
４月、いよいよ新しい年度のス
タート。採用したばかりの新入社
員や、新しく昇格させた管理職の
働きぶりも気になります。幹部の
中から期待に応え、自分の後継
者にふさわしい存在として頭角を
現す人材は現れるのか？　期待
と不安が入り乱れる季節です。
「経営者にとって期待と不安は
４月に限らない！」
のんきな私は叱られそうです。
経営者は社員の知らないところで
「経営者ならではの悩み」を常
に抱えているのですから。

インターネットで「経営者　悩
み」と検索すると、「こんなにも？」
と驚くほどさまざまな悩みが目に
飛び込んできます。
ちなみに、「経営者の悩み
TOP5」（中小企業基盤整備機
構調べ）には、売り上げやコスト
などのお金の悩みとともに、後

世代間の違いに戸惑う

経営者の悩み
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継者や幹部をどう育てたらいいの
かという「人材の悩み」がありま
した。
若手の人材育成に苦慮する経
営者の声はしばしば耳にします。
「資金繰りと同じぐらい、いやそ
れ以上に後継者の育成や見極め
は難しい」と嘆く経営者もたくさ
んいます。
特に、生まれながらに起業家

としての能力（体力・気力・ビ
ジネスセンス）に秀でた経営者ほ
ど、若い社員たちを「自分とはマ
インドが違い過ぎて、何を考えて
いるか理解不能だ」と感じる傾
向にあるようです。

「育てる」第一歩は「理解する」
ことから始まります。理解不能な
若い世代を育てるとなれば、戸
惑っても不思議ではありません。
20 代前半から30 代前半の若

い世代を表す「さとり世代」とい

う言葉があります。
「名付け親」の博報堂ブランド
デザイン若者研究所のリーダー・
原田曜平さんから、直接その由
来を伺ったことがあります。
「生まれた時から少子化ですか
ら競争する必要がない。不景気
な時代しか経験していない彼らは
高望みをしない。SNS 育ちだか
ら『叩かれないこと』に心を砕く。
それ故、空気を読み周囲に気を
配る技に長けている。（表立って
は）不満を言わない。反抗もし
ない。この、まるで悟りを開いた
かのような集団を『さとり世代』
と命名しました」
「最近の若い部下たちに強い
違和感を覚える」との経営者の
言葉にもうなずける気がします。
今の若者たちはかつてないほど
「分かりにくい人たち」だとも言
えます。
一方で、こう豪語する社長が

います。
「若い連中を飲みにも連れて
行くし、バーベキューやゴルフ

へ引っ張り出して一緒にワイワイ
やっている。連中の考えているこ
とぐらい理解できるし、指導も行
き届いていますよ！」
実に頼もしいお言葉です。「触

れ合う機会を増やし指導に生か
す」を否定する気はさらさらあり
ません。
しかし、意地悪な見方をすれ
ば、さとり世代で空気を読む名
人の若者たちのこと。「仕事上の
偉い人」を前に「好ましい部下」
を巧みに演じるぐらいは朝飯前、
なんてことはないでしょうか？
ゴルフ場での「一打」に「ナ
イスショット！」なんて声を上げ
ながら、腹の中で「業務命令で
付き合わされたのだからここは辛
抱……」と「悟っている」だけだっ
たらガックリです。
「経営者だ」「偉い人だ」とい
う立場で接する限り、若い世代
の本音や真実は見えてこないかも
しれません。では、後進の若い
世代を育てる前提となるキーワー
ドである「若者理解」を深める

ためには、どんな方法があるので
しょうか？

1つ参考になるのが、漫画が
原作の大ヒット映画『釣りバカ日
誌』のハマちゃんとスーさんの関
係です。
ハマちゃんは建設会社に勤務

する釣り好きの若い平社員。釣り
の超初心者、年配のスーさんが、
自分が勤務する会社の社長だと
いうことなどまるで知りませんでし
た。「年上の経営者と、若い部
下」という関係性を知らぬ間に、
2人の交流が進みます。
真実が判明した後も、2 人は
以前と変わらぬ釣り仲間としての
友情を育んでいくところがこの作
品の見所です。「身分や立場、
役割を超えた、普通にはあり得
ないメルヘン」に私たちは魅了さ
れるのです。
若い世代を理解するため、スー

さんのように趣味の仲間を持つの
も、異世代理解を促す1つのア
イデアです。

仕事とはまるで異なる分野での
若者交流の場としてもう1つお勧
めなのが「学校」です。
これは私の拙い体験。40 代
半ばの大学院受験です。きっか
けは当時、司会をしていたラジオ
番組のコメンテーターを務める経
済評論家の一言でした。
「梶原くんは、アナウンサーと
してはそこそこ優秀かもしれない
が、それじゃあ単なるしゃべりの
器用な人にすぎない。確たる専
門性を持てば、僕みたいに説得
力を持つ存在になれるかもしれな
いのになあ、なーんちゃって」
元銀行員のその方は冗談めか

しながら「言いにくい本音」をズ
バリ助言してくれたのです。一瞬
ムカつきましたが、すぐに「その
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若者世代に
どう接していますか？

Kajiwara Shigeru

趣味の世界で
若い人と交流 40代半ばで

大学院へ進学
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通りだ」と思いました。
自分の専門性、すなわち「お
前は何者だ？」との根源的な問
いが、私に迫ってきました。
そして、まるで思春期のように

「俺って何？」と悩まされていた
ある日、「悩むのは頭の使い方が
悪いからだ！」と書かれた書籍に
出合いました。
「悩むのは性格が弱いからでは
なく、頭の使い方！」
この言葉に救われました。
「頭の使い方さえ学べば、ダ
メな自分を変えられるかもしれな
い！」
著者は日本カウンセリング界の
重鎮、國分康孝教授でした。私
は先生が教鞭をとる大学院の受
験を決意。1年間予備校に通い、
入学を果たしたのが人生の転機
となりました。
教室で机を並べるのは私の子

どもと同じくらいの年齢の若者で
す。國分先生から直接論文指導
を受けるには、成績上位であるこ
とが必須条件ですから、ライバル
でもありました。
彼ら・彼女らは、私が社会人

であるかどうかなどに関心はあり
ません。ゼミでは対面カウンセリ
ングや集団プレゼンの実演を行
い、院生同士が激しく批評し合

います。
職業柄、しゃべりに変な自信

があった私でしたが、「押し付け
がましい」「威圧的」「傾聴がで
きていない」などと、若い仲間か
ら容赦なく指摘されたことが大き
な財産になりました。
「今時の若者は……」。そんな
軽率な思い込みは軽く吹き飛びま
した。おかげで、理論や技法以
上に大きなものを学ぶことができ
た気がします。

こんな私の「異世代体験」な
ど及びもつかない素晴らしい話
を先日伺いました。地方の家電
店をたった1人で立ち上げた75
歳の Sさん。周囲や取引先から
「社長！　社長！」と言われ続け
て約 50 年。一度も赤字を出さ
ない堅実経営に徹し、地元で絶
大な信頼を集めたその方は、高
校進学の夢を叶えるべく店を畳
み、受験勉強を始めました。
そして2015 年 4月、めでたく
公立高校夜間部への入学が許さ
れました。夜間部ですから、10
代から30 代まで幅広い若者が
学んでいますが、中でも「75 歳

の高校生」は珍しい存在です。
60 年前。家が貧しく、高校
進学を断念せざるを得なかったS
さんは、中学卒業と同時に上京
して電気店で修業を積み、電気
工事や販売、経営のノウハウを
師匠から学んで、故郷に戻り起
業しました。
仕事にも家族にも恵まれなが

ら、一方で高校生活への憧れを
諦めていなかったのです。そして
夢は現実となりました。この4月、
順調に高校 2年生に進級です。
梶原「学校生活はどんな感じで
すか？」
S「校長先生をはじめ、先生方
やクラスメート、クラブの先輩が
とても良くしてくれます」
　校長先生は自分の子どもと同
世代、クラスメートや先輩に至っ
ては、孫より若い 10 代後半の
若者たちです。
梶原「今時の若い人たちって、
どうですか？」
S「私らの頃よりずっと真面目で
すねえ、仕事も勉強も。夜間で
すから学校に来る前に2つも仕
事をやって、学校の後またもう1
つ仕事をする、ものすごく頑張る
同級生がいます」
梶原「そういう若者を想像してい
ましたか？」

S「いえいえ！　普通、今時の若
者はもっとチャラチャラしているっ
て思いますでしょう（笑）。私が
所属する軟式野球部の先輩たち
（20 歳前後の若者）は、地方
大会を勝ち抜いて神宮での決勝
ラウンドまで駒を進めましてねえ。
『Sさんを連れて行きたいと思っ
たから頑張れた』なんて言ってく
れるんです。私らの若い頃よりずっ
とやる気があるし、うちの先輩は
すごいですよ」
梶原「先生方もSさんよりずっと
年下ですよねえ？」
S 「それはもちろん。でも優しく
て、熱心で、威厳があって。夏
休みの研究課題で星座観測に連
れて行ってもらいました。私から
見るとものすごく忙しいスケジュー
ルのはずですが、私たち生徒に
いろんな物語を丁寧に語ってくだ
さる。先生っていうのはやはり物
知りの人格者ですね。相談にも
乗っていただいています」
社長時代は「酒はもちろんた

ばこも1日50 本、移動は車」と
いう、典型的な地方の社長的ラ
イフスタイルだったSさんは、高
校進学を機に、それらを全て断
ち切ったのだそうです。
S「正月に仕事時代の仲間が『め
でたい時だから少しぐらい、いい

じゃないか』とお酒を勧めてくる
んです。しかし、私は社長ではな
く高校生ですから一切飲みませ
ん。そもそも予習復習で手一杯
ですから無理。若く優秀な同級
生に追い付かなきゃなりませんか
ら。先生にも迷惑をお掛けしたく
ない」
毎日夕方 5 時に自転車通学。

クラスメートと給食を共にし、夜
9時まで英数国理社、体育、総
合など、各教科の授業を受け、
軟式野球部とボランティア部のク
ラブ活動に精を出す「元経営者・
75 歳」。
「卒業して、また若い人たちと
一緒に、世の中のお役に立てる
仕事ができる日が楽しみで仕方
がありません」
そう言ってのける75 歳の Sさ
んは、経営者としてでも年長者と
してでもなく、「フラットな立場」
で「ありのままの若者」と接する
稀有なチャンスを得ました。
もちろんSさんは特異な例です
が、「若い部下の扱いがよく分か
らない」「ジェネレーションギャッ
プが厄介だ」と嘆く前に、Sさん
の「役割や立場を超えた視点」
の存在を知っておくだけでも、若
者や部下の扱いに進展がありそ
うな気がします。

梶原 しげる
（かじわら しげる）PR O F I L E

早稲田大学卒業後、文化放
送に入社。20 年のアナウン
サー経験を経て、1992年から
フリーとしてテレビ・ラジオ番組
の司会を中心に活躍。49 歳
で東京成徳大学大学院心理
学研究科に進学、心理学修
士号取得。東京成徳大学経
営学部講師（口頭表現トレー
ニング）、日本語検定審議委
員も務める。
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社長から一転、
高校生に転身
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