
TIP*Sではさまざまなイベントを開催しています。
最新情報はFacebookやメルマガにて発信中！
Webサイトはこちら　https://tips.smrj.go.jp

編集後記

ゲストトーク型ワークショップ

TIP*S

先日、8月末に、TIP*Sの母（ママ？）であるだえみさんが担当を離れることになりました。でもワ
ークショップでは今後もときどき会えるかもしれません？これからも皆様に見守られつつ、TIP*S
一同新体制で頑張っていきます。ご期待ください！（TIP*S担当O）

　会社や組織はいつなくなってもおかしくない。そんな時
代だからこそ、これからは本業のほかに第二第三のキャリ
アを築き、自身の可能性を広げるとともに、あなたがやり
たかったことを実現へと導いてみませんか、という新しい
テーマのワークショップが開催されました。
　ゲストは、パラレルキャリア研究所代表・慶野英里名さ
ん。英里名さんは、出版社でフルタイム勤務する一方、自
由な時間を活用して、パラレルキャリアに関するイベント
の企画や記事の執筆、コンサルティングなど、積極的にパ
ラレルキャリアを実践しているお話をしていただきました。
　参加者からは「パラレルキャリアを前向きに進めたい」
「SNSを活用して自身を積極的に発信したい」といった声
が挙がるなど、大きな反響を呼ぶイベントになりました。
←TIP*Sでおなじみの中小企業アドバイザー・本園大介（ぞのさん）さんが、
進行役とリアルタイムでのグラフィックレコーディング製作を担当しました

パラレルキャリアはじめの一歩 〜複数の軸足を持つ新しい働き方を考えよう〜
[ゲスト] パラレルキャリア研究所代表 慶野英里名さん

第二第三のキャリアを築いて人生の幅を広げる

　近年、優秀な人材確保や働き方の多様性確保といった視
点から経団連がジョブ型雇用導入について提言するなど、
ジョブ型雇用に対する関心が高まるようになりました。
　ジョブ型雇用とは、職務内容を明確に定義し、職務に人
材を割り当てる、欧米企業では主流の雇用スタイルです。
　一方日本では、まず人材を確保し、人材に職務を割り当
てるメンバーシップ型の雇用スタイルが主流になっていま
す。
　ジョブ型雇用のメリットとして、リモートワークや兼業

などの就業スタイルを導入しやすいこと、キャリアチェン
ジの機会が増えることが挙げられます。
　一方で、ジョブ型雇用では採用時点でその職務を果たす
能力がある、いわゆる即戦力人材が求められるため、自分
のキャリアをどのようにデザインし、行動していくかが今
後より重要になっていくものと考えられます。
　日頃から、将来に備え自分のキャリアデザインを考えて
行動する習慣を身につけておきたいですね。TIP*Sは新し
い一歩を踏み出す方を応援しています。

ジョブ型雇用
気になるニュースから見えてくる、未来につながるアイデア＆ヒント

あなたの想いをみんなに届ける新企画がスタート

　TIP*S POSTでは、誌面とウェブサイトを連動させる新
しいカタチのミーティング「TIP*S OPINION」の準備を進
めています。これは、毎号TIP*S POSTが掲げるテーマに対
し、みなさんが日々感じていることをウェブサイトに投稿

していただき、文字で意見を交換するミーティングです。ス
マートフォンからでもアクセスできますし、24時間いつで
も自由に参加できます。詳しくは次号のTIP*S POST、また
はTIP*Sホームページでお知らせします。ご期待ください。

誌面←→ウェブサイトで意見を交わす新しいカタチのミーティング

自らアクションを起こしたい人のための、新しい学び場

TIP*S入門ガイド
イベントに参加して
自分の未来を想像しよう
・あなたにぴったりなTIP*Sイベントはどれ？
・TIP*S担当者に聞いた「TIP*Sの未来を考える」
・［TIP*S REPORT］ パラレルキャリアはじめの一歩
・［TIP*S OPINION］ 誌面←→ウェブサイトで意見を交わす
 新しいカタチのミーティング
・［TIP*S CATCH UP］ ジョブ型雇用

対話と出会いで、一歩が変わる。

TEL:03-5470-1645
FAX:03-3433-2576
E-MAIL:info-tips@smrj.go.jp

TIP*S Facebook TIP*S ホームページ



～TIP*Sの未来を考える～

TIP*Sの可能性をさらに広げたい

あなたのやりたいこと、
行動をカタチにする第一歩 あなたにぴったりなTIP*Sイベントはどれ？ YES/NOチャート

YES NO

入門ガイド
イベントに参加して
自分の未来を想像しよう

＼ゲストの話を聞きたい、質問してみたい／

キャリアアップや働き方改革、社会課題の解決
など、今話題のテーマに取り組み、自らの道を
切り開いてきたリーダーたちを毎回ゲストにお
迎えしています。参加者同士の対話は、ゲスト
トークの内容に沿ったものなので、TIP*Sが初
めてという人でも気軽に参加できます。

ゲストトーク型ワークショップ
自らの道を切り開いてきたリーダーたちが語る

A

＼願いや想いを具現化するために／

「マイプロジェクト(マイプロ)」は、各自のペー
スで自分のやりたいプロジェクトを形にし、仲
間と応援し合いながらともにその第一歩を踏み
出すことで、行動力が身につき、同時に仲間同
士の深い関係性を創ることができます。2か月
間で計5回のセッションで構成されています。

マイプロジェクト道場
未来を切り開く、仲間と語り合おう

E

＼自分を変えるきっかけを作りたい／

やりたいことは見えているのに、具体的なアク
ションができないという人に向けた“最後のひと
押し”をお手伝いする講座です。複数回に分けて
自己実現につながるテーマを深掘りします。新
しい事業や活動を始めたい人は、談話室の感覚
で気軽に対話ができる「TIP*Sサロンゼミ」に
参加して、新たな一歩を踏み出してみては。

TIP*Sサロンゼミ
自己実現のテーマを複数回に分けて深掘り

D

＼ライトな感覚で話をしてみたい／

Talk and Dialogue「ing+」（アイ・エヌ・ジィ 
プラス）は、ゲストが語りたいことを語り、参
加者が自分ごとで考え対話するシリーズ企画で
す。そしてゲスト×参加者×ファシリテーターに
よるトーク＆ダイアログを通じて、場にいる全
員がこれまでにない視点での気づきを得ること
をねらいとしています。

Talk and Dialogue「ing+」
自分ごとで考え、対話する

C

＼テーマについて、真剣に話し合いたい／

TIP*Sの主な講座＆イベント
TIP*Sについての詳しい情報は　

TIP*Sは、中小機構が運営する新しい“学び”と“実践”の場です。
起業・創業等、新しいアクションを起こしたい人が全国からオン
ラインを通じて参加しており、そこで出会った仲間との対話を通
じて、次の一歩につながるきっかけ作りの場を提供しています。
興味があるテーマを見つけて、TIP*Sに参加してみませんか。

興味あるテーマについて参加者同士が対話を深
めていくうちに、新たな気づきに出会う瞬間が
訪れるかもしれません。仲間と出会い、対話す
ることの素晴らしさを体感できる、TIP*Sなら
ではの魅力が詰まった講座です。

テーマ別ワークショップ
仲間と情報を交換して新たな視点を発見

B

EDCBA

TIP*Sの新しい顔
だぎりさん

TIP*Sの仲間と一緒に
もっと盛り上げたい！

TIP*S担当者に
聞きました！

　2014年のオープンから、TIP*Sは参加者同士が
直に顔を合わせて対話する場所を提供してきまし
たが、コロナ禍の影響で、20年からオンライン主体
となり、21年から完全にオンラインに移行しました。
　オンライン化し、これまでと違った形が求められ
るようになりましたが、場所の制約がなくなり、遠
隔地の方が参加しやすくなったことで、むしろ
TIP*Sの可能性は広がったと考えることもできます。

　これからは、全国で新しいアクションを起こし
ている方との連携を深めていき、地域から発信す
るテーマや社会課題の解決にも力を入れていきた
いと思っています。
　TIP*Sに参加して「次は自分が行動してみたい」
という前向き気持ちになる方がひとりでも多く出
るようになれば、TIP*S運営側の私たちにとって、
とても励みになります。

生活や仕事で
今気になって
いることがある

時間の使い方が
下手で、部屋で

ぼーっとする
時がある

自分は話しを
するより、聞く方
が向いている

気になるのは
自分の悩み？　

それとも社会の問題？

になったアナタは になったアナタは になったアナタは になったアナタは になったアナタは

自分は今のままで本当
にいいのかな？　という
疑問を抱えたら、TIP*S
で新しい自分と出会う
旅に出てみませんか。ま
ずはゲストの貴重な体
験談を聞けるゲスト
トーク型ワークシ
ョップがおすすめ！　
さぁ、TIP*Sへの扉を開
いてみましょう。

初対面の人と
話をするのは、
とても緊張する

想像力は
ほかの人より

ある方だと思う

じっくり考える前に、
勢いで行動する

ことがある

目標に対して、
常にどうある

べきかを考えて
行動している

何かやりたいという前向き
な気持ちはあるのに、なか
なか実行に移せないことあ
りますよね。そんなときは、
Talk and Dialogue
「ing+」で仲間と気軽に
対話をしてみることをおす
すめします。対話の中でよ
り広い視野で物事をとらえ
るようになれば、次の目標
が必ず見つかるでしょう。

どちらかといえば、
変化を

好むタイプだ

将来は自分の力で
変えられると
思っている

ひとつのことを
徹底的に追求する

のが好きだ

分からないときは、
検索サイトで

調べることが多い

自分なりに答えを探し
てみても、なかなか見つ
からないもの。そんなと
きはひとりで悩まず、仲
間と気軽に情報交換し
てみませんか。テーマ
別ワークショップで
仲間と対話を重ねてい
くうちに、自分の目指す
べき道がいつか見つか
ると思いますよ。

課題や目標などを
常に文字に

書き起こしている

同じ考えを持つ
仲間がいれば、

どんなことも
乗り切れると思う

自分の悩みや不安を
打ち明けられる

友達がいる

明日は今の自分より
絶対に成長して

いると思う

夢をカタチにするために
は、今何をすべきなのか。
夢の実現へのカウント
ダウンを始めるために、
TIP*Sサロンゼミ
に参加してみましょう。
自己実現のための足固
めをしっかりやっておけ
ば、次の目標に向かっ
て確実に進めること間
違いないでしょう。

どちらかといえば、
人前に出て話を
するのが得意だ

失敗することも
あるけど、

あまり深く考えずに
行動するほうだ

今自分が気になって
いることを、誰かに

熱く語りたい

やりたいことが
たくさんあって、

毎日が充実している

目標に向かって進むこ
とを決めたら、もう迷う
ことはありません！　準
備段階で大切なのは、
新たな発見がある学び
場を見つけることです。
TIP*Sのマイプロジ
ェクト道場で、仲間と
ともに試行錯誤しなが
ら、夢への第一歩をカタ
チにしてください。

自分の性格を動物に例えると？

ウサギ イヌ サル タカ ネコ


