「Ｄ＆Ｉは、事業環境の

摂」を意味する。

設置。野瀬さんは同部に

轄組織としてＤ＆Ｉ部を

２０２０年６月に社長直

するのを見る中で、自然

外の人と英語でやり取り

流の機会を重ね、父が海

からそうして外国人と交

んでくれた。中学生の頃

０周年を迎えた同社では、 すると、相手はとても喜

最大手の非鉄金属メー

なっている概念だ。日本

とって最重要の課題と

世界のあらゆる企業に

あるＳＤＧｓとともに、

能な発展のための指針で

Ｄ＆Ｉは近年、持続可

取り組みを進めています」

性の活躍』に力を入れた

社では切り口として『女

りが重要となります。当

て成果を出せる組織づく

く、最大限能力を発揮し

属性」の社員も働きやす

研究者が日本にやってく

中学生だった頃、海外の

に移ったのですが、私が

企業で働いたあとに大学

研究する研究者でした。

「私の父は金属の薄膜を

振り返る。

る時間が好きだった」と

むなど、
「一人で没頭でき

絵を描いたりマンガを読

のときは美術部に所属。

の地域で暮らした。中学

滋賀・宮城・富山と複数

て、父親の転勤のために

は幼少期から高校にかけ

丹市に生まれた野瀬さん

賑やかなカフェテリアに

だし、お昼休みは広くて

で当てられて頭は真っ白

たんです。初日から授業

がぜんぜんわからなかっ

りの子が話している英語

スに入ったのですが、周

英語を学ぶＥＳＬのクラ

非ネイティブの子たちが

が唯一の日本人でした。

大きな学校でしたが、私

「生徒数が多い、規模の

だ。

の公立高校に通ったこと

州に一家で引越し、現地

期限つきで米国イリノイ

父の仕事の都合で半年の

で落ちきってから、開き

直った。「どうせ半年後に

は日本へ帰るのに、友だ

ちの一人もいないまま終

わるのは嫌だ！」と思っ

たことから、勇気を出し

てＥＳＬのクラスの友だ

ちに自分から話しかけた

り、授業中も必死で発言

するよう心がけたのだ。

「日本でも何度か転校経

の学校では黙っていても、

私に気を遣って話しかけ

てくれました。でもアメ

2006

滋賀大学卒業

な国の出身の生徒がいた。

ミャンマーなどさまざま

中国、フランス、ロシア、

ＥＳＬのクラスには、

残り時間の少ない中
で必死の受験勉強
留学経験と英語力が
就職活動の武器に

んです」

めて仲間に入れてくれた

う思うんだ』と存在を認

で、初めて『麻里子はそ

言し、行動していくこと

ん。自分から積極的に発

誰も相手にしてくれませ

リカでは黙っていたら、

カリフォルニア大学アーバイン校
Extension Program留学

高生のときから、

変化に対応しながらイノ

所属する同僚４人ととも

滋賀大学経済学部入学

みんな同じ制服を

ベーションを創出してい

に、社員や管理職を対象

と心に海外への関心が芽

1998

中
着て周囲の空気を読んで
行動することに、馴染め
ない気持ちを抱いていま
した。だからこそ今、仕
事で取り組む一人ひとり
の多様性を生かすダイ
バーシティ＆インクルー
ジョンの考え方に、とて
そう語るのは、住友電

も共感を覚えるんです」

くため、組織で働く一人

生えていった。中学卒業

人生の大きな転機となっ

カーで、エネルギー、情

ると、私を『案内役』に

住友電気工業株式会社 入社
人事部労政グループ、大阪製作所人事グループ、
人事部グローバル人事室などを経て現在に至る

2006

工に入社して 年目にな
る野瀬麻里子さんだ。「ダ
イバーシティ＆インク
ルージョン（以下Ｄ＆

ひとりの視点・経験・知

としたセミナーなどを企

後、富山県の県立高校に

Ｉ ） と は 、「 多 様 性 と 包

識（＝ダイバーシティ）

画しながら、社内にＤ＆

兵庫県生まれ
以後、父の転勤等で滋賀・宮城・富山で育つ

ニスの部活に力を注いだ。 験がありましたが、日本

意な英語の勉強と硬式テ

入学した野瀬さんは、得

Ｉの浸透を図る。
ジョン）組織の強みに変
える取り組みのことです。
そのためには、性別・国
籍・年齢・障害の有無な

1982

たのが、高校３年のとき、 周りの友だちが転校生の

報通信、自動車などの多

一人ぼっちで、食事は殆

１９８２年、兵庫県伊

岐にわたる事業を展開す

して一緒に連れて回るこ

ど喉を通らず、最初の１

2004

コロナのために在宅勤務が増え
たことから運動不足になり、空い
ている時間に家の周りを20分ほ
ど走るようになりました。もともと
ランニングや筋トレは苦手でした
が、パーソナルトレーニングにも
通ったことで克服し、達成感と
充実感を感じています。

どにかかわらず、
「多様な

る住友電工も、Ｄ＆Ｉの

だが気持ちがどん底ま

いました（笑）
」

週間は自室で毎晩泣いて

とがありました」

忍者村など観光地の見

2001

伺いました！

カタコト英語で
外国人を観光案内
アメリカで半年間の
高校生活を送る

を生かし、それらを融合

住友電気工業株式会社
ダイバーシティ・インクルージョン部企画推進グループ
グループ長補佐

させて（＝インクルー

野瀬 麻里子 MARIKO NOSE
推進に力を入れている。

どころを、カタコトの英

世界 カ国以上に 万人

語で外国の研究者に説明

富山県立呉羽高校入学
高三の半年間、
父の仕事でイリノイ州の公立高校へ留学

Q お休みの日の息抜きを

Personal Data

もの社員を擁するグロー

28

Q&A
これがききたい！

16

バル企業であり創業１２

40
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非鉄金属メーカー 業界
人財育成編

住友電気工業株式会社

日本最大手の企業で
ダイバーシティ＆
インクルージョンを推進
多様な人々が能力を発揮して
新たな価値の創出を目指す

ダイバーシティ＆インクルージョン
（多様性と包摂）
。

高校生の皆さんにとっては馴染みの薄い言葉かもしれないが、

今、世界中の企業が自社に根づかせようと努力する概念だ。

日本の最大手非鉄金属メーカー住友電気工業
（以下、住友電工）
で働く

野瀬麻里子さんは、学生時代の留学経験を生かしながら、

同社のＤ＆
Ｉを推進する活動を続けている。

TOSHIN TIMES 2022

そこで同級生に日本語会

学ぶクラスにも参加し、

徒を対象とした日本語を

た。またネイティブの生

びに行くほど仲良くなっ

放課後にお互いの家に遊

野瀬さんは同級生たちと

た。

レスを感じることになっ

ギャップに、大きなスト

校と、日本の学校の

楽しかったアメリカの学

追い込み時期で、自由で

国すると、今度は受験の

だが高校３年の９月に帰

うど当社でも海外志向の

ある学生が少なく、ちょ

「当時はまだ留学経験の

友電工に入社を決めた。

最初に内定をもらった住

中心に就職活動を行い、

い」と考え、メーカーを

考えています」

風土を整えていきたいと

出していける組織作りと

がいを感じながら成果を

とって働きやすく、やり

けでなく、あらゆる人に

を生かしながら、女性だ

の意識を改革していくこ

だけでなく、一人ひとり

す。また制度面を整える

解』を探す必要がありま

の組織にとっての『最適

わけではなく、自分たち

のノウハウや正解がある

スピードが日進月歩で早

現代は技術の発展する

んな難しい課題だからこ

とも極めて重要です。そ

学生の採用に力を入れ始
めたときでした。また男

留学した米国では自立

そ、大きなやりがいと面

巻く環境も目まぐるしく

した個として扱われ、自

のほうが、変化にいち早

を発揮して協働する組織

す」と振り返る。
「どんな

分の武器になっていま

キャリア形成において自

を経験できたことが、

日本政府も後押ししてい

「社会での女性の活躍を

未来にとっても参考とな
るはずだ。

2. ご参加方法

各社で活躍するビジネスパーソンが、自動車会社
の仕事の醍醐味について まるごとお話します！

白さを感じています」

変化する。そういう時代

分の意見を言うことと、

く対応して新しい価値を

環境におかれても、自分

後半は留学の目的であっ

ますが、出産や子育ての

先着申込順

まっており、事業を取り

の採用を拡大する時期で

だからこそ、同質性が高

入社してから人事・労

生み出すことができる。

で立てた目標を持って行

たグローバルビジネスを

ために女性が思うように

自動車業界のエンジニアが、現在の仕事に繋がっ
ている学生時代の学びや、進学へのアドバイス、
仕事のワクワクなどについてお話します！

性中心の採用から、女性
もあり、ちょうどタイミ

い集団よりも、多種多様

自己責任で生きる姿勢を

務関連の部署で経験を積

多くの企業がＤ＆Ｉに力

集中的に勉強するため３

英語で学ぶコースを履修

仕事に力を注げなくなっ

東進の講師が特別出演 !!

右の QR コードから
お申し込みくださ
い。受付メールが届
いたらお申し込み完
了です。

第 2 部 参加型イベント

ングが合ったんです」

求められた。
「

んだ後、英語を生かせる

を入れるのは、
「そうしな

代でそれ

な文化やバックボーンを

グローバル人事の経験を

科目で受験でき、歴史が

した。韓国、台湾、スペ

てしまうことは今も珍し

参加人数制限無し

第１部 聴講型イベント

①７月 23 日（土）10:00 〜 12:00 ／②７月 30 日（土）10:00 〜 12:00

持つ人がそれぞれの強み

経て、現在の野瀬さんは

動する事が自分を成長さ

あり卒業生の就職率も良

イン、トルコからの留学

くありません。一方で、当

日本の自動車業界で活躍する社会人が登壇する聴講型イベントや参加型イベントなど、
男女・文理志望問わず、将来のきっかけづくりになる夏の特別イベントです

多種多様な存在が
新しい価値を生み
目標に向かうことが
自分を成長させる

Ｄ＆Ｉ部の中心となって

せ、その経験は必ず将来

の糧になるはずです」と

ければ次の時代に生き残
要性があるからだ。

社内の意識変革を進める。 れない」という切実な必
なかでも力を入れるのが

い滋賀大学を受験するこ

生と交流し、多様な文化

社も共働き社員は増えて

語る野瀬さんの歩みは、

とに決めた。ほかの生徒

や価値観に触れるととも

多くの高校生の皆さんの

に比べ受験対策にかけら

に、英語の力を磨いた。

「女性の活躍」の推進だ。 「Ｄ＆Ｉの実践には、ど

れる時間も少なく、担任

人生を生きる力」になるのだと思います。

の会社でも通用する定形

からは志望校を下げるこ

積み重ねて行くことが「自立して自分の

1. お申し込み方法

※いずれか１回より参加できます。

テーマ：【勉強って社会にどう影響するのだろう？】

参加予定企業

話も教えた。最後の頃に

チャンスにもつながりました。この経験を

イベント申込方法・参加方法

イベント詳細

開催日時

おり、私自身も共働きで

になり、未来を作ります。

一般社団法人 日本自動車工業会

主催

参加費：無料

４歳の娘を育てながら働

経験で得たものがあなたの個性と自信

月に帰国すると「高い

や目標を持って挑戦してください。その

とも提案されたが、必死

があること、ワクワクすること」にも目的

「大学でも再度留学した

そのためにも、若いときこそ「やるべき

は、日本に帰りたくない

ありましたが、目標を持ってやれることを

いています。自分の経験

これまで苦しい状況に直面することも

技術力でグローバルに展

分につながっていると感じています。

開する企業で仕事がした

が自分の志向や価値観を作り、今の自

の勉強により見事現役で

り、自身の成長はもちろんのこと、次の

3
合格した。

の人々に恵まれたことも、若いときの経験

い」と考えたことから、経

社会人になり、幸いやりたい仕事や周囲

済的負担の少ない国立大

たら全く違う人生になっていたでしょう。

くらいアメリカでの生活

ニングポイントであり、あの経験がなかっ

自動車業界や
理系分野の
研究に興味がある人
集合！

2022 年 7 月開催 中高生向け 自動車業界ウェブセミナー

10
▲ 大 学 時 代の留 学 中に
友人たちとアメリカ・グラン
ドキャニオンを訪れた際の
写真。留学経験が今の仕
事にも生かされている。

こと」だけでなく、「やりたいこと、興味

「人生で最も大変だった
経験の一つですが、自力
で乗り越えたことが自信
につながりました。アメ
リカでの半年間は、日本

こすことで人から協力や支援をもらえた

2
住友電気工業の大阪本社。部員は少数精鋭で、企画・立
案を行う。 2 学生時代の留学や人事部での業務経験、さ
らに子を持つ親としての目線を生かして、社員が働きやすい
環境や、多様な人材が活躍できる職場作りを行っている。
3 受付の様子。世界に向けて発信を行うため、英語や中
国語のパンフレットも用意されている。

高３での米国留学はまさに人生のター

(2) 第 2 部までご参加の場合はマイク・
カメラをご準備ください。

＜1 部＋2 部両方ご参加の方＞
両部通しで Zoom でのご参加です

英語講師
安河内 哲也先生

で過ごしていたら培われ
なかった価値観が身につ
き、自分の人格のベース
滋賀大学の３年生のと

となったと思います」

やる、相談できる相手や仲間を作る、よ

1 ダイバーシティ・インクルージョン部のオフィスがあるのは、

高校時代の自分へ
手紙を書いてもらいました

(1)PC、スマホ、タブレットのいずれかで
ご参加可能です。

【動画出演】

化学講師
立脇 香奈先生

き一年休学し、野瀬さん
はカリフォルニア大学
アーバイン校に８カ月間
留学した。最初の半年で
英語を集中的に学びＴＯ
ＥＩＣ８５０点を達成し、

り良いと思う方向へ小さくても行動を起

1
▲Ｄ＆
Ｉ
を推進していくうえで、最新の知見やデータを知るた
めに専門書の読書は欠かせません。組織論や個人の成長
に関する研究書を中心に常に数冊を並行して読んでいま
す。
また共働き家庭で子育てをするうえでなくてはならないの
がスマートフォンのカレンダーアプリです。家族で予定を共
有することで、子育てと仕事を両立させています。

12

Letter to myself in my highschool days

が楽しく、有意義な半年

仕事に
関する
書籍
スマー と
トフォン

＜1 部のみご参加の方＞
YouTube でのご参加です

【ナビゲーター】

間を過ごすことができた。 学を志望。少ない期間で

お仕事 Item

09

野瀬 麻里子

ディスカッション ＆ もっと詳しく聴く

