THE LONG INTERVIEW
─ この人と 1 時間

インタビュアー（構成・写真）

茂

て
私もワーキングマザーの一人とし
でいます
社会的な職業キャリア確立へ歩ん

関本
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女優 タレント
NPO法人キャリア権推進ネットワーク 理事
戸板女子短期大学 客員教授

菊 池 桃 子 さん

きくち・ももこ
1968年，東京都生まれ。1984年，映画『パンツの穴』のヒロインとして
芸能界デビュー。同年，『青春のいじわる』でレコードデビュー。現在，
文化放送『菊池桃子のライオンミュージックサタデー』メインパーソナリ
ティ，テレビ朝日系『人生の楽園』（毎週土曜日）案内人，NHKドラマ10
『ガラスの家』（毎週火曜日）出演中。2012年 3 月，法政大学大学院政策
創造専攻修士課程修了。学術研究分野は『雇用政策を踏まえた人びとのキャ
リア形成』。母校の戸板女子短期大学で客員教授を務めている。

1984年の芸能界デビュー以来，幅広い世
代から支持を受けているタレントの菊池桃子
さん。一男一女の母親として公私ともに多忙
な日々を送るなか，2008年からは大学院に
進学して政策創造（雇用政策）を専攻。雇用
問題や人々のキャリア形成の大切さについて
の研究成果を修士論文にまとめあげた。その

菊池桃子

思いを伺うと，
「僭越ながら，芸能活動を通し

「キャリア権」とは何か（キャリア権の 3 要素）

て社会貢献できる人になりたいという思いが
強くありました」と明言。謙虚に，そして時
に大胆に，自身の生き方を見つめながら，常
に真っ直ぐな歩みを続けて止まない女性・菊
池桃子さんに聞く，この人と 1 時間。

「働く」意味を模索しながら大学院へ

出典『キャリア権を知ろう キャリアを磨く，キャリアを活かす』
（発行：NPO法人キャリア権推進ネットワーク）

そもそもタレントの菊池桃子さんが，雇用
問題に関心を抱くようになったきっかけとは
何だったのだろうか。

を持った人間が働いていくなかで，やはりそ

「私は15歳でスカウトされ，16歳で芸能界

れぞれのキャリア構築の仕方があるのではな

にデビューした頃から，『働くとはどういう

いかと深く考えるようになったんです。私の

ことなんだろう？』という自分自身への問い

人生の中でも，とても大きな出来事でした」

かけが常に心のどこかにありました。親は大
学を卒業してから働き始めましたが，私はま

言葉の一つひとつを丁寧に選びながら，確

だ世の中のことを何も知らない現役の高校生

信を持った口調で語り続ける菊池さんであ

で，
『もしかしたらこのまま，大人の言って

る。

いる定年というところまでずっと走り続ける

「私は芸能界にいますので，よく『一般的

のかな』などと，漠然と考えたりもしていま

な企業の方とは考え方が違うでしょ』と言わ

した。

れることがありますが，でも芸能の仕事も

そうして何年か芸能界で仕事をするうち

『働く』という言葉でとらえると，その働き

に，働くことは一生涯の中でとても大きなウ

方の多様性は皆さんもご存じの通りで，逆に

エイトを占めるものだと強く意識するように

芸能界の職域の広さを活かして，『働く』こ

なり，最初は自分が働くことだけに精一杯で

との意味を改めて皆さんに考えてもらう役割

したが，いつしか人のためや社会のためにつ

を担った芸能人になれるのではないのかな

ながっていくものだと，働く意識は段階を踏

…，そんなふうに考えたことがきっかけとな

んで大きくなっていきました。

り，2008年から大学院で『雇用政策』を学

そんななか，大きな転機となったのは私自

び始めました。

身が母親になってからで，実は娘が乳児期に

最初は，自己満足に終わるのかもしれない

突然，脳梗塞になって後遺症を残してしまっ

というふうに思っていて，自分自身のなかで，

たんですけれども，そうなってくるとこれは

何か得られるものが見つかれば嬉しいという

健常な人間だけではなくて，いろいろな特性

程度の学び方でした。でも実際に勉強してい
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くと，人口問題から発生するこの国の経済の

キャリアを取り巻く法的フレームの変化

厳しい様子や，まだ完全とはいえない社会保
障の問題，雇用に関する法律であるとか，あ
とは性差の問題もありますね。そういったあ
らゆるところに雇用の憂いみたいなものを感
じるようになって自分なりにのめり込んでい
ったんです」

業種を超えて学び集う仲間たち
菊池さんは2008年に大学院を受験してか

出典『キャリア権を知ろう キャリアを磨く，キャリアを活かす』
（発行：NPO法人キャリア権推進ネットワーク）

らの充実した学びの日々を「学問脳が目覚め
た」と独特の言い回しで表現してくれた。
「脳の中のどこがどう働いているのか正直，
よく分からないんですけれども，今まで使っ
てなかった脳の部位が確実に動いているよう
な感じがしたんですね（笑）。

学ぶほど，シビアな問題が多いことに気がつ
いた」と振り返る。
「例えば，労働に関する法律であったり，
差別的な問題であったり，あとはメンタルヘ

ゼミで指導していただいたのは諏訪康雄先

ルスの問題であったりとか，働く皆さんの抱

生（法政大学大学院政策創造研究科教授）で，

えている悩みの部分というのは深刻で，しか

先生からはまず初めに，インタビューやアン

も心につながる繊細な部分でもあって，そこ

ケート調査といった実際の人々の声を分析す

に踏み込んでいくということになってくる

ることがきちんとできるようになってから外

と，やはり慎重に自分自身が，学問で裏付け

で発言することの重要性を教えていただきま

された力を持っていないと，安易にお話する

した。

ことが難しいことにも気がつくようになりま

次に，質的な調査ができるようになったら，

した。

省庁などが発表しているような量的な統計デ

この部分はとても大きかったですね。おか

ータというものをきちんと読み，それを自分

げさまで今は，例えば，自分自身が疑問に思

自身で相関関係を分析できるぐらいにまでな

ったことなどは，各省庁の白書や資料を読み

らないといけないということを徹底して教え

込んで，講演活動に備えています」

ていただきました。
要するに，論拠なく『私はこう思っている

菊池さんが大学院に入学したときの年齢は

んだもん』『だから伝えたいんだもん』では

40歳。共に学ぶゼミ仲間たちの年齢層も幅

通用しないということですね（笑）」

広く，芸能界だけにいたのではなかなか実現
しづらい各界の人材との出会いもまた新鮮だ

菊池さんは「働く」ことについて「学べば
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った様子だ。

菊池桃子

「大学院にはいろいろなゼミがあったんで

「働き方」をめぐる未来予想図

すけれども，
私が所属したゼミのテーマが『雇
用政策』ということで，実社会での実務経験
のある人だけがメンバーとなっていました。
机上の空論にならないように実務経験者ばか
りを優先的に迎えるというゼミでした。です
から，そういった意味ではとても平均年齢が
高く，同期の中では結果的に私が一番年下で
した（笑）
。
皆さん，本当に一生懸命で，しかも転職を
見据えてということではなく，大学院で学ん

出典『キャリア権を知ろう キャリアを磨く，キャリアを活かす』
（発行：NPO法人キャリア権推進ネットワーク）

だ知識を現在の職業に生かそうと前向きでし
た。実際に，
『最近プレゼン能力が上がった』

院で勉強しだすと新鮮なことばかりで，『け

とか，
『作る資料の質が良くなって周囲から

っこう覚えられるんだなぁ』とか，『また違

の評価が高くなった』とか，すごく喜んでい

う世界が見えてくるものだなぁ』と，もう一

らした姿が印象的でした。

人の自分みたいなものを発見することが多い

あとは，定年退職をされてから大学院に来

ですね。

ている方もいらっしゃいましたね。そういう

そんなことを大学院で共に学ぶ仲間とのコ

方は人生の一つの節目を迎えたところで，新

ミュニケーションを通して感じたりもしてい

たな自分の行く道が発見できたっていうこと

ました。本当に貴重な経験でした」

で，若者のように瞳を輝かせていましたし，
中には会社を興した方もいらっしゃいます。
大人になってくると，『もうこれ以上，自

雇用政策の問題解決は総力戦で

分自身の能力開発をする必要はない』と決め

一男一女の母親として子育てをしながら芸

つけてしまう部分がかなりあるんじゃないか

能活動を続けている菊池さんもワーキングマ

と思うことがあるのですが，それは自分自身

ザーの一人。職業選択から始まり，結婚，出

が社会に出てから身につけたスキルというも

産，職場への復帰など，女性における岐路の

のに，ある程度の自信を持っているからでは

選択についてとりわけ高い関心を寄せている

ないでしょうか。あるいは，今，自分が所属

のも全く不思議ではないのだ。

している組織の中で求められていない部分と

「例えば，女性の育児休業ということに関

思ってしまい，今一つ積極的になれなかった

しては，職場の皆さんはよく意味も分かって

りするのかもしれません。

いると思いますが，これを男性に限定すると，

いずれにしても，何か新たなことに繰り出

なかなか定着しづらいと言いますか，日本の

そうと思う方は，そんなに多くはないと思う

過去を振り返ってみましても，そういう慣習

んですね。でも意外と，大人になって大学

が産業界になかったわけですから，受け入れ

─ この人と 1 時間
₂₀₁₃.₁₀
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には時間がかかって当たり前だとは思いま

これからの人事を考える

す。従って，それぞれ個人にその意識を落と
し込むにはさらに時間がかかると思うんです
けれども，やはりそこは『企業側がまずリー
ドする』という積極的な姿勢をとることを望
みたいと思っています。
ご存じの通り，日本では今，人口と年齢構
成のゆがみの中で生産年齢人口がギュッと減
ってしまっていて，今後社会の支え手を増や
さなくてはなりません。国も税収を上げるた

出典『キャリア権を知ろう キャリアを磨く，キャリアを活かす』
（発行：NPO法人キャリア権推進ネットワーク）

めに，外国からの労働力をもっと入れなくて
はならないとか，厚生労働省の障がい者雇用

る重要なキーパーソンの一人』として，それ

政策でも分かるように，ハンディキャップを

ぞれの近くにいる人たちに見てもらいたいな

有する方々にも社会に積極的に参加していた

っていうふうに私は思っています」

だく道を開いています。さらに，今後は定年
も延長されて，近い将来には70歳定年にな
るかもしれないという議論にもなっています
ね。
つまり，日本の国としては，国民全員で何

菊池さんによると，「芸能界でもワーキン
グマザーはすごく難しい問題」だと言う。

とかこの国を守っていかなくてはいけないと

「芸能活動は働く時間帯に規則性がありま

いう厳しい状況に置かれていて，この中で，

せんので，例えば午前 3 時から子供を預けた

今まではどちらかというと弱い立場にあり，

りとか終了予定の時刻を過ぎることもあり，

しかし可能性を秘めている私たち女性の就労

柔軟な保育体制で預かってくれる場所を探す

についても，注目が集まっているわけです。

ことは困難です。家族に助けてもらおうと思

だけれども，現場では，女性が結婚とか出産

っていても，その家族が病気になってしまっ

という選択を一度でもしてしまったら，元の

たりとかで，仕方なく何度か子供を現場に連

職場にはなかなか戻ってくることができない

れて行ったこともあるんです。しかし，決し

という厳しいM字カーブの現実があり，そこ

て歓迎されるムードではなかったですね。本

を何とかしなければ，もう一歩も進めない情

当に難しい問題だと思います。

況になっているのも事実です。
私が考える問題打開のイメージは，一言で
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トータル100％超の力を活かす

女性は子供を持つと俗にいう「ママ友」
という運命共同体ができるんですけれども，

いえば『総力戦』。日本の国全体が一つのチ

このママ友の存在がとても大きくて，私もず

ームになって，社会的な人口動態の変化って

いぶんと助けていただきました。それと，逆

いうのを受け止めてほしいですね。もっと言

にママ友同士だからこそ共有できる悩みもあ

うと，男性には特に，女性たちを『社会を守

って，特に私の周りには『このままではなか
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菊池桃子

なか職場復帰ができないのではないか』と，
そんなふうに悩んでいる人も決して少なくな
かったですね。
でも，これは前に本で読んだことなんです
けれど，確かイタリアの女性が書いた本の中
に，
『働く母親として出せる力は本来の80％
程度かもしれないけど，社会のことを知りな
がら子育てをするという行為にはどんどん付
加価値がつくので，トータルとしては100％
を超える自信につながる』という部分があっ
たんです。大学院の時に，本当に記憶にない
くらいたくさんの本を読んだので，その本が

常に時間を大切にしながら，今やるべきことに
全力を傾けているという菊池さん

一体何の本だったか全く覚えていないんです
けど，おおよその内容はそんな感じで，『確

「『キャリア権』と聞くと，なんとなく難し

かにそういう考え方ってあるかもしれない』

そうに感じる方もいらっしゃるかもしれま

と思いました。

せんが，私はよく『職業を通じて一人ひとり

今，ダイバーシティという言葉も社会の中
に馴染んできましたけれども，例えば，『ト

が成長し，幸せになる権利』と分かりやすく
説明するよう心がけています。

ータル100％を超える自信がある』と言うマ

そもそも『キャリア』と言っても，忙しく

マ友のような人材が，ただ社会の中で混ざり

生活していると，ふと立ち止まって自分のキ

合って男性と一緒に仕事をすることだけでは

ャリアを考えてみることってあまりないと

なく，一人ひとりに多様性があるからこそそ

思うんです。ないというか，忙しすぎて振り

れぞれの力が生かされ，ひいてはそれが企業

返る余裕もないって言ったほうがいいのか

力を高める労使関係のWIN-WINに発展して

もしれないですね。

いくわけですね。そういう考え方がもっと社

でも今の時代，安定だけの世の中ではない

会に根付いていく仕組みみたいなものを，

ことはもう皆さんも分かってきていて，そう

経済界の方たちがなるべく早く作ってくれな

なったときには一人ひとりが，『自分自身の

いかなと期待しています」

キャリアってなんだろう』と振り返り，同時
にちょっと先のことまでの未来図を描いて，

職業を通じて幸せになる権利を

残しておくことも大事だなと思うんです。実
際は，大きな岐路に立たされた時ぐらいにし

2012年 8 月，菊池桃子さんは『NPO法人

か自分自身のキャリアを見つめないようで

キャリア権推進ネットワーク』の理事に就任。

すが，それではちょっともったいないですよ

キーワードとなる『キャリア権』の推進に向

ね。

けて先頭を走っている。

そういう意味で，私がキャリア権推進ネッ
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トワークの活動の先頭に立たせていただくこ

「キャリア権」の法的フレームを考える

とで，『キャリア』というカタカナ語に関心
を持ち振り向いてもらうきっかけになれば嬉
しいですね」
NPO法人キャリア権推進ネットワークで
は，
『キャリア権』の定義について，『働く人
が，その人生（ライフキャリア）に大きな位
置を占める職業生活（職業キャリア）を通じ
て自己実現し，幸福を追求する権利』と明記
している。
「大学院で学んで初めて知ったことですが，
個人の職業生活設計であるキャリアデザイン

出典『キャリア権を知ろう キャリアを磨く，キャリアを活かす』
（発行：NPO法人キャリア権推進ネットワーク）

やキャリアプランニングが尊重されなければ
ならないということは，職業能力開発促進法

人生におけるキャリアの充実が問われる時代

や男女雇用機会均等法などでも定められてい

であり，キャリアこそが最大の財産になる』

ることです。『職業生活設計に配慮する』と

というお言葉が今も忘れられません」

か『充実した職業生活を営む』という表現に
なっています。

一度きりの人生だからこそ動く！

人生の中で，職業生活はとても大切な位置
付けにあることに改めて気づきました。そし

芸能活動のほか，不定期ながらも母校の教

て，今や就業者に占める雇用者の割合は 9 割

壇に立ち，女子大生を相手にキャリア教育に

近くになっています。

ついての講義を受け持っている菊池さん。最

私は16歳から働いていますので，もしも，
65歳定年の企業に勤めていたらなんと49年

キングマザー」でいられる秘訣を聞いてみ

間，つまり半世紀も働くことになります。一

た。

方で，企業の寿命は20年とも30年ともいわ

「すごくくだらないことかもしれないんで

れています。企業の寿命よりも働く人の勤続

すけど，よく『生まれ変わったらどうする？』

年数がずっと長い時代になっており，終身雇

っていう話がありますよね。私，実は全く信

用もすでに現実的ではなくなっていると思い

じていないんです。だって，生まれ変わった

ます。個人の職業キャリアを一つの企業で支

という人に会ったことないですし（笑）。『実

援できる時代ではなくなっています。

は菊池さんとは 2 回目なんですけど』とか

そのためには，企業や学校や国など社会全
体で個人の職業キャリアを応援していきたい
ものです。諏訪先生の『現代は，二度とない
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後に，どんなに忙しくても「常に元気なワー
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『私は 3 回目です』っていう友達なんか周り
にいませんもの（笑）。
ですので，私はその反動かもしれませんが，

菊池桃子

『一度きりの人生』という思いがすごく強い
んですね。
私は過去に特定疾患を患いました。
本当に人生は何があるか分かりませんので，
だからこそ，毎日を充実させようという気持
ちがすごく強いようです。
だから，
『時間管理』に関しても全く呑気
でいられなくて，忙しかったり，やることが
いっぱいあると，『今日はとても充実してる
な』って満足してしまうんです（笑）。人そ
れぞれで考え方が違うので何とも言えないで
すけれども，私自身はそういう考え方が好き
ですね。これからも何事も全力投球で頑張っ
ていきます」

A fter an Hour
1996年にリリースされたヒット曲に『渋
谷で 5 時』がある。この曲はデュエット曲で，
鈴木雅之氏のお相手の女性が菊池桃子さん。
「今日は渋谷で 5 時

大学では「これからの時代の女性のキャリア」
などをテーマに教壇に立つ。学生たちに統計
データの扱い方なども丁寧に指導している

ふたりでサボタージュ」

というオフィスの恋を描いた胸をくすぐる歌
詞が記者には懐かしい。

でも，だからといってアナログがダメで，
デジタルが良いということではなく，生きて

ちなみに，今回のインタビューは“銀座で

きた時代の異なる世代の力や多様性を巧く

4 時半”
。場所も時間も大きく異なるが，メ

融合させていくところに人事の強みが生ま

ディアでおなじみの素敵な笑顔と，デビュー

れるのではないかと思っています。

以来，変わらないキュートな声がそこにあっ
た。

大学では新聞記事の切り抜きを使った授
業も実施していますが，それはそれですごく

「40代の私たちは家庭にパソコンがなかっ

盛り上がって，逆にアナログ的な学び方が新

た時代に学生時代を過ごしていますが，今の

鮮な学生たちの様子に，ちょっとした手応え

大学生は生まれたときから携帯電話があり，

も感じています」

当たり前にインターネットから情報が得られ

キャリア権を幸せのキーワードにして，さ

る日常の中で育ってきていますので，その情

らに進化を続けようとする菊池桃子さんで

報を取得するスピードといったら段違いなも

ある。

のがあります。

もうひとこと

HP「記者の部屋」へ

─ この人と 1 時間
2013.１０ 人事マネジメント
www.busi-pub.com
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