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①私の問題意識
→現代は危機の時代ではないか？

 国際情勢

・ロシアのウクライナ侵攻で国際秩序が激変

・国際政治学の常識からは考えられず…

・しかし、プーチンによる侵略が行われているのは、紛れもない現実…

・2022年になりコロナ禍が落ち着いてきたと思ったら、また100年に1回の激変…

https://www.bbc.com/japanese/video-60978181



①私の問題意識
→現代は危機の時代ではないか？

 日本経済

・過去30年間の成長率は世界最低！

・唯一の「マイナス」成長経済、ワースト2のドイツですら30%成長

・日本の一人当たりGDPは世界で26位

・2030年、2040年に更に順位を下げる事は確実… ↓さきたま塾／田口塾長 資料



①私の問題意識
→現代は危機の時代ではないか？

 日本政治

・過去30年間、明確なビジョン＆解決策を示さず(国会議員自身も認めている！)

・健全な野党が育たず、2大政党制も夢のまた夢…

・細川連立政権、新進党、民主党、立憲民主党も自民党に代わる受け皿にならず…

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2018120

600004.html?page=3



①私の問題意識
→現代は危機の時代ではないか？

 私の仕事

・世界的な原材料高騰で、私の扱う製品も販価を10%アップ…

・デジタル化(DX)を推進しないと、生き残れない…

←さきたま塾／田口塾長 資料



①私の問題意識
→現代は危機の時代ではないか？

 大学教育

・40歳になる大学の先輩と話した際に「頑張る人をバカにする風土は私の在学時の
20年前もありました…。今も変わっていないのですね…」



①私の問題意識
→現代は危機の時代ではないか？

 日本のジェンダー

・世界ランキング120位にて遅れたまま…

・女性が非常に生きにく社会、多様性を認めない日本社会

https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/202

1/202105/202105_05.html



②どうする？？
→暫定的見解

 おそらく現在の社会構造は再生産される…

・日本の硬直化した社会構造で、構成員(日本人)のマインドはなかなか変わらない…

・現在と同じように「チャレンジしない、多様性を認めない、現在の社会構造を是認
する」メンバーが再生産されるのはないか？？

・世代交代でメンバーは変わっても、現在の若いメンバーが同
じマインドを持ってしまう。結果、社会構造はほぼ変わらない
(仮説)



③仮説が正しかった場合、どうする？？

現在の社会構造の全体像を俯瞰するだけではダメ(是認はしな
いが、悪い社会構造を認識する事は、議論の前提条件として
重要)

社会構造は本当に少しずつだが、良くはなる(体感的に10%ぐ
らいのほんの少しの変化。具体例：日本のジェンダー、就活
ゼミ、さきたま塾)

自分自身の内面を鍛える。自分なりの視点・視座を構築する
(最近、視点・視座を構築しつつあり、とてもハッピーです)



④今回の報告(自分なりの視点・視座に
フォーカスする)

・思想・哲学・宗教・世界史・日本史の過去のデータをよく見てみる(温故知新)

・自分自身の内面を鍛える。自分なりの視点・視座を構築するという観点から特に思
想にフォーカスします

・四大聖人(四聖)：釈迦・キリスト・孔子・ソクラテス

・孔子：儒教、儒学、論語

・王陽明：明代の儒学者・思想家・高級官僚・武将→陽明学

https://shinto-

cocoro.jp/column/%

E5%9B%9B%E5%A4%A

7%E8%81%96%E4%BA

%BA/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%BD%E6%98%8E

%E5%AD%A6



⑤陽明学(ようめいがく)

・陽明学（ようめいがく）は、中国の明代に、王陽明(おうようめい)がおこした儒教
の一派で、孟子の性善説の系譜に連なる

・陽明学という呼び名は日本で明治以降広まったもので、それ以前は王学という名称

・幕末期の陽明学信奉者：大塩平八郎、吉田松陰、高杉晋作、西郷隆盛、河井継之助、
佐久間象山など

・近代日本＆現代の陽明学信奉者：

渋沢栄一： 実業家、「日本資本主義の父」

安岡正篤：安岡が東大卒業時に出版した『王陽明研究』は日本や中国の識者に

大きな影響を与えた

稲盛和夫：京セラ、KDDI、日本航空の社長＆会長

クボタ5代目社長(広慶太郎)：安岡の元で学ぶ(大阪財界人が安岡を囲む勉強を実施)



⑥安岡正篤
・終戦の際の玉音放送（ぎょくおんほうそう）を刪修(さんしゅう)・修正

・「堪え難きを堪え忍び難きを忍びもって万世の為に太平を開かんと欲す」

・東洋宰相学・帝王学を説き、歴代総理の「精神的指導者」「陰の御意見番」「首相
指南役」(悪い表現だと「黒幕」、「右翼のドン」)

・吉田首相から中曽根首相までの歴代首相から師と仰がれ、佐藤栄作の施政方針演説
などの草稿に当たったが、生涯政治の表舞台には登場せず

・岸田総理の出身派閥(岸田派)「宏池会」の名付け親

・「宏池会」の名は、後漢の学者・馬融の「高光の榭（うてな）に

休息し、以て宏池に臨む」という一文（出典は『広成頌』）から、

陽明学者安岡正篤が命名したものである。

池田勇人の「池」の字、池田の出身地である広島の「ひろ」を

「宏」に掛けているともいわれる

https://www.chichi.co.jp/info/anthropology/hero/20

18/%E5%AE%89%E5%B2%A1%E6%AD%A3%E7%AF%A4/



⑦陽明学の言葉
→本日、一番伝えたい事



自分と向き合う 今の世に処して何らかの
不安焦燥を感じぜぬ者はないが、自分を棚
上げしている限りは絶対に救われません。
もっと真剣に自己に対しなければならぬ

安岡正篤活学 1日1言 2月20日



夢 理想はある時代には夢である。しかし
夢をもたぬ物は現実を造ることが出来ない

安岡正篤活学 1日1言 4月3日



学徒原則

[1]愛読書を持て

[2]偉人に私淑せよ

[3]明師良友を求めよ

[4]礼節を正しうせよ

[5]家国の為に有為の人物となれ

安岡正篤活学 1日1言 4月12日



進歩な個人の内面から もっともよく自ず
からの内に真剣に学ぶ者が、もっとも真剣
に世を動かす事ができる。だから本当の国
家・世界の進歩というものは、必ずもっと
個人的・個性的内面生活を通じて初めてで
きる

安岡正篤活学 1日1言 5月23日



人間の三原則

第一に自己保存

第二は種族の維持・発展

第三には無限の精神的・心理的向上

安岡正篤活学 1日1言 7月5日



世の中が難しくなればなるほど、われわれ
は平生において心を練っておくことが大事
であります

安岡正篤活学 1日1言 11月3日



健康の三原則

第一に心中常に喜神を含むこと

第二に心中絶えず感謝の念を含むこと

第三に常に陰徳を志すこと

安岡正篤1日1言 1月26日



壺中天有り どんな境遇でも自分だけの内
面世界は作れる。どんな壺中の天(こちゅう
のてん)を持つか

安岡正篤1日1言 1月30日



よく一隅を照らす者にして初めて、よく照
衆・照国することができるものである。微
力を諦めてはならぬ

安岡正篤1日1言 1月31日



わかくして学べば壮年にして為すあり。壮
年にして学べば老いて衰えず。老いて学べ
ば死して朽ちず

安岡正篤1日1言 4月3日



凡と非凡のわかれる所は、能力の如何では
ない。精神であり感激の問題だ

安岡正篤1日1言 6月12日



しびれる 何にしびれるかによって、その
人は決まる。人間は本物にしびれなければ
ならない

安岡正篤1日1言 10月18日



立命の学：人と生まれた以上、本当に自分
を究尽(きゅうじん)し、修練すれば、何十
億も人間がおろうが人相はみな違っている
ように、他人にない性質と能力を必ず持っ
ている

安岡正篤1日1言 11月6日



悟りとあきらめ 50歳は知命の時である。
聖人においては悟りといい、常人において
はあきらめと為す

安岡正篤1日1言 11月25日



魂の感動に基づかなければ、真の生命を得
る事はできない

安岡正篤1日1言 11月28日



自ら反省し、自ら修めることである。人生
は心がけと努力次第である

安岡正篤1日1言 12月5日



勝つことも、負けることも世の中のならい
である。ちょっとした挫折でその志をかえ
るべきではない

吉田松陰1日1言 1月26日
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E6%9D%BE%E9%99%B0



得る事が難しく、失いやすいのは時間であ
る

吉田松陰1日1言 2月22日



心ある立派な人が楽しむのは、人としての
正しい道だけである。また、好むのは善だ
けである。権勢や地位、利益、俸禄などは、
一つとして心にかかることはない

吉田松陰1日1言 4月20日



努力しない人の気持ちには3つある

ひとつ目は「年をとりました」と

ふたつ目は「馬鹿ですから」と

みっつ目は「私は才能が高く、もう学問は
極めました」と

吉田松陰1日1言 11月11日



死して不朽(ふきゅう)の見込みあればいつ
でも死ぬべし。生きて大業の見込みあらば
いつでも生くべし

吉田松陰1日1言 12月22日



成功や失敗のごときは、ただ丹精した人の身に
残る糠粕(そうはく、残りカス)のようなもの

とにかく人は誠実に努力びん勉して、自ら運
命を開拓するがよい

一時の成敗は長い人生、価値の多い

生涯における泡沫のごときもの

論語と算盤311〜313ページ渋沢栄一角川文庫
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E

4%B8%80



いやしくも事の成敗以外に超然として立ち、
道理にのつとって、一身を終始するならば、
成功失敗のごときは愚か、それ以上に価値
ある生涯を送る事ができるのである

論語と算盤313ページ渋沢栄一角川文庫



敬天愛人

子孫の為に美田を買わず

命もいらぬ、名もいらぬ、官位も金もいら
ぬというような人物は処理に困るものであ
る。このような手に負えない人物でなけれ
ば、困難を共にして、国家の大業を成し遂
げることはできない

西郷隆盛
https://kotobank.jp/word/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E

9%9A%86%E7%9B%9B-67872



文明というのは、道理にかなったことが広
く行われることを褒め称えていう言葉で
あって、宮殿が荘厳であるとか、衣服がき
らびやかだとかといった、外観の華やかさ
をいうものではない

西郷隆盛

https://meigen-ijin.com/saigotakamori/ 



⑧陽明学を学んでどうする？
→私の今年の目標
 仕事に全力投球する(デジタル化の事務局、テレワーク＆地方出張、出社無し)

 家事を頑張る(家庭を営む。料理・買い物・洗濯・掃除など)

 自己研鑽に励む

①6月からBBTで経済を勉強する(経済・金融の知識を深める)

②ジェンダーを勉強する(推薦図書があるのでひたすら読破し、考察する)

③DXについて学ぶ(上司とよく「テスラのビジネス・モデル」について話します)

 コモンズ投信にお金を預ける(世界的な原材料高騰で資産防衛・家計防衛が急務)

 さきたま塾を継続する(2ヶ月に1回の現在のペースを継続。楽しく続ける)

 折に触れて読んだ本を読み返す・人生の棚卸し、振り返りを実施する

 陽明学以外も名著を読み見識を深める(自分なりの視点を構築できハッピーです)
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⑩皆さんの羅針盤を教えて下さい！
 私の報告は以上となります

 致知出版社のメルマガがオススメです(1分で読めます)

 後ほど、皆さんの羅針盤・バイブル・推薦図書を教えて下さい

 また、今年の活動目標、あるいは今後数年間の活動計画を教えて下さい

 さきたま塾で引き続き、互いに励まし合い、切磋琢磨できればと思います

 ご清聴ありがとうございました

 続いて、本日のメインプレゼンを綿沼君から発表して頂きます


