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﹁
大学時代に仲が良かつた後輩が︑銀行
に就職後しばちくして過労死したんです︒
そ のころからですねド組織 の中 で働くこ
とに疑間を持ち始めたのは１１﹂
現在︑税理士として活躍している山本
憲 明さん ０一
七歳︶は︑自ら のサラリー マ
ン時代をこう振り返 る︒
山本さんが大学を卒業した 一九九四年
は︑就職氷河期 の初期︒
希望していた企業 からは内定がな かな
かもらえず︑結局︑大手工業計器メーカ
ーに入社した︒半導体試験装置 の営業 に
配属されたが︑最初は技術系 の知識を深
めるためにプ ログラミングや回路設計 に
従事︒慣れな い技術系 の仕事 に悪戦苦闘
し つつし︑出世を目指して コツ コツと頑
張 っていた︒しかし︑その努力 にも空し
さを感じるようにな った︒

!

﹁
後輩０死をきっかけに健康管理を意識
する計 になり︑残業しない一早朝出社
慣を つけました︒ところが︑会社
する習︐
が評価するのは︑だらだらと残業して上
司にアピー ″するのがテ■ い人︒このは
ま会社で頑張 つでも︑自分は出世できな
いような気がしてきたんです﹂
四十代のビジネ スマンにと って︑山本
さんの境過は他人事ではな いだろ λ 自
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閉ざ され︑キ ャリ ア の限界 を決 き つけら

れる︒そのまま漠然と組織 に残 っても展
望は開けな いが︑転職や独立 に役立 つよ
うな スキ ルもな い︒そ こに閉塞感や焦り
を感じている人も少なくな いはずだ︒
では︑どうすれば活路を開けるのか︒

確保した︒

上司に助けられ︑勉強 の時間はきちんと

た︒陰 口を叩く同僚も いたが︑理解ある
に息子 の少年野球 の コーチをす る時間が

家族と過 ごす時間も増えた︒ いまは週末

入学時 から就職などの
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るのかと いう疑間も浮 かぶ︒
四十代だ から こ
しかし︑笠木さんは︑﹁
そ有利な点もある﹂と指摘する︒
﹁
資格さえあれば メシが食えると いう の
は間違 い︒たとえ資格 で独立しても︑ビ

ジネ スマンとしての実務経験 や マネジ メ
ント能力︑ コンサ ルタントとしての コミ

ュニケー ション能力がなければ︑職業と
して続けて いくのは困難です︒その点︑

組織 の中で揉まれてきた四十代 には大き

なアドバ ンテージがあります﹂

代 の多くは︑若 いうち

杉山さんは大手電機 メーカーから出版
社に転職して︑人事畑を歩んできた︒早

だ︒
四七歳︶
労務士の杉山秀文さん ︵

かして活躍して いる人も いる︒社会保険
から自分 のキ ャリアを

来 に不安を抱えながらも︑ これからど の
よう に自分 のキ ャリアを つく っていけば
よ いのかがわからな い︑と いう のが彼ら
の本音でしょう﹂
そ こでキ ャリアを見直すき っかけとし
︒
て活用してもら いた いのが資格取得だ
主要な資格 の平均合格年齢は三〇歳前後
で︑四十代が いま から挑戦して成功でき

年 には無事 に合格できました﹂
合格後︑すぐ には独立しな か ったが︑
人事部次長 から秘書課を経 て︑退職を決

のですが︑結果は散 々︒でも︑それが逆
によか った のでしょ 乳 試験 の レベ ″と
自分 の実力 の差を痛感した ことで︑本腰
を入れて勉強 に取り組むようになり︑翌

した のも︑規模 の違う会社 に移 って人事
マンとして経験 の幅を広げたか った から
だ︒社労士 の試験は三八歳 のときに初め
て挑戦した︒
﹁
それなり の点数が取れる自信はあ った

い時期 から独立を視野 に入れて いたが︑

考える教育や機会もな

実務経験を積 むことを優先︒途中 で転職

減り︑同期が次 々に脱

中間管理職のポ ストが

のフラ ット化が進んで

いまま管 理職 にな って
います︒ 一方 で︑組織

キ ャリア指導を行うキ
ヤリアセンターを開設
してから︒現在 の四十

実際 に会社員時代 の経験を最大限 に活

社 懺 士 になって
職部を発展的改組して︑ ﹁
がい る﹂
ΥＬ
なり ■め警

うに解説する︒
﹁
働く側 のキ ャリアデザイ ンが日本 で注
目され始 めた のは︑九
九年 に立命館大学が就

十代ビジネ スマンが抱える問題を次 のよ

Ａ ・修士号を取る﹄などの著書がある資
︑
格ジ ャーナリ スト の笠木恵司さんは 四

一番 の楽しみです﹂
﹃
価値ある資
資格試験合格後 の本﹄や ﹃
格厳選 ２００﹄﹃
イ ンターネ ット でＭＢ

ちなみに税理士は 一一科目中五科目合
格で取得できる科目合格制で︑ 一度合格
した科目は無期限で繰り越せる︒自分 の
ペー スで合格プ ランが立 てられるので︑
働きながら取得するのにも ってこいだ︒
山本さんの場合は︑初年度 に二科日︑次
いで○科日︑ 一科日︑二科日と︑四年が

業して︑イ ンターネ ットを活用した マー
ケテイングで︑ 一年目 から四〇社 の新規
︶売り上げ となる顧間料収入
顧客を獲得＾
も︑初年度 一七３３万円を達成した︒
﹁
以前と比 べて忙しさは変わりませんが︑
主体的 に仕事 に取り組 めるから充実感が
違う︒また︑自分で時間管理できるので

落していく のを目 の当たりしている︒将

早稲田大学政治経済学部卒後、
横河電機に入社。働きながら4年 で
税理士試験に合格、1年 間の準備Xll間 を
経て2005年 に独立、千葉県船橋 ￨ド に
「山本憲明税理士事務所」を開設する。
・l̲気 象予報士 の資格も
取得。
ほ力
著書に『 税理士 最短合格 の時間術・
ある。
勉強術』な勲 ゞ

﹀
かりの資格取得だ った︑
資格を取得した翌年 の二ЭＯ五年 に開

●税 理 士

資格﹂だ
山本さんが辿り着 いた答えは ﹁
った︒
﹁
行き詰まりを感じていた ころ資格 の本
を読んだら︑税理士は食 えると書 いてあ
つた︒昔 から数字を扱う のは得意なので︑

税理士なら好きな仕事を自分 のペー スで
できる︒そう思 って︑働きながら資格 の
勉強を始めました﹂
手始 めに日商簿記二級を取得︒それか
ら本格的に税理士 の勉強を始 めた︒実務
経験を積むため︑会社に申し出て経理 へ
の異動も果たした︒周囲 には資格取得を
宣言︒ スクー ルに通う日は定時 に帰れる
よう に逆算して仕事を片付ける工夫をし
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