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本セミナーの要約 

本セミナーでは、ミドル・シニア社員の学び直しをテーマに、ジェイフィール片岡、NTT コミュニケーションズの浅井氏、NEC マネ

ジメントパートナーズ名久井氏の 3人で探究をしてまいりました。 

冒頭片岡からは、日本社会が長寿国家になってきているが、多くの社会人が学び直しをしておらず、キャリア自律ができてい

ない現状が伝えられました。そして、それを越えていくために、動機づけ理論の中から内面的動機づけの重要性とそれを実行す

るための 3 つの鍵について語れました。 

次に、浅井氏よりご自身の数千人に対する面談者の中から、モデルケース 3人のお話しをしていただき、そこから見えてきた

3人の共通点について語られました。 

最後に名久井氏より、ビジネススクールで研究された結果見えてきた、35歳前後で訪れる霧、そしてその越え方について語

られました。 

ご自身がキャリアで悩んでいる、会社のキャリア施策をどうしたら良いか分からない、そのような方におすすめです。 

  

ミドル・シニア社員の活躍実現セミナー 
～学び直し、リスキリングの成功ポイントを探る！～ 

2022年 10月 14日（金） 10:00~12:00 
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[株式会社ジェイフィール 片岡 裕司] 

今日、スピーカー＆司会役であります、片岡です。よろしく

お願いします。 

本日のテーマは、ミドル・シニア社員の活躍実現です。概

ね 50代から 60代以降の方々の活躍実現というテーマにし

ています。活性化ではなくて活躍実現というところがポイント

です。モチベーションアップから、さらに今日のテーマ「学び直

し」、さらに新しいスキルやノウハウを身につけ、どんどん活躍す

るミドル・シニア・ベテラン社員を増やしていくためにはどうすれ

ばよいのかということについて考えていきます。今日のゲストは

NTT コミュニケーションズの浅井さんと NEC マネジメントパー

トナーの名久井さんです。 

問題提起 

VUCAという言葉も共通言語になってきましたが、コロナシ

ョックも含め一寸先が見えない時代を生きています。何が起

こるか分からないことに備えることは非常に難しいことです。 

ただし、我々の周りには必ず起こる変化があります。そして、

それには計画的にしっかり向き合うべきではないでしょうか。そ

れが人生 100 年時代と人口減少というテーマです。さて皆

さんは、企業経営と個人のキャリアデザインという観点で、こ

の必ず起こるこの２つの変化にどれぐらい備えられているでし

ょうか？  

今の経営陣の方は、これが本当の問題になる頃には会

社にはいません。ですので簡単に先送りされてしまいます。だ

からこそ、当事者である我々が真剣に向き合って、どのように、

人と組織を育てていかなければいけないのかについて答えを

出していく必要があります。 

 

皆さんは自分が本当に 100年生きるという意識、覚悟を

持っていますか？ 

このグラフを見るまでは、私自身も本当に 100歳まで生き

るイメージが持てていませんでした。このグラフは、平均年齢

の推移と死亡最頻値という数字を示したものです。平均年

齢は平均なので若い時に亡くなった方も含めて平均です。そ

れに対し、死亡最頻値とは、何歳で亡くなる方が一番多い

のかという統計です。 

2020 年では女性の方の最頻値は、既に 93 歳ぐらいに

なっています。この統計は 20 年ごとに取られていて、リニアに

伸びていくと、次の統計 2040年には、95、6歳、2060年

の統計では約 100歳になるのではないかと言われています。

既に人生は 90年を超えているという認識を持つと、100歳

というのも現実的になってきます。 

そういう中で、皆さんは組織として個人として、とても長い

人生、キャリアに対する準備ってできているでしょうか？ 

そんな中で、各企業、キャリア自律を促進していきましょう

ということで色々な施策を行っています。キャリア自律の定義

はたくさんありますが、今日はそこに記載したキャリアアクション

センターの定義、「めまぐるしい変化する環境の中で、自らの

キャリア構築と継続的学習に積極的に取り組む、生涯にわ

たるコミットメント」を基準に考えていきたいと思います。 

人的資本経営ということが叫ばれていますが、個々がキャ

リア自律をしっかりしていけば、人的資本は絶えずレベルアッ

プできていくということです。学び直しとリスキリングというのは、

これからの 10 年、人事の重大テーマになってくるということで

今日のこのセミナーを開催しています。 

組織におけるキャリア教育にも、歴史的な背景含めて

Step が 3 つあると考えています。 

 

1 つは、キャリア研修をしながら転出支援をしていくという

形です。以前は多くの会社で取り組まれていました。結果、

若手のエンゲージメントが低下し、やめて欲しくない優秀層か

らやめていく現象が起きました。加えて、重要なノウハウが流

出してしまい、結果、競合の台頭を速めてしまったという問題

も多くの産業で起こりました。 

そしてステップ２が、多くの会社が取り組まれているモチベ

ーションアップに向けたキャリアデザインです。組織の高年齢

化とか、定年延長する中で、キャリア研修を通じて自分自身

の強みを再認識し、しっかり活躍してってもらうという主旨の



 

p. 3 
 

研修で、多くの企業が取り組まれています。モチベーションアッ

プに向けたキャリアデザインについては各社ノウハウがたまって

きています。重要な勘所は 3 つです。 

１つ目の勘所は、キャリア研修で、しっかり経験を棚卸し

て、人生 100 年時代に適応したキャリアの軸やキャリアの目

的、つまり自分自身のぶれない軸をつくることです。そういう中

で自分自身の自己肯定感を高め、それをベースにどう活躍

していくのかを考えてもらうことで、モチベーションアップにつなげ

ます。 

２つ目は、キャリアを一人だけでは考えずカウンセリングの

機会を設けることです。 

３つ目は、上司側です。1on1 の面談で上司がその人の

キャリア自律を応援し、強みを承認して、アサイメントにつな

げていきます。 

そしてステップ３が最近起きていることです。強みを生かす

ことはもちろん最低限として、それをベースにどんどん学び直し

ていくという力をつけてもらわなければいけないという発想に

徐々に変わってきています。ミドル・シニアが、組織の中核とし

て、マジョリティになっていく時代が近づいてきています。新規

事業、イノベーション、業務改革と、いろんなテーマをドル・シ

ニアがど真ん中でやっていく必要があるということです。そうなっ

てくると、これまで持っていた強みだけでは足りず、リスキリング

がテーマになってきます。 

リスキリングに向けて、動機づけの種類 

 

今日お伝えしたかったのは、内面的動機づけというキーワ

ードです。動機づけは外発、内発の間に、内面的という段階

の動機づけがあります。これは例えば、若干強制感があるも

のの、自分から行動を起こせるようになっているという状態で

す。スタート地点は少し外側からではあるが、自分で内面化

して自分の目標になっている状態を内面的動機づけと言い

ます。 

ミドル・シニアにリスキリングを促し、活躍してもらうには主

体性だけでは間に合わないと考えています。この内面動機と

いうことを中核において変化を促していく必要があるのです。

そしてそれには 3 つの鍵があります。 

 

1 つ目の鍵は、アサイメントです。大学、大学院で学び直

しも先進国最下位ですし、30 代の 1 日の平均自己研鑽

時間は 6 分、これが現実です。何もベテランだけが学ばない

わけではありません。特に 50 代以降の社員の方は OJT で

業務の中で学んできたという方が多くいらっしゃいます。そのよ

うな方には実務を通じてリスキリングを実現していくことが大

事になります。アサイメントされた仕事に対して、最初は嫌々

ながらやっていたミドル・シニア社員もが新しいスキルを学ぶこ

とによって成長実感も湧いてきて、モチベーションも上がるとい

う好循環が多くの組織で回っていきます。 

 

2 つ目の鍵は、強みを発掘したプロセスを知ることです。キ

ャリアの棚卸しをして、その能力や強みを身につけたプロセス

にフォーカスをして動機づけをしていくということがとても大事に

なります。その能力も素晴らしいのですが、誰も先駆者がい

ない中で、がむしゃらになってやって学べたってそれが一番の

強みと言えます。持っている強みではなくてプロセスで発揮し

てきた強みを本人も意識して、上司やキャリカウンセラーがフ

ィードバックして気づかせていくことが学び直しをドライブするた

めにとても重要です。 
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最後の 3 つ目の鍵は自己像の拡大です。自分自身が何

者かというイメージをふくらませることです。この年齢で、このま

ま現状の業務を続け、徐々に引き継ぎができればというよう

なキャリアビジョンを語る方が残念ながら沢山いらっしゃいます。

この自己像のままでは、そもそもリスキリングに挑むような挑戦

的な選択肢が生まれてきません。自己像というのは、言い換

えれば自分の可能性です。これを拡げてあげる必要があるの

です。 

ここから 2番バッターとしてNTTコミュニケーションズの浅井

さんの事例発表にバトンタッチしたいと思います。では浅井さ

んよろしくお願いします。 

[NTT コミュニケーションズ株式会社 浅井 公一 氏 

／事例紹介] 

NTT コミュニケーションズの浅井です。弊社の事例を紹介

していいきたいと思います。 

簡単に自己紹介します。人事の世界に入って今年で 10

年目になりますが、ひたすらベテラン社員を中心に、社員の

活躍推進に取り組みとして、研修とか面談を積み重ねてき

ました。 

他にも副業、兼業として「浅井塾」なんていう塾も開いて

勉強会を開催しています。今日は私が考えるリカレントとリス

キリングの成功のポイントとキャリア自律のメカニズムについて

お話をしていきます。 

NTT コミュニケーションズでは 2013年からミドル・シニアの

活性化に取り組んできました。私としては社内外大体2500

人ぐらいの社員とキャリア面談をしてきましたので、その中で成

功した 3 人の事例を紹介します。全員が非管理職、一般

社員であります。 

 

まず 1人目の社員は 51歳の女性の A さんです。弊社で

は海外トレーニーといって、海外経験を生かしてグローバル事

業の人材を育てるために、1 年から 2 年海外の営業経験を

積んでもらう制度があります。 

この制度は公募制でこれまでの実績などの審査を経て、

毎年 20 人から 30 人ぐらいの一般社員の方が派遣されま

す。実際この制度を使って海外に派遣される人の最高齢は、

A さんが行く前は 44歳でした。 

私が A さんと 50 歳のときにキャリアの面談をしてこの方に

はこのグローバルで活躍してみたいという強い思いがありまし

た。それで国内にいながら海外のお客様と英語でやり取りす

る部署へ異動すれば可能性が広がるだろうと考えて、毎日2

～3時間語学の勉強を続けました。 

面談の中で私が海外トレーニーに手を挙げることを勧めま

した。A さんは「年齢的に手を挙げたら笑われちゃいますし、ど

うせ落ちちゃいます」とあきらめ気味でした。 

そこで私が「駄目もとでも応募してみて」と背中を押したと

ころ、毎日のこの日々の研鑽の積み重ねだとか、一定の成

果を出してくるというその姿勢で認められて見事合格しました。 

A さんは見事夢を叶えたわけです。そして、シンガポールに

派遣され海外トレーニー数十人の中で、抜群の成績を出し

ました。 

そのときに NTT コミュニケーションズの人事の常識が変わり

ました。51 歳の女性の A さんが海外で大活躍してくれた訳

です。そのとき初めて、「年齢なんて関係ないじゃないか」と人

事部の意識が変わったのです。このケースから、50 代でも気

持ちがあれば堂々と海外で通用する。その後は毎年のように

50代の方が派遣されていくようになりました。 

次に 2人目は、55歳の男性 B さんです。この B さんとい

うのはある支店の営業社員です。この支店というのは、全員

で 10 数人しかいない、しかも平均年齢 57 歳とか 58 歳と

いう非常に高齢の人員で構成されています。 

主にこの支店は地元中心の中小企業をクライアントにして

いるのですが、数年前から中小企業でもクラウドサービスを導
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入したいという要望が増えてきました。しかしこの支店にはそ

のスキル者がいないということで、営業本部に支援を依頼し

ていました。しかし、この状況はいつまでも続けられないと支

店長は焦っていました。 

そんなときにこの B さんが立ち上がります。B さんは「先生

がいないのであれば、私が先生になる」と。B さんはご自身の

人脈を生かし、営業本部でクラウドに詳しい人に頼み込み、

そこで実質的な OJT として 3 ヶ月の修行を積みました。 

さらに B さんは人脈を生かして本社の専門部門へと修行

に行きます。 

 

専門部署では海外のお客さんも展開しているので、より高

度で、大規模なソリューション提供を行っています。B さんそこ

で 8 ヶ月ほど修行して、そこでの技術も習得し支店に戻りま

した。 

それ以降のその支店は、どこからのサポートを受けることも

なくどんな受注も完結できるどころか、B さんは自分が先生に

なって他の社員にもそれを教えるようになりました。B さん、は

56歳で昇格し、最年長昇格記録を作りました。 

最後に 3 人目の C さんは 55 歳での方です。昨年 1 年

遅れで開催された東京オリンピック。NTT はオフィシャルスポ

ンサーを獲得する前提で、かなり前から水面下で準備をして

いました。2017 年に、正式にオリンピックプロジェクトが発足

します。当然華やかな仕事ですし、一生で一度あるかないか

の仕事なので、多くの人が希望しました。そのプロジェクトに

参加するには高度な ICT スキルに合わせて語学力も必要

でハードルが高かったのです。 

C さんはプロジェクトメンバー候補の中ではかなり高齢でし

たが、いち早くアサインされました。私は C さんとは 50 歳のと

きに面談をしていて、そのときに C さんから経緯を聞きました。 

 

時は 2009 年にさかのぼります。2009 年って何があった

年かというと、2016 年にリオオリンピックの開催が決まった年

です。皆さんご存知の通り、招致に負けたのが東京でした。

そこで C さんはリオの次は必ず東京にオリンピックが来ると予

測しました。 

東京にオリンピックが来れば、NTT は絶対オフィシャルスポ

ンサーに手を挙げる。そうすれば ICT 技術が最も進んでいる

このNTT コミュニケーションズとエヌ・ティ・ティ・データには絶対

プロジェクトが必ず立ち上がる。そこにどうしても関わりたいと

強く思ったわけです。 

そして、C さんは、この 2009 年を境に、2017 年頃に立

ち上がるであろう東京オリンピックプロジェクトの一員になること

を目指して、高度な ICT の技術と語学の習得に励みました。

そして見事にそれを勝ち取っていきました。 

この 3 人の事例には共通点があります。それはリカレント

教育に長時間かけていることです。 

1人目の海外派遣されたＡさんは 5年勉強を続けていま

した。それから 2 人目の B さんは 1 年間どっぷり OJT で、1

日 8時間×220日で 1000何百時間 2,000時間弱学

んでいます。 

それから 3 人目の C さんはオリンピックプロジェクトにアサイ

ンされるまで 8 年間の学習時間を要しています。つまりこのリ

カレント教育を経て、ちゃんと自分の描いたキャリアに向かって

いくにはそれぐらいの時間を要するということです。 

まとめると①リカレントはテクニカルだけじゃないということ。

②気持ちも整理ができるある程度の長い時間、一定の考え

る時間が必要だということ。③そして正しくキャリアを選択して、

正しく行動を起こすためには、テクニカルと同時にキャリア哲

学も学ぶ必要があるということです。 

それから 2 つ目です。キャリア自律のメカニズムの話をしま

す。自主的、能動的、積極的に自らキャリア自律していく人

の行動メカニズムについて触れておきます。2014年にミドル・

シニアの活躍促進の施策を始めましたが、この時にキャリアを
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自律していると答えた人はたったの 1.5%しかいませんでした。 

それが年々増え続けていって2020年には26%まで増え

ています。つまり 100人に 1人しか自律できなかった我が社

の社員たちが、今はもう 4 人に 1 人も自律したという大きい

変化が起きました。 

要因としては、50歳になったときにキャリアの面談と研修し

ています。それを 9年間続けているので、文化として定着して

いることです。何より一番大切なのは、変わらなきゃという気

持ちがあるかどうかなんです。 

ここの右に書いてある表が我が社の行動変容率をまとめた

ものです。この図から得られることは、変わりたいという思いが

ある人でないと変わることができなかったということです。 

 

そしてもう一つ大切なことは成功できるという自信です。自

律した人とそうでない人の業績評価を調べました。 

すると、自らキャリア自律していた人は平均以上の、評価

を取っていたその割合が自律していない人と比べて 1.4倍ほ

ど違いがありました。それから、最上位の評価を取った社員の

割合もそうでない人に比べて 1.6倍の差がありました。 

つまり、この人たちは環境が業務内容が変わっても、高い

評価をとり続けられてきた実績があるということです。仕事を

変えても自分は成功できるのだという自信がある人。これを2

つ目の条件として考えました。 

 

3 つ目は、新しいことにチャレンジし、それが成功したときに

得られるメリットが、失敗したときに失うデメリットを上回ってい

ることです。 

 

そして、これには前提条件があります。それは「なりたい姿」

つまり、キャリアビジョンを持っていることです。 

なりたい姿を見つけるために必要となってくるのは、結局どう

いう道があるのかを知っているかどうかです。それが全てではな

いでしょうか。自主的にキャリア自律した人たちにも、意識的

に道を探しに行ったケースと、感覚的に道を切り開いたケース

があるあります。どちらにせよ自分のキャリアを会社に依存する

ことなく、自分で決めるってことを選択した人たちです。 

どんな選択肢があるかを知っているか知ってないか、これが

全てだと思います。そんな道があるのか、自分にそんな可能

性があるのかと知るからこそ動き出せます。 

[株式会社ジェイフィール 片岡 裕司] 

浅井さん、ありがとうございます。素晴らしい事例から紐解

いていただいてありがとうございます。次は、名久井さんの講

演をお願いします。 

[NECマネジメントパートナー株式会社 名久井 康宏 氏 

／キャリアに関する研究結果のご紹介] 

はい、ありがとうございます。 

皆さん、初めまして。私は NEC マネジメントパートナーの

名久井と申します。現在は NEC マネジメントパートナーの人

材開発サービス事業部におります。これまでを振り返ると人

材育成と組織開発を軸に活動してきました。 

 

本日のテーマは 3 つございます。1 つ目は、35 歳頃に感

じる 10年後の自分を想像すると見えがちな 3 つの霧につい

てお話します。 

2 つ目は、2030 年になると必須能力が変わってくる可能
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性があるというお話をします。 

3つ目は、今何を学んだらいいか、ということについてお話し

ます。 

今日出てくるお話については、原則 NEC マネジメントパー

トナーの業務と全然関係なく、純粋にビジネススクールの中

で行った研究内容を紹介します。 

まず初めに 35 歳頃に 10 年後の自分を想像すると見え

がちな 3 つの霧ついてお話します。 

 

1 つ目の霧です。１つ目の霧は、「自分はまだいける？！」

というモヤッとしたものです。 

これは 30代だけでなく、40代 50代も感じるかも知れま

せん。転職もできる可能性もありますし。実際企業の平均

寿命は 37.16歳で、どんどんと短くなっています。 

また米国の労働省のデータを読み解くと、1 つのスキルの

寿命というものは 4.2年しかありません。 

ですので、「今まで自分はいけたかもしれないけども、これ

から本当にいけるのかな？」というのが１つめの霧です。 

 

2 つ目の霧は、多くの日本人は学びが少ないということで

す。 

グラフにありますように、実は日本はG7の中で、一番学ん

でないと言えると思います。公式教育でも最下位ですし、非

公式教育、公式教育の両方に参加しているという割合でも

最下位です。 

「学びの障害となっているのは、特にない」が 35%の割合

になっています。2019 年頃リクルートワークスから出されてい

るデータでも学ばない理由「特にない」というのが 49%。 

この状況を先送りすると自分のケイパビリティが目減りして

くのではないでしょうか。 

最後に 3 つ目の霧です。GDP に占める企業の能力開発

費の割合が、日本企業はバブル期、JAPANasNo.1と言わ

れた時期に比べて、かなり社員にお金をかけなくなってます。 

リカレント教育は 1965 年にユネスコから始まりました。日

本にはしばらく経ってから入ってきていますが、「学び直しの場

を作っても、なかなか学ばない」というのが実態ではないでしょ

うか。 

ご紹介いたしました 3 つの霧がミドル世代をモヤモヤさせて

いるのではないかと思います。 

次のテーマは、2030年には学び続けることが必須能力に

なる可能性が高いということです。 

私達は「平均的でありたい」と思い、「平均」と聞くと安心

すると思いますが、実は平均って幻想なんじゃないかなと思っ

てます。全部をまんべんなくできることが求められていた時代

はありましたが、今はその価値が失われてきているのではない

かと思っています。 

反対に今は、どんどん尖りなさいということが求められている

ので、平均的でいたいと思うと迷路の入り口に立ってしまうの

ではないでしょうか。 

そして、個と組織の関係を、そしてキャリアなどを考えるとき

に大切になるのが目的です。揺らぎながら目的を考えること

に慣れましょうというか、揺らぎの中で自分が安定すると思っ

ています。 

オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授が、2030

年に必要とされるスキルトップテンを研究しました。そのＮｏ．

1 が「戦略的学習力」です。戦略的学習力は、新しい知識

を学ぶのが得意だということです。つまり、変化に対してどのよ

うなことを自分が習得していけばよいかを自分で組み上げる

力だと私は考えています。 

学ぶことは大切とわかっているのにそれを先送りすることを

考えるとき、「学び直しコスト」という概念がポイントになります。

これは行動経済学で出てくる「取引コスト」から私が命名しま

した。 

私は学び直しをするときの障害物があるのではないかと思

い、20代から 60代の皆さん 227人を調査して、仮説モデ

ルをもとに統計的に分析してみました。 

結論から言うと、阻害要因は 2 つありました。 
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1つ目は「失敗を回避したい」という感情です。これは心理

的摩擦みたいなもので、費用対効果や時間との関係で生ま

れます。 

もう 1 つは人間関係やニュースに影響、また私なんてとどう

せ・・・と、ご自身を卑下するできごと、そのようなことが阻害要

因としてありました。 

「では、何を学んだらいいですか？」という質問をいただくこ

とがあります。学びを決めるときに 3 つの自由があると考えて

います。 

1 つ目は、自分の状況を知って選ぶ自由です。2 つ目自

分の状況は知っているが、選ばない自由。3 つ目は自分の

状況を知っているが何も見なかったことにする自由です。ここ

でポイントとして思うのは、「Why to Learn」ということです。

その学ぶ先にどんな理由があるのか。つまり、「どうありたいの

か？」ということです。 

人は、迷ったりすることもあります。私は弱い人間なので、

飛びつきたくなる飛び道具、方法論に出会うことがあります。

その時に合わせ読みをする 4 冊を少しご紹介したいと思いま

す。 

 

まずは、『禅的マネジメント』と「ネガティブ・ケイパビリティ」で

す。ネガティブ・ケイパビリティとは、モヤモヤをずっと持ち続ける

能力です。 

ネガティブ・ケイパビリティは文学者のジョンキーツが作った

概念で、それから 150 年後に、アメリカの精神学会の大家

であるビヨンが精神科医に求める能力として挙げたものです。

このネガティブ・ケイパビリティが私の中でキャリアの話に繋がる

と思い紹介します。 

そして片岡さんが出版された『目標が持てない時代のキャ

リアデザイン』と紺野先生の『利益や売上ばかり考える人は、

なぜ失敗してしまうのか』です。これらの本では目的と目標の

違いが書かれています。目標主導から目的主導へということ

がポイントです。 

 

 

本日のまとめです。1 つ目はネガティブ・ケイパビリティを持

つということ。2 つ目は先程の浅井さんの事例が端的に示し

ていると思いますが、「キャリアは独りで考えない」ということで

す。伴走してくれる方、相談できる仲間との関係性は本当に

重要です。 

 

最後に現実的なケースについてシミュレーションした結果を

2 つ紹介します。 

ケース 1：「他の勤め先を探すよりも、今いる組織にいた

い」という人です。このような方は絶対いると思います。 

ケース 2：「自分のキャリアは自分のものだと分かっている

が、一歩を踏み出すのは自信がなく、モヤモヤしている」場合。 

 

 

銀行の利率とか、株式又は債権のリリースなどで投資をしま

すが、これは何かのリスクを取ってリターンを求めているわけで

すよね。ここで投げかけたいのは、「学び直すことによって、リタ

ーンに一歩近づくのではないか」と思っています。リターン率を

あげるためには、「なるべく早く始めた方が良い」と思います。 

私たちが一歩を踏み出すために簡単にできる３つのことを

紹介します。 

1 つ目は住む場所を変える。2 つ目は付き合う人を変え

る。そして 3 つ目、一番簡単だと思いますが時間配分を変

えるということです。
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お試し越境は簡単にできるかと思います。何かの説明会

に行くでもいいと思います。 

もう 1 つは、パラレルな体験をするということです。何かのト

ークイベントや説明会に参加することでも 1 歩目としては十

分と思います。24 時間という時間を、現職がありながらある

ときは兼業するとか、またプロボノするとか、あとは NPO とか

NGO に参画してみるということです。例えば休日をその時間

に当ててみるという方法があります。 

本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

以降 Q&A  

興味がある方はこちらの URL を御覧ください 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-

qPO8d_Y7PE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qPO8d_Y7PE
https://www.youtube.com/watch?v=-qPO8d_Y7PE

