


1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

中川社⻑に「盛上ってコミュ⼒無いよな」と⼊社して
早々に⾔われたことです笑。⼊社前はコミュ⼒も⾼い
と⾃分で思っていて、営業もできるだろうと⼤学⽣に
ありがちな根拠の無い⾃信を持っていました。その
⾃信のまま意気揚々に1年⽣で⼊社し、初っ端から
⾔われたので愕然としました。そこから先輩⽅にも
「盛上ズレてるなあ」とありがたいことに意味わから
ないぐらい⾔っていただけるようになりました。
⼊社して早々にコミュ⼒を⾒直せるようになったので、
あの⼀⾔があったからこそ今の⾃分があると思います。

中川社⻑
初めての事業部で1⼈になった際にも、法⼈営業を始めた
際にも、貴重な時間を割いてご指導に当たってくださり
ありがとうございました。常に視座を⾼く、基準を下げ
ることなくアドバイスを送っていただけたからこそ今の
⾃分があると思います。これからもお世話になります。
まだまだ⾄らないとこだらけですが、もっともっと伸び
ていきますのでよろしくお願いします。

伊藤さん
初稼働で伊藤さんがディレクターでなければ、もしか
すると「仕事⾯⽩い！」にならなかったかもしれないです。
その後も⽔事業部、TR、内定者期間と⻑い間⾯倒を⾒て
いただいて本当にありがとうございます。まだまだ
ご迷惑をおかけすることも多いかと思いますが引き続き
よろしくお願いします。

初めて緊急事態宣⾔が出て⽇本のほぼ
全てが停⽌し誰も外に出ず⾃粛して
いる中、友達と琵琶湖⼀周に⾏こうと
しました。
社員さんや当時のMGの⽅にとてつも
ないご迷惑をおかけしました。
本当に申し訳ございません。

みんなが誇れるように第0新卒の凄さを証明します。

昇進昇進昇進昇進昇進昇進昇進昇進

3年後、4年後に気付くことや⼀⽣気付かないかもしれ
ないことを⾔ってもらい、⾃覚し治せたこと。
友達の輪だけでは絶対に会わない⼈たちに出会えた
こと。

バイタリティを影響させる内定者

　  盛上 隼  　
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社⻑賞を取った瞬間です。
⼈⽣で初めて狙って結果を出せたタイミングでした。
BPにあがってから約1年間等級Cで「営業は⾃分に向いて
いない。」「こんなんやっても意味ない。」と何百回も
思いました。ただそこで腐らずに⾃分のできることを継続
したからこそ、当時の7期⽣や8期⽣の先輩⽅から
「ロープレ⾒よか？」と常に気をかけていただけたのは、
本当に嬉しかったです。伊藤さんや先輩⽅、盛上さんの
応援と期待に結果で応えることができ、⾃信がついたと
胸を張っていえる状態になりました。

⻄村さん
⻄村さんにMG期間を⾒ていただいていなければ、今の僕は
いないと思います。ライター・SEOチーム・広報など⾊んな
ところに引っ張っていただき今のマルチタスク能⼒がつきました。
コロナのオンライン期間、倉橋の⾯談記録へのコメントが
ボロカスだったのは、今でも鮮明に覚えています。笑
今後ともよろしくお願い致します！

伊藤さん
⾯接時からずっと期待をして下さって、その期待になかなか
応えられなくても伊藤さんはずっと応援して下さっていました。
今では当時と⽐べると少しずつ、その期待にお応えできるように
なってきたかなと思います。伊藤さんに勝ちたい！とは思いま
せんし思えません。ただ、伊藤さんから「⿂井だから」を1つ
でも多く引き出せるよう、これからも頑張ります！
今後ともよろしくお願い致します！

盛上さん
初稼働から今まで、まだ同期ではないと信じてます。盛上さんと
稼働で0って、社⻑賞で泣いてくださって、事業部を⼤きくして、
3年間でここまでいろんなことを共に経験できたこと、超楽し
かったです。ほんまに、死ぬほどお世話になりました。そして
これからもよろしくお願い致します。まだまだでかくしましょ！

⾼本ちゃんと窪⽥（広報ズ）
3⼈で広報ができてほんまに楽しかった。キャラが違いすぎるが
故にずっと楽しんで仕事をすることができました。

条件付きAPとして等級C昇格させて
もらった翌⽉に集合時間に起床する
⼤寝坊をかましたことです。
9:45に起床したときの絶望感は、
⾔葉にできませんでした。

凡事を本当に徹底し続けたら、それが⾃分にとっての
強みになります。⾃分のできることをいかに継続でき
るかで、得られるものが⼤きく変わってきます。

仕事において⾃分だけの''こだわり”を持ち、その
こだわりを市場価値にしていきたいです。
「⿂井だから」をどれだけ⽣み出せるか、新卒1年⽬
からこだわりまくって仕事に取り組みます。

⽬的意識が付いた点です。⾔われたことをそのままこなす、
いい⼦ちゃんタイプだった⾃分にとって「なぜ」を考える
のは⾮常に苦⼿でした。ただ、⽬的意識があるからこそ、
頑張る理由も⾔語化できるのかなと思います。

気づきで感謝を最大化する内定者

　魚井 風汰　
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実は多⽊ちゃんが、SG⼊社前から知っている⼈だっ
たということです。
⼤学1,2年⽣のころ、昔からの友達に勧められて、
とある萌え声（顔不明）のゲーム配信者「ロザリー」
の配信を⾒ていたのですが、その正体が多⽊ちゃん
だったと最近判明しました。
多⽊ちゃんとズームで話していた時に気づいたの
ですが、画⾯オフの萌え声を聞いた瞬間、雷に打たれ
たような衝撃を受けました。2~3年前の記憶が
⾛⾺灯のように脳内を駆け回ったんです。まさか、
あのロザリーに会える世界線があったなんて、、、

植⽥、三宅
この2⼈とは同じ⽇に3⼈で社⻑研修を受けた
のですが、そこから常に僕の頑張る理由になってくれ
る存在でした。
E&I→BPも、等級の昇級も、BP→APも全てにおいて
⾃分が遅れをとっていたので、とにかくあの⼆⼈に
追いつくという気持ちでただただ頑張れました。
⾃分を成⻑させるためのモチベーションになってくれ
てありがとう。
そんな３⼈でこれからも社員として切磋琢磨できる
環境にも感謝します！

実は、三宅は左⽿が聞こえません。
喋る時は三宅の右側にポジショニング
してあげてください。
植⽥は、ずっと痰が絡んでいます。
のど飴を渡してください。

しんどい、楽しくない。悩みがあればとにかく僕を
頼ってください。何でも解決してくれる⼈に繋ぎます。

来年の卒業⽂集を集めた時に、
全員の「お世話になった⼈」欄を
⾃分にします。

他者視点を持って相⼿が求めるコミュニ
ケーションができるようになりました。
本質を考えられるクセが付きました。
喋るのがうまくなりました。いっぱい褒め
てもらえました。⼀緒にお⾵呂⼊れる
くらいの友達が出来ました。

近そうでまだ遠い内定者

   竹谷 歩   
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社⻑賞を受賞出来た翌⽉の稼働で案件詳細の確認ミス
から伊藤さんに叱られた事です。
あの時は、何でも出来ると思っていました。
そんな中で、E&I⽣でも起こさないミス＆販社の⽅を
巻き込んだ⾔い訳をしてしまった事で気持ちは
どん底でした。
ただ、社会⼈としてきちんと叱られた
経験を通して「社会⼈として働く意味」「慢⼼しない
⼤事さ」「ステークホルダーの考え⽅」等、⾊々な
価値観や考え⽅を学ぶ事が出来ました。
今となっては笑い話ですが、⾊々な成⻑を感じる事が
出来た失敗だったので、1番印象に残っています。

伊藤さん
約2年間の中でとてつもない時間を僕に
下さり、ありがとうございました。
⾜りない部分はきちんと教えてくださり、
かっこいい⽣き⽅を近くで⾒させて頂い
たり、得たものを数えてもキリが無い
です。今後は、僕が伊藤さんに気付きを
与えられる、スタイルガーデンに必要
不可⽋な存在へと成⻑するところを近く
で⾒ていて下さい。
これからも宜しくお願いします！

テレワーク時代、担当⽣との
ロープレ時に何度か寝ていて話を
全く聞いていなかった事が
ありました。
当時の担当⽣、気付いてたのなら
ごめんなさい！

⾃分の市場価値をほんのちょっとでも
上げる為に、毎⽇を楽しく頑張ろう！

どんな仕事でも⾼⽔準で取り組める事が出来る、
かっこいい⼤⼈になる事です。
そして「スタイルガーデンの社員はみんなかっこいいな」
と学⽣や社会に⾔わせる事です。

⾃分と向き合い続ける事が出来た点、⾼い
レベルの⼤⼈と関われた学⽣⽣活を送れた点
です。⾒たくなかった嫌いな⾃分と向き合い
質の⾼い指摘を頂ける環境に⾝を投じる事が
出来た事を考えると、本当に⼊って良かった
と思います。

　　　　黒幕内定者　　　　

　  植田健 　 



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

SGの活動で1番⼼に残っていることは、
なにもかも嫌になり投げだしそうになった
時に⽵⾕が急に「⾯談しよ」って⾔って
きた事です。あまり⾃⼰開⽰しない⼈間
なので、気づかれないと思っていました
が、なぜかバレてました。
未だに不思議です。。
⾯談を通して、気持ちが楽になり逃げ出す
事をせず卒業まで突っ⾛る事が出来ました。

⻄村さん
MGになるまで、基本だれにも負けない思って
いた尖った⽣意気⼩僧だったのですが、MGに
なり⻄村さんの⼈間⼒や仕事や考え⽅全てに
おいて⾃分にはない視点で圧倒されてました。
それくらい尊敬している⻄村さんにMG時代、
指導していただいた事は⼀⽣忘れません。
今でも「やらない意味を考えだしたらすべて
意味なくなる」という⾔葉は⼼に残って
います。

あんまり感情的にならない⼈間で
あると思っているのですが、稼働中
以前SGに在籍していた原本さんに
キレたことがあります。
そのことに対して、ディレクター
だった坂東さんにもめっちゃ気を
使わせてしまいました。

⾃分らしく⽣きて欲しいです。⼈と⽐べたら死ぬほど
ネガティブになります。キリないです。

魅⼒的な⼈間になることです！周りの⼈と⽐較せず
⾃分らしさを⼤切に良さを伸ばしたいと思います！
あとは、社会⼈になって活躍したります。

⾃分の⼈⽣について本気で考え向き合う時間を作る
ことが出来たことです。⾃分で考える癖をつける
ことができて良かったです.。
1番良かった事は、⼈との繋がりです。⼤学では
絶対話さない⼈と繋がりを持てた事は⼈⽣の財産です。

　　  戦略的内定者   　　

三宅 健太
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2つあります！3年⽣の1⽉、⾃⾝が最後に広報として
アワードの司会者となり、真っ⽩の台本に⾃分の
⾔葉で思いを描き皆の前で伝えることが出来た瞬間、
視線が⼀点に集中しありがとうと拍⼿をしてもらった
瞬間、愛し愛される広報を少しは体現できたと感じて
嬉しかったです。そして、広報活動が終わり、⼈事と
して何も分からない状態から試⾏錯誤を繰り返して
結果を追い求めた半年間、⼈事仲間とぶつかりながら
チームとして動くために泣きながら頑張った半年間、
結果として社⻑賞とチーム社⻑賞を頂くことが出来た
瞬間は忘れられない感動と強さを私に与えてくれまし
た。あの時が1番楽しかったし輝いていたと思います。 稼働においては、完全に吉岡さんです。

この⽂章を⾒ることはないけど、私が責任感を持って
ある程度1⼈で仕事を成し遂げることができるように
なったのは全部吉岡さんのおかげです。やりたいこと
を好きなようにやらせてくれて、分からないことを
全部教えてくれる訳でもなく⾃分で調べないと責任者
をやっていけない環境にしてくれたのを今はすごく
感謝しています。

あと1番感謝しているのは、私がしんどくなった時に
⽀えてくれた同期達です。誰がとかは限定できない
ですが、上⼿くいかなかったり⾟くなって吐き出した
時に受け⽌めてくれたり話を聞いてくれたり助けて
くれた同期に1番感謝しています。

⼈の能⼒には死ぬほど⼤きな差はないです。
試してみてください。⾃分がどれだけできるのか。

直近1~2年の⽬標は、仕事の基礎を完璧にしてどんな
コンディションであっても納得のいくパフォーマンスを
発揮出来る⼈間になること。15年後の⽬標は会社の重役に
なって価値の⾼い⼈間になること。

いくつかあるけど
個⼈で聞いて！

⼩さな社会を経験することが出来た点です。
この2年間は社会⼈⽣活をすごく短縮したものだと
感じています。
しんどい事や嫌な事に⾃分がどう向き合うべきか
対処すべきかを考えるきっかけをくれました。

　　 愛し愛される人事  　　

　高實 萌音　
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⼀番⼼に残っていることは、TR時代に初めて名古屋
の担当⽣を持った時のことですが、その担当⽣を
離職させてしまったことです。その時、伊藤さんと
電話で1時間半くらい話し、⾃分⾃⾝の未熟さを痛感
させられました。その後、社⻑にもお詫びの連絡を
⼊れました。それくらい、⾃分の中で考えさせられ
ました。仕事に対する⽢さ、上司に相談することの
⼤切さなど出来ていないことばかりが浮彫りになり、
めちゃくちゃしんどかったです。ただ、ここで辞め
ずに頑張り続けれたことが、後の社⻑賞受賞やAP1
昇格に繋がっていると感じています。 伊藤さん

SG⼊社時の⾯接で⾃分を採⽤していただき本当に
ありがとうございました。⾃分がMGになってからは
関わることが少なくなりましたが、E&I時代から
本当にお世話になりました。BP昇格して間もない頃
から約半年間毎週ロープレを⾒てくださったこと、
TR時代に毎週打合せで指導してくださったこと、
様々な僻地で稼働させてもらったこと、本当に感謝
しています。厳しい⾔葉をもらったときは悔しさも
ありながら絶対に乗り越えると⼼に誓って⽇々努⼒
していました。そういう⽇々があったからこそ、
弱⾳を吐いていたり稼働を休ませてほしいと⾔って
いた⾃分が社⻑賞を受賞できたりAP1まで昇格する
ことができたと思います。
本当にありがとうございました。

ぶっちゃけ、1⼈稼働めっちゃ嫌
でした。死ぬほど嫌でした。

おそらく苦しい時の⽅が多いと思います。
ただ、その苦しみを味わうことも楽しめたらもう
最⾼ですね。

SGで培ったものを糧に、まずは新⼈賞を⽬指して
⽇々頑張っていきます！
プライベートも充実させて楽しく過ごしていきます！

何もかもが変わった2年半でした。
⾃分に⾃信が持てた点、沢⼭苦しい経験を
出来た点、⼀⽣⼤切にしたい同期たちと出会え
たことなど、挙げたらきりがありませんがSG
で経験できたこと全てが⾃分には良かったです。

　　 伴走する職人MG  　　

　秋山 寛輝　
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TR顕在化時の伊藤さんとの打ち合わせです。
TR昇格前の打ち合わせで、⾃分の⽢さをとことん
指摘されました。伊藤さんにご指摘いただいたのは、
対社会⼈・上司に対するコミュニケーションが
できていない点と準備不⾜の2点です。
そこで初めて、仕事に対する姿勢の⽢さ、
⾃分が任せられる仕事に責任を持つことを
認識させられ、その後の仕事に対する考え⽅、
取り組み⽅が⼤きく変わりました。
この時の気づきは本当に⼤きいものでした。

� 伊藤さん
BP時代からTRまで、本当にお世話になりました。
伊藤さんにご指導いただいたことや、かけて
いただいた⾔葉から⾃分の仕事の基礎をつくり
あげることができました。
今まで本当にありがとうございました。

�
中川社⻑
TRから法⼈営業に移動して今まで本当にお世話に
なりました。⾃分のキャリアから逆算して法⼈営業
の道を選びましたが、多くのことを学べました。
法⼈営業部で培ったものを、社会に出て発揮して
いきます。今まで本当にありがとうございました。

�

ぶっちゃけ、SGのみんなと
⼀緒にいた時間は幸せでした。
みんなと仕事ができて
本当に楽しかったです。

いかにこの環境をうまく使うか考えてみて
ください。この組織の価値を理解し、
⾃⾝の価値を⾼めてください。

新卒⼊社する会社で、まずは数字を残したいと思っています。
同期トップ、その次に社内トップを狙いたいです。
中⻑期的には、定性⾯定量⾯で評価される⼈材として
市場価値を⾼めていきたいです。

社会⼈としての意識、覚悟を持つことが
できたことです。SGの活動を通して、
⾃分の中での仕事に対する意識が確⽴され
ました。第0新卒⽣としての経験がなければ、
⼿に⼊れることができなかったものだと
思います。

　　 選ばない法人営業  　　

　松岡 龍士　
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伊藤さん⻑岡さん⽵⾕と毎週⾦曜の朝10時から
半年ほどロープレをしたことが1番印象に残って
います。
当時は営業成績が全く伸びず苦しんでいましたが
ロープレを⾏うにつれて段々と⾃分のスタイルが
確⽴してきて「獲れる」感覚を肌で味わった記憶
があります。
半年通して⻑岡さんに褒められることはほとんど
なかったので正直とてもきつかったですが、
お2⼈に⾒ていただけたことは貴重な経験だった
と思っています。フィードバックの仕⽅の勉強に
もなりました。今までお世話になりました！ 佐藤さん

社員の⽅々全員には特にAPになるまで⼤変
お世話になりましたが、特に佐藤さんには
AP前も後もどちらもお世話になりました。
多くの挫折や悩みを抱えて過ごしてきました
が、1つ1つの問題に対して真摯に考えて下さ
り、解決してくださいました。
最後の⽅は前向きなマネジメントの相談が
出来ずすみません。これも⼀種の経験と捉え
社会⼈の業務に活かしていきます！

実は将来の夢のトラックメーカー
は変わっていません。
キャリアを踏みながらいつかは
⾳楽の道に進もうと
思っています！

「蟻の思いも天に届く」
この⾔葉は⾃分の中でも座右の銘にしている⾔葉です。
今楽しくない、結果が出ないとしても、
いつか実は結ばれます。保障します。頑張って！

内定者の中で、1年通しての営業実績1位を
獲得します。SGの卒業⽣として必ず結果を残し、
⾃分を変えてくれた環境に恩返しをしたいです。

⾃分達の動き⽅・発⾔によって会社の⾵⼟や
事業部の雰囲気が変わるほど責任感を持てた
ことは、将来のキャリアにとっても貴重な財産
です。また、仕事に対して前向きな⼈と
出会えたことも
SGに⼊って良かったなと思えた点です。

　チェンジオブペースMG 　

　廣瀬 奨哉　



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

今後の目標

後輩へ一言

SGに入って良かったこと

⾃分が⼀番印象に残っていることは、社⻑賞を受賞
できたことです。12⽉にAPのトレーナーになり、
まずはトレーナーになれたことへの安⼼感と、
業務への慣れという⾯から⾃分のことしか頭になく、
担当⽣やチームのことには⽬が向いていませんでした。
先輩⽅が卒業されたり、役職転換からトレーナーの
⼈数が減り、⾃分がやらなければという責任感と、
今現状個⼈の為にもチームの為にも何をしないと
いけないのかという視点を持ち⾏動に移すことが
できました。それをしっかりと周りのトレーナーや
社員の⽅々に評価していただけたということが
⼀番⼼に残っています。 伊藤さん

トレーナーになり、1年程⼀緒に仕事をすることが
できて本当に楽しかったです。週に⼀度の伊藤さん
との打ち合わせは、トレーナーになりたての頃、
正直な話いやだなあと思っていました。（笑）
また⾃分のダメなところが出てくる、指摘されると
マイナスイメージばかりでした。でもいつからか、
伊藤さんにほめられたい、いいじゃんと⾔ってもらい
たいという⽬標ができ、業務を楽しみながら⾏うこと
ができました。⾃分が社⻑賞をとれたこと、AP1に
なることができたのも伊藤さんのおかげだと思って
います。⾃分が成⻑できたのは、トレーナーになり、
伊藤さんやトレーナーのみんなと活動できたからです。
本当にありがとうございました。

正直、社⻑賞をとったタームは、
「⾃分いける、取れる」と思って
ました。
そのためにパーマもかけました。
リアクションもある程度考えて
いました。
スピーチも頭にありました。

僕は昇格ロープレ15回くらい受けてます。たぶんSGの
中でも多すぎる⽅です。みんな僕よりも優秀です。

1年⽬から、評価をとれるよう頑張ります。
慢⼼せず、SGで学んだことを存分に応⽤して
いこうと思います。今までの活動のように、
⾃分が成⻑できる環境を⾃分からつかみに
⾏けるようがんばっていきます。

⼀緒に頑張れる友達ができることです。⼈によって
将来の⽬標ややりたいことは違いますが、⾃⾝の成⻑、
応援される⼈材を⽬指して⼀緒に活動できる仲間がいる
というのが⼤きな⼀⾯だと思います。

　　　思考錯誤TR 　　　

  岡田 黎士  



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

ぶっちゃけ⾃分イケメンランキング
余裕でトップ3⼊るとずっと思って
ました。SGの同期はイケメン揃い
というだけで、僕のかっこよさは
変わらないと思ってます。

楽しい楽しくないを環境で決めるのは勿体無い！
みんなは、環境を変える・作り出せる⼒があります。
⾃分を信じて、⾃分の気持ちを真っ直ぐにぶつけたれ。

SGで学んだことを発揮していくと⾔うよりは、SGは
通過点だと思っています。SGでやり残したことを、
社会⼈で完璧にしていきたいです。めちゃくちゃ稼いで、
1億円の家買います。

同期に限らず先輩や後輩、そして社員の⽅々と
出会えたことです！何より⼀緒に頑張ってきた
同期は僕にとって⼀⽣の宝です。すごい奴ら
ばっかりで、そんな⼈たちと⼀緒に活動できた
ことが私の⾃信に繋がりました。

⼊社してから卒業まで2年近く経ちましたが、意外と⼀番
⼼に残っていることは⼊社して1ヶ⽉の時、初めて稼働で
泊まりをした⽇です。僕はSGという新しいコミュニティに
⼊った当時、友達と呼べる⼈はなかなかすぐにはできず
不安を感じていました。初めて遠⽅での稼働があり、同じ
現場にいた同期の3⼈が泊まると⾔っていてぶっちゃけ⾃分
は⼊りづらい、帰りたいなと感じていました(笑)。でも、
なんとなく⾃分も泊まることになって、そこで初めて同期と
密な話ができました。ふざけて笑い合ったり、時にはこれ
からの将来の話をして熱くなったり、みんなにとっては
普通の時間でしたが、僕にとっては思い出に残る最⾼の時間
でした。それがきっかけで友達が増え、SGの活動がより楽し
くなりました！しんどいことがあっても、同期が居てくれた
おかげで頑張ろうと思えるようになりました。そして、
新しく後輩となる担当⽣、稼働先々で出会うお客様や販社の
⽅々など、SGでの新しい出会い⼀つ⼀つが思い出として
今でも残っています。

伊藤さん
これまで本当にお世話になりました。初めは僕が
稼働に遅刻したせいで販社の⽅に頭を下げさせて
しまい、TRになってからは報連相やHSがめちゃ
くちゃで何回も迷惑をかけてしまいました。
それでも伊藤さんは⾒捨てず、厳しい⾔葉を⾔って
くださり、それは⾃分のために⾔ってくれてるのだ
と⼼から感じています。
学⽣⽣活で⽢ったれていた⾃分のまま社会に出て
いたら、もう誰も⾃分を頼ってくれなくなっていた
と思います。
今の⾃分があるのは伊藤さんのおかげです。
ありがとうございます。⼤好きです。

　　とにかく楽しいTR  　　

　島原 拓人　



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

⼈事部みんなで�“⼈事部とは”�をめちゃくちゃ話し
合った4⽉の時期です。個⼈プレイヤーの⼈事部に
チーム感ができたきっかけとなった⼤事な期間やった
んでけっこう覚えています。まあ半分縞⾕vs⾼實の
夫婦喧嘩やったけど（笑）でもぶつかったからこそ、
それぞれがSGの活動をしている⽬的、それぞれの強み
弱みを理解し連携を取れるようになりました。
やからこそ団結感が⽣まれてたんやなって思います！
チームで働くことの楽しさに気づけましたし、
⼈としても成⻑できた時間でした！

佐藤さん
1番お世話になりました！感謝してもしきれないです！
顕在化の時から、集客のコンテンツやファーストアプ
ローチ、⾯談のスキルなど⼈事をやる上での基礎を
全て教えてくださりありがとうございました。また、
どんなときもいいぞ翔⼤！いけいけ！と⿎舞してくだ
さったからこそ頑張れましたし、成⻑できました。
あまり本⾳を話すのが得意じゃない僕ですが、
佐藤さんには話せてたなと今振り返ると思います。
お世話になりました！またご飯ご馳⾛になります！

⾯談した⼦と1回だけご飯⾏きま
した。もちろんご飯だけ！

⼈材業界のプリンスになります。以上！

しんどいことのほうが多いと思いますが、それをどう
楽しめるかは⾃分次第です！レッツポジティブ！

1番は⼈として成⻑できた点です！
元々は⾃分勝⼿な⼈間でしたが、相⼿を思いやる
⼤切さに気づけました。
それは⾊々な価値観の⼈がいる中でそれぞれを
尊重しあえる⽂化があったからやと思います！
ありがとうございました。

　　 ブラック人事  　　

 山田 翔大 



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

SGでの活動、SGを通じて出会えた⼈、⾃分と向き合え
た時間、その全てが⼼に残っています。
いろんな起伏がありながらも、ここまで⾃分がやって
これたのは、⾃分の努⼒はもちろんありましたが、様々
な⼈に⽀えていただいたからだと強く感じています。
BP時のMGであった須藤さんをはじめ、⻄村さん・
佐藤さん・伊藤さん・社⻑からメンタル⾯での⽀えや、
知識技量での刺激があって最後まで⾛り切れました。
SGに⼊った意味や、SGで活動することの意味は、
社会でスタートダッシュを切るためであり、今後もっと
活躍していくためであると⾔うのが第⼀にありましたが、
⾊んな⽅の⽀えがあり、同期メンバーと切磋琢磨しな
がら頑張れたことや⾃分の弱さに向き合えたことは、
これからも⾃分の財産になるはずです。
約2年間の僕⾃⾝の活動は⼀⻑⼀短ではありましたが、
SGでの経験が⾃分の⼤学⽣活を充実させてくれました。
⾃信を持って社会へ出ていきます。

⻄村さん・佐藤さん
約2年間お世話になりました。お2⼈の⽀えがあって
ここまで⾛り切れました。僕⾃⾝は⽬に⾒える形で
何かすごいことをやり遂げた⼈材ではなかったと
思います。ただ⾃分⾃⾝と向き合いながら、⾃分なり
に弱い部分を克服しようとし続けられたことは、誇り
に感じています。それはお⼆⼈を始めとした社員さん
⽅の⽀えがあったからです。我が儘な部分が多かった
かもしれませんが、絶えず様々なことを与えてくだ
さり本当に感謝しています。
卒業後の結果で恩返ししていきます。
とても充実した⼤学⽣活でした。
ありがとうございました。

強いて⾔うなら、稼働中タバコ
⾏きまくってました。
伊藤さんすみません。

全てが⾃分次第です。⽮印を⾃分に向けられると
⾒えてる景⾊が変わってくるはずです。頑張ってねん

まずは内定先で活躍します。新⼈賞取りに⾏きます！
そのあとは⾃分⾃⾝と⾃分の⼤切な⼈間を幸せにする
ことが⽬標です！

SGを通じて出会えた⼈、⾃分と向き合う機会を与えて
くれたこと、同期と真剣に取り組めたこと、習慣が
変わったこと、良いことも楽しいことも⾃分の糧と
なることも楽しくないことも様々ありましたが、
その全てが⼊ってよかった感じます。

　　　ギャップMG 　　　

　堀内 陸　



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標
担当⽣が卒業した時とAP⽣・等級Aになれた瞬間です。
担当⽣が卒業した時は、本当に嬉しくて嬉しくて、
でもすごく寂しくて、貴重な経験をしたことを覚えて
います。担当⽣にとってすごく頼れるTRではなかった
かもしれませんが、卒業した担当⽣が今でも⾯談を
頼んできてくれたり同じ役職のTRを⽬指してくれて
いることは本当に嬉しいです。AP⽣・等級Aになれた
瞬間は本当に嬉しかったのを今でも覚えています。
今まで何か⾃分の⽴てた⽬標を計画的に実⾏していく
という経験がなかったので、⾃分で⽇々を振り返り、
課題を⾒つけて実⾏していくことで毎⽇成⻑していく
経験を得ることができて⾃分⾃⾝の⼤きな成⻑になり、
⼼に残っています。

事務所では、伊藤さん・⽔流さん・下辻さんなど
⾃分がAP⽣になる時に⾊々とお世話になりました。
⽔流さんや下辻さんからみたら、トレーナー続けて
ないんかいって怒られそうです笑。多分⽔流さんが
居なかったらE&I期間あんなに頑張ろうって思えて
いなかったし、下辻さんが居なかったら、APになって
いなかったと思います。伊藤さんには、最後まで
トレーナーを続けられなくて申し訳ない気持ちです。
伊藤さんとの打ち合わせはほぼ雑談しかしてません
でしたが、社員さんと話せる時間がわたしにはとても
憧れで嬉しくて、トレーナー業務の中であの時間が
1番好きでした。伊藤さんと半年間話す機会が増えた
ことにより、本当に視野が広がったし、先まで⾒て
考えることのできる考え⽅を教えていただきました。
本当にありがたいです！稼働⾯では、坂東さんや
結城さんにとてもお世話になりました。本当に私は
坂東さんが居なかったらここまで稼働頑張れてないし、
ここまで数字にこだわりを持てていませんでした。
本当に感謝しています。

間違いなく⾔語化能⼒がついたことです。
本当に⾃分の気持ちとか考えをスラスラと⾔葉が
出てくるのは本当に嬉しいです。⼈⽣変わります。
これも圧倒的なアウトプットのおかげだなと感じて
おります！

時には休んで頑張る時は頑張ってメリハリつけて
頑張ることが本当に1番だなって1年半居て気付いた
のでしんどくなったら休んでもいいです！

実はイベント現場で泣いたこと
あります。
塩⾒は泣かない⼥と思っている⼈
多そうなんですが、塩⾒でも
涙流します、、

私は、1年⽬は同期で1番の営業成績を出します！
そして、⾃分⾃⾝の能⼒を上げていきながらヨガに
通いエステに通い、朝にはスムージーを飲む。そんな
素敵なキャリアウーマン、美⼈なお姉様になります！

　　　包含TR 　　　

塩見 真歩



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

担当MGの松本さんから⾔われた「ずっとこのままの⾃分
でいいの？」という⾔葉が1番⼼に残っています。
私は約1年半もBPでした。⼈⽣で何も頑張ったことがなく
逃げ癖のあった私は、SGに⼊ったものの何もしないまま
でした。
いわゆるメンヘラだったんですが、そんな私に
「ずっとこのままの⾃分でいいの？」と⾔ってくれました。
正直、⾔われたときは衝撃がすごくてめちゃくちゃ嫌
でした。でも⼼の底では、今の⾃分が嫌だなとずっと
思っていたので、この⾔葉がとても⼼に刺さりました。
⼀⽣このままの⾃分なのは嫌だと強く思って、APになる
ことを通して、変わりたいと覚悟を決められました。
松本さんには感謝し切れません。
本当にありがとうございます！

佐藤さん
MGになって10ヶ⽉間お世話になり続けました！
MGになるまではほとんど話したことがなかったです
が、MGになって佐藤さんと仲良くなれて楽しかった
です！私のできる部分は明確に認めてくださって、
⾜りない部分は私に合うように指導してください
ました！佐藤さんのおかげでめちゃくちゃ成⻑できた
AP⽣活でした！社会⼈になってから活躍することで
佐藤さんに恩返しします！
（松本さんも佐藤さんと同じくらいお世話になりま
したが、上記とかぶってしまうので今回は佐藤さん
のみ書きました！）

「可愛すぎて天使とのハーフかと
思いました」ってナンパされたこと
があります。
咄嗟に「祖⺟が天使です」って
答えました。
クォーターやん。

プラスのことでもマイナスのことでも、
担当TR・MGには本⾳を⾔ってください！
応援態勢整えます！

今年の3⽉までは⻘春を謳歌することです！
旅⾏めっちゃ⾏きます！
そのあとは32歳くらいまで独⾝を謳歌できるように
仕事を続けていくこと、稼ぐこと、強くなることです！

⾃分のことを好きになれたこと、⾃分を認められる
ようになったことです！
メンヘラだった私ですが、頑張ったなとか、これは
⾃信があるなとか思えるようになりました！最⾼！

　　　共感MG 　　　

中村 真衣



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

植⽥・三宅・堀内とAPとして活動できたことです。
⼊社動機の１つに植⽥からの「4⼈で仕事できたら
めっちゃおもろない？」の⼀⾔がありました。
それをAPという⽴場で実現できたことが嬉しかったし、
充実度を上げてくれました。
（堀内・三宅は無関⼼だったかもしれませんが…）
⽉⽇が経つにつれて、⼊社前に知っていた3⼈とは
全く別⼈のように成⻑していく姿を⾒て、尊敬や悔しさ
など様々な感情が混ざりながら刺激的で、でもやっぱり
思うのは「⼀緒に仕事が出来て良かった！」です！
植⽥の"視座の⾼さ"、三宅の"意図した通りのブラン
ディング⼒"、堀内の"本質を突き詰める鋭さ"すげー
です！

⽵⾕さん
始まりは、私がBPに上がった9⽉にロープレをお願い
したことです。そこから、定期的にロープレを⾒て
もらうこととなり、APに昇格してからは担当社員
として、学びの師はいつも⽵⾕さんでした。
実に16ヶ⽉間という⻑い間、お世話になりっぱなし
でした。特にMTGは私が成⻑を感じる1番密な時間
でした。いつも1つ上の視点から気づきを与えられる
ことに対して、MGをマネジメントしてる凄さを尊敬
すると共に、同じ視点で⾃分で気づけなかったことに
悔しさを覚える時間でもありました。
密かに、⽵⾕さんに気付かされないことを⽬標に⾯談
に取り組んでもいました。成⻑を⾒せれたか分かり
ませんが、本当にありがとうございました！

直接会うまでは、まーーーじで
縞⾕さんのこと嫌いでした！

SGには望んだ分だけ成⻑できる環境があります。
今100点をあげられないなら、夢中で頑張ってみて
下さい！

⼦供の運動会で程々に輝いて「お⽗さんカッコいい！」
を⽣み出せる⼈材になることです。

SGでどれだけ⼒をつけたか、実感できるのはこれから
だと思います。ただ、これまで⽬標に向かって夢中で
頑張った充実した時間、⾼め合えた仲間は間違いなく
今の⾃分の財産であり、得ることができて良かった
です！

　　　懐の深いMG 　　　

　小泉 愛斗　
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SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

BP時代の担当MG須藤さんとの⾯談です。私はBP期間
が⻑く、思うように結果も出ずで⾮常に苦しい時期が
ありました。MGといえば担当⽣の⾃⼰理解を深めて
強みを⾒つけるというのが仕事のうちの1つにあります。
しかし須藤さんはその仕事の枠を越えて、⾨脇⾃⾝が
これからどうなりたいのか？ということに中⽴的な
⽴場で親⾝に相談に乗って下さいました。何度も
真正⾯からぶつかってくれました。私はSG在籍中に
1度だけ離職を考えたあります。離職しないという
選択が全員にとって必ずしも正しいとは思いませんが、
須藤さんとの⾯談があったおかげで、⾃分がSGで活動
する⽬的を明確にできたと思っています。いま思えば
あのBP期間は、初めて⾃分と正⾯から向き合い考える
ことが出来た貴重な時間でした。

秋⼭はお酒を飲むと
ちょっとオラつきます。

SGで⻑く活動するほど⽬的を⾒失いがちです。SGで
頑張りたいと思った時の気持ちを⼤切にして下さい。

企業の社⻑とお話をして⾃社の経営⽀援サービスを
導⼊していただく営業をします。そこで成績トップを
⽬指します。僭越ながら、中川社⻑ともそんなお話が
出来る⽇がくるかも、、、とワクワクしています。

物事に取り組む際の考え⽅が変わったことです。
楽観的なところがあり、よく考えずに⾏動する傾向
がありました。しかしSGでなんの為にするのか？
優先度は⾼いのか？ということを考えられるように
なりました。

社⻑をはじめ社員の皆さん、学⽣のみんなはもちろん
ですが、中でも特に伊藤さんにお世話になりました。
TRの活動のなかで⽣まれる課題や疑問を解決する⼿助
けを何度もして頂きました。解決過程の中でどのよう
なことをどのように考えていけば良いかということ
を、伊藤さんのロジカルな観点から⾮常に学ばせて頂
きました。また印象深く記憶に残っているのは、APに
なって間もない頃に「(思考や発⾔に関して)⾨脇って尖
ってるよな」と⾔って頂いた事です。このお⾔葉のお
かげで、未熟な⾃分の発⾔にも価値があるのだと考え
られるようになりました。会議で個々⼈が発⾔する重
要性や、参加する際の姿勢を⾝につけることが出来た
と思います。社会⼈になっても存分に活⽤します。
本当にありがとうございました。

　　メスを入れるTR 　　

　門脇 遼弥　



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

⼈事部の活動で、繁忙期にKPIが⾼く求められている中、
ゴールから逆算し、どのような⾏動をすべきかを常に
考えた結果、1⽇約8⼈と⾯談することになったが、
しんどい中でも絶対KPIを達成するという気持ちで乗り
越え、チーム社⻑賞と社⻑賞をいただいたことが1番⼼に
残っています。
あとは、稼働終わりにみんなと飲みに⾏ったり、
三宅チームで優勝してチーム飲みに⾏き、ベロベロに
なりながらも⾊んな話をして楽しかったことが⼼に
残ってますね。
窪⽥が飲みすぎて⼤変なことになっていたのを⾒て、
笑いが⽌まらなかったことも印象的です。

SG4年⽣の皆様、ご卒業おめでとうございます。
私は、この⼈だというお世話になった⽅はいない為、
濃い時間を過ごした⼈事部のメンバーにメッセージを
送ります。
⼈事部のメンバーであった⼭⽥(翔⼤)、
⾼ざね(すまん、漢字出てこん)、縞⾕(どこいった？)、
滝川(何やかんやおれらのこと⼤好き)にはたくさん
お世話になりました。とても個性的なメンバーであり、
SGで活動している中でたくさん刺激を貰いました。
最初は⼈事部として上⼿くいかず、⾼ざねと縞⾕は毎回
喧嘩し、⼈事会議の雰囲気は地獄でしたね。思い出す
だけでも⿃肌が⽴ってきました。
今⾊々と振り返ると、めちゃくちゃ濃い時間を共に歩き、
共に探し、共に笑い、共に泣きましたね。(コブクロ参照)
それがあったから、チーム社⻑賞を2連覇できたのだと
思います。これからもよろしくな！

⼤学1回の時にマルチ商法に
引っかかったこと。

楽に稼げる仕事なんかこの世に無い。
汗⽔流して懸命に働いてください。
何事も気持ちよ！気持ち！気持ち⼤事！

20代で年収1000万(マスト)
新⼈賞受賞

学⽣では出来ない様な経験を積めたこと。
サークルなどでは出会うことが出来ないような仲間に
出会えたこと。

　　エベレスト人事 　　

櫛﨑 健太郎
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今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

すごくしんどかった時に、⻄村さんがいっぱい話しかけて
くれて、真⾯⽬な話もしょうもない話もしてくれたことです。
就活や学校、SGのことで悩んでて全部つらくなっていた時期に
事務所にいると⻄村さんが急に横に座ってきてくれて、「最近
どうなん？」ってよく聞かれました。「しんどいけどまあ⼤丈夫
です！」ってヘラヘラしながら返してたけど、今思えばしんどい
ことわかってくれてたんやろなって思います。そこから就活や
MGのことに対してのアドバイスをしてくださったり、たわいの
ないはなしもしてくださったりし、その中でふとしたときに
くれる⻄村さんの⾔葉で前を向くことができていました。
しんどい時期を乗り越え、私が楽しそうにするようになってから
はあまり声をかけられなくなり、あの時気にかけてくださって
たんやなって後々気づきました。
⻄村さんはAPになって実際の業務での関わりはなかったのです
が、BP⽣の時からお世話になっていて、いろいろ学ばせていた
だいたし、いっぱい笑わせてもらいました。ほんとに感謝してい
ます。飲みに連れて⾏ってください！！！！！！！！！

⽵⾕さん
BP⽣の時、担当MGしてもらってた時から約10か⽉間ありがと
うございました！⽵⾕さんには本当にお世話になりました。
良いときも悪いときも横にいて話を聞き続けてもらいました。
古⾕がMGとして上⼿く機能できていないときもそばで古⾕だか
らできることを⾔い続けてくれたおかげで⾃分に何ができるか
を考え仕事に取り組むことが出来ました。私が上訴をして通っ
た時、⾃分のことのように喜んでくれたのが古⾕にとってはす
ごくうれしかったです。なんかよーわからんけど泣きそうでし
た。打ち合わせ時間の8割ぐらい雑談してたことも、本来の打ち
合わせの話そっちのけで古⾕の相談したのも全部思い出です！
⾯倒⾒てもらって、いっぱい遊んでもらって、いっぱい笑わせ
てもらってありがとうございました！
あとはここにはいないけど、担当TR・MGの⽔流さん・まつけん
さん。2⼈が、私がSGにいる理由になってくれました。
2⼈がいるからSGが⾯⽩い場所になっていました。
⽔流さんに関しては愛してます。

7⽉いっぱい泣いてました。
原⽥にいっぱい泣き顔⾒せて
ました。
いっぱい泣いていっぱい頑張って
いっぱい考えて、強くなりました！

楽しんで⽣きてください！楽しむために楽しくないことも
しないといけない時があるけど、楽しむために頑張って
ください！あと、みんなには笑顔で居てほしい！

⾃分らしく⽣きていきます！
あとは周りの⼤切な⼈達を笑顔にできる⼈間になります！

良くも悪くも⾃分のことを知れたこと。
知りたくないこともあるけど、どんな側⾯も全部⾃分
だなと思ってからはすごく楽になった気がします。
あとは、素敵な⼈たちに出会えたこと！

　　首を突っ込むMG 　　

古谷 日菜子



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標
社⻑賞をいただいたことです。アワード運営側だった
こともあり、まさか⾃分が受賞とは思わずびっくり
しました。⾃分だと分かった瞬間、隣の席の伊藤さん
が、私の⽅を⾒てゆっくり頷いて下さってて「うわ、
めっちゃイケメン…」って思ったのを今でも鮮明に
覚えています。今まで裏⽅から⾒ていたみんなの姿を
初めてステージから⾒たときは本当に感無量でした。
あの景⾊は⼀⽣忘れません。
また、私の社⻑賞受賞を⾃分のことのように喜んで
くれる⼈が何⼈もいて、なんて幸せ者なのだろうと
実感しました。
アワード終了後に和⽥さんが花束を持ってきてくれて
すごく嬉しかったです。

中川社⻑
私が広報業務で⾏き詰まっていた頃から、お忙しい中
毎週⾯談をしてくださってありがとうございました。
結果が出にくく社内でも⽬⽴たないメディア業務を
誰よりも理解してくださり、何度も私を奮い⽴たせて
くださいました。本当にありがとうございました！

ギョイマンこと⿂井
担当MGとしても広報としても、2年間本当にお世話
になりました。稼働が怖い・ロープレが嫌いとばかり
⾔って逃げ続けていた私を⾒捨てないでいてくれて、
寄り添ってくれてありがとう。私の実績・昇級昇格・
社⻑賞受賞を⾃分事のように⼀緒に喜んでくれてあり
がとう。広報として⼀緒に⾛り続けてくれてありがとう。
熱い話もくだらない話も恋バナもいっぱいしたね！
SGでこんな素敵なマブダチができて本当に幸せです！

和⽥さん
弱い私をずっと⽀えてくれてありがとうございました。
私が広報として良い意味で“強がり“続けられたのは、
和⽥さんがずっと私の弱さを受け⼊れてくれていたから
です。和⽥さんなしでは社⻑賞は取れなかったです。
感謝！

⼈として強くなったことです。正直楽しくない時間
の⽅が⻑かった2年間でしたが、⾃分の弱さと
向き合い続けたからこそ強くなれた気がします。

厳しいことを⾔いますが、「頑張る」って社会では
当たり前のことです。でも、その当たり前をちゃんと
できる⼈が評価されるし、素敵です。

素敵なお嫁さんになる。唯⼀の同⽇⼊社である結城のこと
最初の⽅はめっちゃ嫌いでした。

　　尽くし続ける広報 　　

 高本 紗彩乃 
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今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

�⾃分がTRになりたての頃に、初めてTR会議に
参加した時のことが1番印象に残っています。
�今までずっと、⾃分の昇格ロープレを⾒て下さっ
たりE&I会議でお世話になっていたTRの先輩⽅と、
並んで⼀緒に会議に参加していることが不思議で、
そわそわしていました。でも、同時に「ここまで
来れたんだ」と⾃分⾃⾝の成⻑も実感することが
できて、嬉しかったです。さらに、⾃分からする
とあまり関わりが少なく遠い存在だった、社員の
伊藤さんや、他のAPの⽅々とも関わることができ
て、⾃分⾃⾝の視野が広がっていくのを実感し、
毎⽇がとても⾯⽩かった記憶があります。

�⼭⼝奈摘さん
私がE&I⽣の時から、APになってもずっと⾯倒を⾒て
くださり、本当に私の⼼の⽀えになってくださってい
ました。奈摘さんには、感謝をしてもしきれません。
これまでより会う機会が減ってしまいますが、これまで
お世話になった分、恩返しをしていきたいなと思います。

社員の佐藤さん
佐藤さんにはau事業部のメンバーとして、特にE&Iから
BP期間に本当にお世話になりました。弱い⾃分のせいで、
佐藤さんにはたくさん迷惑を掛けてしまいましたが、
それでも⾒捨てずに、貴重なお時間を割いて⾃分にコスト
をかけてくださったことに、感謝しています。
佐藤さんみたいな社会⼈になれるように、これから頑張り
たいです。

岡⽥さんに昇格ロープレ⾒てもらう時
本当に怖くて「この時間早く終わって」
ってガチでビビってました。
すみません。
今では、TRチームの頼れるお兄さん
です。

何かに悩んだ時は1⼈で決断せずに、まず周りの⼈に
相談して下さい。周りを頼れる⼈こそ⼤⼈だと思います。

スタイルガーデンでの活動を通して学んだことを無駄
にしないように、またE&I⽣としてリスタートする
気持ちで、これからの社会⼈⽣活、頑張っていきたい
と思います。

これだけ向上⼼が⾼く、いきいきと仕事をしている⼈
たちに出会えて、共に仕事ができたことは、とても
良い経験になっていると感じています。
皆同じ⼤学⽣だと思えない程しっかりしていて、
本当に尊敬する存在です。

　　寵愛奉仕TR 　　

丸岡 なのは
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SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

上訴の⽇辺りがとても⼼に残っています。
上訴を控えた週、堀内さんと同じ稼働場所で、
結構遠⽅やったんで⼀緒に泊まってすぐ寝て、
朝ごはんに堀内さんが納⾖⾷べながら上訴について
話してくれました。
上訴の前⽇は古⾕がわざわざ秘境である私の家まで
来てくれて、お昼にパンを⾷べていたところ、
堀内さんが電話で上訴通った連絡をしてくれました！
あの時、1年前まで他⼈やったのにこんなに私の為に
頑張ってくれる⼈が居ることに感動したのを覚えて
います。
つまり、そういうことです。

佐藤さん
1番関わらせていただいた社員さんです。最後まで
わがまま⾔ってしまってすみませんでした。
それでも怒らず、成⻑したねと⾔って頂けるのが
嬉しかったです！ありがとうございました！

堀内さん
顕在化期間や、APなってからも相談をするといつも
「ひよりなら⼤丈夫」って⾔ってくれることが本当に
⽀えになっていました！ほんまに堀内さんの担当⽣
になれて良かったです。ありがとうございました！

はらだちーむの担当⽣たち
⾊々あったけど、なおし・千夏・⾓くん・あいこが
私を成⻑させてくれました。ありがとう！
1番に応援してます！

⼀時期、ウィッグで事務所に
⾏ってました。
⾵の⽇、⾬の⽇、⼼臓バクバク
でした。

SG⼊っているだけで、稼働出てるだけで、君たちは
偉いです！結果出なくてしんどくなった時、⾃分⾃⾝を
褒めてあげてください！ほんまにみんな頑張ってるよ。

お⽗さんとお⺟さんを旅⾏に連れて⾏って
あげたいです！その分、沢⼭働いて昇進して稼ぎます。

2年⽣の時、病気になって⼊院して1年間何もできなか
ったことから⼈⽣を悲観していました。その時の私に
教えてあげたい！気の合う友達ができて、毎⽇楽しく
過ごしてて⾃分に⾃信着いてます！！
つまり、そういうことです。

　　ひつじ雲MG 　　

原田 ひより
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今だから言える話

後輩へ一言

今後の目標

稼働において指名をいただけたことです！
BPになってからゼミが忙しくなり、SGにかける時間
が少なくなって周りに遅れを取ってることにずっと
不安を感じていました。その中で「どんな場所でも
1⽇1件は死ぬ気で取って、どんな場所でも配置できる
ような⼈材になろう」と⾃分なりに⽬標を⽴てて
頑張った結果、代理店から頂いた指名は本当に嬉し
かったし、⾃信にも繋がりました。
伊藤さんに「お前ようやったな！」と褒めてもらえた
時は⾶びました。稼働が嫌だと思う時期も正直あり
ましたが、⾃分に価値を感じていただけた、また、
窪⽥だからこそ取れた指名だと思ったので、やってて
良かったと⼼から思えた瞬間でしたね！

盛上さん
こんなちゃらんぽらんの基礎を作ってくれた恩⼈です。
今となっては他⼈をリマインドできるほど⾃⼰管理能⼒が上がりました！
ありがとうございました！

三宅さん
BP期間がとても⻑く、本当に⼿のかかる担当⽣やったと思います。
しょーみMGが三宅さんじゃなかったら離職してたと思います。
夜中にめっちゃ⾯談したのも良き思い出です。ありがとうございました！

⿂井さん
広報でしんどい時に前を向けるよう、全⼒でサポートしてくれ
ました！⿂井さんがいなければ広報は務まっていないと思います。
最⾼の上司でした！ありがとうございました！

⻄村さん
広報に導いてくれて本当にありがとうございました！⻄村さんの
⼀声がなければ、ここまで頑張ることができていなかったと
思います。感謝しています！

BP上がり⽴ての時に、稼働で
縞⾕さんに泣かされたことです。
あん時はほんまに縞⾕さんのこと
嫌いでした（笑）

常に楽しむ気持ちを忘れずに。何事にも取り組んで
ください。何事もマインドです！
セルフマネジメントができるようになれば最強です！
全ては⾃分次第だと思います。
困った時やしんどい時はいつでも頼ってください。
可愛い後輩ばかりで幸せでした☺ ありがとう！

SGに入って良かったこと
最⾼の仲間に出会えたことです。
同期がこの23卒やったからこそ、頑張ることができ
ました！これからもよろしくお願いします！

飲みに⾏っても、確実に終電を逃しません。
⼤⼈になります！皆さん、辞めても窪⽥のことは
忘れずに、社会⼈なっても飲みに⾏きましょね！！

　エナジー溢れる広報 　

  窪田 百花  
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SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

3年⽣6⽉、所属している事業部ではない稼働で初めて
成約を獲得できたことです。
今まで⼊社してから1年間獲得がなかったので、
「⾃分には無理だ」と半分諦めた状態で稼働に臨んで
いました。⽋員が出た中で急遽稼働に出て、たまたま
ディレクターと⼀緒に商談した案件が獲得に繋がった
のでそこまで実感が湧かなかったのですが、報告⽂を
送った後に先輩から同期まで⾊んな⼈がおめでとうの
ラインをくれました。ロープレや⾯談を継続的に⾒て
くれていた⼈からラインが来た時は、認めてもらった
気がして、獲得した時より嬉しかったです。

⿂井
SGを教えてくれて、MGとしてしんどい時期に⽀えて
くれた⿂井にはめちゃくちゃ感謝してます。
ありがとうございました。
稼働で⼼が折れそうなときはいっつもポジティブな
⾔葉をかけてマネジメントしてくれたり、初獲得の
時もめちゃくちゃ喜んでくれました。
そこから今の事業部に改めて⼊ってからもお世話に
なりっぱなしなので正直申し訳なく思ってます。
社会⼈になってお⾦稼げるようになったら、なんか
おごるので待っといてほしいです。

稼働中にミスを起こしまくってる
⾃分が情けなくて悔しすぎて⼤泣き
しました。それを盛上さんに⾒ら
れて⼤笑いされました。事務所で
お会いした時、その話をしてたら
過去1笑ってました。

成⻑する前は⼤体しんどいので⾟くてもSGを続けて
ください。周りに打ち明けたら意外と何とかなります。

⾃⽴した⼈間になれるよう⼀⼈暮らし頑張って、会社
でも貢献していきます。まずは掃除洗濯料理は完璧に
します。仕事でも頼られる存在を⽬指してSGでの経験を
⽣かしていきます。

⾃分に対して⾃信を持つことができたこと
です。稼働でも事務所でも成功体験を積む
ことができる機会が多い為、チャレンジする
ことに対して苦⼿意識が少なくなりました。
とりあえずやってみようの精神で取り組める
ようになりました！

　自己愛を追求するBP 　

  倉橋 李汰  



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標
よく稼働終わりに廣瀬と飲み
に⾏ったあと、お互い終電に
乗って終点に⾏くのをよく
やっていました。
成⻑が全くできていなくて、
悲しくなりました。

川島さん
川島さんがよく飲みに連れて
⾏ってくれたことで最後まで
続けることができました。
これからもよろしくお願い
します。

⼆⽇酔いで稼働に⾏って、
何もできなかった時がよく
ありました。

⾃分の判断で物事を決める。

⼈よりも良い評価をとり、
働きやすい環境を作る。

しんどいことがあったとしても
逃げるのではなくどう解決するのかを
考えることで継続する⼒がついたこと

　　本質を捉えるBP 　　

  三上 大和  



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

1番は稼働です。SGに⼊った当初は「⾃分以上に
ネガティブな⼈間って他にいるのか」と⾃分で思う
くらいマイナス思考で、もちろん稼動に対しても
同じ気持ちでした。周りと⽐べて劣等感を感じて
しまって結果も全然出ない、のサイクルを繰り返して
いました。⼟⽇が来るたびに憂鬱、結果が出ないこと
や周りに負けていることへの焦りから、よく泣いて
いました（笑）しかし担当マネージャーとの⾯談や
⾃分⾃⾝と本気で向き合うことで、⾃分のことを
客観視できるようになり、稼働を楽しむ余裕が
できました。また、何をするにしても「稼働より
しんどいことなんて無い」と実感しているので、
無敵になれました！

同期です！
同期がいなかったら最後までSGを続けられた⾃信が
ないくらい沢⼭助けられました。
もちろん楽しいこともいっぱいありましたが、
どちらかというとしんどい、⾟い、苦しいことが
多かったSGでの活動の中で、その時期を⼀緒に
超えられた同期には感謝でいっぱいです！

三宅チームから異動するって
わかった時、泣きすぎて
微熱出ました。

最後までやり抜くことって全員ができるわけじゃない
から、しんどくても逃げずに頑張ってほしいです！

就職先の同期の中で評価も実績も1番になること！
仕事とプライベートのオンオフをはっきりして、
どっちも充実させること！貯⾦すること！

⼤好きで最強の仲間に出会えたことが1番です！
その次に、SGに⼊った時の⾃分とは明らかに
成⻑した違った⾃分になれたことです！
親からも「成⻑したね」って⾔われました！

　　原点回帰BP 　　

伊藤 彩音



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

SGの活動で⼀番⼼に残っていることは、名古屋稼働で
栗⼭さんから営業を学んだことです。⾃分の声の⼩ささ
を⾒て、ユニークな声出しのアドバイスをいただいて、
実際に声が⼤きくなったり、分かりやすく実践しやすい
効果的なアドバイスを沢⼭下さりました。他にも
「お客さんの質問にそのまま答えてしまってないか？
質問の裏にはニーズ（感情）があるから、まず質問の
意図を確認してから、そこにあわせて答えてあげるねん」
「今⽇成約しない理由が分からないままリリースするの
はダメ。ヒアリング段階では興味持ってくれてたのに、
提案してみたら断られる場合は⽭盾してて、そこにニーズ
があるから、そのまま⾔葉にして確認したら本⼼が出て
くるで」といった様々なアドバイスは魔法のようでした。
何より、はじめましての時に「内定先○○やんな？」
「最近伸び悩んでるらしいな」など⾃分のことを知って
気遣って下さったことは、安⼼や承認を与えて下さり
とても嬉しかったです。本当にありがとうございました。

MGの真⾐さん
いつも⾃分が⽬指す⽅向へ道を作り、⼀緒になって
考えて下さりありがとうございました。なりたい⾃分
を考えたり、何をしたらいいのかを考えたりするのが
苦⼿で、⼈事を⽬指すと決めたときも上⼿く動くこと
が出来ませんでした。顕在化を⽬指すのが遅いタイミ
ングでも、⽬指そうとしたことを認めてくださり、
どうすれば相⼿に伝わるか⼀緒に考えてくださり本当
にありがとうございました。⼈事になるのが⾟くなり
悩み続けていたときも考えを尊重して、⾃分らしく
活動するための道を考えてくださり、気持ちを整理
することができました。
いつも応援をして下さり、ありがとうございました。

利き⽬を変えたら脳の使う所が増え
て能⼒があがるのでは？と考え、
眼帯をして家を出たら駅で逆⽅向の
電⾞に乗って稼働に遅れそうになり
新幹線で出勤した⽇がありました。

⼗⼈⼗⾊なので、⽋点は⻑所の裏返しだから気にしな
いで、⾃他の強みを⾒つめて幸せになって下さい。

「なんで頑張るのか」をもっと周囲に向けて、もっと
沢⼭の⼈の⼒になれるように頑張りたいです。

振り返ると「もっと良くなりたい」という好奇⼼で、
尊敬する先輩にロープレをお願いしたり、販社の⽅に
質問したり社会勉強を頑張っていました。そんな⾃分の
「より複雑に、ちゃんと理解したい」という強みに
気づけたことです。

　探究心で貢献するBP　

    杉山 翔    



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

3回⽬の昇格ロープレに落ちたことです。
2回⽬の昇格ロープレで合格とはならなかった
ものの、次の昇格ロープレではおそらく合格
すると松岡さんから⾔われ、⾃信満々で3回⽬
の昇格ロープレに挑みました。3回⽬の昇格
ロープレは秋⼭さんに⾒てもらいましたが、
ロープレが終わった直後の秋⼭さんの何か
⾔いにくそうな表情から落ちたことを悟った
瞬間の絶望感、悔しさは今でも忘れません。
SGの活動を通して⼀番悔しさを覚えた出来事
です。

考える習慣が出来たことです。
SGに⼊ってからは何事においても深く
考える習慣ができました。そのおかげ
で⾃分を深く知れたし、物事の捉え⽅
も⼤きく変わりました。

秋⼭さん
今年の2⽉から12⽉までの約11ヶ⽉間、
本当にありがとうございました！�
めっちゃ⽣意気で、離職考えたり、本当に
⾊々迷惑掛けたと思います。
そんな僕を最後まで⾒てくださり本当に
ありがとうございます。秋⼭さんの何事
にも対しても全⼒で取り込む姿勢に本当に
助けられました。離職しなかったのも
秋⼭さんの存在が⼤きいです。
SG卒業しても仲良くしてください！！！
ほんとにありがとうございました！

実はめちゃくちゃ⽢えん坊です。
仲良くしてくれた⼦、ありがとう！⾊々しんどいこと
あるとは思うけど、その先には良い結果が待っている
ので頑張って下さい！みんな、応援してます！！

スピード感を持って社会⼈⽣活をスタートさせたいです。
SGでの経験を活かして、⾃分の将来像である「気づきを
与えられる⼈間」を⽬指します！！

　楽しさを追い続けるBP　

　山岸 敬典　



1番心に残っていること

1番お世話になった方へ一言

今だから言える話

SGに入って良かったこと

後輩へ一言

今後の目標

SGの活動で1番⼼に残っていることは稼働です。⼊社
当初から稼働への苦⼿意識が強く、毎稼働の朝、トイレ
に駆け込んでいました。いつしか「学⽣なのに」や
「やりたいことじゃない」は⼝癖のようになっていま
した。でも今はそこまで苦⼿意識を持ってるわけでは
ありません。むしろちょっとずつ件数を上げられるよう
になり、少しだけ楽しくなっていました。キャッチ１つ
でも学べることは沢⼭あるし、苦⼿なキャッチを頑張
ってやっと商談に⼊れます。頑張る前からやりたいこと
なんてできるわけがない、と良い教訓になりました。
何回弱⾳を吐いても、ちょっとサボってもいいから
ちょっとだけ頑張ってみてください！何回も聴いてくれる
マネージャーも失敗しても前を向かせてくれる環境は
本当に助かりました。ありがとうございました。

愛しの結城さん
実は初稼働が⼀緒でした。BP昇格後、結城さんが
マネージャーになると聞いて、いかついけど楽しみだ
なぁと思っていました。初めてマスクの下を⾒た時は
思わず吹き出してしまいました。そんなこんなで⾊々
あって⼀緒に卒業（？）までこれたのは間違いなく
結城さんのおかげです。⾯談やチーム会議で、徐々に
結城さんの凄さに気づいて、⾃分も頑張ろうって気持ち
になれていました！初めての担当⽣として最後まで
営業⾯で⽬⽴った成績を残せなかったことが本当に悔い
ですが、前⽥はとても幸せでした。
ありがとうございました！

毎稼働で⼤きめのブラックコーヒー
を買うことでトイレの回数を増や
して息抜きしてました。

まえしょーさんまえしょーさんいうてくれて
ありがとう！

お⾦持ちになる。綺麗な奥さんをもらう。
⼦どもをサッカー⽇本代表にする。
クロアチアを倒す。

「⾃責」を覚えたことで、⾃分の中での改善点を
思考できるようになったこと。
⼈のせいにしないことで気持ちが楽になったこと。
ゆいとくんに出会えたこと。 　和みを生みだすBP　

 前田 将太 



�

お待たせしました！

大阪本社9期大阪本社9期

ラランンキキンンググココーーナナーー
※大阪本社9期の皆さんに回答していただき、1位3pt・2位2pt・3位1ptとして集計しました



尊敬する⼈ランキング

1位1位
2位2位
3位3位
4位4位
5位5位

盛上さん 32pt盛上さん 32pt
⿂井さん 26pt⿂井さん 26pt
⽵⾕さん 20pt⽵⾕さん 20pt
⾼實さん 17pt⾼實さん 17pt
秋⼭さん・植⽥さん 16pt秋⼭さん・植⽥さん 16pt



1位1位

おもしろい⼈ランキング

2位2位

3位3位

4位4位

5位5位

結城さん  49pt結城さん  49pt

⽵⾕さん 24pt⽵⾕さん 24pt

堀内さん 22pt堀内さん 22pt

古⾕さん 15pt古⾕さん 15pt

松岡さん 11pt松岡さん 11pt

（10期？）（10期？）



1番早く結婚しそうな人ランキング

1位1位

3位3位
4位4位
5位5位

門脇さん　１８pt門脇さん　１８pt
高本さん　18pt高本さん　18pt
堀内さん　17pt堀内さん　17pt
竹谷さん　16pt竹谷さん　16pt
植田さん・塩見さん　16pt植田さん・塩見さん　16pt



⼭⽥さん 18pt⼭⽥さん 18pt

出世しそうな⼈ランキング

1位1位

2位2位

3位3位

4位4位

5位5位

⾼實さん 34pt⾼實さん 34pt

結城さん �27pt結城さん �27pt

櫛﨑さん 25pt櫛﨑さん 25pt

秋⼭さん 16pt秋⼭さん 16pt

（10期？）（10期？）



社畜になりそうな人ランキング

1位1位
2位2位

4位4位
5位5位

倉橋さん　36pt倉橋さん　36pt
秋山さん　21pt秋山さん　21pt
魚井さん　21pt魚井さん　21pt
竹谷さん　15pt竹谷さん　15pt
植田さん　13pt植田さん　13pt



嫁にしたい人ランキング

1位1位
2位2位

3位3位

中村さん 23pt中村さん 23pt
古谷さん 21pt古谷さん 21pt

伊藤さん 19pt伊藤さん 19pt



⾨脇さん・結城さん�5pt⾨脇さん・結城さん�5pt

1位1位
2位2位
3位3位
4位4位
5位5位

櫛﨑さん 14pt櫛﨑さん 14pt
⼭⽥さん 12pt⼭⽥さん 12pt
三宅さん 8pt三宅さん 8pt
島原さん 6pt島原さん 6pt



ご卒業おめでとうございます。
皆様のご活躍を⼼よりお祈り申し上げます。

2023.03.02

END.


