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慶應義塾大学特別講義 『新入生諸君、人間力を高めよう』 
5月 7日、今年も慶應大学で特別講義を担当させていただいた。 

「人間力」について話をしたところ、未来に希望と不安を持つ学生たちから大きな反響があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな社会には苦労や競争がなく、何となく時を過ごし、敷かれたレールの上を歩いてしまう。行

動し、失敗や成功を繰り返すことで「人間力」は養われていくが、平和の中では難しい…。 

大学は「知識」を与えることはできるが、「人を育む」ことはできない。「実践」を通じて人を育てる

我々の活動への期待は大きい。 

一歩を踏み出し、真の「人間力」を身につけることができるか？学生たちの「行動」にかかっている。

今回の講義が学生たちの人間力づくりスタートの一助になれば…。 

チャンスをくださった中島教授、ありがとうございます。 

 

新茶（社員からのメール） 
本日、新茶の缶詰めの作業を手伝わせていただきました。 

社長がどんな思いで、36 年間も贈り続けているのかと考えながら作業をし

ていました。人脈づくりや、営業のきっかけ、話題づくりや感謝など、いろいろ

なことが頭に浮かびました。 

一度だけ贈るのは簡単なのかもしれませんが、三十年以上も長い間継続して行うということは、す

ごいことだと思います。 

以前、お客さんから「新茶や水菜をいつもありがとう」とお礼を言われたことを覚えています。社長

の思いや気持ちが込められており、とても感謝されている様子でした。 

私は、人のためを考えて継続して行っていることはありません。言われたことや、与えられたことだ

けを行っている状態です。自分の仕事や役割の他に、＋αのことを考えながら、行動に移していき

たいと思います。 

本日はありがとうございました。 

今年の手づくりの新茶はとても甘くて、すごくおいしいいです。格別です。 
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Special Lecture From Keio University “Let’s Rise Human Power, Freshman! 

This year Keio also gave us a charge to held special lecture at May 7th. 

When I talk about “Human Power”, there’s big reaction from students with anxiety 

and hope for the future.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There’s no suffer and competition of affluent society. Somehow, they spend their time 

by walking on the rails that were laid. “Human Power” is rearing the action to repeat 

success and failure. But, it’s difficult to apply that in peace.  

University can give “knowledge”, but it can’t “bring up people”. Expectations to 

activities of our people who learn through “practice” are big.  

One step forward, can we learn the real “Human Power”? It needs some actions from 

the students. I start to help make student’s human power through this lecture. 

Thanks to Professor Nakajima who give me this chance. 

 

Fresh Tea (Letter from Employee) 

Today, I help the canning of fresh tea. 

The President in any thought works while thinking what continues 

to be a gift for these 36 years. Many things come to mind such as make 

human networks, start business, make topics, and gratitude. 

Giving gift for only once might be easy, but do it for more than 30 years continuously 

is awesome. 

 I remember when my customer said “thanks for all the fresh tea and potherb 

mustard”. President’s feelings are put on it, and that was very grateful. 

I don’t think continuously for people. It is about what people said and what people 

give. I want to substitute my works and duties with action while thinking about＋α. 

Thank you for today. 

This year’s fresh tea is very sweet and taste good. It is extraordinary. 


