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は じ め に 

 

明治は遠くなりにけり（中村草田男）が人々の口の端にのぼった

のは大正１５年をはさんだ昭和１０年前後の事、明治の終焉から２

０数年後であった。そして令和の現在は、平成の３０年をはさみ、

昭和の終焉から３０数年を経た。しかし私たちにとっては決して

「昭和は遠くなりにけり」であってはならないと考える。あの悲惨

な敗戦から８０年近くを経た今こそ、全てが失われた焦土から雄々

しく立ち上がり、わが日本を世界有数の大国へ押し上げた「昭和」

という時代をしっかり検証するべきではないか。 

そこで、昭和の大躍進をになった政界・財界、文化・芸能界、ス

ポーツ界の傑物に再び登場してもらい、彼ら彼女らに学ぶことで困

難なこの時代を乗り越えるエネルギーの糧としたい。そして何より

戦後の「昭和」の繫栄は平和であったればこその成⾧である。「平

和」の大切さを肝に銘じていただきたい。昭和の英知は国民の努力

によってなされたのである。この冊子が団塊の世代の両親とそのご

家族の会話の一助になれば幸いである。 

令和４年１月 想友会一同 
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吉田茂（１８７８～１９６７） 

第二次世界大戦後に５期、内閣総理大臣をつとめた。 

占領軍総司令官マッカー

サーと一歩も引かず渡り

合った。敗戦後の日本復興

に尽力し、「単独講和」では

あったがサンフランシス

コ講和条約で主席全権大

使として調印した。ワンマ

ンと言われ「バカヤロー」

発言での衆議院解散は今

でも語りつがれている。葉

巻と白足袋をこよなく愛

し、ユーモアがあって「ど

こか憎めない宰相」と評された。  吉田茂の名言 

・ 忍耐はどんな難問にも解決策になる君たち自衛隊が

日陰者であるときの方が日本や国民は幸せなのだ。ど

うか耐えてもらいたい。 

・  
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市川房江（１８９３～１９８１） 

政治家、大正・昭和期の婦人運動家。小学校教員、新聞記者

を経歴。戦前に平塚らい

てう等と「新婦人協会」

を設立、治安警察法改正

の運動を起こす。。戦後

は１９５３年の参議院

選挙に当選、以後通算２

５年にわたり政治家と

して活動。この間、理想

選挙と政治浄化のため

先頭に立って活躍した。

男性中心の明治時代に

生まれ女性の地位向上

に努めた功績は、近代史上で特筆すべきことである。 

市川房江の名言                                                 

・ 平等なくして平和なし 

・ 平和なくして平等なし 
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池田勇人（１８９９～１９６５） 

政治家。大蔵官僚を経て戦後政界入り。吉田茂の引き立て

役で頭角を顕し、佐藤

栄作と並ぶ「吉田学校」

の優等生。大蔵大臣、

幹事⾧等の要職を務め

１９６０年第５８代内

閣総理大臣に就任する。

自民党「宏池会」の領

袖として一派を成した。

吉田内閣時代に「貧乏

人は麦を食え」発言で

物議をかもしたことは

有名であるが、首相就

任後に「所得倍増」計画をぶち上げ日本の高度経済成⾧期

に大きな役割を果たすことになった。前任の岸内閣が安保

改定で強硬路線をとったのに対して国民の眼を経済政策

に向けさせた。「私はウソを申しません」が口癖だったが、

いっぽうで「金権・腐敗体質」も広まった。 
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中曾根康弘（１９１８～２０１９） 

政治家。戦前、東京帝国大学を経て内務省に入り警視庁につ

とめた。終戦時は海軍

主計将校。戦後衆議院

選挙で初当選（群馬県）。

憲法改正論者として再

軍備・首相公選制を唱

えた。通産相、自民党

幹事⾧などの要職を歴

任して１９８２年、田

中角栄の後押しで内閣

総理大臣となる。〝戦

後政治の総決算〟を掲

げて、国鉄民営化を成

し遂げ、日米関係改善に努め、アメリカのレーガン大統領と

「ロン・ヤス」関係を築いた。つねに主流派に寄り添い、そ

の変わり身の早さから政界の〝風見鶏〟と揶揄された。 

⾧期政権の退陣後は「世界平和研究所」を創設したがリクル

ート事件の責任をとり離党、通算１７回当選した。 
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田中角栄（１９１８～１９９３） 

小学校卒で第６４代内閣総理大臣に上り詰めた。 

戦後に実業家から衆議院議

員になり飛びぬけた決断力

と実行力で３９歳のとき戦

後最年少の国務大臣（現在の

通産省）になり内閣や党の要

職を経て５４歳で総理大臣

に就任する。日中国交正常化

を実現したがその２年後に

は「ロッキード事件」で逮捕

され自民党を離れた。しかし

逮捕後も最大派閥の田中派

（木曜会）を介して「目白の闇将軍」と言われた。「カクさん」

が愛称で今でも国民に根強い人気がある。 

田中角栄の名言 

・ 借りた金は忘れるな。貸した金は忘れろ。 

・ 叱る時には〝サシ〟でやれ。褒めるときは 

大勢の前でやれ。 
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土井たか子（１９２８～ ２０１４） 

政治家、法学者。日本社会党（のちの民主党）を率いて日本

初の政党党首になり、日本初の

衆議院議⾧も務めた。戦後政治

で護憲の立場、女性の立場で主

導的、精力的に活動した。 

しかし象徴天皇制を積極的に

支持する立場にあった。彼女自

身「私は共和制論者ではない」

と言っていた。１９８９年の参

議院選挙では、土井の社会党は

倍増の４６議席を獲得、うち２

２の女性議員を誕生させ「マド

ンナ旋風」と騒がれた。 

土井たか子の名言 

・ ダメなものはダメ 

・ 山は動いた！ 
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松永安左エ門（１８７５～１９７１） 

大正から昭和にかけて、日本の電力業界を主導した実業家。

その精力的な活動から「電

力の⿁」との異名を持った。

慶応に学び、石炭商から九

州地方の電力業界に進出、

戦前すでに停電防止・料金

値下げなどのサービス向上、

水力・火力併用の電源開発

や送電連繋での発電コスト

削減、内部留保拡充による

資金コスト抑制、社員の海

外研修派遣など様々な新機

軸を実践し「科学的経営者」との評価を得た。徹底した電

力民営論者で官僚嫌いだったためか、「勲章・位階はヘドが

出るほど嫌いに候！」「人間の値打ちを人間が決めるとは

何事か！」全ての栄典は受けないと公言し、死後にも遺族

は松永の意思を尊重して一切の栄誉・栄典を辞退した。 
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石田礼助（１８８６～１９７８） 

実業家。元三井物産取締役社⾧。元日本国有鉄道総裁。戦後

に公職追放となるが、その後実

業界に復帰し、１９６３年十河

信二の後任として第５代国鉄総

裁になる。 

・ 翌年はオリンピックが

開催される年で前任の十河信二

からの懸案であった新幹線事業

を引き継ぎ、国鉄技術⾧であっ

た島秀雄らにより東京～大阪間

に東海道新幹線が開通した。世

界に日本の日本の鉄道技術の秀

逸さを示した。在任中は自らを

「ヤングソルジャー」と称し国鉄合理化に取り組み総裁報酬

を月に僅か１０万円とし、国民の喝さいを浴びた。 

石田礼助の名言 

・ 租にして野だが、卑ではない。 

・  
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松下幸之助（１８９４～１９８９） 

幼少の頃、父親が破産し 9 歳の時に丁稚出される。奉公先を

点々とした後に電気の仕事

を志し、大阪電灯（現・関西

電力）に入社して在職中に

電気ソケットを考案する。 

やがて苦労を重ね、松下電

気（標章ナショナル・現パナ

ソニック）を創業し急成⾧

させた。その後彼は「経営の

神様」と呼ばれるようにな

る。そして「PHP 研究所」

を設立し倫理・教育・出版の

活動に乗り出し、晩年には

「松下政経塾」を立ち上げ、政治家の育成に意を注いだ。 

      松下幸之助の名言 

・ 企業は人なり 

・ 仕事は、やればやるほど味がでてくるものだ  

・  
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土光敏光 （１８９６～１９８８） 

現在の東京工業大学を卒業後、石川島造船所に入社し、１

４年後の昭和２５年社⾧

に就任し、徹底した合理

化で、経営再建を成し遂

げる。その後、経営難に陥

っていた東芝に請われ社

⾧に就き、辣腕をふるい

再建に成功する。７８歳

時、経団連第四代会⾧に

就任し「財界総理」として、

日本経済の安定に尽力す

る。私生活でも質実剛健

を旨とし、「メザシの土光さん」で人々に親しまれた。 

〈土光敏光の名言〉 

・ 合理化とは人をクビにすることではなく、 

人を活かすことである。 

・部下に仕事を任せるときは任せきる。 

・ 
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本田宗一郎（１９０６～１９９１） 

実業家・技術者。輸送用機器メーカー、本田技研工業の創業

者。戦前に自動車修理工

場で技術を覚え、更に専

門知識を得るために浜松

高工機械科に入学する。

戦後本田技術研究所を設

立、小型エンジン付き自

動車を発売、１９４９本

田技研工業としオートバ

イ製造を開始する。後に

副社⾧となる藤沢秀夫と

出会い、一代でホンダを

世界的な企業に育てる。 

本田宗一郎の名言 

・ 悲しみも、喜びも、感動も、落胆も常に素直に味わう

ことが大事だ。 

・ 成功はみな失敗の連続が土台作りをしている。 

・ 会社のために働くな。会社でなく、自分のために働け。 
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盛田昭夫（１９２１～１９９９） 

技術者、実業家。戦前すでに知り合っていた井深大（いぶか・

まさる）と共に電気機器メー

カーのソニーを立ち上げた。

製品開発に独創性とスピー

ドを求め他社に先駆けた革

新的な商品を作り SONY ブ

ランドの企業イメージを確

立した。１９５０年にテープ

レコーダー、５４年に携帯ト

ランジスターラジオ、「大き

なものを小さくして会社を

大きくする」という知恵とス

ピードを生かした戦略でヒット商品を生み出した。その最た

る例はウオークマンで、これが大ヒットして「外で歩きなが

ら音楽を聴く」新たな文化を作り、ソニーを大きく成⾧させ

た。ただ家庭用 VTR の規格統一では自社のベータ方式を堅

持した。 
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中内功（１９２２～２００５） 

実業家。スーパーダイエーの創業者。陸軍 2 等兵で応

招され、中ソ国境の守備隊か

らフィリピンに転戦、戦争に

身を投じた。戦後は実家の薬

局を手伝う傍ら神戸の闇市

から始まり事業を拡大、35

歳の時大栄薬品工業（ダイエ

ーの前身）を設立し安売りの現

金問屋を始めた。「消費者に商品

を出来るだけ安く提供すること

に存在意義がある」という理念

を掲げ次々に〝安売り〟を実行

し、それを〝価格破壊〟とする大手メーカー側と衝突を繰り

返す。またチェーンストアー方式を全国に展開、絶頂期には

小売り業界初の売上高 3 兆円を達成した。しかし 1990 年代

後半のバブル崩壊後、消費者の意識が「安さ」から「品質」

に変化し、時代の流れに乗り遅れた。福岡ダイエーホークス

（現・ソフトバンク）を発足させたオーナーでもある。 
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湯川秀樹（１９０７～１９８１） 

理論物理学者。１９３４年に中間子の存在を予言する。後

にこれが実証され、１９

４９年に日本人初のノー

ベル物理学賞を受賞。母

校の京都大学に務め、プ

リンストン大学の客員教

授のため渡米していた時

もある。核兵器の廃絶を

唱え、科学者京都会議を

主宰、世界連邦世界協会

の建設など平和運動に積

極的に関わった。 

 

湯川秀樹の名言 

・ 一日、生きることは一歩進むことでありたい。 

・ 現実は複雑である。あらゆる早合点は禁物だ。 

・ アイデアの秘訣は執念だ。 

・ 真実は、いつも少数派だ。 
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吉野彰（１９４８～） 

電気工学を専門とするエンジニア、工学博士。携帯電話やパ

ソコンに使われているリチウ

ムイオン二次電池の開発者の

ひとり。アジアで初のノーベ

ル化学賞を受賞した福井謙一

の孫弟子。２０１９年ノーベ

ル化学賞を受賞。旭化成（株）

名誉フェロー。文化勲章受章

者。名城大学理工学研究科教

授。 

 

吉野彰の名言 

・ ムダなことを沢山しない と新しいことは生まれて

こない。 

・ 好奇心に基づいて新しい現象を見つけることを 

一所懸命やる。 

・ 「現在から」ではなく「過去から」未来を 
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中村哲（１９４６～２０１９） 

脳神経内科を専門とする医師。パキスタン・アフガニスタン

で３０年以上医療活動を

続けていた。２０１０年よ

り、水があれば多くの病気

と難民問題が解決できる

として、用水路建設に力を

注ぎ約６０万人の生活を

救った。アフガニスタンで

の⾧年の功績が認められ

２０１９年に同国の名誉

市民となったが同年１２

月に武装勢力に銃撃され

死亡した。 

    中村哲の名言 

・ 利害を超え、忍耐を重ね裏切られても裏切りかえさな

い。その誠実さこそが人々の心に触れる。 

・ 自分が何をしたいかではなく、相手が何を求めている

か、を考えて行動してほしい。 
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尾畠春夫（１９３９～） 

大分県出身・元鮮魚商、ボランテイア活動家。小学生の時に

母を亡くし、中学卒業後に鮮魚

店で働く。２９歳の時に大分で

魚や「魚春」を開業。結婚し息

子・娘も独立して６５歳で店を

閉めボランテイア活動を始め

る。新潟中越地震を皮切りに東

日本大震災、熊本地震、西日本

豪雨などで活動、軽ワゴン車に

食料・寝袋を積み現地に向か

う。特に２０１８年、山口県周

訪大島町で、三日間行方不明に

なった２歳児を発見して日本中の注目を浴びた。 

・ 尾畠春夫の名言 

・ （ボランティア活動で）「ありがとう」ってニコッと

笑ってくれる。その笑顔が私にとって宝もの。 

・ 対価・物品・飲食、これは絶対に頂かないのが信条

です。  
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川端康成（１８９９～１９７２） 

幼児期に父母を亡くし、祖父母に育てられた。８歳の時には

祖母が、その後姉も、祖父

も１６歳の時に亡くなり、

その頃すでに小説家を志

していたという。「１６歳

の日記」は初期の代表作で

ある。戦前川端を支えたの

は菊池寛と横光利一であ

ろう。戦中は呉清源らと満

州に行ったが、時局に迎合

した作品は書いていない。

美しい抒情詩たる「伊豆の

踊子」は度々映画になった。

囲碁を題材とした「名人」、冒頭のセリフがあまりにも有名な

「雪国」どれも戦前の作である。１９６８年和服姿でノーベ

ル文学賞を受賞。門下には三島由紀夫がいる。ガス自殺で死

去。 
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田辺聖子（１９２８～２０１９） 

小説家。戦前から文学に興味があり投稿もしていた。１９６

４年に「感傷旅行」で芥川

賞を得て、若手女流作家

の寵児となり以後数々の

文学賞を受賞している。

大阪で育ち大阪の風俗・

文化に親しみながら大阪

弁での作品を生み出した。

飾らないあけっぴろげな

性格で〝おせいさん〟の

愛称で多くの人々に親し

まれ、夫の川野純夫も「カ

モカのおっちゃん」で有

名になった。 

         田辺聖子の名言 

・ 男や子供たちは、女たちに愛されて生き生きとよみが

える。女たちもまた男や子供たちに愛されることで 

充実する。 
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司馬遼太郎（１９２３～１９９６） 

作家。筆名は「司馬遷には遥かに及ばない」に由来する。 

産経新聞の記者時代に「梟の

城」で直木賞を受賞。「竜馬が

ゆく」「燃えよ剣」などの時代

小説で一時代を築く。 

 司馬遼太郎の名言 

・議論などは、よほど重大な

とき以外してはならぬ。もし

論争に勝ったにせよ、相手の

名誉を奪うだけのことだ。 

・ 相手を説得する場合、激

しい言葉を使ってはならぬ・

結局は恨まれるだけで、物事は成就しない。 

・ 志を守り抜く工夫は、常日頃の自己規制に 

ある。 
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岡本太郎（１９１１～１９９６） 

絵画・彫刻・陶芸・書道・写真の広い分野で、エネルギッシ

ュな創作活動を続けた。 

昭和４５年（１９７０）の大

阪 万 博 博 覧 会 に 出 品 し た

「太陽の塔」はスケールの

大きい、大胆な表現で世間

を「アッ！！」といわせた。

この塔は永久保存され、現

在も大阪のシンボルとして

愛されている。漫画家・岡本

一平と作家・岡本かの子が

両親である。 

岡本太郎の名言 

・ 逃げずに、はればれと立ち向かう。それがボクのモッ

トーだ。 

・ 自分が何をやりたいか、何を伝えたいかが分かってい

たら技術は後からついてくる。 
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⾧谷川町子（１９２０～１９９２） 

戦前の漫画界の巨匠「のらくろ」の田川水泡門下。昭

和２４年より４９年まで朝

日新聞に「サザエさん」を連

載して読者から圧倒的な人

気を得る。サザエさんの家族

の名はカツオ、ワカメなど海

にちなんでいる。その後アニ

メ化されて現在も続く⾧寿

番組になっている。他には代

表作に「いじわるばあさん」

がある。漫画界で初めて国民

栄誉賞を受ける。 

⾧谷川町子の名言 

・ 清く・正しく・つつましく が家庭漫画に 

要求されているけれど、それって私の本性 

じゃない。私の地のままの「いじわるばあ 

さん」の方が気軽に描けます。 
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手塚治虫（１９２８～１９８９） 

漫画家。アニメーション作家。医学博士。小学生の頃からマ

ンガと昆虫採集に熱中する。

ペンネームは昆虫のオサム

シから、本名の治に虫を付

けた。医学を学ぶ傍ら２０

歳前後から作品を発表し映

画的手法を駆使してストー

リーマンガを作風の根幹に

据えた。まだ医学生だった

時「ジャングル大帝」「アト

ム大使」で人気作家となる。

上京し「トキワ荘」では藤子

不二雄、石ノ森章太郎、赤塚

不二雄らに影響を与えた。医師免許を取得する２５歳の頃に

は「鉄腕アトム」や少女向けの「リボンの騎士」を発表、存

命中から「マンガの神様」と評された。    

 手塚治虫の名言 

・ 人を信じよ、しかしその１００倍も自分を信じよ。 
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（五代目）古今亭志ん生（１８９０～１９７３） 

大正から昭和にかけて活躍し戦後を代表する落語家のひとり。

若いころ芸事に興味を抱い

ていたので落語界に足を踏

み入れたが、酒に溺れ博打に

も手を出して、貧乏生活を送

っていた。１９１９年に５代

目古今亭志ん生を襲名する。

それまで１６回改名をして

いるが借金から逃れるため、

と言われている。戦後に慰問

先の満州から帰国後一気に

人気が高まり８代目桂文楽

と並び東京の落語家を代表

する大看板になる。１９５７年落語協会会⾧に就任。⾧男が

金原亭馬生、次男は古今亭志ん朝、孫に女優の池波志乃がい

る。 
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古賀政男（１９０４～１９７８） 

昭和期を代表する作詞作曲家。幼くして父を亡くし、韓国

（京城）で商業学校を卒業、

その後大阪での生活をへて、

苦学して明治大学に入学、マ

ンドリン倶楽部に入る。１９

３１年、卒業後日本コロンビ

アの専属作曲家となる。その

時に出会った藤山一郎の歌唱

表現が「酒は涙か溜息か」で

古賀の才能を開花させる。戦

時中の「誰か故郷を想わざ

る」を経て、戦後は「湯の町

エレジー」更に「影を慕い

て」で郷愁と哀調のなかに古賀メロデーは新たな色調を描き

出す。「東京五輪音頭」「柔」「悲しい酒」は老若男女、誰も

が知る１９６０年代の秀作である。初代日本作曲家協会会⾧

として服部良一らと「日本レコード大賞」を創設した。没後

に国民栄誉賞を受賞。 
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小澤征爾（１９３５～） 

満州奉天（瀋陽）で歯科医を開業し、満州青年連盟の運動にま

い進していた父の家庭で育

った。征は板垣征四郎から、

爾は石原莞爾から採られた

という。戦後桐朋学園で斎藤

秀雄に指揮を師事、富士重工

寄贈の、日の丸を描いたスク

ーターでフランスを縦走し、

その直後１９５９年ブザン

ソン指揮者コンクールで優

勝、さらにカラヤン指揮者コ

ンクールで第一位、バーンス

タインに認められアメリカ

に招かれた。その後 NHK 交響楽団と不仲になり現在は和解、

ボストン交響楽団の常任指揮者を務め世界的な名声を得た。 

小澤征爾の名言 

・日本人がどこまで西欧音楽を理解できるか、という壮大な

実験をしてきた。 
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呉清源（１９１４～２０１４） 

中国福建省出身、本名は泉。１４歳の時に来日し秀哉名人と

の二子局が試験碁だった。瀬

越憲作９段の門下になる。同

時代のライバル、木谷実と⾧

野の地獄谷温泉に籠り「新布

石」を考案した。この「新布石」

という名称は、碁に興味のな

い人々にも知れ渡った。重い

棋書を左手に持ち、日々碁を

学んだため指が曲がってしま

ったという逸話がある。戦後

の十番碁では圧倒的な成績を

残した。戦前には対局過多で

入院したり戦後はオートバイ事故に合いに後遺症に悩まされ

たりした。門下に林海峰らがいる。    

   呉清源の名言 

・ 勝っても負けても最善の一手を尽くせばそれで立派

な一局になる。 
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坂田栄男（１９２０～２０１０） 

２３世本因坊栄寿の号をもつ。タイトル獲得数６４回、２９

連勝など数々の記録を残

し、呉清源に次ぐ昭和を

代表する棋士のひとり。

切れの鋭いシノギを特徴

とし「シノギの坂田」「カ

ミソリ坂田」の異名をも

ち数々の妙手・奇手も遺

している。またその柔軟

性から「ナマクラ坂田」と

いう愛称もあった。「大坂

田」は大変魅力的な棋士

で多くの囲碁ファンに親

しまれた。日本棋院理事⾧を１９７８年から８年間務める。 

坂田栄男の名言 

・ 少しでも越えがたい記録を作っておくことが、先の時

代を生きたものが後の世代に残す贈り物。 

・  
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藤沢秀行（１９２５～２０１０） 

囲碁棋士。戦前に９歳で院生となり戦後は色々な棋戦の第

一期で優勝、「はつもの食

い」といわれ、タイトル獲

得など際立った成績を残

した。その序盤の構想は

「異常感覚」と表現され

た。１９７７年に橋本宇

太郎を破って棋聖位は６

連覇を達成、名誉棋聖の

称号を得た。史上最年⾧

タイトル保持者でもあり、

晩年は秀行塾を開いて若

手を指導した。「日中スー

パー囲碁」の監督を務め、日中囲碁交流にも尽力し中国の

棋士にも慕われた。北京市には碁の「藤沢秀行記念室」が

あるという。酒豪にしてギャンブル（競輪）好き、多額の

借金、幾多の女性関係、碁界最後の無頼派といってよい。 
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升田幸三（１９１８～１９９１） 

将棋棋士。実力制第四代名人。木村義雄・大山康晴らと名勝

負を重ねて将棋界での覇を

争った。１４歳の時「名人

に香車を引いて勝つために

大阪へ行く」と書置きを残

して出奔し、木見金治郎に

入門。伝説の棋士坂田三吉

より「今をときめく木村名

人を倒せるのはあんただけ

だ」と望外の激励を受けた

といわれる。戦後は GHQ

に呼ばれ「将棋は相手の駒

を殺略するのではないか」

と問われて「とんでもない、その駒を再生させもう一度自軍

に使えるのですよ、あんたたちの西洋将棋（チェス）とは全く

違う」と持論を展開したという。その後木村義雄や大山康晴

との対局で「名人に香車を引いた男」を実現させる。座右の

モットーは「新手一生」。 
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大山康晴（１９２３～１９９２） 

将棋棋士。十五世名人の木見金次郎八段（当時）に入門。門

下には兄弟子に終生のラ

イバル升田幸三がいた。タ

イトル獲得８０期、永世を

冠する名人、十段、王位、

棋聖、王将の五つの称号を

持つ。その将棋は受けが強

く、自身でも好んで「忍」

と揮毫した。将棋界から初

めて文化功労者に選ばれ、

日本将棋連盟の会⾧も務

めた。 

 

大山康晴の名言 

・ 有利に感じた時がじつは最大の危機なのです 

・ ⾧所は即、短所たる欠点に繋がります。 

・ 良い手を指そうとするより悪い手を指さないように

自己を戒める。 
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原節子（１９２０～２０１５） 

戦前から戦後にかけて日本映画の代表的な女優のひとり。１

４歳で映画界入りし１９

３７年、日独親善を演出

する映画「新しき土」の主

演に抜擢されそのエキゾ

チックな美貌で一躍注目

の的になる。「晩春」・「東

京物語」（監督・小津安二

郎）で知られ、他に「わが

青春に悔いなし」（黒澤明）

「青い山脈」「めし」に（成

瀬己喜男）出演した。１９

６３年４２歳で突如、女

優業を引退し９５歳で亡くなるまで半世紀以上も隠遁生活を

送る。その理由は今もって「昭和映画史の謎」と言われてい

る。 
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美空ひばり（１９３７～１９８９） 

歌手として９歳でデビューした。その天賦の歌唱力で天才少

女とうたわれ、たちまちス

ターダムにのしあがる。歌

謡曲以外でも映画・舞台に

目覚ましい活躍し自他とも

に認める「歌謡界の女王」で

あった。通称は「おじょう」

代表曲に「柔」「悲しい酒」

「真赤な太陽」「港町十三番

地」「川の流れのように」等

がある。 

 

加藤和也氏（ご子息・ひばり

プロ社⾧）の話 

・ 母は一言でいえば激情家。優しさと厳しさ 

  の両極端をもち合わせていました。私に 

対して普段は猫かわいがりで、挨拶など 

礼儀に関してはとにかく厳しかったです。  
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吉永小百合（１９４５～） 

日本を代表する映画女優。１０年間で７０本以上の映画に出

演し、松原智恵子・和泉雅

子と「日活三人娘」とよば

れた。男性アクション路

線がマンネリ化していた

時、吉永の主演による１

９６０年代前半の日活映

画「キューポラのある街」

「伊豆の踊子」「潮騒」は

純愛・青春路線として新

たなファンの支持を集め

た。歌手としては作曲家、

吉田正の門下生として、

橋幸夫との「いつでも夢を」は空前のダイヒットとなった。

１９７５「青春の門」以降は清純派から脱する演技を披露す

る。テレビには「樅の木は残った」「夢千代日記」に出演、平

成よりナレーションなどで反戦・反核運動にも力を入れてい

る。 
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森繫久彌（１９１３～２００９） 

俳優・歌手。早大在学中から演劇活動をはじめ戦前はアナウ

ンサーとして満州にいた。

戦後は東宝の専属俳優と

なる。映画、テレビ、舞台、

ラジオで活躍し、映画出

演は２５０本を超え、昭

和を代表する国民俳優で

あった。エッセイストで

もあり、朗読での独特の

語り口は「森繫節」とよば

れ親しまれた。慈善事業

にも尽力し「あゆみの箱」

は法人化された。映画で

は「社⾧シリ−ズ」「駅前シリ−ズ」「三等重役シリーズ」「小

説・吉田学校」など、テレビでは「七人の孫」、舞台では「屋

根の上のヴァイオリン弾き」を９００回上演、歌では「知床

旅情」（作詞作曲も）が大ヒットした。文化功労者、国民栄誉賞

を受賞。 
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三船敏郎（１９２０～１９９７） 

映画俳優。「世界のクロサワ」同様「世界のミフネ」と称され

る大スター。中国で写真館

を営む家庭に生まれ１９

４０年に航空隊に入隊し、

写真部に配属される。終戦

を熊本でむかえ、翌年に第

一期の東宝ニューフェー

スに応募し採用される。デ

ビュー作は「銀嶺の果て」。

４８年の「酔いどれ天使」

以降、「羅生門」「七人の侍」

「赤ひげ」など黒澤作品に

欠かせない存在となった。

「三船あっての黒澤映画だ」という評もある。「グラン・プリ」

「レッド・サン」など海外の映画にも出演し国際的スターに

なった。晩年には「寅さん」にも出演している。 
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渥美清（１９２８～１９９６） 

コメデイアン・俳優。「男はつらいよ」（山田洋次監督）の主

人公「車寅次郎」を演じて

国民的人気を博した。１９

５１年、東京浅草六区の劇

場でコメデイアンとして

デビュー。肺を患い療養も

するが、１９５６年以降テ

レビ出演するようになり、

「 夢 で 逢 い ま し ょ う 」

（NHK）等の出演から知

名度を高め映画デビュー

を果たす。１９６９年松竹

が「男はつらいよ」を製作

しそれが高い評価と人気を得てシリーズ化された。１作ごと

に「マドンナ」役が変わり、往年の大スターたちが脇を固め

る。各地の風物・風景が詩情を添える。山本直純のテーマ曲

は葛飾の地名とともに国民の胸に刻まれた。２７年間に４８

作が作られた。没後に国民栄誉賞を受賞。 
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高倉健（１９３１～２０１４） 

映画俳優、歌手。明治大学卒業後東映に入社。⾧い間不遇で

あったが１９６４年「日本侠

客伝」に主演して以降は任侠

映画を中心に活躍、東映の看

板スターに。更に歌手として

映画の主題歌となる「網走番

外地」「唐獅子牡丹」を大ヒッ

トさせた。７０年安保当時、

学生や若いサラリーマンの熱

狂的な支持を受けた。「幸せの

黄色いリボン」でブルーリボ

ン賞など多くの賞に輝き、文

化 勲 章 も 受 賞 し て い る 。   

高倉健の名言 

・ 人に裏切られたことなどない。自分で勝手に 

誤解していただけだ。 

・ 拍手されるより拍手する方の心が豊かになる。 
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石原裕次郎（１９３４～１９８７） 

俳優、歌手。日本を代表する映画スター。石原プロモーショ

ンを設立。兄は「太陽の季

節」で芥川賞をとった元

衆議院議員・参議院議員、

元東京都知事の石原慎太

郎、甥には石原伸晃（政治

家）、石原良純（気象予報

士）がいる。ファンからは

「裕ちゃん」仕事の関係

者からは「ボス」と呼ばれ

親しまれた。妻まき子（北

原三枝）は日活の人気女

優であった。代表作には

「太陽の季節」「嵐を呼ぶ男」「俺は待ってるぜ」など。     

石原裕次郎の名言 

・ 人の絶対に口にするな。 

・ 人にしてあげたことはすぐに忘れろ 

・ 人にしてもらったことは絶対に忘れるな。 
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白井義男（１９２３～２００３） 

プロデビューは戦前であったが、海軍に従軍し腰を痛めて復

員した。再起はほぼ不可

能か、と引退寸前に追い

込まれていた時にＧＨＱ

の職員で生物学者のカー

ン博士に巡り合った。博

士は白井の素質を見抜き

全面的に支援した。その

科学的な健康管理と新た

な指導により白井は体調

と自信を取り戻し、戦術

的にはアウトボクシング

に徹したことで能力を開

花させた。１９５２年、東京後楽園の特設リンクでダド・マ

リノ（アメリカ）とのフライ級タイトルマッチを制し世界王

座に輝いた。日本人初の世界王者（フライ級）の誕生だ。そ

の快挙は敗戦に打ちひしがれていた人々の〝希望の光〟とな

った。白井はその後４度タイトルの防衛を果たしている。 
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古橋廣之進（１９２８～２００９） 

水泳選手。終戦後の日本の水泳界で４００ｍ、１５００ｍの

自由形で次々に世界記録

を打ち立て、焦土と化し

た日本の国民に元気と勇

気を与えた。１９５２年

のヘルシンキ・オリンピ

ックの４００ｍｍ自由形

に決勝まで進出したが８

位に終わった。⾧年のラ

イバル橋爪功はこの大会

の１５００メートル自由

形で銀メダルであった。

引退後は日本大学教授、

日本水泳連盟会⾧、日本オリンピック委員会会⾧などを歴任

した。 

古橋廣之進の名言 

・ あきらめず、へこたれず、魚になるまで、 

水かきがつくまで泳ぐことだ。 
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大鵬幸喜（１９４０～２０１３） 

本名は納谷幸喜。父はウクライナ出身の白系ロシア人。戦後

家族で北海道に渡った。

弟子屈で定時制高校に通

っていた時に二所ノ関部

屋にスカウトされ入門。

１９５６年秋に初土俵、

以後順調に勝ち上がり１

９６０年関脇で史上最速

の優勝を果たし、翌年に

柏戸と共に横綱に推挙さ

れ、第４８代横綱になる。

以後二人は毎場所競い合

い「柏鵬時代」と言われた。

白鵬に越されるまで幕内優勝３２回は「不滅の記録」と評さ

れた。「北海の白熊」と呼ばれ「巨人・大鵬・卵焼き」の流行

語を生んだ。昭和期では双葉山につぐ大力士とされる。娘婿

は元関脇貴闘力、ウクライナには大鵬記念館が建設されたと

いう。 
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円谷幸吉（１９４０～１９６８） 

元陸上自衛官。自衛隊体育学校の１期生。昭和３９年（１９

６４）の東京五輪にむけ

た毎日マラソンでの代表

選考会において、二度目

のマラソン挑戦で君原健

二に次いで２位となり君

原、寺沢徹とともに代表

に選ばれる。そして本番

で君原、寺沢が脱落する

中で銅メダルを獲得、（優

勝はエチオピアのアベベ）

これはこの大会での日本

陸上界が得た唯一のメダ

ルであり、円谷は日本陸上界を救った」と讃えられ、一躍国

民的英雄となった。その後故障もあり、周囲の期待の大きさ

でプレッシャーにも苦しみ、かつての走りを取り戻せず４年

後のメキシコ五輪の年に自死を選んだ。 
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力道山光浩（１９２４～１９６３） 

朝鮮半島出身のプロレスラー。戦前に大相撲の二所ノ関部屋

に入門、戦後関脇まで上り

詰めるが１９５０年９月、

場所後に自ら髪を切り廃

業する。理由は「民族の壁

で大関には昇進できない」

ことに拠るとされる。１９

５３年プロレスラーに転

向、「日本プロレス」を設

立、米国からシャープ兄弟

を招き全国を転戦する。時

にテレビ放送が始まった

事が追い風となりプロレ

スブームが起きる。伝家の宝刀「空手チョップ」が街頭テレ

ビに流れ、全国の少年ファンの心を躍らせた。１９６３年、

ナイフで刺され死亡する。ジャイアント馬場、アントニオ猪

木らを育て「日本プロレス界の父」とよばれている。 
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ジャイアント馬場（１９３８～１９９９） 

本名は馬場正平、プロレスラー。高卒後に投手として読売ジ

ャイアンツに入団、しかし

怪我などもあり５シーズン

で退団する。１９６０年に

プロレス界に転身し、師と

する力道山亡きあと渡米、

３大タイトルを総なめし、

世界にも名を馳せる。2 メ

ートルを超える身⾧、16 文

キックはその迫力で国民を

テレビの前に釘付けにし、

アントニオ猪木、タイガー

マスクと共に日本プロレス界を代表する存在であった。全日

本プロレスの社⾧・会⾧職も兼ねプロレス界を支え続けたが

２１世紀を迎える前年に急逝した。 

ジャイアント馬場の名言 

・ 本当に痛いときにも全然痛くない表情を 

しなければならない。 
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野村克也 （１９３５～２０２０） 

１９５４年、捕手として南海ホークスに入団、史上二人目

の三冠王を獲得、８年連続

パリーグの本塁打王など

数々の実績を誇る。更に

セ・パ４球団の監督をつと

めヤクルトを率いて、２度

の日本一に導いた。優れた

指導力で、他球団の戦力外

になった選手らを再び活

躍させ、「野村再生工場」と

称された。 

〈野村克也の名言〉 

 

・ 勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし。 

・ 財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺す 

は上。「どうするか」を考えない人には「どうな 

るか」は見えない。 
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仰木 彬（１９３５～２００５） 

西鉄ライオンズ（現西武ライオンズ）の黄金時代に名二塁手

として名バイ・バイプレイヤ

ーとして活躍した。監督にな

ってからはパリーグの近鉄

バッファローズ、オリックス

バッファローズで１１年連

続 A クラス入りを果たし３

度のリーグ優勝と１度の日

本一を経験した。セオリーに

とらわれぬ、状況に応じた采

配は「仰木マジック」と呼ば

れた。大リーグへの道を拓い

てくれた仰木を野茂茂雄、イチローは師と仰いでいる。 

仰木 彬の名言 

・ 君たちは勝ち負けを一切気にしなくていい。 

勝ち負けは俺の責任だ。 

・ グラウンドで死ねれば本望だ。 

・  
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⾧嶋茂雄（１９３６～ 

１９５８年に巨人に入団してから、現役生活の１６年間に、

首位打者 6 回、本塁打王 2

回、打点王 5 回、ＭＶＰ5

回に輝いた。派手なアクシ

ョンと勝負強さで絶大な

人気を誇り〝ミスタープ

ロ野球〟と言われた。その

後巨人の監督でリーグ優

勝５回、日本一を２回果た

した。２００１年に勇退し、

巨人の終身名誉監督に就

任。 

⾧嶋茂雄の名言 

・ 巨人軍は永遠に不滅です。 

・ ⾧嶋茂雄を続けることは、結構苦労するんだ。 

・ （アメリカで）へーえ、マクドナルドはアメ 

リカにも進出しているんだ！ 

いづれにしてもユニークな発言が多かった。 
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王貞治（１９４０～） 

元プロ野球選手、監督。愛称は「ワンちゃん」「世界の王」。

１９５９年（昭和３３年）、

早稲田実業より読売巨人軍

に入団、６２年には〝一本足

打法〟でホームランを量産

し、本塁打王に輝く。３番・

王、４番・⾧嶋は「ＯＮ」と

呼ばれ巨人軍Ｖ９の立役者

であった。ＭＶＰ１０回、本

塁打王１５回、首位打者５回、

打点王１３回、三冠王を２回

獲得している。１９８０年に

現役を引退、巨人とソフトバンクで監督をつとめ、リーグ優

勝４回、日本一２回、プロ野球界初の国民栄誉賞受賞者でも

ある。 

王貞治の名言 

・ 努力は必ず報われる。もし報われない努力が 

あるならば、それはまだ努力とは呼べない 
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落合博光（１９５３～） 

元プロ野球選手・監督・野球解説者。（ロッテオリオンズ→中

日ドラゴンズ→読売ジャ

イアンツ→日本ハムファ

イターズ）ロッテ時代に日

本プロ野球史上唯一の３

度の３冠王を達成。中日の

監督として８シーズンす

べてＡクラス入り、４度の

リーグ優勝と１度の日本

一を果たした。 

落合博光の名言 

・はじめにマイナス思考

で最悪の結果を想定して、

そうならないように計画を立ててから組織や集団を動かす。

そして全体の流れが軌道に乗ってきたら、こんどはプラス思

考に転じて攻めてゆく。 
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孫文（１８６６～１９２５） 

政治家・革命家。広東省に生まれハワイに渡り洗礼を受けた。

１９歳の時に帰国、清朝打

倒の革命運動に身を投じる

が失敗、１８９９年に日本

に入り、１９０５年に中国

革命同盟会を組織、辛亥革

命後に中華民国の初代臨時

大統領に就任するも袁世凱

に追われ日本に亡命する。

民族・民権・民生の「三民主

義」を唱え、東京では早稲田

に居住したこともあり、同

志を得て革命運動にまい進

したが中国での全国統一の志は果たせなかった。第一次国共

合作を実現し、中国では中国革命の父、「国父」とよばれてい

た。 
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蒋介石（１８８７～１９７５） 

中華民国の政治家、軍人。初代中華民国総統。２０歳の時に

来日、辛亥革命で帰国した

が、失敗して再来日。その後

孫文の死後に北伐を継続、

南京国民政府の主席、最高

指導者となる。満州事変後

は共産党の討伐を優先し対

日宥和政策をとり続けたが、

日中戦争勃発後は共産党と

の一致抗日を迫られた。昭

和２０年、日本が敗れたの

ち、毛沢東率いる中国共産

党との国共内戦に敗れ台湾に逃れた。毛は建国後、中華人民

共和国国家主席となった。蒋は日本に留学し軍事教育を受け

たこともあり、大変な親日家で「蒋介石がいたから日本の天

皇制は守られた」と日本の保守政治家などからはその政治姿

勢は高い評価を受けていた。しかしその後、台湾国内では「反

共」抑圧政策に徹する一面もあった。 
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周恩来（１８９８～１９７６） 

２０歳の時来日、早大などで学ぶ。その後に渡仏し中共フラ

ンス支部を組織する。第二次

国共合作では蒋介石との折

衝にあたり、日中戦争では国

共合作に尽力した。 

１９４９年の中華民国の建

国以来、総理兼外交部⾧の立

場で一貫して毛沢東共産党

主席の信頼を受け続け、文化

大革命でも失脚しなかった

ので「不倒王」と呼ばれた。

その優れた政治手腕と温厚

誠実な人柄、並々ならぬ知性で国際的にも高く評価され、今

でも中国国内での人気も高い。 

周恩来の名言 

・外交というものは形を変えた戦争の継続状態である。 

・方向と目標が決まっても、道は一歩一歩進まねばな 

らない。 
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  鄧小平（１９０４～１９９７） 

中国の軍人、政治家。戦前にフランスに渡り、中国共産党ヨ

ーロッパ支部の指導者に

なったという。その後ソビ

エトに渡り帰国。「コミン

テルン」派に従えずに失脚、

毛沢東に「走資派」の烙印

を押されまた失脚。そのた

びに復活を果たし毛沢東

亡き後中国を経済発展第

一主義に導きアメリカと

国交を樹立させ世界に中

国投資への門戸を開いた。

しかし国民の民主化・政治

改革の運動に対しては〝一党独裁〟を譲らず天安門事件では

戦車を出動させ軍を動員して、学生や市民の弾圧に踏み切っ

た。 

鄧小平の名言 

・白い猫であれ黒い猫であれネズミを捕る猫が良い猫だ。 
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D.マッカーサー（１８８０～１９６４） 

米国陸軍軍人。最終階級は元帥。コーンパイプがトレードマ

ークだった。第二次世界大戦

末はフィリピンに駐留してお

り、終戦後に連合国司令官と

して厚木の飛行場に降り立っ

た。対日占領政策の最高司令

官 と し て 実 施 機 関 （ GHQ 

SCAP）を取り仕切った。民主

化は「婦人参政権」「憲法改正」

「農地解放」「財閥解体」など

思想・教育・文化のあらゆる面

に及んだ。ただ広島・⾧崎の惨

状の叙述は意図的にマスコミには伏せられた。１９５０年朝

鮮戦争がはじまり、トルーマン大統領と衝突し解任された。

日本の民主化に大きな役割を果たしたということで国民の多

くに好感を持たれた。マッカーサ―を称える手紙が全国から

山のように来たという。D.マッカーサーの名言 

・老兵は死なず、ただ消え去るのみ。 
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         この本に寄せて 

敗戦のあの日、８月 15 日、玉音放送を聴いたのは、疎開先の田舎で、小学 6 年

生の時です。暑い夏の盛りでした。ラジオから流れる雑音の中、何を言ってい

るのかよく分かりませんでした。それから一週間ほどしておふくろが訪ねてき

ました。その時に母はバークレーというロゴの入った、黄色い袋のチューイン

ガムをくれたのです。「食べちゃダメだよ、嚙むんだよ」と言われたのをよく覚

えています。 

東京の小学校に戻ると、それまで八紘一宇を讃えて、語気強く⿁畜米英を語っ

ていた先生が、幾分低姿勢に見えました。翌年中学に入り放課後はどこに出掛

けたかというと新宿や高田馬場の闇市でした。食物や衣類を中心になんでも積

まれ賑やかに売っていました。ぶらぶらしに行っていたのですが、割りばしに

つけたキャンデイを買いたくてもお金がなく、そのうち露店商のおじさんに顔

を覚えられ「お前はさっさと帰れ」と言われてしまいました。町内会でのこと

だったか、除菌のため DDT を頭から浴びるため順に並んだ記憶があります。

下着の縫い目に食い込むシラミの大きさ、痒さを知らない平成・令和の世代が

うらやましいです。山手線にのれば、腕や脚を失くしたと思われる白衣の傷痍

軍人が必ずいて、多くはアコーデオンを抱えていました。人が集まる駅前広場

などで軍歌を歌い日銭を稼いでいたのでしょうか。昭和２０年代も後半になる

と街頭テレビなるものが出現し、プロレス中継も始まったのです。（Ｓ） 
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クニ・トシロウ 略歴 

 

本名 白石邦俊、まんが家 アニメーション・ 

デイレクター 

著書 「津波から人々を救った稲むらの火」 

「楽しいまんが手紙のすすめ」他著書多数 

 

笑うせえるすまん」の総

監督など藤子不二雄Ａ原作

のアニメに関わる。別府大

学文学部芸術文化学科教授

を経て、現在客員教授。また

大道似顔絵師として、かわ

むらじゅんの名でイベント

の似顔絵サービスなどで活

動している。 

（２０２２.１月現在）  
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この本を大切に！    徳光和夫 

海城高校出身の坂本誠一大先輩！この本からは、

戦後の平和を大切にしよ

う、そのためにはその礎を

築いた人たちを学びなお

そう！ という先輩の思

いが感じられます。この人

知ってる？この人知らな

いよ！ 

そこから昭和の英知を、戦

後の皆の頑張りを、家族と、

友人達と学びなおしまし

ょう！ 平成、令和の世代

にも読まれてほしい、昭和を語る上で欠かせない一冊

です。 
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