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順位 理想の男性上司 (昨年順位) 順位 理想の女性上司 (昨年順位) 

１ 内村 光良 11票 (１) １ 天海 祐希 ９票 (３) 

２ 

松本 人志 

５票 

(９)  ２ 水卜 麻美 ８票 (１) 

桝 太一 (10) ３ 石田 ゆり子 ６票 (15) 

出川 哲朗 ★ (17)  ４ いとうあさこ ５票 (９) 

有吉 弘行 (22) 

５ 

渡辺 直美 

４票 

(４) 

６ 

マツコ・デラックス 

４票 

(８)  イモトアヤコ (８) 

山田 孝之 (12) 指原 莉乃 ★ (15)  

安住 紳一郎 ★ (33) 

８ 

吉田 羊  

３票 

(６) 

９ 
明石家さんま 

３票 
(40)  北川 景子 (９) 

カズレーザー ★ (－) 米倉 涼子 (12) 

※敬称略、各欄の(  )＝昨年順位、( ― )＝昨年得票なし、★＝初めてのトップ10入り 

学校法人産業能率大学 総合研究所（東京都世田谷区）は、2020年度に就職し社会人となった新

入社員を対象に毎年恒例の「新入社員の理想の上司」を調査しました。本学では同調査を書面アン

ケート方式により1993年から実施しています。また、1998年からは男性上司と女性上司を分けて調

査し発表するなど、このテーマでの調査の草分けとなっています。男性上司、女性上司に分けての

調査は、今年で23回目となります。 

2020年度新入社員の理想の男性上司の１位は、３連覇となる内村光良さん、理想の女性上司の１

位は、天海祐希さんが２年ぶりに１位に返り咲き、通算９回目のトップとなりました。内村さんを

選んだ理由は、「優しくて人柄が良い」「的確に指導してくれそう」などでした。天海さんを選んだ

理由は、「親身になって話を聞いてくれそう」「仕事がバリバリできそう」などでした。 

今回、初めてトップ10入りしたのは、男性上司では、昨年17位から躍進して２位となった出川哲

朗さん、同33位から６位にランクインした安住紳一郎さん、そして過去１度も名前が挙がっていな

かった９位のカズレーザーさんの３人でした。一方、女性上司では、昨年の15位から５位にランク

インした指原莉乃さんの１人でした。ちなみに男性９位の明石家さんまさんは、2008年度の６位以

来、12年ぶりにトップ10入りしました。 

調査は、３月26日から４月７日までに、産業能率大学総合研究所で開催した新入社員セミナーを

受講した今年の新入社員を対象に実施し、99人（35社）から回答をいただきました。そのうち有効

回答は94人（男性58人・女性36人）でした。なお、この調査は、毎年400人以上から回答いただいて

いますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために対面型セミナーへの参加が自粛されたこと

から、今年は回答者数が大幅に減少しています。 

 調査は自由記述のため、理想の男性上司は43人、理想の女性上司は39人の名前が挙がりました。 
 

 

 

 

2020年度 新入社員の理想の上司 

       
理想の男性上司 

内村 光良 ３年連続 

理想の女性上司 

天海 祐希 ２年ぶり 

お問い合わせ先 学校法人産業能率大学 総合研究所 マーケティングセンター 

〒158-8630 東京都世田谷区等々力6-39-15 電話：03-3704-9113、Mail：koho@hj.sanno.ac.jp 
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■ 調査概要 

調査期間：2020年3月26日～4月7日 

対  象：産能マネジメントスクールの新入社員セミナー受講者 

調査方法：書面アンケート（自由記述） 

有効回答：94人（男性58人、女性36人） 

調査開始：1993年（1998年から男性上司と女性上司を分けて実施） 

 

■ 主な理由（回答者が記入した原文のまま掲載しています。） 

「2020年度 理想の男性上司」トップ10と主な理由 ／ ★＝今回初めてトップ10入り  ※敬称略 

１位（11票） 〇優しくて人柄が良いから（18歳/男性） 

〇的確に指導してくれそうだから（22歳/男性） 

〇失敗や間違えも、うまくアドバイスしてくれそう（22歳/女性） 

内村 光良 

２位（５票） 〇おもしろいけど、コンプライアンスがしっかりされていて尊敬できるから（23歳/男性） 

〇ストイックであり、またユーモアもあるため、学べることが多そう（22歳/男性） 

〇先輩として後輩を引っ張っていき、ときには羽目を外して盛り上げてくれそうだから
（24歳以上/男性） 

松本 人志 

２位（５票） 〇誠実で仕事をひとつひとつ細やかに教えてくれそうだから（22歳/女性） 

〇博識で尊敬できる。話しかけやすそう（23歳/女性） 

〇物腰が柔らかく、関わりやすい方に見える（22歳男性） 

桝 太一 

２位（５票） 〇おもしろくて、わからないことがあったら、ためらいなく聞けそうだし、裏ではしっか
りしている人だから（18歳/男性） 

〇明るく仕事がしやすそうだから（22歳/男性） 

〇メディアでは、おちゃらけた印象がありますが、物事の良し悪しをきっぱりと言って
くれるような気がしたから（22歳/男性） 

出川 哲朗 ★ 

２位（５票） 〇後輩など、幅広く接してくれそう（18歳/男性） 

〇ユーモアを交ぜながら優しく指導してくれそうだから（22歳/女性） 

〇毒舌だけど話し相手になってくれそうだから（22歳/女性） 

有吉 弘行 

６位（４票） 〇芯があるアドバイスをくれそう。表に出さず裏でしっかりフォローしてくれそう(22歳
/男性) 

〇良いものは良い、悪いものは悪いとはっきり物事を言ってくれそうだから(22歳/女性) 

〇世の中に対する考え方が的確で、愛情を持って指導してくれそうだから(22歳/女性) 

マツコ・デラックス 

６位（４票） 〇正しいことは正しい、間違いは間違っていると指導してくれそうだから(22歳/男性) 

〇親身になってくれそう。おしのけずに教えてくれそう(22歳/女性) 

〇人間の本質的な部分を教えてくれそう(22歳/女性) 

山田  孝之 

６位（４票） 〇物事の核心をついていながら、誰にでも優しく、場を和ませてくれる(22歳/男性) 

〇失敗しても優しくフォローしてくれそう(24歳以上/男性) 

〇社会人としての基礎やふるまい方を正しく教えてくれそうだから(22歳/女性) 

安住 紳一郎 ★ 

９位（３票） 〇話好きで、しゃべりかけてくれて場が和みそう(22歳/男性) 

〇笑顔のまんまで仕事ができそう(22歳/男性) 

〇どんなときも前向きになれそう(22歳/男性) 

明石家さんま 

９位（３票） 〇頭がいいですし、あまり怒らないイメージなので、上司であるとすごくうれしいです
(22歳/男性) 

〇仕事もプライベートも両立していそうだから。カズレーザーさんのような大人になり
たい(22歳/女性) 

〇教養を感じる。考え方など学べそう(22歳/女性) 

カズレーザー ★ 
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「2020年度 理想の女性上司」トップ10と主な理由 ／ ★＝今回初めてトップ10入り ※敬称略 

１位（９票） 〇親身になって話を聞いてくれそうだから(23歳/男性) 

〇仕事がバリバリできそうだから(24歳以上/男性) 

〇誰に対しても愛情を持って接しているイメージがあり、上司として間違ったことはし
なさそうだから(22歳/女性) 

天海 祐希 

２位（８票） 〇丁寧に教えてくれそう(24歳以上/男性) 

〇仕事だけでなく、プライベートでも面倒をみてくれそうだから(22歳/女性) 

〇話しやすい雰囲気で安心感があり、頼れる人だと思ったから(18歳/女性) 

水卜 麻美 

３位（６票） 〇他人に対し、優しく丁寧に指導してくれそうなため(24歳以上/男性) 

〇サポートをよくしてくれて、励ましてくれそうだから(22歳/男性) 

〇厳しくとも正しい指導をしてくれそうだから(22歳/女性) 

石田 ゆり子 

４位（５票） 〇おもしろそうだけど、キチンと学べそうだから。ダメなことはダメと言ってくれそう
(22歳/男性) 

〇人生経験が豊富で何でも相談できそうだから(22歳/女性) 

〇周りをよく見ている。楽しくしようとしつつ、周囲を気遣える素敵な人(22歳/女性) 

いとうあさこ 

５位（４票） 〇情熱を持ちながら、頭はクール(22歳/男性) 

〇自分が持っていない発想を持っていそう(22歳/男性) 

〇笑わせてくれて、楽しく仕事ができそうだから。愚痴も笑いにかえてくれそうだから
(22歳/女性) 

渡辺 直美 

５位（４票） 〇世界中に行って、考え方が柔らかそうだから(22歳/男性) 

〇リアクションがはっきりしているので、部下として立ち回りがやりやすそう（22歳/女性） 

〇何事も挑戦し続けているため、ついていきたいと思える(22歳/女性) 

イモトアヤコ 

５位（４票） 〇仕事の空き時間でも、飽きなく楽しませてくれそう(18歳/男性) 

〇好感度もあり、コメントもしてくれそうであるから(22歳/男性) 

〇後輩の面倒見が良さそう(22歳/女性) 

指原 莉乃 ★ 

８位（３票） 〇メリハリを持った指導をしてくれそうだから（22歳/男性） 

〇おちついている。考えが大人。オンオフしっかりしてそう（22歳/女性） 

〇サバサバとしつつも、親身に話をくださりそうだから（22歳/女性） 

吉田 羊 

８位（３票） 〇フランクそうだから（22歳/女性） 

〇自立していそう。でも相談はしやすそう（21歳/女性） 

〇悩みや相談に乗ってくれそうだから（22歳/女性） 

北川 景子 

８位（３票） 〇会社が楽しくなりそう。会社に行くのが楽しみになりそう（22歳/男性） 

〇ドラマ「ドクターＸ」の主演を演じているとき、どのような状況下においても進める行
動力に感動しました（22歳/男性） 

〇ハキハキした物言いでチームを引っ張ってくれそうだから（22歳/女性） 

米倉 涼子 

 

●新入社員男女別ランキング（５位まで） ※敬称略 

男 性 新 入 社 員 が 選 ん だ              

 

女 性 新 入 社 員 が 選 ん だ              
順位 男性上司 順位 女性上司 順位 男性上司 順位 女性上司 

１ 
内村 光良 

５票 
１ 天海 祐希 ５票 １ 内村 光良 ６票 １ 水ト 麻美 ６票 

松本 人志 

２ 

渡辺 直美 

３票 
２ 

桝 太一 
３票 

２ 天海 祐希 ４票 
出川 哲朗 石田 ゆり子 有吉 弘行 

３ 
イモトアヤコ 

３票 
４ 

明石家さんま 
３票 

いとうあさこ 

４ 

田中 圭 

２票 

北川 景子 
安住 紳一郎 指原 莉乃 マツコ・デラックス 石田 ゆり子 

  

西島 秀俊 
 山田 孝之 

カズレーザー 
 
 


