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■ 調査概要 

調査期間：11 月 2 日～11 月 12 日 

調査方法：インターネット調査 (「仕事センスがありそうな有名人」と「その理由」を男女各 1名ずつ自由記述にて回答) 

調査対象：企業に勤務するビジネスパーソン 3000 人(有効回答：2625／男性 1635 人、女性 982 人） 

 

学校法人産業能率大学（東京都世田谷区）は、企業に勤務するビジネスパーソンを対象に、「仕事センス

がありそうな有名人」と「その理由」を男女 1 名ずつ自由回答で回答してもらい、その結果をランキング

形式にまとめました。調査は 2018 年 11 月 2 日～11 月 12 日までインターネット調査会社を通じて実施し

ています。(有効回答 2625) 

調査の結果、仕事センスがありそうな有名人の 1 位は指原莉乃さん(435 票)となりました。アイドルと

しての活躍はもちろんのこと、番組 MC としての視野の広さや、若手アイドルグループのプロデューサーと

して育成や裏方としての活躍を評価する声も多く集まりました。 

仕事の現場では想定外の事象や、正解のないことに判断を下すといったシチュエーションが少なくあり
ません。人材育成支援を専門とする産業能率大学総合研究所では、そのような状況で仕事をうまく進める
には知識やスキルに加えて「センス」が重要だと考えています。顧客や組織の様々な期待に応えるために、
周囲の状況を感じ取り、自分で判断・調整してやり遂げる総合的な力を「仕事センス」と呼んでいます。 

順位 氏名 票数 (主な理由) 

1位 指原莉乃 435票 

求められている役割、期待されている役割を理解して仕事をしている(44歳/男性/建設業/東京) 

周りを見て適材適所でうまく仕事を回していきそう(30歳/女性/不動産業/兵庫) 

全体をまとめる力、大御所とのトーク力、裏方に徹することができる柔軟性(26歳/女性/サービス業/鹿児島) 

2位 マツコ・デラックス 313票 

豊富な知識と様々な視点からの自由な発想で凄いことをしそう(26歳/女性/製造業/愛知) 
状況判断をしてその場にあった対応ができる。毒舌の中にも愛情を感じる(55歳/女性/サービス業/東京) 

周囲の反応を機敏に察して期待に沿う役割を担っている(45歳/男性/情報通信業/東京) 

3位 ムロツヨシ 278票 

周囲と打ち解けるのが早そうで他人を巻き込んで仕事ができそうだから(33歳/女性/その他/栃木) 

バイタリティーがありどんな人の懐にもスッと入っていけそう(30歳/女性/金融・保険業/徳島) 
新しい視点で物事を進めて、誰も想像しなかった成果を創出しそう(29歳/女性/その他/大阪) 

4位 堀江貴文 209票 
大量の案件を同時進行する能力。また築いてきたものや常識を壊す勇気がある(24歳/男性/製造業/東京) 

物事の本質を捉え、合理的に取り組んでいるから(44歳/男性/建設業/大分) 

5位 吉田羊 197票 
テキパキと責任感をもって仕事を進められそう(28歳/女性/卸売・小売業/愛知) 

冷静・沈着で、適切な判断ができそう(56歳/男性/金融・保険業/千葉) 

6位 小島瑠璃子 196票 
状況を的確に捉え自分の判断で行動できる賢さを感じる(37歳/男性/情報通信業/東京) 
周りに気を配り仕事が円滑に進みそう(23歳/男性/卸売・小売業/埼玉) 

7位 安住紳一郎 181票 
状況判断が的確でコメントへの切り返しがうまい(52歳/男性/製造業/千葉) 

機転が利きそうで、マイナスなことも嫌味のない笑いに変えて伝えられそう(30歳/女性/建設業/愛知) 

8位 藤田ニコル 157票 
モデルだけでなくファッションブランドを立ち上げるなど多方面で活躍しているから(25歳/女性/その他/奈良) 

礼儀正しく人懐っこいイメージで誰からでも好かれそう(24歳/女性/卸売・小売業/大阪) 

9位 イモトアヤコ 156票 
難易度の高い登山をエキスパートと成功させる協調力、根性(34歳/女性/建設業/東京) 

専門外のことでもこなせる能力は上司やクライアントから重宝されそう(24歳/女性/水産・農林業/北海道) 

10位 長谷部誠 155票 
周りを牽引して困難な仕事もチームワークでやり遂げる力がありそう(44歳/男性/製造業/東京) 
監督と選手の間に立っていた経験から調整能力が高いと思う(33歳/男性/製造業/兵庫) 

ビジネスパーソンが選ぶ 

仕事センスがありそうな有名人ランキング 

１位 指原 莉乃 さん 
「求められている役割、期待されている役割を理解して仕事をしている」(44歳/男性/建設業/東京) 

「周りを見て適材適所でうまく仕事を回していきそう」(30歳/女性/不動産業/兵庫) 
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■ 仕事センスがありそうな有名人トップ 20 と主な理由 

１位 

指原莉乃(435 票) 

求められている役割、期待されている役割を理解して仕事をしている(44歳/男性/建設業/東京) 

周りを見て適材適所でうまく仕事を回していきそう(30歳/女性/不動産業/兵庫) 

全体をまとめる力、大御所とのトーク力、裏方に徹することができる柔軟性(26歳/女性/サービス業/鹿児島) 

2 位 

マツコ・デラックス(313 票) 

豊富な知識と様々な視点からの自由な発想で凄いことをしそう(26歳/女性/製造業/愛知) 

状況判断をしてその場にあった対応ができる。毒舌の中にも愛情を感じる(55歳/女性/サービス業/東京) 
周囲の反応を機敏に察して期待に沿う役割を担っている(45歳/男性/情報通信業/東京) 

3 位 

ムロツヨシ(278 票) 

周囲と打ち解けるのが早そうで他人を巻き込んで仕事ができそうだから(33歳/女性/その他/栃木) 
バイタリティーがありどんな人の懐にもスッと入っていけそう(30歳/女性/金融・保険業/徳島) 

新しい視点で物事を進めて、誰も想像しなかった成果を創出しそう(29歳/女性/その他/大阪) 

4 位 

堀江貴文(209 票) 

大量の案件を同時進行する能力。また築いてきたものや常識を壊す勇気がある(24歳/男性/製造業/東京) 

物事の本質を捉え、合理的に取り組んでいるから(44歳/男性/建設業/大分) 

古く不合理な体制への批判が的確で、先進的なセンスを感じる(30歳/男性/その他/東京) 

5 位 

吉田羊(197 票) 

テキパキと責任感をもって仕事を進められそう(28歳/女性/卸売・小売業/愛知) 

冷静・沈着で、適切な判断ができそう(56歳/男性/金融・保険業/千葉) 
仕事も気遣いもできるイメージがある(31歳/女性/サービス業/神奈川) 

6 位 

小島瑠璃子(196 票) 

状況を的確に捉え自分の判断で行動できる賢さを感じる(37歳/男性/情報通信業/東京) 
周りに気を配り仕事が円滑に進みそう(23歳/男性/卸売・小売業/埼玉) 

ハキハキと簡潔に自分の考えをまとめて言葉で伝える力がある(24歳/女性/サービス業/長崎) 

7 位 

安住紳一郎(181 票) 

状況判断が的確でコメントへの切り返しがうまい(52歳/男性/製造業/千葉) 

機転が利きそうで、マイナスなことも嫌味のない笑いに変えて伝えられそう(30歳/女性/建設業/愛知) 

常に冷静で的確な判断ができて適度にユーモアもあるから(24歳/女性/製造業/岩手) 

8 位 

藤田ニコル(157 票) 

モデルだけでなくファッションブランドを立ち上げるなど多方面で活躍しているから(25歳/女性/その他/奈良) 

礼儀正しく人懐っこいイメージで誰からでも好かれそう(24歳/女性/卸売・小売業/大阪) 
適応力がとても高いと思う(31歳/男性/その他/埼玉) 

9 位 

イモトアヤコ(156 票) 

難易度の高い登山をエキスパートと成功させる協調力、根性(34歳/女性/建設業/東京) 
専門外のことでもこなせる能力は上司やクライアントから重宝されそう(24歳/女性/水産・農林業/北海道) 

新しい業務に対してチャレンジ意識の高さを感じる(57歳/男性/サービス業/神奈川) 

10 位 

長谷部誠(155 票) 

周りを牽引して困難な仕事もチームワークでやり遂げる力がありそう(44歳/男性/製造業/東京) 

監督と選手の間に立っていた経験から調整能力が高いと思う(33歳/男性/製造業/兵庫) 

行動力、責任感、状況判断力、リーダーシップいずれの能力も備えていそう(43歳/男性/サービス業/神奈川) 

11 位 

有吉弘行(148 票) 

適材適所の人事を実現できそう。組織のトップに向いていると思う(36 歳/女性/金融・保険業/埼玉) 

普段から人間関係を大事にしていると思う。チャンスをつかみ取る力がある(27 歳/男性/卸売・小売業/神奈川) 

12 位 

高島彩(142 票) 

どんな状況でも臨機応変に対応できそう(29 歳/男性/その他/青森) 

自分に求められていることを瞬時に察知する能力に長けていると思う(41 歳/男性/情報通信業/埼玉) 

13 位 

松本人志(139 票) 

発想力があり今までにないアイデアをどんどん出してくれそう(32 歳/女性/卸売・小売業/大阪) 

自身の世界観に人を引き込み、笑いに昇華させているから(26 歳/男性/不動産業/東京) 

14 位 

大江麻理子(137 票) 

真面目で何に対しても手を抜かず一生懸命やりそうだから(39 歳/男性/サービス業/埼玉) 

論理的に考える力に加えバランス感覚も持っている雰囲気がある(61 歳/男性/サービス業/三重) 

15 位 

友近(136 票) 

観察から得た多彩な芸で笑いをとっている。仕事にも応用できる能力(34 歳/男性/製造業/東京) 

場の雰囲気を上手く作りつつ、的確に仕事を回せそう(25 歳/女性/情報通信業/福岡) 

16 位 

千原ジュニア(121 票) 

上司も後輩も支えることができる、理想の中間管理職だと思う(31 歳/男性/サービス業/奈良) 

気遣いが出来るのにそうは見せないところに好感が持てる(60 歳/男性/卸売・小売業/大阪) 

17 位 

本田圭佑(120 票) 

明確な目的を持ち、自分で目標設定をして最後までやり遂げそう(33 歳/男性/情報通信業/東京) 

時々で何が最適かを判断できる。周囲を巻き込み実現させる突破力がある(61 歳/男性/サービス業/愛媛) 

18 位 

渡辺直美(119 票) 

いつも明るく前向きで、周りを巻き込む力がある。現状に満足せず努力し続けられる(25 歳/女性/その他/長野) 

自分の長所を伸ばす努力をして前に進んでいる気がするから(31 歳/女性/不動産業/愛知) 

19 位 

博多大吉(111 票) 

どんな番組でも自分の色を残しつつ相手の色も引き出している(26 歳/女性/情報通信業/兵庫) 

状況に合わせた対応力が優れている。周りを引き立てる努力が見える(54 歳/男性/製造業/神奈川) 

20 位 

芦田愛菜(106 票) 

芸能活動だけでなく、勉学でも努力して成果を出しているから(25 歳/女性/製造業/福島) 

頭の回転が速いだけでなく、周りと協調して仕事ができそう(56 歳/男性/製造業/大阪) 

 ※敬称略 
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■ 仕事センスとは？ 

現在大卒の約 3 割、高卒では約 4 割が 3 年以内に離職しています。そんな中、企業側からは「若手の受
け身思考」「高学歴、学生時代の成績は優秀なのに仕事ができない」など、新人教育に頭を悩ませる声も多
く挙がっています。 

仕事の現場では想定外の事象や、正解のないことに判断を下すといったシチュエーションが少なくあり
ません。人材育成支援を専門とする産業能率大学総合研究所では、そのような状況で仕事をうまく進める
には知識やスキルに加えて「センス」が重要だと考えています。顧客や組織の様々な期待に応えるために、
周囲の状況を感じ取り、自分で判断・調整してやり遂げる総合的な力を「仕事センス」と呼んでいます。 
 
 

■ 「仕事センスに関する意識調査」 (2017 年 6 月産能大総研発表) 

「仕事センスがある人に見られる特徴」について、「社会人 2 年目」と「社会人 6～12 年目(以下、先輩
社員)」では捉え方に違いがあることが分かっています。「自分で判断して行動する力がある」や「関係者
を調整することが得意」「相手の言動から状況を察知できる」の項目は先輩社員の方が高く、「相手に明確
に説明することができる」や「人柄のよさ」は 2年目社員の方が高くなりました。仕事経験の差によって、
仕事をうまく進めるために必要な力（＝仕事センス）についての認識が異なりました。 
 

 
 
 
■ 仕事センスを鍛える「体感型新入社員研修 Beyond」を開発 

産業能率大学総合研究所は、これまで蓄積した社会人教育の知見を活かして、まったく新しい価値を提
供する「体感型新入社員研修 Beyond」を開発し、今春(2018 年春)から提供を開始しました。本研修では ICT
をフル活用し、新入社員がぶつかりがちな社会人の壁をリアルに体験します。そしてそれを乗り越えるプ
ロセスを通じて、単なる知識やスキルとは違う「仕事をうまく進めるための総合的な力(仕事センス)」を
身につけます。(特設ページ：https://www.beyond.sanno.ac.jp/)  
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2018 年 11 月 14 日、御茶ノ水ソラシティカンファレン
スセンターで第 15 回日本 e-Learning 大賞の表彰式が行
われ、「体感型新入社員研修 Beyond」が総務大臣賞を受
賞しました。2004 年に創設された e-Learning 大賞は、
一般社団法人 e-Learning Initiative と日本工業新聞社
が運営し、企業・学校・自治体などにおける e-Learning
を活用した優れたコンテンツやサービス、ソリューショ
ンを表彰する賞です。 

受賞理由として「スマートデバイス、ネットワーク等の
ICT 機器の特性を、リアルの教室で大変上手く生かした取
り組みであり、従来型のワークショップを大きく改革した

研修」「単なる知識の詰め込みではなく、ファシリテーターによって学習者個人の考える力、問題解決力を
引き出すためのアクションラーニングを、ICT を活用することで効果的に実現」「新たな ICT を活用した e-
Learningの仕組みは、様々なアクションラーニングに応用できるものでありこれからの発展が期待される」
などと高い評価を受けました。 
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