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特集

人 生のゴ ー ル デ ン タ イ ム 活 用 術

誰にも等しく訪れる
「朝」の魅力と、その影響力とは。
早起きが苦手な人でも朝活に取り組める方法を3人の識者に伺いました。

習慣にしている人が多く、例えば、

長・大学講師・時間管理コンサルタン
ト・セミナー講師・税理士と5つの仕
事を掛け持つ。セミナーでは「時間管

者である宗次徳二氏は、
「早起き
は三文の得ではなく
『3億の得』
」
と
断言しています。

理」や「リーダーシップ力」などにつ
いて講演。近著に『G+PDCA 勉強術』
（明日香出版社）
（総
、
『すごい朝時間術』
合法令出版）他多数。

は一見、オーソドックスな方法の

ま寝てしまった」
という経験は少な

ようですが、激務のビジネスパー

くないはずです。

適正な睡眠が
早起きへの第一歩
とはいえ、
「ただでさえ毎日睡眠
時間が足りないのに、どうやって

多忙な社会人が自分の時間を

早起きすればいいの？」と、疑問

自分の時間を使い、
「資格取得

く、1年後などの長期目標を掲げて

確保するシンプルな方法はなんで

を抱く人も多いと思います。しか

などの勉強をしたい」
「仕事のスキ

もなかなかうまくいかないのです。

しょうか。それは「朝、早起きする

し、ちょっとした工夫をするだけ

ルアップを図りたい」
と考える社会

例えば、夜は勉強会や職場の

こと」
。朝はギリギリ、夜はグダグ

で、誰でも早起きできるコツがあ

人が増えています。ところが、学

懇親会に顔を出すなど時間がとれ

ダから脱却するのです。仕事が始

るのです。

生時代と違って自分の時間を確保

ない理由は多々ありますし、疲労

するのが難しいため、途中で諦め

が蓄積しています。共働きであれ

てしまう人も、少なくないのです。

ば、さらに家事や育児の負担も重

その主な原因は、仕事が終わった

なり、
「いざ、勉強しよう」
と思った

後の時間を充てていること。休日

ら、すでに真夜中。疲れ果てた体

以外に、まとまった時間を得るに

に鞭を打ち、机に向かうと
「そのま
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13時間を過ぎたあたりから作業能力は大きく低下していき、飲酒をしていなくても酩酊と同
様の状態になる。Dawson & Reid, Nature 1997、アルコール健康医学協会「飲酒の基礎知

識」をもとに作成。

構成◉野澤正毅

撮影◉石橋素幸

良質な睡眠のために︑なるべく決まった時間に就寝する

ソンにとって、夜型は破綻しやす

図表① 作業能力と覚醒時間の関係
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の資格試験に合格できたのです。
各界の成功者の中にも早起きを

（いしかわ・かずお） 建設会社総務部

石川和男

資格試験合格に向け
早起きして勉強

ながら、宅地建物取引士や税理士

カレーハウスCoCo壱番屋の創業

今日から実践！
「早起き」メソッド
時間管理コンサルタント

した。その結果、建設会社に勤め

まる前の時間なら誰にも邪魔され

一つめは、ぐっすりと眠ること。

ず、やりたいことに専念できます。

自分の時間を作るために、
「睡眠

それに朝は、出社時間が控えてい

時間を削ろう」と考えてはいけま

るので時間を有効活用しようと自

せん。まず自分にとって最適な睡

然に集中力もアップします。

眠時間を把握し、起床時間から逆

早起きのメリットは、それだけ

算して、適正な就寝時間を割り出

ではありません。朝は、前日の疲

しましょう。例えば、7時間睡眠の

労が回復しているので、エネル

人が午前6時に起きようとすれば、

ギーも全開。同じ1時間でも、朝と

午後11時までに必ず就寝するの

仕事終わりを比べると、効率がま

です。できる限り、仕事が終わっ

るで違います。厚生労働省の「健

てから就寝までに行う作業は、必

康づくりのための睡眠指針2014」

要最低限とするのが得策です。

強い目的意識があれば︑早起きはそれほど苦にならなくなる

朝活で伸びる人、伸び悩む人

図表② メル・ロビンス氏の「5秒ルール」
もう少し寝ていたい

まだ大丈夫

「5秒以上考えると、や

らなくてもいい理由を
考えてしまう」

この 理 論に 基 づ いた

「5秒ルール」は瞬間的
な行動喚起を促す。

しかったこと、嬉しかったことを思

ろ、以前と比べて格段に寝起きが

い出してみるとスムーズに入眠す

良くなりました。

ることができます。寝つきが悪くな

寝床から起きたら、すぐに日光

るので、就寝前の3時間、カフェイ

を浴びましょう。そうすれば、脳内

ンが含まれるコーヒーや紅茶は飲

ホルモンの働きで、脳が活性化さ

まないようにします。アルコール

れます。それから、目覚まし時計

も眠りの質を低下させるので、就

の音は、あらかじめ設定されてい

寝前の飲酒はおすすめできません。 るものよりも
「鳥の声などの環境
ブルーライトも脳の覚醒作用があ

音楽」や「明るく、元気になれる曲」

るといわれており、寝る直前まで

をセットするのも一つの手（ただし、

PCやスマートフォンを必要以上

悲しい思い出が蘇るような曲は避ける）
。

に見ることは控えましょう。

「夢を叶える！」といった強い目
的意識があれば、早起きはそれほ

「5秒ルール」で
すぐに起床できる

ど苦にならなくなります。夢は小さ
な目標から始め、それを徐々に大
きくしていくのです。作業の成果

そしてもう一つのコツは、すっ

によってご褒美でメリハリを付け

きりと目覚めること。それにはまず

るのも効果的。少しの取り組みで

でも、
「人間が十分に覚醒して作

良質な睡眠のために、なるべく

業を行うことが可能なのは、起床

決まった時間に就寝するほうが寝

「5秒ルール」を身につけましょう。

も、ご褒美をもらえるように設定

後12～13時間が限界であり、起

付きも良くなるので、帰宅途中の

これは、米国のTV司会者である

し、作業興奮を呼ぶことで、行動

床後15時間以上では酒気帯び運

「居眠り」を我慢し、休日も
「寝だ

メル・ロビンス氏が提唱した「やる

を継続できるようになるのです。

転と同じ程度の作業能率まで低

め」をしないように注意しましょう。

と決めたら余計なことは考えず、5

ご紹介した早起きのノウハウを、

下する」とされています（図表①参

ただし、疲れて眠気を催している

秒以内に実行する」というもの（図

ぜひ今夜から試してみてください。

照）
。つまり、朝起きたら重要な案

ようなら、すぐに就寝してもかまい

表②参照）
。朝目覚めたら、二度寝

自分だけの「朝のゴールデンタイ

件を優先的に処理すべきなのです。

ません。代わりに、その分早く起き

の誘惑が襲う前、つまり5秒以内

ム」が手に入ることでしょう。そし

ることのほうが良いでしょう。

に寝床から飛び出すのです。実際、 て、朝の時間をフル活用して、あ

実は私自身も、朝のほうが資格
試験の勉強がはかどることに気づ

同じ睡眠時間なら、眠りの質も

寝起きが悪かった高校生の息子

なたの人生がより有意義になるこ

き、早起きを実践するようになりま

高めるのがベスト。1日のうち、楽

にこの「5秒ルール」を教えたとこ

とを、心より願っております。
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先度がもっとも低いものは黒を

無理なくはじめる
スケジューリング法
株式会社朝6時 代表取締役社長

（いけだ・ちえ） 株式会社朝6時代表
取締役社長。外食企業、外資系コン
サルティング会社を経て、
2009年に
『
「朝4時起き」で、すべてがうまく回
（マガジンハウス）を刊行。早
りだす !』
起きによる思考整理／情報発信／時
間管理／目標達成手法を著書や講
演、企業研修などで紹介した実績を
もとに、株式会社朝6時を創業。

池田千恵

使っています。赤色は、将来のた
め（中長期の計画など）に仕込んで
おくべき活動だと考えてください。
たとえば、半年後を見据えた企画
を考える時間とかですね。私はこ
れを「種まき時間」
と呼んでいます。
こういった思考を使う作業は、脳
がフレッシュな朝が適しています。

「30分の早起き」
それも立派な朝活

人それぞれで、その人のニーズで

ス別に朝活のポイントについて説

朝活が必要か不要かを考えれば

明していきましょう。

「朝活って4時起きとか、5時起

きたことで体調を崩し、仕事がお

きでしょ。私には無理」
そんなふうに、気後れしてしま

良いのです。無理をして4時に起

実行したものをチェックしていく
クセをつけると、一手先、二手先

ろそかになってしまっては本末転
倒ですからね。朝活する目的も人

う人は少なくないでしょう。しかし、 によって違いますから、一概にこ

を見据えながら行動するようにな

to doリストをつくり
優先順位をつける

るため、効率よく仕事をこなす力

若手社員は、慣れない仕事に

ができるようになり、精度も向上

がついてきます。密度の濃い仕事

れが正解というものはありません。

悪戦苦闘してしまい、気力も体力

するのです。すると、仕事であれ

け早く起きて、自分のための時間

ですので、これから紹介するスケ

も消耗しがちです。そんなときは、

ほど時間に追われていたのが嘘

をとることも立派な朝活です。現

ジュールも、あくまで一つの型だ

起きるのがだるくて1分でも長く

のように、プライベートな時間を

在、私は朝4時に起きていますが、

と考え、これを基準に自分流のや

寝ていたいというのが正直な気持

持てるようになります。睡眠時間

ちでしょう。そこで、いつもより30

をしっかりとれるようにもなり、生

分だけ早起きして1日をどう過ご

活のリズムが整ってくるので、より

すか、スケジュールを組み立てる

早起きできるようにもなるでしょ

ところから始めてみてはいかがで

う。ここまでくれば、資格取得など

しょうか。

自分のための勉強やジョギングと

には、5時半起きや6時半起きなど、

り方を探っていってください。
また、自分流のスタイルが見つ

その時々によって試行錯誤を繰り

かったらパターン化することも大

返してきました。

切です。早起きするのは誰でもつ

また今のスタイルが絶対だと

らいもの。
「余計なことを考えなく

は思っておらず、今後の生活状

ても身体が動く」ようにするわけ

況に合わせて、起きる時間も変化

です。

させていこうと考えています。つ
まり、朝活のために起きる時間は

ここまでの前提を踏まえた上で、
若手社員や共働き夫婦など、ケー

図表① to doリスト色分け見本

緊急で重要度が高いもの（食いぶち）
緊急ではないが重要度の高いもの（種まき）
ルーティンでやるべきこと（日課）
自分でなくてもできること（思いつき）

視覚的にわかりやすくすることで、今日やるべきことが一目瞭然。

好きな色を使ってスケジュール帳を彩り、モチベーションアップに。

構成◉八色祐次

撮影◉石橋素幸

スタイルが見つかったらパターン化することも大切

いつも起きている時間より30分だ

「4時」
という時間にたどりつくまで

6

毎日やるべきことを明確にして

仕事の全体像を俯瞰してとらえ
ることが難しい若手のときは、目

いった運動をする時間も持てるよ
うになるはずです。

の前の仕事に追われているうち
に1日が終わってしまうことも。反
対に、ひと通り仕事に慣れてくる
と、ダラダラと時間を使うように

「松竹梅」で
朝のイライラを予防

朝活が習慣化できると︑人生をコントロールしている感覚になる

朝活で伸びる人、伸び悩む人

図表② 「松竹梅」で見る朝活スケジュール
4時

8時

松

起床

朝の家事

竹

起床

朝の家事

梅

起床

自分だけの
時間

子供の世話を
しながら
出社準備

子供の世話をしながら
ストレッチや出社準備

子供の世話をしながら
朝の家事や出社準備

出社

出社

出社

「松竹梅」と三段構えにしておくことで、イライラも減少。
子供の世話をすることも立派な朝活の一つ。

は、シャワーを浴びて気分をさっ
ぱりとさせ、ゆとりをもってお化粧

を防ぎます。
最初にもいいましたが、スケ

するだけで、
「今日も1日頑張るぞ」

ジュールは一つの型でしかありま

という気力がわいてきます。

せん。そのため、時間で行動を管

ただし、お子さんがいる場合な

理するよりも、to doを目安に時間

ど予定通りにいかないこともある

を割り当て、柔軟に管理したほう

はずです。自分と一緒に起きてし

が取り組みやすいかもしれません。

まったり、なかなか出かける準備

「5時に起きて1時間資格の勉強

をしてくれなかったり。そんなとき

をする」ではなく、
「毎朝、参考書

のためにも、バックアッププランと

を5ページ進める。そのためには1

して「松竹梅」の3パターンを用意

時間早起きする必要がある」とい

しておくことをおススメします（図

うように、
「すべきこと」から起床

なってしまうこともあります。いず

共働き夫婦の場合は、ゆとりを

表②参照）
。たとえば、予定通り起

時間を考えるのです。このほうが、

れも時間を有効に活用できていな

もって夜を過ごすための仕込み時

床し、理想のパターンで身支度・

目的が明確になり、気持ちも前向

いことが問題です。そこで、出勤

間として朝を活用するのはどうで

朝活できたときを松。掃除・洗濯

きになりやすいはずです。まずは、

前の30分を使ってその日に何を

しょうか。夕食の下準備をしたり、

くらいなど、朝活を途中まで終え

達成目標を80%（1週間のうち5日で

するのか、タイムスケジュールと

前日の洗濯物をたたんだり、これ

たところで子供が起きてしまった

きたらOKなど）
くらいの気持ちで挑

to doリストを作成し、かつ優先度

だけのことで帰宅後の家事が半減

ときを竹。子供が一緒に起きてし

戦してみてはいかがでしょうか。

をつけて色分けしましょう（図表①

できます。夜、自分の時間をもつ

まったときを梅。といった具合で

朝活が習慣化できると、自分で

参照）
。私の場合は、緊急で重要度

こともできますし、パートナーと会

す。また、中断されたらイラッと

人生をコントロールしている感覚

が高いものは緑、緊急ではないけ

話をすることで、翌日の英気を養

するような予定をいれないのも吉。

を得られます。これが自信やポジ

れど重要度の高いものには赤、毎

うこともできます。逆に、帰宅後の

あらかじめ朝活できないパターン

ティブさを生み、日々の生活を一

日ルーティンでやるべきことは青、

家事が苦ではないなら、朝を自分

を入れておき、最悪のパターンを

層生き生きとしたものにしてくれ

自分でなくてもできることなど、優

の時間にあてましょう。私の場合

想定しておくことで朝のイライラ

るはずです。
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人 生のゴ ー ル デ ン タ イ ム 活 用 術

も余裕が生まれて、物事に自発的

午前のスッキリ頭で
取り組む3つの仕事
「くらしのきほん」主宰

（まつうら・やたろう） 2005年から9
年間、
『暮しの手帖』の編集長を務め
2015年にウェブ メディア「く
た 後、
らしのきほん」を立ち上げる。現在
は（株）おいしい健康の共同 CEO を
兼任。暮らしや仕事における楽しさ、
豊かさ、学びについての講演や執筆
などを行う。中目黒のセレクト書店
「COW BOOKS」代表。

松浦弥太郎

に取り組むことができるからです。
そもそも仕事というものは、納
期などの約束事だらけです。その
約束は、相手に決められるより自
分で決めたほうが積極的に取り組
めるのではないでしょうか。例え
ば、書類の作成をする場合、
「明日
の16時までにお願いね」と相手に

心身が活性化する
朝は意思決定に最適

仕事。朝は脳が活性化されている

で待ってから答えを出すようにし

決められるとやらされている感が

のでアイデアが浮かびやすく、起

ています。

つきまとい、作業しても楽しくあり

そして三つめが、集中力を求め

ません。一方、
「明日の16時に提出

僕は毎朝4時台に起床するのを

で、朝食を取りながらメモすること

られる仕事です。早朝は電話や

します」と自分から“約束”して実

習慣にしています。起きるとシャ

もよくあります。朝はクリエイティ

メール、社内のチャットも入らな

行できれば達成感と自信が生まれ、

ワーを浴びてから着替え、仏壇

ブな仕事をするのに最適な時間帯

いので、コミュニケーションに気

自分のキャリアにもなります。やら

にお線香をあげ、コーヒーか紅茶

なのです。例えば、原稿の執筆な

を取られずに仕事に打ち込めます。

される“指示待ち”になるのでなく

を飲んだらすぐに家を出ます。オ

ら午後は2時間かかってしまうも

自分の時間を確保できるという点

自分から進んでやる。そのために

フィスに着くのは6時ぐらい。自家

のが、頭が冴えている朝なら15分

も、僕にとっては大きなメリットな

も、時間と心にゆとりを持たせる

製のグラノーラに豆乳をかけて朝

で書けてしまう。そのぐらいの違い

のです。

ことが大切なのです。

食を取り、新聞に目を通したら7

がある
「勝負の時間」
なのです。
二つめが意思決定の仕事。頭

時には仕事を始めています。
こうした生活スタイルになって

の中でこんがらがっていた事柄が、

もう20年以上。早朝から取り組み

一晩寝るとシンプルに整理され

たい仕事はいろいろあります。

て自然と答えが見えてくるのです。

まず一つは、クリエイティブな

重要な案件は特に、意識的に朝ま

図表① 午前10時を過ぎると頭の中は複雑化する
4：00

起床

6：00

出勤

MAX

誰にも邪魔されない

自分だけの時間

10：00

メール、電話、チャッ卜
10時を過ぎると即レスが
必要な仕事に追われる

12：00

ランチ

想像力
集中力
決定力

食後は集中力が低下

14：00

打ち合わせ、会議、メール、電話
午前の仕事の続きに加え、
会議などで頭の中は

さらに複雑化

18：00

退勤

MIN

メールや電話への対応が多くなる前に、
「クリエイティブな仕事」
「意思決定の仕事」
「集中力
が求められる仕事」に取り組んでおきたい。
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構成◉上島寿子

撮影◉石橋素幸

朝はクリエイティブな仕事をするのに最適な時間帯

きた瞬間からいろいろ頭に浮かん

自分で決めて実行することで︑達成感とキャリアアップになる

朝活で伸びる人、伸び悩む人

図表② 朝活は夜活でもある

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

朝活=夜活の人

夜型の人

さて、退勤するぞ

半分以上残っている

家族そろって夕食

まだやるべきことが

19時からが

いただきまーす

夜型人間の本領発揮！

昨日は映画を見たから、

もうこんな時間！

明日に備えて

ギリギリ終わった！

今晩は読書をしよう

そろそろ寝よう

間に合うかな

そろそろ帰ろう

「朝の時間」を有効に使うことは「夜の時間」を計画的に使うことにもつながる。

せなひとときなのです。娘が一人

は、読者に不誠実だと思ったので

暮らしを始めて妻と2人の生活に

す（図表②参照）。

なった今も、この時間はとても大
切なのです。

編集部員たちはおそらく最初は
戸惑ったでしょう。でも、どんな仕

このように、生産性が高く、仕

僕の場合、朝起きてからの生

事を効率よく進められるのが朝の

活パターンは旅行の時以外、まっ

時間。逆に、お昼を過ぎると次第

たく変わりません。休日でも同じ

に自分のスペックは落ちていくの

ように5時前に起きて、午前中は

で、会議や打ち合わせ、人に会う

オフィスで仕事をします。普段と

など、さほど集中力を必要としな

違うのは、帰宅時間が早くなるこ

い業務を入れるようにしています。

とぐらい。規則正しい生活をして

人が1日に使えるエネルギーには

いると、体調や気分などコンディ

限りがありますから、それに合わ

ションの変化にも繊細になれます。

この生活パターンは譲りませんで

せて仕事を配分していくのが僕の

いつもと違うと気づけることで深

した。編集の仕事は夜型の生活

もちろん、編集者でなくても、

スケジュールの組み方。自分の体

刻になる前に対処でき、健康管理

になりがちですが、僕は一度も残

仕事以外のなにかに興味を持ち、

力を考慮しながら行動を考えると

に役立つのです。

業をしたことがないのです。編集

探究する時間を持つことは大切

部員も同様です。残業がなくなれ

です。人生が豊かになるばかりか、

ば、仕事の後に映画を観たり、展

人の輪を広げることもできます。

覧会に行ったり、本屋さんに寄っ

実際、なにかに詳しい人は話して

ころは、スポーツに通じるものが
あります（図表①参照）。

「時間を追い越す」
ことで心にゆとりを

朝型の生活パターンで
日々の暮らしが充実

夕食は19時と決めています。そ

事の先にも“人”がいると考えます。

の時間に席に着くには、遅くとも

仕事に誠実であるために他人を

18時にはオフィスを出なければな

不快にさせない当たり前の身だし

りません。それまでに仕事を終わ

なみであったり、1日を大事にする

らせるには……と逆算していった

ためにコンディションを整えて午

結果、早起きが自然と習慣化した

前をしっかりと働くことであったり、

のです。

そんなカルチャーが会社に浸透し

『暮しの手帖』の編集長時代も、

て、結果として発行部数を伸ばす
ことにつながりました。

たり、レストランで食事をしたりと、 も楽しく、周りから声がかかる機

さらにもう一つ、朝型のメリッ

日々の暮らしに感動する機会を増

会は確実に増えます。世の中に求

トには、夜の時間を有効に使える

やすことができます。そうやって毎

められれば、成功の道が開けるこ

こともあります。実を言うと、僕が

日を満たされた気持ちで生活して

ともあるのです。

れるのも早起きの効果でしょう。

朝型の生活スタイルになったのは、

いる人こそ、良質なメディアをつく

いつもより1時間早く起きて行

僕はもともと時間に追われるのが

家族と一緒に夕食を取りたいため。

れます。夜中まで仕事をして家へ

動し、朝の時間をうまく活用する。

苦手。
「時間を追い越す」
ぐらいの

今日あった出来事などを話しなが

は寝に帰るだけ。そんな不健康で、 それだけで、仕事だけに留まらず、

感覚で行動するのがちょうどいい

らゆったりと食卓を囲むのが、僕

生活に余裕のない人が素敵な暮

1日の暮らし全体がより一層、充

のです。時間に余裕があれば心に

にとって一番リラックスできる幸

らしをテーマにした本をつくるの

実するように思います。

もちろん、時間にゆとりが生ま
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『BILANC』20号のあゆみ

未来を拓く学校人

特集企画

当財団への登録対象である「教職員」の皆さまにス
ポットを当てた企画です（第14号スタート）。さまざまな
分野で活躍する教職員（主に職員）の方を取材し、その

門の課題アンケート結果
▲
▲

第6号「選ばれる大学になるための大学ブラン
ディング戦略とは」中村美穂氏

▲

第8号「大学におけるリスク管理と広報活動の

座談会

重要性」駒橋恵子氏、
「学校法人で働く多くの

当財団では維持会員・私学団体の方々と、情報共有

澤理香氏

高年齢者が将来も意欲的に働ける環境に」深
▲

や意見交換を目的に座談会を実施しております。
「基

▲

広く議題として取り上げています。その様子を具体的

第1回にご登場いただいた國學院大學、財務部の皆さま。

横山正見氏

人材育成にはじまり、就

ご説明するために業務説明会を開催し、情報公開に加

職・再就職など「出口」に

え、維持会員担当者向けのセミナー（人事制度等）を開

着目している取り組み等

催し、さまざまな情報を提供しております。

をご紹介しています。

BILANCでは、説明会の内容や維持会員担当者向

現在維持会員にご利用いただいている新システム

キュリティにおける、さまざまな脅威と対策」
、第14号

「ｔ－マネージャ」は、ネットワークを利用して申請等

では、早稲田大学の枝川義邦教授の「モチベーション

極意『万能〈会話術〉入門』
」豊田義博氏、渡部卓

え方」梶谷通稔氏

山創氏

話を伺い不定期で掲載しています。

第17号「99% の人が知らないバイリンガルの新常
識」神林サリー氏、田浦秀幸氏、
「ポジティブ思考
でモチベーション急上昇!!『イキイキ職場のつくり

ム関連運用経費の圧縮」
「維持会員、財団双方の事務
■

関連運用経費の圧縮」は、すべての維持会員が新シス
テムに移行することで、その効果を最大限に引き出す

維持会員通信

方』
」木谷光宏氏
▲

省力化」の三本柱を掲げました。この中でも「システム

間の運用経費の圧縮は、掛金率の抑制を通じて維持

や学部新設などの取り組み）を投稿形式で募集、毎号ご紹

会員の負担軽減につながりました。また、新機能や定

介させていただいております。第20号までで142の維
第14 号に掲載された早稲田大学、枝川教授による講演の様子。

氏、
「デキる学校の SNS ＆ Web サイト新戦術」
落合正和氏
▲

第2号から維持会員の皆さまの特色ある活動（地域連携

第18 号「その“思い込み”正しいですか？
『価値観』
総点検」柴田裕之氏、成瀬まゆみ氏、江守正多

BILANCでは、維持会員の情報共有の場となるべく、

ことができます。事務の省力化はもちろんのこと、年

期的な更新についても随時ご案内しました。

第16号「今日から生き方リニューアル！実践的『道
徳』思考」亀田達也氏、中村俊裕氏、稲好智子氏

▲

共有すべく、弁護士等に法律改正や基礎知識などのお

第15号「ポジティブ脳になるコツ、教えます『
〈哲学〉
のちょっとイイ話』
」小川仁志氏、貫成人氏、畠

法律基礎講座
維持会員の皆さまと退職金や労働に関する情報を

第14号「仕事で絶対に困らないコミュニケーションの
氏、髙城幸司氏、
「人工知能に勝つ『地頭力』の鍛

▲

■

を高める脳のしくみ」の講演について、ご紹介しました。

請求と退職資金の交付にかかる期間の短縮」
「システ

負ける人の分岐点」梶谷通稔氏

第17号にご登場いただいた
恵泉女学園大学、大日向雅美学長。

号では、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の「情報セ

新システムの開発、切り替えにあたっては「掛金の

中尾ゆうすけ氏、高橋信也氏、
「AI に勝つ人、

▲

t－マネージャ導入

けのセミナーの様子を誌面でご紹介しています。第8

第13 号「キビキビ、サクサク。先送り主義にサヨナ
ラ！
『職場を変える3 つの習慣』
」枝川義邦氏、

▲

1982（昭和57）年より、事業の概要や事務手続などを

企画です（第15号スタート）。

への向き合い方が今後の大学の在り方を左右
する」船戸高樹氏
▲

業務説明会

■

第12号「大学の競争力強化につながる ダイ
バーシティ・マネジメント」入山章栄氏、
「AI

私 立 大 学 等 が 行う人 材
育成についてお話を伺う

第11号「AI と人間が共存して教育・運営する
大学を目指す」船戸高樹氏

Focus

経営者や識者の方に、

▲

Focus

第3号に掲載された見開き告知。

私立大学等の今を聞く

▲

■

を行うことができるWebサービスです。

第10 号「大学のダイバーシティ最前線」前川
孝雄氏、片桐由起子氏、小川仁氏、藤山新氏、

な事例とともにご紹介しています。

2013年実施の座談会「現行システムの問題点と新システムに対する期待」。

第9号「今、私立大学に求められる ダイバーシ
ティ・マネジメントとは」谷口真美氏

幹システムに関すること」
「大学ブランド力」など、幅

10

第5号「近年の学校法人の経営課題や人材育成、
人事・給与制度のトレンド」東狐貴一氏

企画紹介

■

第4 号「数字から見た総務・人事部門の今とこ
れからの課題」一般企業における総務・人事部

取り組みをご紹介しています。

創刊からこれまでの財団の動きなどをご紹介していきます。

■

■

▲

私立大学退職金財団が発行する広報誌『BILANC』は、今回で20号を迎えました。
それを記念して、この特集では過去に行った企画や、

■

第19 号「“お いし い 人 生”の お 供 に 超 一 流 の『教
養』
」出口治明氏

持会員の活動をご紹介しました。
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財団の動き
年度

2013

（平成25）

2014

（平成26）

2015

（平成27）

2016

（平成28）

2018

（平成30）

2019

（平成31、令和元）

理事会での主な決議内容（業務執行関連）
公益財団法人に移行
① 平成24年度事業報告・決算、平成25年度事業計画・予算、退職資金交付
業務に関する電算システムの切替え
② 理事の辞任に伴う後任者、評議員の辞任に伴う後任者の選任
③ 平成26年度事業計画・予算、内部統制システムに関する基本方針の制定
④ 平成25年度事業報告・決算、退職資金交付業務方法書等の一部改正（準備
資産、ｔ－マネージャ関連）
、交付率の見直し方針
⑤ 理事の辞任に伴う後任者の選任
⑥ 平成27年度事業計画・予算、交付率の改正方針及び第10次掛金率の基
本方針、退職資金交付業務方法書施行細則の一部改正（遡及訂正）
⑦ 平成26年度事業報告・決算、退職資金交付業務方法書等の一部改正（交付

理事長
福井直敬

（武蔵野音楽学園理事長）
（第8回理事会まで）

実施時期：2019（令和元）年8月3日〜9月10日／ BILANC 第19号 読者アンケート
調査対象：維持会員事務担当者、関係団体ほか 回答方法：インターネットまたは FAX

仙波憲一

（青山学院大学学長）
（第14回理事会まで）

率の改正、第10次掛金率）

⑧ 理事候補者の提案
⑨ 理事長の選定、常務理事の選定
⑩ 平成28年度事業計画・予算
⑪ 平成27年度事業報告・決算
⑫ 評議員の辞任に伴う後任者の選任
⑬ 平成29年度事業計画・予算、利息等蓄積額の取扱い

より充実した紙面作りのために、第19号で「BILANC 読者アンケート」を実施しました。
お忙しい中ご協力いただき、誠にありがとうございました。

アンケートでは、第19号で印象に残った記事やこ

ては、第10号から第12号まで顧問弁護士の小林弁護

れまでの企画で興味をもった記事、今後特集して欲し

士に基礎や注意点を伺いました。あわせてご覧くだ

いテーマ等を伺いました。これまで特集した企画のな

さい。

かで、興味をもった記事（複数回答）の1位は人事給与
制度で41%、2位以降は退職手当・労働関係（36%）、大

働き方改革が最も多く73%、2位以降については職場

学ブランディング（34%）、職場の習慣（31%）、コミュニ

の活性化（49%）、総務・人事（36%）、AI、IT、IoT（24%）、

ケーション（27%）、教養・知識（23%）でした。

パソコン等の基礎知識、私立大学等の広報活動でした。

人事給与制度は、第5号で特集し、事務効率化や経

今後もアンケートでご回答いただいた働き方改革

（中央大学学長）

費節減のための人事給与制度の近年の傾向・トレン

や人事給与制度をはじめ、皆さまの参考となるような

（第20回理事会まで）

ドなどについて、経営コンサルタントの東狐貴一氏に

さまざまな企画に挑戦して参りますので、ご意見・ご

お話を伺いました。また、退職手当・労働関係につい

要望をお寄せください。

酒井正三郎

⑭ 平成28年度事業報告・決算
⑮ 理事長の選定、常務理事の選定
⑯ 第11次掛金率の設定に関する検討
⑰ 平成30年度事業計画・決算、第11次掛金率の基本方針

■

⑱ 平成29年度事業報告・決算、退職資金交付業務方法書等の一部改正（第11
次掛金率）

小原芳明

（玉川学園理事長）

⑲ 平成31年度事業計画・決算

今後BILANCで特集してほしいテーマ（複数回答）は、

Focus

Focus

2017

（平成29）

読者アンケート結果レポート

これまでの企画で興味をもった記事
0

（複数回答）
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50 （％）

20

40

60
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100（％）

人事給与制度

退職手当・労働関係

⑳ 平成30年度事業報告・決算
㉑ 理事長の選定、常務理事の選定

大学ブランディング

職場の習慣

コミュニケーション

※丸数字は何回目の理事会での決議内容かを示します。
※各理事長の括弧書きの役職は、当財団理事長就任時のものです。
※評議員会は、事業報告・決算、役員・評議員の選任、報酬等について審議し、これまでに17回開催されました。

教養・知識

AIと大学

リスク管理（広報）
■

価値観・生き方

主な制度の変更内容など

哲学・道徳

多言語教育・バイリンガル

ダイバーシティ

▲

▲

電子申請システムの運用開始

信用格付で AA（安定的）を取得

退職資金申請システム（ｔ−マネージャ）が稼働（2014

2014 年から2016 年まで 3 年間の㈱

（平成 26）年11月）
。その後もアンケート等に基づき、

格付投資情報センター（R ＆ I）による

改修を重ねています。

格付理由

▲

・ 掛金率を柔軟に見直し、収支を長期的に安定

交付率の選択制の適用開始

・ 厳格で保守的な財務運営方針

交付率を基準交付率等3つから選択して適用（2016

・ 運用資産がほぼ国債（満期保有）

（平成28）年4 月）
▲

・ 事務体制を整備・強化し、不正リスクを抑制

掛金率の改正
第9次

第10次

第11次

1000分率

123

119

120.1

※第10次より補正掛金率の算定に掛金蓄積割合（Ｆ値）を導入

・ 事業基盤（私立大学等）の安定性が非常に高い

Web サイトをリニューアル

▲

掛金率

セキュアでより使いやすくデザインを一新し、ス
マートフォンでの閲覧に対応しました。

■

特集してほしいテーマ
0

（複数回答）

働き方改革
職場の活性化
総務・人事
AI、IT、IoT
パソコン等の基礎知識
私立大学等の広報活動
最新の情報セキュリティ
退職金財団の制度・システム
人生設計

12

13

学校人
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誌版にリニューアルされました。1万

明治学院大学

8500部を印刷し、毎号、在学生と保証
人（保護者）、教職員に配布しています（学

総合企画室 広報課

外の希望者は年間購読することも可能）
。

「年に1回のアンケートでは、おおむね
好評をいただいています。
『知っている
学生が出ていた』
『自分が取り上げられ
て嬉しかった』などという感想が多く寄

根底にあるのは、
大学と学生の相互理解と
“Do for Others”
総合企画室 広報課 課長

小室和子 さん

せられます。活躍している学生を取り上
げることで大学に興味や親近感を持っ

ングを熟知してくれている外部のデザ

明治学院の学生にとって有益かつ面白

てもらえるのはすごくいいことだと思い

イン会社とカメラマンに依頼していま

いページにできるか、私たちも学生も常

（圓道さん）
ます」

すが、基本的にすべての工程を学内で

に考えています」

現在の『白金通信』の制作を担ってい
るのは、広報課の職員2名と学生広報委

担っていることも、他大学の広報誌には
あまりない特色かもしれません」

動などで忙しいため、スケジュール管理

企画会議では学生の意見ややりたい

にはいつも苦労していると思います。も

今年は計62名が登録しました。情報発

ことを尊重していると言います。
「大学

ちろん、こちらの締め切りも厳守しな

信に興味がある人、マスコミ関係に就職

広報誌」という媒体の性質を踏まえた上

くてはなりませんが、日頃からコミュニ

を希望している人など、積極的な学生が

で、一体どのような視点を持って判断し

ケーションをとって状況を把握するよう

多いですね。毎号、企画ごとに担当する

ているのでしょうか。

心がけ、相談しやすい関係を築くことを

「学生広報委員は、毎年4月に募集し、

明学の
“今”
を伝えて50年
学生と大学をつなぐ広報誌

学生が企画会議を開いてどんなテーマ
にするかなどを決めています」

「例えば、おいしいお店を紹介したい

何よりも大切にしています」

場合、スマートフォンで探せばすぐに見

激動の時代、開かれた言論の場、両者の

たので、今こういった立場で携われるこ

そう教えてくれたのは、主に学生企画

つかるような情報を誌面に掲載しても

意見交換の場として用いられ、抗議や要

とに喜びを感じながら、大学・学生のこ

のページを担当する広報課の濱口尚子

大学広報誌としての特色に欠けてしま

普段の学生を知るための
コミュニケーションツール

明治学院大学は、1863年にJ.C.ヘボ

望のやり取りも誌面には見られました」

とを第一に考えて取り組んでいます」と

さんです。

います。どんなテーマでも、キャンパス

苦労のかいあってか、
『白金通信』は

ン博士が創設した英学塾「ヘボン塾」を

そう話すのは、明治学院大学広報課・

「基本的に、学生たちが主体的に取り

のある地域とのつながりを大事にすると

大学と学生の「今」を切り取り、学生に

起源とし、1887年に東京・白金の地に開

主任として『白金通信』の編集に携わる

組むページと、職員が制作するページと

か、自分の足で調べてみるとか、明治学

寄り添う広報誌として定着。また、デザ

設された文系総合大学です。その大学

圓道弘子さん。バックナンバーを紐解く

の広報誌『白金通信』が、2019年7月1日

激動の時代に創刊した
大学と学生の言論の場

答えてくれました。

で分け、学生企画と呼ばれる特集ペー

院の学生の声を拾うということを念頭に

イン性に優れた雑誌を紹介する書籍の

と、創刊号に「新しい大学の創造を志向

職員と学生が一体となり
大学の魅力を発信

ジや授業・ゼミ・サークル紹介、データ

置いて企画を進めてほしいと伝えてい

なかで、唯一、大学広報誌として取り上

発行の夏号で通算500号を達成し、50

し、相たずさえて建設のため前進する」

当初はタブロイド版月刊紙だった『白

ベースなどを学生が担当します。デザイ

ます。トレンドを盛り込みつつも、単な

げられたこともあります。そうやって次

周年を迎えました。これほど長く続く広

と記されており、時代の流れと広報誌の

金通信』は、2007年4月に季刊化し、雑

ンと表紙撮影は明治学院のブランディ

る宣伝に終始することなく、どうしたら

第に学外からの評価も得られるようにな

報誌は日本全国の大学広報誌の中でも

役割の変化を実感したと言います。

あまり類を見ませんが、どのような経緯
で誕生したのでしょうか。

14

「学生は授業やサークル活動、就職活

学生の意見を尊重しつつ
制作の鍵を握る職員

まっているのでしょうか。

『白金通信』を運営する広報課の職
員と学生広報委員。

に、学生とのコミュニケーションも欠か
せないと話します。

員と呼ばれる学生たち。どのような分野
に興味のある学生たちが、何名ほど集

学生の意見や自主性を尊重するため

現在の編集方針について、小室和子

「1969年の創刊当時、日本は学生運動

になってもらいたいという思いは今も昔

の真っ只中にあり、明治学院大学も例外

も変わりません。明治学院大学の教育理

ではありませんでした。そんな中、大学

念である“Do for Others（他者への貢献）”

と学生のオープンなコミュニケーション

を感じてもらえるよう、満足度の高い冊

から、より良い関係を築いていこうと
『白

子を届けたいと思っています。私自身も

金通信』は創刊されたと聞いています。

学生時代、
『白金通信』
の読者の一人だっ

文◉秋山真由美

撮影◉石橋素幸

明治学院大学の

さん（広報課課長）は、
「学生に大学を好き

今一番大事なことを
正確に伝えていきたい
『白金通信』第1号と、この秋に発行された最新号（501号）
。
現在に至るまでの歴史を感じ取ることができる。

総合企画室 広報課 主任

圓道弘子 さん

大きな反響を呼んだ学生企画「明学生が考えた
SNS のための5つの合言葉」。かわいらしいイラストと、
分かりやすい合言葉で、広報誌とは思えぬ仕上がりに。

15

学校人

維持会員通信

り、思いがけず注目を集める機会もあっ
たそうです。
「特に反響が大きかったのは、477号
（2014年12月発行）で学生が企画した
『明

学生が考えたSNSのための5つの合言
葉』
。新聞社から取材依頼があったり、

トレンドを盛り込みつつ
学生にとって
有益となる誌面づくりを

高校の教材にしたいという要望を受け

総合企画室 広報課

濱口尚子 さん

オープンキャンパスでも、多くの方が持

あり、数々の雑誌などが休刊に追い込ま

こと”を“正確に伝えること”に心を砕い

ち帰ってくださっています。学生生活

れたり、Webへの移行を余儀なくされた

（圓道さん）
ていきたいと思います」

のリアルな情報を得られる重要なツー

りしています。
また、より速さや身近さ、受け取る側の

い経ったある日、本棚に残っていた『白

す。キャンパスライフについては大学案

気軽さを意識してTwitterやInstagram

金通信』をふと見つけて読み返してほし

内にも載せていますが、
『白金通信』は

などのSNSに重点を置く大学や、企業も

い。そして、何かほんわかした温かい気

“より普段の学生の様子や取り組みが分

増えてきました。この先を見据えたとき、

持ちになってもらえたらうれしいです」

かる情報誌”です。これを見て明治学院

広報誌そのもののあり方も見直される時

に入学し、学生広報委員になった学生も

期に来ています。

においても、紙媒体のメリットをうまく

人で取材も執筆もこなせるようになった

ジがどのくらい見られているのかわかり

生かしている明治学院大学。50年もの

り、企画会議の中で学生同士が意見をま

ませんし、情報の速報性という点でも圧

長い間、
『白金通信』が続いている理由

とめることができたり、学生の成長を実

倒的に負けてしまいます。紙とWebの

には、さらに50年後の教職員・学生に向

感できるのが職員のやりがいです。また、

連動、情報の住み分け、発信頻度の問

けた想いがありました。

学生にとっては、授業やサークル活動と

題など、現在も試行錯誤の最中です。た

は違う活動の場があることで、多様な交

だ、私たちがそうだったように、50年後

大学の“今”を切り取り、歴史を記録す

流や自己成長の機会につながっていま

の学生や職員が今の『白金通信』を読ん

る役目を果たす。これからも、大学の今

（濱口さん）
す」

で、この時代はこうだったんだと知る手

を後世に伝えていく開拓者であり続け

「正直なところ、新入生の中には、明

掛かりになるかもしれない。その時のた

てほしいとの願いを込めて、
『白金通信』

治学院は第一志望ではなかったという

めにも、明治学院大学の“今一番大事な

の今後の動向に注目です。

る広報誌も少なくありません。この動き
は、商業誌でも同じく起きていることで

16

学が取り組む最先端の科学研究～ヒトと
動物の健康社会をめざす動物共生科学～」

き起こすといわれているアミロイド（異常た

を開催しました。サイエンスカフェは、文

んぱく質）について、ほ乳類のAAアミロイド

部科学省が取り組む私立大学研究ブラン

症を比較し、共通する病態からヒトのAA

ディング事業の1つで、今年で3回目を迎

アミロイド症の原因遺伝子を明らかにす

えました。

る」
。そして、阪口雅弘教授（獣医学部・獣医学

レンガと木が美しい
文化財「明治学院記念館」

童期に気管支喘息になる確率が低くなる。

さまざまな人が無料で参加できるイベント

アレルギー抑制細菌の発見は、アレルギー

です。麻布大学の最先端研究領域「ヒトと

の新規治療法の開発につながる。また、犬

動物の健康社会をめざす動物共生科学」の

を飼うことで児童の健康を促進しているこ

なかの3つの研究分野を、本学の教員が紹

とを科学的に証明したことで、犬と人間に

介した後、カフェタイムと称して参加者全

よる共生社会がまた前進した」と具体的な

員で自由に語り合う時間が設けられました。

事例とともに紹介されました。

3つの研究分野については以下のような

最新の研究分野を伝える場でもあり、難

紹介がありました。まず、菊水健史教授（獣

解な言葉や話題もありましたが、後半のカ

医学部・動物応用科学科）は
「ヒトとイヌの動き

フェタイムには先生方に直接身近なことを

を長期的にセンサーなどで計測しつつ、獣

質問することができ、参加者にとっても有

医医療による人間の健康も同じく計測しな

意義な時間になったことと思います。

神戸学院大学では“未来をつくる子ども

で「身近な素材で聴診器が作れることに驚

たちの創造性を高めたい”という想いから、

きました」
「聴診器の原理を初めて知りまし

大丸神戸店と協働で、2017年より
「もとま

た」など嬉しい感想をたくさんいただきま

ちこども大学」を開校しています。

した。また、リーダーを務めた学生は「子ど

この事業は、同店との「地域社会の活性

もたちの笑顔を見て、嬉しく感じました。2

化と生涯学習の振興に関する包括連携協

カ月半にわたって計画してきたイベントが

定」に基づいて実施しており、今年度も「コ

成功したという経験は私の中で大切なもの

コロもからだも元気になる食育レッスン」

になりました」と語りました。

「もとまち こどもマルシェ」など、複数のプ
ログラムを開催。

明治学院の白金キャンパスに建つ3

8月18日には薬学部の科学クラブが「も

を見て、今日の実験をとても楽しみにして
いました」など、家族で科学の楽しさに触

Lab.」と題する夏休み特別企画を大丸神

れていただくプログラムとなっています。

カ・ネオゴシック様式の2階建て建物で、

戸店1階のメインステージ前で行いました。

院の1期生であり、校歌を作詞した島崎
藤村が図書館（現在の2階大会議室）を利用
し本を読んでいました。

フランクを偲んでつく
られた「アンネのバラ」
が。礼拝堂の中に入る
と、ステンドグラスか
ら美しい光が差し込む。

法人名

神戸学院

大学名

神戸学院大学

当日は10時の開店と同時に整理券待ち

とまちこども大学 神戸学院サイエンス

現在は小チャペル（礼拝堂）、歴史資料館、 記念館前には、アンネ・

企業と連携し
新たな学習の場を
提供する

の列ができ、約500人の方が来場。
「チラシ

校舎兼図書館として建設されたアメリ

学院記念館」です。1890年に、神学部

事務室、会議室を備えています。明治学

科）は
「乳児期にペットを飼っていると、学

隣住民、ペットが大好きなファミリーなど、

▲

効率性を考えて、紙からWebに移行す

盤を解明する」
。次に上家潤一准教授（獣医
学部・獣医学科）は
「さまざまな機能障害を引

▲

学校散歩

つの歴史的建造物のうちの一つが「明治

スピードが求められている昨今、効果や

サイエンスカフェに先立ち、
7月は国際シンポジウムが行われました。

がら、人間と犬のつながりを支える遺伝基

広報媒体という枠に収まることなく、

学生もある程度います。最初は期待せ

WebやSNSの需要が高まり、情報の

麻布大学では8月4日に、学内のカフェ
テリアさくらで、サイエンスカフェ
「麻布大

本イベントは、受験を控える中高生、近

ソーシャルメディアが台頭する時代

「紙はWebサイトと違って、どのペー

紙媒体のメリットを生かし
50年先の未来へ

麻布大学

（小室さん）

います。最初は不慣れだった学生が一

（小室さん）
ます」

大学名

「願わくは、学生が卒業して10年くら

ルとして見ていただけていると思いま

えるように貢献していきたいと思ってい

麻布獣医学園

▲

「受験生からの人気も高いですね。

卒業する頃には“いい大学だった”と思

法人名

▲

（圓道さん）
たりしました」

ずに入学してきた学生が4年間を過ごし、

最先端の
研究成果を
社会へ発信

社会環境の変化は、教育環境に大きな影

この企画は「科学の楽しさを知ってもらい

響を与えています。この「こども大学」では、

たい」という想いから薬学部生が考案。当

学生の実践的な学びの場であるとともに、

日10人の学生が参加し、
「聴診器をつくっ

参加する子どもたちが事業を通して、学ぶ

て心臓の音を聞いてみよう」をはじめとす

面白さや、学びへの挑戦、探求する力を養

る3つの科学実験プログラムを実施しまし

うきっかけや気づきを得ることを目的とし

た。身近に存在するペットボトルとプラス

ており、相互の強みを活かした取り組みを

チック板を使った聴診器作りは、大変好評

今後も推進していきたいと思います。

聴診器の作り方を説明する学生たち。
参加者と一緒になって熱心に取り組みます。
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維持会員通信

女子学生
のために多種多様な
サポートを実施

本学では、社会のニーズに応えられる、
高い志を持った多くの女性技術者を世に輩

クアップ講座、個別の進路相談などを通じ、
就業支援を行っています。

広島工業大学

の頭文字をとってJCDと呼んでいます。

▲

JCDセンターでは、多様な活動を通じ
て企画力や実行力を身につけ、キャリアに

バーベキューを行い、祭りに関わった大勢

ポートしています。
「ていね夏あかり」は、

で労をねぎらいます。誰かと一緒にモノを

札幌市手稲区の子どもたちが中心となって

作る楽しさや充実感、一人では感じること

北海道科学大学

制作した提灯を一斉に飾る夏の風物詩で

のできない温もり、祭りの前に比べ、学生

大学名

北海道科学大学

す。提灯作りを通して地域への愛着を育み、

たちの表情は数段引き締まって見えました。

こなし講座」も上記プログラムの1つです。

土地の文化や誇りを受け継いでいくことを

就職活動を控えた大学3年生、大学院1年

大きな目的としています。

実際に参加した学生たちからは「多くの
子どもたちや大人の方たちと関わること

生を対象に、就職活動における正しい身だ

本学学生は子どもたちへの提灯作りの指

めるきっかけづくりを行う
「キャリア支援」
、

しなみの整え方を学ぶ目的で毎年行ってい

導と補助、会場設営や撤収作業などを担当

みんな無邪気に懐いてくれて私たちを迎え

女子学生に特化した就職活動準備講座や

ます。参加した学生は「インターンシップ

しました。開催日前日は会場の「てっぽく・

入れてくれたのが本当に嬉しかったです」

チューター制度、長期的に自分のキャリア

を見据えてスーツを買ったものの、知識は

ひろば」にて区内の子どもたちや市民、学

といった感想も上がり、将来に生きる現場

を考えるための講演会やOG講演会、OG

まったくのゼロで不安があり受講を決めた。

生が制作した約1万個の手作り提灯を展示

体験となっているようでした。

ができました。子どもたちへの指導のとき、

懇親会などを行う
「就職支援」をメインテー

着こなしだけでなく、礼儀なども細かく学

する部材を本学キャンパス内の部材置場か

「ていね夏あかり」は手稲区を代表する

マとして、女子学生の意識とスキルを高め

ぶことができ、参加してとてもよかった」と

ら会場に運び込み、1日かけて組み立て作

伝統的な祭りです。運営として参加する学

る支援体制で、バックアップやサポートを

語り、実りある時間となったようです。

業を実施しました。

生たちのエネルギーも年々増加傾向にあり、

本学では今後も、女子学生の学生生活や

開催日当日は早朝から提灯の設置作業

今まさに新しい世代に地域の伝統が受け継

キャリア形成支援は、現在「出張理科実

キャリアアップを支援し「就職活動に必要

を行います。地域住民の方々と積極的にコ

がれています。本学の活動が伝統の継承・

験教室」
「食堂メニュー開発」をはじめとす

なスキル」や「社会人基礎力・人間力」を身

ミュニケーションを取り、協力し合うこと

発展につながるよう、これからも地域の皆

る12のプロジェクトに分かれ、女子学生が

につけるためのさまざまなプログラムを用

それぞれの体験を通して自分のキャリアを

意していきたいと思います。

インのリニューアルを、良寛、柏崎信用金

する場を自らの手でつくりたい」という思い

庫、新潟工科大学が連携して実施しました。

を持つ企業約500社の支援等により1995

1年生の授業科目「デジタルコンテンツ」の

現在でも
「新潟工科大学産学交流会」
として、

想によるアイディアを創出しました。1次審

学生の就業力を磨くための実践的な学びを
提供するなど、支援をいただいています。

本学では、狭山市教育委員会と入間市教
育委員会と実行委員会を組織し、
「子ども
大学さやま・いるま」を開催しています。
地域の大学や市町村、企業・NPO、埼玉

で、学生たちにとっても普段の生活では学

様と連携しながら取り組んでいきたいと思

ぶことのできない貴重な経験を積むことが

います。

舎の教授陣や地域の専門家から直接指導
を受けることができます。
2018年度は7月～11月にかけて計4回
の講義が本学の狭山校舎にて行われました。

新潟工科大学

県が連携して子ども（小学校4～6年生）の知

狭山市立博物館と本学学芸員を交えて行わ

大学名

新潟工科大学

的好奇心を刺激する学びの機会を提供、地

れた博物館の楽しみ方や、子ども向けプロ

査で131点の作品のなかから12点に絞り、

域で子どもを育てる仕組みを創るものです。

グラム言語のスクラッチを使ったデジタル

東京表参道・新潟館ネスパスで公開審査会

子ども大学は2002年にドイツのチュー

絵本の作り方など、子どもたちの興味や好

▲

法人名

▲

本学は、2015年度に学科改組を実施し

を行い、一般来場者等の投票によりグラン

ビンゲン大学で始まり、2009年の3月には

「工学科」1学科制のもと、3学系8コースか

プリを決定しました。新パッケージは、6月

日本で初めて
「子ども大学かわごえ」が誕生。

子どもたちはもちろん、保護者の方々から

らなる分野横断型プログラムを導入してい

8日に開催された大学祭「工科大祭」で発表

本学での開催は2011年に始まり、今年で9

も「これからも続けていってほしい」と嬉し

ます。この教育課程では、自分の興味や適

され、柏崎市の伝統行事「えんま市」で先

期目を迎えます。その功績から、埼玉県教

いお言葉を多数いただき、子ども大学は親

性に応じて、履修プログラムを学生自身が

行販売を行い、現在では新潟県内外のスー

育委員会主催「平成30年度子ども大学モ

子揃って好評な企画となっています。

学年進行とともに選択。専門性を高めてい

パー等で広く販売しています。

デル事業発表交流会」において「子ども大

渡辺学園

大学名

東京家政大学

今期も7月～11月にわたって計5回の

本学は、最先端のテクノロジーから暮ら

も、複数の分野にわたり広く学ぶことも可

しに身近な技術の開発まで、幅広い学びと

能となります。さらにこの教育課程と合わ

研究が特色です。社会に近いためリアル

講義は大きく、ものごとの原理やしくみ

まっています。これからの未来を担ってい

学さやま・いるま実行委員会」に2018年度

講義を予定していますが、定員を大きく超

感謝状が贈呈されました。

える応募をいただき、年々その期待値は高

せて、本学の強みである企業との連携を活

な体験ができ、実践的だからこそ、身につ

を追求する「はてな学」
、地域を知り郷土を

く子どもたちにとって、本学での講義体験

かし、より実践的な学びを提供しています。

けた技術が将来に直結します。今後も常に

愛する心を育てる「ふるさと学」
、自分を見

が豊かな学びの機会となるよう、地域一体

このたび、株式会社良寛が製造・販売す

“学生目線”で、より社会と直結した教育を

つめ人生や将来について考える「生き方学」

となって積極的に努めていきたいと考えて

の3つに分けられ、本学の狭山・板橋両校

います。

良寛の諸橋社長（左）とグランプリ受賞学生。
採用されたデザインは実際にスーパー等で販売。

法人名

奇心を刺激する講義が繰り広げられました。

くなかで、特定の専門分野を深く学ぶこと

行ってまいります。

子どもたちの
豊かな未来と
現在を育む
▲

課題の1つと位置づけ、学生全員に配布し
ているiPadを活用し若者目線の豊かな発

「ものづくり」の
担い手を
企業とともに育成

地域一帯となってつくり上げた提灯の数々が
「ていね夏あかり」を彩ります。

▲

年4月に開学した、企業がつくったものづく
り大学です。開学の推進力となった企業は、

（200ml）
る「良寛コーヒー
」パッケージデザ
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できました。翌日は片付けの後、大規模な

ついて考えるための機会を用意。自らを高

行っています。

新潟工科大学は、
「優秀な技術者を育成

今年の6月20日に開催された「スーツ着

北海道科学大学では、今年で28回目を
迎える祭り
「ていね夏あかり」の運営をサ

法人名

▲

大学名

▲

しました。（
J 女子学生）
・C（Career）
・D（Design）

▲

専門家から学ぶビジネスマナー講座やメイ

ザイン（JCD）センターを2007年1月に設立

鶴学園

JCD センターのキャラクター
「キャロミ」
。
ふれあいフェスタに初登場し、たちまち人気者に。

考え、自らを高めるきっかけになるよう活
動しています。また、就職のための準備を

出することを目的とし、女子学生キャリアデ

法人名

地域の伝統を
新しい世代に
受け継ぐ

博物館の見方を学芸員から直接教わることで、
今までとは違った視点を持つきっかけになります。

19

働き方

第

4回

「働く」について、一度ゆっくり考えてみませんか？

村山 昇（むらやま・のぼる）

キャリア・ポートレートコンサルティン
グ代表。組織・人事コンサルタント。概念
工作家。企業の従業員・公務員を対象に、
教育プログラムを開発・実施している。哲
学の要素を盛り込んだ内省ワークや直
観的に本質をつかむ図表現、レゴブロッ
クを用いたキャリアのシミュレーション
ゲームなど、独自の手法により企業内研
修の分野で幅広く支持を受けている。

れました。これは過度な残業時間などにメスを入れ、過剰
なストレスがかかる労働環境や、不当な格差を改善するこ
とを目的としています。改革を機に大きな変化が訪れてい
る今、改めて「働く」について考えていきます。

ポジティブな状態

り、長期的に仕事から充足感を得るのは

（自分の軸を基に、働き・能動的に生きている）

難しいといわざるを得ません。
大切なのは、
「どうありたいか」という
発想です。英語で言うと、
「want」では
なく
「well-being」ですね。夢や志、働く
意味といった「望むべきこと」
「ありたい
姿」を、仕事をしていく中で学び、それ
を実現する手段として一層仕事に夢中
になっていく―そんな好循環を生み
出せれば、仕事はより面白いものになり、
そこから得られる充足感も大きなものに
なるはずです。

ワーク・ライフ・

ワーク・ライフ・

バランス〈調和〉

ブレンド〈融合〉

ワーク・ライフ・

ワーク・ライフ・

スプリット〈分離〉

メシー〈乱雑〉

仕事と生活を分けない

今年の4月から、時間外労働の上限規制や５日間の有給休
暇取得の義務化など、働き方改革関連法案の一部が施行さ

いか」という欲求を軸に仕事を考える限

仕事と生活を分ける

変革の時代に探る「労働」の意義

図表② 働き方早見表

ネガティブな状態

（自分の軸がなく、働かされ・受動的に生きている）
村山さん提供の資料をもとに作成
（村山 昇著、ディスカヴァー・トゥエンティワン）
出典︰
『働き方の哲学』
© Career Portrait Consulting

反対にもともと仕事が楽しい人にも

国が環境を変えている今が
自分を変えるチャンス

る」と考えるため、能動的・主体的に環

何がやりたいかではなく
どうありたいかが重要

境を変えていこうとする力を持っていま

生活がごちゃごちゃになってしまってい

た。そんなとき、中国の古いことわざに

仕事観の人は優秀な半面、一律に残業

る状態です。このような人こそ、自分を

出合ったのです。
「1年の繁栄を願わば

現状、働き方改革は外圧という点では

す。ですが、日本人は受動的で「環境・

社会人は、1日のおよそ3分の1を仕

をなくし、仕事を減らすと物足りなくて

変えていく必要があると考えます（図表

穀物を育てよ、10年の繁栄を願わば樹

労働環境の揺さぶりに成功しましたが、

組織が変わらなければ、自分は変われな

事に充てています。これだけの時間を費

転職してしまうことがあります。そこで

②参照）
。

を育てよ、100年の繁栄を願わば人を育

対症療法的なところに留まっており、生

い」と考える人が相対的に多いため、残

やすのですから、できることなら仕事を

「自分がどうありたいか」を考えさせるの

き生きと働ける社会づくりにはまだ課題

業が多く過剰労働気味になっている状

楽しみたいという人は少なくないはずで

です。そもそも働き方改革関連法案は残

が多いという意見があります。私もこの

況が長らく続いたのではないでしょうか。

す。では、どうすれば仕事を楽しめるよ

業時間に上限を設けたものであって、残

改革をさらに進めるには、働く人を取り

ですから、働き方改革を国が主導し、

うになるのでしょうか？

業をなくそうというものではありません。

てよ」
。この言葉が胸に刺さった私は、直

「観」を変えれば
仕事は楽しくなる

感的に人材育成を生業とし、次のステッ
プへ進むことに決めました。

内面を変えると言われても何をどう

読書が苦手だという人は、スポーツ選

巻く環境を変えるだけでなく、個々人の

労働環境を強制的に変えていこうとす

多くの人は「やりたい仕事をする」と

また、どうありたいかという発想で仕

すればいいのか戸惑ってしまうかもしれ

手や敏腕経営者のコメントなどでも構

「仕事観」まで議論が深まらないと根本

る今がチャンスです。しかし、働き方の

か、
「出世する」
「今よりも給料の高い会

事をとらえている人は、仕事とプライ

ません。要は、
「ものの見方・とらえ方＝

いません。何か感化される言葉と出合う

的な解決には至らないと思っています。

「型」が変わるだけになってしまう場合

社へいく」といった外的要因を挙げるこ

ベートが融合している「ワーク・ライフ・

観」を変えればいいのです。

ことで、夢や志、働く意味を見出せるか

ただ、働くことがどのような意味を

もあるので、ゆっくりとでも「この契機

とと思います。

ブレンド」タイプが多いように思います。

同じような仕事環境にいても、楽し

持っているのかを改めて考え、自分を変

を逃さず、自分の内面に目を向け、変え

しかし、心理学的に外的欲求を満た

かつて話題になった「ワーク・ライフ・バ

める人とそうでない人がいます。例えば、

えていくには、絶好の機会だとも思って

ていこう」という雰囲気を醸成できれば、

すことで得られる満足感は、一時的なも

ランス」は、仕事とプライベートを分け

目標を設定されたとき、やる気をなくす

てしまいがちなため、異業種交流会やボ

います。

自分と仕事の関係性をより良いものへと

のでしかなく、欲求が暴走するだけであ

て考えるものです。しかしワーク・ライ

人もいれば、やる気を奮い立たせる人が

ランティアなどに参加することも大事で

変化させていくことができるはずです。

ることがわかっています。
「何がやりた

フ・ブレンドタイプは、プライベートの

いるように。このような違いを生んでい

す。今いる環境とは異なる世界や人に触

中から仕事のヒントを見出したり、その

るのが「観」です。やる気をなくしてしま

れることで内面に刺激を与えるきっかけ

逆もあったりと、仕事と日常生活の間で

う人は、高い目標を「そんなの無理だ」と

になります。

相乗効果を生み出している人たちです。

否定的にとらえている一方、後者は「認

また、若い人の中には、外的欲求も内

誤解してほしくないのは、私はワー

めてもらうチャンスだ」と前向きにとら

的欲求もないため、どこへベクトルを向

えモチベーションが上がるのです。

ければいいのかわからないという人もい

「働く環境や組織」と「自分（個人）」は
互いに影響し合っていて、変化を起こす
にはどちらかが起点となる必要がありま

図表① 「自分（個人）」と「組織・環境」2つの起点による循環図

す（図表①参照）。たとえば、仕事が面白く

環境起点

ないと感じている人の場合、上司が別の
部署へ異動したり、自分が異動したりす

［受動・反応の人］
組織・環境が
変われば自分は変わる

ク・ライフ・バランスを否定しているわ

もしれませんよ。
職場にばかりいては視野が狭くなっ

けではないということです。仕事と生活

否定的な、心に余裕がない状態のと

ます。そんなときは、職場外でもいいの

これは環境・組織起点で自分に変化が

それぞれでしっかりとした軸を持ってさ

きに変化を起こす方法は、いくつかあり

で「こんなふうになりたい」と感じるロー

起こるケースです。

えいれば、充実した人生を送ることがで

ますが、読書がオススメです。人生の転

ルモデルを探してみてはいかがでしょう

きるからです。注意しなければならない

機に読書をあげる人は少なくありません

か。その人を目指しているうちに、自分

のは、仕事を生活の糧を得る手段としか

が私自身もその一人です。出版社で週

がどうありたいのか、そのヒントが見つ

とらえていないのに、肝心の生活のほう

刊誌の編集をしていたとき、苦心してつ

かるかもしれません。自分に軸・ベクト

もどんよりとしていて働くことのストレ

くった記事が毎週のように消費されて

ルができると、呼び寄せの法則と言って、

スばかりが肥大している状態や、仕事と

いくことに、強い虚しさを感じていまし

情報や人が集まってくるのです。

れば仕事が面白くなるかもしれません。

組織・環境

一方、自分起点で環境や組織を変え
ていく人もいます。自分から組織に働き
かけていくことで関係性を変えていける
と思い、行動する人です。このような人
は「自分が変われば、組織・環境は変わ
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「どうありたいか」は重要です。能動的な

構成◉八色祐次

撮影◉石橋素幸

［能動・主体の人］
自分が変われば
組織・環境は変わる

自分

（個人）

自分起点
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資さんうどん
オリジナルレシピ
す

3

Report

け

新任責任者・担当者を対象とした
説明会を開催

ン店「資さんうどん」を運営する株式会社資さんと、
持ち帰り品を使ったレシピ開発を行っています。
開発の主体となっているのは本学の食物栄養学
部です。この学部は、食の専門家として社会に貢
献できる人材の育成を目的とし、卒業生の多くは
管理栄養士として活躍しています。
今回のレシピ開発は、資さんからの相談がきっ
かけで始まりました。管理栄養士の就職先は、こ
商品開発やメニュー考案など、仕事の幅が広がっ
ています。そういったタイミングで、このような取
り組みができることは、学生たちにとって実践的な
社会経験を積む大変良い機会になっています。
産学連携にあたり設定したテーマは「お家で資
さん」です。その目的は大きく分けて2つありまし
た。1つは北九州のソウルフードである資さんうど
んの味を、自宅でより一層楽しんでもらえるよう
にすること。そして、もう1つは、ユネスコ無形文
化遺産として認められた「和食」に注目が集まる中、
出汁を使った料理のおいしさをもっと一般家庭に
広めていくことです。
どういったレシピだと、この2つの目的が達成さ
れるのか、学生たちは試行錯誤を繰り返しながら
開発を行っています。味はもちろん、意識的に季

担当者は参加した方が良い」
「ｔ－マネージャの操作方

2019（令和元）年7月1日、2日、5日に、東京（アルカディ

やすかった」
といった感想をいただきました。

ア市ヶ谷）と大阪（大阪ガーデンパレス）にて、事務処理を行

ションが、楽しみの1つでもあります。学生たちの

う新任責任者及び担当者等を対象にした業務説明会を

成長を感じる場面は多々ありますが、特に感じる

開催しました。3日間で173会員209名の方々に参加し

のは「料理の見せ方」がとても上手になっているこ

ていただきました。

と。回数を重ねるごとに主体性を持って、食材の

説明会の前半は、
「財団の制度及び事業の概要」と

色合いから栄養バランス、作りやすさ、レシピの

して、当財団の財政方式、退職資金交付金の計算方法、

ネーミングまで、実際に調理する人のことを考え、

補正掛金率設定のしくみなど、事業の基本事項を中心

試作品の企画立案や説明をしてくれるようになり

に説明を行いました。

ました。

後半は「ｔ－マネージャによる事務手続き」として、

資さんの広報担当者からも「学生さんが考える

退職資金申請システム(ｔ－マネージャ) を利用した事務

レシピは毎回とても楽しみで、店舗とは違った資

手続きの流れや、教職員の異動に関する届出及び退職

さんうどんの楽しみ方を、私たちも学ばせていた

資金の交付申請に関する手続きについて詳しく説明い

ｔ−マネージャによる事務手続きを説明している様子
（東京会場）

だいております。完成したレシピは公式SNSでも
紹介していますが、
『美味しそう！』
『私も作ってみ

Report

れまで病院や施設が主でしたが、近年は企業での

北九州の名物を自宅でも楽しんでもらいたい

九州栄養福祉大学では、福岡県のうどんチェー

参加者からは、
「制度概要について理解できた。新任
法が分かりやすかった。届出などのイメージをつかみ

東筑紫学園
レシピ開発を通して
社会と接する

たしました。

たい！』など、お客さまにも好評です」と、嬉しい言
葉をいただきました。
今回の取り組みをきっかけにして、北九州市の
名物を他県の方にも知っていただき、地域全体で

令和元年度退職金等に関する実態調査報告書を発行しました

活気ある市にしていきたいと思っています。そし

本年5月30日から7月5日までの間、全維持会員を対象に、退職金等に関する実態調査

て、これからも積極的に開発を進めていき、資さん

を実施させていただきました。皆さまのご理解、ご協力により、597会員すべての維持会

うどんとのコラボレシピを増やしていけたらと考
えています。また、制作したレシピの中から反響が
良かったものをまとめ、
「レシピ集」を作りたいとい
う夢もあります。今後さらに、地元で活躍する企業
の方々とこうした機会を増やしていけたら、学生
たちにとっても、地域にとっても、より良いものに
なるのではないかと思っています。

員からご回答いただき、この結果を「令和元年度退職金等に関する実態調査報告書」として
まとめ、各維持会員の他関係団体等に配布いたしました。
本調査は2004（平成16）年度から毎年度実施しており、退職金制度はもとより人事、給与
制度についても調査させていただいています。社会、社会構造等の大きな変化に伴い、民
間においては、退職一時金に業績、実績等の評価を反映するものが多くなっており、高等教
育機関においては、国立大学を中心に任期制や年俸制の導入が進んでいます。
人事、退職金制度は学校法人における教育、研究、医療、国際交流、地域連携などの諸活
動を支える大きな柱です。多くの皆さまに本報告書をご活用いただければ幸いです。

節の食材を使ったり、宣伝用の写真の撮り方を工
夫したりと、少しでも多くの方々に喜んでもらえる
編

レシピに仕上がるよう考えています。

集

（Facebook/Twitter）で公開され、
「いいね」のリアク

22

例えば、介護をされている方には、とにかく自分の時間を
持つことが切実な想いでしょう。朝活に限らず、時間を作り

猫は20歳で、遊び相手を求める時間は決まって23時頃で

出し、有意義に過ごすためのヒントが特集の中に数多くあ

す。猫も年を取ると、人間と同様に耳が遠くなり鳴き声も大

りました。

きく、すごくわがままになります。相手をしないと大騒ぎに

記

完成したレシピは、資さんうどんの公式SNS

後

新たな視点で作るレシピに
好評の声、続々！

今号の朝活特集はいかがでしたか。時間というと、犬には
朝晩の散歩の時間確保が必須ですが、我が家の愛すべき老

なるので朝活とは真逆の生活です。
自由な時間は簡単にはできませんがとても大切です。

環境はさまざまでしょうが、まずは皆さん、何か始めてみ
ませんか。秋の夜長に大好物のチュールで誘って、猫のテ
ツにも朝活を勧めてみます。

（も）
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電話 03︲3234︲3361︵代表︶

員と国公立大学等教職員との待遇の均
衡を図り、安心して教育研究活動に専
念できる環境を確保することを目的と
しています。国は、この事業が広く社会
全体に貢献していることから、学校法人
が納入する掛金を助成の対象とし、私
立大学等に直接補助しています。

教職員の待遇の安定と向上のため、学校法人の経営を
支援することにより、広く社会に貢献しています。

◉ 法人情報
（平成30年度）

加入法人数 ............... 595法人
月平均登録者数 ....... 13万6902人
経常収益 ................... 793億円
経常費用 ................... 785億円
準備資産 ................... 1306億円

編集・制作 ◉プレジデント社 デザイン ◉鈴木美里
校正 ◉ヴェリタ 印刷 ◉大日本印刷

当財団の退職資金交付事業は、教育
基本法の趣旨に則り、私立大学等教職

