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1   ここでは、異業種の人同士が活発なコミュニケーションの中で、それぞれの知見を相互に重ね合わせていくことで、さらに創造
的な発想や成果を生み出せることを指す。

創発がもたらすリーダーとしての気づき
「新しい経営感覚を磨く次世代経営者育成塾」第 7 期生座談会

Point
❶		 		次世代のあるべき経営者像を模索するリーダーには、業務を離れた幅広いテーマに接し、議論する

経験が大きなヒントを得る機会となる。
❷		 		単なる「ノウハウ」ではなく、自身の体験に基づき現場感をもって「志」「パッション」を語る講

師が受講者を惹き付ける。
❸		 		答えのないテーマについてとことん考えることで、今後直面する課題解決にあたっての引き出し

を増やすことができる。
❹		 		異業種だからこそお互い本音で意見をぶつけ合う中で「創発」が生まれ、今までになかった視点を

得られる。

出席者：
ソニー株式会社 CPDG プロフェッショナル・ソリューション事業本部 経営企画部門 企画管理部 FS 生産企画課 統括課長 
 杉本 仁志 氏
株式会社ダイメディア ディレクター 植木 浩美 氏
東レ株式会社 マーケティング企画室 主席部員 佐々木 康次 氏
郵便事業株式会社 管理部門 人事部要員企画室 室長 小池 信也 氏
司会：株式会社東レ経営研究所 人材開発部 部長 小西 明子
取材・写真：株式会社東レ経営研究所 人材開発部 内藤 陽子

東レ経営研究所で主催している「新しい経営感覚
を磨く次世代経営者育成塾」は、参加者自らが新た
なマネジメントのあり方について創造を誘発、すな
わち創発 1 しながら、不透明な時代に必要な経営感
覚を身につけていく場として企画され、これまでに
7 期を終了しました。今回は今年 2 月に研修を修了
した第 7 期のメンバーにお集まりいただき、研修に
ついての印象や参加後の意識の変化などをお伺いし
ました。

次世代経営者が学ぶべきこと
小西：第 7 期次世代経営者育成塾を修了されて 

3 カ月が経過しましたが、振り返っての率直なご
感想などをお聞かせいただけますか。それぞれの
組織の代表として、という意識ですとなかなか発
言しにくい向きもあろうかと思いますので、あく
までもこの場では皆さん一個人としてのご意見と
いうことで。

佐々木：上司からは、次世代経営者たるものがど
ういうものなのかを見出すような意識で参加しな
さいと言われて参加しました。研修中は、リーダー
とはどういうものか、今隆々としている会社とそ
の逆の会社とがある中でおのおのどこを見習うべ
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きかという観点で、講師の先生方の多様な事例に
ついてのレクチャーを伺ってきましたが、最後に
示される安岡先生の人間学でまとまったのが非常
に心に残っています。

小池：私の場合は、佐々木社長が弊社で講演され
た関係でこの研修に参加する機会を得ました。こ
の研修はいろいろな分野のテーマがあって、要は

「経営者になる人たちは、幅広い問題に対処できな
くてはいけない」ということなのですが、自分の
考えが狭くなりがちだと感じていたので、非常に
良い機会を得られたと思っています。それから一
貫して出てきたキーワードの一つに「パッション」
がありました。どこかの回で「考えていないこと
は実現しない」という話があって、仮に考えてい
たとしても部下や上司に考えをどう表現して伝え
ていくかが大切であり、そしてパッションが必要
だと思いました。

杉本：私も結構急にパンフレットを渡されたので
すが、内容を見たら面白そうだったのでその場で
決めました。今までに参加していた研修は、表面
的なテクニックや、ある特定分野のスペシャリス
トを育てるための講座だったので、私個人として
は今ひとつしっくりこなくて、経営者に必要な要

素とは何なのだろうと常々疑問に思っていたとこ
ろがありました。この研修に参加して感じたのは、
それぞれの分野ではっきりとしたものの考え方だ
とか志というものを持って仕事をしてこられた、
非常に個性的な講師がいらっしゃって、つまると
ころ、その基本的な考え方とか志が大事なのだろ
うということです。リーダーとか経営者に必要な
ものは何だということを、きちんと学び考えさせ
てくれるところが、すごくいいと思いますね。そ
れから、1 回目の田中先生のインパクトが強かっ
た。企業再生を現場で指揮してきた非常に現場感
と納得感のあるお話をいきなりドンと持って来ら
れて「あ、面白いな」と引き込まれました。構成
もよく考えられていると思いましたね。

植木：私は佐々木社長の取材をしたのがきっかけ
で、今後も引き続きご指導下さいとご挨拶に行っ
た時に誘われました。ディレクターという皆さん
とは違った職種で育ってきて今まで研修を受ける
機会もあまり無く、社会のこととか企業文化とか
いうものは実地での取材で、どちらかと言えば当
事者というよりも見ている側というかかわり方で
した。そういう意味では、主体的に「リーダーと
してどう行動すべきか」を考えたのは今回が初め
てで、すごく勉強になったし、なるほどと思うこ
とがたくさんありました。皆さんの経験談から吸

郵便事業株式会社　小池	信也さん

東レ株式会社　佐々木	康次さん
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収するものも大変多かったですね。特に私が感じ
たのは、自分が思ったことを伝えたらこの人はど
う動くか、この人をどう育てていくかということ
です。例えば大学を出たばかりの若い AD（番組
のアシスタントディレクター）さんに対して、単
に番組を作るノウハウだけではなく、社会人とし
てどう生きるべきかも含めてきちんと育てて、10
年後には次の人をしっかり育てられるようになっ
てほしいということをイメージできるようになり
ました。私たちの業界も非常に苦しくて、若くて
やる気があってもなかなか続かない現実があるけ
れど、私はすごくやりがいのある仕事だと思って
いるので、若い人たちにも続けてもらって「面白
い人たちにたくさん出会えて幸せだ」と思う心を
持てる域に早く到達してほしい。そういう業界全
体を盛り上げたい気持ちになれたのも、この研修
の大きな成果です。

多彩なテーマから経営感覚を磨く
小西：この研修で特にご関心を持っていただいた
点は、どんなところでしたか。

杉本：一つはパンフレットに「経営マインド」と
いう言葉があって、そういうものが本当にあるの
かと興味がわき、直感的に面白そうだと思いまし
た。「経営感覚を磨く」とありますけど、人を指導

する立場にいる人全員に経営感覚があるかという
と、客観的に見て必ずしもそうでもないケースが
ありますよね。すべての経営者がそういう感覚を
持っていれば業績ももっと上がるでしょうし、個
人的にも会社生活の中で何か違うぞと思う場面も
あって、経営感覚って何だろう、経営者って何だ
ろう、ということは常々思っていました。

植木：経営感覚って難しいですよね。イメージし
ていたのは「こうすればナンボ儲かるんや」みた
いなことですけど、この講座のラインアップを見
るとそうではない。むしろ、自分個人や会社だけ
ではなく、もっと広く見て、社会全体を良くする
ためには自分がどう動くかというところまで考え
られることなのではと思います。

杉本：そうですね。8 回のテーマがそれぞれバラ
エティに富んでいて、現場感のある内容だったこ
とにも興味がわきました。自分の仕事がどちらか
というと現場に近いところを動かしていく仕事な
ので、工場を動かしたり、生産活動に必要な流れ
の中で、人や組織を動かしていくのに何が大事か
というところに通じてくるテーマがラインアップ
されていることが、興味深く取り組めた理由だと
思います。

ソニー株式会社　杉本	仁志さん

株式会社ダイメディア　植木	浩美さん
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小池：特に最後の「古典で学ぶリーダーシップ」
というテーマは期待通りでした。あとは良い仲間
が集まっていたことですね。私は外部の研修には
行ったことがなくて、異業種の交流というのも正
直初めてでしたけど、毎回メンバーをローテーショ
ンして、自分自身の見識をきちんと持って仕事さ
れている皆さんから幅広い話が聞けるし、議論も
できるのが良かったと思いました。

佐々木：同感です。参加しているメンバーの意見
がすごく面白い。私が印象に残ったのは、現状に
満足している人は基本的に誰もいないということ
です。グループ討議で出る意見には、常に明確な
課題を持って仕事に臨んでいることがよく分かる
発言がとても多いんです。そういう目で次世代の
経営者とはどうあるべきだと見ていくのはすごく
重要で、ただ、それで最終的にあるべき姿が完璧
に見えたわけではなくて、そういうことを見る目
を養わせていただいた、あるいは見る方法を教え
ていただいたと思っています。私の場合は古典に

あるリーダーシップなんて、今までの人生の中で
はあまり触れたこともない話で当初はあまり期待
を抱いていなかったんですが、こういう分野にす
ごく興味を持って、常に勉強をして考えているメ
ンバーがいて、そういう人の考え方というのは目
から鱗なんですね。実際に安岡（正篤）先生の記
念館で、安岡先生がなぜこういう思想を持たれた
のかということや、戦争あるいは戦後にどう影響
を与えたのかという経緯を見せていただきました
がこれがもうすごい話で、日本人というか人間の
根底にある思想の流れに触れるという経験が、今
まで無かったことを恥ずかしいと思ったくらいで
す。その経験ができたのも素晴らしいと思います。
今後も紹介していただいた安岡先生の講座に参加
して勉強していくことで、今後に継続して生かし
ていきたいと思います。

小西：安岡先生や、冒頭田中講師のお話が出まし
たが、その他に何かインパクトのあった講義や講
師の言葉などはありましたか。

植木：住田先生は知識の宝庫というか、理系がご
専門のはずなのに文系的な発想もお持ちで、とに
かく魅力的で面白い方でした。講義自体も、それ
ぞれの企業が持っている技術を例えばどう街づく

図表 1　第 7 期 次世代経営者育成塾カリキュラム
回 日程 テーマ 講師

第１回 10/15（木） 企業再生の実例 中間法人ディレクトフォース
代表理事	田中	健一

第２回

10/30（金）
～
10/31（土）
【合宿】

「国際化の課題	日本の行く末・
世界の行く末」
−文化から文明への昇華−

筑波大学
システム情報工学研究科
教授	住田	潮

第３回 11/13（金） マーケティングの実践～商品企画から販売まで～

ASMIL
山口マーケティング企画研究室
代表	山口	高明
（元花王㈱	サニタリー事業本部長）

第４回 11/27（金） 投資銀行からみた企業価値

㈱大和総研
執行役員
コンサルティング本部長
引頭	麻実

第５回 12/15（火） 個人も企業も成長するワークライフバランス
㈱東レ経営研究所
代表取締役	佐々木	常夫

第６回 2010	年
1/7（木）

今後の雇用情勢と
人材システム改革の方向性

㈱日本総合研究所
調査部
ビジネス戦略研究センター所長
兼	主任部員	山田	久

第７回 1/25（月） イノベーションを起こす
リーダーシップ

一橋大学	大学院
社会学研究科・
国際企業戦略研究科
教授	一條	和生

第８回 2/4（木） 古典に学ぶリーダーシップ
財団法人郷学研修所
安岡正篤記念館理事長
安岡	正泰

	 出所	：筆者作成

図表 2　次世代経営者育成塾のコンセプト

出所	：筆者作成
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りに応用していくかという展開についてお話しい
ただいて、なおかつ与えられた課題が「持ってい
る技術のいろいろな生かし方を考えて発表して下
さい」というもので、なかなか鍛えられました。
面白い切り口を主体的に考えることにもなったし、
議論もすごく盛り上がったと思います。

杉本：中核要素技術を持つことと、それにソリュー
ションを組み合わせてビジネスをするということ
を、今後の方向性としてやっていくべきと仰って
いたのが非常に印象的でした。日本のエレクトロ
ニクス企業も、ともすれば技術だけで事業展開し
てきた傾向がありますが、そこにどうソリューショ
ンを組み合わせていくかというのはまさに課題だ
と思います。例えば、3D テレビもただ単に 3D の
画像を見せるだけではなくて、ソリューションと
組み合わせてどう人間の生活を少しずつ変えてい
くかということだと思っているので、そういった
意味で参考になりましたし、勉強になりました。
最後に「志を高く持って、30 年後 50 年後のある
べき姿に向かって前を向き、今を変えていくべき
だ」と、大学の先生がそう言われるのは大変真剣
な感じがしましたね。

植木：日本の一番の問題は日本が誇る高い技術を
上手に生かせていないことで、おそらくそれは工
業製品だけじゃなくて、私が取材している中では

例えば農業もそうですし、地場産業といわれてい
るものもそうです。技術をもっと上手に生かすに
はどうしたらいいのかを、アメリカや海外の事例を
含めて、きちんと提示していただいたと思います。

小池：住田先生の課題図書が司馬遼太郎さんの『ア
メリカ素描』（新潮社）でした。住田先生は、司馬
さんが自らの持つ方法論を使ってアメリカを見事
に捉えていることを指摘しました。つまり、方法
論は別なところでも使えるという非常に面白い話
がありました。例えばアメリカは日本とは国の成
り立ちや背景が全然違うから真似しようとしても
できないところがある、日本が日本の立ち位置に
いるのはいろんな歴史的な原因があるからだとい
う話はすごく新鮮で、おそらく各会社にもそれぞ
れの立ち位置みたいなものがあると思いました。
佐々木社長も仰っていましたけど、例えばマーケ
ティングでも、よその会社のやり方をそのまま取
り入れても駄目で、自分の会社に合ったものにし
なさいと。本当にその通りで、それぞれの観点に
ちゃんと落とし込んで、自分なりの考えを持てる
ようになるきっかけが、非常にいろいろなところ
に散りばめられていたと思いました。

納得感のある講義と自身への落とし込み
植木：主査の北原先生が毎回の講義や皆さんが話
していたことをすごく上手にまとめて、そういう
観点での考え方ができるようにきちんと落とし込
んで下さっていたのも大きかった気がします。そ
んな中で、今すぐに答えが出せないことを議論す
る良さというのもありました。特に佐々木社長の
ワークライフバランスや、山田先生の雇用問題は
結局議論の中で答えが出なかったんですが、それ
ぞれがもう一度考えればいいテーマなので、かえっ
て良かったのではないかと思います。

杉本：100％の答えは出ないですけど、納得感と
いうか、しみじみ感がありますね。私の部下にも
お子さんがまだ小さいけど、がんばって仕事をし

小西	明子　人材開発部	部長
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ている方がたくさんいて、先日佐々木社長がソニー
で講演された時には参加させました。制度的な話
ではなくて経験談だから、納得感があるんですよ。
雇用問題について言えば、仕事中心の評価体制、
評価軸とは言っても、実際に企業は人を雇ってい
て、その人たちを生かしていかなければいけない
からなかなか難しいのですが、方向性としてそう
いう考え方を持つべきだというのは非常に納得感
がありました。あとは山口先生のマーケティング
の話も私には新鮮でしたね。自分の仕事が直接消
費者向けの製品を扱っていないので、消費者目線
で見たマーケティングの実例を学ぶことがあまり
無かったんです。山口先生が仰っていたのは、と
かくお客様と言いながら流通を見ている場合が多
いけど、最終的には消費者を見なければいけない、
生活者の視点で見なければいけないということで、
非常にはっとさせられました。最近はインターネッ
トを利用して、企業が直接消費者とコミュニケー
ションをとる機会も増えてきていますが、そういっ
た時代の変化みたいなものについても触れられて
いましたね。

佐々木：どの回でもその場で答えを出すことはほ
とんど無かったですね。でも、研修中に話し合っ
たことや皆さんからもらった知識は、結果的に自
分が問題にぶちあたった時に、それまでとは違う
発想を考えつくヒントになり得ると思います。引
頭先生は、我々と同じ世代でありながら執行役員
をされていて、海外も含めて大きな見方で企業を
見ていました。投資家の目から見ると日本企業の
位置づけが非常に歯がゆいというか、海外の隆々

とした企業と比べて、日本の企業はもっとやらな
ければいけないという想いがある一方で、何が原
因でそうなっているのかを数値の面から俯瞰して
説明されていましたけど、確かに客観的に比べら
れると我々日本企業はなかなか厳しい。本当はもっ
と儲けないといけないし、今の 10 倍くらいの売
上高があって当然という企業がいまだに非常に低
いところにいることを位置づけとしてきちんと理
解して、その檻から抜け出すにはどうしたらいい
かを考えなさいと言われまして、これは常に意識
として持っていなければいけないと思いましたね。

小池：この研修を終えて、自分が変わったかはか
なり微妙ですが、何かの時にそれぞれの回でもらっ
たヒントを思い出して、変えられるようにしなけ
ればいけないと思います。今日もこの場に来る前
に資料を見返して、殴り書きですけどこんな議論
があったな、と思い出してきて、貴重な宝物とい
う感じです。それから、佐々木社長が仰った「常
に最短距離で考えろ」という言葉が好きで、限ら
れた時間で何をどう解決すべきかの答えを出さな
ければいけないことがある中で、示唆に富んでい
たと思いますね。

リーダーに必要な要素とは
杉本：私は毎回受けた講義の内容を簡単にレポー
トして、所属部署の上司たちや関係役員にメール
で送っていました。それに対して一番コメントを
くれたり、反応してくれたのは担当役員でした。
内容的に、経営者に近い方には分かるのかなと思
いましたね。

植木：きっと講師のお話がただのノウハウではな
くて、考え方とか事に当たっての臨み方だからで
すよね。それぞれに背負っているもの、バックグ
ラウンドがすごく大きいと思うんです。その人が
抱えてきた問題をどうクリアしてきたかという背
景があるから説得力があるし、ストーリーとして
理解できるのだと思いますね。経営者にそういう
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ものがあると、下についていく人は、バックにあ
るストーリーも含めて感じるものがあるのではな
いかと思います。「この人が言うことには、きっと
こういう理由があるからだ」と考えて臨めるので、
理解が早いですよね。そういう意味では、少しく
らい痛い思いをして、そのバックグラウンドを背
負って経営者になるといいのかなと思いました。

小西：経営者にはある種の自己プロデュース力も
大事、ということでしょうか。

植木：そうですね。今、仕事の関係で美術のにわ
か勉強をしているのですが、作品の何を評価する
かというと背景とか作者のバックグラウンドも含
めてなんです。例えばゴッホも、彼が狂気にまみ
れながら描いたようなことも含めて評価されて、
その作品が成り立っている。少し話がそれました
が、出来上がりのものだけではなくて、そこに含
まれるストーリーごと見せるということがすごく
大事なのだと思います。私は引頭さんの講義は欠
席でしたが、女性で執行役員になられるまでに多
分いろいろなことがあったでしょうし、そういう
背景も含めて、丸ごとその人の経営者としての理
論なのだろうと思います。

小西：この講座を通じてご自身の中で新たに描い
たリーダー像のようなものはありましたか。

小池：最後に押さえのようにピシッと安岡先生の
講義があるのが一つのポイントで、底辺部分に安
岡先生の仰る人間学が基礎としてあって、その土
台の上で経営戦略とかマーケティングとかワーク
ライフバランスとか人事管理といった方向性を、
パッションを持ってやっていくということなのだ
と思いました。そして「この人が言うことは一理
ある、この人が言うならやろう」と思わせるもの
があれば、さらに情熱的にこれをやろうと言える、
そういう構造があるのかなというのが、プログラ
ム全体を終えての率直な感想です。

杉本：よくトップマネジメントで企業を成功に導
いた人は皆さん明るくて前向きだと言いますけど、
それが何なのか、単なる性格の明るさとか人間的
な面白さとか押しの強さとか、でもそれだけでは
ないはずだと思っていました。最終回を聞いて、
私が自分なりにこれだと思ったのは、そういう人
達には大局観みたいなものがあるんですね。大局
観を持って、個人の利益ではなくて、社会を良く
するとかそういう志があるので、多少目先のこと
で紆余曲折があっても明るさを失わない。安岡先
生の回は締めとして本当に良かったと思います。

佐々木：同じく、最後の最後に人間学というテー
マで、それまでの 7 回の講義で言っていたことを
気付かせる部分がたくさんありましたね。歴史の
中で人間がベースにしてきたモラルとか考え方、
他に恥じないような生き方とか、そういうことの
上にいろいろな経験や方法論があるから偉大な経
営者になれるのだということがよく分かりまし
た。私は主に経営者に必要なのは、情熱と包容力
だと思うのです。講義の中で、アンダーテーブル
でやってきた努力が花開いてコアになり主力にな
る、成功事例はそういうところから生まれてくる
という話があったと思います。そういうことをす
べてまとめて受け入れる包容力のあるリーダーが
いるかどうかで、企業が本当に大きくなるのか、
そのまま停滞してしまうのかの分かれ目になる気
がします。

人材／人材育成の視点
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植木：多様な考え方の人たちをきちんとまとめて
受け止める幅の広さが大切なのだと思います。最
終回に、課題図書の中から自分の考えに近い章を
それぞれ選びましたけど、みんな全然違いました
よね。小さなグループなのに、それでも考え方が
違うし、興味の範囲も違う。流行で言うとダイバー
シティという言葉もありますが、もっと基本的に
いろんな人たちがいることを分かって、それぞれ
を受け止めて魅力を引き出す、そういう力が一番
リーダーの力として大切なのかなと思いましたね。

創発から生まれる関係性
小西：良いメンバーで良い議論ができた中で、他
人の見方を通じて新たな発見があるというのは、
我々が目指すところの創発につながっているのか
なと嬉しくお聞きしましたが、そういう創発の良
さを感じていただけましたでしょうか。

佐々木：例えば 1 時間くらいのグループ討議の中
で、私達はずっとそのテーマについてだけを話し
ているわけではなくて、実際にはあまり聞かれた
くないような話も結構しています。あえて会社の
あまり良くない部分をさらけだして、だからこう
なったのだと説得力をもって教えていただいた。
テーマの答えを出すだけではなくて、それ以上に
いろんな話を聞けたことは、創発になります。一
般論も実例も新しい知識として自分の身につきま
すし、そこに想像でも意見を重ねていくことで、
また違う発想へとつながっていくと思いました。

小池：それぞれの会社、仕事によって全く観点が
違うと感じました。例えばある会社の事例では「今

までいろいろな研究開発をしているけど、やめな
いで続けてきたことが大事」ということがあった
んですが、こういう観点は今まで無かった。自分
の身におきかえると、ちょっとしたアイデアでも
機が熟していないことはあるけど、それを少し温
めながら、でも持ち続けて、何かの機会に出せる
ようにしておくというのは面白いし大事だと思い
ました。まさに創発ですね。

杉本：会社も仕事の内容もそれぞれ違うので、皆
さんの話を聞けたのは非常にためになったし面白
かったです。社内同士ではだいたい思考が似たよ
うな傾向になってしまったり、いわゆるクリエイ
ティビティがあると思われるような意見が尊重さ
れたりと、どうしても偏りが出ます。この研修では、
自分が思っていたのと全く違う意見も素直に聞け
た。お互いに相手を否定せず、意見を重ねていけ
る関係を築けたのが良かったところでした。

小池：みんな体面を気にせずに、本音で話してい
ましたよね。

植木：話しながら自分でも問題がクリアになった
のではないでしょうか。周りから意見をもらうこ
とで、より思考が研ぎ澄まされたというか。

小池：私は異業種交流の経験がないのですが、他
ではどんな感じなんでしょう。

佐々木：メンバーによりますね。みんなが同じ考
え方では議論が広がらないし、かといって全く違っ
た方向を向いていたら盛り上がらないですから、
そういう意味では 7 期は多士済々な方々で非常に
良かったと思います。

OB会活動への期待
小西：OB 会活動なども盛り上がりそうな期待も
感じられますが、これから皆さんでやってみたい
ことやご提案などをお聞きかせ下さい。
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小池：まずは月 1 回銀座で開催される安岡先生の
講座（安岡活学塾）に参加し、そのあとに 7 期のメ
ンバーで集まり、反省会と称して飲みたいですね。

杉本：毎回北原先生のまとめや佐々木社長の突っ
込みが絶妙で、それが創発の雰囲気を作り出して
いたので、今後 OB 会でもたまに北原先生や佐々
木社長も招いて懇談会のようなこともできたらと
思います。

植木：北原先生の話をゆっくり聞く機会が欲しい
ですね。先生の講座を聞いてディスカッションを
したら面白いと思います。北原先生と佐々木社長
の対談でもいいですけど。

佐々木：全員が集まるのは難しいでしょうけど、
たまには 1 期から 7 期が集まる OB 会をしてみて
はどうですか。

杉本：テーマを決めてフリーディスカッションで
もやりましょうか。

植木：前に佐々木社長がこれからのテーマとして、
介護などの問題を企業が考えていかなければと
仰っていて、個人的にはその先を聞きたいですね。

小西：最後に言い足りないことやご要望などあり
ましたら。

佐々木：7 期では既に 3 回ほど集まっていて、多
分今後も勉強会を絡めて続いていくと思います。
非常に良いメンバーにお会いできたということを
最後に申し上げたいと思います。

小池：私も同感です。8 回目で終わりでは寂しい
と思っていましたが、今後も続けていけそうとい
うのは嬉しいですね。

杉本：研修に来る前は時間を作れるか心配でした
けど、終わってみると本当にあっという間でした。
たまには有料でもいいので、単発でこういう場を設
けていただけると。そのときは自費で参加します。

植木：参加メンバーの中から、講義してもらうこ
とがあってもいいと思います。

小西：最近の仕事のトピックを相互に話してもら
う場としてご活用いただいてもいいですね。これ
からもぜひ良い交流を続けていただきたいですし、
私どももそのお手伝いをしていきたいと思ってお
ります。本日はお忙しい中ありがとうございました。

人材／人材育成の視点


