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学校法人産業能率大学（東京都世田谷区）は、2018 年度の新入社員を対象に「理想の上司」を尋ねる毎

年恒例の調査を実施しました。本学では同調査を 1993 年度から実施しています。調査を重ねる中で女性上

司の名前が徐々に増えてきたこともあり、1998 年度からは男性上司と女性上司を分けて発表する草分けと

なっています。男女に分けて発表する現在の形式になって、今回で 21 回目の調査となりました。 

２０１８年度の理想の男性上司トップには、内村光良さんが初めて選ばれました。理想の女性上司には、

天海祐希さんが 2年ぶりにトップに返り咲きました。今回、初のトップ 10 入りは、男性部門が林修さん（2

位）と櫻井翔さん（5位）、松本人志さん（8位）、山田孝之さん（9位）、女性部門は渡辺直美さん（3位）、

石原さとみさん（4 位）、イモトアヤコさん（同）、新垣結衣さん（9 位）でした。男女別ランキングでは、

林修さん（男性新入社員が選ぶ男性上司）、水卜麻美さん（男性新入社員が選ぶ女性上司）、内村光良さん

（女性新入社員が選ぶ男性上司）、天海祐希さん（女性新入社員が選ぶ女性上司）がそれぞれトップになり

ました。 

調査は、3 月 29 日から 4 月 11 日までに、産業能率大学総合研究所の産能マネジメントスクールが開催

した新入社員セミナーを受講した新入社員 109 社 445 人を対象に書面アンケートにて実施。有効回答は 417

（男性 300 人・女性 117 人）でした。  

 理想の男性上司 理想の女性上司 

1位 内村 光良 38票 （6位） 天海 祐希 46票 （3位） 

2位 林 修 ★ 33票 （11位） 水卜 麻美 41票 （1位） 

3位 松岡 修造 29票 （1位） 渡辺 直美 ★ 22票 （―） 

4位 マツコ・デラックス 25票 （2位） 石原 さとみ ★ 

イモトアヤコ ★ 

深田 恭子 

21票 

（19位） 

5位 池上 彰 

櫻井 翔 ★ 

ムロツヨシ 

18票 

（5位） （―） 

6位 （17位） （7位） 

7位 （9位） 石田 ゆり子 19票 （5位） 

8位 松本 人志 ★ 15票 （―） 吉田 沙保里 16票 （2位） 

9位 山田 孝之 ★ 14票 （11位） 新垣 結衣 ★ 14票 （24位） 

10位 博多 大吉 13票 （―） 
真矢 ミキ 

米倉 涼子 
11票 

（6位） 

（12位） 

お問い合わせ先 （学）産業能率大学 企画広報部企画広報課 

〒158-8630 東京都世田谷区等々力 6-39-15 電話：03-3704-9040、ﾌｧｸｽ：03-3704-9404 

年度 新入社員の理想の上司 
 

       

※敬称略、各欄の(  )＝前年順位、( ― )＝前年得票無し、★＝初めてのトップ10入り 

理想の男性上司 

内村光良 初 

理想の女性上司 

天海祐希 ２年ぶり８回目 
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■ 調査概要 

調査期間：3月 29 日～4月 11 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 109 社 445 人 

調査方法：書面アンケート 

有効回答：417（男性 300 人、女性 117 人） 

調査開始：1993 年（98 年から男女分けて実施） 

 

■ 主な理由 

「2018 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 

１位 

内村 光良(38 票) 

「失敗しても優しくフォローしてくれて、安心して一緒に働けそうだから 」（23 歳／女性） 

「優しそうで場を盛り上げてくれそう。叱る時は叱ってくれそう」（18 歳／男性） 

2 位 

林 修(33 票) ★ 

「話に説得力がある。講師をしてきた指導力がある」（24 歳以上／男性） 

「様々な知識を丁寧に教えてくれそう」（24 歳以上／女性） 

3 位 

松岡 修造(29 票) 

「いつも一生懸命で情熱があり、仕事の事も部下の事もしっかり見てくれそうだから 」（18 歳／男性） 

「熱血で後輩や周囲の人を元気づけてくれるイメージがあるから」（22 歳／女性） 

4 位 

マツコ･デラックス(25 票) 

「悪い所や直すべき所はハッキリ的確に指摘してくれて、良い所は伸ばしてくれそうだから」（22 歳／女性） 

「仕事での悩みなどを聞いてくれそうだから」（18 歳／男性） 

5 位 

池上 彰(18 票) 

「色々な知識を学べそう」（24 歳以上／男性） 

「わかりやすく物事を伝えてくれそう。質問・相談をした際に的確なアドバイスをくれそう」（22 歳／女性） 

5 位 

櫻井 翔(18 票) ★ 

「しっかり後輩を見てくれそうで、叱るところは叱って褒めるところは褒めてくれそう 」（22 歳／女性） 

「多方面で活躍しており色々な事を学べそう」（20 歳／男性） 

5 位 

ムロツヨシ(18 票) 

「いろいろな相談に乗ってくれそう。ユーモアをまじえながら教えてくれそう」（18 歳／男性） 

「部下のミスに気付いてさりげなくフォローを入れてくれ、アドバイスをもらえそうだから。細やかな気配りができそう 」（24 歳以上／女性） 

8 位 

松本 人志(15 票) ★ 

「時には厳しく時には優しく、部下が飽きない指導をしてくれそう」（24 歳以上／男性） 

「後輩の面倒見が良さそう」（22 歳／男性） 

9 位 

山田 孝之(14 票) ★ 

「会社を設立する、色々な役に挑戦するというチャレンジ精神を学べそうだから 」（22 歳／男性） 

「頼れる。かっこいい」（18 歳／男性） 

10 位 

博多 大吉(13 票) 

「指示が的確そう。物腰が柔らかく相談しやすそう」（22 歳／女性） 

「後輩思いなイメージがあるから」（24 歳以上／男性） 

「2018 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 

１位 

天海 祐希(46 票) 

「カッコイイ。ついていきたいと思えるような芯のある女性だから」（23 歳／男性） 

「失敗してもカバーしてくれそう」（22 歳／女性） 

2 位 

水卜 麻美(41 票) 

「親しみやすく、相談が気軽にできそう」（22 歳／男性） 

「優しく教えてもらえそうだし、明るそうな性格で楽しそうだから」（18 歳／女性） 

3 位 

渡辺 直美(22 票) ★ 

「個性というのを大事にしている。話していて楽しそうなイメージがある」（22 歳／女性） 

「失敗して落ち込んでもポジティブにしてくれそう」（18 歳／女性） 

4 位 

石原 さとみ(21 票) ★ 

「色々な事を優しく教えてくれそうで、メリハリがあると思うから」（22 歳／男性） 

「指導するのが上手そう。褒めるのも叱るのも」（22 歳／女性） 

4 位 

イモトアヤコ(21 票) ★ 

「さまざまなことにチャレンジしていて、引っ張ってくれそう」（23歳／女性） 

「何でもやる姿勢は学びたい」（24歳以上／男性） 

4 位 

深田 恭子(21 票) 

「優しくなんでも教えてくれそうだから」（18 歳／男性） 

「相談に乗ってくれると思う。励まされたら頑張れる」（18 歳／男性） 

7 位 

石田 ゆり子(19 票) 

「落ち着いていて頼りになりそうだから」（22 歳／女性） 

「いつも飾らず自然体で接してくれそうだから」（22 歳／男性） 

8 位 

吉田 沙保里(16 票) 

「ひたむきさ・真剣さは自分にも影響しそう」（24 歳以上／男性） 

「努力して実力があるだけでなく、親しみのある性格なので良い関係が築けそうだから 」（23 歳／女性） 

9 位 

新垣 結衣(14 票) ★ 

「気くばりができそうだから」（22歳／男性） 

「分かりやすく教えてくれそう」（18 歳／女性） 

10 位 

真矢 ミキ(11 票) 

「物事の良し悪しをしっかりと判断して伝えてくれそう」（24 歳以上／男性） 

「公私ともに相談に乗ってくれそう。自分のことを考えたアドバイスをしてくれそう 」（22 歳／女性） 

10 位 

米倉 涼子(11 票) 

「強い気持ちで引っ張っていってくれそう」（22 歳／男性） 

「何でも相談できそう。相談に対して適切なアドバイスをくれそう」（22 歳／男性） 

 
 
 
 
 

（4月 13 日集計） 
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■ 総合ランキングの 11 位以下 20 位まで 

 

順位 理想の男性上司  順位 理想の女性上司 

11 
イチロー 

12 票 
(3 位)  

12 

有働 由美子 

9 票 

(―) 

坂上 忍 （21 位）

 

 澤 穂希 (4 位) 

13 城島 茂 11 票 (6 位)  吉田 羊 （13 位） 

14 出川 哲朗 9 票 (―)  
15 

いとうあさこ 
8 票 

(7 位) 

15 水谷 豊 8 票 （14 位）  北川 景子 （10位） 

16 
長谷部 誠 

7 票 
(4 位)  

17 
小平 奈緒 

7 票 
(―) 

松重 豊 (―)  菜々緒 （24位） 

18 

阿部 寛 

6 票 

（10 位）

 

 19 壇 蜜 6 票 （32 位） 

有吉 弘行 （21位）

 

 

20 

吉瀬 美智子 

5 票 

（32 位） 
栗山 英樹 （17位）

 

 

桝 太一 （14 位）

 

 
篠原 涼子 （10位） 

リリー･フランキー (―)  

 

■ 新入社員男女別ランキング（5位まで）  

※敬称略   

順位 
男 性 新 入 社 員 が 選 ん だ               

順位 
女 性 新 入 社 員 が 選 ん だ              

男性上司 女性上司  男性上司 女性上司 

１ 林 修 28 票 水卜 麻美 30 票  1 内村 光良 20 票 天海 祐希 18 票 

２ 松岡 修造 22 票 天海 祐希 28 票  2 ﾏﾂｺ･ﾃﾞﾗｯｸｽ 13 票 水卜 麻美 11 票 

３ 内村 光良 18 票 深田 恭子 21 票  3 

池上 彰 

櫻井 翔 

松岡 修造 

7票 

石原 さとみ 

渡辺 直美 
8票 

４ 松本 人志 15 票 イモトアヤコ 19 票  4 

５ 
ムロツヨシ 

山田 孝之 
13 票 渡辺 直美 14 票 

 
5 有働 由美子 7票 

 

※敬称略、各欄の( )＝前年順位、( ― )＝前年得票無し 

お問い合わせ先 （学）産業能率大学 企画広報部企画広報課 

〒158-8630 東京都世田谷区等々力 6-39-15 電話：03-3704-9040、ﾌｧｸｽ：03-3704-9404 



（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～２０１８年度／男性上司編）

理想の男性上司（１９９８年度～２００８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

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

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

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

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

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

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 ﾎﾞﾋﾞｰ･ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ 唐沢 寿明 明石家 さんま

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

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

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

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

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（２００９年度～２０１８年度） ※敬称略

2009年度 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

1位 イチロー 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

2位 原 辰徳 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

3位 所 ジョージ 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

4位 古田 敦也 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

5位 高田 純次 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

6位 阿部 寛 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

7位 野村 克也 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

8位 ﾊﾞﾗｸ･ｵﾊﾞﾏ 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

9位 堤 真一 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

10位 タモリ 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

ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･ｻﾞｯｹﾛｰﾆ 佐藤 浩市

堤 真一

渡辺 謙

添付資料ー1



（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～２０１８年度／女性上司編）

理想の女性上司（１９９８年度～２００８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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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（２００９年度～２０１８年度） ※敬称略

2009年度 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

1位 真矢 みき 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

2位 篠原 涼子 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

3位 天海 祐希 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

4位 仲間 由紀恵 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

5位 ﾋﾗﾘｰ･ｸﾘﾝﾄﾝ 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

6位 久本 雅美 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

7位 江角 マキコ 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

8位 菅野 美穂 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

9位 和田 アキ子 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

10位 深津 絵里 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

松嶋 菜々子 黒木 瞳 篠原 涼子 米倉 涼子
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（ご参考：新入社員男女別ランキング／１９９８年度～２０１８年度／男性上司編）

※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

1位 野村 克也 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 星野 仙一 所 ジョージ

2位 長嶋 茂雄 長嶋 茂雄 北野 武 所 ジョージ 北野 武 所 ジョージ 北野 武 所 ジョージ イチロー 所 ジョージ イチロー

3位 長塚 京三 北野 武 長嶋 茂雄 長嶋 茂雄 長嶋 茂雄 星野 仙一 所 ジョージ 星野 仙一 王 貞治 イチロー 星野 仙一

4位 北野 武 所 ジョージ 星野 仙一 石原 慎太郎 所 ジョージ 原 辰徳 いかりや 長介 北野 武 所 ジョージ 古田 敦也 古田 敦也

所 ジョージ 権藤 博 野村 克也 森 祇晶 明石家 さんま 明石家 さんま 長嶋 茂雄 明石家 さんま 北野 武 阿部 寛 ﾕｰｽｹ･ｻﾝﾀﾏﾘｱ

1位 長塚 京三 椎名 桔平 所 ジョージ 北野 武 所 ジョージ 所 ジョージ 所 ジョージ 古田 敦也 古田 敦也 所 ジョージ 所 ジョージ

2位 椎名 桔平 長塚 京三 北野 武 長塚 京三 星野 仙一 北野 武 長嶋 茂雄 所 ジョージ イチロー 古田 敦也 木村 祐一

3位 長嶋 茂雄 森本 レオ 長塚 京三 所 ジョージ 筑紫 哲也 星野 仙一 星野 仙一 長塚 京三 阿部 寛 唐沢 寿明 明石家 さんま

4位 所 ジョージ 中村 雅俊 長嶋 茂雄 石原 慎太郎 北野 武 堤 真一 明石家 さんま 筑紫 哲也 所 ジョージ 明石家 さんま 北野 武

中村 雅俊 明石家 さんま 椎名 桔平 長嶋 茂雄 椎名 桔平 長塚 京三 長塚 京三 タモリ 唐沢 寿明 佐藤 浩市 星野 仙一

緒方 拳 所 ジョージ 長嶋 茂雄 竹中 直人 役所 広司

長塚 京三 渡辺 謙

高橋 克典

2009年度 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

1位 イチロー 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 林 修

2位 原 辰徳 原 辰徳 所 ジョージ イチロー 池上 彰 イチロー イチロー 長谷部 誠 イチロー 松岡 修造

3位 高田 純次 所 ジョージ イチロー 池上 彰 阿部 寛 長谷部 誠 池上 彰 イチロー マツコ・デラックス 内村 光良

4位 所 ジョージ 阿部 寛 唐沢 寿明 野村 克也 水谷 豊 松岡 修造 長谷部 誠 阿部 寛 長谷部 誠 松本 人志

古田 敦也 北野 武 阿部 寛 阿部 寛 長谷部 誠 池上 彰 阿部 寛 マツコ・デラックス 池上 彰 ムロツヨシ

島田 紳助 星野 仙一 水谷 豊 北野 武 所 ジョージ 山田 孝之

所 ジョージ

松岡 修造

1位 イチロー 堤 真一 池上 彰 池上 彰 池上 彰 池上 彰 池上 彰 松岡 修造 マツコ・デラックス 内村 光良

2位 堤 真一 イチロー 所 ジョージ 堤 真一 長谷部 誠 堺 雅人 松岡 修造 マツコ・デラックス 松岡 修造 マツコ・デラックス

3位 原 辰徳 佐々木 蔵之介 佐々木蔵之介 佐々木 蔵之介 佐々木 蔵之介 水谷 豊 城島 茂 池上 彰 イチロー 池上 彰

4位 佐々木 蔵之介 島田 紳助 堤 真一 渡辺　謙 山口 智充 堤 真一 長谷部 誠 井ノ原　快彦 池上 彰 櫻井 翔

東国原 英夫 所 ジョージ 阿部 寛 佐々木 則夫 堤 真一 有吉 弘行 井ノ原 快彦 阿部 寛 内村 光良 松岡 修造

ﾕｰｽｹ･ｻﾝﾀﾏﾘｱ 佐藤 浩市 葛西 紀明 遠藤 憲一

原田 泰造 桝 太一
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（ご参考：新入社員男女別ランキング／１９９８年度～２０１８年度／女性上司編）

※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

1位 高島 礼子 藤原 紀香 松嶋 菜々子 田中 真紀子 黒木 瞳 黒木 瞳 黒木 瞳 黒木 瞳 黒木 瞳 篠原 涼子 和田 アキ子

2位 小宮 悦子 和田 アキ子 江角 マキコ 黒木 瞳 和田 アキ子 松嶋 菜々子 和田 アキ子 和田 アキ子 久本 雅美 黒木 瞳 篠原 涼子

3位 鈴木 京香 松嶋 菜々子 山口 智子 松嶋 菜々子 田中 真紀子 和田 アキ子 山口 智子 矢田 亜希子 仲間 由紀恵 和田 アキ子 黒木 瞳

4位 和田 アキ子 田中 真紀子 田中 真紀子 山口 智子 藤原 紀香 安藤 優子 高橋 尚子 久本 雅美 和田 アキ子 天海 祐希 滝川 ｸﾘｽﾃﾙ

山口 智子 黒木 瞳 和田 アキ子 和田 アキ子 山口 智子 久本 雅美 松嶋 菜々子 仲間 由紀恵 阿川 佐和子 仲間 由紀恵 仲間 由紀恵

田中 美佐子 野村 沙知代 安藤 優子 松嶋 菜々子

山口 智子 久本 雅美

本上 まなみ

松嶋 菜々子

1位 山口 智子 山口 智子 江角 マキコ 江角 マキコ 安藤 優子 黒木 瞳 久本 雅美 小林 聡美 篠原 涼子 篠原 涼子 真矢 みき

2位 鈴木 京香 鈴木 京香 鈴木 京香 田中 真紀子 黒木 瞳 松嶋 菜々子 黒木 瞳 久本 雅美 天海 祐希 真矢 みき 篠原 涼子

3位 野際 陽子 高島 礼子 山口 智子 山口 智子 山口 智子 山口 智子 松嶋 菜々子 黒木 瞳 黒木 瞳 久本 雅美 天海 祐希

4位 安藤 優子 野際 陽子 野際 陽子 黒木 瞳 緒方 貞子 江角 マキコ 山口 智子 安藤 優子 安藤 優子 天海 祐希 久本 雅美

小宮 悦子 松嶋 菜々子 黒木 瞳 安藤 優子 田中 真紀子 久本 雅美 安藤 優子 山口 智子 久本 雅美 安藤 優子

久本 雅美 久本 雅美 桃井 かおり

松嶋 菜々子

松 たか子

野際 陽子

2009年度 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

1位 真矢 みき 真矢 みき 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 ベッキー 澤　穂希 吉田 沙保里 水卜 麻美

2位 ﾋﾗﾘｰ･ｸﾘﾝﾄﾝ 天海 祐希 真矢 みき 江角 マキコ 江角 マキコ 江角 マキコ 水卜 麻美 天海 祐希 水卜 麻美 天海 祐希

3位 仲間 由紀恵 和田 アキ子 和田 アキ子 澤 穂希 澤 穂希 澤 穂希 天海 祐希 水卜 麻美 天海 祐希 深田 恭子

4位 和田 アキ子 江角 マキコ 江角 マキコ 松嶋 菜々子 竹内 結子 仲間 由紀恵 仲間 由紀恵 吉田 羊 澤　穂希 イモトアヤコ

5位 篠原 涼子 黒木 瞳 菅野 美穂 真矢 みき 真矢 みき 篠原 涼子 米倉 涼子 深田 恭子 深田 恭子 渡辺 直美

仲間 由紀恵

1位 真矢 みき 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 天海 祐希 天海 祐希

2位 天海 祐希 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 水卜 麻美 水卜 麻美

3位 篠原 涼子 篠原 涼子 江角 マキコ 篠原 涼子 真矢 みき 篠原 涼子 水卜 麻美 篠原 涼子 吉田 沙保里 石原 さとみ

4位 久本 雅美 江角 マキコ 菅野 美穂 真矢 みき 菅野 美穂 阿川 佐和子 篠原 涼子 吉田 羊 真矢 ミキ 渡辺 直美

綾瀬 はるか 有働 由美子

石田 ゆり子

澤 穂希

北川 景子
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江角 マキコ

深津 絵里 夏目 三久黒木 瞳 篠原 涼子 澤 穂希 篠原 涼子 真矢 みき 観月 ありさ
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