
 

 

 

〈 「健康であること」の尊さ  〉 
「健康であること」がとても大切であることは誰にでもわかることなのかもしれません。いつも健康である人は

そのことになかなか気が付いてくれませんが(笑)。今回も著名な人物の言葉を載せます。一人目は館長が師と仰ぐ

エマソンもう一人は武者小路実篤です。 

 

健康と自由な一日を与えられれば 

帝王の栄華も馬鹿らしく思われるほど 

幸福になれる                  ラルフ・ウオルドー・エマソン 
 

          合衆国独立後してしばらく後の１８５０年頃のアメリカを代表する文人で文学者 

リンカーン大統領の奴隷解放運動に大きく寄与した偉人 
※館長はエマソンの書物をいくつか持っていますが、とても心の大きな人です 

 

人生にとって健康は目的ではない 

しかし最初の条件である              武者小路実篤  

                     近代日本文学史の中で「白樺派」に属する文学者です 

中学生のころ彼の「友情」を読みましたが、中学生や高校生向き

の心が純粋な頃にふさわしい小説です読んでみませんか。 
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幸せになるための思考方法 

 

2018 年 初夏 志成館 

 

健康は人生でとても大切なものです。今の

うちから５０歳以上になっても健康でい

られる体を意識的につくりましょう。 



 

 

〈 「由（よ）らしむべし、知らしむべからず」という民主主義の否定の言葉  〉 
孔子の「論語」の中の一節です。「よ」の意味からして「由」よりも「依」の方がわかりやすいと思います。「由

らしむの意味は「依存すること」「頼りにすること」です。論語での解釈はいろいろありますが、「日本の政治」や

文化を語る時には以下のように解釈されています。 

「王道をゆく者（＝支配者階級の人）」は民（＝普通の人々）に本当のことを教えてはいけない、

どんなことであっても支配者を頼りにして、支配者の言うがままに従うように育てなさい」と。 

さて皆さんはこの言葉をどう評価しますか？ お金持ちのための政党である自民党の戦後の政治の教育方針は、

憲法や教育基本法の理念とは真逆の、一人一人の個性的で自由な人格を育てることよりも、裕福で政治的な権力や

家柄を持つ人たちや大企業の言いなりになるような、とても従順な子供たちや国民を育てることに腐心（ふしん＝

苦労）してきました。その教育方針を一言で表すとこの言葉に行きつくのです。実は戦後だけではなく、日本の長

い歴史は、この儒教思想にとても強く支配されてきたことを、中学の歴史の教科書が教えてくれています。 

この言葉は「民主主義」や「個人尊重主義」を真っ向から否定する、反民主主義的な言葉であることに気が付き

ますか？政治的な支配者階級が今でも同じ指導をしていることに早く気付いてください。前川文部科学事務次官の

学校での話に、自民党の国会議員や文部科学省の公務員までが干渉をして、自分たち支配者階級の利益にならない

授業や講義はさせないようにしているのです。加えて「中学生の学習には政治的なことを勉強させない」というの

も自民党の教育方針であり、支配者階級の理論なのです。君たちは「子供の時から政治について学んで」よりよい

社会に変えていく責務があるのです。志成館が「子供の時から政治にかかわるべきである」と言っていることの本

当の意味が分かりましたか？真の自由や個人を尊重できる民主主義的な人物を育てるのが「真の教育」だからです。 

今は民主主義の時代です。社会でのいろいろな問題点は、人びとが学びそして議論して、ごく普通の国民が主役

になって国家や社会の改革ができる時代なのです。確かに孔子の時代＝２５００年前の中国は「春秋・戦国」時代

で、中国人の人口が３分の１に減るような悲惨な戦の時代でしたのでこのような理論もわからないではありません。 

しかし今は「民主主義の時代」なのです。あなたたち一人一人が主役なのです。 
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＜ 職業についての「実業」と「虚業」という区別の仕方 ＞ 
 適切な表現かどうかは何とも言えないところですが、館長が就職するずっと以前には、職業区分についての一 

方法として、「実業」と「虚業」いう区分の方法がありました。農林水産業のような第一次産業、そして石炭や石 

灰岩を掘る（かねへん）鉱業、そして電化製品や車などをつくる工業など、仕事の結果が目に見えるような事業 

や仕事を「実業」と呼び、目に見えないサービス業などのうち、銀行や保険業や観光業などを除いた、きわめて 

投機的な仕事の斡旋（あっせん）業や、およそ社会のために有用とは思えないような仕事を「虚業」と呼びます。 

今日ではゲームソフトの開発会社のように、人によってはまともな仕事ではないとみなされている仕事のように、 

実業と虚業の境界はあいまいで、言葉の意味や定義を考え直す必要もあるでしょう。 

 しかし塾という学習の場所で、なぜこのような言葉を持ち出したかわかりますか？実は君たちが将来の仕事を 

選択するときには、この言葉の意味が決定的な重要性を持つからです。「人間が好きで、移り気な人間に裏切られ 

てもくじけない人」は虚業の世界でも仕事への満足感が得られます。しかし「生真面目で、裏切りを許さず、真 

実を大切にし、自分の仕事が形として残り、そのことで自分の人生に満足を感じる人」は実業を選ぶべきです。 

 大きな橋を見て「これをつくるのに自分はとても貢献したなあ」とか「この人が今活躍しているのは、子供の 

ころに自分が治療をして手術をして上げた結果なのだとか自分が幼い時に教育指導をしたからだ」と感じたい人 

は実業に向き、「ゲームやお笑いや音楽で楽しんでくれればそれだけで十分だ」「人間の好みは説明がつかないの 

だから、今では人気がないが、昔は大人気なスポーツ選手やミュージシャンやタレントだったのだからそれでよ 

い」と感じることが出来る人は虚業に向いていると思います。 

これから数年の間に、この人生の重大な決定をするときが必ずやってきます。早すぎると思わないで、「いった 

い自分は、どのようなことをした時に、満足を感じるか」をチェックして、将来の自分にとっての、やりがいが 

ある、自分の個性にふさわしい仕事を探しはじめませんか？         
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〈  「韓国」と「日本」の民主主義の成熟度の比較 ・・・「韓国に負けている」という視点の必要性 〉 
  2018年の 6月に、アメリカ合衆国の大統領のドナルド・トランプさんと朝鮮民主主義人民共和国の金正恩（キ 

ム・ジョンウン）朝鮮労働党員長がシンガポールで会談し、こののちどのようになるかの予測はさておいて、少 

なくとも「世界の平和」にとっては、良い出来事が起こりました。このことについてのメディアによる情報の提 

供の仕方で私が不思議に感じていることがあります。それは今回の会談の最大の功労者が大韓民国の文在寅（ム 

ン・ジェイン）大統領であるという視点です。 

  ここ数十年の、お隣の国の韓国の政治の動きは、とても過激であり、考え方や方針の異なる大統領が次々に変 

 わっています。大雑把に言えば、保守的な軍人の政権やそれに類似する保守系の大統領と、進歩的で寛容な革新 

系の大統領との交互の交代という流れです。いずれにせよ、このような変化があることは、少なくとも、韓国は、 

日本とは異なって、国民の政治意識が高い、民主主義が成熟しているということです。このことを認めようとし 

ないまたは認めたくない(「日本は韓国に負けているところがない」と信じている愚か者ないし傲慢な)人たちが、 

テレビなどの多く日本のメディアで偉そうに威張って(笑)いますが、残念ながら日本の国民の方が負けているこ 

とは、安倍総理のような厚顔無恥な嘘つきで傲慢な総理が依然として総理の地位にあるという一点だけでわかる 

はずです。韓国ではこのようなことはあり得ません。なぜでしょうか？ 

 それは、韓国が 1688年のイギリスの名誉革命や 1776年のアメリカの独立戦争や 1789年のフランス革命のよう 

な、社会の歴史で習う「市民革命」を経験しているからです。えっ、そんなことはあったかな？と思う人も多い 

でしょう。韓国の市民革命とは 1080年の「光州事件」とその後 7年間続いた、韓国の一般国民による軍事政権へ 

の激しく厳しく地道な抵抗活動の事を指します。このことによって、韓国は誇り高い近代国家に変身したのです。 

その後の「チャングムの誓い」などに代表される一連のテレビドラマの根幹部分は、人権尊重や女性の地位向上 

などであり、韓国の人々はこれらの番組を見ることで、ますます人権感覚をはぐくんでいるのです。他方で日本 

は明治維新で西洋の人権を少し手に入れ、第二次世界大戦後アメリカの指導で、大きく民主主義国家に進化しま 

したが残念ながら、正しい意味での国民自身の力によって市民革命を起こし、民主主義を実現しているとは言え 

ないからです。だから韓国が上であると認めざるを得ないのです(涙)。        
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＜「学び舎の歴史教材」と「学習への情熱」＞      

  志成館ではごく数年前から「学び舎」（まなびしゃ）の歴史教科書のアンネ・フランクとオードリー・ヘ

ップバーンのページやゴジラのページそして最後のほうの歴史年表などのいくつかのページを授業で使用し

ています。兵庫県にある名門「灘中学校」で採用している教科書です。現在ネット右翼や自民党の右翼の政治

家や議員（右翼とは自分や自分の国さえ良ければ貧しい人や他国の不幸など関係ないという考えを持つ人や団

体の事です）などから「反日的」だなどと批判されている教科書です。安倍総理などの右翼の政治家が進めて

きた悪名高い森友学園が使用する予定であった「扶桑社」の右翼の歴史教科書とは対極にある素晴らしい教科

書です。館長はこの教科書を「とても中立的で歴史の真実を語っている最高の教科書」であり「さすが灘中学

の校長はしっかりしている」と感心しています。この教科書の表紙はホームページに載せています。 

 ところでこのことで館長は何を伝えようとしているかわかりますか？ 「あなた達はどこの中学に通ってい

ても灘中学の教材がいつでも使えるのです」ということを教えようとしているのです。 「今後どこの高校や

大学に行ったとしても、東京大学やそれ以上の大学の教材は誰にでも手に入るのです」ということを伝えたい

のです。 もし君たちに学ぶ意欲があれば、高校や大学の名前にこだわることなく、同じような知識が得られ

る方法があることを知っておいてください。 

 尚、志成館では「国語」も「英語」も「社会」も灘中学に負けない教材を使用し同等レベルの授業をしてい

ます。もしあなたたちが館長の言うことをしっかり聞いて頑張ればもし行きたいのならだれでも東京大学に合

格できるのです。実際にも志成館の先輩も何人も難関大学に合格しています。 
 

学習で最も大切なのは「学習しようという情熱」なのです。教材はどうにでもなるの

です。もちろん大学以降の専門書籍も同じことなのです。 
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〈  「おじいちゃんやおばあちゃんと共に生活できる子供たちの幸せ」   〉 
 現在は、「核家族」中心の時代であり、祖父や祖母と一緒に生活している人は少ないと思います。親子２世代の 

家族の価値観の自由や職業を求めての移動の自由そして一緒に住むためのおうちの大きさとの関係もあって、な 

かなか同居は難しい時代であると言えるでしょう。そのような時代で、祖父母と同居できている幸せ者もたくさ 

んいると思います。祖父母はうるさいだけで、同居はおお迷惑であると感じている人もいるでしょうが（笑）。 

 では何が幸せかと言うと、①一つには、たとえば６０歳の祖父母がいると、普段色々なことを話し合う中で、 

６０年間の過去の出来事を、具体的にそしてありのままに学べるという利点があることです。おじいちゃんやお 

ばあちゃんは、身近な君たちに「真実」を語ってくれるはずです。嘘や架空のでっち上げが多いメディア＝新聞 

やテレビの世界ではないので、情報操作などが入る余地がなく、本当に起こった事、苦労や悲しみ、そして何よ 

りも時代の変化をありのままに語ってくれるということです。このことの学習効果はとても大きく、祖父母から 

得た、良い情報だけでなく悪い情報も含めて、世界中の偉人と呼ばれる人たちの多くが、その知識を上手に利用 

することで人生に一定の功績を残しているからです。 

⓶もう一つには、あなた達が今から６０歳になるまでの人生の予測と、６０歳になった時の姿を、実物で見せ 

 てくれる点です。あなた達は、自分の祖父母を見ることで、人生や外見も含めて、何気ない意識の中で、自分の 

 ６０年後の姿を感じ取ることが出来ているという素晴らしさです。祖父母と会話することで、あなた達は、１２

０年分の知識を得ているのです。祖父母との会話が如何（いか）に貴重であるかがわかりましたか。 

 おじいちゃんやおばあちゃんがいない人や一緒に住んでいない人は、たとえば悲劇的な面では原爆被害者の語 

り部、沖縄戦の語り部、そしていろいろな展示場の遺品や写真などを見ること、喜劇的なというか肯定的な側面 

では、高度成長の時の豊かになることの幸せ感や、１９８０年代のバブル景気の時の面白さやおかしさを、自分 

から積極的に学べばよいだけです。館長は子供のころから老人と話すのが大好きで楽しんでいました。ですから 

江戸時代の末期からのこの地域のことについて、とてもよく知って 

いますから、授業中に聞き逃さないでくださいね。（笑）。 
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〈  「首から上の話」 ・・・外見を優先するか中身を優先するのか  〉 
人間の首の上についているものは頭です。その前の部分を「顔」と呼びます。人間は普通、顔によって個人と 

して特定されます。（今後は生体認証等がさらに深まって、ビジネスや法律や行政の側面では、顔は一層重視されな

くなることは確実なのですが、ここではこの話はしません。）今回は皮肉たっぷりの辛らつ（しんらつ＝表現や物の

見方がとても手厳しいこと）な話になりますので勘弁して（かんべん≒許して）ください。 

多くの人が、首から上の部分の表＝「顔」をとても大切にし、いつも鏡を見て、美しいかな、元気に見えるか 

な、かわいく見えるかな、などと気にかけ、きれいにし、そしていつまでも美しくあるためにも化粧をします。 

また将来の新しい出会いを求めて「顔」にとても神経を使います。そして顔の後ろの方には「髪」があり、これ 

は一方では頭を打撲から守る役目（＝はげた人が頭を打つととても痛がります（笑））と同時に、顔と共に、人を 

美しく飾る役目も果たしています。日々の生活で「首から上」への気配りが大切なことは当然です。 

ところで今回の話は、ＮＯ.６０の「才色兼備アナの真実」とつながったものです。「顔」や「髪」などとは異な

り、外部からは見えない頭の中身の「頭脳」の話で、「今のあなた達の年齢は、外からは見えない頭の中身を充実さ

せることの方が大切な年齢である」と伝えたいのが今回の「幸せになるための思考方法」です。だからあなたたち

が怒りそうな、とても嫌味な文章になっています。（笑）。それでも発展途上にあるあなた達の「将来の幸せ」を願

って、あえて文章にしました。「あなた達の世代では、顔や髪などの頭の外を着飾るよりも、頭の中身を学校で学ぶ

基礎的な知識で詰め込み、頭の中身を豊かな教養や感受性で飾り、今後の社会で生き抜くことが出来る技能を覚え

させることの方が大切な時期である」ということです。わかり切っていることなので腹が立つと思いますが、事の

重用さを理解して、時間や集中力の使い方を間違えないように過ごしてほしいと願っています。 

外見を飾るのは簡単でいつでも何歳になってもできることです。結婚適齢期と言われるような「年頃」になって

から、真剣に考えても遅くはありません。このような気持ちになって、外見を顧みずに、今は勉強に専念するべき

時であると思って、今回の「幸せになるための思考方法」をまた書きました。 

「大きなお世話だ」という怒りは素直に受け入れる覚悟です（笑）。 
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〈 「宝くじは貧乏人への 2番目の税金である」  〉 
宝くじ当たると思いますか？もちろん正解は、「高額の当選金にはほぼ１００％当たりません」です。 

志成館の数学の授業の中での「確率論」のところで、当せんする確率の計算方法を教えます。しっかりと授業を 

聞いてくださいね。１枚買ったときの確率は１０００万分の１なのです。だから宝くじを買いたい人は、税金を支

払う気持ちで買ってください。売り上げの一部が橋や空港や砂防ダムをつくるのに使われますので、そのための寄

付をしているという気持ちで買うのです。嫌味（いやみ）や皮肉（ひにく）ではありません。これが真実なのです。

多くの人々は哀れなほど「真実」を知ろうとしません（涙）。人が良いのか愚かなのかは各自で判断してください。   

確率論とは別に実にひどい話なのですが、そもそも実際に購入している人たちの売り上げ総額のうちの５８％を 

政府がはじめから取り上げて、残りをみんなで分け合っているのが実態です。意味が分かりますか？加えて、統計

上は日本でもアメリカでも貧困層ほどたくさんの宝くじを買っていることがわかっています。だから「宝くじは貧

乏人のための第 2の税金である」と呼ばれるのです。実にひどい言葉なのですが、やはり社会学的に統計学的に「宝

くじは貧乏人のためのもう一つの別の税金」と呼ばざるを得ないのです。 

民主党政権の時代に、これでは宝くじに当たることを期待している庶民に対して、あまりにもひどいやり方で 

あるとして、もっと政府の取り分を少なくして、国民がもらえるお金を増やそうという議論があったくらいなので

す。知っていましたか？ 暴力団=ヤクザがとばくの親分になって資金を稼ぐことは刑法１８５条違反なのですが、

政府はヤクザよりもひどいお金の取り方をしているのです。おそらく多くの人たちが意味を理解できないと思いま 

す。競馬や競艇などの公営ギャンブルはもっとひどいもので、すべてのお金を政府や開催都市がお金を巻き上げる

システムになっています。授業の合間に教えます。加ええて、宝くじの収入の使われ方を調べてみると税金と全く

同じだということがたやすくわかります。館長も買います、宝くじとＬＯＴＯ６を時々。貧乏人であることを自覚

し、自分が愚かで、理論無視の欲張りな夢追い人であると納得したうえでの購入です(泣)。 

現在のコマーシャル＝宣伝社会では、「サマージャンボ７億円」などといった不謹慎極まる宣伝で、国民を煽り 

立てて、税金の不足分を集めているのです。宝くじの「確率論」をしっかり学んで、現実の社会の厳しさやひどさ

を忘れない人間に育ってください。美輪明宏さんの新聞の記事も参考に。        
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＜「右翼とか左翼という政治の世界での言葉の意味」＞ 

 新聞記事やテレビや雑誌などでしばしば「右翼」とか「左翼」とかの言葉が出てきます。メディアの人たちは

誰でも知っている言葉と解しているようですが、意外と意味が分かっている人はいません。ましてや中学生や高

校生にはほとんど理解されていないので今回ここで説明します。公民の授業中に質問が出ましたので(笑)。 

 言葉そのものは１７８９年の「フランス革命」の時の「国民公会」での座席の位置から始まりました。議長席

から見た場合に、左側の座席にロベスピエールを筆頭とする農民や労働者の利益を守ろうとする「ジャコバン党」、

右側の座席に王侯貴族などの特権階級の利益を守ろうとする「王党派」、そして中央には穏健な革命を主張する

商工業者の利益を守ろうとする「ジロンド党」が座っていたことから生まれた言葉です。 

 「右翼＝右派」とは王侯貴族や特権階級そして富裕層の利益を守ろうとする考えの人たちを指します。(ちなみ

にこのころはまだルイ１６世は処刑されていません)今の日本に当てはめれば「自民党」や「公明党」ということ

になります。「左翼＝左派」とは貧しい労働者や農民に生活を守ろうという考えの人たちを指します。今の日本に

当てはめるなら「社民党」や「共産党」がこのグループに属します。「中道＝中間派」はごく普通の商売人や職人

の利益を守ろうという立場の人たちを指します。今の日本に当てはめると「立憲民主党」や「国民民主党」がこ

れに当てはまります。とても大雑把な分け方ですが、このくらいの区分で間違いはありません。話がそれますが、

日本は最近の長い間が自民党や公明党の右翼政権が続いていますが、おそらくこのことは、今の日本人は経済的

に豊かであると考えている人が多いからなのでしょうか。他方では日本にはごく普通の国民が希望する政策を実

行してくれる政党がないから今のような無責任な政治が続いていると主張する人たちもいます。 

 ついでに政治上の言葉である「保守政党」と「革新政党」について教えます。「保守」とはその言葉通り、現在

そしてこれまでの政治にはあまり問題がないから、今まで通りの政策を遂行しようという政党であり、「革新」

とはこれまでの政治や現在の政治には欠点が大きすぎるのでもっとよりよい社会をつくっていこうという政党

を指します。日本では自民党や公明党や維新の会が保守政党であり、立憲民主党や共産党が革新政党になります。 

自分の支持政党はしっかり勉強して２０代に決めるのが好ましいでしょう。 
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＜「才色兼備のアナウンサーの高校生時代」＞ 

 テレビでは最近、才色兼備（さいしょくけんび＝見た目も美しく、能力も高い人）のアナウンサーが、クイズ番

組やバラエティ番組にでて、ちゃらちゃらとして、タレント並みに目立つことが多く感じるのですがいかがでしょ

うか。美女であることや頭が良いことを鼻にかけて（＝自慢して）テレビに出ているよう見えて、館長は、自分の

見かけが良くないことと頭もさして良くもないので、怒（いか）りと妬み（ねたみ）で彼女たちを見ているのです

が（笑）、多くの男性諸君は、うっとりと見惚れて（みとれて）おられるのかもしれません。 

ところが最近、初めてテレビで、彼女たちが高校時代にどのような生活をしていたかを、正直に語ってくれまし

たので、内容を伝えます。その内容とは、彼女たちも、「厚手のめがねをかけ、髪を乱して、黙々と勉強に励み、

勉強時間を増やすために、立ったまま勉強をしていたり、足を氷水につけて眠気（ねむけ）を覚ましながら頑

張っていた」という内容です。実は館長は、テレビに出演されている才色兼備の女性弁護士たちが、司法試験の受
験勉強時代のなりふり構わない勉強の姿や努力を身近に見てきていますので、本当は才色兼備のアナウンサーがテ

レビの中ではしゃいでいても、それはそうなる前の人並み外れた努力の結果によるものだから、大学生やあこがれ

の仕事に就いたあと、有頂天になってはしゃぐのもかまわないし、素敵なことだと、本音は彼女たちを祝福してい

るのです。しかし君たちは、あの人たちの派手でちゃらちゃらした姿に惑わされてはいけません。彼女たちはいか

にも「私は勉強などしていませんよ」といった顔をしていますが、じつは恐るべき努力を積み重ねてきた立派な人

たちなのです。少し難解な漢字が読めなかったり、英語がわからなくて、アナウンサーになれるわけはないのです。

もし彼女たちに憧（あこが）れるなら、そうなるにふさわしい勉強をしっかりとしてください。 

 尚、同じ番組に出演している「タレント」と「局の女子アナ」を同じものと見ないように注意しましょう。タレ

ントは、プロダクションに雇われた、いわば他力本願の、多くの幸運と広く芸能界の人間関係＝コネを利用してい

るとても不安定な身分の職業なのです。少し言い過ぎですが、奴隷的な＝従属的な立場にある人たちなのです。何

かスキャンダルなどがあるとあっという間にテレビから姿が消えることで、あなたたちも理解できると思います。

どんな仕事でも自力ないし実力を伴わないと生き残れないのです。 
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