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顕著にみられます。
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図表 2つのジェネレーションギャップと各世代の特徴
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①社会人としてバブル景気を
経験した世代
〈特徴〉

・
・
・
・

会社中心主義
安定志向
ゼネラリスト志向
②③の世代に“昭和の価値観”
を押しつけがち

②バブル崩壊後に就職
した世代
〈特徴〉

・ 会社への帰属意識は
弱い
・ スペシャリスト志向
・ 転職を肯定的に
捉える
・ ①の世代に対し
批判的で歩み寄ろう
としない

③リーマンショック前
後に就職した世代
〈特徴〉

・
・
・
・

資格取得に熱心
主体性が弱い
リスク回避志向
①の世代は苦手だが
嫌ってはいない

「新人類世代」
「団塊ジュニア世代」
「ゆとり世代」など、名づけられた世代はいくつもあるが、

大きなジェネレーションギャップで区切ると、この図の３つの世代に分けられる。価値観の違いを埋めるのは大変なので、

お互いを「仲間」と認め合うことが会話のきっかけになる。
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