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私たち、
出過ぎた杭になる

WL

女性リーダー塾

立ち上げの思い

女性リーダー塾

メンター制度
Mentor system

女性リーダー塾では、西岡塾のネットワークを活用した「メンター制度」を
とり入れました。似た悩みを乗り越えた経験を持つメンターとのコミュニ
ケーションにより、塾生一人一人のキャリアの可能性を広げていきます。

メンティ

メンター

大企業の部長職クラス

塾生

自分の経験を後世に
役立てたい

自分の将来をイメージしたい
ライフ全般のリアルな悩みを
経験者に相談したい

次世代を応援したい

両者の経験やパーソナリティを加味し、塾がマッチングを行います。

メンタリング

株式会社Will Lab 代表取締役
専属ファシリテータ

小安 美和

2 年前、西岡さん、冨岡さんと出会い、西岡塾1７年の歴史

2

西岡 郁夫
性差に依らず社会から平等に機会を与えられ、その適正、

の中で、女性の塾生が 1割程度にとどまっているという話を

能力、意欲に応じて社会生活を営める社会の実現が目指す

伺い、より多くの女性に受講いただきたいと考え、
「女性リー

べき方向だが、それを阻止する性差別的なシステム、環境、

ダー塾」の立ち上げに参画いたしました。

人々の意識など実態は想像以上に深刻だ。政府は掛け声だ

私自身も企業の中で女性リーダー研修を受け、グループ会

けで、自分の守備範囲の行政組織、制度改革などは何も進

社の執行役員を経験させていただきました。その中で感じた

めず、使い易い女性議員のお手盛り入閣までもが繰り返され

リーダーとしてのやりがいを、意欲と能力ある女性たちにぜひ

ている。

経験してほしいという思いと、同時に、女性の多くが抱えるラ

一方、欧米では確かに男女機会均等が進んでいて大企業

イフイベントとキャリアアップの葛藤、自信のなさを企業を超

の女性 CEO が目立つ。各種の報告書では「半歩先を行く欧

えた仲間たちとともに切磋琢磨しながら乗り越えて欲しいと

米」という表現も見られるが、前に進み続ける欧米とジッと動

いう思いで、プログラムを設計させていただきました。

かない日本の差は日々広がっていくばかりだ。欧州には幾多

特に、男性リーダーのまねではない「オーセンティック・リー

の戦争で、アメリカにはベトナム戦争での男性労働者の激減

ダーシップ」を身に付けていただくために、多様な女性リー

による「女性が立ち上がる必然性」があったと言われるが、日

ダーを講師としてお迎えしたほか、多様な企業の先輩女性た

本にも先の大戦による同様の事情があったのに旧態は改まら

ちによる「メンタープログラム」も導入いたしました。

なかった。その差はなんだ？ その分析の中に女性活躍社会

１期を終えて改めて、講師やメンターからの学びに加え、塾

への解がある。1975 年 10月24日にアイスランドで Women's

生同士のネットワーク、学び合いが刺激となり、財産となって

Day Off が実施され、社会機能が一日停止したという。変革

いると感じております。

を支えたのは女性自身の意識改革と行動だった。女性活躍

日本の企業においてはまだまだ、ロールモデルとなる女性

問題の主たる責任は男性にあると考えるが、彼らは立ち上が

リーダー、女性の先輩が少ない状況です。本塾のように、女

らない。政府も動かない。その前提で女性自身とその応援

性同士が学び合い、ロールモデルやメンターを見つけ、自律

団が立ち上がるしかない。西岡塾では女性リーダー育成に向

的にリーダーシップを身に付けていく場のご提供をして参りた

けて女性たち、男性たち、企業の背中を押すために女性リー

いと思います。

ダー塾を作り、変革の小さなスタートを切った。
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直接対話する

西岡塾塾長

若い世
代の考
えを知る

ージが湧く
将来のイメ

メンティやメンター同士の
交流などで視野が広がる

具体的な行動の
後押しになる

り方の
自身のあ きる
がで
振り返り

支援者の存

在が力にな
る

メンタリング を 受 けた 感 想

瀧本 祐紀さん

フェイスブックのCOOであるシェリル・サンド
バーグ氏はその著書の中で、働く女性に対
し、メンターをもつことの大切さを説いてい
ます。社内の女性管理職ゼロという職場環
境でキャリアパスを描けずにいた自分にとっ
て、他のフィールドで生き生きと活躍する女性
と知り合える機会は大変貴重なものでした。
職場の人に対しては遠慮して話せなかったり
することも、メンターには素直に相談するこ
とが出来ました。上司でもない、友達でもな
い、だからこそ絶妙な距離感でアドバイスを
くれる方。卒塾した後もこの関係を続けてい
きたいと思っています。

一村 麻衣子さん

メンターの方には、自分の悩みを共有した
り、今後自分がどうなりたいか・ありたいかに
ついてのアドバイスを頂いたり、メンターの方
自身のキャリアについて伺ったりさせて頂き
ました。とても気さくな方でついつい話が長
引いてしまいましたが、今までの経験に裏打
ちされたアドバイスの数々はとても説得力が
ありました。社外の方というのも大きく、会話
を通じて自社の特異性に気づいて考えを改
めることもあれば、同じような悩みを抱えてい
ることを知って心強くなることもあり、得られ
たものは本当に大きかったです。
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lecturer introduction
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西岡塾塾長

株式会社 Will Lab 代表取締役

西岡 郁夫

専属ファシリテータ

小安 美和
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講師紹介

Thoughts on starting up the Woman Leader Academy

株式会社アクション
ラーニング研究所
代表取締役

経済協力開発機構
（OECD）
東京センター所長

一橋大学大学院 ICS
教授

楠木 建

古川 和

村上 由美子

日本電鍍工業株式会社
代表取締役

三菱地所株式会社
美術館室
専任部長

株式会社 NTTドコモ
ビジネス基盤戦略
担当部長

河野 安紀

相原 朋子

一橋大学大学院 ICS
准教授

石坂産業株式会社
代表取締役

藤川 佳則

石坂 典子

東京海上ホールディングス
株式会社
常務執行役員
西岡塾 1 期生

HEROZ 株式会社
代表取締役

株式会社 ispace
Director & COO

林 隆弘

中村 貴裕

豊岡市長

インテグラル株式会社
代表取締役パートナー
スカイマーク
代表取締役会長
一橋大学大学院 ICS 教授

Mentor system

Lecturer introduction

Team building camp

伊藤 麻美

Self-reformation plan

原島 朗

Competitive strategies, Marketing & Gender gap

Innovative way of living

Leadership theories

株式会社 ANA
総合研究所
代表取締役副社長

河本 宏子

Company visiting

財務補講講師

Graduation ceremony

塾 生の言葉

〜女 性リーダー塾で 学んだこと、変わったこと〜

Words from students

18

塾 生 紹介

19

塾 外でのイベント

20

合同講 義

Students introduction

Event

Joint lecture

中貝 宗治

佐山 展生
有限会社木内式
代表
西岡塾 1 期生

木内 一朗

株式会社 NTTドコモ・
ベンチャーズ
Managing Director
西岡塾８期生

矢島 英明
（講義順）
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八ヶ岳へ出発

1

日目

初めてのメンバー顔合わせ。キャリアも年齢も塾
への参加動機も多様な16人が集結。行きのバスの
中ではユニークな自己紹介が繰り広げられた。

レクリエーションで
打ち解ける
様々なゲームを通じて、チームワークが形成され

出発（貸切バスにて）

9：00

自己紹介（バス車中）

11：00

八ヶ岳到着

11：15

ていく。2チームに分かれてミッション達成までのタ
う提案が次々に飛び交った。

ディナーは16人の
共同作業
夕食はメンバー全員で作る。八ヶ岳の
新鮮な食材を使い、その場でレシピを考
えて調理。「緩やかなリーダーシップ」と
「協調性」、そして
「自主性」が自然と良い
チームを作るということを学んだ。

12：30

昼食

13：15

レクリエーション

18：30

夕食・ゲストトーク

21：00

入浴

22：00

懇親会

23：00

就寝

2

チームビルディング合宿

日目

第１期女性リーダー塾に集った16人が、
大自然に囲まれて一つのチームになる。

自然の中で自分と向き合う
大自然の中で、じっくりと自身のキャリアや人生を見つめなお
す。今までの道のりは満足できるものだったか？ 自分のやりたい
ことは何か？ 普段、多忙な日々を送っているからこそ、自身と対
話する時間が必要だと気づかされた。

女性リーダー塾で
学びたいことを語る

7：00

起床

7：15

清掃

8：00

朝のつどい

8：30

朝食

9：30

バスで移動

10：00

吐竜の滝

12：00

振り返り
（清泉寮）

12：30

昼食

13：30

出発

15：30

到着

合宿を振り返り、また、今までの自分の仕事人生
を振り返り、感じたことや目標をメンバーと共有。女
性リーダー塾を通じて自分がどれほど変われるのか、
期待に胸をふくらませた。
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オリエンテーション

イムを競うゲームでは、
「これをやってみよう」とい

Team
Building
Camp

はじめまして

8：15
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多 様 な 女 性 ロ ール モ デ ル

自己 変 革 計 画

人 生 必ずうまくいく

ありたい姿を見つける！

～ 3 人の女性リーダー～

自己変革のスタートは、自分の強さ、弱さを見つめることから。

父親の事業を再建した女性経営者、大企業でキャリアを積んだ管理職…
それぞれ波乱万丈の経験をしてきた 3人が塾生の悩みに真摯に応える。

01

面談

職場の上司・同僚・部下のみならず家族からの360 度評価をも

とにした、西岡塾長と小安さんによる面談。びくびくしながら着席
するも、率直でありながら温かい言葉と、周囲が自分をよく見て理
解してくれているという事実に感涙。周囲の期待と見守りに後押
しされて自己変革は始まった。

日本電鍍工業株式会社
代表取締役

西岡塾長、小安さんとの対話によって浮かび上がってくる「あり

伊藤 麻美

たい自分の姿」は、仕事・家庭という枠を超え予想以上のスケール
に。さあどうプランする？

02

自己 変 革 計 画の 策 定

計画を進める中、メンターとの面談に臨む。仕事について相談
するつもりが、来し方行く末、人生そのものの話に。「ありたい自

分の姿」とは、いつの自分の姿？スケールがどんどん広がっていく。
そして、各自が戸惑いつつも練り始めた自己変革計画を、少人
数のグループで共有する。仲間の自己変革計画を揉むには、その
人を知らねば。気づいてみれば仲間のこれまでの半生や家族構
成、恋人のことまでを知ることとなり、一気に距離が縮む。4人い

03

三菱地所株式会社
美術館室専任部長

株式会社 NTTドコモ
ビジネス基盤戦略担当部長

河野 安紀

相原 朋子

全くの未経験からめっき加工会社

大企業で管理職として活躍する河

大企業で重要案件を次々とハンドリ

の社長となった伊藤氏。父親の会社

野氏。仕事と私生活との相関関係の

ングする相原氏。ふんわりとした外見

をつぶさないため、必死で再建に取り

話に塾 生一同 興 味 津々。 自分の年

からは想像も出来ない芯の強さを持

組んだエピソードは塾生全員の胸を

表を書いてみると良いとのアドバイス

ち、前向きな気持ちと丁寧さで困難を

打った。華やかな雰囲気の伊藤氏か

は、ライフイベントが仕事におおいに

乗りきってきた。その姿勢を「女性特

ら、思いもかけない泥臭い話がぽんぽ

影響する女性にとって非常に有意義

有の細やかさ」と表すことは簡単だが、

んと出てくる。その腹の据わり方はま

であった。お手製の素敵なワンピー

清濁併せ吞む強さを持って仕事に臨

さにハンサムウーマンそのもの。社長

スを纏っての講義に、仕事も趣味も

んでいる相原氏に「女性特有」という

でありながら従業員一人一人に挨拶を

家庭もこんな風に充実させたいという

表現を使うことは失礼であろう。男と

欠かさない姿勢は、“おやじ”と“おふ

憧れを抱いた。

女に違いはある、しかし能力に差はな

くろ”を合わせたような包容力に満ち

い。凛とした姿勢にそんなメッセージ

ている。

が込められているように思えた。

れば4色の悩み。刺激を受けたり励まされたり。

G r o u p

d i s c u s s i o n

発表

女性の様々な生き方の講義、メンターや仲間とのディスカッショ

ンやアドバイスの中から見えてきた自己変革計画の中間発表。あ
りたい自分の姿に向かって今日からどう行動するのか、覚悟や決
意を表明する。ところが気負ってしまったり、日和ってしまったり。
塾長や小安さん、塾生仲間からの鋭い指摘で気づく。そして仲間
の発表に「強い覚悟」を見て、自らの気を引き締め、さらに自分に
問い直す。
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塾生が 3グループに分かれ、講師が順番に各グループをま

ような質問にも「平等に扱ってもらうために我慢する」という

わりディスカッションを行った。少人数ということもあり、みな

回答から「泣くことを自分の個性にしてしまえば良い」という目

自分が抱える仕事やプライベートの悩みを素直に相談した。

からウロコなアドバイスもあり、時間があっという間に過ぎて

例えば「職場で泣きそうになったらどうすればいいか」という

いった。
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競 争 戦 略 ・マ ー ケ ティン グ・ジェン ダー ギ ャップ

殻を破ろう、壁を乗り越えよう
最大の敵は先入観。まずは既成概念や連続性を疑ってみる。

枠から抜け出す勇気こそが未来への活力。肩の力を抜き、自由な発想を。

イノベー ティブ な 生き方

“ 働く”ことの原点
Innovative way of living

会社を立て直す、起業する。

背景の異なる３名のリーダーから" 働く"ことの原点を聴く。
Gender gap

グローバルにおけるジェンダーギャップとこれからの日本のあり方

経済協力開発機構（OECD） 東京センター所長

村上 由美子

「人生は旅」というプロローグから始まった

な企業システムが求められる。

講義は、自身の半生を語りつつ、日本が抱え

自分を含め、日本のホワイトカラーの多く

る課題と可能性を示唆するものであった。こ

は守られた環境のなか、会社中心の生活を

の国が将来もさらなる成長を遂げるために

送っている。しかし、絶対的な終身雇用制

は、労働参画における男女格差の解消はもち

度が崩壊すれば、会社への人生時間の提供

ろんのこと、
「ゆるやかに方向性を示す」サー

というものがまるで意味を持たなくなるだろ

バントリーダーシップが不可欠との指摘。世

う。自由に、貪欲に、強かに生きることの大

界の勝ち組になるためにも、人を生かす新た

切さを痛感した。

社員を信じることから始まる
リーダーシップ
東京海上ホールディングス株式会社

常務執行役員

西岡塾１期生

原島 朗

日本での部下 20 名の課長から、倒産

可能性を引き出すのはリーダー」と、社

寸前のブラジル現地法人 1500 名のトッ

員を信じ、小さな成功体験を共有するこ

プに就任した原島氏。企業再生のスター

とが大切だと語る。「差ではなく違い、

トには、社員を信じるリーダーの覚悟が

違いを楽しむ」という言葉からは、多様

あった。

化する社会にも適応出来るリーダー像を

「1500人でやれることは無限。無限の

学ぶことが出来た。

Competitive strategies

イノベーションの本質

一橋大学大学院 ICS 教授

一番になれるものを探す

楠木 建

世 の中、イノベーション流 行りである。

イノベーションは笑いから生まれる、と楠

そんな風潮を、楠木氏は「声高に叫ぶ人ほ

木氏は説く。人間の本性に着目し、視点を

ど真逆の方向に走りがち」と一蹴する。多

変えることで、
「布団専用掃除機」や「カッ

くの企業は連続的な技術進歩を好むが、イ

プ入り日本酒」のようなイノベーションを生み

ノベーションとは「進歩のすごいやつ」では

出すチャンスがある。「イノベーション推進

ない。「なぜこれがいままでなかったんだろ

本部」を組 織化する前に、頑張らない企業

う？」―そんな、非連 続性と価値次元の転

風土と笑顔の絶えない職場をつくることが

換こそがイノベーションの本質である。

先決かもしれない。

HEROZ 株式会社

代表取締役

林 隆弘

「一番になれるものを見つけなさい」と

状を打破するためには、覚悟を決める環

いうご両親からの言葉を実践し、大企業

境に自分を置く」と語る。自分の好きな仕

から独立してAI 事業を起業した林氏。

事をしていく上でも、覚悟を決めることが

「AI 革命を起こし、未来を創っていく」

重要だと学ぶことが出来た。

という会社のビジョンを掲げている。
「何事も楽しむ」、
「仕事が好きでしょう
がない」と明るくお話しする一方で、
「現

Marketing

『価値づくり』のレンズ
一橋大学大学院 ICS 准教授
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宇宙を人類の生活圏に

藤川 佳則

マーケティングのゴールかつスタートは顧

講義後半は、地球規模の変化を
「SHIFT」、

客価値の実現であり、
『商品管理型』と『顧

「MELT」、
「TILT」の3 つのキーワードで解説。

客管理型』の両方の視点を備えてマーケティ

グローバル化とデジタル化が急速に進む環境

ングをとらえることが重要であると強調。マー

において、
「価値づくり」の新しいレンズが企

ケティングとは「企業にとって根源的な活動

業の未来を左右する。「ライフ・ストロー」の

であり、特定の部署のみで行うべきものでな

ケースは、レンズはおろか眼鏡のフレームま

く、企業全体で取り込むべきである」との教

でも変える必要があることを考えさせられる

えには頷くばかりである。

好例であった。
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株式会社 ispace

Director & COO

中村 貴裕

大企業から宇宙スタートアップ企業に

は大切」と話す。地道な努力を重ねること

転職し「宇宙の街について、夢だとは思っ

で夢のようなことでも実現出来る、そう信

ていない」と語る中村氏。その姿からは、

じて突き進むことで道が開かれるというこ

人類の生活圏を宇宙に広げることへの熱

とを感じる講義だった。

い想いが感じられた。
宇宙という壮大な空間を相手にしてい
る一方で、
「継続は力なり」、
「小さな成功
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人を動かす
組織を動かす

Leadership theories

リー ダー シップ

女性経営者の
生き様から学ぶ

企業訪問
石坂産業株式会社

石坂産業を訪問

男性社会で女性が経営者を務める

何もしなければ廃れるだけ。組織が生き残るためにすべきこととは。

苦労と工夫、やりがいとは

周囲を巻き込みながら組織を変革する志高いリーダーたち。

一人一人に誠実に向き合う
河本 宏子

株式会社 ANA 総合研究所 代表取締役副社長

「小さなことほど丁寧に、当たり前のことほ

比 較 するの で なく、一人一人を 観 察 し、

講演

尊重することを心掛けた。ミスが起こった際

ど真剣に」
数千人のキャビンアテンダントを率いる今

も
「なぜ発生したのか」ではなく
「何があった

のポジションに至ったのは、どんなときも1つ

のか」
を聞くようにし
「報告してくれてありがと

ずつの判断を真摯に、かつ的確に行ってい

う」の気持ちで相手に接する。結果、皆が積

たからである。不安を見せずにどんな仕事も

極的によい会社にしようという意思を作るこ

誠実に向き合う姿勢が周囲からの評価につ

とが出来る。自然体で、しなやかなリーダー

ながった。

シップ精神を感じた講義であった。

部下の育成にも尽力された。部下同士を

もともと男性が多い職場である産業廃棄物処理業界で、女性
の経営者として活躍している石坂典子氏にお話を伺った。地域
住民からの批難、労働における悪慣行、社員モチベーションの低

見学

さ…様々な問題に直面しながら、社員との対話の中で解決策を
模索し、次第に改善につなげた石坂氏。その経験談から、リー
ダーとしてチームをこう変えたいという強い信念を持ちつつ、それ
を継続することの大切さを学んだ。

明確なビジョンと対話で人々を動かす
豊岡市長

中貝 宗治
地方で暮らす価値の創造を行い「小さな

た。たとえ反対する市民がいてもそれを悪

世界都市」を目指し世界に通用する豊岡市

者とせず、相手の考えを受け入れ理解する

独自の地方創生プランについて語る中貝氏

ことに努めている。聞き手の興味と理解が

の講義は刺激的だった。

より深まるよう常に「言葉を磨く」ことを重視

当初、市民の反対に合いながらも「願うこ
と

願い続けること

投げ出さないこと」と

いう強い信念のもとコウノトリを呼び戻すた

している中貝氏の言葉は大変心に響くもの
があり、組織のリーダーとしてのあるべき姿
を学ばせていただいた。

めに市民一人一人と対話を重ね続け、夢の
実現に向けての労力は惜まず挑戦し続け

産業廃棄物が不法投棄されていた雑木林に手を入れ、今では

懇 親会

地域小学生の社会科見学や地域住民の憩いの場として利用して
いる。

自分をマネジメントするのは自分しかいない
インテグラル株式会社 代表取締役パートナー

スカイマーク代表取締役会長

「人生は自作自演のドラマである」
環境に恵まれないと嘆くのではなく、自分
で環境を変える一歩を踏み出すことが大切。

安心・信頼感を構築し企業価値向上にもつ
ながると考える。
「人はさほど能力に“ 差 ”があるものでは

イマークの代表取締役会長として民事再生

ない、大切なのは気持ちだ」「社内価値では

から現在に至るまでの歩みを情熱的に語ら

なく市場価値を上げることが大切である」最

れた。

終講義に相応しい、私たちの将来に強烈な

立ちお客様に挨拶をしている。企業のトッ
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機械を使って丁寧に廃棄物が分別される。印象的だったのは、
石坂産業の社員と目が合うと必ず笑顔で手を振ってくれること。

プが常に内にも外にも情報発信することは、

M&Aのプロフェッショナルとして、そしてスカ

佐山氏は飛行機に乗る際は機内の先頭に

12

石坂産業の工場内部を見学。室内は整備された環境で、大型

佐山 展生

インパクトを残した講義であった。

講演と工場見学の後は、懇親

自身の仕事を誇りに思っていることが感じられる瞬間だった。

会が開かれた。石坂産業の中
にあるレストランでは、敷地内
で栽培された野菜やフルーツを
使った料理が楽しめる。和やか
な雰囲気の中、石坂産業訪問
を振り返り、メンバーの間で感
想や議論が飛び交った。

Woman Leader Academy Press vol.1
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卒 塾 式
G R

A

D U A T I O N

C E R

E M O N

Y

卒塾証書授与
すべてのプログラムを終え、卒塾の時が来た。卒塾証書を手渡
す塾長の表情に、自己変革計画へのエールを感じる。卒塾は終わ
りではなく、ここから私たちの本編が始まる。卒塾証書を誇らしく
抱きながら、未来に向かって踏み出すのだ。そして、将来、この中
から女性リーダー塾の講師が誕生してもおかしくないと、仲間たち
の自己変革宣言が思わせる。
こうして女性リーダー塾の第一期卒塾生が誕生した。

未来に向かっての自己変革宣言。
自分を見つめ直した8か月。塾での厳しくも温かい指導、刺激的な講義、
16人の仲間の励まし。自己変革の本編がここから始まる。

懇親会

自己変革発表
前回の発表から4か月が経ち、塾の講義に刺激を受け、自分に
問い続け、周りに働きかけ、導き出した自己変革計画。悩み抜い
た末の答えは、余分なものをそぎ落とし、より具体的なものとなる。
発 表時の表 情は清々しく、宣 言する声にも自信が垣 間見える。
仲間や塾長、小安さんの鋭くも温かいコメントに背中を押され、
変革の覚悟を決める。「変えられる。なぜなら私のうしろには一期
生の仲間達がいるのだから。」
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女性リーダー塾で学んだこと、 変わったこと

Words from students

8 か月を振り返り、メンバーそれぞれが感じた自らの成長や変化を語ります。

秋葉 千春

天野 美香

佐藤 絢子

高木 聡子

自分を知り、そして幅を持たせること
の大切さを知りました。そして、仲間
ができました。

絶え間ない努力こそが、夢を叶え、変
化を起こす。地道に根幹を見失うこ
となく、まずは行動をしたい。

悩みながらも前向きに現状打破しよう
とする同期や諸先輩方の姿勢に感銘
を受け、私もやるぞ！という気持ちに
なりました。

学んだのは真のリーダーシップ。自身
の変化は「こうあらねばならない」と
思わず肩の力を（少し）抜けるように
なったことです。

一村 麻衣子

上木 裕子

瀧本 祐紀

中島 浩代

自分は何になりたい？ 自分らしい生
き方とは？を初めて本気で考えた8か
月間でした。仲間との出会いにも感
謝です！

会社員人生の岐路に立つタイミング
で、仕事とは何か、組織とは何か、あ
るいは自分とは何かについて考える良
い機会となった。

この先ずっと付き合っていける素晴ら
しい仲間が出来ました！ 一生の財産
です。

異業種の方々との交流はとても刺激
的で、今の自分のポジションを客観的
に見て、そして指摘してもらえるのが
新鮮でした。

打越 かおり

梅原 里依

永森 咲希

古澤 奈津季

様々な価値観を認め合う事の大 切
さ、素晴らしい同期とのつながり、学
ぶ事の重要性など、たくさんの気づき
をありがとうございます！

積極的に学ぶことの大切さ、多様性
を認めることの重要性を知ることが
出来ました。 これからも自分の能力
を高めていきたいと思います。

自ら飛び込んだ西岡塾では、自分を
進化させるための具体的な考え方を
学び、実行するための勇気を得まし
た。まさに現在実践中です。

自分自身の「こうありたい姿」を深く
考えることが出来ました。講師の方や
メンバーとの出会いで視野が広がり
ました。

大島 実穂

紺野 聡子

三輪 弘美

渡辺 千砂子

ありたい姿を明確にし、変化し続ける
ことの重要性を学びました。塾生やメ
ンターとのつながりも心強く、前向き
な刺激をたくさん受けました。

自分自身と向き合う貴重な時間となり
ました。人とのつながりの大切さを再
認識出来ました。

西岡塾に出会えた事は人生における
宝です。一つひとつの言葉に心を揺
さ振られ、日々自分との戦いでした
（笑）
。心躍るような仕事をします！

様々な経歴の講師陣、塾長や小安さ
んの熱い言葉、温かい仲間の存在は、
仕事のみならず自分の人生を見つめ
る機会と勇気を与えてくれました。
（50 音順）
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