
（ご参考：男性上司・女性上司に分けた１９９８年度以降のランキング／１９９８年度～２０２０年度／男性上司編）

理想の男性上司（１９９８年度～２００９年度） ※敬称略

1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1位 長塚 京三 野村 克也 所 ジョージ 北野 武 星野 仙一 北野 武 星野 仙一 古田 敦也 古田 敦也 所 ジョージ 所 ジョージ イチロー

2位 野村 克也 北野 武 北野 武 所 ジョージ 所 ジョージ 所 ジョージ 所 ジョージ 所 ジョージ イチロー 古田 敦也 星野 仙一 原 辰徳

3位 長嶋 茂雄 長嶋 茂雄 長嶋 茂雄 長嶋 茂雄 北野 武 星野 仙一 北野 武 星野 仙一 所 ジョージ 星野 仙一 イチロー 所 ジョージ

4位 所 ジョージ 所 ジョージ 長塚 京三 石原 慎太郎 長嶋 茂雄 原 辰徳 長嶋 茂雄 北野 武 王 貞治 イチロー 古田 敦也 古田 敦也

5位 椎名 桔平 椎名 桔平 星野 仙一 長塚 京三 明石家 さんま 明石家 さんま 明石家 さんま 長塚 京三 阿部 寛 明石家 さんま 木村 祐一 高田 純次

6位 北野 武 長塚 京三 野村 克也 森本 レオ 筑紫 哲也 長嶋 茂雄 いかりや 長介 明石家 さんま ボビー・バレンタイン 唐沢 寿明 明石家 さんま 阿部 寛

7位 伊東 四朗 明石家 さんま 明石家 さんま 高倉 健 長塚 京三 長塚 京三 竹中 直人 筑紫 哲也 明石家 さんま 阿部 寛 東国原 英夫 野村 克也

8位 中村 雅俊 権藤 博 椎名 桔平 森 祇晶 石原 慎太郎 石原 慎太郎 原 辰徳 哀川 翔 北野 武 北野 武 ユースケ・サンタマリア バラク・オバマ

9位 緒方 拳 中村 雅俊 石原 慎太郎 明石家 さんま 王 貞治 筑紫 哲也 長塚 京三 高橋 克典 唐沢 寿明 王 貞治 北野 武 堤 真一

10位 タモリ 竹中 直人 田村 正和 田村 正和 久米 宏 堤 真一 中田 英寿 福山 雅治 星野 仙一 ユースケ・サンタマリア 阿部 寛 タモリ

筑紫 哲也 椎名 桔平 野村 克也 山本 昌邦

役所 広司 田村 正和

理想の男性上司（２０１０年度～２０２０年度） ※敬称略

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度
令和元年度

令和２年度

1位 イチロー 池上 彰 橋下 徹 イチロー 堺 雅人 松岡 修造 松岡 修造 松岡 修造 内村 光良 内村 光良 内村 光良

2位 島田 紳助 所 ジョージ 池上 彰 池上 彰 池上 彰 池上 彰 マツコ・デラックス マツコ・デラックス 林 修 大泉 洋 松本 人志

3位 原 辰徳 堤 真一 イチロー 長谷部 誠 イチロー イチロー 阿部 寛 イチロー 松岡 修造 櫻井 翔 桝 太一

4位 所 ジョージ 阿部 寛 阿部 寛 阿部 寛 長谷部 誠 長谷部 誠 池上 彰 長谷部 誠 マツコ・デラックス イチロー 出川 哲朗

5位 阿部 寛 イチロー 水谷 豊 水谷 豊 水谷 豊 阿部 寛 長谷部 誠 池上 彰 池上 彰 みやぞん 有吉 弘行 　

6位 松岡 修造 唐沢 寿明 佐々木 則夫 所 ジョージ 松岡 修造 城島 茂 イチロー 内村 光良 櫻井 翔 ムロツヨシ マツコ・デラックス

7位 北野 武 星野 仙一 所 ジョージ 堤 真一 有吉 弘行 水谷 豊 有吉 弘行 城島 茂 ムロツヨシ 林 修 山田 孝之

8位 野村 克也 佐々木 蔵之介 野村 克也 佐々木 蔵之介 所 ジョージ 上田 晋也 上田 晋也 タモリ 松本 人志 マツコ・デラックス 安住 紳一郎

9位 佐々木 蔵之介 原 辰徳 タモリ 北野 武 堤 真一 タモリ 本田 圭佑 ムロツヨシ 山田 孝之 松本 人志 明石家 さんま

10位 山口 智充 水谷 豊 北野 武 松岡 修造 原 辰徳 博多大吉 井ノ原 快彦 阿部 寛 博多大吉 桝 太一 ガスレーザー

アルベルト・ザッケローニ 佐藤 浩市 阿部 寛

堤 真一

渡辺 謙
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（ご参考：男性上司・女性上司に分けた１９９８年度以降のランキング／１９９８年度～２０２０年度／女性上司編）

理想の女性上司（１９９８年度～２００９年度） ※敬称略

1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1位 鈴木 京香 山口 智子 江角 マキコ 田中 真紀子 黒木 瞳 黒木 瞳 黒木 瞳 黒木 瞳 黒木 瞳 篠原 涼子 篠原 涼子 真矢 みき

2位 山口 智子 松嶋 菜々子 山口 智子 黒木 瞳 和田 アキ子 松嶋 菜々子 久本 雅美 久本 雅美 天海 祐希 黒木 瞳 真矢 みき 篠原 涼子

3位 高島 礼子 和田 アキ子 松嶋 菜々子 松嶋 菜々子 田中 真紀子 和田 アキ子 松嶋 菜々子 和田 アキ子 篠原 涼子 真矢 みき 和田 アキ子 天海 祐希

4位 小宮 悦子 藤原 紀香 鈴木 京香 江角 マキコ 山口 智子 久本 雅美 山口 智子 小林 聡美 久本 雅美 久本 雅美 天海 祐希 仲間 由紀恵

5位 野際 陽子 高島 礼子 黒木 瞳 山口 智子 安藤 優子 安藤 優子 安藤 優子 安藤 優子 安藤 優子 天海 祐希 久本 雅美 ヒラリークリントン

6位 安藤 優子 田中 真紀子 田中 真紀子 久本 雅美 藤原 紀香 江角 マキコ 和田 アキ子 矢田 亜希子 仲間由紀恵 仲間 由紀恵 仲間 由紀恵 久本 雅美

7位 久本 雅美 江角 マキコ 野際 陽子 和田 アキ子 江角 マキコ 山口 智子 高橋 尚子 山口 智子 阿川佐和子 松嶋 菜々子 江角 マキコ 江角 マキコ

8位 和田 アキ子 黒木 瞳 和田 アキ子 安藤 優子 緒方 貞子 岡江 久美子 桃井 かおり 仲間 由紀恵 和田 アキ子 和田 アキ子 黒木 瞳 菅野 美穂

9位 田中美佐子 鈴木 京香 安藤 優子 松 たか子 久本 雅美 扇 千景 松雪 泰子 松嶋 菜々子 山口 智子 安藤 優子 滝川 クリステル 和田 アキ子

10位 櫻井よしこ 野際 陽子 藤原 紀香 飯島 直子 松嶋 菜々子 緒方 貞子 小雪 桃井 かおり 野際 陽子 阿川 佐和子 安藤 優子 深津 絵里

鈴木 京香 藤原 紀香 田中 真紀子 桃井かおり

八木 亜希子

理想の女性上司（２０１０年度～２０２０年度） ※敬称略

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度
令和元年度

令和２年度

1位 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 水卜 麻美 天海 祐希 水卜 麻美 天海 祐希

2位 真矢 みき 真矢 みき 江角 マキコ 江角 マキコ 江角 マキコ ベッキー 水卜 麻美 吉田 沙保里 水卜 麻美 有働 由美子 水卜 麻美

3位 江角 マキコ 江角 マキコ 澤 穂希 真矢 みき 篠原 涼子 水卜 麻美 澤 穂希 天海 祐希 渡辺 直美 天海 祐希 石田 ゆり子

4位 和田 アキ子 菅野 美穂 真矢 みき 菅野 美穂 澤 穂希 仲間 由紀恵 吉田 羊 澤 穂希 石原 さとみ 渡辺 直美 いとうあさこ

5位 黒木 瞳 篠原 涼子 篠原 涼子 澤 穂希 仲間 由紀恵 米倉 涼子 篠原 涼子 石田 ゆり子 イモトアヤコ 吉田 沙保里 渡辺 直美

6位 篠原 涼子 和田 アキ子 松嶋 菜々子 竹内 結子 真矢 みき 真矢 ミキ 夏目 三久 真矢 ミキ 深田 恭子 石原 さとみ イモトアヤコ

7位 仲間 由紀恵 仲間 由紀恵 竹内 結子 吉瀬美智子 松嶋 菜々子 真木 よう子 米倉 涼子 綾瀬 はるか 石田 ゆり子 吉田 羊 指原 莉乃

8位 菅野 美穂 松嶋 菜々子 和田 アキ子 仲間 由紀恵 菅野 美穂 篠原 涼子 深田 恭子 いとうあさこ 吉田 沙保里 イモトアヤコ 吉田 羊

9位 深津 絵里 竹内 結子 菅野 美穂 篠原 涼子 阿川 佐和子 深田 恭子 真矢 ミキ 深田 恭子 新垣 結衣 新垣 結衣 北川 景子

10位 久本 雅美 滝川 クリステル 仲間 由紀恵 和田 アキ子 大久保 佳代子 滝川 クリステル 真木 よう子 北川 景子 真矢 ミキ いとうあさこ 米倉 良子

松嶋 菜々子 黒木 瞳 篠原 涼子 米倉 涼子 北川 景子
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