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講師：東レ経営研究所特別顧問

佐々木 常夫 氏

皆さんこんにちは。ご紹介を頂きました佐々木です。

今日は「志が未来をひらく」というタイトルでお話しますが，最初に私の個人的な家族と仕事

の話をしてから，志の話をしたいと思います。

今，（画面では）私が会社の中でやってきた仕事を羅列しています。細かいことはどうでもいい

のですが，企画やスタッフの仕事をしていました。一度だけ営業に出たことがありまして，私の

仕えていました前田社長という方が，

「君はスタッフしか経験したことがないから，営業を勉強してきなさい。」

と言われ，２年間だけ営業に出たことがあります。また，その後企画の仕事に戻りまして，２０

０３年に現在の会社に来て，ついこの間まで社長をやっていました。

７年前に，出版社に頼まれて本を書きました。私のことを週刊誌でちょっと知った出版社の社

長さんが私のところに来て，

「佐々木さん，本を書いてください。」

と言うのです。

私は現役のサラリーマンですから，実名で家族の障害や病気の話は書けない訳です。第一，家

族が反対します。ですから，お断りしたのですね。この方は，２度，３度と来られまして，

「世の中に重い荷物を背負った人がたくさんいるのですから，その人たちに勇気と希望を与えて

欲しい。」

というのです。けれども，それは私の仕事ではありませんのでお断りしたのです。でもしつこく

来られて，４回来ました。４回目に，

「佐々木さん，家族のために本を書いてみませんか？」

と言ったのです。私もその・・「家族のために本を書け」と言った意味がわからなかったのですが，

我が家にもいろいろなことがありましたもので，出版する，しないは別にして，記録を残してお

こうかなと思って，書き出すことにしました。けれど，昔のことは忘れていますので，家族にあ

の時どうだったっけ？って，聞いてみたのですね。彼女は手紙とか日記を出してきまして，

「お父さん，あの時こうだったのよ。お父さん，気が付かなかったでしょ。」

と言われたりして・・。

そうだったのか。私は１０年前，２０年前，家族が置かれていた状況，その時の彼らの気持ち

というものを，改めて理解しました。家族は家族で，お父さんってそんな大変な仕事たくさんや

ってきたの，って私のことを理解してくれました。そういうやりとりをしているうちに，大げさ

に言うと，家族の絆が深まってきました。原稿が出来上がったのを家族が読んで，出版に反対し

ていた 2 番目の男の子と家内が

「お父さん，この本出そうか」



って，言ってくれたのですね。それで，私は家族のために本を書けといった意味がよく分かりま

した。出版しておしまいと思ったのですが，この本が店頭に並んで１０日後に，朝日新聞の一覧

に写真入りで大きく出たのです。すぐテレビ朝日が取材に来まして，１時間の特集を組みました。

ＮＨＫ，日本テレビ，テレビ東京，ガイアの夜明け，様々なテレビ，雑誌，新聞の取材が来まし

た。

私はいったい何が起こったのかと思ったのですが，おそらく親が子を，子が親を殺す時代に，

メディアとしては，恰好だったのでしょう。

ただ，この本に私の仕事のことも書いていますので，家族だけの本にしてくれと言われて，新

版ビッグツリーを書きました。両方合わせて１０万部ほど出ています。昨年もう１冊ビッグツリ

ーを書きました。完全版ビッグツリーって，何が完全版なのかよく分かりませんけど・・・。

私は６３を過ぎて，初めて本を書きました。出版社に勧められるまま，２冊，３冊，気が付い

たら６冊書いていまして，全部１０万部超えましてですね，９６万部まできたのです。７，８，

９と，また新たに本を書いて，今，１００万部を越えたところです。わたしはこの間に，障害者

の会に入ったり，精神疾患の方をサポートするＮＰＯを立ち上げたり，いろいろ感ずるところが

ありましたので，その辺もひっくるめて書いた本です。

私には子どもが３人いますが，一番上の子は自閉症という障害を持って生まれました。自閉症

というのは，こだわりがあることと，コミュニケーション能力に欠陥があるという大きな特徴が

あります。うちの子供も自分の好きなことはやりますが，それ以外のことはやりません。好きな

ことって，そんなにたくさんないですけれども，小さい時には車が大好きで，毎日ミニカーを何

台も並べて遊んでいました。

意味の無いものを順番に覚えていく癖がありまして，小学校２年生の時に，漢和辞典を１ペー

ジから読んでいって，３ヶ月位で中学校３年までの漢字を全部覚えました。山へ連れて行きまし

たら，すごく喜んで毎週連れて行けと言うものですから，土曜日は家族５人で毎週山登りをしま

した。家の近くに六甲山がありましたので，しょっちゅう行っていました。学校はトラブル続き

で，幼稚園は２か月で退園させられました。先生が面倒見切れない。小学校もいろんなことがあ

って，しょっちゅう学校に行かなければならなかった。ＰＴＡはほとんど毎月出ました。

（画面を指して）これ，全然関係ないです。これ，わたしの結婚式ですね。１９７１年，昭和

４６年と言えば海外で式を挙げるとか，旅行する人って，誰もいなかったですね。私はどうして

も２０代にヨーロッパに行きたかった。会社に休暇届を出すとダメだって言うのです。２週間は

長過ぎるという。そういう時代だったんですね。ハネムーンだったらいいだろうと思ったら，そ

れもダメだって言うのですね。２週間は長過ぎる。そういう時代でした。ゴールデンウィークな

らいいということだったので，ゴールデンウィークに行ったのですが，向こうでハネムーンする

のだったら，１日目のパリで式挙げようっていうことになり，このモンマルトルのホテルで挙げ

ました。サクレクール寺院で挙げたわけではないですよ。こんなところで挙げられませんからね。

この近くのホテルで挙げて，写真をここで撮っただけですね。はずかしいから，朝の５時３０

分に撮ったのです。これにかかった費用は２人で１２０万円。私の当時の月給は５万円でしたか

らね。今で言ったら６００万円位かけて行ったようなもの。今どき，そんなバカなことする人い

ませんね。このハネムーンで子どもが出来ました。うちはすぐ出来るんですよ。長男の俊介です

ね。まだ小さくて分からないでしょ。



１歳です。普通の顔をしていますよね。この時は普通の子どもだと思っていました。この後か

らです。ちょっと変わっていることに気が付いたのは・・。

これは右側の写真は，六甲山に行くときに豊中の駅で，ベンチで撮った写真です。真ん中が長

男の俊介，左側が次男のケイスケ，右側が長女のミホコですけど，これが６歳，５歳，４歳。 自

慢じゃないけど，年子３人ですね。私も家内も多産系なので，なるべく触らないようにしていた

のですけど，勝手に生まれてくるんですよね。親の許可もなしに。この写真は２歳，１歳，０歳。

家の中は戦場ですね。家内一人で育児が出来ずに，私も手伝っていました。

六甲山毎週です。行かないとパニック起こします。

小学校６年の運動会。彼は「よ～いドン」と言っても走りません。周りの風景を眺めて，平然

と歩き出します。運動会もへったくれもないですけど・・・。障害の子どもがいましたけど，み

んな仲良く，楽しく，元気にやっていました。

中学校に入って，あいかわらず一人の世界。校庭の片隅で歌なんか歌って，彼はどういうわけ

か１回聞いた曲は完璧に覚えます。カラオケ大好き。ただちょっとしたことで，怖がります。だ

んだんひどくなって不登校になった。学校の先生に子どもたちと話をさせてくれと頼んだ。父兄

が教壇に立つのは・・・ということで，クラスのリーダーの子に，家に来てくれと頼んだ。全員

じゃなかったのですが，２０人ちょっと位。家に入りませんので，庭で，自閉症というのはどう

いう障害であるかということと，世の中にはハンディを持った人がたくさんいるのだから，君た

ち健常な子どもたちが，それをサポートする義務があるという話をしました。いろんな質問が出

て，２時間３０分位かかったのです。次の日からいじめは無くなりました。

いじめをやっていたのは，４，５人ですね。他の子どもたちは傍観していましたが，その傍観

していた子ども達が止めに入ったということです。子どももきちんと説明してやったら，理解し

てくれるということです。

学校の成績は最悪でした。２と３ばかり。先生は府立高校に受からないと言いましたが，よく

見たら問題の意味を自分勝手に別な風に解釈して，別なことを書いているのですね。で，特訓し

ましてですね。２か月ぐらい。問題の意味を正しく理解して，それから書きなさい，と。府立高

校に引っかかりましてね。高校に入ったら，急に授業に興味を持ち始めまして，得意の暗記が始

まりまして，教科書も，問題集も全部暗記しちゃう。学校の成績が上がったものですから，この

子はちょっと変わっているけど，何とかなるかなと思ったのですが，高校３年の時に，幻聴が聞

こえ出しました。自閉症の子どもたちの中には，何人か幻聴が聞こえる子がいます。うちの子供

の幻聴はけっこうキツくて，やっと高校を卒業し，大学の進学はあきらめました。

彼は本を読むのが大好きでした。２日に１冊ずつ読んでいきます。得た知識を誰かに話をしな

いと落ち着かない。私と家内が１日２時間から３時間位，彼の話を聞いていました。

これは高校に入った時の写真です。そして，高校を出た時の写真です。彼はネコが大好き。こ

のネコとしょっちゅう遊んでいました。だんだん幻聴がひどくなってきて，暴れるようになりま

して，一時，病院へ入院させました。退院してきてから，施設の近くにアパートを借りて，一人

暮らしをさせました。この頃私は，横浜市の自閉症者の親の会というところに出入りしましたが，

頼まれて副会長をやりました。

そうこうしているうちに，大阪に転勤になりまして，単身赴任だったのですが，金曜日は毎週

早く帰ってきます。彼もアパートから帰ってきます。金・土は自宅にいて，日曜の午後，彼のア



パートに行きます。１週間ぶりですから，掃除・洗濯・着替えの用意をしたり，果物を買ったり

します。一番大事なのは，彼が１週間読んだ本の話を聞くのですが，これが長いのです。４時間

ぐらいかかりますね。聞いていると，私は全然興味の無い話なので，苦痛なのですね。考古学，

宇宙の話，予言の話とか。

「父さん，どう思う？」

歩きながら，散歩しながら，１５分おきに聞くのです。聞くものですから，うわの空で聞いて

いられないですね。

彼のアパート，新横浜のすぐそばにあって，月曜に６時１５分の新幹線で大阪に戻ります。９

時にはオフィスに戻ります。ですけど，これ毎週ですからね。月曜から木曜まで大阪の単身赴任

の家に泊まり，金・土は自宅，日曜は彼のアパート。１週間に３回寝床を変えるっていうのはけ

っこう辛いものがありまして，そのうちにヒマになったので，自宅へ戻しました。自閉症ってい

うのは，滅多にいないって言われてきましたが，最近は高機能自閉症とか，アスペルガー症候群，

ＩＱが高いけど，障害ということが分かってきました。今，１００人に１人と言われています。

私のパートナーの話をします。１９８４年に急性肝硬変で，ほぼ３年間病院生活。９７年に肝

硬変とうつ病のため，３回入院。９８年に５回，４回，５回，８回，６回，５回と４０回くらい

入院しています。１回の入院がだいたい一ヵ月半ですから，２０００年以降というのは，１年の

うち半分位，病院生活。うつ病と分かったのは２０００年ごろですね。この年に自殺未遂をして

います。で，その次の年，また２回やっています。

最後の自殺は普通なら死んでいたのですけど，たまたま娘が見つけまして，娘から電話がかか

ってきて，

「お父さん，お母さんが大変なことになってるから，すぐ帰ってきて。」

私は代々木に住んでいましたが，救急車で６，７分のところに，慶應病院がありました。娘に

「救急車を呼んで，慶應病院に行きなさい。お父さん直接病院いくから・・」

私は日本橋で仕事をやっていましたが，タクシーをつかまえて，３０分くらいかけて病院に行

ったのですが，家から６，７分のところなのに救急車が来ていません。待ってもなかなか来ない。

後で聞いたら，出血がひどくて，とりあえずの止血に手間取ったということのようでした。午

後３時から手術が始まりまして，終わったのが夜の１０時３０分。７時間３０分に及ぶ大手術で

した。私は何もすることが無くて，手術室の前に座っていましたが，さすがの私も自分の人生半

分終わったかな，という絶望感の中にいました。この人は今日助かっても，また明日やるかもし

れない。すでにもう３回やっていますからね。私は仕事がありますので，２４時間彼女を見張っ

ておくわけにいかない。この人は死んでしまうのだなあと思った。

彼女はなぜうつ病になったのか？いろんな要因が重なっています。１つは自分の責任で，障害

の子どもを作ってしまった。もう１つは，この人は血液型Ａですけど，典型的なＡ型人間。完璧

主義ですね。家の中いつもきれいですし，料理は絶対手を抜かない。また，そういうことにプラ

イドを持っていた人です。そういう人が，何もしないでただ病院で寝ている。仕事の忙しい旦那

が家事をやり，障害の子どもの面倒を見ている。自分はいない方がいい。自分は離婚した方がい

い。自分は死んだ方がいい。自分を責めるのです。

日本にはうつ病が増えてきていると言われています。原因はストレスです。（この画面は）私が

本を書くときに書いたメモの１つ。これ私で，彼で，彼女ですね。最初私は大阪で，１８年間い



ましたが，８７年に東京行って，大阪に行って，東京に行って，大阪に行って，東京に行ってい

ます。しょっちゅう異動しています。彼女はここでたくさん入院していますけど，同じ時期に彼

も２回入院しています。午前中は彼の横浜の病院に見舞いに行って，午後から東京の彼女の病院

に見舞いに行くということをやっていたこともあります。この苦境をどうやって乗り切ったか？

８４年からの３年間。我がパートナー，ほとんど病院生活。子どもは中２，小６，小５。まだ小

さかったですね。毎朝５時３０分に起きて，朝食と弁当作ります。当時，給食が無かったもので

すから，弁当を作らなきゃならない。この年に私は課長になっていましたので，部下より１時間

早く会社に行きます。みんなが出てくる前に自分の仕事をとっととやる。仕事の段取りをつけて，

あとは一直線に仕事をやって，夕方６時には会社を出ます。子どもたちに食事を与えて，宿題や

らせて，お風呂に入れます。土曜日は病院に見舞いに行きますけれど，１週間に１回しか行けま

せんから，なるべく長い時間いてあげます。日曜日は１週間分の掃除と洗濯と買い物，会社は，

極力計画的，効率的な仕事のやり方に切り替えました。この頃から私は，部下に

「ビジネスは予測のゲーム，これが起こったら，次何が起こるかということを考え，先手，先手

で仕事をしなさい。」

と言ってきました。私にとって非常にラッキーだったのは，小学校５年の女の子。この女の子，

母親ゆずりの料理大好き人間だったのです。最初は私の料理の手伝いをしていたのですが，その

うち自分で料理の本を買ってきて，煮物，揚げ物，焼き物，３ヶ月くらいで，その辺の主婦顔負

けの料理を作れる腕前になりました。少々私が遅くなって，会社から遅くなっても，この子が料

理を作って待ってくれていたのです。私は彼女のことを戦友って呼んでいますが，最大のサポー

ターだった。この戦友が戦線離脱をしちゃった。９６年に家を出ちゃったのです。私は１人で出

来ると思ったのですが，次の年から，あのすさまじい入院が始まりました。３回に１回は救急車

ですからね。じゃあ，計画的，戦略的行動を徹底しようと思ったのですが，残念ながら私は，経

営企画室長でした。経営企画室っていうのは，トップマネージメントのスタッフです。私の直接

のボスは社長ですけれど，それ以外会長がいて，副会長がいて，専務。いろんな人が私にいろん

な事を聞いてきたり，指示したりします。私に上司が７，８人いるような感じです。当時の東レ

は会議の数が多い。会議が長い。使う資料は読み切れないほど出てきます。私はそういうのは大

嫌いなのですが，それを決めるのは私ではありません。トップマネージメントですね。

私は定時に帰れない。ただ，私は両親に感謝をしなければならないのは，もって生まれた楽観

主義。楽天主義でして，このビッグツリーの『はじめに』の一行目に書きました。

「神様は私に試練を与えたというか，ちょっといたずらをされたようだ。」

ちょっといたずらをしたのだ。そのうちどっか行っちゃうだろう。来月になって彼女が元気に

なるんじゃないか？来年になったら，きっといいこと，いい日が来るだろう，と思ってやってい

ました。まさか，こんな足掛け７年も続くとは思わなかったですね。

（画面を指し）これはまだ元気な時にみんなで富士山に行った時の写真ですね。

これはわが戦友美穂子です。娘に講演で「この写真を使うぞ。」って言ったら，「嫌だ。こんな太

ったの。こっちにしてよ。」って言われて。１０ｋｇダイエットして，今，中目黒の「ラビータ」

という店にいます。私の名前を出したら，２割引になりますからね。

昨年，六本木にもう１つ店を出しました。

これが最近の彼女で，今６人の従業員を雇うエステの経営者になっています。



あれだけ入退院を繰り返したパートナー。２００３年以降，一度も入院をしていません。どう

したのかな？

２００３年という年は，東レ経営研究所で社長になった年です。私は社長ですから，会社の仕

事のやり方は私の指示に従ってもらいます。つまらない会議はやらない。会議は極力短く。資料

は簡潔に。ビジネスは予測のゲーム。先手，先手で・・・。

忙しい時の残業は仕方ないですけれども，通常は全員，定時に帰ってもらいます。全員，定時

に帰るという前提で仕事を組み立ててもらいます。家からだいたい３，４回携帯に電話が入りま

す。不安を訴えるのですね。それで東レにいた時は帰れませんでしたが，今度は社長ですから，

やりくりして帰りました。３回続けて帰ったら，「もう，帰ってこなくていい。」。彼女にしてみれ

ば，７年も８年もただの１度も帰って来なかった旦那が，３回続けて帰ってきた。毎日早く帰っ

てくる。自分をサポートしてもらえるという安心感が，彼女のうつ病を治していきました。

そして，得意の料理が４年位前から再開しました。最近会社出る時，普通の男性なら当たり前

でしょうけど，家でおいしい夕食が待っているかと思ったら，自分はこんなに幸せでいいのかな

あと思うことがあります。それまでの７，８年というのは，私は会社を出たら（今日のご飯どう

するか。）というのは私の大きな課題だったからです。

私は家族のために自分の時間を確保しなきゃいけなかった。皆さんも一緒ですね。映画を観た

い。本を読みたい。あるいは勉強をしたい。いろいろやりたいのに出来ない。最大の障害の１つ

が長時間労働と非効率労働です。仕事の成果と長時間労働とは必ずしも関係がありません。ある

脳学者のレポートを読んでみましたら，一般の人は自分の脳の能力の６％しか使ってないそうで

す。９４％の脳細胞は寝ているのですよ。この寝ている脳細胞をたたき起こして，戦略的，計画

的な仕事をやるということが大事です。

それから，周りには重荷を背負った人が案外多いですね。身体障害者，精神疾患の方っていう

のは，日本に７５０万人います。家族も入れたら３０００万人近いです。多くの人がハンディを

持って生きているということです。ちょっと手を差し伸べてやることは大きな救いになりますし，

障害や病気を持っているということは何も恥ずかしいことでも，何でもないです。誰でも等しく

持っているリスクです。いつ自分の周りに起こるか分からないということです。

ちょっと私の家族の話が長くなりましたけれども，少し働き方のことについて，触れたいと思

います。

最近いろんなところで，ワークライフバランスという言葉が飛び交っています。

ライフワークバランスというのは，日本語で「仕事と生活の調和」と訳されます。

これは自分の仕事は定時に終えて，自分の生活を充実しようということではありません。ワー

クライフバランスというのは，個人も会社も共に成長する経営戦略です。ですから，その人がそ

れまでに８時，９時まで残っていたとしたら，定時に帰ってもそれと同じか，それ以上の結果を

残さなきゃいけないということになります。

つまりワークライフバランスというのは，仕事の改革があって，初めて実現できる経営戦略と

いうことになります。つまりきちんとしたタイムマネジメント，少しタイムマネジメントの話を

します。

私が課長になったとき，部下へ「仕事の進め方１０か条」というのを発信しました。これを毎



日のように言い続け，職場が変わっても次の職場で同じ話を言い続け，３８歳で課長になってか

らこの間社長を辞めるまで，毎日同じ話をしてきました。私は良い習慣は才能を超えると思って

います。少々能力がなくても，良い習慣を持っている人は確実に成長していって，才能ある人を

抜いていきます。よい習慣というのは，例えばここに書いてあるようなことです。

まず仕事は絶対的に計画的でなければなりません。これは当たり前のことですけれど，案外皆

さんやらないですね。

私は１年の初めに部下全員と議論して今年１年にやるべき仕事を決めます。例えばプライオリ

ティの高い順序に１０個を決めたことにしましょうか，決めたらやらなきゃいけないことがあり

ます。それはその計画を上司に報告し，上司の意見を聞くことです。上の方はまた違った考え方

を持っていますからね。君，これ優先順位が逆だとか，ここに書いてないけど君にやってほしい

ことがある，など。そして計画を修正します。１年経ったらフォローアップをします。その計画

がどれだけ出来たか，なぜ出来なかったか，どうしたら出来たのか，次の年計画を決めます。１

か月の計画を決めます。毎月ですよ。１週間の計画を決めます。毎週ですよ。私が会社に行く途

中，電車の中で手帳を見ながら今日一日の計画を立てます。９時から１２時まで，１５時まで，

普通の人は会社行くと取りあえず仕事を始めます。気がついたら夕方，いけねえ残業やろうか，

とこうなっちゃうわけです。

私はデッドラインを決めて追い込めと言っていますが，この仕事は午前中に片付ける，この仕

事は今日中に片付ける，自分でデッドラインを決めて追い込んでいく。ダラダラ，ダラダラ仕事

はしない。それから仕事は最短コースを選びますね。それがさっき言ったフォローアップの徹底

です。

それから，仕事を頑張りました，努力しましたでは，すまないです。結果を出さなきゃいけな

い。結果で評価されます。シンプル主義っていうのは，なるべく簡潔にやる。私は東レ経営研究

所の所長になった時，毎週月曜日朝礼をやることにしました。２人ずつ３分間スピーチをやらせ

ました。最初の頃は３分間で終わらないです。で，スピーチが終わる度，今のスピーチ５分落第，

６分落第，３か月過ぎたら全員３分で話します。習慣っていうものはそういうものです。６分で

話をするのは簡単。資料１枚は難しい。私は審議会の委員をやっていますが，霞ヶ関の官僚の方

は，こんな厚い資料を持ってきます。１時間半の審議会の中でそれを説明出来ないですね。だか

ら一番上に１枚Ａ３でまとめた資料がつきます。これで説明するのです。だったら最初から１枚

でやりゃいいじゃないかなと思うのですけどね。

昔，伊藤忠にヤジマリュウゾウさんという管理本部長がいました。この方，２０年にわたって

部下に徹底したことがあります。資料は１枚，結論を先に書け，要点を３点にまとめろ。あんな

大きな会社で２０年間，資料１枚で通したのですからすごい人ですね。組織，会社の事務処理，

管理，制度，資料，会話，メール，シンプルをもって秀とします。

整理整頓は仕事のスピードアップにつながります。常に上位者の視点というのは，課長には課

長教育をするのではありません。部長教育をします。その人がその立場になったら，すぐその仕

事ができるようになるということもあるのですが，１つ上の視点で仕事を見ると，仕事の風景が

変わってきます。それから自分の考え方はきちんと持つこと。自己研鑽に努めること，一番最後

が一番大事です。自分を大切にするということです。自分を大切にするということは，他人を大

切にするということにつながります。このことについては，また後で申し上げます。



この「仕事の進め方１０か条」の他に，「偏見を含めてのアドバイス１５か条」も一緒に発信し

ました。これは処世術ですね。私今だったら，もっと気の利いたこと，書きますけれども，３８

歳の時に書いた文章おもしろいかと思ってその時書いたものをそのまま持ってきました。今日は

時間がないので，簡単にいきます。

３年で物事が見えてくる，３０歳で立つ，３５歳で勝負は決まり，会社に入って３年もたった

ら会社のことはだいたい分かります。３０になったら大きな仕事が出来ます。３５になったら部

長か取締役の仕事が出来ます。

イギリスのブレアさんは，４２歳で首相になりました。オバマさんは４６歳で大統領ですね。

橋本さんは３０代で大阪府知事です。やってやれないことはない。ただ，日本は経験を重視し，

年功序列の社会ですから，３５歳以降まで待たなきゃいけない。私は「成長角度」と言っていま

すが，その人の人生観，仕事の進め方，コミュニケーションの取り方，こういった「成長角度」

が３５になると決まります。この「成長角度」が高い人が低い人に抜かれることは絶対にない，

という意味で勝負は決まり，と。３８歳の時に思ったのですが，今考えてみると，ちょっとこれ，

違っていました。人によっては４５過ぎてから伸びてくる人もいます。人によっては，役員にな

ってから伸びてくる人もいます。

この間，日本航空が再建されました。稲森さんが次の社長に選んだ方，植木さん。この方５５

歳までパイロットをやっていました。経営にタッチしていませんでした。この方５５歳で取締役

になりました。３年経った，その間経営を見たのですね。稲森さんは次のリーダーに植木さんを

指名しました。私は今だったら，志さえあれば，志さえあればですが，何歳からでも伸びてくる

と思っています。この時若かったですから，こういうふうに感じました。

２番目，「礼儀正しさにまさる攻撃力はない」。私は部下に，礼儀正しさ１本で東レの役員にな

れると言ってきました。役員というのはリーダーです。リーダーというのは，私は「幼稚園の時

に教えてもらったことをきちんとできる人」だと思っています。どんなことを教えてもらったか。

「人に会ったら挨拶をしなさい」，「みんなと仲良く遊びなさい」，「仲間はずれを作ってはいけま

せん」，「嘘をついてはいけません」，「間違ったことをしたら勇気を持ってごめんなさいと言いな

さい」，こういったことです。こういうことができる社会人というのはなかなかいない。

３番目，自らの 鉄則「時間決死」。

４番目，「きちんと言葉で話をしなさい」。暗黙知はダメ。話をしたってなかなか通じないこと

が多いですから，話をしなかったら全く通じない。

５番目，「読書の価値は本の数ではない。私は東レの課長になったときに，東レの中に「３賢人」

と言われた人がいました。「３人の賢い人」です。１年間に２００冊以上の本を読みますね。何で

も知っています。物知り博士ですな。この３人に共通したことがありました。それは３人とも仕

事ができない。仕事をしない。人の評価はするのですけどね。仕事っていうのは知識があればい

いってことじゃない。パッションがあります。私は東レ系研究所で人材育成の研修の仕事をやっ

ていますけれど，時々研修の冒頭の挨拶をしてくれと言うので，申し上げているのです。「皆さん，

こんな研修いくら受けても何の役にも立ちませんよ。」ただ，皆さんの中で１０人に１人か２人く

らい，この研修で学んだことを職場で実践する人がいる。その人のために私は研修をしています。

皆さん方，今日帰ってですね，誰かに今日佐々木さんにいい話を聞いたって言うかもしれません。

佐々木さんのいい話を聞いた，それでおしまい。それがどうしたのですか。いい話を聞いた，い



い本を読んだ，いい映画を観た。自分の行動に落とし込まないような知識なんかいくら積み重ね

ても何の役にも立たないと私は思っています。

１２番はですね，私は子どものために毎月のようにＰＴＡに行きましたが，当時お父さんは１

人も来ません。自閉症者親の会に行っても，ほとんどお母さん。父親は会社の仕事をしているだ

けでいいのか。自分の家族やコミュニティに対する責任はないのか，と思ったのでこういうふう

に書きました。

ビッグツリーを書いて２年経ったら出版社の社長さんがまた来ましてね，今度仕事術の本を書

いてくれって言うのですよ。私は，ウイークデイは仕事があって書けないですから，土日に書く

のですが，その間私は本を読めないし，映画も観られないから嫌だったのです。伸ばし伸ばしに

していたら，あんまり言うので，書き出したのです。そしたらこれなんと，土日６週間で書けた

のです。ビッグツリーは３ヶ月半かかったのですよ。ビッグツリーは何年何月何やったとか調べ

なきゃいけないでしょ。これは，私が２０何年間毎日会社で言ってきたことを書くのですからね。

パァーっという具合に出来上がりました。これだったらもっと早く書けば良かったかなあと思い

ました。これが何と，１２万部出ました。ビジネスマンは忙しいですから，こんな本を書く暇は

ない。コンサルタントとか大学の先生なんかは書くのですね。この間，竹中平蔵さんの小説を読

みましたけど，何の役にも立ちませんね，あれは。

タイムマネジメントは，「最も大事なことは何かを正しく掴むこと」です。会社の仕事っていう

のは，ピンからキリまで，雑用がいっぱいありますね。それを拙速にやって，肝心要の仕事を完

璧にやる。つまり，タイムマネジメントは時間の管理ではありません。仕事の管理なのですね。

これから申し上げることは，私が東レという会社の中で，企画の仕事をやってきた人間のやり方

で，皆さん方の仕事のやり方ではありません。仕事のやり方というのは，会社によって違います。

職種によって違います。営業と開発では違うのです。ここで，皆さん方の仕事のやり方は皆さん

方が考えなければならない。

これから申し上げることは，私がやってきた仕事のやり方です。皆さん方の職場に合わないこ

とがいくつかあります。これもちょっと時間の関係で，簡単に申し上げます。私はこの本を３本

柱で構成しています。１つは「計画が大事」。２つ目は「効率が大事」。３つ目は「時間を増やし

なさい」。まず，計画先行ですが，私は戦略的な計画というのは仕事を半減させると思っています。

同じ仕事をやっても，２週間かかる人と１週間で済ます人がいます。それは，能力の差ではあり

ません。人間の能力が２倍違うなんてことありえません。

それは，その仕事をどう考えているかという，価値観の差と段取りの差です。私が課長になっ

たとき，１番最初にやった仕事は，部下１３人が過去１年間にどんな仕事にどれだけの日数をか

けたか，という分析をやりました。私の課は，「業務週報」といって１週間経つと，上司に今週は

何と何をやりましたという報告する習慣がありました。それを１ヶ月単位で，「その仕事をだいた

いでいいから，何日間かけたか書いてごらん。その時に，その仕事はあなたが抱えている中の仕

事の中での重要度ランキングをつけなさい。」１番重要な仕事が５，次が４，３，２，１。左に人

の名前をずらっと書いて，右側に４月，５月と大きな紙に，１年分の実績を書いていきました。

見たら，Ａ君は，私から見たら重要度ランキング２か３の仕事を３週間でやっています。「君，

こんなのは５日で終わる仕事だろう。」と。彼，反論します。

「課長，これは重要度ランキング４ですよ。」



「何言ってんだ，君があげた仕事全部４か５じゃない。会社の仕事で４，５の仕事なんてそんな

にない，これは２なんだ，３なんだ。」

社員は，自分はすごく大事な仕事をやっていると思っています。上の人はそれを注意しません。

モチベーションが下がりますからね，そんなこと言ったら。課長スペックの仕事をやるのです。

手書きでちょっと書いて渡せばいいものをパワーポイントにした瞬間に５倍の時間がいります。

彼がそれで納得したら，かけるべき日数は５日間と決めます。

Ｂ君は，私から見たら極めて重要な仕事を１０日間やって途中でやめています。完成していな

い。

「君，これは１ヶ月かけてでも完成すべき仕事だったから，必要日数を１ヶ月と決めている。」

全部の業務を足しあげました。実績の４０％，つまりこの仕事を何日間でやると決めて，その

通りやれば４割。会社の仕事はそうはいかない。やってみなきゃ分からないことがありますから。

ですが，だいたい半分です。私の課は１人月平均６０数時間，残業をやっていました。君たちは

残業をやるどころか，毎日１６時半に帰れたのだ。これから，私に業務計画書を出しなさい。こ

の仕事は重要度ランキングいくらだから何日間でやります。私はその計画書を承認するか修正，

指示を出します。君はこの仕事はやらなくていい。やらなくていいって言った仕事が２割くらい

あったのにはびっくりしました。部下は上司の目をかすめてやらなくてもいいことをやっている

のです。油断も隙もない。

「君，これ３週間でやるって言ったけど，１週間でやりなさい。」

いわば私は部下に仕事を発注します。部下は私から仕事を受注します。これ，前の管理職が何

をやっていたかというと，「君，これやっといてくれ。」で，やり方も，かける日数も全て部下任

せです。では，自分は何をやっているのですか？プレーイングマネージャーだって，部下と一緒

になって仕事をやっていますね。３人・４人の小さなプレーもあるでしょうけれど，私のように

常に１０人以上いる管理職がプレーイングをやっている暇はありません。管理職というのは，そ

の組織を構成する人間全体の最大限に持って行くというミッションを持っています。組織の仕事

なんて不適切な配慮になっている。特定の人に偏っています。適正配分にしてあげなければなら

ない。仕事が発生した段階で品質基準を決めてあげなければならない。重要な仕事は全部終わっ

てから報告を受けるのではありません。必ず中間段階でチェックしてあげて，無駄な作業をしな

いようにしなきゃいけないです。こういうことをやり始めたならば，私の課はどうなったかとい

うと，さっき残業１人平均６０数時間と言いましたが，０にはなりませんでしたが，１桁になり

ました。１人平均６０時間の残業代カットですね。ただ，私は東レの中でいろんな人に，いろん

な上司を見てきましたけれども，部下に仕事を発注するような上司にはほとんどお目にかかった

ことがありません。上司にそういうことを期待しても無理だ，ということです。じゃあどうする

のですか。部下がやるのです。

これが１番最後です。「部下力をつけなさい。」と私は言っていますが，部下が上司を使って自

分の仕事に結果を出すことです。いろいろありますが，一番大事なことは上司の注文を聞くとい

うことです。さっき，１年の計画を立てたら上司に報告し，上司の意見を聞きなさい，と言いま

した。いろんなことを言ってくれます。仕事が発生したら品質基準を聞くのです。重要な仕事は

途中までいったら，

「ここまできましたけど，この方向でいいですか。」



と聞くのです。これが仕事を効率的にやっていくということです。

時間の節約ですが，私は３０代の前半に潰れかかった会社の再建の仕事に行きまして，黒字に

なりましたので，東レの企画の部署に戻りました。私が最初にやった仕事は，書庫の整理です。

私は，企画の仕事なので書類を作るのが仕事みたいなところがありまして，私の後ろに３０年分

くらいの先輩が作った資料，経営会議とか開発会議とか何とか事業の分析とかいろんな資料があ

りました。作業着に着替えて，朝から晩までその書庫に入って，全ての書類を読みました。１か

月かかりました。半分書類を捨てました。残すべき書類は，カテゴリー別に重要度のランキング

を付けてファイル体系を作りました。机に戻ります。仕事が来ます。会社の仕事は同じことの繰

り返しです。誰かがどこかで似たようなことをやっています。私は，仕事を言われたら，あのフ

ァイルとあのファイルとあのファイルと３つ取り出してきて，そこに書いてある考え方，フォー

マット，着眼点，これをいただきます。細心のデータに置き換えて自分のアイディアを乗っけま

す。仕事は速くて出来が良いに決まっていますよ。だってそこにある，例えば経営会議の資料っ

ていうのは，途中の落第点がついた資料ではないのです。最後に一番優れた作品が残っている，

これを使うのですから，仕事が速くて出来が良いに決まっています。私は部下にそのしょうもな

い頭なんか使わないで，先輩の優れた作品を盗みなさい。

「プアなイノベーションより優れたイミテーション」

この優れたイミテーションを繰り返すうちに，優れたイノベーションが出てくる，ということ

です。

「仕事は発生したその場で片付ける」。私は経営会議や常務会の議事録を書く仕事をやっていま

したが，その日の議事録は必ずその日のうちに書く。次の日には持ち越さない。皆さん方も会議

に出て行って上司への報告や部下への連絡をするような会議のメモを書くことがあるでしょう。

その会議のメモは，会議が終わってから書くのではないですね。会議の最中に書きます。会議は

自分に関係ない時間帯が３分の１くらいあります。しょうもない議論がずっと続くことがありま

す。その間に書くのです。私は，会議が終わってもメモは出来上がっていませんが，会議室に５

から１０分残ってメモを書き上げ，戻ってから部下全員を集めてコピーを渡し，

「今日の会議の結果は書いてあるとおり。ポイントは何と何。終わり。」

これ１ヶ月に１回の何とか会議で報告するというものです。

「時間の増大」。人に与えられた時間は一定だというかもしれませんが，これもやり方です。先

ほど，仕事は発生した段階で品質基準を決めなさい，と言いましたが，一番いいのはその仕事は

やらないことです。会社の仕事で，やらなくてもいい仕事があるのか？と言うかも知れませんが，

私はさっき前田社長に仕えたと言いましたが，彼が会長のときにも仕えて，このとき前田会長は

アジア繊維の国際会議を３日間の京都で開きました。朝から晩まで議論して共同コミュニティを

発表するのです。私は３回目の担当になりましたが，１日目の朝一番の前田会長の冒頭の挨拶の

原稿を書けと言われました。過去２回の議事録を読みました。１回目の冒頭の挨拶はすばらしい。

初めての国際会議でいろいろな人の知恵が入っていて，格調の高い文章でした。２回目の原稿は

たいしたことありませんでした。私はこの１回目の優れた原稿の日時と場所を３回目に置きなお

して，そのまま持って行きました。前田会長はなんて言ったか。

「さすが，佐々木だ。出来がいいな」

これでいこうか，と。彼，３年前にやっているのですよ。３年前のことなんか忘れていますよ。



何年前だろうといいものはいいのです。私がその原稿を一から書いてごらんなさい。３日はかか

ります。私が用意した時間は１時間。日時と場所と出席者の名前変えるだけですから。もっとい

いことがあります。私の上からの評価，三重丸です。佐々木は仕事が出来る。こたえられません

な。仕事が発生したら，それをやらないで済ます方法はないのかということを考える。よしんば

自分がやらなきゃいけないとなったとしても，そのことで一番詳しい人は誰か，その人に聞きに

いく。そのことで一番詳しい資料はどこに眠っているか，どこにアクセスしたらデータが取れる

か，それを知っておくことです。

私は営業に出たと言いました。２０年経っていきなり営業の課長ですよ。私の部下はみんな私

を馬鹿にします。今度来る課長は営業経験ないですから。

私は着任する前にやったことがあります。当時東レの中に，営業の神様といわれた人が５人ほ

どいました。この５人に丁寧なメールを打って，アポイントを求めた。

「私は営業の経験がありません。あなたは営業の神様と聞きました。私に営業とは何であるか教

えてください。３０分でいいです。」

５人とも会ってくれました。一番短い人で１時間，長い人で２時間３０分。営業とは何である

か私に教えてくれました。いろんな話が出たのですが，似たような話が出てくるのです。

それは，お客様との約束は必ず守りなさい。クレームが発生したら直ちに連絡しなさい。時間

を守りなさい。ウソをついてはダメ。何かをしてもらったら，すぐお礼を言いなさい。「なんだ，

営業なんったって，人間として当たり前のことをきちんとやるだけじゃないか。」私は自信を持っ

て営業をやっていました。

もっといいことがありまして，営業に出たらトラブル発生。またこの５人に聞きにいくのです。

一度会ってくれていますから，また会ってくれます。今度は具体的なテーマがありますから，貴

重なアドバイスをたくさんもらいました。私は一時期に東レの中に優れたメンターを５人持った。

最近の若い人は会社に入って上司が教えてくれない，会社の中にメンターがいないなんて言いま

すけど。そんなの当たり前です。誰も丁寧に教えてくれる人なんていません。自分で掴み取って

いくしかないということです。

出ない・会わない・読まない，私は会議に出ない。人に会わない，書類を読まない。これは極

めて危険な思想です。皆さん方にはお勧めしません。だけど私は，会社の中で出た会議で三分の

一は出る必要のない会議だと思っています。後で議事録でも読めばいいというものです。だから，

課長の後半から，そういう会議にはもう出ない。どうしても出なければならない会議はあります

から出ますが，自分の仕事を持っていってアルバイトをやる。人の話は聞いてない。人に会わな

い。

私は審議会の委員を今３つやっていますが，厚生労働省内閣府の担当と課長が審議会の度に事

前打合せに来たいと言うのです。私は全部断ります。データで資料をもらって読んでから，電話

で話をします。そうしないと霞ヶ関から私のオフィスに来て説明して帰る，１人２時間半，２人

で５時間，国家のために，重要な仕事をしている人がそんなことやっていいのですか。審議会の

委員は１０何人もいるのです。本当にその仕事をするために，人に会わなきゃいけないのか。ひ

ょっとしたら，丁寧なメール一本，丁寧な電話一本で済むかもしれません。この間新宿の都庁の

方から，恒例の事前説明行きたいって１時間かけて私のオフィスに来ました。往復３時間ですよ。

５人来ました。５人。うち３人は，最初から最後まで一言もしゃべらないで。しゃべっていた人



が，最後に佐々木さん，効率的な仕事の例を２つ３つ教えてくださいと言いました。来るなって

言いました。どうして事前説明に５人も来るのですか。１人か２人でしょ。今日仙台の方，宮城

県の方，誰も私のところに事前説明に来ていませんよ。だけど，ちゃんと出来ているじゃないで

すか。都庁の方は，趣旨だとか，場所だとか，人数だとかメモを書くのですよ。メモがなくなっ

たら終わりです。メールだったら全部残ります。都内は近いから人に会いに行く，仙台は遠いか

らメールでやる。そういう問題ではないです。都内だって，人に会おうと思ったら何時間もかか

るわけですから，それを仕事のレベルに応じて決めなければいけないということです。

「上司との付き合い方は最重要課題。」

サラリーマンにとって何が大事かと言えば，上司です。上司というのは，自分を評価し，異動

を決める人だからです。丁寧にやらなければいけない。皆さんあんまりやらないのが，これです。

２段上の上司です。課長だったら，部長の上ですね。部門長とか役員とか。上司はなぜ大切かと

いうと，自分を評価し，異動を決める人だからです。２段上の上司というのは，それをひっくり

返す人です。嫌な上司を飛ばしてくれる人です。ここと丁寧にやらなければいけません。これ，

どうやってやるか。それは，私の本を読んで下さい。だんだん時間がなくなってきました。

仕事の本の後に，課長の本を書いてくれと言ってきたので，仕事１２万部出たって言いました

が，なんとこれ１８万部出ました。これに出版社が喜んでしまいまして，飛んできて「佐々木さ

んもう１冊書いてください。」。「何書くの。」って言ったら，「そうか，君は社会人になったのか」

だって。これ，知っていますか？パクリですよ。城山三郎さんのベストセラー“そうか，君はも

ういないんだ”という，亡くなった奥さんの話。あのベストセラー，あのタイトルを気に入って

いただいた。それをパクると品がない。次はこれにしたのです。この本は絶対売れない本だって

言ったのです。第１章，人は自分を磨く為に働く。最終章，それでも人を愛しなさい。これビジ

ネス書じゃない，宗教書ですな。こんなもの売れるわけがない。これは５０歳過ぎないと分から

ない本だって言っていたのに，「２０代向けに書いてくれ。」

こんな本２０代が読むかって。そうしたら３８万部です。これ，驚きました。今の若い人も捨

てたものではないのですね。ただ，出版社はもう１冊書いてくれと言ってきた。「何書くの。」っ

て言ったら，「リーダーの。」。

私は経団連の理事をやっていましたから，あの一部上場の社長さんたちといろんな議論をする

のですけれど，こんな人がよく社長になったなというが，いっぱいあります。政治がそうです。

良くこんな人が首相になったなあ。あの鳩山さんなんかどうなっているのですかね。私は，組織

の長にリーダーシップを求めても，難しいところがあるなと思うことがあるのです。だれが東京

の社長を決めるのですか。勝俣さんです。だから，ああいう人事になるのです。私のリーダーの

定義というのは，「その人と一緒に仕事をしていたら，勇気と希望をもらえる人」です。そういう

人というのは，新入社員にもいます。課長にもいます。社長にもいます。家庭の主婦にもいます。

お母さんは家族のリーダー。障害者にもいます。私が内閣府の審議会私の隣に座っている乙武君。

五体不満足ですけど，彼と話をしていたら，勇気と希望をもらえます。立派なリーダーです。そ

ういうリーダーになるには，どうしたらいいかということですね。

生きていく上で，働いていく上で，大事なことがいくつかあります。ひとつは，自分は何者で

あるか，どういう生き方をしたいのか，どういう働き方をしたいのか，ということには決意と覚

悟がいると私は思っています。周りがそうだから，それに染まってしまうというと，必ず後から



後悔しますし，自分の人生ですからね。だから，節目に，例えば３０歳の時に，結婚した時に，

管理職になったときに，さっき言ったことを自分に問うてみる必要があります。私は４０代の半

ばから，毎年１回自分に問うことにしました。一番暇な時期，年末年始。年頭書簡というのを書

くのです。こういう考え方で，こういう仕事をするぞ。Ａ４判１枚にピシッと入るように書いて

１月４日に出社したら，部下全員に発信します。場合によっては，上司にも出します。一緒に仕

事をする仲間ですから。私の考え方を共有してもらわなければならない。それから，人に自分の

考え方を伝えるということは責任が生ずることです。これ毎年やったらどうなると思います？去

年何を考えたか，３年前は何を決心したか，５年前どうだったか，自分の成長の軌跡がよくわか

ります。私はビジネスマン時代を通じて自分が最も成長した時期というのは４０代だと思ってい

ます。２０代，３０代って言うのは成長角度が高いのですが，残念ながら，知識がない。経験が

ない。回り道をします。ミスをします。これがだんだん，だんだん賢くなっていって，４０代に

なってそういうことにはならない。しかも，４０代になると人を使えます。管理職です。ですか

ら，できるだけ４０代はしなやかに生きなさい。２０代，３０代は一生懸命働きなさい。だけど，

４０代はなるべく部下に仕事をやらせて，自分の時間を見つけて，自己啓発。本を読んだり，人

に会ったり，体調管理をきちんとして，家族とも付き合うということをということをしなきゃい

けない。

それから，管理職は出来るだけ時間的余裕を持つということが大事です。忙しくしていると，

部下が相談に来ません。悪い情報が入ってこないです。それから，仕事の効率化の話を私はたく

さんしますが，仕事の効率化の両輪は，コミュニケーションと信頼関係だと思っています。私は

コミュニケーションというのは，さっき言ったように品質基準を決めてやったりすることですけ

れど，私は課長のときに部下と春と秋に面談をします。会社は年に１回でいいと言うのですが，

私は２回やるのです。１人２時間面談します。最初の１時間はプライベートのことを聞きます。

お父さん，お母さん元気か，家族はどうしている？結婚してない女性だったら，彼氏とどこまで

いった？今だったら，個人情報保護法違反です。だけど，自分の部下っていったら，家族みたい

なものだと思っていますから，その家族のために何かしてあげられることはないかという気持ち

が相手に伝わり，且つ，彼らが私に言ったことがどこにも漏れない。そういう信頼関係があった

ら，いくらでも話をしてくれます。

そしてその後に仕事の話をします。社員は仕事を始める前に，いろいろな事情を抱えた１人の

人間です。それを理解してやらなければいけない。私は５０代半ばに昔の部下の女性から年賀状

が来まして，あの頃の佐々木課長の面談が待ち遠しくて，楽しくて，懐かしくて，って書いてあ

りました。

私は業務の効率化の両輪はコミュニケーションと信頼関係というふうに思っています。それか

ら，社員にはいろいろ人がいます。十人十色です。その人に合わせた対応をしてあげることが大

事だと思っています。

「働く君に贈る２５の言葉」の中に，若い人へのメッセージということで，最初に書いてある

ことは，「四の五の言う前に，与えられた仕事に全力で取り組みなさい。目の前の仕事に真剣にな

りなさい。」と言っています。会社に入って２年か３年で自分に仕事が合っている，合っていない

などと考えないで，ともかく与えられた仕事に全力を尽くす。これを繰り返しているうちに，見

えてくるものがあります。この全力を尽くすときに，欲を持つということは結構なことです。例



えば，お金を貯めたいとか，偉くなりたい，というような欲が，仕事のモチベーションにつなが

っていきます。ただ，自分の欲で仕事をやっていると，仕事に結果がついてきません。やはり，

仕事というのはこのチームのため，お客様のため，世のため，人のため，という志がなければ，

仕事に結果がついてこないです。そのことに気が付きます。３０代の後半ぐらいから，そのとき

に，志を持ちなさい。欲が磨かれて，志になる。私は言っています。それから，人は何のために

働くか私はずっと考えていましたが，４０歳ぐらいのときに，マズローの欲求の５段階節という

のを読みました。マズローは，人は何の為に働くかということを５段階に規定しました。１段階

目は生理的欲求。２段階目は安全の欲求。つまり，生活のために働きます。それが，だんだん上

にいって，５段階目自己実現欲求。人は自己実現のために働く。私はこの節，非常に説得力があ

るなと思ったのですが，その後に私は逆説と１０か条という本を読みました。ケントキース，ア

メリカ人です。それでも正しいことをやりなさい。なお，弱い人の見方になりなさい。それでも

なお，それでもなお，という１０か条ありました。私はそのうち９つは少し真似が出来るかなと

思ったのですが，一つだけ真似が出来ないものがありました。それは，「それでもなお人を愛しな

さい。」。私は，相手のことを自分が好きになれば，相手も私のことを好きになってくれるし，信

用，信頼関係もできるからなるべくたくさんの人を好きになろうとして，１０人のうち，８人，

９人ぐらい好きになれるのですが，１人ぐらい嫌なやつがいます。その最後の１人まで好きにな

ったらどうなるか。そんな神様みたいな人が世の中にいるのか，ちょっとだけいました。マザー

テレサだとか，ガンジー，イエス・キリスト。私はガンジーの映画を見ました。驚きました。イ

ンドの方は，ほとんどすべての人ガンジーを尊敬し，ガンジーを愛しています。ガンジーが現れ

ると，みんな近づいてきて，一言でもしゃべろう，手を触れたい。私はあの映画を観て，インド

で最も幸せな人はガンジーだなと思ったのです。今目の前の難しい仕事にチャレンジして，結果

を残していく。ちょっとそりの合わない人とパートナーシップを組んできちんと仕事をやってい

く。そういう難しいことをやりながら，自分を磨いていく。マズローの５段階節，もうひとつ上

のそれは，人は自分を磨くために働く。磨いてどうするか。磨いて自分が幸せになるか。最近の

若い人は会社に入ってきて２,３年で仕事が合わないからやめようかとか。難しい仕事はやりたく

ない。管理職は面倒くさいからやりたくない。そういう人というのは，自分が幸せにならないよ

うに，ならないように生きている人です。また，大人がそれを注意しない。だからみんな幸せに

なれないじゃないかなと私は思っています。

人は何のために働くか。２つあります理由は。１つは自分を磨くため，つまり自分の成長のた

め働くのです。

もう１つは志。何かに貢献するためです。それは，地域社会であったり，１つのチームであっ

たり，お客様であったり，社会であったり，何かに貢献するために人は働きます。自分を成長さ

せるためと何かに貢献するために，人は働いているのではないかと思っています。そのことがそ

の人を幸せにつなげていくというふうに私は思っています。

この間勝間和代さんの本を読みました。“起きたことはすべて正しい”彼女はその人に才能があ

って，努力した結果として事実が起こった。だから，起きたことはすべて正しいと書いていまし

た。私はこの本を読んで，これは正しくない。あの時，もしそのまま娘が会社に行っていたら，

我がパートナーは死んでいたかも知れない。私は東レ研究所の所長にならなかったら，彼女のう

つ病は治らなかったかもしれない。そうしたら，私は本を書くことはありませんでした。テレビ



に出ることもなければ，今日ここで，講演もしていません。たまたま起こったことです。私がカ

ミングアウトしたら，たくさんの人が実はうちの家族も，と言ってくれました。みんないろいろ

事情を抱えています。中には重い荷物を背負った人もいます。一生懸命やってもなかなか結果が

出ないということが，いくらでもあります。ちょっと結果が出たからといって，起きたことはす

べて正しいなんて，あまり言って欲しくない。私のヴィクトリーを読んだ吉本ばななが，ブログ

に書いていました。「佐々木さんという人は愛とは責任であるということを全うした人だ。」私は

それを読んで別に私は責任でやったわけじゃないけどな，と思ったのですが，講演会で一番前に

座っていた奥さんが，私に質問しました。

「佐々木さんは奥さんと離婚を考えたことがありますか。」

私は，そんなことを人に聞かれたことは一度もありませんでしたから，とっさだったので答え

ました。

「一度もありません。」

「どうしてですか？」

「だって，自分が結婚したんでしょ。自分がつくった子供でしょ。自分が選んだ仕事でしょ。そ

の中で頑張らなくて，どうするんですか」

と答えたときに，ばななが愛とは責任であると言ったのは，半分ぐらい当たっているかなと思い

ました。

私の人生観の真ん中にある言葉は，この言葉です。

「運命を引き受けよう」

私は６歳で父を亡くしました。母が１９でお嫁に来て，４人の男の子をもうけ，２７歳で未亡

人になりました。父の代わりに働きに出て，大変苦労して，子供４人を大学まで出しました。弟

は双子ですけど，二人ともこの仙台，東北大学に在学していました。

うちの母は非常に苦労しましたけど，グチを言うこともなく，いつもニコニコ笑って，私たち

にいろいろなことを語りかけてくれました。その中で一番多かった言葉が「運命を引き受けよう」。

運命を引き受けて頑張ろう。頑張っても結果が出ないかも知れないけど，頑張らなかったら結果

は出ないんだよ，といつも言ってくれていました。

我が家にはいろんなことがありましたが，最後は神様にプレゼントをもらいまして，最近はち

ょっと忙しいのですが，大変幸せな毎日を過ごしています。

私のさっき紹介した本は，この間からポケット版が出ていまして，定価９４５円です。私はい

つも講演会が終わると５００円で売るのです。今日は県庁ですので，販売禁止です。売上金は全

部被災者に寄付するのですが，それでもダメだって言うのは今のまあ県庁，知事のあれで仕方な

かったなと思っています。

これで私の話はここで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。


