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キャリア・デザインは時代の変
化に応じて進化する。つまり，年
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5『美少女戦士セーラームーン』 11
6

12

よ！」と悪者を相手に戦う，戦隊

可愛さを追求することも，彼女た

モノである。

ちにとっては，当たり前であり自
然で当然の行為なのである。

代によって描くキャリアやキャリ

男子向けの戦隊モノでよくある

ア・プラン，その前提になるもの

組織構成はメンバー 5 人のなかに

は大きく違ってくる。実際に，企

女子が 1 人（最近は増えている）

25歳〜 35歳くらいまでの主に女

業や自治体で行うキャリアとライ

であり，女子は常に ピンク担当

性たちのなかには，企業組織の年

フイベント（出産，育児，自身の

で運動部のマネジャーかマスコッ

配の人々が考える「女性は事務仕

病気，介護など）の価値観に関す

ト的な存在として男子をサポート

事」や「女性はアシスタント」ま

るアンケート調査を見ると，性別

する役割である。この場合，女子

たは「女性は男性の X倍努力が必

より年代による価値観の差が顕著

に個性はなく，「女子であること」

要」という言葉の意味を理解でき

である。特に現在の35歳前後を境

だけで注目される。

ない人も多い。また，上の世代で

に，価値観のギャップが読み取れ
る。私自身，すでに5,000名以上
の男女に管理職育成研修をしてい
るが，35歳前後を境にした相違は，

1
男子のサポート役ではなく
各自が最前線で戦う存在

そんな影響を多大に受けた現在

は「欲張り」と言われるような，
仕事も遊びも結婚も子供も，もち
ろん子育ては夫婦で半分ね，とい
うことを「当然」だと思っている。
よって，今後，20代，30代の優

受講生の発言などからも日々実感

一方で「セーラームーン」の組

する。その背景には，バブル後の

織は女子が 5 人（男子はいない）。

秀な社員を生かし，これからの管

経済状況，ゆとり教育，インター

男子の戦隊モノ同様に，女子のな

理職に育成していく側には，育て

ネットの発達による影響はもちろ

かにも，生真面目な者，IQが天

る世代と育てられる世代の価値観

んあるものの，それらに加えて大

才的に高い者，冗談好きな者，怪

が大きく違うことを念頭におき，

きな要因は 2 つあると考えてい

力な者，など，「女子」以外の個

各自の強みをどう生かすかを考え

る。 1 つは男子の家庭科必修化。

性を皆が持っている。また，アシ

る必要がある。

そしてもう 1 つは『美少女戦士セ

スタント的に応戦したり，司令塔

ーラームーン』（以下，「セーラー

的に控えている者はおらず，皆，

多くの企業ではうまくいっている

ムーン」）の出現である。

それぞれの強みを存分に発揮して

とはいえない状況である。その理

「セーラームーン」はもともと

最前線で戦う。だからといって，

由の 1 つに，育てる側（40代，50

講談社の『なかよし』で1992年

彼女たちは，女子の特性を否定し

代）の価値観を前提にした育成が

から約 5 年間連載されていた少女

た名誉男性ではなく，むしろ女性

あると私は思っている。無意識の

漫画であり（アニメ放映もほぼ同

であることを楽しみ，オシャレも

バイアスや統計的差別もある。例

時期）
，劇場版は1993年 1 月に公

大好きだし乙女心も持っている。

えば，男性の上司は部下の性別に

開され，13億円のヒット作になり，

つまり，武器やスキルを常に研磨

よって無意識に渡す情報を選別し

その後シリーズ化している。 5 人

し戦いの最前線に出ることも，髪

たり（男性には経営的視点をアド

の女子が「月に代わっておしおき

型を整えたり化粧やネイルをして

バイスする一方，女性にはチーム
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女性活躍が叫ばれて久しいが，
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ワークを期待するなど）
，コピー

を傾けず，従来の価値観に染めよ

たちは勇敢でリーダーシップがあ

を取る，来客時にお茶を出す，お

うとすると，優秀な社員から辞め

り，またコミュニケーションスキ

土産を部署内に配ることなどを男

たり，管理職への登用を打診した

ルが高く，強い正義感の持ち主で

性ではなく女性に頼んだりする。

ところで「やりたくありません」

ある。自主性，自律性も高い。彼

という返事をもらうことになる。

女たちを ピンク担当 ではなく，

上の世代の女性たちは，上司の
そうした判断に不満を持つことは
あっても，戦隊モノの ピンク担

2

それぞれ強みや個性を持つ 1 人と
して期待し託せば，組織にとって

世代の価値観を受け入れて
活かす道を探ろう

大きな戦力となり貴重な人材とな

いのではないだろうか。上司（主

入社 1 年目の社員に「管理職を

児休業を取りたい」
「自分が保育園

に男性）は，女性が不満に感じて

希望するか」という質問をし，
「希

に迎えに行くので残業はできない」

いるとは気づいていなかっただろ

望する」と答えた社員の 1 年後の

と言ってきても，それは仕事に対す

うし，むしろ上司側はそれが自然

結果を見ると，男女とも入社 2 年

る意欲が低いからではなく，単に家

だと思っていたかもしれない。

目のほうが「希望する」率は低下

事・育児は親（男女）の仕事である

しかし，セーラームーン世代の

するのだが，女性は男性に比べ低

という責任感によるものである。

（主に）女性は，このような業務に

下率が 3 倍高まる，という調査結

企業が生き残るには時代の変化

なぜ「女性だから」という理由で

果がある＊。その原因に「女性ゆ

に適応する必要がある。新しい時

従事することになるのか分からな

えに行わなくてはいけない細かい

代には，新しい世代の若手リーダ

い。従って，「それはできません」

業務やその圧力」が推察される。

ーが必要になる。イノベーション

とか「なぜ私がやるんですか？」

本来，優秀な人材が管理職になら

が必要な組織であれば，女性リー

と普通に返事をすることもある。

ないことは，彼ら彼女らのキャリ

ダーを増やす必要があるだろう。

セーラームーンの影響を受けたの

アを潰すだけでなく企業にとって

女性リーダーを増やしたい，次世

は女性だけではない。この世代の

も大きな損失になる。

代の男女の力がもっと発揮される

当 に重ねて，それも自分の仕事
の 1 つなのだと従っていた人が多

る可能性が高い。また男性が，
「育

女性と一緒に成長した男性の多く

つまり，優秀な若手に活躍して

組織にしたい，優秀な若者に離職

は，結婚しても出産しても女性が

もらうためには，彼女らが「セー

してほしくない，とお考えであれ

働くことに抵抗を感じないどころ

ラームーン」に影響を受け，仕事

ば，『劇場版美少女戦士セーラー

か，キャリアアップを応援する。

も結婚も遊びもすべて最前線に出

ムーンR』を一度観ていただきた

加えて，家事も育児も自分で行い，

ることが普通なのだという理解が

い。彼ら彼女たちが持つキャリア

育児休業を希望する男性も多い。

重要である。子供の頃から刷り込

の価値観に触れることで，今後管

これらの状況を見て「これだか

まれた価値観を変えることは不可

理職を担う優秀な若者のキャリア

らゆとり世代は」とか「生意気

能に近い。変えるより受け入れる

アップに寄与できると考える。

な！」と思っても，あまり意味が

ほうが両者にとってプラスである。

なくむしろ逆効果である。仮にも

もちろん，価値観が違うからとい

し，社会人とはこういうものだ，

って大変なことばかりではない。

といって彼ら彼女たちの意見に耳

セーラームーンに影響された女性
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