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はじめに
2012 年 2 月 29 日（水）佐々木塾第 1 期～『働

く君に贈る 25 の言葉』実践講座を日本橋三井タ
ワーで開校し、入塾式から始まり、週 1 回、全 4
回のワークショップを経て、3 月 21 日（水）の卒
塾式で 26 名の塾生たちが巣立った。参加した塾
生の年齢層は 26 ～ 46 歳までと幅広く、主な層は
30 代後半から 40 代前半といったいわゆるミドル
マネジャーであった。これは当初、佐々木塾を企
画したターゲットの年齢層より若干高めで、日本
の職場環境をより鮮明に浮き彫りにした結果であ
り、当塾に対するニーズは想定以上に高いと確信
した。

また、佐々木塾のコンセプトは、①教育より共
育②理論より実践③人脈のネットワーク構築の三
つである。

このコンセプトの前提は、塾のターゲットが先
に述べたミドルマネジャー前後を意識しており、
彼らの課題やニーズがそこにあるためと想定した
ことである。

佐々木常夫塾第1期
—『働く君に贈る25の言葉』実践講座開講から見えてきたもの—

Point
❶� �佐々木常夫塾（以下 佐々木塾）は、自身のベストセラー本『働く君に贈る 25 の言葉』を教材に、“良

い本を読んだ” で終わらせず、自分の行動に落とし込み、自らの職場や家庭で実践するために塾生
同士が研鑽しあう、次世代育成型ネットワーク塾でスタートした。

❷� �参加者はミドルマネジャー層がメイン。困難な事前課題に各自で取り組み、ワークショップの中で
塾生同士が共有しあい、“良い習慣” などが継続できる仕組みとした。

❸� �佐々木塾は、第 2 期を開校しており、今後も年に数回開校予定。迷えるミドルマネジャー層を支援
し、日本を元気にしたいと考えている。

塚越 学（つかごし まなぶ）
ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス推進部 コンサルタント
1999年中央大学経済学部卒。公認会計士。2002年有限責任監査法人トーマツ監査部門
入所。多種多様な会社の監査業務に従事しながら、人材育成研修講師、教材開発やワー
クライフバランス系プロジェクトに参画。2009年と2011年に育児休業取得。監査部門
マネジャーを経て2011年 10月より現職。大田区男女平等参画推進区民会議委員。

写真 1　入塾式

入塾式では佐々木塾長から塾生全体へメッセージ
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日本におけるミドルマネジャー層の現状
現在、日本のミドルマネジャー層は、90 年代後

半の、いわゆるバブル崩壊前後に入社した社員が
多く、失われた 20 年の真っただ中を職場で過ご
した。採用が抑制された結果、部下を持つ機会が
それほど多くなく、市場変化のスピードに対応し
た、フラット化した組織の中で「プレイングマネ
ジャー」を余儀なくされている。また IT 化の進
展で、同僚や部下とのコミュニケーションはメー
ルやネットが中心となり、口頭での指示確認や定
時外のいわゆる「飲みニケーション」も減ってい
る。同時に、成果主義による短期的成果を求めら
れ、顧客の多様なニーズや価値観のみならず、部
下の多様な雇用形態や多様な価値観、働き方への
マネジメント対応に迫られている。職場での実務
経験が長くなるほど、社内研修の頻度は経費削減
などで減っていき、多忙な中での自己研鑽や異業
種交流などに割く時間が減っていくため、イン
プットが枯渇した状態で付加価値のあるアウト
プットを会社から要求されている状態が続いてい
る者も少なくない。以前であれば、「俺の背中を見
て育て」的な感覚で部下を育成できた。酒場で上
司と “飲みニケーション” をし、“あうん” の呼吸
で自然に部下はついてきた時代である。社内で
ロールモデルを探すにしても、高度経済成長期や
バブル期で戦ってきた上司や先輩たちは、今のミ
ドルマネジャー層には響かなくなってきている。
こうした職場内外のコミュニケーション不足は、
ミドルを孤立化させ、悩みを大きくし、長時間労
働が常態化しながら、やがてモチベーションや生
産性は低下していくリスクを内在している。

佐々木常夫の著書や講演だけでは解決しない課題
こうした悩めるミドルのメンターとして脚光を

浴びたのが佐々木常夫ではないかと推測する。
佐々木も “メンターおじさん” と自認するほど、
信奉者が多い。すでにご存じの方も多いと思うが、
佐々木常夫は、うつ病の妻や自閉症の息子といっ
た家庭内の事情を抱えながら、毎日 18 時には帰

宅しなければならない、極限状態の中でも成果を
出し続け、同期トップ（事務系）で東レの取締役
に就任した。佐々木の著書『そうか、君は課長に
なったのか』『働く君に贈る 25 の言葉』は、ロー
ルモデル不在の悩めるミドルにとって、厳しくも
温かい上司や父親からのメッセージとして支持さ
れたと考えられる。

しかし、佐々木の著書も本屋に並ぶあまたの自
己啓発本と同様に、「良い本」の一つとして消費さ
れていく運命にある。実際に、当塾生が佐々木本
人を前にした卒塾式でのプレゼンテーションで

「佐々木さんの本は、以前読みましたが、この塾に
くるまでホコリをかぶっていました」と発表され
た。要は良い本を読んでも、実践に落とし込まな
ければ何の意味もない、と佐々木が常々口にして
いるように、実行している人がほとんどいないの
が現実である。

そこで、本だけでは不十分と考える熱心な人は
佐々木常夫の講演会に自ら参加している。佐々木
の講演は企業・自治体で多数実施しており、高い
評価を受けている。しかしながら、本や講演で「知
る」ことと「できること」は別ものであり、「でき
る」レベルに達するには具体的なアクションと続
ける努力の二つが必要である。多くの場合、読ん
だ本や聞いた講演の内容は「知る」レベルで終わり、
身に着かないまま忘れ去られていく運命にある。
佐々木に限らず、有名人を呼んで満足し、講演後
のアクションを受講者任せにしてしまった企業の

写真 2　テキスト

事前課題シートを全て綴じ込んだもの（左）とテキストの本（右）

佐々木常夫塾第1期
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事務局にも課題があるが、せっかく良い話を聞い
たのであれば、その中の一つでも実行できるレベ
ルに持っていく努力が必要だと考えている。佐々
木塾はそうした課題に対し、具体的な「アクショ
ン」と「継続する努力」に焦点を当てて構築して
いる。

佐々木塾の必要性
佐々木塾のコンセプトの一つ目である「教育よ

り共育」は、単に有名な外部講師が教壇に立って
専門知識やスキルを教えるスタイルではない。教
材はあくまで『働く君に贈る 25 の言葉』であり、
佐々木塾が伝えたい内容は全てそこに記載されて
いる。従って当塾から教える意味の「教育」は目
的とせず、佐々木塾のパンフレットでは募集対象
者として以下の記載をしている。

■ 『働く君に贈る 25 の言葉』を読んだものの、
日々の自分の変化に実感のない方

■ 佐々木常夫著書を読んでその内容を日々実践
していく同志や仲間が欲しい方

■ ワーク・ライフ・マネジメントを個人でも職
場でも実践したいが、理想と現実のギャップ
に悩んでいる方

つまり、共に学ぶ仲間と切磋琢磨し、共に育つ
「共育」を目的としているのである。問題意識を
持った仲間がいることで、後述するタイトな事前
課題や実践についても自分一人で継続することが

困難でも、一緒に励まし合いながら進めていくこ
とができる。その結果、自らを鼓舞できる力がつ
くのである。

コンセプト二つ目の「理論より実践」は、単に
塾内だけでの実践ではない。塾生それぞれの職場
や家庭の中で、自ら実践してくることを意味して
いる。塾生には毎週、複数の事前課題が与えられ
る。この事前課題は、『働く君に贈る 25 の言葉』
に沿った宿題である。大きく分けて、人生観を問
う課題と職場での課題がある。例えば、職場での
課題として、「四つの部下力」についてであれば、
次回までの 1 週間、上司の良し悪しに関係なく、

「四つの部下力」を職場で徹底し、事前課題シート
に記録していく。そして、「四つの部下力」を実践
する前と後の上司との関係、印象、仕事の進み具
合について、塾内のワークショップで共有し合い、
次のアクションに活かすのである。この「実践」は、
現在の職場を利用し、自発的に OJT を進めること
につながる。ミドルマネジャー前後の層は、OJT
を受けるというより、部下や後輩へ実施すること
に時間が割かれ、自分自身における OJT そのもの
を行う時間すらないのが現実である。日常のあり
ふれた職場であっても、自分の取り組み方、気の
持ち方でこれほど変わるものかと、多くの塾生た
ちがその成果を口にしている。「分かること」と「で
きること」は違うということを徹底的に体感し、
実践する必要性を感じた証左である。

写真 3　良い習慣の共有

「良い習慣」のアクション状況を共有する様子

写真 4　全体共有

グループワークの後に全体共有する様子

ワーク・ライフ・バランス
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コンセプト三つ目の「人脈のネットワーク構築」
は、異業種交流に基づく、多様な考え方の受容を
意味している。第 1 期の塾生は、IT、繊維、金融、
食品、建築、製薬、飲料、人材、会計など業界は
多種多様であった。また職種としても営業、人事、
システム開発、財務会計、製造、労組、記者など
さまざまな人が集まった。こうした異業種の考え
方や働き方は同じ課題に取り組んだとしてもそれ
ぞれ異なる解決策や問題認識が出てくる。これは
長年、同じ職場で同じような人たちと仕事をして
いるとなかなか体験できないことであり、当塾の
参加動機の一つになっている。よく「会社の常識
は社会の非常識」とも言われることがあり、自然
に身についた習慣が実は他企業の人からしたら、
驚くようなことも少なくない。異業種交流は、自
分を成長させるメリットが絶大なのである。

また、人脈のネットワークは、佐々木塾の場だ
けでなく、Facebook を利用した交流に加え、卒塾
後もメーリングリストや期をまたいだリアルな交
流ができるよう当塾事務局がさまざまな仕掛けを
していく予定だ。期を超えた、多様な人材の交流
では、互いにシナジー効果が生じ、新しいアイデ
アや事業が生まれると期待している。

佐々木常夫塾の塾生の感想
第 1 期の卒塾生の感想を一部紹介する。

（※本人にも承諾を得ている。）

1．安田修吾（富士ゼロックス株式会社　生産本
部部品・ユニット生産準備部）

著書を読むだけで分かったつもりになっていた
部分をさらに深掘りすることで、佐々木常夫氏が
伝えたかった本質に近づけた気がします。事前課
題で自分と向き合い、塾生と共有し議論する。職
場を離れての異業種の仲間との対話は気づきがた
くさんありました。塾で学んだ「良い習慣」を継
続し、目の前の現実から学ぶ事で、仕事を通じて
自分を磨き続けたいと思います。

2．古門健吾（三洋化成工業株式会社　電子材料
産業部東京営業所電子材料産業課）

全く業種も異なる方々とさまざまな課題に取り
組むことで、いろんな意見や考え方を聞けて刺激
を受ける貴重な体験ができました。また、本を読
んだ内容を塾という形で実践する事ができ、具体
的な「良い習慣」も身に付けることができたのが
大きかったです。今回の塾をただの経験で終わら
せず、成長のきっかけとできるように、塾で学ん
だ事を今後の人生に活かしていきたいと思います。

 
3．蓑田雅（サントリービアアンドスピリッツ株
式会社　営業推進1部ビール営業部）

全体的に一番この塾で身に付いたことは、自分
を見直すことでした。

すなわち過去からの自分を見つめ直し、これか

写真 5　佐々木塾長から卒塾生へのメッセージ

卒塾式では塾生の成長プレゼンを聴いた塾長が一人ひとりにメッセー
ジを送る

写真 6　卒塾証書授与

卒塾式での卒塾証書授与

佐々木常夫塾第1期
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らの自分はどうなりたいかを考えることです。や
りたいこと、好きなことを考える時、漠然と考え
ることが多いですが、昔を振り返ると実は線でつ
ながっている事が多いことが分かりました。振り
返る習慣を身につけると、自分自身のやりたい事
に対して自信も持てます。次は、ではそういう目
標に対して、どうアクションプランをたてていく
か？このあたりが課題です。

4．水迫誠人（富士通株式会社　ネットワークソ
リューション事業本部フィールドエバリュエー
ション統括部）

人生の棚卸しを通し、自分と真剣に向き合う時
間が持てました。素直に聞くことで、仕事や人生
について自己理解が深まり、源泉をつかみ取るこ
とができました。いろいろな課題があることで、
向き合うテーマがはっきりしていて、自分で目的
を設定でき、成長戦略を明確にする取り組みもあ
り、より意識が高められました。自分が志してい
るものは何か？ぼんやりとしていたものが明確に
なりました。それは、生きる目的や仕事の目的に
つながるものであり、もともと自分の中にあるこ
とに気づき、それをどのように磨いていくか実践
を通して学び、育てる活動ができました。

また、取り組んだことを振り返り、メンバーに
話し吐き出すことで、気づくことがあり、メンバー
の異なる視点の取り組みやアドバイスで、より深
い気づきや学びを得ることができました。そして、
共感や理解を示されることで、励まされ勇気を得
ることができました。そこの場で宣言することによ
り、自覚と自分への責任を持つことができ、自分
一人では得られないものを得ることができまし
た。実践と振り返り、仲間と語る。そこから得た
もので行動していく。良い循環ができました。

 
5．村田優子（株式会社メック・ヒューマンリソー
ス　人事サービスグループ）

入塾目的の一つである「異業種・異職種の方々
とネットワーク構築」について、当初は目的達成

できるか？不安でありましたが、①同世代という
こと②少なからず同様の悩みを持ち入塾を決意さ
れた方々とご一緒できたこともあり、想定以上に
交流を深めることができたと感じています。また、
事務局の方々のファシリテーションもうまく、塾
生の課題でもある「とことんタイムマネジメント
を意識した進行」には、研修企画運営を担う人事
として見習わなければならないとあらためて痛感
致しました。

毎回課される事前課題は、自分をあらためて見
つめ直し、とことん追い詰めるまで真剣に考えさ
れられました。お恥ずかしい限りですが、自分を
ここまで追い詰めたことは仕事以外でなかったと
感じており、大変貴重な機会であったと考えてお
ります。

個人的には勇気を振り絞り入塾を決意した訳で
すが、これにとどまらず、記念すべき『佐々木塾
一期生・同期会』を事務局の方々含め定期的に実
施し、刺激を受け与え合いたいと考えています。

最後に、『本を読む』事にとどまらず、その内容
について真剣に考えアウトプットし、そしてそれ
をディスカッションする機会を与えていただき有
り難うございました。これからの人生において、
この貴重な経験を十分に活かし、より一層『すて
きな人』として輝いていきたいと思います。

6．浜野哲成（味の素株式会社　人事部労務グ	
ループ）
・自分の具体的な仕事の仕方や考え方を人から評
価してもらう事は普段の業務でもなかなか機会が
ないため、グループセッションを通じていろいろ
な方から意見やアドバイスをもらえて、とても良
い機会となりました。
・普段、業務上社内やグループ会社内の人とのや
り取りが多いため、社外でしかも業種の違う方と
のグループワークは新鮮でした。
・セッションや懇親会を通じて、業務の進め方の工
夫を聞くことができ、それを自分でも試してみたり
して、自分の仕事にも役立てることができました。

ワーク・ライフ・バランス
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7．須藤弘展（東レインターナショナル株式会	
社　総務部人事・勤労課）

ある程度社会人経験のある方なら、佐々木さん
の著書を読んで「なるほどそのとおりだ」と実感
をもって共感できることが多いと思います。自分
もその 1 人でしたが、これを「いい話だ。いつか
自分も実践してみよう」で終わらせずに、「いつか
ではなく、今やってみよう」という気持ちから佐々
木塾に参加しました。卒塾式を迎え、毎週宿題に
追われていたことを思い出しつつ、なんとか無遅
刻・無欠席で終えることができ、ほっとしていま
す。この塾で得られたことは三つあると考えてい
ます。

一つ目は、ただ多忙な日常に流されるのではな
く、毎週目的意識をもって自分を追い込んでいく
という習慣が身につき始めたということです。「良
い習慣ワークシート」をはじめ、抽象論ではなく
各論かつ実践的なワークが毎週用意されていたこ
とが非常に有益だったと思います。また、毎月 1
回ではなく、毎週開催されることでこの自分を追
い込んでいくというリズムができたと考えていま
す。毎週のワークショップはもう少し時間がほし
いと思う反面、短時間であるがゆえに頭をフル回
転させて集中することができたのかもしれませ
ん。二つ目は、自分の人生といった普段あまり意
識していないような事柄に真剣に向き合う機会が
得られたことです。過去の自分を振り返って、今
までの人生自分は何をしてきたのか、これから何
をしていきたいのか、真面目に考えて内省的に掘
り下げていくことは結構キツイ作業ではありまし
たが、日常生活を漫然と過ごしていたのでは得ら
れない気づきがありました。

最後は、本塾の目的意識が明確であったからだ
と思いますが、塾生の取り組み姿勢が真剣そのも
のでたくさんの刺激を受けることができたという
点です。異業種研修の中には、研修中はなんとな
く情報交換をしていても、終了後音沙汰なくなっ
てしまうケースもあると思いますが、佐々木塾で
出会った同志・仲間とは、これからもつながって

いくという予感があります。毎週本音ベースで語
り合えたのは参加者がそれぞれにある程度の社会
人生活を経験し、しっかりと自分の考え方を持っ
ている方々だったからだと思います。 

佐々木塾の今後の展開
第 1 期生が巣立っていき、今後、第 2 期、第 3

期と年に数回定期的に開校することで、塾生の規
模を増やすと共に、その交流を加速させ、佐々木
塾の塾生がビジネス界で飛躍するよう支援してい
きたいと考えている。

また、今回の仕組みを法人向けの研修ツールと
しても展開していく予定である。日本の企業向け
研修のマーケット規模は 4,000 億円とも言われて
いるが、教育の 3 本柱の「OJT」「Off-JT」「自己
研鑽」をミドルマネジャー層に対して効果的に実
施できている企業はそれほど多くはないと感じて
いる。佐々木塾では、枝葉末節のスキル獲得を目
的としたものではなく、「ビジョン・人生観、良い
習慣・仕事術、リーダーシップ、問題解決能力」
といった幹の部分を自立力・自律力によって再構
築するものである。しかも日常の仕事の中で事前
課題に基づき PDCA を回すため、当塾を企業内研
修として行うと、「OJT」と「Off-JT」の相乗効果
が図れると考えている。企業規模が大きくなるほ
ど、同じ社内であっても他部署との人材交流は困
難である。この取り組みをすることで部門間の壁
を低くし、部門横断的な施策を生み出す効果が期
待できる。ワークライフバランスのコンサルティ
ングを支援している中で、最も多く挙がる課題は、

「職場でのコミュニケーション不足」である。当塾
に参加された塾生が自ら社内の課題に気付き、職
場内のコミュニケーション不足が解消されていく
ことを期待したい。

最後に
佐々木塾は、日常の仕事に埋没し、「何のために

働いているのか」「自分は何者なのか」を見失いか
けたミドルマネジャー層に、明日からの希望と自

佐々木常夫塾第1期
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信を持って歩んでもらうためのきっかけを提供し
た。私たちが日々感じる閉塞感は、見本となる上
司がいないこと、ふがいない部下や、一向に回復
しない景気、理解してくれない会社から来るので
はない。答えは自分の中にある。「人生の主人公の
座を誰にも譲ってはいけない」という言葉が佐々
木の著書にもあるように、ブレない軸を持ち、仕
事によって自分を磨き、過去も現在も未来も自己

肯定観を持つこと。それが自分の中の閉塞感を打
開し、新しい世界へいざなう鍵になるのではない
だろうか。佐々木塾はこれからも迷えるミドルマ
ネジャー前後の層を支援し、日本のビジネスマン
を元気にする一助になれば幸いである。

※詳細は東レ経営研究所の HP を参照ください→ 
http://www.tbr.co.jp/event/jyuku/index.html

写真 7　佐々木塾生（第 1 期）　全体写真

懇親会後に撮った全体写真

ワーク・ライフ・バランス




