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 仕事のやりがいって何？ 
 

～はたらく人５０００人に聞きました～ 
 
 
 

●掲載職種 
１．基礎研究 

２．応用研究／先行開発 

３．設計 

４．製造 

５．品質保証・評価 

６．セールスエンジニア、技術営業 

７．システムエンジニア（ＳＥ） 

８．プロジェクトマネージャー 

９．企画、コンサルティング、調査 

10．商品・製品開発、マーケティング 

11．事務（的職種） 

12．営業・販売（的職種） 

13．サービス（的職種） 

14．医師・薬剤師・看護士等保健医療従事者 

15．教員 

16．経営者 

17．公務員 

18．自営業 
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Ｑ．はたらく人 5000 人に聞きました 

 

 

 

 

 

１．基礎研究       

●仕事内容は？    

10 年後、20 年後の新発明、新発見のために研究を重ねる。いずれ研究成果は出さなければならないが、すぐに

製品化をめざすよりものは、長い時間をかけてじっくり研究に取り組める。 

●やりがいは？       

研究の仕事をやっているが、自分で思う疑問を確かめるために、その方

法を考え、実際に確認して、うまくいった時に何より充実感を覚える。 
研究機関 30 歳代 男性 

実験がうまくいかないときに自分でいろいろな視点から解決していく過程

が好きであり、やりがいを感じる。 
化学 20 歳代 男性 

考えることが好きで、それが仕事になるところ。 教育・研究機関 30 歳代 女性 

自分の仮説に基づき、目的とするデータが出たとき、また製品につなが

るものを得られたときにやりがいを感じます。 
化学 30 歳代 女性 

基礎研究の成果が具体的な製品に結びついたとき。 食品製造業 30 歳代 男性 

将来必要とされる技術について研究を進めている。現在の技術では不可

能なことを、いつか実現できる技術を考えていることにやりがいを感じる。 
情報通信業・ソフトウエア 20 歳代 男性 

研究者として新たな発見ができたときの満足感。 医療・福祉 50 歳代 男性 

未知のことに挑み、明らかにしていくこと。人の役に立つ研究が実を結ん

だとき。 
大学 30 歳代 男性 

地道な基礎研究でも、人のために役立っていると思える。新しい知見を

人より早く知る環境にあり、楽しい。費やした時間がそのまま結果につな

がるとは言えないが、それもまた一興だと思う。 

教育・研究機関 30 歳代 女性 

    

２．応用研究／先行開発       

●仕事内容は？    

３～５年後に社会に出す製品のための研究・開発を行う。研究といっても、発明発見というより、実際の製品に使

えるものを作り出すことが大きな目的で、製造業にとっては会社の命運を握る大事な仕事だ。  

●やりがいは？       

常に新しいものを作ることができ、自分のアイディアやセンスを生かすこ

とができる。単純作業ではなく、創意工夫が生かされる点がよい。やりが

いを感じるのは自分の思いが形にうまく表現できたとき。 

食品製造業 30 歳代 女性 

毎日新発見やわからないことがあり、仕事に飽きない。自分自身の判断

で仕様や設定ができる。 
輸送機械製造業 40 歳代 男性 

先行開発は常にハードルが高いが、越えられた時の充実感はすごい。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
30 歳代 男性 

成果を上げたときに、社会や会社への貢献と、自分の成長を感じること

ができる。 

一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
40 歳代 男性 

自分が携わった商品が店頭に並んだとき、またそれを買っているお客様

を見たときにやりがいを感じる。 
食品製造業 30 歳代 女性 

今の仕事のどんなところ

が好きですか？ 
今の仕事で、充実感を感じ

るときはどんなときですか？ 
仕事のやりがいは

何ですか？ 



仕事のやりがいって何？（コメント集）  

 3 

全く無の状態から世の役に立つものを作ることができるから。 化学 30 歳代 男性 

仕事を通して新しいことにチャレンジできる点にやりがいを感じる。 情報通信業・ソフトウエア 40 歳代 男性 

数十年先の未来を切り開いている。 化学 30 歳代 男性 

世界に誇れる基幹産業で新機種を出せる。 輸送機械製造業 30 歳代 男性 

研究成果が、収益が低い農家の収入増加に結びつくこと。また、育成し

た品種が世界の食料不足解決に寄与する可能性があること。 
植物の品種育成 30 歳代 男性 

自分の努力が、医薬品という形のあるものになって、世の中に出て、人

のためになるから。 
医薬品製造業 40 歳代 男性 

工場をまかされているので、責任はあるが、やりがいもある。 化学 50 歳代 男性 

    

３．設計       

●仕事内容は？    

建築物、工業製品、情報システムなどを作るための設計図や設計書を作る仕事。建築物は、この設計図をもとに

工事を行う。また工業製品は、設計書をもとに、形や性能が決められ、生産される。世の中に出るものの根幹とな

る仕事。 

●やりがいは？       

自分が設計したものが実際に動いたときにやりがいを感じる。 電気情報通信機器製造業 30 歳代 男性 

自分が設計した商品がテレビのコマーシャル等で流れたときに、誇らしさ

を感じる。 
電気情報通信機器製造業 50 歳代 男性 

自分の描いた図面が形になり、製品として世の中に出て行くこと。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
30 歳代 男性 

自分の考えたものが実際の街に出来上がりカタチになるところ。 建設業 30 歳代 男性 

地図に残る設計が出来たとき。 建設業 30 歳代 男性 

イメージしたものが形になる。世間に影響力のある仕事ができる。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
20 歳代 女性 

日本中の人に使ってもらえるものづくりをすることができるから。 食品製造業 20 歳代 女性 

自分の専門分野を活かして、他の人とは違った提案等できる点。 建設業 30 歳代 女性 

コンピュータを使って図面を作成したり、仕様書を作成することが、自分

の性格に合っていると思う。自分の携わった商品がどこかで誰かが使用

していると思うとうれしい。 

その他製造業（衣類） 40 歳代 女性 

単調な仕事ではなく、色々な物件や人と関わりあいながらスキルアップ

ができる。子供の頃から住宅展示場を見たり、間取り図を見たりするの

が好きだったので、そういう点では夢がかなっていると思う。 

建設業 30 歳代 女性 

ものを作る仕事にやりがいを感じる。チームで仕事をすることにもやりが

いを感じる。 
建設業 30 歳代 男性 

お客様、仕事の仲間、上司、部下と皆に認められ、新しい製品が無事動

いたときの満足感が好き。 

一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
40 歳代 男性 

「住む」という現代生活の中で重要な部分を担う仕事ができているという

こと、そしてできたものでお客様に喜んでもらえるということがうれしい。 
建設業 20 歳代 男性 

自分の関わった製品が社会に役立っていることが最大のやりがい。鉄道

関係の電機部品で世界に通用する商品を開発したい。 
電気情報通信機器製造業 40 歳代 男性 

公共施設の設計に携わり、社会の役に立っていると思えるときがある。 建設業 40 歳代 男性 
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４．製造       

●仕事内容は？    

設計図に基づいて、製品を生産する仕事で、まさにもの作りの現場。製品を作るためのしくみや機械を作る「生産

技術」や、できたものがよい製品かチェックする「品質保証・評価」の担当の人たちと、製品の生産を進める。 

●やりがいは？       

製造部門なので、新しい商品開発やサービスを考案することが多く、一

人ではなく大勢でいろいろな企画を考えたりするのが楽しいし、やりがい

を感じる。 

食品製造業 50 歳代 男性 

お客様の意向に沿った製品を造り上げ、図面や絵であったものが形にな

ったときのお客様の驚きも含めた満足な笑顔が最高の喜び。 
その他製造業（家具） 50 歳代 男性 

ものづくりが基本的に好き。その過程での試行錯誤、そしてやり遂げた時

の満足感がいい。 
その他製造業 50 歳代 男性 

難しい形状のものをきれいに加工できたときがとてもうれしい。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
30 歳代 男性 

自分の力でひとつのものを作り出すことができる。そして、作り上げたも

のが本や雑誌という形で歴史に残り、周囲に評価してもらえる。 
出版・印刷業 30 歳代 男性 

    

５．品質保証・評価       

●仕事内容は？    

生産された製品に不具合はないか、マニュアル通りに動くか、などを検査する。よりよい品質の製品を作るため

に、開発や製造の担当の人に改良点などを伝えていくのも仕事。 

●やりがいは？       

自分が正しい製品を評価、判断していると感じるとやりがいを感じる。 食品製造業 20 歳代 男性 

品質を良くしたい気持ちを仕事に生かせるから。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
30 歳代 男性 

品質向上が目に見える形で改善できたとき。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
30 歳代 男性 

幅広い品質保証業務を担えるので、視野が広くなったと感じる。広い視

野で行った改善で、よりよい製品ができたときにやりがいを感じる。 
食品製造業 20 歳代 女性 

製品不具合が発生した原因について問題点を分析しているが、その問

題探しの過程で、当時の状況を想像したり、実際に関係者にインタビュー

に行ったりすることが楽しい。 

金属・鉄鋼製造業 20 歳代 女性 

日本国内だけではなく、グローバル規模での業務を担当できるところ。大

きなプロジェクトを完遂できた時にやりがいや充実感を感じる。 
その他製造業 30 歳代 男性 

多くの知識を必要とする仕事だから。 その他製造業（住宅設備） 30 歳代 男性 

顧客先の要求が食の安心なので、相手に対して自信を持って自分たち

の活動を話し、納得してもらえたときにやりがいを感じる。 
食品製造業 20 歳代 女性 

安全な製品が市場に出るための一定の役割を担っている。 試験検査 40 歳代 男性 

お客様に対して良い品質の製品を提供できるような取り組みが出来るた

め。 
電気情報通信機器製造業 30 歳代 男性 
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６．セールスエンジニア・技術営業       

●仕事内容は？    

製品やサービスについての技術的な専門知識をもって、製品やサービスを売る仕事。会社相手に売ることが多

く、買ってもらった後もお客様の要求に合わせて部分修正したり、サポートしたりするなど、おつき合いが続く。 

●やりがいは？       

トラブルを解決し、お客様から感謝をされるとき。 情報通信業・ソフトウエア 40 歳代 男性 

機械が障害から復帰したときの充実感。 
サービス業 

（機器メンテナンス） 
30 歳代 男性 

自分の創意工夫でお客様や会社に喜んでもらえたとき。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
40 歳代 男性 

もともと培ってきた技術をベースに、仕事を新規開拓できる。 金属・鉄鋼製造業 40 歳代 男性 

プロフェッショナルとしてのやりがいがある。技術者は好奇心さえあれば

なんでもできる。 
情報通信業・ソフトウエア 20 歳代 男性 

    

７．システムエンジニア（ＳＥ）       

●仕事内容は？    

コンピュータを使って、効率よく仕事ができるしくみ（＝コンピュータシステム、情報システム）や携帯電話、自動

車、音響機器などの高度で複雑な機能を作る。情報システムを作る際には、使う人の要望を聞きながら、プログラ

ムを作っていくため、技術のことだけでなく、人とのコミュニケーションも大事。コンピュータを使って問題を解決す

る仕事ともいえる。 

●やりがいは？       

プログラム（システム）が完成し、きちんと稼動しているとき、作るのに苦

労したことを思い、いい気分になります。またこんなプログラムが作れた

らなと思う瞬間です。 

情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 

システムは形がないものだが、「何かを作り上げた」という満足感が得ら

れ、自分が構築したシステムにより、その会社や社会に貢献できていると

いう気持ちになれる。 

情報通信業・ソフトウエア 40 歳代 男性 

ソフトウェアを一から作っていくことに楽しみを感じる。拘束時間や苦労も

多いが、お客さんに喜んでもらえると充実感がある。 
情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 女性 

自分が設計した機能をお客様が気に入ってくれたときはうれしいです。 情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 女性 

自分のかかわった商品が世の中で楽しまれていること。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
40 歳代 男性 

自分の設計・実装したとおりにプログラムが動くことに達成感を感じる。 情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 女性 

コンピュータが好きで、プログラムを設計するのが好きだから。 情報通信業・ソフトウエア 20 歳代 男性 

緻密に計算してプログラムをするのが性にあっている。 情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 

毎日忙しい。いろんなことに挑戦できる！ 情報通信業・ソフトウエア 20 歳代 女性 

新しいＩＴ技術を身につけられて、常に最新技術に対応していけること。 化学 40 歳代 男性 

問題が解決したとき、あるいは自分自身の技術が必要とされていると感

じるとき。 
情報通信業・ソフトウエア 40 歳代 男性 

システムの業務仕様から運用・保守まで把握しており、お客様から頼りに

されていると感じるとき。 
情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 
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チームで協力して、ひとつのもの(システム)を作り上げ、それが世の中で

活用されていると実感できること。 
情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 女性 

世界を相手にしており、また通信というインフラで多くの人を支えている仕

事だから。 
情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 

大きなシステムを自分が中心となって構築できる。達成感がある。 電気情報通信機器製造業 40 歳代 男性 

    

８．プロジェクトマネージャー       

●仕事内容は？    

大人数の集団で仕事を進めるときに、スケジュールや作業の手順などをチェックして、仕事の進行をまとめるリー

ダー的な仕事。システムエンジニアの場合、プロジェクトが絶えず作られ、大人数で細かく業務を分担して仕事を

行うため、プロジェクトマネージャーの役目は重要だ。 

●やりがいは？       

プロジェクトが終わって、稼働したときに大きな達成感を得ることができ

る。途中でいやになることが何度もあるが、この達成感が忘れられず、今

に至っている。 

情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 

困難なプロジェクトを指揮し、部下と問題を解決しながら完了まで進めて

いくところ。 
電気情報通信機器製造業 40 歳代 男性 

実現困難と思われた製品を開発し、それによって会社の利益に貢献でき

る。 
電気情報通信機器製造業 40 歳代 男性 

海外の同僚と共同作業をしながらプロジェクトを進めていくことができる

から。 
情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 

数億円規模のプロジェクトが終了したときの達成感。 商社・卸・小売業 40 歳代 男性 

    

９．企画・コンサルティング・調査       

●仕事内容は？    

さらに利益をあげるために、戦略を立てて、製造現場や経営者への提案を行う。世の中から幅広く情報収集を行

い、新たな計画やアイデアを打ち出す（会社によっては、「商品・製品開発、マーケティング」の仕事の一部も兼ね

る）。 

●やりがいは？       

会社を動かしているという実感があるので。 情報通信業・ソフトウエア 40 歳代 男性 

自分の行ったことが会社の実績になるため。 情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 

社の中枢にあり、経営企画や広報等責任あるポストに携わっている。や

りがいがある。 
金融・保険業 40 歳代 男性 

自分のアイデア一つで勝負できるから。 医薬品製造業 30 歳代 男性 
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10．商品・製品開発、マーケティング       

●仕事内容は？    

お客様の要望や、世の中の動きを調査して、その結果をもとに新しい商品やサービスのアイデアや、販売の戦略

を考え出す仕事。さらに、こうやって作られた新製品の情報を、お客様に届ける広告・宣伝活動も行っている。「作

る」ことと「売れる」ことをつなぐ大事な仕事。社会貢献活動などで、新たなお客様との関係を作るという方法もあ

る。 

●やりがいは？       

商品を企画して、コンセプトや情報を考えて、デザインを進めて、商品を

作って、という幅広い仕事が楽しく、充実感を感じる。 
化学 20 歳代 女性 

商品企画やマーケティングは自分が発想するので楽しい。 飲食店 30 歳代 女性 

新たな商品を提案できる場面におり、製造メーカーの命だから。 化学 30 歳代 男性 

開発したサービスを多くの人が利用することが、社会へ貢献していると実

感できるから。 
情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 

自分が考えたものが形になって、それが売れたときうれしい。 その他製造業（断熱材） 40 歳代 男性 

新しくを生み出した商品が人に喜ばれたとき、とてもうれしく思う。 化粧品製造業 30 歳代 女性 

自分の製品で周りの人が楽しんでいると実感したとき。 情報通信業・ソフトウエア 50 歳代 男性 

ヒット作ができたとき。クオリティの高いものができたとき。 音楽制作 40 歳代 男性 

論理的に考えることが必要なため、自分の得意分野が最大に発揮できる

こと。 
広告業 20 歳代 女性 

同じ作業をずっとすることがない。変化のある仕事。 情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 女性 

    

11．事務（的職種）       

●仕事内容は？    

経理（利益の計算、取引の支払いなど）、人事（給与の支給、労働状況の管理、社員の採用など）など、事務作業

で各職場をサポートし、会社全体を支える仕事。 

●やりがいは？       

経理なので理系出身の自分にとって得意分野であるし、答えが必ず出

る、白黒はっきりしたところが面白い。 
その他（財団法人） 40 歳代 女性 

計数管理業務を担当しており、経営の実態を把握でき、自分が会社の経

営の一端を担っていると思えるため。 
金融・保険業 30 歳代 男性 

数字を扱うことが好きなので、経理の仕事をしていると楽しい。 情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 女性 

採用の仕事をしているので、将来の会社を背負って立つ人材を見つけ、

かつ採用に携わった人間が評価される人物に成長してゆく姿をみてうれ

しくなる。 

商社・卸・小売業 40 歳代 男性 

社長秘書をしていますが、スケジュール管理や社長と社員のクッション役

など私の存在が必要と言われたときなど。 

一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
40 歳代 女性 

地味な事務の仕事ですが、小さなことの積み上げが完成して、仕事が完

了したときは、すがすがしく楽しいです。またいろいろな業者の人と接す

ることも楽しいですね。 

商社・卸・小売業 30 歳代 女性 

海外の取引先との仕事が楽しい。仕事を任されているのがうれしい。小さ

な会社なので会社全体の動きが見えやすく、自分で会社を動かせる部分

があるのが面白い。 

商社・卸・小売業 30 歳代 男性 
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自分の書いた文章をたくさんの人に読んでもらうことが、幼いころからの

夢でした。苦しみながら生み出したときほど、充実感を感じます。 
出版業 20 歳代 女性 

自分が納得のいくまで作り上げた資料でプレゼンをし、内容が良く伝わっ

たとき。また、自分が作成した HP のアクセスが上がり、結果として会社に

貢献できること。 

商社・卸・小売業 20 歳代 女性 

事務は自分には合っていると思う。社員のサポートが上手くいったときな

ど、縁の下の力持ちとして力を発揮したときの快感がたまりません。 
情報通信業・ソフトウエア 20 歳代 女性 

経理の資格を持っていたので生かせる職につけて充実感がある。 建設業 20 歳代 男性 

パソコンが得意なので、そのことで役に立てたとき。データ入力を頼まれ

て仕上げたときに「早いね」と言われたとき。 
建設業 20 歳代 女性 

ヨーロッパやアジアのお客様や本社(海外)とのやり取りがあり、学んだ語

学を生かすことができる。 
電気情報通信機器製造業 20 歳代 女性 

電話応対を通して様々な客層に触れあえるところがおもしろい。金融関

係の仕事なので、お金の管理の知識、クレジットのしくみ等、仕事を通し

て学べるので、とても勉強になりやりがいを感じる。 

金融・保険業 20 歳代 女性 

大学で学んだ知識を仕事に役立てることができる。工夫や発想次第で仕

事の成果がよくなる点にやりがいを感じる。 
法律事務所 30 歳代 女性 

    

12．営業・販売（的職種）       

●仕事内容は？    

自分の会社の商品・サービスをお客様に売る仕事。店舗などで、個人のお客様に対して売る場合と、機械の部品

などのように他の会社に対して売る場合がある。お客様に買ってもらうには、商品の良さをアピールするだけでな

く、お客様が何を求めているかを理解して、自分や会社を信頼してもらうことも大事。 

●やりがいは？       

販売をしています。お客様の悩みや疑問を解消できたり、自分が提案し

たスタイリングに共感していただけたりしたとき、うれしく思う。 
商社・卸・小売業 20 歳代 女性 

お客様に自分の勧めた商品を購入いただき喜んでいただけたとき。感謝

していただけたとき。 
金融・保険業 20 歳代 女性 

提案が通って、売り場に自社商品を置いてもらえたときや、商品が売れ

ている、かわいい等の意見をいただくとき、やりがいを感じる。 
その他製造業（文具） 20 歳代 女性 

夢のマイホームを建てた家庭やリフォームしたお客様が喜ばれるのを見

ると、ガンバって良かったと思う。 
建設業 30 歳代 男性 

もともと人と接することが好きなので、今の人材サービスという仕事は適

職だと思う。求職者と求人企業との橋渡し役で皆がハッピーになれる手

伝いができるのでやりがいがある。 

人材サービス 30 歳代 男性 

街づくりに関われる喜びを得られるとともに、社会的貢献を果たせるこの

仕事にやりがいを感じている。 
不動産業 30 歳代 男性 

イベント制作では、イベントの内容によって課題、解決方法が異なり、最

適なプランを計画する必要がある。考えつくした計画がうまく実施できた

ときに達成感を感じる。 

イベント制作 30 歳代 男性 

自分がてまひまをかければかけるだけ、売り上げが上がるのが、すぐに

実感できる。お客様にも喜んでいただける。 
商社・卸・小売業 40 歳代 男性 

目標を達成したときの感動。メンバーと仕事をする一体感。これらが次の

仕事へのステップになる。 
情報通信業・ソフトウエア 20 歳代 男性 

自分を信頼して注文をもらったとき。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
20 歳代 男性 

営業をしていると様々な人との出会いがある。 
一般機械・精密機器・ 

その他機械製造業 
30 歳代 男性 

雑貨を扱っているが、雑貨が好きで好きなもの扱っているので、仕事半

分趣味半分で仕事に取り組めている。 
商社・卸・小売業 40 歳代 男性 
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金融の最前線にいるから。 金融・保険業 40 歳代 男性 

原子力関係なので金額も大きくやりがいはある。 商社・卸・小売業 50 歳代 男性 

人生目標を持って頑張れる。将来独立を考えられる。 金融・保険業 30 歳代 男性 

    

13．サービス（的職種）       

●仕事内容は？    

ホテルや飲食店、アミューズメントパークなどで接客を行う仕事、またはヘルパーなどの福祉の仕事や美容師など

個人を相手にサービスを提供する仕事。ツアーコンダクター、トリマー、インストラクターなどもこの仲間。お客様の

反応がじかに伝わる仕事だ。 

●やりがいは？       

人と接するこの仕事で、お客様が喜んでくれると仕事をしていてよかった

と思えるし、仕事に価値が見出せる。人を相手にする仕事なので、マニュ

アル通りにいかないことがあるが、逆にそれを工夫し、新たな解決方法を

みつけていくことも楽しい。 

医療・福祉 30 歳代 男性 

お客様に喜んでいただけることが目標であり、究極のサービス業である

と考えるホテル・ブライダルの仕事につけているという自負があるから。 
ホテル業 30 歳代 女性 

スポーツという自分の一番好きな分野で仕事ができる。 
サービス業 

（スポーツ関連） 
60 歳以上 男性 

車を運転するという一人の仕事が向いているから。 運輸業 50 歳代 男性 

接客が大好きです。接客サービス賞を受賞したぐらいですから！ 商社・卸・小売業 40 歳代 男性 

お客様の期待に応えられた時。英語を使う仕事なので、日々勉強ができ

ること。 
旅行業 40 歳代 男性 

接客業が好きなので、お客様からありがとうと言われたとき良かったと感

じる。 
ホテル業 30 歳代 男性 

高齢者・障害者の介護という人と接する仕事で、心身共にきつく、ストレ

スを感じることもあるけれど、利用者さんが笑顔で毎日を過ごせるお手伝

いができているという思いが仕事のやる気になっている。 

医療・福祉 20 歳代 女性 

お客様の笑顔が引き出せた時、うれしい。 医療・福祉 50 歳代 女性 

子どもから大人まで、みなさんの笑顔を見ることができるし、顧客からも

喜ばれるから。 
イベント制作 40 歳代 男性 

自分がしていることを相手から感謝されたとき、役に立てていると感じ充

実感がある。 
医療・福祉 30 歳代 女性 

人と接する仕事なので、いろいろな刺激を受ける。 サービス業（教育産業） 50 歳代 男性 

人と face to face で親身になって語り合うことができるから。 サービス業（キャリア支援） 30 歳代 男性 

自分の専門知識を生かし、自分の能力を発揮することができる仕事。仕

事の内容に変化があり、常に新しいことに触れることができ、知的好奇心

や向上心を満足させてくれる。 

サービス業（特許関連） 30 歳代 男性 

アメリカの大学で演劇・映画を学び、今の会社（映画のテーマパーク）で

語学と映画等の知識を活用しています。仕事内容はアトラクションです

が、サービス業は楽しいと思ってます。 

サービス業（テーマパーク） 30 歳代 男性 
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14．医師・薬剤師・看護士等保健医療従事者       

●仕事内容は？    

人の命や健康を守る仕事。医師・歯科医師、薬剤師、看護士に加え、歯科衛生士、血液やレントゲンなどの検査

技師など、医療に関わる高度な技術と知識をもった専門職だ。  

●やりがいは？       

患者様が回復し、笑顔で退院されるときがうれしい。患者様の「ありがと

う」の声を聞くと、仕事の苦労も吹き飛ぶ。 
医療・福祉 20 歳代 女性 

怪我の治療などで患者様の痛みの改善ができ、患者様に喜ばれる仕事

ができたとき。 
医療・福祉 30 歳代 男性 

患者さんが良くなって治ったとき。 医療・福祉 50 歳代 男性 

苦しんでいる人を助けることができる。 医療・福祉 30 歳代 男性 

医療に関わっているので、緊張感とともにやりがいを感じる。患者さんに

感謝されたときは特に。 
医療・福祉 30 歳代 女性 

充実した老後を送ってもらうために、満足してもらえる手助けをすることが

仕事。人とのふれあいの仕事で、感謝してもらえるのがうれしい。 
医療・福祉 40 歳代 男性 

派遣看護師なので、人手不足を補えていると思います。訪問入浴で利用

者さんに喜んでもらえたとき、難しい利用者さんの対応がうまくできたとき

などにやりがいを感じます。 

医療・福祉 20 歳代 女性 

ドラッグストアではお客様と気軽に話ができる。病院で良くならなかったの

が、自分の勧めたもので良くなったと言われた時は最高の感激です。 
商社・卸・小売業 50 歳代 男性 

助産婦をしているが、一生をかけて、命や人との関わりや自然など、たく

さんのことを学ぶことができるすごい仕事だと思っている。 
医療・福祉 20 歳代 女性 

苦労して取得した薬剤師免許を活用できているので。 商社・卸・小売業 40 歳代 女性 

    

15．教員       

●仕事内容は？    

言うまでもなく、君たちの先生。勉強を教えるだけでなく、人間としての成長を励まし、見守ることも仕事。たいへん

なことも多いけど、やりがいもまた大きい。 

●やりがいは？       

生徒が輝いている瞬間、それが一番のやりがい。 教育 20 歳代 女性 

授業や学校行事を通して生徒とのかかわることで、生徒の成長が見ら

れ、またこちらも学ぶことができ、やりがいを感じる。 
教育 40 歳代 女性 

生徒の成長が見えるときはうれしさとやりがいを感じます。自分の講義内

容をよりよくするために、いろいろな方策を考えるのも楽しいです。 
教育 30 歳代 男性 

子どもと楽しい時間を過ごせたとき、活気のある活動ができたとき、とても

うれしい。 
教育 20 歳代 女性 

子どもができなかったことができるようになったときや、わからないことが

わかったときの笑顔を見ると喜びを感じる。 
教育 30 歳代 女性 

数学を教えるのが好きだから。 教育 40 歳代 男性 

新しい知見を得ることに喜びを感じ、学生たちに知識が身につく瞬間に立

ち会うこともまた、自らの喜びとなる。 
教育・研究機関 40 歳代 男性 

天職だと思う。学生に教えて理解してくれたときの充実感や、学術研究で

いろいろなと明らかになっていき、それを論文にしたときの心地よさ。 
大学 30 歳代 女性 

「教える」ということを存分にでき、子ども達の「わかった。できた」という笑

顔を見ることができる。｢先生のおかげで、志望校に合格できました｣と言

われる瞬間がたまらない。 

サービス業（学習支援） 40 歳代 男性 
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16．経営者       

●仕事内容は？    

社長をはじめとして、会社の経営に関わる人たちのこと。利益を生み出し、会社をさらに発展させるための戦略を

立てて、実行する。製品の品質に対する全責任を負うとともに、従業員の生活を保障するのも重要な仕事。 

●やりがいは？       

自分の努力によって会社が良くなったり、業績が向上したりしたときに、

やりがいを感じる。 
医薬品製造業 30 歳代 男性 

自分の考えを経営に反映できる。 その他製造業（繊維） 40 歳代 男性 

自己の責任で全ての事を決済可能だから。 輸送機械製造業 40 歳代 男性 

社員の喜ぶ顔を見るとき、達成感と充実感を感じる。 その他製造業（医療機器） 50 歳代 男性 

従業員が成長してくれること。 ホテル業 40 歳代 女性 

仕事の達成感と、会社や従業員に対する責任が重いこと。 金属・鉄鋼製造業 30 歳代 男性 

中小企業なので大した数ではないが、従業員を雇用し彼らの（家族を含

めて）生活を支えられていると感じるから。 
建設業 40 歳代 男性 

多くの人に支えられていると感じており、幸せ感がある。 商社・卸・小売業 60 歳以上 男性 

実力本位の世界である点。成果がわかりやすい点。 不動産業 40 歳代 男性 

    

17．公務員       

●仕事内容は？    

文部科学省、厚生労働省といった国の機関や、県庁や市町村の役所など地方自治体で、法律や条令に従って国

民や地域住民のために働く仕事。身近なところでは、役所の窓口での事務手続き。消防、警察、教員のような専

門的な仕事もある。利益は求めず、給料が税金でまかなわれる点が、一般の会社（民間企業）との大きな違い。 

●やりがいは？       

公務員として、住民の福祉向上に努めており、住民から感謝の言葉をも

らったり、施策の効果が上がったと感じたとき。 
公務員（官公庁） 30 歳代 男性 

地域のために貢献したいとの思いから公務員になりました。住民からの

問い合わせに対応し、「ありがとう」と言われる時に充実感を感じます。 
公務員 30 歳代 女性 

自分が生まれ育った地域の仕事ができる。 公務員 40 歳代 男性 

人のために役に立っていると感じながら仕事をすることができること。 公務員 30 歳代 男性 

困った人を助けられたとき。 公務員 30 歳代 男性 

消防職は、助けを求めている人に直に接し、その助けに応じることができ

るから。 
公務員（消防職） 20 歳代 男性 

市民の方と接することが多い仕事なので、いろんな声を聞くことができる

ところが好きです。また、国や自治体の決定を、市民の方にわかりやすく

正確にお伝えしなければならないので、対人力を高めたり視野を広げる

ことができるところに充実感を感じます。 

公務員 20 歳代 女性 

人の相談を受けながらサービスを提供していく仕事だから。相手の要求

に的確に応えていく過程が楽しい。 
公務員（地方自治体） 30 歳代 女性 

住民とのコミュニケーションを図りつつ、物を作っていくのはとても楽しみ

である。 
公務員 40 歳代 男性 

今まで効率が悪いまとめ方をしていた業務を、時代に即した一元化した

管理にまとめることができたときにやりがいを感じる。 
公務員（地方自治体） 50 歳代 男性 
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18．自営業       

●仕事内容は？    

人に雇われるのではなく、個人で商店や飲食店、病院などを経営している人や、建築業、電気工事業や農業など

を個人で行っている人。人を雇うこともあるので、全く一人で仕事をしているわけではないが、自分の力で仕事の

管理する力が必要な仕事だ。 

●やりがいは？       

大きな組織に雇われているのではなく、自分ひとりの世界で仕事をしてい

るのはやはり大変だが、全て自分の方針でできることに最高にやりがい

を感じる。 

商社・卸・小売業 30 歳代 女性 

サラリーマンのときの給料がもらえるという安心感はなくなったが、自由

に時間調整ができ、やるときはやる、やらないときはやらないといった、メ

リハリができた。自分の責任のもと、考えた物が形になっていく。 

建設業 30 歳代 男性 

自営業なので、誰に命令されるわけでもなく、自由な時間に働けること

で、生活そのものに充実感があるから。 
情報通信業・ソフトウエア 30 歳代 男性 

個人経営なのですべてが自分の責任であり、一つ一つに思いを込めら

れる。 
建設業 40 歳代 男性 

家族での自営だから、うれしいときもつらいときも一緒。わかりあえる。 商社・卸・小売業 40 歳代 女性 

自分だけに製造できるものがあるから。 その他製造業（繊維） 40 歳代 女性 

新鮮な野菜を通して食に貢献できること。 農業 30 歳代 男性 

美味しいと言ってくる人がいた時が一番です。 農業 30 歳代 男性 

趣味としていたソフトやホームページ、システムのことを仕事として活か

せる今がいい。 
情報通信業・ソフトウエア 60 歳以上 男性 

生花販売をしています。間近にお客様の反応が見られ、やっててよかっ

たと思うことが多いです。日々いろいろな人と接することができ、楽しいで

す。 

商社・卸・小売業 40 歳代 女性 

改装工事などで新しく店がオープンしたときのお店の人の表情・お客さん

などの反応など、工事だけでなくいろいろなことに充実感を味わえる。

丸々３日寝ないで工事をしたこともあり、きつかったけど、オープンの日に

はそんな気持ちも吹き飛んでしまいますね。 

情報通信業・ソフトウエア 20 歳代 男性 

自分の手で世の中に送り出した段ボール製品が消費生活の根本ともい

える物流の中で大きな役割を果たしていると考えたとき、自分の仕事は

社会の中で必要不可欠であると思えるから。 

その他製造業 

（段ボール加工業） 
40 歳代 男性 

 


