


皆さんのマイブームをチャットに。（映画、本、⾳楽etc）

参加者の皆様におすすめしたい



キャリアに悩む から キャリアを考える を⽂化へ

皆さんと創りたい未来



2008年 地域社会学会奨励賞受賞
2016年 法政⼤学ベストティーチャー賞受賞 720⼈中4⼈
2018年 ⽇本の⼈事部 「HRアワード︓書籍部⾨」 ⼊賞
2020年 ⽇本の⼈事部 「HRアワード︓書籍部⾨」 ⼊賞

⼀橋⼤学⼤学院社会学研究科を経て、⽇本学術振興会特別研究員（SPD 東京⼤学） メ
ルボルン⼤学⼤学院政治学研究科 客員研究員（2年）

カリフォルニア⼤学バークレー校社会学研究科 客員研究員（2年）

法政⼤学教授 博⼠号 専⾨︓キャリア開発
Email: ktanaka76@hosei.ac.jp

⽥中研之輔

【経歴】

【受賞歴】

33社の企業顧問・取締役を歴任
⽇経doors/⽇経U22/Business Insider /NewsPicks/⽇本の⼈事部/毎⽇新聞
「キャリア開発」 「⼈事」 「経営戦略」 「採⽤」 「育成」 関連登壇・研修、年200回以上

キャリア開発論 著書29冊【専⾨・著作】

【登壇・研修】
【連載6本】
【企業顧問】



⽥中研之輔 著書ライブラリー（2002-2022）専⾨はキャリア開発

組織・集団

都市・社会

⾝体

⽂化・空間

キャリア



理論／視座
（2019）

実践／⽅法
（2020）

⼈的資本の最⼤化︓プロティアンキャリア開発

戦略／習慣
（2022）

戦略／選択
(2021）

実践／教育
（2021）

⾏動／⽂化
（2022）

組織／活⽤
（2022）



SNS︓ amazon/note/Twitter/NewsPicks/YouTube/Linkedin/Eight



今、⼀番課題を感じている、キャリアの悩みはなんですか︖

10秒でチャットに書き込んでください。



キャリアワークアウトで、あなたらしい⽣き⽅を⼿に⼊れる

今⽇の1時間で、皆さんと実現したい︕



コロナへの集合的レジリエンスが「パンドラの箱」をあけた︕

組織内キャリアから
⾃律型キャリアへ





キャリアの悩みは、9割解決できる

キャリアに悩むのは、「状況」への「認知」が問題



プロティアンキャリア形成の「3つの⼼がけ」

他責にしない → キャリアオーナーシップを持つ

過去を否定しない → これまでの⾃分を受け⼊れる

「でも」を使わない → 能⼒開発はセルフドリブン



キャリアワークアウト 強化⽉間︕

2022年8⽉



キャリア診断

これからのキャリアを成⻑させる「プロティアン」

戦略策定

客観的に状態
を把握する

⾃らのキャリア成⻑
を戦略的に描く



キャリアワークアウトを⼿に⼊れる︕書店、Amazon他

＊どうしてもの事情で、購⼊できない⽅は、
タナケンが「あなたの未来」投資します。

Twitterで@してください。DMで送付します

WEEK1  2022年8⽉5⽇ー7⽇



出典︓NewsPicks ⽥中研之輔 解説「今、再評価されるプロティアン・キャリアとは」（2019）
https://newspicks.com/news/3607208/body/?ref=user_3644856

組織は地⾯のようなもの
個⼈の求める場を提供する

これまでのキャリア

キャリアとは１つの組織で
昇進するための“尺度”だった
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WEEK2 8⽉8⽇ー14⽇ キャリアリテラシー形成

https://style.nikkei.com/career/ASH05050/



WEEK3 8⽉15-21 キャリアワークアウト︕



プロティアンキャリアで成⻑ビジョンを描くための3Steps

① 戦略設計&意識改⾰ー3S分析でセルフポジション確定

② キャリアトレーニングー⽣き⽅デッサン、ビジョンワークetc

③ 組織貢献ー個⼈と組織のより良い関係をプロデュース



SDGs

持続可能な環境とキャリア

SDCs

＊SDCs＝（Sustainable Development Careers）





プロティアンキャリア最前線の取り組み

主体的なキャリア形成で「個⼈と企業」の関係性を最善化

企業の⽣産性と競争⼒をグロースさせるエンジン

キャリアの課題や取り組みを共有・連携し、戦略⼯程を練る



引⽤元︓ https://ci.nii.ac.jp/naid/110007598029
論⽂タイトル︓先⾏研究からみたキャリア開発の規範的命題--キャリア開発の問題点を探る
著者名 ︓岡本 英嗣 をもとに ⽥中研之輔が加筆

仕事・キャリアのサイクル 家庭・プライベートのサイクル

⾃⼰成⻑サイクル

キャリア戦略
⽣き⽅働き⽅

https://ci.nii.ac.jp/naid/110007598029


https://newspicks.com/news/5010253/body/





⾃ら主体的にキャリア形成していく。
キャリア・オーナーシップを持つ働き⽅

プロティアン（変幻⾃在の）キャリア

❶ 組織に囚われるのではなく、個⼈によって作り出されるキャリア
❷ 外的に決められる成功の基準ではなく、⼼理的成功感を⾼める

キャリア



これからの主体的なキャリア形成の鍵は⼆つ

変化を活かす⼒

変化する環境に対して反応学習
探索と統合⼒，そしてその状況に
適⽤させようとする意欲

「アイデンティティ」 と 「アダプタビリティ」
⾃分らしくある

⾃⼰の欲求や動機，価値
観，興味，能⼒など明確
な⾃⼰イメージや⾃⼰認

識があること





伝統的キャリア（=組織内キャリア︓Organizational Career）



⾃らキャリアをグロースさせる︕

⾃らの「ポテンシャル」を最⼤限に発揮できているか︖

Yes or No



キャリアグロースのブレーキを特定し、外す

「ポテンシャル」を発揮できていないなら、その原因は何︖



DX

「よく⽣きる」ために取り組むべき
⼆つのX (=トランスフォーメーション）

CX

＊ここでのCX＝（キャリアトランスフォーメーション）



キャリア⾃律型＝プロティアンの⼈材育成は、
性別・年齢・職位・勤続年数・規模 に関わらず可能である。

CX＝プロティアン型キャリアトランスフォーメーションへ

プロティアンの射程︓社会が抱えるキャリア課題解決



CX（＝キャリアトランスフォーメーション）とは ©⽥中研之輔 2021.2

新卒⼀括採⽤→新⼈研修→組織内年功序列・昇進

組織内キャリアへの安⼼と依存ー閉鎖的なキャリアー

プロティアンキャリア形成 ー挑戦・成⻑を応援し続ける組織ー



プロティアンキャリアの「強み」

キャリア棚卸し→ 過去分析

キャリアトランジッション→「点」の分析

キャリア戦略→ 未来構想

キャリア資本論



今必要なのは、キャリアを戦略的にグロース

経営戦略

事業戦略

キャリア戦略

キャリアブレーキの特定

キャリアアクセルの向上



キャリア形成にも戦略的思考

組織戦略

キャリア戦略

採⽤戦略

⼈事戦略 事業戦略



プロティアンな戦略思考を磨き続けよ

キャリア戦略ニューノーマル 働き⽅



フロー体験はスキルとチャレンジが共に⾼い時に起こる。典型的な⾏動はA、すなわち低いチャ レンジと低い
スキルから始まる。もしもその状態が続くと、スキルは向上し、その⾏動に飽きて くる（B）。この時点で、フロー
に⾄るにはチャレンジを⾼めなければならない（C）。このサイクル はDとE を通してより⾼い複雑さのレベル
で繰り返される。優れたフロー活動では、このような サイクルがほとんど無限に続き得る。注：ミハイ・チクセ
ントミハイ著『フロー体験とグッドビ ジネス』（世界思想社）より抜粋

チャレンジ

仕事アウトプットを⾼めるフローの条件

スキル

不安

退屈

フロー

⾼

⾼

A B

C D

E

低

低



プロティアンのフォーカスポイント

過去のロールモデルは役⽴たない。変わるべきは個⼈

教育→仕事→引退の「先」を⾒据えたキャリア設計

キャリア資本蓄積による戦略的形成



「強み」を戦略的かつ徹底的に磨く

キャリア・レバレッジへの中⻑期・分散型の⾃⼰投資

⾃⼰を⾏動変容させ、関わりあう⼈・組織をキャリア開発する

WEEK4 8⽉22-31 キャリアワークアウト︕



❶キャリア資本の市場・⾃⼰分析
❷キャリア資本の戦略的蓄積
❸キャリア資本の段階的可視化

ニューノーマルで求められるプロティアン・キャリア
組織と個⼈が共に成⻑し続ける術



キャリア資産＝⾃⼰投資×キャリア資本

キャリア資本論、前提の理解



無形資産＝ビジネス資本×社会関係資本



強みを資産に→⾃⼰投資＋キャリア資本へ

投資時間

経験蓄積

ビジネス資本

社会関係資本

キャリア資産

経済資本⾃⼰投資

キャリア資本



キャリア

経済資本

社会関係資本

キャリア資本

キャリア資本の分配 + 蓄積
©⽥中研之輔（2018）

ビジネス資本

これからの働くとは、キャリア資本を蓄積していくこと

ジョブスキル

年齢・勤続年数・パフォーマンス・職務経験



©一般社団法人プロティアン・キャリア協会

48

トランスファー
型

ビジネス資本
社会関係資本

経済資本

転職

イントラプレナー型

ビジネス資本
社会関係資本

経済資本

組織

ハイブリッド型

ビジネス資本
社会関係資本

経済資本

副業

セルフエンプロイ型

ビジネス資本
社会関係資本

経済資本

起業

プロフェッショナル型

ビジネス資本
社会関係資本

経済資本

専⾨

コネクター型

ビジネス資本
社会関係資本

経済資本

関係

キャリア資本の戦略的蓄積のモデル







https://newspicks.com/news/5313847/body/?ref=search



⽥中研之輔・浅井公⼀・宮内正⾂（2020）『ビジトレ：今⽇から始めるミドルシニアのキャリア開発』（⾦⼦書房）

「学び直し」メソッド：ビジトレ 5原則

❶現状把握の原則

❷⽬標設定の原則

❸適正負荷の原則

❹漸進負荷の原則

❺継続⾏動の原則

現状を把握する
⽬的を設定する
適度の負荷を与える
徐々に強度を⾼める
⽇常的に継続する



プロティアンキャリア術 ©⽥中研之輔 2021.5

「強み」を戦略的かつ徹底的に磨く

キャリア・レバレッジへの中⻑期・分散型の⾃⼰投資

⾃⼰を⾏動変容させ、関わりあう⼈・組織をキャリア開発する





キャリア資本戦略 初期キャリア形成期
（⼊社ー30歳）

中期キャリア形成期
（30歳ー45歳）

後期キャリア形成期
（45歳ー70歳）

ビジネス資本

社会関係資本

経済資本

キャリア資本戦略ー中⻑期計画



プロティアンキャリア形成として個⼈パーパスの策定

2022年の個⼈パーパスを決める

2025年までの中⻑期⾃⼰投資戦略の策定

⼈⽣をどう終えたいか、何を残したいか



プロティアン・パーパスの策定ポイント

パーパスは「キャリア形成」に応じて「変化」していく

パーパスは「⼀つ」だけでなく「複数」可能

パーパスは「個⼈のポテンシャル」を伸ばす羅針盤



個⼈パーパスの基盤ー創り⼈として⽣きる

⾃らを創るー成⻑への持続的な⾃⼰投資

組織・事業・集団を創るー⼈を育てる、組織を育てる

社会を創るーより良き未来を創る





プロティアンキャリア形成の⾒取り図

キャリア戦略

キャリアブレーキの特定 キャリアアクセルの向上

キャリア診断 ⾃律型キャリアへのビジトレ

経営戦略 事業戦略


