。そうした議論を通じて参加者のネット
ワークが最も効果的に形成されるし、互いをロー
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ルモデルとしながら切磋琢磨する下地ができると
考えた。こうした議論が参加者にとって意味のあ
る効果的なことと認識されて初めて、女性だけで
集まる研修の意義を感じてもらえることになり、
今後の方向性もおのずから見えてくることになる
だろう。

限られた時間でできる限り多くの仲間と知り合
うために、最初のディスカッションは「ワールド・
カフェ」を用いて進めることにした。ワールド・
カフェは数人単位の小グループでメンバーの組み
合わせを変えながら話し合いを続けることにより、
あたかも参加者全員が話し合っているような効果
が得られる会話の手法。メンバーの組み合わせを
変えることにより、多くの人とその人の持つ意見
に触れることができるし、参加者それぞれに違う
背景や仕事・生活上の課題を抱えていることと、
それを大きく「私たちの課題」として認識できる
メリットがあると考えた。基調講演の講師から各
自が受け取ったメッセージの共有に始まり、それ
ぞれが「ワンステップ上を目指す」ために、今置
かれている環境の恵まれている点・足りない点を
共有するところまで、4 セッションをワールド・
カフェで話し合う。企画チーム 7 名に加え、参加
者の中から数名にファシリテーターとしての協力
をお願いし、6 名／チームで気軽で濃密な意見交
換ができる環境を確保した。

2 日目は「より高い目標を目指して仕事をする
にあたっての各自の問題意識」さらに「今後の研
修のあり方」について、これは企画チームの 7 名
が覚悟を持って議論を引っ張る必要があり、10 名
程度／チームのメンバーで議論することになった。

本音で語り合う場
1 泊 2 日の研修は、企画チームが予想しなかっ

た盛り上がりを見せた。もちろん、盛り上がった
ということイコール研修の成功ではないのだが、2
日目のディスカッションや、全てが終了した後に
とったアンケートの中で問うた「今後の研修のあ
り方」について、「今回限りでよい」という意見が

ほとんどなかったのは、予想外のことだった。80
余名の参加者の中で 1 割 2 割はそういう意見の人
がいても致し方がないと思っていたし、ディス
カッションやアンケートでも、むしろそうした率
直な意見や本音を封殺することがないようにとい
うことには、相当気を使っていたつもりだ。アン
ケートに「女性だけの研修には違和感がある」と
いうコメントは皆無ではなかったし、開催の形態
についての意見もいろいろとあったが、基本的に
は肯定的なニュアンスの記述が多かったのはうれ
しい誤算であった。

女性のビジネスリーダーの話を聞くこと、女性
だけで話し合うことで新たな気づきがあったとい
う意見・記述も多かった。これは、冒頭の基調講
演の講師が、極めてフランクに本音の話を聞かせ
てくださったことが出発点となって、研修を通じ
て「本音で話し合う」雰囲気ができたことが、大
きな成功要因だったと感じている。講師は「女性
の強みを生かしたリーダーシップ」という切り口
で、管理・専門職となっても男性社会の中での振
る舞いに悩みを抱える女性を勇気づけるアプロー
チをしてくれた。普段は努めて意識しないように
しているが、自身のあり方・振る舞いに自信が持
てない女性も結構いるのだ。他方で「女性ならで
は」を過剰に押し付けず、「しなやかに、したたか
に生き抜く」という知恵も授けていただき、抜群
のバランス感覚で参加者の支持を得た。何より、
何十年も後輩に当たるわれわれのために、本音の
話を聞かせてくださっているということが、言葉
の端々に現れており、それがその後の本音の議論
を誘発したと思う。

ワールド・カフェも本音の意見交換やそれぞれ
の置かれた多様な状況、多様なキャリアを知り合
うのに期待以上に効果的だった。経験豊富なファ
シリテーターがそろっているわけでもなく、誰も
が手探りで不安なスタートだったが、すぐに打ち
解けた雰囲気が会場に満ち、セッションを終わら
せるタイミングを計るのが難しいくらいだった。
さまざまなメンバーと意見交換し、ファシリテー
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ターの進め方もそれぞれ異なってそれぞれに良さ
があることへの気づきも、貴重なものだった。

2 日目は組織に良い影響を与えるリーダーシッ
プのヒントをもらう講義。参加者の中には部下を
持たない専門職もいるが、仕事を進める上ではビ
ジネスパートナーや関係者を含む何らかのチーム
の中でリーダーシップを発揮すべき機会があるわ
けで、その中での効果的な振る舞いを学ぶことで、
続くディスカッションのテーマ「より高い目標を
目指して仕事をするにあたっての問題意識」につ
なげてほしかった。アンケートには、あらためて
リーダーシップの諸側面を整理することで、「多く
の部下を自分の考えでグイグイ引っ張る」という
ようなステレオタイプのリーダーシップ像から解
放され、自身の強み・弱みを認識できたとか、「周
囲からこう見られたい」逆に「こうは見られたく
ない」というような隠れた願望が本来の目標達成
を阻んでいることに気付いたという感想が見ら 
れた。

最後のディスカッションは、テーマもより抽象
的で、グループの人数も多く、率直な意見が引き
出せるかどうかが懸念点だったが、これも杞憂に
終わった。やや時間不足で全体に「もう少し深く
話し合いたい」という気分を残したことも、今後
の研修への期待や、さらなる議論の必要性を感じ
るところにつながったかもしれない。

なぜ本音で語り合えたか
前述のとおり、基調講演でその場の雰囲気をつ

くるメッセージが発せられたことの意味は非常に
大きかったと考える。

また、弊社グループにおける女性の活躍をある
意味左右する研修を、当事者である女性主幹層が
自主的に企画したというところも、手前みそなが
ら支持を得たと思う。もちろん、女性のみの考え
で企画することにより生じる偏りも懸念されると
ころではあったと思うが、トップを含め人事勤労
部門からのアドバイスを得ながら、あくまでも自
主企画として進めることを許可いただいた。企画
チームを寛大に見守っていただき、感謝に堪えな
い。会社から「もっと頑張れ」と言われるのでは
なく、「もっと頑張りたい」「頑張るにはどうした
ら良いか」を「私たちが考える」場としてこの研
修を位置づけることができたことは、召集された
側の違和感を軽減し、本音の議論を引きだすのに
いくばくかの貢献になったと感じている。

トップと人事勤労部門のサポートを得て、女性
研修は次のステージに進もうとしている。参加メ
ンバーがそれぞれの所属する事業所でネットワー
クを広げようとする動きも見えてきた。本音ベー
スで女性活躍の障害や、女性自身の心の中にもあ
る壁を 1 つ 1 つクリアし、さらなる女性の活躍に
つなげるための研修を、本音で語り合いながらつ
くり上げていきたい。
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