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岩田松雄氏と対談
えられた目の前の仕事を一所懸命やっていく
うちに、次のチャンスに巡り合ったというのが
実感です。その時々では偶然の選択でしたが、
不思議なことに後で振り返るとすべてが繋が
り、必然の選択だったように思います。
朝倉：青年会議所は一年ごとに役員が変わります。今
年度は私が理事長を務め、会のリーダーとして
活動するわけですが、岩田先生の著書には常に

朝倉：明けましておめでとうございます。岩田先生、
今日はよろしくお願いいたします。
岩田：おめでとうございます。よろしくお願いします。

「ミッション」という言葉が出てきます。その
真意を教えて下さい。
岩田：私は「ミッション」をその組織や会社の存在理
由だと定義しています。青年会議所は「ミッシ

朝倉：岩田先生は日産自動車に入社して生産管理や営

ョン」を大切にしている団体ですね。先日も、

業、財務と様々な業務を経験し、そのあとにア

(公社)日本青年会議所から依頼があり、講演を

メリカに渡り、MBA を取得されましたが、な

してきました。

ぜ海外に渡り MBA を取得しようと思ったので
すか。
岩田：私は日産に入社した時から社長を目指していま

朝倉：なぜ組織や会社に「ミッション」が必要なので
しょうか。

した。友人から社内留学制度があることを教え

岩田：それがないと存在理由がないからです。経営者

てもらい、経営の勉強をしたいと思って留学し

は、株主のために利益を上げることが使命とい

ました。

うふうに教えられていますが、私は企業という

朝倉：MBA を所得してから、一流企業の役員を歴任
されておりますが、固定して一社に留まること
は考えなかったのですか。
岩田：転職した時には、当然その会社に長くいたいと
いう気持ちもありました。しかし経営者という
のは様々な理由から長く居座ることができな
いし、居座るべきではないと思います。
朝倉：意図的に異業種挑戦しようと思われたのですか。
岩田：最初から異業種にチャレンジしようという気持

のは「世の中をよくするために存在する」と思

ちを持っていたわけではありません。自分に与

っています。その存在理由が「ミッション」で
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す。つまり企業は世の中を良くするというミッ

朝倉：徳を高めるとはどのようなことでしょうか。

ションの実現のために存在しているのです。

岩田：徳を高めるとは自己を修め、人間性を高める努
力をしていくことです。人間を磨くことがリー
ダーになる条件とも言えます。そうした意識を
持つことが大切です。
朝倉：最後になりますが、岩田先生の著書に「挫折す
るから謙虚になる、苦悶するから優しくなれる」
という詩があり大変いい言葉だと思いました。
起き上がらないと挫折の意味がない、本気で取
り組まないと分からないという意味では、是非、

朝倉：なるほど。企業は世の中を良くするために存在
するということなのですね。

理事長としてメンバーに伝えたいと強く感じ
ました。

岩田：一般的に利益を出すことが企業の目的と考えら
れていますが、利益はあくまで「ミッション」
を達成するための 手段に過ぎません。 THE
BODY SHOP は化粧品を通じて、スターバッ
クスはコーヒーを通じて世の中に貢献する「ミ
ッション」を持っています。
朝倉：「ミッション」とはぶれずに持ち続けるものな
のですね。
岩田：私は人生においても「ミッション」を持つべき
だと思います。皆さんもぜひ「好き」で「得意」
で「人のため」になることをヒントに自分の「ミ

朝倉：岩田先生、お忙しいところ、今日はありがとう
ございました。
岩田：どうもありがとうございました。桐生青年会議

ッション」を考えてみることをお勧めします。

所の存在理由「ミッション」が達成されるよう

また私は自分の一度持った「ミッション」を進

に頑張ってください。

化させてもよいと思っています。

岩田氏のことば
朝倉：「経営者になる前にすべき」ことの中で、最後
は人間力とお話しされていますが、岩田先生の

『リーダーに求められるもの』

考える人間力とはどういうことですか。
岩田：どれだけ自分の私欲を抑えて、周りの人に貢献

・高い志（ミッション）を持つ

できるかだと思います。できるだけ早くに自ら

・徳を高める努力をする

手を挙げてでもリーダーになり、多くの失敗や

・無私の心を持ち続ける

挫折を経験しておくことが重要です。その中で

・素直さを持つ

失敗や挫折を乗り越える力を培い、人格的に成

・範を示す

長することが大切です。徳を高めるということ

・怨みに任ずる覚悟を持つ

になります。青年会議所の中のいろいろな役職

・後継者を育てる（良い DNA を残す）

を経験することも素晴らしいことだと思いま

・意中に人あり（メンターを持つ）

す。
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理事長プロフィール

岩田松雄（いわた・まつお）氏プロフィール・略歴

-昭和 51 年（1976）年 9 月 17 日生まれ

-昭和 33 年（1958）6 月 2 日生まれ

-有限会社あさくら 営業マネージャー
-平成 18 年、会員委員会

委員

-平成 19 年、総務委員会

委員

-大阪出身。大阪大学経済学部卒業後、日産自動車に
入社。工場での生産管理や営業、財務など様々な業
務を経験。カリフォルニア大学ロサンゼルス校アン

（社）日本青年会議所 関東地区

ダーソンマネジメントスクールでＭＢＡを取得。ジ

群馬ブロック協議会
ぐんまアカデミーネットワーク委員会 委員
-平成 20 年、会員委員会

コーラなどを経て、コカ・コーラビバレッジサービ

副委員長

次代創造特別委員会

委員

-平成 21 年、まちづくり創造委員会 委員長
-平成 22 年、総務委員会

ェミニ・コンサルティング・ジャパン、日本コカ・

委員長 理事

-平成 23 年、常任理事 まちづくり実践室 室長
創立 55 周年事業部会 部会長
-平成 24 年、副理事長
（公社）日本青年会議所 関東地区協議会
地域経済再生委員会 委員
-平成 25 年、副理事長
（公社）日本青年会議所 関東地区
群馬ブロック協議会
ぐんまの魅力創造委員会 委員
-平成 26 年、副理事長
（公社）日本青年会議所

ス常務執行役員、ゲーム会社アトラス社長、タカラ
取締役常務執行役員、イオンフォレスト社長などを
歴任。その後、スターバックスコーヒージャパンで
ＣＥＯを務めた。2012 年には産業革新機構に参画
もしている。現在は株式会社リーダーシップコンサ
ルティング代表取締役社長。著書に『スターバック
ス CEO だった私が社員に贈り続けた 31 の言葉』
『つ
いていきたいと思われるリーダーになる 51 の考え
方』『ミッション 元スターバックス CEO が教える
働く理由』ほか。
好きな言葉
「おもしろきこともなき世をおもしろく」
「冷に耐え、苦に耐え、煩に耐え、閑に耐え、激せ
ず、躁がず、競わず、随わず、以て大事を成すべし」

総務グループ 財務運営会議 委員
-平成 27 年、桐生青年会議所第 59 代理事長就任

人との出会いも出来事も、
ひとつひとつ大事にしま
しょう。
2015 年（公社）桐生青年会議所成功を祈願し初詣
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総務委員会

委員長 柏瀬 優

副委員長 田島 友一

委員長 葉山 勇

副委員長 川中子 友美

委員長 小林 鋼平

副委員長 中村 里沙

副委員長 森 昭寿

会員委員会

副委員長 黒澤 淳聡

人間力向上
委員会
副委員長 養田 達人

郷土教育
委員会
委員長 西出 喜則

副委員長 石内 宏樹

副委員長 大澤 道成

委員長 瀬谷 真志

副委員長 糸井 理紗

副委員長 中村 誠

副委員長 黒澤 卓也

副委員長 武井 洵

副委員長 田島 佳幸

副委員長 伏木 康雄

未来創造
委員会

きりゅう映画祭
委員会
委員長 中静 一浩

創立 60 周年準備
特別委員会
委員長 大賀 崇充

