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2010 年度新入社員の理想の上司 

～所ジョージが 2 年ぶりにトップに～ 

 

大垣共立銀行グループのシンクタンク㈱共立総合研究所（岐阜県大垣市郭町2-25 取締役社長 牧野司郎）は、

2010年度新入社員の「理想の上司」の調査結果をとりまとめましたのでご案内します。 

 

１．2010 年度新入社員の「理想の上司」 

 (敬称略）

1 所ジョージ 10.4 (6.8)

2 イチロー 6.8 (15.4)
3 島田紳助 6.3 (8.6)
4 明石家さんま 5.3 (3.7)
5 タモリ 3.8 (6.2)
6 北野武 3.5 (4.6)
7 原辰徳 2.8 (4.4)
8 関根勤 2.3 (0.7)
9 星野仙一 2.0 (1.8)
10 大泉洋 1.8 (0.9)

(敬称略）

1 島田紳助 7.3 (9.6)

2 明石家さんま 6.0 (3.8)

3 所ジョージ 5.6 (9.3)

4 真矢みき 4.6 (3.8)

5 天海祐希 3.6 (3.0)

6 タモリ 2.6 (4.8)

黒木瞳 2.0 (1.3)

関根勤 2.0 (0.5)

武田鉄矢 2.0 (0.0)

ベッキー 2.0 (2.0)
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（％）

男性

女性

（％）(敬称略）

1 所ジョージ 8.3 (8.0)

2 島田紳助 6.7 (9.0)

3 明石家さんま 5.6 (3.8)

4 イチロー 4.4 (10.1)

5 タモリ 3.4 (5.5)

6 北野武 2.6 (2.7)

関根勤 2.1 (0.6)

真矢みき 2.1 (2.0)

9 原辰徳 1.7 (2.9)

10 天海祐希 1.6 (1.4)
（注）括弧内は前年度の支持率

総合
（％）
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◆今年度新入社員に、「あなたの理想の上司とはどんなタイプですか（自由回答）」と尋ねたと

ころ、所ジョージが 2 年ぶりにトップに返り咲いた。 

 

◆総合ランキングにおいて、上位を占めた所ジョージ、島田紳助、明石家さんまへの高い支持は、

男女問わずここ数年で定着してきた感がある。 

 

 

資料配布場所：大垣市政経済記者クラブ、名古屋金融記者クラブ 

 【本件に関するお問い合わせ先：共立総合研究所 調査部 羽田
は だ

 裕
ゆたか

 Tel.0584-74-2615】 



 

 

◆ここ数年の傾向として、機転の利いた軽妙な語り口によって和気あいあいとした雰囲気を作

り出す「親しみやすさ」と、若手に活躍の場を与えて引っ張っていこうとする「リーダーシ

ップ」が、理想の上司の 2 大要素になりつつあるようだ。 

 

◆女性からの回答では、昨年に引き続き、複数の女性がランクインするとともに、真矢みき、

天海祐希がそれぞれ順位を上げている。ドラマの影響等により、ここ数年で「女性の上司」

がよりイメージしやすくなってきており、女性が同性の上司を好むという傾向が定着してき

たようだ。 

（文中：敬称略） 

 

 

 

◆参考資料：過去の「理想の上司」の推移 

（敬称略）

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
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 所ジョージ
星野仙一 明石家さんま 明石家さんま 明石家さんま 星野仙一 島田紳助 島田紳助

明石家さんま 北野武 星野仙一 星野仙一 タモリ 所ジョージ 明石家さんま
北野武 星野仙一 松嶋菜々子 篠原涼子 島田紳助 タモリ イチロー

松嶋菜々子 松嶋菜々子 北野武 タモリ 明石家さんま 明石家さんま タモリ
長嶋茂雄 森本レオ 森本レオ 島田紳助 北野武 原辰徳 北野武
森本レオ 長嶋茂雄 長嶋茂雄 みのもんた 東国原英夫 北野武 関根勤

いかりや長介 いかりや長介 王貞治 北野武 篠原涼子 真矢みき 真矢みき
武田鉄矢 落合博満 イチロー 古田敦也 イチロー 篠原涼子 原辰徳
黒木瞳 タモリ 黒木瞳 黒木瞳、東国原英夫 みのもんた 天海祐希 天海祐希

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
星野仙一 所ジョージ 所ジョージ 所ジョージ 所ジョージ イチロー 所ジョージ
所ジョージ 明石家さんま 明石家さんま 星野仙一 星野仙一 島田紳助 イチロー

明石家さんま 星野仙一 星野仙一 明石家さんま 北野武 所ジョージ 島田紳助
北野武 北野武 北野武 タモリ 明石家さんま タモリ 明石家さんま

武田鉄矢 森本レオ イチロー 島田紳助 タモリ 北野武 タモリ
長嶋茂雄 落合博満 古田敦也 みのもんた 島田紳助 原辰徳 北野武
森本レオ 長嶋茂雄 王貞治 北野武 イチロー 明石家さんま 原辰徳

いかりや長介 いかりや長介 島田紳助 古田敦也 松本人志 星野仙一 関根勤
高倉健 タモリ 長嶋茂雄 イチロー 落合博満 松本人志 星野仙一

山本浩二 堀江貴文 森本レオ 東国原英夫 東国原英夫 落合博満、高田純次、みのもんた 大泉洋

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
所ジョージ 所ジョージ 所ジョージ 篠原涼子 所ジョージ 島田紳助 島田紳助

明石家さんま 明石家さんま 明石家さんま 所ジョージ 島田紳助 所ジョージ 明石家さんま
松嶋菜々子 松嶋菜々子 松嶋菜々子 明石家さんま タモリ タモリ 所ジョージ
星野仙一 北野武 星野仙一 黒木瞳 篠原涼子 イチロー 真矢みき
長嶋茂雄 森本レオ 黒木瞳 タモリ 明石家さんま 明石家さんま 天海祐希
北野武 星野仙一 北野武 久本雅美 東国原英夫 真矢みき タモリ
黒木瞳 久本雅美 久本雅美 島田紳助 久本雅美 篠原涼子 黒木瞳

長塚京三 黒木瞳 森本レオ 星野仙一 星野仙一 天海祐希 関根勤
森本レオ 長塚京三 長嶋茂雄 東国原英夫 黒木瞳 久本雅美 武田鉄矢
椎名桔平 長嶋茂雄 王貞治 北野武、古田敦也 みのもんた ベッキー ベッキー

全
　
　
体

男
　
　
性

女
　
　
性

 
 

 

 

 

 

 



 

 

２．調査概要 

 (1)調査対象：岐阜・愛知・三重・滋賀県所在の企業288社の新入社員  

(2)調査内容：2010年3 月18日～4月8日 

(3)調査方法：大垣共立銀行主催の新入社員研修会受講者(1,004名)に無記名方式で実施 

(4)回答者数:999人 (有効回答率99.5%) 

(5)回答者属性： 

  

全体 男性 女性

999名 544名 455名

21.1歳 21.1歳 21.0歳

最終学歴 高校卒業 34.9% 32.8% 37.4%

専門学校卒業 9.6% 10.9% 8.1%

短期大学卒業 5.8% 1.5% 11.0%

４年制大学卒業 46.0% 49.5% 41.9%

その他 3.6% 5.3% 1.5%

居住地 岐阜県 56.4% 59.0% 53.2%

愛知県 34.6% 32.6% 37.0%

三重県 1.4% 1.1% 1.8%

滋賀県 2.3% 2.8% 1.8%

その他 5.3% 4.5% 6.2%

業種 建設業 10.4% 13.8% 6.2%

製造業 40.8% 46.7% 33.5%

卸売業,小売業 16.7% 11.0% 23.9%

サービス業 10.9% 10.5% 11.5%

その他 21.2% 18.0% 25.0%

有効回答者数

平均年齢

 

 

以 上  


