
それぞれ、自分が目標に向かって何をすべきか、自分で

プランニングして、必要な教材を自分で持ってきて取り

組みます。

―元中学校教諭の原田隆史さんが開発した「原田メソッド」で

すね。存じ上げています。この方法を取り入れた塾なんですね。

なぜこのスタイルの塾を始めたのか？ということを今日はじっ

くりお聞きしたいと思います。さて、その前に、このインタビュー

の恒例で、起業家の小さいころからの話を聞いています。岡留

さんはどんなお子さんだったのですか？

小学校時代は、目立っておりこうさんでもなく、目立っ

ておとなしいというわけでもありません。父は警察官、

母は当時、専業主婦でした。本当に普通の子供でした。

―この辺のお生まれですか？

（愛知県）春日井市です。父と母は鹿児島出身です。

「留」という名前は鹿児島に多いです。

―そうなんですね。そういえばプロ野球の福留選手も鹿児島

ですもんね。勉強は？

成績は中ぐらい。当時、知能指数を測るテストがあって、

学力の順位とIQの順位に差があることが判明しました。

IQの方が学力より高かったのです。それを知った母から

経営者・起業家のためのニュースペーパー レイマッククラブ会報誌
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大切に育てた息子が塾をクビになった。なぜ？思い悩みショックで寝込んでしまう。ふとんの中で１週間考えた結論は「子供が輝
ける塾を自分で作る」だった。そう決意するやいなや、準備を整える間もなく猛スピードで開校。周囲の協力もあって生徒も集ま
り、結果も出始めた。何より、子供たちが生き生きと輝いている姿が嬉しい。今回は「学習支援塾エール」をさらに発展させるた
めに奮闘する社長であり母、岡留輝美さんのインタビュー。その熱い思いに迫った。（インタビュー＝豊田礼人）

今月の内容

●経営者インタビュー
エール株式会社 代表取締役 岡留輝美さん
●経営コラム 原点回帰するキリンの戦略とは？
●書籍解説 『NEWTYPE ニュータイプの時代』

●メルマガバックナンバー ●レイマック豊田のひとりごと

１

Raymac press

―現在のお仕事について、簡単に教えて頂けますか？

２つの会社を経営しています。1つは学習支援塾エール、も

う1つは広告制作会社オフィスSoRAです。2017年4月に開校

した学習支援塾エールは、大谷翔平選手が高校時代に使っ

た「原田メソッド」を活用して、目標達成のロジックと

ツールを用いた技術で成績を伸ばす塾です。授業もなく、

決まった教材もありません。オフィスSoRAは文章ライティ

ングに特化した広告制作会社で、経営者でもあり、現役の

プレイヤーでもあります。

―授業もない、教材もない学習塾とは、どのようなものですか？

「原田メソッド」を学習の基本として学び、活用する日本

で初めての塾です。目標達成やメンタルを勉強して、目標

達成管理シートを記入しながら、目標達成を促すものです。

エールの指導は、月、水曜日の月8回。そのうち月2回は目

標達成プログラムという授業です。残り6回は勉強するので

すが、小学4年生から高校生まで同じ時間に一緒に行います。

エール株式会社
代表取締役

岡留輝美

整ってからでは遅いのです。
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「もっと勉強しろ」と言われようになりました（笑）。頑

張ったら、もっと伸びるからという理由です。中3から成績

が上昇し、春日井東高校へ進みました。

―お母様の読みが当たったんですね（笑）。高校生活は？

小中学校の時は普通におとなしかったのですが、高校では

青春を謳歌しました。中学時代までは演劇部だったのです

が、高校ではハンドボール部に入りました。足が速く、

ちょっと目立つ存在でした。どちらかというと、男の子っ

ぽい感じでした。部活ばかり、友達は男子ばかり、という

高校時代です。男性にはモテなかったのですが、女子には

モテました（笑）。

―（笑）。大学進学の時はどうでしたか？

運動神経がよかったので、中京大学体育学部を受験しまし

た。でも実技で落ちて、体育学部は諦めました。生物が得

意だったので、生物が受験科目にある学部を探したところ、

家政科と看護学部がありました。ビジョンが明確な看護学

部に入ったのですが、1年半で中退してしまいます。

―1年半で。それはなぜ？

当時、看護学部は女子しかいませんでした。高校時代はサ

バサバと生きてきたので、女子ばかりの環境はウエットで

やりにくかったです。実習で病院へ行くと、先輩看護師た

ちは、めちゃくちゃきつい。白衣の天使なんか一人もいま

せんでしたね（笑）。勉強量も多く、困難を乗り越えてで

も看護師になりたい、とは思えなくなりました。

―なるほど。そこまでして看護師になりたいわけじゃない、と。ご

両親はすんなり受け入れてくれたんですか？

さすがに「嫌だから大学を辞める」というのは、申し訳な

いし格好悪いので、口から出まかせみたいに「物を書く人

になりたい」と言いました。それを伝えると「ずっと辞め

るな」と言っていた看護学校の先生に、「そんなにやりた

いことがあるのなら、躊躇しないで早くやれ」と言われて、

後に引けなくなって（笑）。

―ふふふ（笑）。じゃあ、元々ライターに憧れていて？

特にそういうわけでもなかったんですけど、思い返すと高

校時代は、いろんな人に手紙を書いていました。恋愛や失

恋の話をしながら、この友人にはこういう言葉を伝えると

喜んでくれるだろう、と手紙を書いて手渡していました。

数十年ぶりに旧友とフェイスブックで再会すると、男勝り

の私ではなく、「もらった手紙のことを覚えている」と言

われ驚きました。中学の演劇部では最後の舞台で、脚本を

書いたこともあります。今思えば、書くことが嫌いではな

かったかな、と思います。

―（大学を辞める）決断の時にポロっと出た言葉から、その道に

進んだのですね？

そうですね。当時はバブルがはじける直前で、就職情報誌

が電話帳のようにぶ厚かった時代です。片っ端から「クリ

エイティブ」で求人を探し、面接を受けて1社に合格。ライ

ターの道につながりました。そこは広告制作のデザイン事

務所で、コピーライターとして勤務し、月刊Cheek(チーク)

というタウン情報誌を経て、20代後半で独立しました。

―いきなりコピーライターとして働いたのですか？

デザイン事務所に入りたての頃は、広告年鑑という分厚い

冊子を見ながら、掲載されているコピーをひたすら写して

勉強しました。糸井重里さんや林真理子さんがコピーライ

ターとして脚光を浴びるようになった直後で、デザイン事

務所でもコピーライターを雇うようになっていました。自

分が書いたコピーが印刷物として世に出るのは、嬉しかっ

たです。2、3年そこで働いた後、たまたま知り合いだった

「名古屋流行発信」社の営業の方の紹介で、同社が発行す

る月刊Cheek(チーク)の編集部に経験者という形で入社する

ことになりました。

―へえ、すごい。編集部ということは、取材にも行くのですか？

1号だけ先輩に付いて取材をし、2号目から自分でやれ、と

言われ、4ページ担当させられました。バブルははじけ切っ

ていましたが、雑誌はまだ調子が良かった。フリーペー

パーが出る前の時代です。雑誌は広告に対して、記事の量

が決まっています。広告がたくさん入るようになったので、

記事も書かないといけない。会社は今でいう、ブラック企

業です（笑）。本当に忙しかった。雑誌は毎月発行で、入

稿した2日後には企画会議して、2，3週間で作る、という感

じです。自宅に帰ることもできないくらい。その後、部署

移動したのですが、27歳ごろに体が悪くなり、一旦退社し

ました。退社した後でも仕事の依頼が入るので、フリーラ

ンスとして仕事を続けました。

―その時に立ち上げたのが、オフィスSoRAですか？

いいえ。フリーランスとした後、グラフィックデザイナー

の夫と結婚し、２人で会社を作りました。でも2013年に離

婚して、公私ともに独立して立ち上げたのが、オフィス

SoRAです。

―ふむふむ。人生、いろいろあって。そこから、どうして学習塾を

作るに至るのですか？
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離婚した時、3人の子供を引き取りました。当時、小学5年、

4年、年長でした。一番上の子が中2になったとき、成績が

落ち始めたんです。焦ってママ友におすすめの塾を尋ねた

ところ、「子供を塾に入れてはいるけど、どこも同じで成

績が上がらない」との答えが返ってきました。いろいろ調

査した結果、一番よさそうに思えたのが、クラスのトップ

レベルしか入ることができない超スパルタの個人塾です。

中2の夏から無理やりそこに入れたのですが、ものすごく

厳しい。子どもは疲弊しながら通っている状態でした。

―お子さんは行きたくない感じだったのですか？

子供の気持ちより、母親の気持ちで行かせていました。冬

休みが終わった時、塾から呼び出されてクビを宣告されま

した。「やるやると口ばかりで、少しも成績が上がらな

い」という理由です。人格否定が著しい先生でした。一生

懸命育てたのに、塾をクビになった。全てが否定された感

じがしました。それがきっかけで、家事も育児もすべてが

嫌になり、育児放棄して1週間ぐらい寝込んでしまったの

です。

―育児放棄とはただ事じゃないですね。具体的にはどんな感じ

だったのですか？

朝の支度もしないで、ずっと寝ていました。朝、私が起こ

さないからと遅刻してもそれは自分の責任でしょ、と子供

を突き放していました。9時ぐらいにようやく起き上がる

と、どうやら子供たちは自分でご飯を食べ、弁当も作り、

洗濯をした形跡がある。夜は誰が料理を作り、誰が買い物

へ行くなど、3人で分担してやっていたようです。ご飯が

できたら「お母さん、できたよ」と呼ばれて食べに行く、

という感じです。その間、自分の子育てについてゆっくり

考える時間ができました。

―どのようなことを考えたのですか？

これまで、コピーライターとして多くの社長にインタ

ビューしました。将来の話や、欲しい人材の話など聞いた

時、「男でも女でも関係ない。泥臭くてもやり遂げること

ができる人がいい。オール4より、１や５がある子が周り

と協力しながら自分の得意を行かせる方がいい」と多くの

社長が言っていました。私はそれをさんざん聞いてきたの

に、自分の子供には受験や成績を優先して塾へ入れている。

自分の子育ての考え方が間違っていたのかも、と思うよう

になりました。

―なるほど。平均的な子供に育てようとしていた･･･。

塾をクビになった時、「こいつは嘘つきだ。口ばっかり

だ」と言われました。うちの息子は読書家で、言葉の数が

多い子供です。親子で口げんかすると、小難しいことをバ

ンバン言い返してきます。小学校まではそれを大人は褒め

てくれたのに、中学校になって同じ感覚で小難しい言葉を

使うと怒られる。言葉のレベルと本人のレベルの差が激し

く、一致していないので「嘘つき」と言われたのではない

かと思います。息子が本を好きになったのは、離婚した時

に心の行き場がなくなって、本にのめり込むようになった

からです。自分は申し訳ないことをした。長男のように、

性格はいいけど勉強ができないという子は他にもいっぱい

いるのではないか、と考えました。長男は不登校の子に手

を差し伸べる優しい面があっても、そういうことは内申書

や通知表には何も書かれない。高校へは数字しか行かない

んです。それでいいのか？子供たちが輝かなければ意味が

ないと思いました。そう考えるに至った時、すぐに子供た

ち全員を集め、「塾をクビになった。行く塾はもうない。

いいと思う塾がないから自分で作ります。全員入って下さ

い」と伝えました。

―（笑）。すごい決断。心を揺さぶられる話です。それで塾の設立

に向かうわけですが、「原田メソッド」を塾に取り入れようと思った

のはなぜですか？

原田先生は元々中学の教員です。自分の教え子のために教

えた目標達成の方法をメソッドにしました。私は以前から

原田先生の講演会にも参加し、感銘を受けて「原田メソッ

ド」を子供たちにもやらせたいと思っていました。塾を作

るに当たり、こんな塾を作るから原田メソッドを使わせて

ほしい、と頼みに行きました。意外にも「面白いからやり

なさい」と返事が返ってきて、やるしかなくなりました。

―周りの言葉でググッと前に進む。大学を辞めた時と同じですね。

そうかもしれないですね。その後、原田先生の右腕である

井坂先生を紹介されました。井坂先生も元々中学の教員で

す。初めは息子でトライアルをして、2年後に塾を始めよう

と思ったのですが、計画書を持って井坂先生の元を訪れた

時、「そんな塾に誰がお金を払うのですか」と反対されま

されました。再度計画を練り直し、ママ友の助けを借りて、

生徒を集め、もう一度計画を持参したところ承諾して頂き、

すぐ入塾説明会を開くことになりました。息子が塾をクビ

になったのが2017年1月、原田先生に連絡して、井坂先生と

知り合ったのが2月、3月に入塾説明会を開き、４月に開校

しました。4月の1回目を公開授業にしたところ、9人に増え

ました。お金がなかったので、自前の教室ではなく、1回ご

とに施設を借りてスタートしました。
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―決断するとめちゃくちゃ早いですね。それで、子供たちの成績

は伸びたんですか？

やはり成績が上がる子と上がらない子の差が出ます。原田

メソッドと相性があった子供は成績が伸びています。成績

が伸び悩む子はまだ実践力や継続力が不十分です。成績が

伸びないと、宿題を出して管理する「ガッツリ系」の塾へ

移りたいと考える母親もいます。私たちの塾には、大学生

の学習アドバイザーなどがいて、分からない問題などをサ

ポートしています。非常に優秀な学生による学習サポート

があるのに、成果を出してあげられなかったのは、「子供

たちがちゃんとやっているか」をしっかり見るという姿勢

が今までは少し甘かったからではないかと思っています。

ここは改善していきます。成果を出すためには、自分の決

めた課題に対してやり遂げることが何より大事です。他塾

で成果が出なかった子がエールで自信を取り戻し成績を伸

ばしていくのは本当に嬉しい。一方、エールで考える力を

身につけてから、さらなる高みを目指して新たな塾へ転塾

していく「卒業組」もいます。そういう子が「エールで勉

強してよかった」と言ってくれるのも嬉しいです。

―原田メソッドを取り入れた子供向けの塾はこれまで他になかっ

たのですか？

「原田メソッド」をメインに取り組んでいる塾は日本で初

めてです。エールのように「原田メソッド」の塾をやりた

い方は、うちからのフランチャイズという形で全国展開す

る形をとっています。ビジネススタイルは、定員50人の教

室を、いろんな場所で展開するというものです。子供たち

の目標がそれぞれ違うので個別指導に近い感じです。目標

管理の立て方を特に丁寧に行います。子供3，4人に対して

大人1人の割合です。

―子供に目標を立てさせる時、どうアドバイスするのですか？

中学生でしたら、定期テストでどういう点数を取りたいか

が目標となります。一方、小学生は定期テストがないので

目標が立てにくいですが、スポーツや漢字検定などを目標

に立てる子が多いです。例えば、陸上をやっているうちの

娘ですと、次の大会で何秒出したい、というのが目標です。

自分で考えて目標を決めるというプロセスが大事だと思っ

ています。特に今の小・中学生は非常に忙しくて、考える

チャンスがない。例えば、月曜日は塾で、火曜日はこれで、

といった感じで、子供たちは学校も放課後もスケジュール

が決まっています。だいたい親が決めています。そうなる

と、自分で考えて選択して決める、というチャンスがない。

エールでは、自分は何をしたいのかを考えてもらいます。

―自分に問いかけるのですね。

そうです。どうしたいか、どうなりたいか、何がしたいか

も分からない状態で、自分に問いかけることから始まりま

す。エールでは生徒それぞれの目標をすべて壁に掲示して

あります。それを見て、先輩方の目標を真似してでもいい

から、自分でチョイスして決めるようにさせています。

「何を目指せばいいか決められない」という子供は、「決

めさせてもらえていない」のです。自分で決める前に、母

親の手や口が先に出てしまう。小さな成功体験を積んでき

ていないことも問題です。そうすると「失敗するなら、や

らないほうがいい」と消極的な姿勢になり、中学生になっ

て全然決められない子になってしまいます。決める練習を

して自信をつけさせる必要があります。決める訓練の成果

は、高校受験で初めて発揮されます。15歳で初めて登る受

験の壁を成功させてあげたい。意志が強くて、自己肯定感

がある子は成功します。

―中学生や高校生の場合、将来の仕事まで目標として描くの

ですか？

意外と成績のいい子ほど、将来の夢を描けない、というこ

ともあります。もともと能力が高いので、宿題や塾の課題

をこなすだけで良い結果が出てくる。良い結果を出すため

にどうしたらいいだろう、と深く考える機会が少なかった

ので、いざ、あなたは何をしたいの？と尋ねると「何がし

たいんだろう？」と今まで自分について考えてこなかった

ことに気づきます。高校生ぐらいになると、将来を意識し

て頑張る子もいます。

―なるほど。今日は私も自分の息子たちのことを思い出しなが

ら聞かせて頂きました。考えることや反省することがたくさんあ

るお話でした。ありがとうございます。さて、最後の質問です。

このインタビューは起業家やこれから起業を考えている人も読

んでいます。一言メッセージをお願いします。

えーと（笑）、何だろう？まあ唯一言えるとしたら、

「（準備が）整ってからやるというのでは遅い」、という

ことでしょうか。例えば、お金がないから（起業）できな

い、もう少しスキルアップしてからやろうとか、子育て中

だとか…。そんな理由でやらないのでは一生整わない。

整ってからやろうというのでは遅い。整う日は永久にやっ

てこない。やりたかったら「やる」のみです。

―岡留さんのストーリーを聞いた後なので、すごく説得力を感

じます。今日は貴重なお話をたくさん聞かせて頂き、ありがとう

ございました！

【プロフィール】
おかどめてるみ 愛知県生まれ
エール株式会社 代表取締役
学習支援塾エール運営
名古屋市東区泉１－２０－２ 大雄ビル２階
TEL：０５２－９５４－１７７１ https://www.yell-school.jp/
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豊田礼人の経営コラム「愛される会社への道」

原点回帰するキリンの戦略とは？

いろんな派生商品をやってきました。（中略）新商品がな

い中での前年比プラスは、会社の組織能力が明らかに変わ

ってきたからです」と言っています。

派生商品をやらない代わりに、「本麒麟」や「一番搾

り」などの本流の主力ブランドにマーケティング資源を集

中させる。商品を絞り、アレコレやらず、戦略と行動に一

貫性を出し、ブレない企業姿勢を打ち出すことで、長期に

渡って生き残るブランドに育てる。そういう意思のもとに

事業活動をしているのです。

２．顧客ニーズに回帰

「キリンはお客様のことを一番に考える会社になる」。何

を今さら当たり前のことを、と思いますが、知らないうち

に企業の都合が優先し、お客様を置き去りにしてしまうこ

とはよくあること。キリンもまさにその悪習慣に支配され

ていました。競合の動向ばかりを気にして、他社でヒット

が出ればそれを真似た商品をすかさず投入して恩恵を授か

ろうとする同質化競争に明け暮れていた過去。これを反省

し、「顧客は何を求めているのか？」を起点にして商品開

発や広告戦略を行うようにシフトしているのだそうです。

３．ワクワクを主眼にする

キリンはクラフトビールにも力を入れています。地方の

クラフトブルワリーと連携を深め、全国に9つの醸造会社

と協力体制を敷いています。若者に人気があるクラフト

ビールを取り入れて、「ビールでワクワクする」を主眼に

置いて事業展開をしています。何が違うのかよく分からな

い目先を変えた新商品で他社と競争するよりも、活気ある

豊田礼人（とよたあやと）
レイマック・コンサルティング代表

「クライアントの成功が私の成功
である」がモットー。

■キリンが好調

私はお酒の中でビールが大好きです。最近は日本のナ

ショナルブランドのビールよりも、クラフトビールをよく

飲みます。個人的なお気に入りは名古屋のクラフトビール

「Yマーケット・ブルーイング」。風味豊かで圧倒的なお

いしさと、このブランドが持つ世界観にいつもワクワクし

ます。週末に料理をしますが、その際も「いかにおいしく

ビールが飲めるか」を軸にメニューを決めています。

とはいえ、ビール市場は縮小しているそうです。確かに

最近の若い人はお酒を飲まない人が増えていますし、飲む

人でもハイボールやレモン酎ハイなど好みが多様化し、

「とりあえず、ビール」を敬遠する傾向が強まっていると

分析されています。

その中で元気なのがキリンビール。第三のビール「本麒

麟」が久々のヒットとなり、ビール類全体のシェアで首位

のアサヒビールに肉薄する勢いだ、と日経MJ（2020/1/9）

が報じています。

ではなぜ今、キリンビールが勢いを取り戻しているのか。

それは、

１．絞ることでブランディング強化

２．顧客ニーズに回帰

３．ワクワク主眼

という３つの理由があるようです。

■原点回帰

では、ひとつずつ見ていきましょう。

１．絞ることでブランディング

ビール業界は、一つヒット商品が出るとその派生商品を

即座に市場投入し、二匹目のドジョウを狙う戦略が取られ

てきました。今までは、例えば『のどごし』のヒットを受

けて季節限定商品をばらまいて目先の数字稼ぎをしてきた

そうです。しかしブランドを強くすることにはつながらな

かった。ゆえにキリンビールはその「派生商品戦略」を封

印。布施孝之社長は「昔のキリンは本当に小手先、目先で

キリン一番搾り
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あなたの読書時間を大幅短縮 気になった本を１分解説

レイマック豊田が最近気になった本を読み、その要点をズバッとお伝えします

豊田の
結 論

★★★★★読まないと損をする

★★★★ 読み応えたっぷり、お薦め

★★★ 読み応えあり

★★ 価格の価値はあり

★ 人気作だがピンとこなかった

ポイント１ 問題解決力ではなく、問題発見力が大事

やる気は「意味」次第で増減する

ポイント３ 大量に試して、うまくいったものを残す。

問題が明確でそれを解決する能力が重宝された時代は終わった。今は、目指すべ
き目標や追いかけるべき理想がなく、混とんとしている時代。モノは過剰化し、問題
が希少化している。こういう時代においては問題を発見する能力こそが必要になる。
この能力を身につけているのが「ニュータイプ」である。

ポイント２

経営資源としてあげられるヒト・モノ・カネのうち、ヒトだけにあってモノとカネにはな
い最大の特徴は、その「可変性」にある。つまり、人の能力はそれを導くリーダー
の「意味」の与え方によって簡単に増減する。人はモチベーションの高低によって、
発揮するアウトプットの質や量に大きな違いが出る、ということ。

元ボストン・コンサルティング・グループのコンサルタントで現在は独立研
究家。最近、出す本がことごとく話題になりベストセラーになっている。評
論家的な物言いで、自分の実体験に乏しい書きぶりを批判する声もある
が、視点の斬新さと納得性の高さから個人的にとても感銘を受けた。現
在の日本が置かれている状況を引き起こしたのは「オールドタイプ」の思
考や行動であり、これを「ニュータイプ」のそれに転換していかないと未来
は開けないと警告する。仕事の面だけではなく、自分のキャリアの組み
立て方についてのヒントもたくさんあった。論理的な頭の良さよりも、アー
ト的なことや「直感」が大事だという指摘もある。仕事に追われて難しい顔
しているよりも、映画を見たり旅行をしたり異文化に触れたりして「直感
力」や「美意識」を磨くことが大切だというメッセージを受け取った。良書。

アマゾンの現在の成功は「試す力」によってなされている。イノベーション企業の３
Mの社是は「試してみよう、なるべく早く」だ。「ビジョナリー・カンパニー」著者のジ
ム・コリンズは、成功している企業の共通した特徴は「大量のものを試して、うまく
いったものを残す」ことだと指摘している。近年は試すコストが下がっている。だか
らどんどん試さないと置いて行かれる。

『NEWTYPEニュータイプの時代』 山口周 著

■オススメ度 ★★★★★

クラフトビールに経営資源をシフトする。結果、ビール系

の新商品は出さずとも、クラフトビール人気に乗って、業

績も好調に推移しているそうです。

■キリンから何を学ぶか

さて、このキリンビールの事例から、私たち中小企業・

個人が学べることはなんでしょうか？

まず、自社商品や自社のブランディングのために、行動

に一貫性を持たせることの重要性です。キリンに限らず、

私たちは売上を上げたいばかりに、上っ面をなぞっただけ

の薄い戦術に飛びついてしまうことがあります。本業がま

まならないうちに本業と関係のない事業に手を出したり、

目先の流行に流されて慣れないWEBツールに翻弄されたり。

こういう「とっ散らかった」活動は中長期的に見て、ブラ

ンドを弱めます。新商品を次々に出すも業績が低迷してい

た丸亀製麺が、「各店舗で自製する麺のおいしさ」に原点

回帰する戦略にシフトして業績を回復させた、という事例

もあります。ブランドは分散すると弱まり、集中すると強

まる、ということが言えそうです。

もうひとつは、顧客の声を聞き、ワクワクすることに経営

資源を投下することの大切さです。モノ余りの時代に顧客

からの支持を得るためには、「ワクワクすること」「楽し

いこと」を事業の中心におかなければならない、というこ

とです。数字のために、競合他社との比較に明け暮れ、会

社都合で仕事をしている企業に顧客は魅力を感じません。

顧客をワクワクさせるために自分たちもワクワクして仕事

をする。そういう企業に顧客は惹きつけられ、その商品を

手に取りたくなります。キリンビールがクラフトビール

メーカーと手を組むのは、クラフトビールメーカーが持つ

「ワクワク感」を感じているからだと思います。

原点回帰することで強さをとりもどしつつあるキリン。

我々中小の事業者にとっても参考になる事例です。
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社員に未来を示し才能を生かせ (第661号）

■リーダーとマネジャーの違い

さて、リーダーとマネジャーの違いは何か、

という問題。まず、リーダーの仕事は未来を描くこと。こ

の会社はどこに向かうのか。どういう顧客に何を提供して、

どんな価値を感じてもらうのか。そして社会にどんなイン

パクトをもたらすのか。それを示す。

つまりリーダーの仕事とは、みんなが乗った船のマスト

のてっぺんに登り、遠くを見据えながら、どこに向かうべ

きかを全員に明確に伝えるということ。行き先が分からな

い船に乗ることほど不安なことはありません。

そして、行き先が分からない船で、モチベーションを上

げることほど難しいことはありません。「自分もそこへ行

きたい！」と思うからこそ、おのずとエネルギーが湧いて

くるのです。

■部下の才能が出発点

一方、マネジャーの仕事とはなにか？マネジャーの最も

重要な仕事は、部下の才能を業績に結び付ける一番の方法

を見つけ出すこと。部下の才能を出発点にする。その才能

が最大限に活用されるように配慮し、励まし、環境を整え

る。

上から与えられた目標数字を達成しなければならないと

いう責任もある。しかしそれに縛られて、部下を機械のよ

うに扱ってはならない。自分と働くことで、他の誰と働く

よりもずっと才能を発揮でき、生産性が上がった！と部下

に言ってもらうことが、マネジャーにとっての最高の賛辞

となります。

今までにあなたが出会った上司で、最も素晴らしいと思

える人はどんなひとでしたか？その人は、あなたの才能を

認めてくれる人だったのではないですか？（参考：「最高

のリーダー、マネジャーがいつも考えているたったひとつ

のこと」マーカス・バッキンガム著）

■僕は育てられなかった

僕がサラリーマンだったある日、僕の下に新人が入って

きて、僕は上司として、彼を指導しなければいけない立場

になりました。先述の話からすれば、僕は彼の才能を見つ

け出し、それが業績に結び付くようにアドバイスしなけれ

ばならない。しかし、できなかった。なぜか？

それは僕自身に問題があったからです。僕自身がその会

社での目標を見失っている状態で、自分がフラついている。

そんな状態で、後輩の才能や良いところを伸ばしてあげよ

うという気になれませんでした。つまり、それどころでは

なかった･･･。

僕はこの経験から、マネジャーとして機能するためには、

まず自分自身が目標をしっかり持ち、仕事にコミットして

いなければならない、ということを学びました。とても苦

い経験でしたが、これが学べたのは良い経験でした。

■自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか。あなたはリーダーで

すか？それともマネジャーですか？もしあなたが中小企業

の経営に携わる人ならば、どちらの役割も担わなけばなら

ないでしょう。未来を描き、ビジョンを語り、そして同時

に、組織で働くスタッフの才能にも目を向けなければなり

ません。

これから日本はどんどん人手が足りなくなります。だか

らますますリーダーとマネジャーの役割が重要になります。

誰しも、本物のリーダーとマネジャーがいる会社で働きた

いと思いますから。

あなたの会社はスタッフに未来を示しているか？そして、

スタッフの才能を伸ばすことに重きを置いているか？

部下のふがいなさを嘆いている場合ではなく、部下の才

能を伸ばせられない自分を嘆かなければなりません。

一度振り返ってみてください。

応援しています。

連続750週間以上、毎週金曜日に発行しているメールマガジン「愛される会社の法則」の
バックナンバーから、特に好評だったものをピックアップしてお届けします。

メルマガ
バックナンバー

無料メルマガ「愛される会社の法則」は毎週金曜日の朝８時
に配信しています。配信希望の方はレイマックのホームペー
ジから配信の申し込みをしてください。
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定期購読をご希望の
方は、レイマッククラブ
にご入会ください。詳細
は当方のＨＰ（レイマッ
クで検索）にアクセスし
て頂き、ご確認ください。

■正会員 ２,２００円
（月額）

■入会金 ５,５００円

定期購読をご希望の
方は、レイマッククラブ
にご入会ください。詳細
は当方のＨＰ（レイマッ
クで検索）にアクセスし
て頂き、ご確認ください。

■正会員 ２,２００円
（月額）

■入会金 ５,５００円

発行元／レイマッククラブ 発行人／豊田礼人 〒466-0051 名古屋市昭和区御器所2-9-27-305 http://www.raymac.jp

【レイマッククラブ主催セミナーのお知らせ】
55回目となるセミナーは、新規事業がテーマ。既存事業が元気なうちに、

次の展開を考えるきっかけになるセミナーです。

「よし、新規事業はじめよう。」セミナー

日時：2020年2月18日（火） 19:00～20:45

場所：ウインクあいち1305会議室 定員：30名
料金：5000円（税込） レイマッククラブ会員は2000円 講師：レイマック 代表 豊田礼人

【友割】お友達をお誘い頂きますと、本人様・お友達様とも1000円割引いたします。但し初参加の方のみ。

月
刊
レ
イ
マ
ッ
ク
プ
レ
ス

レ
イ
マ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
公
式
会
報
誌

制
作
・編
集
／
レ
イ
マ
ッ
ク
ク
ラ
ブ

今月の
トピック

レイマック豊田の
ひとりごと・・

レイマック・コンサルティングの豊田礼人が（たぶん）役に立つと思われる
ことを勝手に取り上げ、勝手にぶつぶつ、つぶやきます。

わざわざ隣にやってくる人

週に1回、プールで1時間、1㎞泳ぐ、ということを続けて、2年ほど。そこでいつも気になるこ

とがあります。

更衣室で着替えるとき、ガラガラで人がいなくて、ロッカーはほとんど空いているのに、わざ

わざ僕が着替えているすぐ隣のロッカーに、後から来て荷物を入れようとする人（主におじさ

ん）がいるんですね。こんなに空いているのに、何でわざわざ隣にくるのかな～と、若干いぶか

しく思います。これ、スーパー銭湯の更衣室でも起こります。広い駐車場でも起こります。

なぜこうなるのかな、と考えてみると、たぶんその人の「好きな数字」「好きな場所・いつも

の場所」というのがあるんですよね、きっと。

例えば「２２２」という番号が好きで、いつもその番号に入れる。それが彼のルーティン。そ

のロッカーが空いていたら、隣で誰かが着替えていようと、とにかくそこに突き進んで入れたく

なる。で、「２２１」の人はびっくりする･･･。

ここで少し考えた。待てよ。そういう自分も同じような行動をしているんじゃないか？例えば

最寄り駅の自転車の駐輪スペースに停める時、「１７７」が空いていると、そこにむしょうに停

めたくなるワタシ。停めるとその日、いいことがありそうな気がする。ゲン担ぎ、ですよね。

とすると、もしかしたら、その時１７８番に停めようとしていた人に「わざわざ隣に停めんな

よ･･･他はガラガラなのに！」と思われていた可能性は否めない。と思うに至り、プールで隣のお

じさんにイラついていた自分を反省した豊田です。


