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天明塾長講話 

「挨拶で変わる あおもりが活きる」 

 

皆さん、よく入塾していただきました。この立志挑

戦塾は志を高めていく、志に挑戦をしていく、人間力

を高めていく、そういう意味で私は少しお役に立てた

らいいなと思って塾長をさせていただいております。 

 

■人間力の高さとは信頼関係の高さ 

 この日本は高度成長期を通じてずっと経済的に豊

かになったよね。だけど、よく言われるように、経済

的な豊かさの反面で大事な日本の文化が無くなって

しまった。この問題を何とかしないといけない。 

 私はその原因はこの３つだと思っている。 

 １つ、自然は無限であるとずっと僕らは誤解をして

いた。 

 ２番目、モノの豊かさが幸せを作ると思って、ずっ

とモノを溢れるほど作り出してきた。ところが、幸せ

になったんだろうか。必ずしもそうじゃないよね。 

世界で一番住みたい国というアンケートで日本は

５位なんだって。ところが、日本の人に「自分の国に

いて幸せですか」とアンケートをすると日本は世界で

９０番目です。 

 ３番目、人間が生物種の中で最も偉いと誤解してき

た。それで今、生物種を大事にしようと言われるよう

になったんだけれど、それを生かしてくれているつな

がりの中で一番密接なのが八種の人間関係。私たちは

真ん中に自分をおくと、上に両親、お父さん・お母さ

んから生んでいただいた、それで結婚をすると下に子

ども・孫、結婚で配偶者が左側、右に親戚・兄弟、右

上に師、先生がいて、左下に友人がいて、地域社会が

左の上、職場、こういう人間関係の中で私たちは生活

をしている。皆、この人達のおかげで私たちは生かさ

れている。成長をすることができる。人柄のいい人、

人間性のいい人というのは、皆、こういう人達との人

間関係が、信頼関係が、絆がつながっている。先生の

お陰で、社長のお陰で、部下のお陰で、その信頼関係

が高いほど人間力が高まっていく。 

 会社でいうと、６つのステークホルダー（利害関係

集団）。真ん中に企業をおいて、右上に得意先、右に

仕入れ先、外注先、右下に従業員、左下に金融機関と

左に国家・公共機関、左上に株主。業績のいい会社と

いうのは皆、この６つのステークホルダーと信頼関係

が強い。お得意先とかと信頼関係が強い。お得意先が

感動してくれる。「いやあ、おたくの会社がいなくて

はダメだ。ぜひ、どんなことがあってもここから買う。」

そういうところが繁栄していくわけだ。従業員もそう

でしょう？「ここにいさせていただけて、本当に社長、

ありがとうございます。いい仲間に恵まれて」。要す

るに信頼関係なんですよ。８つの人間関係の信頼感を

高めていくこと、６つのステークホルダーとの信頼関

係を高めていくこと、これが大事。 

 

 

 

■自分が変われば相手も変わる 

 じゃあ、どうしたらいいの？人を責めていても始ま

らない。行き詰まった会社の再建で、私たちの方針は

この３つです。 

（１）上が変われば下が変わる。 

（２）自分が変われば相手が変わる。 

（３）家庭が変われば地域が変わる。 

だから上から変わろうよ、自分から変わろうよ、家庭

から変わろうよ。 

 上が変わらないとどうしてもダメか。そんなことは

ない。上が変わらなくったって下が変わってくると

「うちの社員、社長がうかうかしていられないな」と、

こうなるわけだよね。下が変わっても横が変わっても

いい、自分が変われば相手も変わる。 

 だから上から変わるより自分から変わろうよ、家庭

から変わろうよ。変わるというのはビジョンを持って、
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志を持っていい方針を出して、そういうこともすごく

大事。でも、一番のところは当たり前のことを当たり

前にやる、ではないでしょうか。 

 それが今日のテーマ、人と会ったら挨拶をする、目

が覚めたら起きる、約束をしたら守る。当たり前のこ

とを当たり前にやる典型が挨拶だと思っているんで

す。 

 あちこち自治体などに行くと、どこの自治体も挨拶

運動をやっているんです。私がいる神奈川県も挨拶市

民運動とか、子どもの教育は挨拶からとか、千葉県も

挨拶運動、群馬県も挨拶をしましょうとか、街を歩く

と「挨拶」「挨拶」「挨拶」とやっているよね。でも、

どうでしょうか。なかなか挨拶が浸透していないから

挨拶運動を掲げるわけだよね。 

 

 

■挨拶一つで変わった会社 

スーパードライって知っているよね。アサヒビール

は、キリンビールと最初はシェアが拮抗していたんで

すが、アサヒビールがどんどん落ちちゃって今にも潰

れかかった時にアサヒビールはどうしたか。 

融資をしていた住友銀行が社長を派遣した。派遣さ

れた社長が樋口廣太郎さん。樋口さんは住友銀行の頭

取になると目されていた人。ところがある時、急に「樋

口君、君、アサヒビールに行ってくれんか」。潰れか

かっている会社でガックリした。 

当時、樋口廣太郎さんのお父さんが入院していた。

その日もお父さんのお見舞いに行って、もう余命いく

ばくもないお父さんはガックリするわけだ。その息子

が潰れかかった会社に出されてしまう。しばし、沈黙

の後、お父さんが口を開いて言うには、「廣太郎、お

まえな、アサヒビールに骨を埋めろ。住友銀行に戻っ

てこようと思っちゃいかんぞ」と言われた。「そうだ、

よし、アサヒビールに骨を埋めよう」ようやく決心が

ついた。 

そしてアサヒビールの社長になって行くわけだ。そ

れでビックリした。食品会社なのに髪はバサバサで、

ネクタイは曲がっている、爪は伸びている、挨拶も何

もできてない。そこでやったのが挨拶運動、身だしな

み運動。 

ちょうどその時に、コクがあるけどキレのよい、こ

のスーパードライが開発されて売っていた。全然売れ

なかった。１ヶ月も２ヶ月も店頭に置いておくから、

仮に買ったとしてもおいしくなくなっている。そんな

時に挨拶、身だしなみ運動をやった営業マンが、一旦

売れてなくて古くなった在庫を引っ込めて、真新しい

スーパードライを店頭に置くと同時に、外に出た。銀

座、そして東京駅、それで通勤のお客さんのところに

「おはようございます、アサヒビールのスーパードラ

イです」と街で飲ませたわけ。「これはおいしい」と

なって爆発的に売れた。 

私は樋口廣太郎さんに手紙を書いて、「挨拶、身だ

しなみ運動でもってスーパードライが売れて、アサヒ

が蘇ったって本当ですか」とお手紙をしたら、「本当

ですよ。そうなんですよ」挨拶一つで会社が変わる例

は枚挙に暇が無い。 

挨拶の本質は「相手があって自分がある。」お陰様

で、お父さん・お母さんのお陰で生んでいただいた。

弟・妹のお陰でこうやって元気に生かされている。先

生のお陰、部下のお陰、そのお陰様が挨拶の気持ち。

相手と一つになる。 

だから、挨拶の心は「お陰様」「ありがとう」「もっ

たいない」「ごめんなさい」。挨拶というのは、家族、

友人、師だけでなくて、モノにも自然にも挨拶をする。 

 皆、挨拶をこのあおもり立志挑戦塾のこの会ではず

っと続けていきましょう。挨拶で変わる あおもりが

活きる。僕は本当にそう思うんです。すべては自分の

反映。自分が変わればすべてが変わる。言葉も心も「波

動」。だから「おかげさま」「ありがとう」「もったい

ない」「ごめんなさい」。「徹底」が文化を創る。それ

では終わります。ありがとうございます。 
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講師 野田 一夫氏 [名誉塾長 一般財団法人日本総合研究所会長] 

「たった１回の人生」 

 

■初代塾長を引き受けた経緯 

初代塾長の野田です。元々、私がなぜ塾長になった

のか。たまたま私が東京におりました時に平松守彦さ

ん、この方は元々通産省では有名な人なんですが、後

に自分の故郷に帰りまして大分県の知事になられま

した。大変個性の強い方です。実は皆さんが尊敬をす

る三村知事は、東京で新潮社に勤めておられた。その

時に平松さんを非常に尊敬されたんですね。最初の塾

長に僕を選んだのは、三村さんではなくて、三村さん

が尊敬する平松さん。平松さんと僕とは初めから仲が

良かったんじゃないんです。私は通産行政に対して非

常に厳しい意見を書きます。普通ならば、「あの人は

大学の先生だけど、通産省に対して批判的だ」と。そ

の頃の通産省はいい意味で男らしかったね。批判する

人間の意見を聴く耳を持っていた。 

 

 

 

■一貫性を持つ 

 その頃の通産省と私はウマが合って、言いたいこと

を言っていた。「こんなことでは日本はダメになる。

通産省はこういう政策を採れ」と。そういう意味では、

いい意味で男っぽかったんですよ。男っぽいというの

は何かというと、二重人格ではないということです。

自分の意見を言って、会議で「あいつはうるさい男だ」

と言われても、自身は平気でいる。 

 僕は、僕のような人間になれとは誰にも言ったこと

はありません。僕は僕らしく生きてきた。 

 皆さんは人生の半分ぐらいに来ていて、自分が自分

らしく生きているかどうかというのを考えてみたこ

とがあるか？ 

 「うちのお父さんが、お母さんが」と、子どもはよ

く分からない。しかし、子どもも高等学校とか大学に

行くと、だんだん社会的にたくさんの人を見ていると、

その人との比較で父親とか上司を見るじゃないです

か。一番信頼できないのは一貫性がないということ。

上司の前では非常に丁寧だけれど、部下には非常に横

柄だというのがいるでしょう？そんなのがいたらや

っつけるべきだよ。そういうのが会社を悪くし、役所

を悪くするんだ。ある人にはへりくだり、ある人には

傲慢だというのはぶん殴った方がいいよ。 

 

 

■自分らしく生きてきたかどうかを問う 

 皆さんは若い、若いからこれから自分自身を作るこ

とができるんだが、自分はどんな人生を生きたいか、

これを第１回目の時に考えていただきたい。自分は自

分を押し殺して生きてきたのか、自分は自分らしく生

きてきたのか。これはすごく大事です。 

 そういう意味で、自分自身を一言で言うと「猛々し

く」生きてきた。僕は猛々しく生きてきたのではなく、

人がそう思うんだね。 

君達一人ずつ、自分らしくとは何だということを真

面目に考えたことはあるか。例えば組織の中に入りま

すね。組織の中に入ると序列があるじゃないですか。

会議などがあって、早く行ったのでまだ席が空いてい

る。そうすると皆さん方はどうですか、自分は新入社

員だ、末席に座ろうと。末席に座る自分に対して納得

できればそれでいい。 

 僕はちょうど逆だったんだな。大体、新入りの時か

ら一番いい席に座った。そうすると大体、「あいつは

常識を知らない、学長の席に座った」。まあ学長の席

には座ったことはない。立教にいた時に合同教授会、

２００人くらい。僕はちょっと遅れて、比較的遅く行

った。席がいっぱいあった。ちょうどいい席があった

からポッと座ったら皆がジロジロ見るんだよ。しばら

くしたら学長が前に座った。ということは何かという

と、その席は相当な学部長の席。僕も、ここに学部長

の席だと書いてあったら座らないよ。たまたま空いて

いたから座っただけで生意気だと、どちらが悪い？ 

 そんなことも知らないで、と言われても、大体真ん

中の席なんかに新入りは座ってはいけないよという

なら規則を作っておけばいいんだよ。新入社員が真ん



5 

 

中の席にいると生意気だというなら、初めから新入社

員を出席させないようにすべきじゃないか？日本は

アメリカに比べるとそういうのがやたらに多い。 

 

 

■自分が納得できるイメージを作ることが大事 

 皆さんは既に役所、ないしは会社に入られて５年と

か１０年経っていますから、その人らしいイメージが

できている。これは危険だよ。そのイメージを自分で

よく考えてごらん。自分が納得できるようなイメージ

を集団の中で作っているなら安心だ。そうでなかった

ら努力をして作るようにしよう。１年、２年やってい

くと変わってくる。自分が納得できるイメージを集団

の中で作っていけるということが、後半生、一番大事

なんだよ。自分らしくないイメージを作られちゃって、

それでそのイメージに縛られて後半生を生きるとい

うのは屈辱的な人生だ。 

 

■皆が自分らしく生きられる青森の実現を望む 

 それから何よりも皆さん方は、自分達の職場に新し

く入って来た新入社員などに皆さんの言葉で表現を

してほしい。「自分らしくふるまえ」と。入社 20 年の

人が言おうと新入社員であろうと、発言内容自体を議

論すべきだ。「お前達、新入社員のくせに生意気だ」

という言い方が日本は非常に多い。私はアメリカの大

学の仕事をしていましたから、日本とアメリカの違い

を非常に感じた。地位というものを笠に着る。上司と

して一番良くないのは、自分自身が上司だから部下に

対して服従的なことを強いる。それは自分が新入社員

の時に自分自身を抑えたことの腹いせなんだ。 

だから皆さん方は、自分の職場に帰ったら、こう言

って欲しい。「立志挑戦塾の冒頭に、講義を聞いて、

初代の塾長が言いました。それぞれの人間がその人間

らしく個性的に生きている会社、あるいは役所という

のは非常に逞しく発展できると思う。それぞれの人間

の個性を最大限活かすためには、そういう雰囲気の職

場、集団を創らなければダメなんです。私が行って、

こういう話を聴きました。非常に納得しました。そう

いうふうにやりましょう」と。 

例えば冒頭に言ったように、日本は一般に序列とい

うのがある。序列というのは最大の能力別にとった序

列ではないんだ。たまたま生まれた時が違うと。さっ

き言ったように、会議がある時に新入社員はどちらか

というと比較的脇の方に座る、先輩が真ん中に座って

いるというやり方はいかがなものかと。来た順にいい

席を選べばいい。 

だけど、日本の社会はそういうのがものすごく多い

んですよ。だから、そういうようなものがあれば、こ

れからの日本というのは非常に暗くなると僕は思う。

これからの日本というのはまず若者が少なくなる。そ

うでしょう？若者が少なくなれば若者を大事にしな

ければいかんのに、序列はそのままだったらますます

日本社会は活力を失うと僕は思う。 

私としては、自分らしさ、家庭においても友人関係

においても、彼は彼らしく生きている、彼女らしく生

きているという生き様を一つ大事にしてほしい。ぜひ

青森では、一人ひとりの人間が老いも若きもその人ら

しく生きていると。そういうような県を青森は創って

ほしい。青森に行くと、皆が伸び伸びしている、年齢

とか立場とか関係なく、一人ひとりの人間が自分の納

得できる生き様をしている。こういう集団というのは

滅びるはずがないだろう。 
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皆さん方は、これからだんだん後輩が入ってくるじ

ゃないか。かつて自分がそうであったような生き様を

後輩にしない。初めからうちの会社は先輩・後輩はな

いんだと。だからもう発言をしたければ会議に早く行

って、いい席を取ってと。そういうような集団を、僕

はぜひ青森で実現してほしいと思う。 

私自身は８８になって非常に自分自身の人生に納

得している。ただ、不本意なのは、昔いたようなやっ

つける奴がいなくなっちゃったんだな。どちらかとい

うと早く死んでいるんだよ。そういう奴はそういう奴

なりに自分の心が傷ついているんだな。 

だから、そういうわけで皆さん、こころの健康とい

うのはいつでも、公の場でも私的な場でも自分らしく

生きる。これはそう簡単ではないと思う。多分日本の

しきたりの中でずっと 20 年なり 30 年なり生きてき

たから、急に人間を変えるというのは大変だから、そ

れは戦略でだんだん変えていく。だんだん変えていく

というのはだんだん自分の考えが変わるのではない、

考えを変えるということにおいては戦略的に徐々に

変えていく。これをぜひ実行していただきたい。 

 

 

■死ぬときに惜しまれる生き方 

 一番大事なことは、自分は家庭の中でも友達同士で

も、あるいは会社でも、自分らしい人間として生きて

おれるかどうか。外ではすごく威張っていても会社の

中では小さくなっているのは嫌だろう。そういうのは

長生きしないよ。大体早く死ぬ。死んでも誰も惜しま

ない。寂しいだろう？死んだ時に誰も惜しまないとい

うのは。 

やっぱり人間、生きるということは自分の子どもと

か自分の後輩が、やっぱり自分が先輩として今日ある

のはあの人のお陰だと、お父さん・お母さんのお陰だ

と思われることじゃないか。僕は僕らしく生きてきた。

君達に比べればだいぶ早く死ぬよ。死んだ時に、「あ

あ、やっとあいつが死んだか」というやつはもう死ん

でいる。だから多分、僕が死ぬ時には、皆、惜しむ。

「野田さんがいたらなあ」と。ちょっと傲慢だな、こ

れな。 

 

 

 

（塾生） 

 私は、他人の評価、上司の評価をもとに自分の成績、

もしくは給与が決まっていくという環境の下で生き

ているんです。 

 先生は他人の評価を気にせずに今までずっと一貫

して生きてこられたと思うんですけれども、そういっ

た生き方をした上で、何か不便だった点というのはあ

りますか。 

（野田講師） 

全くない。もし僕が会社に入っていたら、出世はし

なかったかもしらんね。大学というのは、教授という

のは別に沢山いるでしょう？その中から例えば総長

とかは選挙なんだよ。多分無理だろうね、僕には。僕

が総長になろうと思ったらなれないだろう。票なんか

集まらない、僕には。何だ、あのやろうと。だけど、

僕自身は別に総長になろうと思っていないから。 

ただ教授とか何かはやっぱり業績なんだ。だから、

言うなら言うなりに、ちゃんと自分はそういうもので

特別に教授になったんじゃないと。俺は俺なりに自分

の力でなったんだという自信があるからね。だから、

自分も努力をしないとダメだな。 

そういうふうな生き様、できるか？そうすると長生

きをするぞ。 

 

 

 

第２部 

 ・アイスブレイク 

 ・講演振り返り 

 ・ジョハリの窓 

 ・抱負発表 
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■第１回の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


