
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理想の男性上司 理想の女性上司 

１位 
堺 雅人(初) ★ 

理由「ＣＭやドラマのイメージ」 

                   ３１票〔前年５５位〕

天海 祐希(５年連続)

理由「態度や姿勢が手本になりそう」 

７６票〔前年１位〕

２位 池上 彰  ２４票〔 ２位〕 江角 マキコ ３３票〔 ２位〕

３位 イチロー ２０票〔 １位〕 篠原 涼子 ２５票〔 ８位〕

４位 長谷部 誠 １８票〔 ３位〕 澤 穂希 １９票〔 ４位〕

５位 水谷 豊 １７票〔 ５位〕

６位 松岡 修造 １６票〔 ９位〕

仲間 由紀恵 １６票〔 ８位〕

真矢 みき １６票〔 ３位〕

７位 松嶋 菜々子 １５票〔１１位〕

８位 

有吉 弘行 ★ １４票〔５５位〕

所 ジョージ １４票〔 ６位〕 菅野 美穂 １３票〔 ４位〕

９位 阿川 佐和子 １２票〔１７位〕 

10位 

堤 真一 １２票〔 ７位〕

原 辰徳  １２票〔２３位〕 大久保 佳代子 ★ １１票〔 － 〕
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学校法人産業能率大学                         ２０１４年４月２２日 

２０１４年度 

新入社員の理想の上司 
調査期間：３月２６日～４月１０日 

対 象 ：産能マネジメントスクールの新入社員研修受講者 

有効回答：４４２人（男性２８８人、女性１５４人） 

調査開始：１９９３年（９８年から男女分けて実施） 

※敬称略、各欄の〔 〕は前年順位、★は初めてのトップ１０入り

お問い合わせ先 

学校法人産業能率大学 企画広報部企画広報課 

Tel.03-3704-9040／fax.03-3704-9404 



 

■ 総合ランキングの１１位以下２０位まで 

  

［男性上司］ 

11 位 明石家 さんま 

 北野 武 

 本田 圭佑 

 マツコ・デラックス 

15 位 阿部 寛  

16 位 さかなクン  

 タモリ  

18 位 葛西 紀明  

 唐沢 寿明 

 設楽 統  

 原田 泰造  

 

〔11 位〕 

〔 9 位〕 

〔33 位〕 

〔 － 〕 

〔 4 位〕 

〔 － 〕 

〔11 位〕 

〔 － 〕 

〔14 位〕 

〔 － 〕 

〔 － 〕 

［女性上司］ 

11 位 上村 愛子  

 滝川 クリステル 

 深津 絵里  

 吉田 沙保里  

15 位 吉瀬 美智子  

16 位 黒木 瞳  

 竹内 結子  

 ベッキー  

 和田 アキ子  

20 位 眞鍋 かをり  

 

 

〔 － 〕 

〔14 位〕 

〔14 位〕 

〔39 位〕 

〔 7 位〕 

〔17 位〕 

〔 6 位〕 

〔 － 〕 

〔10 位〕 

〔 － 〕 

 

   

 

■ 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 女性上司 男性上司 女性上司 

1 堺 雅人 （20 票） 天海 祐希 （37 票） 天海 祐希 （39 票）

2 イチロー （15 票） 江角 マキコ （15 票）

池上 彰 （11 票）

堺 雅人 （11 票）
江角 マキコ （18 票）

3 水谷 豊 （ 9 票） 篠原 涼子 （12 票）

4 

長谷部 誠 （14 票） 

松岡 修造 （14 票） 堤 真一 （ 7 票） 阿川 佐和子 （ 9 票）

5 
池上 彰 （13 票） 

所 ｼﾞｮｰｼﾞ （13 票） 

澤 穂希 （13 票）

篠原 涼子 （13 票）

仲間 由紀恵 （13 票）
有吉 弘行 （ 6 票）

葛西 紀明 （ 6 票）

原田 泰造 （ 6 票）

真矢 みき （ 7 票）

 

 

学校法人産業能率大学（東京都世田谷区）は、２０１４年度の新入社員１５７社５１６人を対

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。本学ではこの調査を１９９３年度

から（９８年度からは男性上司と女性上司を分けて）実施しています。今年の「理想の男性上司」

は堺 雅人さん（初）、「理想の女性上司」は天海 祐希さん（５年連続）でした。 

調査は、３月２６日から４月１０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研修を受けた新入社員を対象に実施。有効回答は４４２人（男性２８８

人・女性１５４人）でした。 
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※敬称略、各欄の〔 〕は前年順位



理想の男性上司は 堺 雅人 さん 

 選んだ理由は．．．「ＣＭやドラマでのイメージ」 

今年度の新入社員の理想の男性上司のトップは、「堺 雅人」（初）さんでした。理由（１１項

目の中から選択）では、「ＣＭやドラマでのイメージ」が最も多く、次いで「人柄がよく親しみ

やすそう」などがあげられました。堺さんの持つ温和な印象と、昨年大ヒットしたドラマの影響

で、多くの得票につながったようです。 

今回、「有吉 弘行」さんが初めてベスト１０に入りました。理由は「適切なアドバイスをして

くれそう」が最も多くあげられました。 

 

 

 

 

 

 

 

理想の女性上司は 天海 祐希 さん 

 選んだ理由は．．．「態度や姿勢が手本になりそう」 

今年度の新入社員の理想の女性上司は「天海 祐希」（５年連続）さんがトップでした。理由は

「態度や姿勢が手本になりそう」が最も多くあげられました。また「リーダーシップがありそう」

という理由も多くあげられています。部下を引っ張り、手本となるような姿に理想の女性上司像

を抱いているようです。 

女性上司の初のトップ１０入りは「大久保 佳代子」さん。理由は「人柄がよく親しみやすそ

う」が最も多くあげられました。 
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12.9

16.1

16.1

16.1

19.4ＣＭやドラマでのイメージ

人柄がよく親しみやすそうだから

態度や姿勢が手本になりそうだから

適切な指示をしてくれそうだから

適切なアドバイスをしてくれそうだから

7.9

7.9

13.2

14.5

19.7

21.1態度や姿勢が手本になりそうだから

ＣＭやドラマでのイメージ

リーダーシップがありそうだから

適切なアドバイスをしてくれそうだから

自分の能力を伸ばしてくれそうだから

適切な指示をしてくれそうだから

 
堺 雅人さんを選んだ理由(上位５位まで) 

 

 

 

天海 祐希さんを選んだ理由(上位５位まで) 

(%) 

(%) 



男性上司・女性上司に分けた１９９８年度以降のランキング
理想の男性上司（１９９８年度～２０１３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 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 イチロー 池上 彰 橋下 徹 イチロー 堺 雅人

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 島田 紳助 所 ジョージ 池上 彰 池上 彰 池上 彰

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 原 辰徳 堤 真一 イチロー 長谷部 誠 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 古田 敦也 所 ジョージ 阿部 寛 阿部 寛 阿部 寛 長谷部 誠

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 阿部 寛 イチロー 水谷 豊 水谷 豊 水谷 豊

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 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

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 北野 武 星野 仙一 所 ジョージ 堤 真一 有吉 弘行

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 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

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 佐々木 蔵之介 原 辰徳 タモリ 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 山口 智充 水谷 豊 北野 武 松岡 修造 原 辰徳

筑紫 哲也 椎名 桔平 野村 克也 山本 昌邦
ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･
ｻﾞｯｹﾛｰﾆ

佐藤 浩市

役所 広司 田村 正和 堤 真一

渡辺 謙

理想の女性上司（１９９８年度～２０１３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 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希

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 真矢 みき 真矢 みき 江角 マキコ 江角 マキコ 江角 マキコ

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 江角 マキコ 江角 マキコ 澤 穂希 真矢 みき 篠原 涼子

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 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

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 黒木 瞳 篠原 涼子 篠原 涼子 澤 穂希 仲間 由紀恵

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 篠原 涼子 和田 アキ子 松嶋 菜々子 竹内 結子 真矢 みき

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 仲間 由紀恵 仲間 由紀恵 竹内 結子 吉瀬美智子 松嶋 菜々子

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 菅野 美穂 松嶋 菜々子 和田 アキ子 仲間 由紀恵 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 深津 絵里 竹内 結子 菅野 美穂 篠原 涼子 阿川 佐和子

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 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

鈴木 京香 藤原 紀香 田中 真紀子 桃井かおり 松嶋 菜々子 黒木 瞳

八木 亜希子
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新入社員男女別にみた理想の上司（１９９８年度以降）
※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 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 イチロー イチロー 池上 彰 橋下 徹 イチロー 堺 雅人

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 原 辰徳 原 辰徳 所 ジョージ イチロー 池上 彰 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 高田 純次 所 ジョージ イチロー 池上 彰 阿部 寛 長谷部 誠

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 阿部 寛 唐沢 寿明 野村 克也 水谷 豊 松岡 修造

5位 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 古田 敦也 北野 武 阿部 寛 阿部 寛 長谷部 誠 池上 彰

島田 紳助 星野 仙一 水谷 豊 北野 武 所 ジョージ

所 ジョージ

松岡 修造

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 イチロー 堤 真一 池上 彰 池上 彰 池上 彰 池上 彰

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 堤 真一 イチロー 所 ジョージ 堤 真一 長谷部 誠 堺 雅人

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 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

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 佐々木 蔵之介 島田 紳助 堤 真一 渡辺　謙 山口 智充 堤 真一

5位 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 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

緒方 拳 所 ジョージ 長嶋 茂雄 竹中 直人 役所 広司 ﾕｰｽｹ･ｻﾝﾀﾏﾘｱ 佐藤 浩市 葛西 紀明

長塚 京三 渡辺 謙 原田 泰造

高橋 克典

※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 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 真矢 みき 真矢 みき 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希

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 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

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 仲間 由紀恵 和田 アキ子 和田 アキ子 澤 穂希 澤 穂希 澤 穂希

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 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

5位 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 篠原 涼子 黒木 瞳 菅野 美穂 真矢 みき 真矢 みき 篠原 涼子

田中 美佐子 野村 沙知代 安藤 優子 松嶋 菜々子 仲間 由紀恵

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 真矢 みき 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希 天海 祐希

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 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

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 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

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 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

5位 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 江角 マキコ 深津 絵里 黒木 瞳 篠原 涼子 澤 穂希 篠原 涼子 真矢 みき

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

理
想
の
男
性
上
司

理
想
の
女
性
上
司

男
性
新
入
社
員

女
性
新
入
社
員

男
性
新
入
社
員

女
性
新
入
社
員
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