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 ＯＫＢグループのシンクタンク㈱ＯＫＢ総研（岐阜県大垣市郭町 2-25 社長 五藤義徳）は、

2019 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。 
 

2019年度新入社員の理想の上司 

～明石家さんまが 2年連続でトップ、2位はイチロー～ 

2019 年度新入社員の「理想の上司」ランキング 

順  位 理 想 の 上 司 支 持 率 

1位 (1) 明石家さんま 6.6％ (9.5) 

2位 (5) イチロー 6.1％ (2.5) 

3位 (2) 松岡修造 5.8％ (6.1) 

4位 
(4) 内村光良 3.6％ (3.0) 

(10) 水卜麻美 3.6％ (1.9) 

6位 (3) 天海祐希 2.8％ (5.4) 

7位 (7) 所ジョージ 2.4％ (2.3) 

8位 (13) 櫻井翔 2.0％ (1.2) 

９位 
(13) マツコデラックス 1.8％ (1.2) 

(13) ムロツヨシ 1.8％ (1.2) 
 

女性新入社員

理想の上司 理想の上司

1位 (3) イチロー 9.1 (4.2) 1位 (3) 水卜麻美 7.6 (4.2)

2位 (1) 明石家さんま 6.6 (10.4) (2) 明石家さんま 6.5 (8.5)

3位 (2) 松岡修造 5.1 (7.7) (4) 松岡修造 6.5 (4.0)

4位 (7) 内村光良 3.3 (2.2) 4位 (1) 天海祐希 6.0 (12.2)
5位 (7) 所ジョージ 3.1 (2.2) 5位 (4) 内村光良 3.9 (4.0)

(4) 松本人志 2.0 (3.5) 6位 (8) 櫻井翔 2.9 (2.1)
(22) 長谷部誠 2.0 (0.7) (54) イチロー 2.6 (0.2)
(26) マツコデラックス 1.8 (0.5) (13) ムロツヨシ 2.6 (0.9)
(22) 坂上忍 1.8 (0.7) 9位 (8) マツコデラックス 1.8 (2.1)
(10) タモリ 1.5 (1.8) 10位 (6) 所ジョージ 1.6 (2.3)
(17) 池上彰 1.5 (0.9) (13) 大泉洋 1.6 (0.9)
(36) 出川哲朗 1.5 (0.4)
(22) 本田圭佑 1.5 (0.7)

順位 支持率（％）

男性新入社員

順位 支持率（％）

10位

6位

8位
7位

2位

 （注）敬称略。括弧内は前年度の順位、支持率。



 

 

順

位
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 201８年度 2019年度

1 天海祐希 タモリ 所ジョージ 松岡修造 天海祐希 明石家さんま 明石家さんま

2 明石家さんま 明石家さんま 明石家さんま 明石家さんま 明石家さんま 松岡修造 イチロー

3 イチロー 天海祐希 イチロー 天海祐希 松岡修造 天海祐希 松岡修造

4 所ジョージ イチロー 天海祐希 所ジョージ 所ジョージ 内村光良 内村光良

5 北野武 堺雅人 松岡修造 イチロー 水卜麻美 イチロー 水卜麻美

6 タモリ 所ジョージ タモリ タモリ 内村光良 松本人志 天海祐希

7 池上彰 松岡修造 池上彰 松本人志 イチロー 所ジョージ 所ジョージ

8 松岡修造 真矢みき 北野武 マツコデラックス 松本人志 北野武 櫻井翔

9 真矢みき 堺雅人 北野武 池上彰 林修 マツコデラックス

10 江角マキコ 松本人志 福山雅治 マツコデラックス 水卜麻美 ムロツヨシ

順

位
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 201８年度 2019年度

1 イチロー タモリ イチロー 松岡修造 明石家さんま 明石家さんま イチロー

2 明石家さんま イチロー 所ジョージ 明石家さんま 松岡修造 松岡修造 明石家さんま

3 所ジョージ 明石家さんま 明石家さんま イチロー 所ジョージ イチロー 松岡修造

4 北野武 所ジョージ 松岡修造 所ジョージ イチロー 松本人志 内村光良

5 タモリ 北野武 池上彰 タモリ 松本人志 北野武 所ジョージ

6 松岡修造 堺雅人 タモリ 松本人志 内村光良 林修 松本人志

7 池上彰 松岡修造 松本人志 池上彰 池上彰 内村光良 長谷部誠

8 落合博満 坂上忍 北野武 北野武 北野武 所ジョージ マツコデラックス

9 松本人志 福山雅治 堺雅人 阿部寛 高田純次 大泉洋 坂上忍

10 水谷豊 松本人志 関根勤 福山雅治、大泉洋 タモリ タモリ
タモリ、池上彰、

出川哲朗、本田圭佑

順

位
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 201８年度 2019年度

1 天海祐希 タモリ 天海祐希 天海祐希 天海祐希 天海祐希 水卜麻美

2 明石家さんま 天海祐希 真矢ミキ 明石家さんま 水卜麻美 明石家さんま 明石家さんま

3 真矢みき 明石家さんま 所ジョージ 松岡修造 明石家さんま 水卜麻美 松岡修造

4 江角マキコ 真矢みき タモリ マツコデラックス 松岡修造 松岡修造 天海祐希

5 所ジョージ 堺雅人 明石家さんま 篠原涼子 内村光良 内村光良 内村光良

6 櫻井翔 篠原涼子 マツコデラックス 真矢ミキ 櫻井翔 所ジョージ 櫻井翔

7 池上彰 江角マキコ 関根勤 所ジョージ マツコデラックス 高橋一生 イチロー

8 篠原涼子 櫻井翔 堺雅人 櫻井翔 マツコデラックス ムロツヨシ

9 菅野美穂 櫻井翔 内村光良 櫻井翔 マツコデラックス

10 松岡修造
池上彰、北野武、篠原涼子、堤真一、

EXILE HIRO、福山雅治、松岡修造、

向井理

堺雅人

ＥＸＩＬＥ　ＨＩＲＯ 林修
所ジョージ

大泉洋

（注）網掛けは2019年度全体で回答率が高かった上位3位までの人。
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◆今年度の新入社員に、「あなたの理想の上司とはどんなタイプですか。著名人・有名人
に例えて１人記入ください（自由回答）」と尋ねたところ、男性・女性の新入社員から
安定した支持を得た「明石家さんま」が、昨年に続き 2 年連続のトップに輝いた。  

 
◆全体ランキングでトップの明石家さんまは、「明るく元気なので楽しく仕事が出来そう」、
「後輩の面倒見がよさそう」、「失敗しても笑って励ましてくれそう」といった意見が
寄せられた。バラエティ番組の司会者などの活躍を通じた、明るい雰囲気づくりや若手
芸能人への面倒見の良さなどが、新入社員の好感を得ており、頼れる上司としての
イメージが定着していると思われる。  

 
◆全体ランキングでは、3 月に現役引退を発表したイチローが２位と前年 5 位から順位を
上げた。「トッププレイヤーにも関わらずストイック」、「目標に向かって努力を続け、
結果を出しているから」、「信念がある」といった意見が寄せられた。特に男性新入社員
から高い支持を得ており、「理想の先輩」や「理想の自分」としてのイメージも重ねている
と思われる。  

 
◆男女別ランキングでは、男性が選んだトップ３はイチロー、明石家さんま、松岡修造、
女性が選んだトップ３は水卜麻美、明石家さんま、松岡修造となった。水卜麻美は、  
初の女性トップを獲得した。「いつも笑顔で明るい」、「優しい」などその人柄の良さ
から女性の支持を多く集め、全体ランキングでも４位となった。  

 
（文中：敬称略）  

■参考資料：過去の「理想の上司」の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新入社員アンケート調査概要 

(1)調査対象：岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県所在の企業 255社の新入社員  

(2)調査期間：2019 年 3月 13日～4月 5日 

(3)調査方法：ＯＫＢ大垣共立銀行主催の新入社員研修会受講者(1,070人)に無記名方式で実施 

(4)有効回答者数：1,057人(有効回答率 98.8%) 

※うち理想の上司についての有効回答者数：834人（男性 452人、女性 382人） 

(5)回答者属性： 

 

以  上 

全体 男性 女性

1,057名 558名 499名

21.1歳 21.3歳 20.9歳

高校卒業 35.5％ 31.2％ 40.3％

専門学校卒業 10.8％ 11.4％ 10.2％

短期大学卒業 4.8％ 1.6％ 8.4％

4年制大学卒業 45.0％ 50.7％ 38.7％

その他 3.8％ 5.1％ 2.4％

岐阜県 45.7％ 45.0％ 46.5％

愛知県 42.3％ 41.9％ 42.9％

三重県 2.2％ 2.7％ 1.6％

滋賀県 0.9％ 0.9％ 0.8％

その他 8.9％ 9.5％ 8.1％

建設業 7.6％ 9.9％ 5.1％

製造業 44.5％ 48.4％ 40.1％

卸売業、小売業 11.8％ 10.6％ 13.1％

医療・福祉 9.2％ 6.2％ 12.5％

サービス業 13.1％ 10.6％ 16.0％

その他 13.9％ 14.4％ 13.3％

（注）端数を四捨五入しているため、合計は100％にならない場合がある（以下同じ）。その他には不明を含む。

業種

有効回答者数

平均年齢

最終学歴

居住地


