
 

 

 

〈実るほど頭を垂れる稲穂かな（みのるほど、こうべをたれる、いなほかな）〉 

人間にとってそして人生にとって最も大切な教訓のひとつです。 
 

人間は知識がつき、学歴が高くなり、金持ちになり、権力を得れば得るほど、どうしても自分の

ことを自慢し、権力や知識やお金持ちであることを、みんなにひけらかしたくなります。そうして

ほかの人を見下し（みくだし＝馬鹿にすること）、どうしても傲慢（ごうまん＝なまいき）になり

がちなのです。そのようなときにはぜひともこの言葉を思い出してください。 

この言葉の意味は、「人は社会的地位を得、権力を得、お金持ちになり、有名になればなるほど、

他の人の前では、内心では自分のほうがどんなに優れていると思っていても、自分はその人より

いろいろな面で劣っているという意識をもって、いつも自分の頭を下げて接し、相手を尊重する

ような行動をしなさい」というものです。人間にとって最も大切なことは「謙虚（けんきょ）さ」

だという教訓です。 

もし君が絶好調で有頂天になっているときに、このような心をもって、謙虚な行動できれば、君

はその後もずっとみんなから愛され、もっと力をつけ、幸運も続き、もっとお金持ちにもなれるの

です。 

 

※ 塾の玄関内に「頭（こうべ）を垂れていく稲穂の写真」を貼っています。 
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「欠点も個性である」 
 

老人に対して「ボケてる」とか「動作が鈍い」とか言ってはいけない。美女子や美男子（→基準は西洋ギリシ

ャ文明である）とは言えない人に「ブス」とか「デブ」とか「チビ」とか「ノッポ」とか言ってはいけない。体

が不自由な人を差別するような言葉は絶対に口に出してはいけない。点が取れない生徒や友達に対して「バカ」

とか「頭が悪い」とか言ってはいけない。たとえそれが自分であっても言ってはいけない。すべてその人が持つ

「個性」であり「魅力」であると考えなければならない。このことは、人間としてのすべての知識や判断の大前

提であり、人間として学ぶべき最初のそして最も大切な心構えである。硬い言葉を使えば、これこそ「人権感覚」

である。 

このような自覚を待たない、幼児レベルの恐るべき無自覚な小中高生や大人が多すぎる。指導する隣人や先生

がいないのか、しつける親がいなかったのか、はたまた言われても本気で聞く耳を持たない子供たち本人に責任

があるのか、社会にゆとりがないために自分のことしか考えない人間が増えたためか、情けない話である。 

周りを見渡してほしい。君たちの周りに決して人の悪口を言ったりしない立派な友達や大人がたくさんいる。

このような立派な友達や大人を見つけ、その人たちの言動を自分の模範にして自分を育てていくのです。このよ

うな行動こそこのエッセイの表題である「幸せになる思考方法」の典型的なケースなのです。 

「幸せ」は自分の言動や努力によって自分の手元に手繰り（たぐり）寄せるものなのです。 

 

2016年 秋 志成館 
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〈平和憲法を守りましょう・・・館長からの悲痛なメッセージです〉 ・・・これは昨年の夏の文書の再版です 

日本は憲法前文と９条で戦争放棄を誓い、平和国家を守ることを宣言し、これまで懸命にこの原則を守り続け

てきました。しかし現在の政府はその大原則を破り、再び戦争ができる国にしようとしています。いろいろな理

屈をつけています。そのすべてが間違っているとは思いません。だからといって周囲の国の「脅威論」や「テロ

の脅威論」を理由に憲法を変える必要はありません。高校で学びますが、今日の世界中の戦争やテロの原因を作

ったのはイギリスでありオランダでありフランスなどであるのです。君たちはどこの国とも仲良くしていかなけ

ればなりません。先生の友達の子供さんは中国の人と結婚し、先生たちは双葉高校の生徒さんを交換留学生とし

てロシアへ送りました。今はそんな時代なのです。平和憲法を守るように努力してください。 

戦争に行くのは今の政治家ではありません、君たちなのです。戦争にいって人を殺すか自分が死ぬかを経験す

るのは君たちです。核戦争の時代では戦争は同時に人類の消滅を意味します。しっかりと事の本質を見極めてく

ださい。このことを家族みんなで話し合ってください。時代遅れの、戦争に賛成するすべての国会議員が選挙に

落選する方法を考えてください。そして「平和憲法を持った国」として「世界に軍隊を送ったことがない国」と

して世界中に愛され、信頼され続けた、これまでの日本を守って、これまでの繁栄を維持してください。 

先生の仕事は君たちの保護者と同じように「君たちに幸せな人生を送ってもらうための助力をすること」で 

す。先生やお父さんお母さんの夢を壊さないように、それ以上に自分の幸せを実現できるように、今後も努力し

続けてください。政治で大切なことは「国」を守ることではなく、そこに住む「人間」を守ること

なのです‼そのことは悲惨な第二次世界大戦で学んだはずです‼ 
2016年 秋 志成館 
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「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているか知らないのです。」 
（ルカ伝２３－３４）  

 

上の言葉は新約聖書のルカ伝２３－３４に書いてある、イエス・キリストがはりつけにされる前に弟子に語っ

たとされる言葉です。各種の文学作品や映画やドラマなどでしばしば引用される有名な言葉です。 

この言葉を広く解釈すれば、人間が人間とも思えないような戦争やテロなどのむごいことをするのは、それを

している自分の行為が、自分から進んでしたものであれ他者たとえば国家や軍部から強制されたものであれ、 

「自分している行為が間違っている」ということが理解できない「無知（＝人としての愚かさ）」が原因とな

って生じるものである」ということになります。実はこのことは会社や学校でのいじめにも共通します。 

学ぶのです、学び続けるのです、命が尽きる時まで。そして真実を求め続け、真実をもとにした行動をとるの

です。そして世界中に戦争やテロがなくいじめもない時代をつくるのです。国家や会社や学校での争いやいじめ

などがなぜ起こるかを学び、そしてそれがなくなるまで戦うのです。これがキリストのメッセージなのです。 

私はキリスト教の信者ではありませんがこの教えは簡単に理解できます。実はほかの宗教も同じような立派な

ことを沢山言っており、宗教によっての教えの差はあまりないと考えています。だって世界中に住んでいるのは、

みんな本質的には優しい心を持った人間なのですし、教えを説いている神も実は同じ人間なのですから。 

貧富の差をなくし、戦争やテロの脅威をなくせるのは「神」ではありません。 

君たち一人一人の「人間」による努力なのです。聖書はそのことを伝えたいのです。  
2016年 秋 志成館 
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〈東大など難関校に進学する者はなぜ出世するのか〉 
・・・それは友人や先輩後輩のコネクション（いわゆるコネ）が活用できるからである 

 

君たちは東大や京大などが日本を代表する難関校であることは知っているはずである。このような大学に進学

できる人は人並み以上の努力を重ねてきた人たちであり、世間では「秀才」と呼ばれ、広く「人の上に立てる」

ことが多い。しかし彼らが「有能」だから出世ができると思っていたら君たちは大きな勘違いをしている。 

彼らは信じられないほど多くの「コネ＝人間的なつながり」を持つことができ、それを活用することで出世し

ているのである。小中高生の為に短い文章でわかりやすく述べよう。 

難関高校や大学に進むと多くの友人や知人が大きな会社や銀行に就職し、政府や県の要職に就き幹部になる。 

また医師や弁護士や公認会計士など力がある自由業に就く。もしそのような人たちが君の仲の良い友人だった 

らどうだろうか。仕事で情報や顧客が欲しい時には「ちょっと協力してくれ」「何か役に立つ情報を教えてくれ」

と頼むことができる。また困ったことがあったら医師や弁護士にいろいろなことを相談できる。お金に困ったら

友達の銀行に行って「助けてくれ」と言ったら助けてくれる（…わけではないが(笑)）。そんな時君達の友人はた

いてい友情からお金をもらわないで協力してくれる。出世がしたかったらすでに出世している先輩のところに行

って頼めば協力してくれるはずである。難関校に進学する最大のメリットはこのように友人の力を生涯使える点

にある。他方で誰でも入れる難易度の低い学校に進学すると、出世する友達がいないからコネは使えない。全く

不公平だがこれが現実の世の中なのである。さあ君は今後の人生をどうするのか？ 
2016年 秋 志成館 
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「プレッシャー」の正体は亡霊である 

よく「プレッシャーを感じてうまく実力が発揮できなかった」という言葉を使う人がいる。 

しかし「プレシャー」なんてものはこの世のどこにも姿が見えない。ということは、 

プレッシャーとは君たち個人が勝手に作り上げた「亡霊（ぼうれい＝お化け）」なのである。 

何もないのに、「自分のしようとすることが、うまく行かないようにするために」わざわざ自分が作り上げた「思

い込み」のことである 

「友人の期待に応えるため」「家族への恩返しや思いやり」「勝利へのこだわり」というものがその元凶であると

しても、そんなものは形としてあるわけでもないし目にも見えない。 

プレッシャーの原因と思われている家族や友人そして戦いの相手方にとってははなはだ迷惑な話である。 

スポーツでも学習でもプレッシャーという怪物が外部から君たちを潰しにかかることはあり得ない。 

「自分で作った自滅のシナリオ」のことを「プレッシャー」と呼ぶだけなのである。 

足りないのは自分の努力なのである。 

努力や技術が足りない自分は失敗するのではないかという恐怖心があるだけなのだ。 

冷静に自分を見つめよう。自分の日々の努力や集中力は十分なのかを。 

そして「努力すること」ですべてのプレッシャーを取り除こうではないか。 

 
2016年 秋 志成館 
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〈 かわいい子には旅をさせよ 〉 

「かわいい子には旅をさせよ」という格言があります 

「かわいい」というのは見た目でなく、「自分が愛する子供たち」のことです。 

「旅をさせる」とは、現在のように「旅行を楽しんでよい思い出を作らせる」という意味ではありません 

この言葉が生まれる頃の旅行は、危険で多くの困難を伴うものでした。 

だからこの言葉の意味は、厳しい旅に出かけさせて、「いろいろな苦しみや人生経験をすることにより、自分をより立派

な人間に育てられるように、子供たちには苦労をさせなさい」という意味になります 

旅にでると、普段から「痛いのかゆいの」とか、「暑いの寒いの」とか「眠いのきついの」などと言っている自分が、あま

りにも時代や環境や他者に甘えた生活をしているか思い知ることになります。 

今でも旅行をするときには、添乗員や旅行会社に頼るだけでなく、自分で計画を立て、旅行でいろいろな不便さを

経験することで、とても忍耐力がある人間になること請け合いです。旅行本来の楽しい経験もたくさんできます。 

 

早く「一人旅」を経験しましょうね。できるだけ若いうちに。できたら外国旅行へ行ってくださいね。 

自分が大きく成長したことにすぐ気が付きますよ。 
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〈子供たちが「永遠に伸び続ける指導方法」とは〉 

君たちの中でゴルフをしている人は少ないと思う。多くの人がお金がかかるスポーツと思っているようだから。

しかし純粋にスポーツだと考えればそれほどお金がかかるわけではない。その「ゴルフの最大の長所」はサッカ

ーなどの集団のスポーツと異なり「一切の失敗への言い訳が許されない、敗北の責任はすべて自分一人で背負わ

なければならない」厳しいスポーツであるといえる。だから会社を経営してその失敗や破産の責任をすべて背負

い込まねばならない立場にある社長や弁護士などの大きな責任のある立場の人に向いているスポーツだともい

える。また実利という面では「ゴルフ場の草の上はとっても柔らかく、その上を歩くのはとっても体に良いから 

年寄りが散歩代わりにゴルフをしている」と考えてもよい。 

さてそのゴルフの指導者で有名な人がいる。坂田信弘というこれまでに多くのスーパースターを育ててきた、

塾に置き換えると「カリスマ講師」である。次の言葉はこの人の有名な言葉である。 
 

手取り足取りで教えた子は指導者が教えるのをやめたら 1年でダメになる。 

しかし自分の力で育ちあがった子は永遠に伸び続ける。 
この言葉は学習指導にもそのまま当てはまる。志成館の先生は勉強を教えるだけでなく、自分で悩み、自分で

工夫し、自分で努力ができる人間になるように、具体的には「高校以降も自力で成績も人間力も伸びる生徒」を

育てようと懸命に頑張っている。君たちも学習を前向きにとらえて、塾や先生に任せるだけではなく、「先生や

塾を自分を伸ばすために利用するのだ」という強い気持ちで頑張ってほしい。 
 2016年 秋 志成館 
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〈「巳（み）は上に、已（すで）に半ばと思えども、己（おのれ）は下と思え世の人」〉 

この言葉は「漢字の覚え方」の言葉である。がしかし同時に「人生訓」でもある。覚えておこう。 

「巳」＝十二支の「へび」にあたる「み」は３画目が１角目の始点にくっつくようにしなかればならない。 

「已」＝「古語」であり、古典の文法では活用形の已然形（いぜんけい）の已（い）の字にあたり、古語上

の意味では「もうすっかり」や「とっくに」を表す「すでに」は３画目が１角目の始点と２画目の

始点の中間に来なければならない。 

「己」＝自分自身を表す自己の己（こ）の字＝「おのれ」は３画目が２画目の始点に来なければならない。 

 

この言葉の教訓的な意味は、「身（み）は上に、つまり自分自身は、知識経験でも、社会的な地位でも、経

済的な豊かさでも一般の人を超えている（つまり人よりも上にある）」、と思ったり、そこまでは思わなくても、

「已に（すでに）＝もうとっくに＝現代語の既（すで）に、半ば（なかば）＝真ん中の地位までには来ているだ

ろう」と思っていても、「己（おのれ＝自分）」はまだ、知識経験に劣り、社会的に地位があるとも言えず、経済

的にも豊かだとは自慢できるほどでもない人間である」というように「自分」をとらえておくべきだというもの

である。  

つまり、人間にとって一番大切なものは「謙虚さである」という教訓である。お分かりかな。館長が高校時代

に学んだことです。勉強は楽しいでしょう。 2016年 秋 志成館 
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〈「挨拶（あいさつ）」は形だけでもかまわない〉 

おはよう・こんにちわ・こんばんわ・まとめて「おはこんばんちわ」はアニメのアラレちゃんの挨拶。「オ・

おはよう ア・ありがとおう シ・失礼します ス・すみません」などというまとめ方もある。挨拶はいつ、ど

のような方法で、誰にしたら酔うのかがわからないので、難しいし面倒だと感じている人が多いと思う。「なん

でわざわざ他人にも挨拶をしなければならないのか」と怒っている人がいてもおかしくはない。 

このような「挨拶ができない人たち」には二つのタイプがある。一つは「挨拶」の意味が分かっていない人で

ある。人間としての社会的な知識や経験が不十分で「挨拶の重要性」がわかっていない人たちである。「社会」

がどのようにできているのか、どのように動いているかがわかっておらず、社会的分業の時代に人間同士の思い

やりの気持ちにかけている場合である。今の時代は一人では生きていけない時代なので、他者の共存や協力がど

うしても必要であることを理解して、「仕方ない」「面倒だ」と思ってもよいから挨拶だけはすることにしよう。 

もう一つはその人がとてもまじめな性格で、感受性がとても強いために挨拶をすることができないタイプの人

たちである。「恥ずかしい」「どのように言ったらよいのかわからない」「相手はどのように思うのだろうか」な

どと深く考えて、言葉が出なくなるのである。このような人に伝えたい。「挨拶」とは文字通り、あいさつでし

かない。たとえば先生が「若いですね」と声をかけられると、先生は「ほんとう？」と喜ぶが、しかし「いやー、

あいさつあいさつ」と笑われることがある。このように挨拶は「形だけの側面」「相手を良い気持ちにさせる側

面」がある。そんなものだと思ってあまり深く考えないで気軽に挨拶をしよう。 

2016年 秋 志成館 
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「神も仏もない」という悲しみの言葉・・・広島や長崎の悲劇から 72年たって 

原子爆弾が日本に落とされて今年で 72年になる。被爆者の受けた悲しみ苦しみは言葉にできないほ

ど悲惨なものであり、その苦しみは今も続いている。他方でそれから少したって生まれた館長はそのような

被害に遭うことは一度もなく、平和にそして物質的には恵まれた生活をして現在までそれなりに幸せに生き

てきた。 

「神も仏もない」という言葉がある。ひどい災難が続いてなに一つ幸運がやってこないという嘆きの言

葉である。広島や長崎の被爆者に限らず、これまでの歴史的事件や現在起こっている世界中の悲劇を見て、

自分が過ごした幸せな日々と比べると、「神や仏」は人々に対してなんと不公平なことをするのであろうか!! 

何という差別をするのだろうか!! と強く感じてしまう。 

このような理由から館長は神や仏を信じることはなくなった。学生時代のことである。それ以来「いか

なる人類の悲劇の解決も、ブッダやキリストやムハンマドなど、神や仏のような他力に頼るのでは

なく、欠陥だらけではあるが多くの長所を持つ個々の人間が学び、努力してこのような悲劇をなく

すしかない、人間を信じて行動するしか方法はない」と思い続けている。終わることもない長い人類

の戦いであろうと思う。しかし「すべての人類は、世界中のすべての人々がわけへだてなく幸せに、

そして平和に過ごせるような時代が来るまで戦い続ける責任がある」と思う。そうする事で「人間

には神や仏を越える責任がある」と思うがどうだろうか。 

2016年 夏 志成館 
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〈「愛情」は必然的に「自己犠牲」を伴う〉 

「愛情」＝にはいろいろな意味があり、いろいろなとらえ方があり、宗教的にも文学的にも心理学的にも社

会学的にも非常に複雑な概念である。だからいろいろな意味で深く考えすぎるとあまり良いことはないのかもし

れない。宗教的な活動にのめり込んだり、精神的な観念にとらわれ、いわゆるスピリッチュアルな行動にはまっ

てしまい、近代個人に必要とされる「自分を大切にする」という大原則を忘れてしまうからである。館長みたい

なごく普通の人間でも「愛情」について文章を書き始めると少なくとも１０００ページを超える本になるであろ

う。ただ次のことだけは理解してほしい、特に「自分のわがままさが理解できていない幼稚な人間」には。子供

であろうと大人であろうと。「愛情には必然的に自己犠牲を伴う」ということである。 

ほとんどの宗教が唱えていることであり、どのような人間も備えている性質に関することなのだが、「愛情」あ

る行動をするときには、「自分が損することをいとわない気持ちが必要である」ということである。損得の計算

をした段階でそれは「愛情」ではなくなるということである。「愛情」ではなく「打算」になるのである。この

ような文章を書いたのは、最近は自分の利益のことしか考えない愚か者が多すぎると感じたからである。エマソ

ンが言うように、自分の周りに喜びを与えることができる人物が「愛情豊かな人間なのである」。長くなりそう

なので今日はここでやめることにする。「社会的な愛情」とは「周りの人に迷惑をかけないようにマナー良く行

動することである」とだけ言っておく。あとは「文学や音楽や映画」の世界に任せること 

ＮＯ. １２  
 
幸せになるための思考方法 

 



 

 

 

 

 

「良薬は口に苦（にが）し」 

 「良薬は口に苦（にが）し」ということわざがある。この言葉の直接的な意味は「よく効く薬は苦くて飲みにくいも

のである」というものだ。しかし諺（ことわざ）はその文章通りのことだけを言っていることはまれで、多くの場合、何らか

の比喩（ひゆ＝たとえ）として表現されている。 

この言葉が伝えたい内容は「自分にとってほんとうに価値があるアドバイスは、聞いていると腹が立つこと

が多い」ということである。たとえば君たちの保護者や先生の言葉は、いろいろな面倒くさい内容や、わか

りきっていると思うことが多く「うるさい‼いちいち言われなくてもわかっている‼」と怒りを感じることが多

いと思う。しかしこのようなアドバイスこそ君たちを助けてくれる言葉なのである。辛（つら）くても、腹が立っても、この

ような言葉を言ってくれる人は「自分の味方である」と信じておいた方が良い。つまり「天使のささやき」なので

ある。 

逆に、「甘い言葉や、歯が浮くようなうれしいほめ言葉は」、聞いていて嬉しいが、危険極まりない「自分

を地獄の底に落とす可能性がある言葉」であると考えておくべきである。つまり「悪魔のささやき」なのだ。 

勉強でも遊びでも、進学や就職でも、ビジネスやお金儲けのことでも、すべてに当てはまることなのである。 

君が厳しい言葉を発する天使を信じて「苦労や努力をして幸せを手にする」か、悪魔に騙（だま）されて

努力しないで「人生で地獄の苦しみを味わう」かは、君次第である。 

2015年 夏 志成館 

 

2016年 秋 志成館 

 

幸せになるための思考方法 
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勝者の心理学  ・・・E・タイガー・ウッズの言葉から 

 

① 成功のために最も大切なことは、まずしっかりとした「目標を立てること」であ

る（自分はどのような高校や大学に行きたいのか、将来どんな仕事をしようかなどということ

を早いうちから考えておくことである。高校や大学のことがわからないなら単に「難易度の高

い学校」と決めておけばよい。選択の可能性が失われないからである。） 

② 次に大切なことは、それを実現していくためのプロセス（＝手順）をしっかりと

組み立てていくことである 
（どんな教材を、いつまでに、どのように暗記しておれば、希望の中学や高校や大学に合格で

きるかを把握しておかなければならない。そして「あらゆる成功は、時間をかけたプロセスの

積み重ね」によって実現されたものであることもしっておかなければならない。） 

③ ただもう一つ大切なことは、「自分の性格や本心に合っていないのに意地を通して

いるだけではないか」を見直す勇気である。 

 

 
 

ＮＯ. １４  
 
幸せになるための思考方法 

 

2015年 夏 志成館 

 



 

 

 

 

何のために英語の学習をするのか 

 世界中を飛び回って仕事をすることができるようになるために 

 世界の素晴らしい音楽や映画を楽しむために 

 ネットショッピングで世界中の魅力ある商品を安価に入手するために 

そして何よりも 世界中に友達を作り 

           世界中のステキな人と恋をするために 

 

 

 

幸せになる思考方法 

２０１６年 夏 志成館 

ＮＯ. １５  



 

 

 

 

〈議論で指導的な立場に立つために〉 
 クラスや地域社会で議論をしているときになかなか結論が出ないときがある 

そんな時、できるだけ静かにしておいてみんなの意見を聞いておく 

みんなの意見が出て議論が進んだら「これくらいならみんなが納得するであろう」

という考えがわかるはずである 

その時におもむろに手を挙げて、「このようなことにしたらどうか」と提案する 

そうすると多くの人が納得する 

そして君のことを賢い人間であると尊敬してくれる 

これは実は「後出しじゃんけん」で少しずるいやり方ではある 

しかし偉大な「指導者」はだいたいこのような手を使っている 

だから君も人の上に立ちたいならこのようなことも知っておこうね 
 

 

ＮＯ.１６   
幸せになるための思考方法 

２０１６年 夏 志成館 



 

 

 

〈御伽草子（おとぎぞうし〉の「浄瑠璃十二段草紙」から〉 

 「大海塵（ちり）をえらばず。花は所を定めぬもの。泥（でい）のうち

に蓮（はちす）あり。草の中には黄金（こがね）あり」 
 

大きな海はどのようなゴミでも受け入れてくれる。 

つまり「この大きな世界にはいろいろな人達が住んでいる。」ということだ。 

この世の中の美しい花はどこにでも咲く。 

つまり「この世界の中には立派な人間がどこにでもいる。」ということだ。 

ちょうど美しい蓮（はす）の花が、汚く見える泥の中に育つように、「立派な人物はどのよ

うな環境にあっても立派に育つ。」 
雑草の中には黄金が眠っている。 

つまり「ふつうの目立たない人間世界の中にも、想像もできないような立派な人物がいるもの

である。」 

それは「君」なのかもしれない。人生にはつらい時も多い。しかし他の人と替わることが出来な

い「世界にただ一つの存在である自分」を大切に育て、「自信」と「誇り」持って生きていこ 
 

NO. １７   
 
幸せになるための思考方法 

 

2015年 夏 志成館 

 



 

 

 

 

 

君たちには「恥をかく権利」がある 
君たちは日常生活の中で「恥」をかいた経験が少なからずあると思う。友達との学校生活の中や、日常生

活での公衆（＝みんな）の前で、大きな失敗をし、恥をかいて、後悔をして、その場にから逃げて隠れてし

まいたいときがしばしばあると思う。その原因は君たちに知識が足りないか、判断能力が劣っているからで

ある。 

しかし１０代や２０代では、幸せに生きていくために必要な「十分な知識」や「適切に判断する能力」は、

普通の人にはまだ身についていない。人はいろいろな失敗を繰り返し、恥をかき、悔し涙を流し、後悔で夜

も眠れなくなる日々をたくさん経験する。そのような失敗や経験を繰り返すことで人間的に成長し、他者に

迷惑や怒りを感じさせなくなり、他者に対する優しさも身に付き、自分も幸福になれる。 

ということは、君たちのような若い世代は、「恥をかく権利がある」「失敗をする権利がある」と考えるこ

とが必要である。もちろん不注意が原因で同じような失敗を繰り返し、恥をかくことは人間的に問題がある

と考えてよい。「反省をしない人間」とか「不注意極まりない軽率（けいそつ）な愚か者である」と批判さ

れても仕方があるまい。しかし小中学生や高校生そして広く若い世代の人たちは、「前向きに頑張ろう」と

いう意識がある限り、予測もしないことで失敗をしたり恥をかくことを決して恐れてはいけない。 

その理由は「人間が進歩する生き物」だからである。 

人は進歩するために失敗をし恥もかくのである。 

その先に見えるのは「見事に成長した君の姿」ではないか。 

決して恐れてはいけない、決して焦ってはいけない‼ 
2016年 夏 志成館 
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幸せになるための思考方法 

 



 

 

 

〈R.W.エマソンの言葉から〉 

 「苦しみではなく、喜びを自分の周囲にふりまきたいと願う気持ちほど、人の顔の色

つやや姿や行動を美しく見せるものはない」 

 

「他者への思いやり」を大切にしている人は、この言葉だけでエマソンの伝えたいメッセージの内容の

全てがわかるはずです。 

ラルフ・ウォルドー・エマソンは 150年くらい前のアメリカ人で、黒人の奴隷解放にも尽くした、偉大なそし

てとても良心的なアメリ人です。彼の考え方は「神秘主義」と呼ばれて宗教と哲学の中間的な考え方をする人と

言われていますが、館長は「自然科学の発達が未熟であった時代に、科学と人間の可能性を信じよう」と主張した人

物であると評価しています。（「少年よ大志を抱け」という言葉も、このころのアメリカの流行語なのです） 

現在における「良心的なアメリカ人」にはとっても人気がある偉人で、館長も大ファンなので、今後も彼

のいろいろな言葉が授業中にも出てきますので、楽しみにしておいてください。 

R.W.エマソンの著名な本の一つに「自然について」や「人間について」などがあります。大学生以上にな

って、現代の人間の姿、お金を求め、物を求めて、「心を失っている人間の姿」にうんざりした時にでも読んでみてく

ださい。心が洗われますよ。 

NO.１９   
幸せになるための思考方法 

 

2016年 夏 志成館 

 



 

 

 

 

「ブラジル・オリンピック」でのメダリストからの君たちへのメッセージ 

今年 2016年の「ブラジル・オリンピック」の競技では日本の選手は素晴らしい結果を出していますが、いつも

のように選手たちは「悲喜こもごもの人生の姿」を私たちに見せてくれます。その中から２件だけ紹介します。 

まずは日本の田知本さんで、女子柔道の金メダリストです。4 年前のロンドン・オリンピックでは、みんなから期待さ

れていたにもかかわらず、７位に終わり本人の落胆や後悔ばかりではなく、多くのスポーツメディアや国民も彼女を

冷たい目で見つめていました。館長も期待していたので大いに失望していました。しかし今年は４年間の苦しみを乗

り越えて見事に金メダルを取られました。彼女の４年間の気持ちを表す、鬼気（きき）迫る顔の表情、そして強い信念

は、試合の展開に反映され、見事な結果を勝ち取られました。 

もう一人はケニアの女子マラソンランナーでの金メダリストのスムゴングさんです。ロンドンでは 42.195 ㌔のマラソ

ンの最後のトラックでの争いで、4 人の争いで一人だけメダルを取れなくて４位になった選手です。ぜひとも勝ちたい

という気持ちは、マラソンの後半に見られ、見事なかけひきで、金メダルを手にされました。 

最近のプロ野球のイチロー選手などにも見られますように、プロの選手やオリンピック選手は「私たちが生きていくに

あたって必要なもの」をわかりやすく教えてくれます。忍耐力、努力、目標を持つことの大切さ(志成館のテーマの High 

Hopes)、決してあきらめないという強い気持ち、そして周囲への感謝の気持ちを持ち続けることの大切さと、その気持ち

が自分と他者にもたらしてくれる幸福感などです。まさに志成館のこの紙の目的を端的に示してくれているのです。 

これらのことを感じながら、勝敗という結果だけこだわることなく、今後もオリンピック競技やスポーツ競技を楽しん

2016年 夏 志成館 

 

NO. 20   
幸せになるための思考方法 

 



 

でください。 

 

 

『カウボーイにはしたくない』  

 「カウボーイにはしたくない」※ というカントリー・ミュージックの有名な曲があります。歌っているのはウイ

リー・ネルソンという、高齢の、アメリカではもっとも有名なミュージシャンの一人であり、“Ｓｈａｋｅ It Off ”のテーラ

ー・スイフトの大先生にあたる人です。 

曲の歌詞内容は「・・・母さんは自分の子供をカウボーイのような（仕事が大変で、給料も安い）人間に

するのは望まない。自分の子供は医師や弁護士やその他何か知的な職業で高給をもらえる仕事についてもら

いたい・・・」というものです。これはどこの国の親の理想でもあるように思えます。仕事にはよい悪いはありま

せん。どのような仕事をしていても誇りをもってやり遂げるべきです。しかしどこの国の親でも、君たちが人から尊敬さ

れ、困った人の力になれ、できるだけ安全なところで仕事をしてもらいたいし、できるなら人よりも高給をもらえること

を望んでいると思います。そのために一生懸命に会社で仕事をして、君たちを塾に行かせてくれているのだと思いま

す。このような親の気持ちだけはしっかりとわかっていると思います。力いっぱい勉強をしましょう。 

 今年の夏はいつもよりも暑かった。今年の夏に「熱中症」で病院に運ばれてくる人の多くが、君たちが目にし

ている「道路工事などの厳しい土木工事をしている人である」ということを館長の知人の医者から数日前

に教えてもらったのでこの文章を書いている。舗装道路の上で日光を浴びての労働は、想像以上に過酷なのだ。  

職業に貴賎はないが楽で安全な仕事というものはある。保護者や先生の気持ちを理解して、頑張ってほしい。 

ＮＯ. ２１  
 
幸せになるための思考方法 

 

2015年 夏 志成館 



 

 

〈「貧相」と「福相」・・・人相についての話 〉  いつも「福相」をしておこう 

顔つき＝人相（にんそう）には言い尽くせないほどたくさんの言葉がある。優しい顔、意地悪な顔、怖い顔、間抜けな顔、

賢そうな顔、信頼できる顔、信頼できそうでない顔、いやらしい顔（エロい顔の事）、ずるそうな顔、抜け目がなさそうな顔、

明るい顔、暗い顔、貧相な顔、ふくよかな顔＝福相、凛とした顔、誠実そうな顔、意志が強そうな顔その他いろいろ。 

そこでだが、この「幸せになるための思考方法」といういわば館長の随筆は、君たちに「幸運」がめぐってくるようにと思っ

て書いているメッセージである。そのために一つだけお願いしたいことがある。 

それは「いつも福相をしていてほしい」ということである。 

「福相（ふくそう）」とは「幸せな顔」の事である。「日々の生活には色々の悩みや苦しみがあり幸せな顔などできるはず

がない、そんな馬鹿なことを言ってほしくない‼」と怒られることはわかっている。しかしそうであってもできる限り幸せそうな

顔をするように努めてほしい。そうすると周囲の人は君たちの顔を見て「ほっと」し「癒し」を感じて幸せな気持ちになるの

である。そうして君たちが周囲に与えた「優しい思いやり」はいつか君たちに戻ってくるからである。具体的に「福相」とは、

たとえば志成館の先生をしてくれているそのちゃんや絢ちゃんやを思い出してごらん、素晴らしい福相の持ち主だというこ

とがわかるでしょう。辛くても嫌なことがあっても「笑顔」を欠かさないほど強い心を持った人だということが。館長もお金は

なくてもお金があるような「福相」をするように心がけています。そうしないと「幸せ」も「お金」も逃げてしまうからなのです。 

これに対して「貧相（ひんそう）」とは「いつも不幸せでお金もないという貧しそうに見える顔」の事です。こんな顔をして

いると「やってくる予定の幸せ」も逃げて行ってしまいます。志成館に通っている生徒は貧相の人はあまりいないと思いま

す、塾の性格から。しかしもし「貧相」だと言われたり鏡を見てそう感じたら「福相」になることを努力目標にしてください。 

偉そうなことを言っている館長にとっては今でも難しいことなのですが(´;ω;｀)。 

ＮＯ. ２２   
幸せになるための思考方法 

 

2017 年 初夏 志成館 

 



 

 

 

〈 春の「年度替わり」という気持ちの切り替えのチャンス 〉 

日本では毎年 4月に「年度が替わる」。新しい学年、新しい学校、就職、会社の転勤そして国や県の予算
なども新しくなる。直に来る２０１８年という「新年」も「年数が変わり」新しい気持ちになるが、しかしこ

の時は「数字が変わるお祭り」みたいな感じで、カレンダーや日記帳などが新しくなるが、受験などで気持ち

を変える余裕もないことの方が多い。しかし「年度替わり」には現実に生活上の大きな変化が起こる。そして

そこではいろいろな「気持ちの切り替え」が可能となる。話を君たちに合わせよう。 

４月に小学生から中学生へ、中学生から高校生になる。学年も一つ上がりクラス変えなどもあること

が多い。この時は「自分の人生や生活を見つめなおし、気持ちを切り替える絶好のチャンス」で
ある。日々の生活や学習が順調に進んでいるなら年度を意識することもなかろう。しかし日々の生活や

友人との付き合いそして何よりも学習がうまく行っている人はそんなに多くはない。そこでこの時期に、

具体的には３月３１日を境目に、「これからはしっかり勉強しよう」「ゲームを少なくしよう」「先生や友

人との関係を変えよう」などという気持ちの切り替えをするのである。ロシアの有名な諺に「継続は力

なり」というものがある。確かに物事を継続することは大切であり大きな価値がある。しかしいろいろ

な悩みがある人は「すべてを清算して（すべての不都合なことをなかったこととして忘れてしま

って）気持ちを楽にして新しい気持ちで生活を始めるという発想も必要である。 

つまらない過去は引きずらないことである。 

そうしないと長くて厳しい人生は乗り越えられない。 

ＮＯ. ２３  
 
幸せになるための思考方法 

 

2017 年 春 志成館 

 



 

 

〈 この世に「頭が良い」人などいない。努力して点数を上げているから「頭が良い」のです 〉 

君たちの友達に「頭が良い人」と「頭が悪い人」がいると感じて生活している人が多いようです。しかし生

まれつきの病気などがない限り、このような区別は間違っています。すべての人は生まれた時は全く同じ能力

で生まれきているからです。しかしその後の長い年月のうちに、「いろいろなことを考え、覚え、悩んできた

人」と「学んだり覚えたり自分から進んで学ぼうとしなかった人や、勉強できるような環境がなかった人」と

の間に大きな差異ができるのです。 

まず３歳までの育て方がその後の人生に大きく影響します。次に小学校までの育ち方が大きく影響します。

しかしこの年齢までは育てる側の「親に責任」があっても、子供たちに責任があるとは言えません。またどん

なに大きな差があるように見えてもまだ学力差はそれほど大きくはありません。 

しかし中学生になるころから、自分で進んで勉強して勉強を大切にする人と、ゲームや部活に熱心になりす

ぎて何も学習しない人との差はどんどん開き始めます。 

そこで提案です。部活などをしながらも成績が良い人は、今の調子を守っていままでどおりに過ごしてくだ

さい。他方でこれまで本気に勉強してこなかった人はすぐに心を入れ替えて、しっかりと勉強を始めてくださ

い。そして合計学習時間が「成績が良い人が幼稚園の時から勉強してきた合計時間に追いつくまで」勉強す

るのです。それができて、点数などで追いついたら、自分の頭が良いことに気が付いて「この世の中には努力

家はいても生まれつき頭が良い人などいない」ことに気が付きます。 

伝えたいことは「今ならまだ成績の良い人に勉強量で追いつく 

ことができ頭が良いと言われる」年齢であるということです。 
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〈 「自分」とは一体何だろう 〉   ・・・「個性を大切に」その①  

「自分」とは一体何だろう。どうして自分はほかの人、たとえばもっときれいな人や格好いい人、頭が良い

人やお金持ちの人ではないのだろうか。館長は子供のころ真剣に悩んだことがある。他方で貧しくて生きてい

くこともできない国や戦争が絶え間なく続いて家族や友人知人を亡くしているような国に生まれなかったこ

と、人並みに体も丈夫に生まれたことにとても幸運であるとも感じていた。 

確実なことはこれまでの自然現象や歴史的事件そして自分まで営々と続く先祖からの遺伝そして何らかの

偶然が自分をつくったことである。これらのうち人間の過去の行為によって生じた現象、たとえば家柄や身分

や国籍などの問題や貧富の差の問題は今後の人間の努力で変えることはできる。医学的病変も次々に乗り越え

られるかもしれない。いや世界中のみんなの努力で「助け合い」そして「乗り越えねばならない」のである。 

しかしそれでも個人個人に違いはある。この部分をどのように理解したらよいのだろうか。私はそれらすべ

てを「個性」と解したらよいのではと感じている。現代の科学では「遺伝子組み換え人間」をつくって、美

男美女で体力もあり頭脳も明晰な人間をつくることが可能となっている。しかしそのような人間になって何が

楽しいのだろうか。そのような人間ばかりの世の中で一体楽しさや生きがいは見つかるのであろうか。私はそ

んなことはあり得ないと考えている。「自分は他人と違う」から面白いのであり、他人と違う苦しみを味わい、

他人と違う努力をし、他人とは異なる考えや趣味を持ち、他人には味わえない感動や楽しみを手に入れること

ができるから生きているのである。みんなと同じなら、どこにでもあるようなものなら、「自分」が生きてい

く価値はない、他人に任せればよいことなのだから。今の自分そしてこれからの自分に「誇り」を持って生き

ていくことである。 
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〈 「個性を磨き光らせよう」 〉   ・・・「個性を大切に」その②  

「個性」とはその名前の通り、自分しか持っていないもの、ほかにはない自分そのものの事である。これこ

そ人間が生きていく心の支えとなるべきものである。 

しかしその「自分」は果たして立派な存在であろうか、人々に尊敬される部分を備えているのだろうか。も

しかしたら他の人に迷惑をかけたりして自分の存在が他者の不幸のもとになっていないだろうか不安になって

くる。そこで「自分を立派な存在に仕上げる過程」が必要となる。それは何だろうか。 

 人は親の責任で生まれてくる。その後の育ち方＝個性の作り方は両親などの保護者に大きく依存する。テレビ

などのメディアや友人知人の影響も大きいが、親の在り方考え方が子供の個性に大きく影響することは間違いが

ない。人によっては一生親の在り方に支配されている場合が多いと言ってもよい。しかしこれでは親の姿をその

まままねているだけであって、「君自身の人生を歩いている」とは言えない。つまり「君そのものの個性」だけ

とは言えない部分がある。 

 そこで志成館では、個人差があるものの、基本的には「中学 1年生までは自分の欠点は親の責任にしておいて

よい」と指導している。「（同時に自分の長所も親のおかげである場合が多い）」。しかし中学 2年になるころから、

「自分の長所も短所も自分の責任である」と理解しなさいと指導している。親から学んだ長所を大切に、短所は

自分で乗り越えて、「自分磨き、自分を光らせる」「個性」をつくるように」と指導している。 

 自分を磨くために大切なことは「立派な人間に出会い」「広く有名な文学書や歴史的な名著と呼ばれる本

を読み」「幅広い分野の世界中の音楽を聴いて体をシェイクさせ」「名作とよばれる映画を見て行動の基準を

学び」「絵画や骨とう品に親しみ」「スポーツやダンスをし」「おいしいものを食べ」「美しい風景を眺める」

ことである。日ごろの勉学で負けないように、なおかつ人間力で負けないように、志成館が理想とする煌め

くような個性を磨き「君の存在が人々に光を与えられるように」日々頑張りましょう。 

ＮＯ. ２６  

 
幸せになるための思考方法 

 

2017 年 初夏 志成館 

 



 

 

 

〈 「愛」とは何だろう 〉          ・・・「愛情」その①「愛」とは 

「愛」と言うと君たちの多くが「男女関係の事」だと考えると思う。しかしこれは正確には「恋」という文字

が適切だと思う。英語の単語では「愛」は love か affection で、気持ちの強さで分けているようだが、日本語

では「愛」と「恋」を使い分けた方がわかりやすいように私は思っている。神学で言う「アガペー」と「エロス」

という区別の方がわかりやすいと考えているのである。そこで今日は広く「愛」についての話をしたいと思う。 

「愛」とは人間にとって最も大切な感情であり、必然的に「自己犠牲」を伴う。だから「愛＝自己犠牲」とい

うような心理学的な把握をしてもよいにではないかと私は考えている。「親子の愛」「友情」「動物や自然への愛」

などは、自分が損することを平気で受け入れる気持ちがない限り実現不可能である。これは人間特有の感情で、

人間の誇りであり、それがなくては生きる価値もないほど人間にとって大切な感情であると言えよう。 

確かに動物も自分の子供以外を可愛がり異なった動物をかわいがって育てるが、その多くは「自分の子という

勘違い」かまたは「種族を守るため」という衝動によるものであって、人間の持つ愛情とは異なると科学的には

解されている。だから全くの他人や他者、たとえば犬や猫などのペットや鯨やイルカや小鳥そして花や植物にま

で真の愛情を注げるのは人間しかいないと言えるだろう。 

その人間は「家族」や「友人や隣人などの他者」から受けた愛情に比例して「愛情あふれる人間」に育ってい

く。正確には「そうなるはずだ」と言えるだろう。というのはそれが「愛」だと感じる気持ちを持たないで育っ

た人間や、「愛」だと教えてくれる人がいない環境で育った人もいるし、そもそもそのような「愛」に恵まれる

こともなかった人間もいつの時代にもいるからである。 

君たちは人間にとって最も大切なものが「愛」であることをしっかりと理解してほしい。自分を犠牲にしても

他者や動物や植物を守ろうとする気持ほど尊いものはないと認識してほしい。釈迦もキリストもムハンマドも同

じことを言っているに過ぎない。科学も人々の幸せを願って進歩したはずである。 

そうすれば世界中から醜い争いがなくなる日は必ずやってくる。 
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〈 「愛」とは何だろう 〉      ・・・「愛情」その②「恋」とは 

「愛」という感情が人間にとって最も大切な感情であることは前に述べた。次にここでは「恋」という君たち

の多くが興味を持っているであろう(笑)「男女関係の事」について話したいと思う。 

館長も多くの人と同じく「恋」の達人ではないし、これまでにもいろいろなことで悩んできた。あまりいい思

い出もないと言ってもいいのかもしれない。しかし中学時代から多くの小説を読み、たくさんの映画を見、多く

の曲で恋の歌を聞き歌ってきた。そこでこれらをまとめて箇条書きをしようと思う。参考になることを願って。 

❶多くの小説や映画や楽曲が「恋」について語っている。百人一首も 40 首以上が恋の歌であることは知って

いると思う。だから確実に言えることは「恋」は君たちの人生を豊かにし苦しめ生命をも左右する「一大事」

であると考え、すべてにわたって真剣に考えて、いい加減に軽く扱わない決意が必要であるということ。 

❷他方で「人生は喜劇そのものである」と言われるように、恋によって人生をこわさないで、面白くおかしく

対応する技術や失恋した時への心の準備も必要であると考えること。 

➌恋がなかったら文学も音楽も科学もへったくれ？もないということで、「恋」に対する寛容な気持ちが必要

だという発想をしよう。そして「小説や歌や映画で自分の気持ちを楽しむ」ことも一つの方法だと考えよう。 

➍「恋」することによって決して他人を不幸せにしないという心構えをしておくこと。 

➎「蓼食う虫も好き好き」と言われるように人の好みは説明がつかないのだから、他者が自分を好きになって

くれないからと言って、その人を恨んだり、嫌がらせをすることは人として許されるものではないこと。 

❻人は「いつ」「どこで」「誰を」好きになるかの「予測」はつかないし、そのことの「「説明」ができるはず

もない。だから「恋」とは危険極まりない物であり、だからこそ小説や映画や歌のもととなる。恋の争いに

巻き込まれたら「だから人生は面白い」と開き直ったうえで、絶対に他者を傷つけることなく自分で責任を

取ること。・・・etc.（エトセトラ：その他いろいろ） 

※書き始めたら終わりそうになくなった。続きは「館長の社会論サイト」で 
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〈脚本家 倉本聡さんからのメッセージから〉 

 「人生には『伸びる時』というものがある。そのチャンスを失ったらあとは死 

ぬのを待つだけ」 
 

日本を代表する脚本家に倉本聡さんという人がいます。舞台での演技を指導する人です。多くの舞台俳優を育てら

れ、多数の有名な演劇をつくられた方です。演劇という仕事で多くの若者を育てられ、勉強とは違いますが、ある意味で

は素晴らしい教育者だと思います。その倉本さんがテレビの中で俳優になる人への厳しい言葉を発しておられました。 

「人生には伸びる時というものがある。そのチャンスを失ったら、あとは死ぬのを待つだけ」と。 

とても厳しい言葉です。しかしこの言葉は「自分の教え子を伸ばしたい」「自分の教え子を一流の役者にし

たい」という強い思いやりがある言葉だと館長はとらえている。つまり塾の先生も同じことを考えているということで
ある。みんな同じような能力と可能性を持っている。しかしいろいろな面で差がつくのは、チャンスともいうべき時に頑張っ

たか頑張らなかったかの違いがあるからだ。前向きに頑張る人にはチャンスは何度もやってくると館長は考えている。し

かし確実に言えることは「中学生の今こそが人生で最大のチャンスだ」ということだ。テレビでよく見かける予
備校講師の林修さんの「今でしょ」はこのことを言っている。親や先生の「頑張れ」という言葉を聞くのはつらいことだと思う。

「またか(# ﾟДﾟ)」とか「もうたくさんだ」としか感じない人が多いこともわかっている。しかし怒らないで素直に「これは自分へ

の愛情あふれる言葉である」と感謝して忍耐力をもって「今」を乗り切ろう。 
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俳優「杉良太郎」の良心 

杉良太郎というテレビや映画や舞台で活躍する有名な俳優がいる。美男子で、多くの女性だけで

なく男性も引き付けられるほどの魅力を持った大俳優であると思う。 

かれは「流し目」使う。このことが好きな人もいるが、大方（おおかた＝多くの人）は変な奴、

変態だと感じているだろうと思う。しかしそれでは彼のことをなにも理解していないことになる。   

じつは彼は舞台やテレビなどで「流し目」を使いながら、巧妙に、自分に対峙している人間を観

察しているのであるのだと言われている。優しいか意地悪か、好色か淡泊か、傲慢か謙虚か・・・

などと。その彼の根底には人間という生き物を超えた、凡人には理解しにくい、高い次元からの彼

なりの人間との接し方があるのだと思う。最近のテレビで人気があり、男を手玉に取るようなしぐ

さや目つきをするのが売りの、壇蜜？（だんみつ）という女性タレントがいるが、彼女も同じで、

人を巧妙に観察しているのだと思う。余裕というか遊びというか、少しばかり不真面目な意識もあ

るのだが、その心の奥底には「冷徹な知性」が見て取れるのである。だから彼女は「知的レベルが

高い番組」によく使われる。そのような彼や彼女は基本的には「人間」に絶望しているのだと思う。

そして人間である「自分自身の本質」にも。他方では本当に「人間一般」や「彼本人＝自分自身」

に絶望しないように、彼なりに必死に、誠実に、そして暖かく人間に接し、教化を目指し、自他共

の幸せのために、そして誇り高い人間であり続けるために、懸命に努力しているように見える。 

ＮＯ. ３０ 特別版  
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したがって私は杉良太郎をとても尊敬している。彼らが登場するテレビ番組を作成したディレク

ターはそのことがわかっているから番組をつくったのである。改めて私の様な凡人がコメントする

立場にもないが。以下は彼のテレビ番組を見て初めて知ったことなのであるが、杉良太郎は 

①１００名の世界中の恵まれない子を養子として育て 

➁恵まれない人たちのために数十億の寄付をし 

③東北の震災などの時には数万食の炊き出しのボランティアをしたそうである。 

役者としての舞台や地方巡業などで彼が果たした優しい心遣い、そして多くのボランティア活動に

ついては誰でも簡単に想像が出来ようというものである。 

テレビ番組では、ボランティアという人間として当たり前のことをしているのに、多くの貧者富

者の双方の人たちから理解されないことに悩んでいる彼の表情が見て取れた。何のことはない、「時

代が人間のあるべき姿を見誤ってしまっている」だけなのである。杉良太郎の様な大人物が、その

ような社会に対して別に嘆くこともあるまい。 

世界の子供たちの貧富の格差に唖然、呆然（あぜん、ぼうぜん）とし涙を隠さない彼の姿には敬

意を抱かざるを得ない。 

彼は若い頃の人生の絶頂期に人間の在り方、人間の誇りについて深く考えたのだと思う。同時に

自分の周りにいる役者への機嫌取りをする人間の浅はかな心に辟易としたに違いないとも感じる。 

ロールスロイスとベンツとポルシェを持っている自分が腐った人間であると感じてそれらを処分

したということであった。その心意気は凡人の域を超えて成長する姿を見せている。 

彼も私も同じように考えている。「なぜこんな悲劇や差別が世界中にあふれているのだろうか、



 

どうして人間は人間らしい当たり前の行動ができないのだろうか」と。 

かくして彼も人間が当然になすべきことをしているだけなのである。彼の行動や考えがぶっ飛ん

でおり、時代に合わないと指摘する人が多いそうである。しかし彼も私も同じで、普通の人間がな

すべきことをごく普通にし、ごく普通の人間が考えるように考え、懸命に生きているのである。 

ただその行為はギブ＆テイクの、お金まみれの、資本主義社会には合わない、不合理な行動にし 

か見えないのであろう。彼の心の中にはギブ＆ギブという本来の優しくて愛情にあふれる人間の在

り方が光り輝いているのだと思う。 

彼は裕福で有名な人物なので大きな奉仕活動ができている。その分批判や反響も多いし、苦悩や

落胆も多いと思う。他方で私は子供たちの教育を、彼の持つボランティアの心を大切にして懸命に

しているのだが、その日暮らしの貧しい凡人であるが、幸せは杉良太郎と同じように感じている。 

凡人であるが故にかえって幸せなのかもしれないとも思う。それに塾にくる子供たちはそもそもと

ても幸せな恵まれた人間だからということもあろう。杉良太郎みたいな本当に苦しみ生死をさまよ

う子供たちが相手ではないのでとても楽である。大人物と豆粒みたいな小人物とを比較するのはお

こがましい。しかし考えていることに大きな差異はないと思ってこのメモをした。 

多くの人々から脚光を浴びる映画スターということの関連で、世界中から愛されている映画監督

Ｓ・スピルバーグも同じように考えて、世界中からたくさんの養子を向かい入れて育てているので

あろうと思う。 
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【 燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや （えんじゃく、いずくんぞ、こうこく

の、こころざしをしらんや）】       司馬遷「史記」の中の「陳勝の言葉」     
 

先日「韓信の股くぐり」という故事成語を教えましたが、一緒に「燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや」という

故事成語も覚えましょう。意味は『ツバメやスズメのような小さな鳥たちには、大空を飛び交（か）う

シギやサギのような大きな鳥の気持ちはわからないだろう』ということから、『大人物は考えるこ

とが壮大で、大きな理想や目的をもって日々努力するが、小人物は夢や希望を持た

ないために努力をしようとしないし、大人物がなぜそのような努力をしているのか

さえ理解できない。したがって大きな夢と希望を持つ人はそのような夢を持たない

人たちにかかわっていても仕方がないから、ほったらかし自分は努力し続けなさい』
というものです。つまり君たちが進学や就職について大きな目標をもっていろいろと学びそして苦しんでいるの

を見て、将来のことを真剣に考えようともしない、夢も希望も持たない人たちが「いったい何のためにそのよう

な苦労しているのか」と不思議に思う人たちがいるが、その人たちに夢や希望を語っても仕方がないので、そん

な人たちにはかかわらないで、自分だけは努力をし続けなさいという教えです。 

この言葉は使い方によっては「とても傲慢（ごうまん）で生意気（なまいき）に思われますので、あまり口に

は出さない方が良いでしょう。しかし大志を抱いている人や、受験競争が厳しい今の君たちの年齢の時や、ビジ

ネスや社会への奉仕などで、将来大きな希望や野望が生じた時には、この言葉を「しっかりと心の中に秘めて頑

張りましょう」。故事成語やことわざを知らないと、馬鹿にされていてもそのことに気が付かないというみじめ

なことになります。「便覧」がありますが、とりあえず１００均の 

「ことわざ集」を全員に配布しますので、少しずつ覚えてくださいね。 

ＮＯ. ３２   
幸せになるための思考方法 

 

2017 年 秋 志成館 

 



※楽譜やＣＤは館長が持っているので、いつでも聞けます。 

上掲のいろいろな文章というか随筆は、志成館の生徒用に何か役に立つのではない

かと、１～２週に 1回のペースで、小さな紙きれで配布しているものです。 

以下、たくさんある館長の気まぐれ随筆の中から、君たちに役立ちそうなものから

随時暇を見つけて追加していきます。楽しんでください(笑)。 

予定は２００回くらいです。 

2017年 2月 21日(火)         志成館館長   森 英行 



 

 
 

〈「学び舎の歴史教材」と「学習への情熱」〉      

   
最近「学び舎」の歴史教科書を ASSETS で紹介している。兵庫県にある名門「灘中学校」で採用している教科書であ

る。現在ネット右翼や自民党の右翼の政治家や議員（右翼とは自分の国さえ良ければ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）などから反日的だなどと批判されている教科書である。館長はこの教科書の事を「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」と感心している。 

 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るかい？ 君たち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ことを教えようとしているのである。「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」ということを伝えたいのである。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こう。 

 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る。もし君たち

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ある。実際に志成

館の先輩も何人も合格している。 

人生で最も大切なのは「学習しようという情熱」なのである。 

 

ＮＯ. ３３  
 
幸せになるための思考方法 

 

2017 年 夏 志成館 

 



 

 
 

〈 「物言えば、唇寒し、秋の風」という日本社会の哀れな現実 〉 
最近の新聞紙やテレビのニュースで、神戸製鋼や東芝や日産や東レなどの日本いや世界を代表する日本の大

企業がいろいろな不正やごまかしをしていることが記事になっています。とても情けないことであるだけでは

なく、これらの日本の大企業の評価が下がることは、君たちの将来の就職にも悪影響を及ぼします。 

「物言えば、唇寒し、秋の風」ということわざの意味は、『自分の周りに起こっているいろいろな不正やご

まかしを、「悪いことだ」と批判すれば、会社や地域社会からいじめられ、のけ者にされるので、何も言わな

い方がましである』というものです。事なかれ主義、ディレッタント、見ざる言わざる聞かざるの「三猿」、

などと同じ意味で、人間が自分の身を守るためには、黙っているのが安全だというものです。 

しかしその結果が日本の企業のこの哀れな姿なのです。多くの会社の一部の出世した重役たちこそ、このよ

うなずるいことをし続けた責任者なのです。君たちは今のうちから、「この大人の社会の醜さ」を知っておく

必要があります。何も言わない何もしない人が会社の社長になることが多いというのは企業社会でも政治の世

界でも同じ傾向があります。だから特に政治の世界では能無しの大馬鹿者が国会議員になることもあるのです。 

このような大人の社会と「学校でのいじめの問題」とが全く同じであることは、「想像力」がある人にはす

ぐにわかったと思いますがいかがでしょうか。さて、君たちは、このような問題だらけの現実の社会でどのよ

うな選択をして生きていきますか？しっかりと悩み、深く考えて、いずれ「自分の生き方」を決めなければな

りません。それがどのようなものになるかは一人一人異なると思います。それが自由な人間の人生であり、NO.

３２でも述べている「個性」なのですから。これから一生のあいだ悩み続けてください。そのための判断の材

料はこの志成館のホームページのいろいろなところに載せています。 

ＮＯ. ３５  
 
幸せになるための思考方法 

 

2017 年 秋 志成館 

 



 

 
 

〈 「茶髪事件」と個性の大切さを認めない不自由な社会 〉 
自分の髪の毛が少し赤みがかっている生徒に対して、「茶色に染めた髪を黒い色に戻しなさい」という誤っ

た指導をした先生が問題となっています。この問題はとても重大で、根が深く、君たちは単に髪の毛について

の勘違いの問題であると軽く考えないようにしてください。典型的な「差別」と「いじめ」なのです。 

社会を牽引していると思っている愚かな権力者や指導者たちは、すべてを自分の気に入るように社会を変え

ていこうとする傾向があります。そしてその方針に合わない人々を排除するのです。この問題もこの文脈で起

こったことであり、個性を尊重しないこのような指導は重大な誤りと解すべきです。そもそも人間は一人一人

が異なっているから楽しいのであり、外見も思想も本来バラバラで良いはずです。館長が「おしゃれをする生

徒は大好きだ」と言っているのも個性を大切にしてほしいと願っているからです。 

もちろん場所や状況に応じてそれなりの規律は大切で、この場合もピンク色や紫色に染めていた場合は、学

習の場所としてふさわしくないという指導を受けてもよいと思います。しかし今の時代の日本には世界中の

「国」の人々、より具体的には世界中の「人種」の人々が日本の学校に通っています。そのことを前提にして

考えた場合、このような狭量（考えが狭い人の事）な先生がいるとは恐ろしいことであると思います。館長も

白髪を染める時には真っ黒と少し赤みがかった色そしてほぼ茶髪の選択ができますし、茶髪の友人もたくさん

います。 

この「幸」の文書で今後もしつこく述べ続ける予定なのですが、「個性を重視しない社会こそが、破滅を招

いた戦前の軍国主義社会の日本の姿である」ということを一時たりとも忘れないようにしてください。人をい

じめる人間にも特にこの傾向が強いのです。 

ＮＯ. ３４  
 
幸せになるための思考方法 

 

2017 年 秋 志成館 

 



 

 
 

〈 「自分が得する言葉しか耳に入ってこない」未熟な子供たちへのとても厳しい言葉 〉 

 
 今回は、森先生の友人で、小学校や中学校や学習塾の、とりわけ成績を伸ばそうと一生懸命に子供たちを指導

されている先生たちに共通した、「子供たちのもつ一般的な傾向」についての意見を述べます。厳しい文章なので

怒（おこ）らないで読んでください。それは 

「未熟な子供たちは、自分に都合のよいことしか耳に入らない（＝受け入れようと

しない）！！」 
という意見です。保護者や親や先生たちはみんな君たちを大切に思い愛しています。だから日々厳しい指導を

されます。それはいつも話しているように、君たちが幸せになるためです。そのようなときに、「君たちが話しを

聞いてくれるようにと願って、少し甘い言葉やおいしい言葉と一緒に話をされることがとても多いと思います。

そのようなときに、話で最も大切な、厳しいことは忘れてしまって、おいしいこと、楽しいこと、楽なことだけ

受け入れていく傾向の人がとても多いということです。進学指導でも同様です。しかしこのようなことを繰り返

していたら、その後の人生が失敗だらけの破滅的なものになっていくことは誰にでも簡単にわかるはずです。 

大切なことは、日々自分に「甘い判断をする傾向や欠点」がないかをしっかりチェックし、自分をいつも見つ

めなおしながら生きていくことです。いつも「おいしい言葉に自分が騙されていないか」をチェックするのです。 

実はこのことは欲張りでお人好しで無能で学習をしないすべての未熟な大人たち（ひどい表現ですが、わざと

きつい言葉にしています）にも言えることなのです。だからネット上での詐欺や投資話に騙（だま）され、欠陥

商品を買わされ、そのうえ自分の積み上げてきた財産や信用を失うのです。（涙）。 

※ 参考までに、このような甘い人々を誑（たぶら）かす悪政の典型である「飴と鞭（あめとむち）の政

策」を学習してください。1925年の「普通選挙法」と「治安維持法」との抱き合わせが好例です。 
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＜「学問」について一言・・・館長の嘆（なげ）き＞ 

 多くの現代人は「学習」するのは「将来の仕事のため」であり「実用的に使える知識を身につけるため」と

考えています。福沢諭吉が「学問のすすめ」で説いたのはまさしくこのことであり、学習することは極めて実用

的な必要ごとであります。そして学習することで人々はいろいろな意味で豊かな人生を送れます。 

しかし学習することにはもっと大きな理由があります。それは今の時代や今の社会が果たして理想的な社会な

のかを疑ってみる力を人々に与えるという点です。「伝統」や「権威」や今の時代では当然とされていることが本

当に正しいのかを疑う力を与えてくれるということです。 

館長はテレビ番組やコマーシャルそしていろいろなネット情報で、人々の関心事や物の考え方を見るたびに、

「現代人はどうしてこれほどまでに真の学問の目的を忘れてしまったのか」とあきれ果て呆然となって嘆きたく

なることがしばしばあります。 

小学生や中学生には難しい議論なのでここまでにしておきますが、いつか分ってくれる時が来ると思って次の

言葉をここに載せておきます。 

「学問は、すべての真実とされていることを疑ってみることから始まる」 
というものです。福岡高校出身のノーベル賞受賞者である大隅良典先生も、このことに力点を置いて、講演を

されていたことはＡＳＳＥＴＳで紹介したはずです。 

時の支配者階級、支配的な企業や富裕層、多数者は自分たちの権威や立場が脅かされる可能性があるために、

学問や教科書や教育行政に介入して、「真の学問をさせない」ことによって、自分たちの立場を安全安泰な状態に

しておきたいのです。 

難しいことを書いて申し訳ありません。それでもわかっている人が志成館にもいると思って書きました。 

 
 

ＮＯ. ３７  
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〈 「一期一会（いちごいちえ）」・・・出会いがあれば必ず別れがある 〉 
友情や恋愛は偶然の出会いから始まることが多い。たまたま同じクラスであったり、同じ部活であったり、クラ

ス名簿の順位が近かったり、教室での席が近かったり、たまたま同じ通学や通勤のバスや電車を利用していたり、

たまたま同じパーティーに出ていたり、たまたま飲み屋で隣の席に座っていたりしての出会いなど。これらがもと

になって永い友情が生まれ、場合によっては結婚に至り、人生を共にする関係も生じる。長い間生きてきた館長は、

そのような出会いをたくさん見てきた。親子関係や兄弟関係も一つの偶然の出会いと考えてもよいと思っている。 

このような出会いがあって、素晴らしい関係が続いていると、その関係が永遠に続いてほしいと願う。しかしお

互いの信頼関係がなくなった時や、どちらかの一方に新しい大切な出会いが生じると、それまでの関係は霧のよう

に消えてしまうことが多い。祖父母や父母との偶然の事故や高齢による死別も別れの一つの「形」であろう。 

こんな時人は自分の運命を嘆いたり、自分の過去の行為を後悔したり、時には自分のもとを去っていった友人や

恋人を恨むこともあるだろう。それが普通の人間の姿でもある。 

しかし、親子関係を含めて、人はすべて、「それまでの素晴らしい出会いがあったこと」に感謝をするべきである。

たとえ大失恋をして、生きる気力がなくなったとしても、そのような出会いの期間があったことに感謝して、「去る

者は追わず」という強い決意で、あきらめることも大切である。酷（むご）いようだが、たとえ自分が愛し、頼り

にする父母と万が一死別することがあっても、決して嘆いてはいけない。むしろ愛する父母と一緒に生きていけた

時間があっただけでも「神からの最高のプレゼントをもらったのだ」と感謝するべきなのである。そのためには、 

あとで嘆くことがないように、「今日」そして「今」の出会いや関係を大切にし、感謝の気持ちを

もって人々と接して生きていくべきである。親子でも友人や恋人に対しても、すべて「今日」を大切

にして精いっぱい生きていかなければならない。そうすれば、悲しい別れがあっても「後悔」や「嘆き」は

大きくならないかもしれない。少なくとも悲しみはすこし癒されるであろう。 

 
 

ＮＯ. ３８  
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〈 「小さなことでも、メモしましょう」・・・相撲界のいじめに関連して 〉 
 
 現在、相撲界の暴力事件について、毎日のように報道がなされています。そのことに関して、ある有名な

人で、社会的にはとても立派であると評価されている人が、５年以上前に、次のよう真実を発言しています。 

「相撲界の人間はバカばっかり。どうしてかと言うと、立派な人が、貴重な話をし

ている時に、誰一人として筆記具とノートを準備して、メモを取ろうとしないからで

ある。これでは、どのようなことを話で聞いても身につかない。人間は、大切なことはしっかりノートをと

って、それを反復して読み返さないと、自分の知識や教訓として、頭や心の中に入っていかない。」「だから、

いつまでたっても相撲界は昔のままの、閉鎖的で古い社会のままであり、いじめや暴力がなくなるような組織

には全く進歩していない。」と。 

この「幸せになるための思考方法」にこれを載せた理由はわかりますよね。ここに成績を上げる方法がしっ

かりと書かれているからなのです。授業中、それが学校であろうと塾であろうと、大切なことは、ノートや教

科書や、教材の隅にでもしっかりとメモをするのです。そしてそれを暗記するまで繰り返し見続けるのです。

授業だけでなく、本や新聞に良いことが書いてあったら、どんな小さなことでもメモを取るのです。そうすれ

ば暗記ができないとか、忘れてしまって思い出せないとか言わなくて済むのです。 

少なくとも館長が知る限り、大物作家や学者や企業での管理職や社長に上り詰めた人はほとんどが「メモ魔」

でした。他方で館長は、その人たちに比較して「メモをすることを怠けていた」から大物にはなれなかったの

です。紙きれでも何でも良いから、「メモをして読み返しましょう」そうすれば成績なんてすぐに上がるもの

なのです。そして最低でも、館長の上を行ってください。 
 

ＮＯ. ３９  
 
幸せになるための思考方法 
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〈 「頑張れば頑張るほど苦労は増してくる」・・・それは君が優秀だからである 〉 
 人は自分の将来が、安定し、安心し、豊かに暮らせるものになるようにと願って、一生懸命に日々努力をして

いる。しかし頑張れば頑張るほど、苦労や責任は増えてくることが多い。たとえば第４学区の中学生を例にする

と、香住ヶ丘高校でもよいのに、たまたま成績が良いので福岡高校にしようと決意し、そのためにはこれまで以

上の努力をすることが求められ、成績アップのために苦しむことになる。部活でも、チームの他者よりも目立っ

て活躍をすると、チームの責任者にされ、みんなから期待され、さらに一層の努力が求められて、苦労が増して

くる。このような時に「なんでこんな苦労をしなければならないのか」と悩むことがある。 
 しかし怯（ひる）んではいけない。それは君にそれだけの恵まれた才能があるからなのである。他者にはない

才能があればこそ、そのような苦労が求められるのである。だから自分の才能に感謝して、精いっぱいの努力を

しなければならない。ただし「自分の心や体を壊さない程度まで」という条件付きである。このことはしっかり

と自覚していてほしい。 
今でも人気抜群のお笑い芸人であるビート・タケシが最近の正月用番組で正直に告白していた。実は彼は過去

にバイク事故を起こして、死線をさまよったことがある。その時私は直感的に「自殺を図ったな」と感じていた。

当時の日本のお笑いの世界のトップ・スターであり、たくさんの部下を抱え、日々新しいネタを次々に生むこと

が要求されていたのを知っている私たちは、「これでは人間が持たないであろう＝精神的にも肉体的にも限界を超

えるだろう」と感じていたのだが、その時に「自損事故」を起こしたのである。優しくて思いやり溢れる彼の事

だから、いよいよ限界に来たのだなあと感じていたころに起こった事故であった。「もう生きるのが嫌になった」

とやっと最近になって本心を告白してくれて、彼の長い間の心の重荷が取れて、私たち彼のファンは一安心した。 
誰でも限界がある。その時には、それまでの自分の努力に誇りをもって、一休みする必要がある。その「時」

を把握するのは簡単ではない。自分なりに判断してほしい。タケシや電通のまつりさんのようにならないように

注意して、日々全力で頑張ってほしい。 
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〈  「推薦入試」「や「面接試験」に合格する人たちの「性格」ないし「人間性」 〉 
年末や 1月になると、「推薦入試」の対策指導をしてほしいという希望がたくさんあります。そこで、「面接試験」

に合格するための、必要条件を列挙します。結局は「立派な社会人として育っているか否か」がポイントです。 

 

０１）他人の話をまじめにしっかりと聞く習慣があること。 

     ・・・普段から自分に興味がないことや、自分には役に立たないと思うことを聞かない人は不合格 

０２）笑顔が可愛いことや元気の良い表情が読み取れること＝魅力がある人間であること 

     ・・・小さい声やはっきりしない言葉で対応しり、いやだという気持が顔に出る人は不合格 

０３）そもそもの面構えの良否=わかりやすく言えば顔つきの良否 

     ・・・わがままそうな顔、横柄で生意気そうな顔、間抜け顔などは不合格 

➡「鏡」を見るか、「チャーリーとチョコレート工場」の映画を見て自分の顔つきの欠点を探すこと 

０４）行為やしぐさ 

     ・・・ドアの締め方が手荒かったり、椅子の座り方が粗雑であればその時点で不合格 

０５）反応が遅い人や慌てて早く答えすぎる人 

     ・・・ゆっくりと間（ま）をおいて、落ち着いて答えましょう 

０６）性格の素直さ 

     ・・・テストの時に面接官は、困っている人には助け舟を出してくれます。その時には自分の考えに

こだわらないで、素直に面接官の指導に従うこと。 

 

※ 就職試験でも同じで、肝要（かんよう＝とてもたいせつ）なことは 

「君たちがお店に行った時に、君たちが気持ち良いと感じる店員さんの 

ように、丁寧で優しくて賢そうな対応を笑顔ですればよいだけ」の事なのです。  

ＮＯ. ４０  
 
幸せになるための思考方法 
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〈  濃い味の「コーヒー」や「ラーメン」についての館長の私見と薄味のすすめ 〉 
最近のラーメンの味はどこもしょっぱい。これにはちゃんとした理由があります。それは基本的には「替え玉」

をしてもらうためです。スターバックスのコーヒーも味が濃い。ラテやオレにして味を甘くさせて売り上げを伸ば

すためです。付加価値をつけているのです。何を言っているのかわからない？私の個人的な見解ですから。 

一般に外食すると、味が濃いかしょっぱいということがわかります。料理の一般的な傾向として、油濃くしてそ

して塩を多く入れると、お客さんはおいしく感じるそうです。知人のラーメン屋さんの言葉です。ですから、しょ

っぱい外食は君たちまだ体が出来ていない子供たちは、できるだけ食べないようにする必要があります。 

君たちの世代はたくさん食べる必要もありますので、お金がかからないようにそして健康促進のために、できる

だけ外食は避けるようにしてください。よく親子で焼き鳥屋さんに来ている光景に出会いますが、焼き鳥みたいな

しょっぱくて油濃い食事をしていると大変なことになります。焼き鳥屋さんによく行くという友達がいたらよく観

察してください。とってもデブっている子供たちが多いはずです。親は子供が可愛いのでおいしい物を食べに連れ

て行っているのですが、食育に関して「無知」すぎるだけなのです。うらやましがらないでくださいね。 

繰り返します、外食産業はネットでのいろいろなゲームやアイテムなどの販売と同じように、君たちの「健康」

の事をあまり考えていない店が多いのです。おいしく感じてたくさん食べてもらえるような味になっているのです。

自分の体、とりわけ将来の自分の健康を守るために、外食は避けて、なおかつ冷凍食品なども避けて、食品の素材

を生かした、薄い味付けの食品をたくさん食べるように心がけてください。 

3万食以上食べ歩いたラーメン博士の館長の個人的な見解ですが、①先生が子供の時から「塩とラードと味の素た

っぷりのラーメンのスープは飲んではいけない」とみんな言っていました。もっとも先生は今でもスープ中心です

(笑)ガンにもならずにまだ生きています。⓶最近の人気ラーメン店はスープがとても少ない(プンプン)。➂ラーメ

ン１杯の値段が高すぎる。④ただ最近はおいしいラーメン屋さんが増えました。 

館長が評価する日本一のラーメン店は久留米の「丸星ラーメン」￥４５０です。 

お好み焼き(広島風)は西新にある「八昌（はっしょう）」が福岡一です(笑)。 

ＮＯ. ４１  
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〈 嘘つきを退治する方法は「真実」だけ 〉 

 ローマ法王のフランシスコさんは、ネットでフェイク・ニュース＝ウソの情報が飛び交う今の世界の姿に対し 

て、「真実の力で、嘘を打ち負かそう」というメッセージを発表されました。 

 

「嘘のウイルスに対する最も抜本的な対抗手段は真実による浄化だ」というものです。 

 

 この言葉はとっても古くからあり、多くの小説や随筆に書かれており、館長は中学時代からこの言葉を信じて

これまで生きてきました。人は自分の利益や目的のために色々な詐術を用い策略をねって人をだまします。それ

が小説や舞台や映画の世界での話なら、「人間というものはそんなものだから」という理由で、怒りを感じながら

も「喜劇」として楽しむこともかまわないと思います。しかし政治や平和や民主主義や正当な経済活動を守ると

きや、地球環境を守るという真面目で切実な事柄に対しては、フェイクが許されるわけはありません。しかしそ

のことがわかっていても「心無い人」や「強欲な人」や「無知な人」そして「功名や成功を焦る人」は嘘をつい

てしまいます。 

 このような「嘘」や「ごまかし」や「いじめ（も含む）」に怒りを感じを、これらをなくす方法は「真実を知る

人が、その真実を懸命に訴えて、うそを次々に白日の下にさらして（はくじつのもとにさらす＝誰の目にも見え

るようにすること）、ひとつずつ退治していくこと」が最も有効な方法であるというメッセージです。 

 もし中学生や高校生の君たちが、まだ汚れた考えに支配されていないなら＝まだ悪魔に心を売っていないなら、

このフランシスコさんの言葉を一生忘れないでほしいと思います。「嘘やごまかしで得たものは無価値である」と

いうことを忘れないようにしてくださいというだけのことです。 
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〈  「眼力様」・・・読解力を伸ばすために、言葉の意味の深さを推測する努力をしましょう  〉 
 館長は先祖が祀（まつ）っていたという理由で年に数回京都の伏見稲荷にお参りをします。伏見稲荷には数多

くの神様が祀られています。多くの人々が山をめぐりながらその神々に祈りをするのですが、その中に「眼力（が

んりき）様」という目の神様がおられます。眼病の神様で、お狐様の口から出てくる清らかな水で目を洗い、眼病

が治るようにお祈りをするところです。館長も老眼や白内障などにならないように目を洗います。 

しかしそれ以外の理由もあって目を洗うように心がけています。その理由がわかりますか？ わかったあなたに

は優れた「読解力」があると言えるでしょう。「創造力に満ちている人間である」という称賛も得るでしょう。 

「答」は「自分の将来への眼力＝将来を予測する自分の能力が狂っていないようにというお願いをするのです。」

意味が分かりますか? 景色を見る器官としての「目」だけではなく、「心眼（しんがん）」、つまり人間の心や人類

の将来を見つめる「心の目」が曇って、将来の見通しを見る目が狂わないようにと、眼力様にお願いをするのです。

館長は無神論者＝神を信じない人間として生きています。したがって神に頼ってお祈りするわけではありません。

自分の努力の不足やいろいろな判断が正しいかどうか神と共に考え直しているのです。だから仮に判断を誤っても

それは自分が悪いのであって、神を恨（うら）むことはありません。「OH MY GODという言葉は決して使いません（笑）」 

君たちは現在、安永先生の国語の時間に「四字熟語」や「諺（ことわざ）」の勉強をしています。この時に気が付

きませんか？「言葉とは文字通りの意味と言外（げんがい＝話された言葉以外の）の意味があること」に。四字熟

語やことわざそして慣用句には「自分の人生に役立つ多くの言外の教訓的な意味があること」に。そうなのです、

実は「国語」という科目で学んでいることは、言葉の文字通りの意味だけではなく（それさえもできない人が多い

のですが）、その言葉に含まれている筆者が伝えたい別の意味、筆者の深い感動や心の奥の悩みを読み取れなければ

ならないのです。国語でいう「真の読解力」とは、このことを指すのです。忙しい生活の中で現代人が忘れている、

言葉の意味を深く考える努力をしてください。その努力があなたの人生を幸せな素晴らしいものにしてくれるので

す。とりわけ家族関係や友情や恋愛の時などの人生でもっとも大切な場面で。 

 

ＮＯ. ４３  
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〈 「松方弘樹の行動パターン」と「現代の大富豪の行動パターン」との比較 〉 
 最近亡くなった日本を代表する大スターに松方弘樹という人物がいます。館長の子供のころは時代劇の若手の美

男子のスターで、テレビでは「遠山の金さん」シリーズで有名だと思います。彼はその豪快なお金の使い方でも有

名で、映画の撮影での打ち上げや日々のねぎらいのため、自分が稼いだお金の大半を、一緒に働いた仕事仲間のた

めに使ってしまうような人間でした。今の平均的な考え方からすると、無駄なことをする愚か者だということにな

るでしょう。自分で稼いだお金はしっかりためて、自分のしたいことや子供の教育や老後の資金にためておくべき

であろうというのが普通の考え方だと思います。しかし館長は彼のこのような行動をとても素晴らしいことである

と思っています。というのは、「彼が稼いだとされるお金も、実は彼一人で稼いだものではなく、カメラマンや衣装

係などの多数のスタッフによって出来上がった映画の収入であること」を正確に理解したうえでの行動だからなの

です。自分の仲間への彼の優しい感謝の気持ちがそうさせたのです。 

 翻（ひるがえ）って現代の富豪と呼ばれる人々や会社のオーナーやＣＥＯたちを見てください。従業員を酷使し

て＝こき使っておいて、自分たちは法外な収入を独占するというパターンがとても多いと思いませんか？ 日本に

は善良な経営者が多いのであまり目立ちませんが、アメリカなどは反吐（へど）が出るほどの強欲な経営者が多数

存在し、経営とは名ばかりの、企業の乗っ取りや独占への欲ボケした行動ばかりで、しかもそのお金を独り占めに

して、自分の利益のみに使い、ため込んだお金で政治家とのコネをつくり、時には政治家を買収したうえでの権力

の維持ばかりに情熱を使う有様です。 

 格差がひどくなった今の時代に求められているのは「他者への思いやり」だと思います。とりわけ経営者がなす

べきことは、従業員への思いやりであると思います。富豪と呼ばれる人がなすことはそうでない人への自分の富の

積極的な配分であると思います。本当は税法を改正して強制的になすべきことなのですが。 

 伝えたいことがわかりましたか？ そうです、今の時代ほど松方弘樹のような人物が必要とされている時代はな

いということなのです。君たちもささやかな利得があった時には、その「幸」 

を親兄弟や友人と分け合って人生をシェアして楽しく過ごしてください。  

ＮＯ. ４４  
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〈 「毒を持って毒を制する」という言葉の意味と「自然治癒力（ちゆりょく=治る力）」 〉 
「毒を持って毒を制する」という言葉があります。悪い物や悪い人を正すために、悪い物や悪い策略を用いるこ

とを指します。 

実は西洋医学でいう「薬」は基本的には、人間の体の中にはない「異物」であり、ある種の「毒」です。したが

って西洋医学は、つまり現在の医学では、原則的には、「毒」を使って人間の体の不調を治癒するという作業をして

いることになります。（「漢方」による治療は、すべてが自然の中にある薬草や動物の部分を使って治療しているわ

けではないので「生薬＝自然界にある毒でないものを使って病気を治している」ことになります。）近代医学は人体

に関する素晴らしい研究のもとで投薬や手術をしているし、私も西洋医学に助けられてきたので、その価値は素晴

らしいものであるということは容易に理解できますしそれを全面的に否定するつもりはありません。 

しかし「人」には自浄能力があり、自然治癒能力があります。だから人類は数百万年も存続しつづけたとも言え

るでしょう。そこで、これから一生生き続けるための基礎体力をつくっている小学生中学生高校生に讃えたいこと

があります。それは「自分の持つ自然治癒力を大切に育ててほしい」ということです。志成館に色々な「食育」の

本を置いていますが、好きなものやおいしい物だけでなく、自然のままに近い食べ物を、あまり加工していない状

態で、好き嫌いをしないでためてほしいということです。現代では「自然の食べ物」にもいろいろな毒が含まれて

おり、遺伝子組み換え食品という危険な食べ物も多量に流通しており、自然の食べ門だから安心できるというわけ

でもありません。しかしそれでも意識的に、日ごろから「毒」ではない「自然」の食べ物を口にし、同時に自分の

体の回復力を信じて、病気にかからない、かかっても、本来「毒」である薬に頼らなくても治る、強い体をつくる

という意識を持って生活をしてほしいということです。そのためにはときどき食品を売っている場所に行ってくだ

さい。サニーやＦコープやボンラパスなどに行って、季節にふさわしい新鮮な野菜や果物をチェックし、店で売っ

ている「スウィーツ」と比較してください。そうすると君たちの世代が好んで食べるスウィーツや炭酸飲料

の多くが実は「毒」ということがわかると思います。 

 

ＮＯ. ４５ 
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〈 館長の「化粧品」の話 〉 

 館長は 20歳代の時、テレビの宣伝の影響を受けて、化粧品を何種類か使っていました。（資生堂のアウスレ

ーゼという商品で、今でもどこの店でも打っています(笑)。）将来は弁護士になってバイクで法廷に出かけ、

きれいな服を着て、よい香り放ちながら法廷での闘争をしようなどと、今ではあきれ果てるくらいの夢を持っ

て勉強をいっしょうけんめいしていました。(今でもアメリカの裁判のテレビ番組に出ている人は女性も男性

もこの当時私が憧れていた格好をしています(笑)) そして毎日フェイス・クリーム（顔につける化粧品の事）

をつけて図書館に通って、自画自賛そして自己陶酔の日々を過ごしていました(笑)。 

 そうしたところ半月もしないうちに顔の肌が荒れてきて、カサカサになり始めました。最初は都会の塵（ち

り）が肌を痛めていると思っていたのですが、しばらくして実はクリームが悪いのではと思い、いったんフェ

イス・クリームを使うことをやめました。そうしたらほんの 1週間もしないうちに肌はすべすべもちもちした

肌に戻りました。それ以来「香水」だけはマナーとして使うことはあっても化粧品を使ったことはありません 

 この 4６回は 4５回の続きです。薬が「毒」であると同様に、実は化粧品も基本的には「毒」であることを

知ってもらいたいがために「幸せになるための思考方法」に入れたのです。 

 若いうちは女性も男性も、特別の時はともかく、仕事や勉強の時には、若い肌を保ち続けるために「香水」

などを使わないようにしましょうね。肌は自衛が出来るし自然治癒力を持っているのです。 

「心」も「体」も自分を信じることが必要なのです。  
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〈 「科学技術の発展と人間の楽しみ」  〉 
自動運転の自動車の開発が進んでいます。近い将来コンピューターやＧＰＳの発達で、ほとんどハンドルを握る

ことなく、安全に目的地連れて行ってくれる日が来るかもしれません。便利な時代になったものです。 

しかし運転が好きで、車が好きな館長のような人間は一体どんなことになると思いますか。車の良さは、自分の

思い通りのコース取りをして、思い通りのスピードで走り、体に運動をさせ、危険を感じながら運転するところに

あります。車は目的地に行くための道具であるとともに、運転を楽しむ道具でもあります。 

このことを魚釣りに例えれば、必ず魚が釣れる「いけす」で魚釣りをしているような状況であり、釣れるか釣れ

ないかのスリルを楽しむこともできません。自然の中で魚と格闘や知恵比べをすることが魚釣りの楽しみであり、

たくさん釣ることが魚釣りの真の楽しみではありません。特にいつでもおいしい魚が手に入る現代においては。 

似たようなことがＥ－スポーツにも言えます。これはスポーツをゲーム化したうえで、ゲーム上で現実のスポー

ツのように戦わせ、勝利者を決定しようとするものです。そしてこれをオリンピックの種目に入れるべきであると

いう、私から見れば大馬鹿者もいるくらいです。 

これら上掲の例のどこが問題なのかわかりますか？ それは生きた生身の動物である「人間」の本来の在り方を

否定し、機械＝コンピューターやＡＩによって人間を操（あやつ）っていこうという、知識偏重の、そしてビジネ

ス優先の「人間否定」の動きであるということなのです。 

それもこれも人間のすることだから、そのような傾向はまぬかれまいという人が多いと思います。しかしそれで

は「人間の生きる空間」や「人間の誇り」はどこに行ってしまうのでしょうか。 

今後「幸せになるための思考方法」や最近のＡＳＳＥＴＳで述べていますように、「人間としての誇り」「そもそ

も人間とは何なのか」を考え直す、「哲学をすること」が必要であると思うのですが、いかがでしょうか。 
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〈 「店員さんたちには優しく接しましょう」・・・「権利性の強い人間」にならないように 〉 

 今の時代は「資本主義社会」です。そして「自由主義社会」です。 人々は自分の生活のために働き、賃金を得て、そのお金で

自分の必要とするものを購入し、すきなものを食べ、好きなところに旅行をし、家庭を築きそれを守って人生を送っています。よく

言われるように、今の社会はお金を媒介（ばいかい＝なかだち）として人間関係が成り立っている社会であり、ＧＩＶＥ＆ＴＡＫＥ

（ギヴアンドテイク＝与えそしてもらう）社会なのです。だからお金を払った以上は当然の「権利」としてそれにふさわしい物やサー

ビスを手に入れることができるのです。つまりお金を払った以上は自分がどんな失礼で生意気な人間であっても、相手に与えた

お金の分は手に入れることができるのです。 

 このような時代では、日々の人々の生活を見ていると「とても権利性が強い人間」によく出会うことがあります。「お金を払ってい

るのだから」という理由から相手、特に弱い立場の店員さんや広くサービスマン＆ウマンに対して偉そうにふるまったり、高飛車な

態度をとったりする人、生意気なことを言う人が良く見かけられます。君たちもそのような光景を見かけることが多いかと思うがどう

でしょうか。確かに「権利」がある以上、法律に違反しない限りはなんらとがめられることはないともいえます。 

 しかし考えてもみてください、相手も自分と同じように傷つきやすく、落ち込みやすい、自分と変わらない同じ人間なのです。だか

らいつもいい気持でにこやかに楽しく毎日を過ごしたいのです。ひどいお客と思っても仕方なく耐え忍（しの）んでいるのです。 

伝えたいことは今の時代は人と人の関係がお金によって支配されているとはいってもやはりお互いに人間なのである。だからも

し君たちがお金で物を買ったり、食事をしたり、サービスを受けたりするときには、それが当然のことと分かっていても、「ありがとうご

ざいます」「ごちそうさま」「助かりました」という言葉や態度をとって、相手方に感謝の気持ちを伝えてほしいということです。 

 わざわざこのような文書を持ち出すこともなく、志成館にはそんなことがわかりきっている人が多いということもわかっています。し

かしまだそのような気持ちを持っていない人がいたら早く改めてほしいと願ってこの分を作成しました。 

 今世間で騒がれている東京大学出身の傲岸不遜（ごうがんふそん＝とてもなまいきなこと）なエリート官僚たちに欠けているの

はこのような「人として当然持っておかなければならない思いやりの心」なのだということと、どんなに知識や地位や名誉やお金が

あってもあのような「大ばか者」になってほしくないと思って今日作成しました。 
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〈  「ゲマインシャフト＝犠牲社会」と「ゲゼルシャフト＝利益社会」  〉 

大学生以降の「社会学」の中では基礎の基礎に当たる学習用語ですが、しかし大衆には膾炙（かいしゃ）されて

いない（＝普通の人たちにはいきわたっていない）言葉だと思います。しかし言葉は難しくても内容はとても簡単

であり、小学生や中学生が理解しておく必要があると思われるのでここに載せました。 

ドイツ語のゲゼルシャフトは日本語では「利益社会」と訳されて、金銭関係によってつながっている人間関係を

指し、ゲマインシャフトは「犠牲社会」と訳されて、他者への思いやりすなわち「愛」によってつながっている人

間関係を指します。自分の日常生活でどの関係が利益社会でどの関係が犠牲社会であるかを考えてみてください。

深く深くじっくりと時間をかけて考えてみてください。日々のあらゆる人々の活動を観察しながら。 

親子関係や友情は犠牲社会の典型であり、ビジネス社会は利益社会の典型になります。 

「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉がりますが、これは犠牲社会の関係と思い込んで「愛情」を持って付き

合っていたのに、相手方は自分の経済的な力に期待を寄せて付き合っていた、つまり経済的な損得という利益社会

の関係として付きあっていただけだったという悲しい話になります。 

現代は「愛」が少なくなった時代だといわれることがあります。そのため逆に、人間なら当然に持っているはず

の「絆（きずな）」が強調され、災害時には特にメディアがこぞってこのような言葉を使う傾向にあります。それほ

ど現代は愛や絆が失われているのでしょう。悲しいことですが。 

「社会学」に今から親しんで、よりよい社会の実現に努力してください。 
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〈 「美しくあること＝美女・美男（びなん）」の条件  〉 
「美しい人である」という言葉はどういう人を指すのでしょうか？今回は世界を代表してきた２人の著名な人物

の言葉を載せます。一人目はココ・シャネルでもう一人はエレノア・ローズヴェルト(ルーズベルトとも表記)です。 

 

２０歳の顔は自然から授かったもの 

３０歳の顔は自分の生きざま 

だけど５０歳の顔にはあなたの価値がにじみ出る   ココ・シャネル 

 

  ２０世紀中の最も有名なファッションデザイナーの一人(女性)で香水でも有名 

  かつて女優のマリリン・モンローに「あなたは夜に何を着て寝ているのですか？」という質問に対し、「シャ 

ネルの５番よ」と答えたのがとても有名です・・・つまり香水だけをつけて服は着ていないという洒落です 

 

若くて美しいことは自然の悪戯（いたずら） 

年をとっても美しいことは芸術です         エレノア・ローズヴェルト   

                         
                     ニューデール政策で有名であり、第二次世界大戦を勝利に導いた 

                     アメリカ３２代大統領の妻 

                     セオドア（・テディ）・ローズヴェルト２５代大統領の姪 
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人間は年齢と共に、より美しく成長しな

ければならない。魅力ある大人の美しさ

が本物の美しさなのだということです。 



 

 

 

〈 「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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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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食べてはいけない日本の食品 

 

〈 新約聖書「 ルカ伝 ２３－３４」から  〉 

  新約聖書のこの部分はとても有名です。状況は、イエス・キリストが、死刑の宣告を受け、ゴルゴダの丘に引

っ張られて行って、火刑に処せられるところで、一連の聖書のストーリーの流れの中でも、（不謹慎だと批判される

言葉になりますが）、いわば「佳境(かきょう＝もっともすばらしいところ)」の箇所になります。イエス・キリスト

の様々な教えにもかかわらず、多くの人々が彼に刑を科すのですが、その際に彼は、自分に刑を科した人たちを批

判するのではなく、彼らを許そうとするのです。その理油は、彼／彼女たちの多くの人たちが、「無知」であり。「真

実を理解し知ろうともしない」ので仕方がないという理由からです。 

 今日の世界のいろいろな問題が解決しないのも、「多くの人たちが無知であり、本当のことを知ろうとする努力を

しないからである」と言えるでしょう。その意味でも、聖書のこの一節は、現代社会においてもとても重要な教え

になります。私はキリスト教徒ではありません。これまでの人生で、あまりにもひどい人生を送っている世界中の

多数の人々の歴史や現実を知って以来、「神ほど薄情（はくじょう＝冷たい心しかもっていないこと）なものはない」

という判断をもとに、更には自分のような大馬鹿者が人並みの恵まれた人生を送ってこられたという幸運に感謝し

て、「無神論者」を自認しています。しかし無神論者だからといっても、聖書のこの部分の教えは、志成館のホーム

ページの存在理由と同じです。「真実を知ろうという努力をしない限り、人々が幸せに暮らせる社会は実現しないし

平和や心の豊かさは生まれない」というものです。もちろん、２０００年前は「学問や科学がなかった時代」であ

り、ルカ伝の「学ぶこと」意味は、「宗教上の信仰心」としてとらえるべきです。しかし「学ぶという姿勢の大切さ」

を説くという意味では、ルカ伝も志成館の方針も全く同じことなのです。いつともなく凡人の私が考え行動してい

ることが、偉大なイエス・キリストさんとの共通部分があることに、喜びを感じています。 

 「学ぶ」ということがそれほど大切なことなのかを理解して、すべてにわたって前向きの生活をしましょう。「前

向きに生きていれば、幸運の神様は、何度でも君たちにチャンスを与えてくれる」というのが、無神論者で科学を

信じざるを得ないと考えている館長の座右の銘の一つです。 
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