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人間とは何か。この問

すが、自分と伸行のＤＮ
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若者に向けた著書も多く、仕事や生
き方についてグローバルな視点で
メッセージを送り続ける丹羽先生は、
読書の重要性を強調されています。

丹羽先生と棋士の藤井聡太さんと
の対談をまとめた書籍

いはどうでしょうか。こ

これが天才ではないで
す。

努力するものだ。本当に、 くなれば、初めてプロと
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ンが最も近く（資料１）、 プロ野球の読売巨人軍に

パンジーとオランウータ

1

動物の中で人間に近いのは、
DNAで判断するなら、
チンパンジーとオランウータンが最も近く、
カラス、
イルカ、
ブタにゾウと続く

３０

人間に最も近いのはチンパンジー
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『考えて、考えて、考える』
丹羽 宇一郎著（講談社）

『死ぬほど読書』
丹羽宇一郎著
（幻冬舎新書）

じっくりと対談して、そ
の内容を書籍『考えて、
考えて、考える』にまと
めました（資料２）。確か
にみんなが言うように、
藤井さんは将棋の天才だ
とは思うけれど、彼のＤ

2

ＮＡが我々と違うとは思
あるいは盲目のピアニ

いませんでした。

丹羽先生の著書
資料
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人生は自分のもの
だからその扉は自分で開け

トップリーダーと学ぶワークショップ
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TOSHIN TIMES 2022

ー 講演タイトル ー日本の将来の中核となる君達に問う、人間って何だ

研究やビジネスの最前線を走る“現代の偉人”を講師に迎える「トップリーダーと学ぶ
ワークショップ」。今回は伊藤忠商事株式会社の社長、会長を歴任し、民間人として初
の中国大使も務められた丹羽宇一郎先生をお招きして「日本の将来の中核となる君達
に問う、人間って何だ」をテーマに講演いただいた。

Profile 1939年生まれ。名古屋大学法学部を卒業後、伊藤忠商事に入社。98年に社長に就任すると、約4000億
円の不良債権を一括で処理し、同社の業績をＶ字回復させる。現在、公益社団法人日中友好協会会長、グローバル
ビジネス学会会長などを務める。
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人生で大切なのは
自分の目標
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のよくわからない仕事を

何十年も仕事をしている

学生運動の委員長も引き

勢です。何ごとも人の責

人が、どれだけ真剣に取
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やらされました。だから
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大学時代の恩師に「仕事
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わりの声に惑わされたり
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ここで皆さんへの指針
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り組んでいるのか。石の
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せず、常に自分で判断す

を伝えます（資料３）。今

むべき道であり、ＤＮＡ

なかには、まだ自分の

たけれど平気でした。就
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Ｚ世代の皆さんは、こ

試験実施から中５日で
をスピード返却
君だけの診断レポート
（成績表）

未来など決められない人
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高２生部門・高１生部門： マーク・記述併用式
大学入学共通テストを早期に体験できる
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決勝大会に招待

くのです。 年後には、皆

人間とは自分の将来を

さんが日本の、さらには

考えて、本を読み、幅広

な人、すごい人たちと本

自分で目標を考えて、

く奥深く考えて、自分の

を読んで話をして学ぶこ

それに向かって進んでい

人生を作り上げていく生

世界の中心にいるはず。

けるのは人間だけです。

き物です。ぜひ皆さんも

とです。

人間ほど恵まれた生き物

自分で目標を決めて、そ

これからの世界を進めて

は、この世にほかにいな

の方向に向かって一歩ず

いくのは皆さんです。

いのです。目標めがけて

つ前進してください。

目標に向かって努力すると、自分に正直になる。嘘をつかないかどうかは、周りから見え
ています。嘘をついたりすると、
このリーダーは自分に都合のいいことだけ決めて、部下に投
げているんじゃないかと思われる。
リーダーには人間力が必要で、能力だけじゃなく人間全体
として信頼されなければならない。この人についていけば絶対大丈夫だと思えるような人間
になって欲しい。だから能力だけじゃなくて、人間的に成長してください。

努力している人は、自然

丹羽先生 からのコメント

と良い顔つきになってい

今回先生が講演でお話くださったことと、私達自身で考えたことを元に、
この五箇条を作りました。一つ目が、
「周りを巻き込む力」
。周りを巻き込
む力というのは、周りに対する影響力です。周りに対する影響力が大きく
なることで自分に賛同してくれる人が増えるので、リーダーになるうえで大
事だと思いました。二つ目は、
「目標に向かって努力をすること」
。目標に向
かって努力をすることで、自分を貫けると思います。三つ目が、
「近道をせ
ず真実を知ること」
。時間をかけてもしっかりと自分の目で物事を見て自分
で真実を知ることが、とても大事だと思いました。四つ目が、
「ほかの分野
の人と話すこと」
。ほかの分野の人と話せば新しい知識を得られるのと、新
しい知識の習得が自分での新しい発見にも繋がるので、とても大事だと思
います。最後が、
「自分に正直になること」
。嘘をつかず自分に正直になれ
ば、周りの視線や考えなどにとらわれず、自分の判断で行動できるように
なる。以上の５つがリーダーになるうえでとても大事だと思います。

対象：高３生・高２生・高１生

で、ぜひ参考にしてくだ

Zoomで
実施！

将来リーダーとして活躍するうえで大切なことを考える。
そのために20代で取り組むべき五箇条を考える

今
やるべき
ことが、
はっきり
分かる。

持っておきましょう。

優勝したチームのプレゼン内容／ワークショプテーマ

は関係ない。

ワ ー ク ショッ プ

さい。

講演後はチームで答えを導く

自身なのです。生きてい

大切なテーマについては、みんなで話し合って決めよう。

物事がうまくいかなかったときには、原点に戻るのです。運のせいに
してはいけない。自分で確かめて、もし自分が間違っていたら「ごめん
なさい、私の責任です」とけじめをつける。人をだましたり、嘘をつい
たりして責任逃れをしないようにと思ってやってきました。

一、広く会議を興し万機公論に決すべし。

一、上下心を一つにして盛んに経論を行うべし。

ピンチのときの切り抜け方、
気持ちの持ち方は？

いいも悪いも、 身分に関係なくみんなで
心を一つにして話し合おう。
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一、官武一途庶民に至るまで、各々その志を遂げ、
人心をして倦まざらしめん事を要す。

日本の中国大使はもとより、世界中の中国大使でも、私ほど中国を
歩いた人はいないでしょう。とにかく、各地域のトップと会って話を
しました。そこまでした理由は、とにかく現場を見ないと何ごとも判
断できないからです。人の話や二次情報や三次情報だけを信じてはい
けない。自分の目で確かめ、自分の耳で聞く姿勢が大切なのです。

身分にかかわらず、みんなが志すところを
達成できるよう努力しよう。

中国大使時代で印象に
残っている出来事は？

昔からの悪い習慣をやめて、 王道を歩いていこう。
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知識を世界に求めて国を動かしていこう。

実は課長時代にクビになりかけました。予算よりもかなり大儲けを
したから、お世話になった中小企業の社長さんに「あなたのおかげで
すから」と自分の一存でその社長さんを支援したのです。上司にも
黙ってやったので、本来ならクビになってもおかしくないところでし
たが、部長が「クビにするのは惜しい」と助けてくれたのです。一方
で、その中小企業の社長さんは、文字どおり死ぬまで「丹羽さんには
お世話になった」と喜んでくれた。お金とは、そんなふうに使いたい
と思っています。

一、旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。

会社経営では、顧客の満足度と
利益のどちらが大事？

一、智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし。

2

上にも三年というように、 として、明治時代につく

私自身、人に嘘をついたり、ごまかしたり、騙したりしないで、い
つも王道を歩くことを実行してきました。自分の思っていることを、
きちっとやり、人をけっして裏切らない。人によく思われるために、
何かをやったりするのではなく、簡潔で清く正しく、心美しく。これ
が私の人生です。

まず我慢しなさい」と、返

人生の目標、夢は？

たい」と手紙を書きまし

五箇条の御誓文

た。

3

る。そして決めたら、人
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よりたくさん頑張る。
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人 生 のヒント

職できなければ、司法試

丹 羽 先 生 に聞く

験を受けるだけだと思っ
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