《论语》心 得（六） 《理想之 道》

序言 ：修 身 、齐 家、 治 国、 平天

「修身斉家 治国平天 下」とい う伝統的 な

下，这 是中 国人 传统 的 道德 理想 ， 道徳観があ りますが 、孔子は 弟子たち が
而论 语中 孔 子与 他的 学 生们 谈到

理想につい て語り合 ったとき 、遠大な 理

理想 时， 孔 子并 不认 为 志向 越高

想をよしと したわけ ではあり ませんで し

远就 越好 ， 真正 重要 的 是一 个人

た。それよ りも大切 なのは揺 るぎない 信

内心 的定 力 与信 念。 于 丹教 授认

念を持つこ とだと言 っていま す。理想 が

为， 无论 你 的理 想是 大 是小 ，实

大きくても 小さくて も、それ を実現す る

现所 有理 想 的基 础在 于 找到 内心

もとになる ものは自 分自身の 気持ちひ と

的真 正感 受 。一 个人 内 心的 感受 ， つです。何 をどう感 じるかは 、数字に 表
永远 比他 外 在的 业绩 更 加重 要。

れた業績よ り重要で す。では 理想とは 、

那么 ，我 们 今天 该如 何 理解 理想

夢とは、何 でしょう か。現代 の厳しい 競

的含 义呢 ？ 在竞 争激 烈 的现 代社

争社会では 孔子の言 葉と我々 の理想の 実

会里 ，孔 老 夫子 的观 点 与现 代人

現の間には 矛盾や対 立がある のではな い

对理 想的 追 求是 不是 有 矛盾 呢？

でしょうか 。

其实 翻开 《 论语 》， 所 有朴 素的

『論語』に 述べられ たシンプ ルな言葉 の

子句 里面 全 都闪 耀着 一 种隐 约的

なかには常 に理想へ の想いが 見え隠れ し

理想 。孔 夫 子说 匹夫 不 可夺 志，

ています。 孔子の「 三軍も帥 を奪うべ き
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哪怕 是三 军 可以 夺帅 。 这句 话在

なり。匹夫 も志を奪 うべから ざるなり 」

中国 的民 间 流传 得很 广 ，也 就是

という言葉 は中国で はよく知 られてい ま

说一 个人 的 志向 决定 了 他一 生的

す。こ人は その志に よって生 涯の方向 性

发展 和努 力 。但 是在 今 天看 起来 ， が決定され るという ことです 。現代に お
最重 要的 不 在于 我们 终 极的 理想

いても最も 重要なの はどれほ ど高い理 想

有多 么高 尚 ，而 在于 眼 前拥 有一

を持つかで はなく、 今この時 にどこを 出

个什 么样 的 起点 。往 往 我们 不缺

発点とする かなので す。人は つねに大 き

乏宏 图伟 志 ，但 是我 们 缺乏 到达

な夢や理想 を思い描 くもので すが、そ の

那个 志愿 之 前一 步一 步 积累 起来

理想に近づ くために 歩むべき 確かな道 の

的那 条切 实 的道 路。

りを持つ人 は多くあ りません 。

所以 孔子 在 教学 生的 时 候， 在课

孔子は弟子 たちに教 えを施す とき、よ く

堂上 也经 常 跟学 生聊 天 ，聊 天的

気軽な雑談 をするこ とがあり ました。 弟

话题 就是 说 ，你 们随 便 说说 自己

子たちに、 自分の夢 をなんで も自由に 話

的理 想。 在 论语 里面 有 一个 比较

してみなさ いと呼び かけます 。たとえ ば

长的 段落 ， 这在 论语 中 是比 较罕

論語には珍 しく長い 文章に「 侍座」と い
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见的， 完 整的 段落 叫 做“ 侍坐” 。 う段落があ ります。
就是 孔子 跟 学生 坐在 一 起随 意地

このとき孔 子は弟子 と一緒に 座り、自 由

畅谈 理想 。 那么 有一 天 ，他 的四

に理想につ いて語ら せていま す。ある日、

个学 生， 子 路、 曾皙 、 冉有 、公

四人の弟子 、子路、 曽皙、冉 有、公西 華

西华 侍坐 ， 坐在 老师 旁 边， 然后

が孔子の傍 らに座り ました。 孔子は気 軽

孔子 很随 意 地跟 他们 讲 ，说 以吾

な調子で言 います。 「吾が一 日爾より 長
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一日 长乎 尔 ，毋 吾以 也 。你 们不

ぜるを以て 吾を以て すること 母かれ」 、

要觉 得我 比 你们 年长 几 岁大 家就

つまり「私 が少し年 長だから といって 遠

很拘 束， 今 天随 便聊 聊 ，平 时我

慮すること はないよ 、何でも 自由に話 し

老听 见你 们 说居 则曰 不 吾知 也，

てくれ、君 たちはよ く『居れ ば則ち曰 く

随便 待着 的 时候 也没 有 人了 解

吾を知らず 』、他人 は自分の ことを分 か

我。 其实 这 也很 象我 们 今天 ，在

ってくれな いと言っ ているね 」と話し か

课堂 上看 到 的学 生， 经 常说 别人

けました。 今の若い 人もよく 「誰も自 分

都不 了解 我 有鸿 鹄之 志 ，我 心中

の夢を理解 してくれ ない、自 分の気持 ち

的想 法， 谁 真正 能够 了 解呢 。那

を誰がわか ってくれ るのだろ う」と言 っ

老师 说了 ， 今天 你们 都 随便 说一

ていますね 。この日 、孔子は 弟子に「 如
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说， 如或 知 尔， 则何 以 哉 ，今天

し爾を知る 或らば、 則ち何を 以てせん

假如 我想 听 听你 们的 志 向， 你们

や」、君た ちにどん な理想が あるか聞 い

会说 什么 呢 。听 老师 这 么一 说，

たら、どん なふうに 答えるか ね、と問 い

他的 大弟 子 子路 ，这 是 一个 性格

かけました 。最初に 口を開い たのは、 せ

特别 急躁 率 直的 人， 所 以论 语上

っかちな子 路でした 。論語で は「子路 率
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写的 叫:子 路率 尔 而对 曰 ，非 常着

爾として対 えて曰く 」、つま り子路は 慌

急地 起来 就 说：

てて立ち上 がってこ う答えた と書いて あ
ります。

老师我的理 想是这样 的，给我 一个大

先生、私の 理想は、 大きな国 を治める こ

大的国家，这个国家 有着外来 侵略的

とです。外 敵の侵略 と食糧不 足という 危

忧患和粮食 不足的危 机，但只 要给我

機にある国 を私が治 めれば三 年でその 国

三年的时间 我就能把 这个国家 治理

を豊かで強 い国にし 、国民は 着る物食 べ

的富强起来 ，使老百 姓不仅丰 衣足

る物に困ら ず、誰も が礼儀作 法を心得 て

食，而且人 人有信念 懂礼仪。

いる国家に してみせ ます。

这几句话一 出，我们 想一想，对于那

これを聞い てどう思 いますか 。礼楽に よ

么看重礼乐 治国的孔 子来讲，学生有

る国の統治 をきわめ て重んじ た孔子な ら
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如此业绩，可以转危 为安去拯 救这样

弟子が大国 を治め危 機から救 いたいと 答

一个国度会 受到什么 样的评价 呢？

えたときど う評価す るでしょ う。

谁也没有想 到孔子的 反映不仅 是淡

思いがけな いことに 、孔子は 子路の答 え

淡的，而且 稍稍有点 不屑，叫 做夫子

に感心する どころか やや冷淡 で、「夫 子

哂之。冷笑 了一下，然后就开 始问第

はこれを嗤 う」、冷 笑したと あります 。

二个学生：求尔如何 。问冉有 这个学

続いて「求 、爾は如 何」、冉 有が指名 さ

生，叫着他 的名字，说冉求你 怎么样

れました。 求は冉有 の名前で す。冉有 は

呢。冉有的 态度比起 子路显然 要谦逊

子路よりず っと謙虚 に、そん なに大き な

很多，没有 敢说那么 大的国家 那么多

国を治める なんてこ とは言え ませんと 答

的事：

えました。

我的理想是 ，给我一 个小国，我去治

私の理想は 小さな国 を治める ことです 。

理，我也只 用三年，可以让老 百姓丰

私も三年い ただけれ ば民の暮 らしを豊 か

衣足食，但 要让人民 都有信念 懂礼仪

にしますが 、礼法を 広めるの はもっと 優

恐怕要由比 我更高明 的君子来 做了。 秀な方にお 願いしな ければな りません 。
去治理，也 给我三年 ，比及三 年，我

国を治める のに私に も三年間 ください 、

可以让它做 到什么呢 ？可使足 民，也

三年で「民 をして足 らしむべ し」、民 の

就是做到老 百姓衣食 富足而已 ，至于

暮らしを豊 かにしま しょう。 しかし礼 法

礼仪的事情 ，冉有说 我可不敢 做，如

については 自信がな い冉有は といいま

其礼乐，以 俟君子。想要让大 家在整

す。「其の 礼楽の如 きは以て 君子を俟 た

个的民心上 变得整齐 ，对国家 有信

ん」。国民 全体に道 徳心を植 え付け、 国

念，做到礼 乐兴邦这 样一件事 情等着

家への信頼 を築き、 礼によっ て国を興 す

比我更高明 的君子来 吧，我好 像做不

ことは自分 より徳の 高い君子 に任せる し

到。那么他 的话说完 了，老师 未置可

かないと言 うのです 。孔子は これに対 し

否，接着问 第三个人 ，赤，尔 何如。 て何も意見 を述べず 、さらに 公西華に 問
叫着公西华 的名字公 西赤，你 有什么

いかけます 。「赤よ 、爾は如 何」。公 西

样的理想呢 ？那么这 个徒弟就 更谦

華、お前の 理想を話 してみな さい。さ ら

逊了一层 ，对曰 ，非曰 能之，愿学焉。 に謙虚な答 えが返っ てきまし た。「対 え
先亮出自己 的态度，我可不敢 说我能

て曰く之を 能くする と曰うに は非ず。 願

干什么事，现在在老 师这儿，我只敢

わくは学ば ん」。自 分に何が できると は

说我愿意学 习什么事 。

申せません 。ただ学 びたいだ けです。

我的理想就 是，希望 自己在一 个礼仪

私の理想は 礼楽の中 で補佐的 な役割を 果

中能够担任 一个小小 的角色，辅助着

たすことで す。君主 や諸侯を 助けて、 自

主持人做一 点我力所 能及的事 情就

分のできる 範囲で働 ければ満 足です。 国

行了，至于 治理国家 管理人民 这些事

家を治め、 国民を管 理するな どと、私 に

我可不敢说 。

はとうてい 口にする ことがで きません 。

大家会看到 ，这三个 弟子的态 度一个

おわかりに なったと 思います が、三人 の

比一个要谦 逊，一个 比一个要 平和， 答えはより 謙虚に、 より穏や かなもの に
每一个理想 都更接近 自己人生 的起

なり、さら に自分の 現在の姿 に近づい て

点，而不是 一个终端 的愿望，所以大

います。遠 大な理想 だけを述 べること は

家会看到这 个幅度是 逐渐收回 来的。 なく、徐々 に身近に 手の届く ものにな っ
那么到此为 止，还有 一个人没 有说

ています。 あと一人 、まだ何 も話して い

话，所以老 师又问了 ：点，尔 何如。 ない弟子が いました 。
「点 よ、爾は 如何」、
曾点你还没 说呢，你 觉得怎么 样？这

曽点、お前 はまだ答 えていな いね、ど う

个时候曾点 没有说话 ，论语写 得惟妙

思うか話し てみなさ い。ここ で論語は う

惟肖，值此 一刻大家 听到的先 是一阵

まい描写を していま す。それ まで鳴っ て

音乐的声音 逐渐希落 了下来，叫做鼓

いた楽器の 音が止ま るのです 。「瑟（ し

瑟希。原来 刚才曾点 一直在专 心致志

つ）を鼓（ ひ）くこ と希（ま れ）なり 。」

地弹着琴，听到老师 说，这个 声音逐

曽点はずっ と一心に 琴を弾い ていたの が

渐逐渐缓和 下来，缓 和到最后 一声， 孔子の問い を受けて 次第に手 をゆるめ 、
铿尔，“当 ”一声把 整个曲子 收住。 最後に「ト ン」とい う音を鳴 らして演 奏
象琵琶行所 说的“曲 中收拨当 心画”， を終えまし た。琵琶 行に言う ように、 完
有一个完完 整整的结 束，不慌 不忙， 璧な終わり 方は、慌てず騒 がず瑟（しつ）
舍瑟而作。什么是作 呢，过去 学生听

を舎（お）いて 作（た）つので す。作（た）

老师讲课或 者大家聊 天，在席 子上古

つとはどう いうこと でしょう 。昔弟子 は

人都是这样 跪坐在自 己的脚后 跟上， 先生の教え を受けた りお喋り したりす る
那么老师发 问，要表 示恭敬，立起在

時は床に正 座して坐 り、質問 に答える と

自己的膝盖 上，这叫 作。所以 把琴放

きはひざま ずいて尊 敬の念を 表したそ う

在一边，毕 恭毕敬直 起身来答 对老师

です。琴を 傍に置き 、姿勢を 正して先 生

说话，这样 的几个字 描写能够 看出来

の問いに答 える、こ の描写か ら分かる よ

什么呢，就 是曾点的 内心是一 个从容

うに曽点は 落ち着い ていて、 道理をわ き

不迫的人， 他是一个 成竹在胸 的人， まえ、先を 争うよう な人物で はありま せ
他不会率尔 而对，他 会娓娓道 来，所

ん。彼は穏 やかな口 調で、ま ずは先生 に

以他一上来 呢还要先 说一句，征求一

お伺いをた てます。

下老师的意 见：
老师，我的 想法跟三 个同学有 点不一

先生、私の 考えは３ 人とは違 いますが よ

样，能说吗 ？

ろしいでし ょうか。

那有什么关 系，人各 有志，但 说无妨。 もちろんだ 。志はそ れぞれ違 ってもそ れ
这个时候曾 皙才从容 地开始了 他的

を話すこと は問題な い。そこ で曽晳は ゆ

描述: 曰莫春者，就是 到了大 概三四

ったりと考 えを語り 始めまし た。「暮春」

月末的时候 ，就是春 深似海的 时候； つまり三月 から四月 末の頃、 春の終わ り

莫春者，春 服既成， 穿上新做 的春

頃、「暮春 は春服既 に成り」 新調した 春

装；冠者五 六人，童 子六七人 ，浴乎

の服を着て、「冠者五 六人、童子 六七人、

沂，风乎舞 雩，咏而 归，他说 这就是

氿（き）に 浴し、舞 雩（ぶう ）に風（ ふ

我的理想。 在一个春 深似海的 季节， う）し、詠 （えい） じて帰ら ん」これ が
穿上整齐干 净的新衣 裳，带上 几位好

彼の理想だ と言うの です。「 春の終わ り

朋友，再邀 请上一批 学生弟子 ，带上

頃、新しく 誂えた服 を着て、 何人かの 友

一批孩子，大家一起 去刚刚开 动的沂

人と弟子を 誘い、子 供もつれ てみんな で

水中趁着春 水把自己 洗涤得干 干净

沂水（きす い）で体 を洗った 後、鼓楽 台

净，然后到 鼓乐台，舞雩台之 上，沐

や舞雩（ぶ う）台で 春風に吹 かれなが ら

着春风，唱 着歌谣，让自己有 一场心

歌を歌うの です。心 身ともに 生まれ変 わ

灵的仪式，在一个万 物开化、大地复

るための儀 式です。 万物が生 命を育み 大

苏春风萌动 的季节， 把自己融 会进

地に春がよ みがえる 季節に、 自分をそ の

去，与天地 在一起共 同迎来一 个蓬勃

中に溶け込 ませて天 地と一体 になって 芽

的时候，当 你这样一 个仪式完 成的时

吹きの時期 を迎えま す。この 儀式が終 わ

候，我们大 家就高高 兴兴唱着 歌回去

ったら、私 はみんな と愉快に 歌を歌い な

了。他说这 就是我的 理想，我 只想做

がら帰りま す」。彼はこ れが自分 の理想だ

这样一件事 。那么他 的话说完 了，一

と、ただこ うしたい のだと言 うのです 。

直没有表态 的老师， 夫子喟然 叹曰:

それまで態 度を表さ なかった 孔子はこ れ

「吾与点也! 」。老师 长长的 感叹了

を聞き感嘆 して言い ました。「吾（わ れ）

一声，说，我的理想 也就是和 曾点是

点に与（く み）せん ！」孔子 は長いた め

一样的。

息をついて 言ったの です「私 の理想も 曽
点と同じだ 」と。

那么这就是 四个人在 谈自己理 想过

これは４人 が自分の 理想を話 した中で 唯

程中老师唯 一发表的 一句话，然后他

一孔子が発 した言葉 でした。 その後他 の

们就下去了 ，走了。三子者出 ，曾皙

３人は座を 離れ、曽 晳だけが 残り、最 後

后。三个同 学都走了 ，曾皙在 最后去

に彼は孔子 に尋ねま した。「 ３人が言 っ

问他老师： 夫三子者 之言何如? 老师

たことを先 生はどう 思われま したか？ 」

你觉得他们 仨说得怎 么样呢？ 老师

孔子は微笑 んで評論 はしたく ないと遮 り

也很微妙， 他挡了一 下先不想 做评

ました。「 子曰く： 亦た各（ それぞれ ）

价，子曰: 亦各言其志 也已矣 。无非

其の志を言 うのみ」 みんな自 分の思い を

是每个人说 说自己的 想法。然 后曾点

述べただけ だと。曽 点は更に 尋ねます 。

不易不饶还 要继续问 老师，夫 子何哂

「夫子何ぞ 由を哂（わ ら）える や」先生、

由也? 老师，为什么子 路说完 后你冷

どうして子 路を冷笑 したので すか。こ の

笑了一下呢 ？问到了 这个问题 ，老师

問いを受け て孔子も 説明せざ るをえな く

不能不说话 了，曰：为国以礼 ，其言

なりました。「曰く 、国を 為（おさ ）むる

不让，是故 哂之。老 师说，这 个秘密

に礼を以て す。其の 言譲らず 。この故 に

就是一个人 你真的想 要治理一 个国

之を哂（わら ）う」孔子 はこう言 います。

家吗，那么 最核心的 东西是用 礼仪去

「国を本当 に治めた いと思う のなら、 礼

治理，而不 是说用一 种强硬的 措施， 儀をもって 治めるこ とがまず 肝要であ
你心中真正 有一种温 良恭简让 ，这是

り、強硬な 手段を用 いるべき ではない 。

论语上所提 倡的人生 之道。有 了这样

素直で慎み 深い心を もつこと だと。こ れ

一种内涵，表现出来 的所有措 施都是

が論語の提 唱する人 生の道で す。この 心

可以变通的 ，这就是 一个人的 起点， を持ってい てこそ、 全ての行 いが理に か
那么他说你 看，子路 说话的时 候那么

なうものと なります 。子路は 軽率で吾 先

草率，抢在 大家之前 就说出一 个宏大

に大きな理 想を語り 、少しも 謙遜した と

理想，其言 不让，没 有一点辞 让之心， ころがなか ったから 私は笑っ たのだ。 彼
所以我就哂 笑他，因 为他从内 心缺乏

の心には畏 れ敬う気 持ちが欠 けていた か

这样一种恭 敬啊。

らね」。

【于丹心语 】我们不 缺乏宏大 理想， 私たちには 大きな理 想が足り ないでは な
但缺乏到达 的切实道 路

くて、確実 に理想に たどり着 く道のり が
欠落してい るのです 。

那么接下来 评价另外 两个学生 ，唯求

孔子は続け てほかの2 人の弟 子を次の よ

则非邦也与 ，安见方 六七十，如五六

うに評価し ました。 「ただ求 はすなわ ち

5

十而非邦也 与 。说冉求说的那 个就

邦にあらざ るか。いずくん ぞ方六 、七十、

不是个国家 吗，难道 说方圆六 七十里

もしくは五 、六十に して、邦 にあらざ る

或者五六十 里甚至更 小一点那 就不

者を見んや 」。冉有 が言う四 方五、六 十

叫国吗，也 就是说麻 雀虽小，五脏具

里の国は国 ではない のでしょ うか、小 さ

全，不在于 国土的疆 域大与小 ，只要

くても国家 としての 条件を備 えていれ ば

你出言说我 去治国，那么请你 首先心

領土の大き さに関係 なく立派 な国家で

里面有一面 镜子，反 躬自省，看一看

す。国を治 めるなら まず自分 の心に手 を

我的学养，我的为人 ，我够做 这件事

当てて、自 分に国を 治められ るだけの 力

吗，但是他 的学生少 了这个步 骤。所

があるかど うかをよ く考える べきでし ょ

以老师说难 道他那不 是治国吗 。接着

う。しかし 冉有はそ こには思 い至らな か

又说第三个 人，愿意 学礼仪的 这个

ったため孔 子は「小国は 国ではな いのか」

人，公西华 ，这件事 情他应该 说得很

と注意しま した。三 人目は学 びたいと 答

谦虚了吧， 但老师说 唯赤则非 邦也

えた謙虚な 公西華で す。孔子 は「唯れ 赤

与，宗庙会 同，非诸 侯而合，赤也为

は則ち邦に 非ずや、 宗廟会同 は諸侯に 非

6

之小，孰能 为之大 。礼仪的事 情还

5
6

p.327
p.327

ずして何ぞ や。赤や 之が小た らば、孰 か

算小啊，他 做的要是 小事，那 还有谁

能く大たら ん」、宗 廟の祭祀 を小事と い

做的叫大事 ，那么礼 仪应该是 最重要

うなら何を 大事と呼 ぶのか、 礼楽は最 も

的，不仅是 贯穿在每 个人生活 从始至

重要で暮ら しの隅々 にまで行 き渡って い

终的，也是 一个国家 最重要的 事情。 る国の最重 要事項だ と論評し ます。
那么，从孔 子对他三 个学生隐 约的否

三人の弟子 に対する 孔子のや や否定的 な

定和对于曾 点的支持 中能看出 什么

態度と曽点 への支持 から私た ちは今こ の

呢，其实他 给了我们 一个，人 生脚下

場所から歩 き始める べきなの だと悟り ま

的起点。也 就是说，让我们手 中每一

す。私たち の日々の 暮らし方 と国家を 治

天的生活方 式跟你最 终治国祭 祀的

めるという 最終目標 の間によ うやく双 方

理想终于有 了一个勾 连的桥梁 。

をつなげる 橋が見え てくるの です。

论语告诉我 们，理想 无论大小 高低， 論語が教え るのは、 理想の大 きさより も
最重要的是 你自己内 心的感悟 。我们

自然な感情 の大切さ です。人 はみな理 想

每个人都有 自己的理 想，但当 我们在

を持ってい ます。し かし、日 々の忙し さ

繁忙的工作 中去追求 自己的理 想时

の中で理想 を追い求 めるとき 、心の声 を

常常会忽略 了我们自 己内心的 感受， ないがしろ にしがち です。心 の声を聞 く
而一个人内 心的感受 和自己所 追求

ことと追い 求める理 想とには どういう 関

的理想又有 什么关系 呢？我们 每个

係があるの でしょう か。この ようにせ か

人就在这样 一个匆匆 忙忙、周 而复始

せか忙しく 働き続け る中で、 いったい あ

的工作节奏 中，还有 多少时间 ，有多

とどれぐら い自分の 心の奥底 に眠る願 い

少空间能让 你真正看 见自己心 底的

に目をやる 時間とゆ とりが残 されてい る

愿望呢，往 往我们被 遮蔽的是 心里真

のでしょう か。私た ちの心の 声は忘れ 去

正隐秘的心 灵的声音 。但我们 所看到

られてしま いがちで 、目にす るのは自 分

的只是一个 社会的角 色。

の社会的役 割に過ぎ ないので す。

我曾经看到 过这样一 个小故事 ，讲到

こんな話を 読んだこ とがあり ます。あ る

有一个人他 自己觉得 有抑郁症 的前

人が自分は うつ病で はないか と悩み、 心

兆，每天很 不开心，然后去看 心理医

理カウンセ ラーに相 談しに行 きました 。

生。他跟医 生讲，他 说我们每 天就是

彼は医者に 訴えまし た。毎日 仕事が終 わ

害怕下班， 我在工作 的时候没 关系， るのが怖い のです、 仕事中は 平気なの で
但是我只要 回到家里 我就会感 到惶

すが、家に 帰った途 端に落ち 着かなく な

惑，我不知 道我心里 真正的愿 望是什

ります。自 分が何を 望んでい るのか、 何

么，我无所 适从，我 不知道我 在生活

がしたいの か、生活 の中で何 を選び、 何

里面该选择 什么不该 选择什么 ，然后

を捨てれば いいかも わかりま せん。夜 に

越到晚上心 里面越会 恐惧越会 压抑， なればなる ほど恐怖 心がつの り、一睡 も
所以夜里头 会整夜失 眠，长此 以往我

できません 。このま まではき っとうつ 病

就很害怕，怕我会有 抑郁症，我这样

になってし まうので はないか と不安な 気

的症状只有 经过一夜 的煎熬，到了第

持ちで一杯 です。一 晩中苦し んでも、 翌

二天早上上 班，进入 我的工作 状态就

朝になって 仕事が始 まると不 安も忘れ ま

好了，他说 这怎么办 呢。这个 医生一

す。いったいど うすれば いいでし ょうか。

直听他倾诉 ，然后想 先给他一 个建

カウンセラ ーは、ず っと彼の 話に耳を 傾

议，说你看 我们这个 城市里啊 有一个

けていまし た。そし て彼にこ うアドバ イ

非常著名的 喜剧演员 ，他每天 都有表

スしました 。この町 に非常に 有名なコ メ

演，他的喜 剧演得好 极了，所 有人去

ディアンが います。 彼は大変 すばらし い

看了以后都 会开怀大 笑、忘怀 得失， 演技をする ので、見 る人すべ てが心か ら
他说你是不 是先去看 看他演出 ，你看

笑い、悩み を忘れて しまいま す。あな た

上一段时间 回来我们 再聊一聊 ，看一

も彼のショ ーを見に 行って、 しばらく し

看你这种抑 郁前兆的 状态是不 是有

てからまた ここに来 て、状況 が良くな っ

所调整，那 个时候我 们再来商 量方

たかどうか を見まし ょうか。 カウンセ ラ

案。医生说 完以后，这个人很 久很久

ーの話を聞 いて、そ の人はし ばらく何 も

没有说话，他抬起头 来望着医 生的时

言わず、や っと彼が 顔を上げ たときに は

候，医生看 见他已经 是满面泪 水。很

涙が溢れて いました 。先生、 私がその コ

久他对医生 说了一句 话，他说 我就是

メディアン なのです ……。

那个演员。 其实这好 像是一个 寓言， これは寓話 のような 話ですが 、実は私 た
但这样的故 事很容易 发生在我 们今

ちの日常生 活の中で もよく見 られるこ と

天的生活中 。

なのです。

大家可以想 一想，当 每一个人 已经习

考えてみれ ば、人は 自分の演 じる役に 慣

惯于自己的 角色，在 角色中欢 欣的表

れてしまい 、その役 割を楽し く演じて 、

演，认为这 就是自己 的理想，这是成

これこそ自 分の理想 であり天 職だと思 い

功的职业，在这个时 候还有多 少心灵

こむようで す。自ら の心の奥 底にある 願

的愿望受到 尊重呢，我们在角 色之外

望と、社会 的な役割 から離れ た自分を 許

还留有多大 的空间真 正认识自 己的

容する余地 はどれだ け残され ているで し

内心呢。所 以这就是 为什么会 有很多

ょうか。職 業的役割 から離れ ると落ち 着

人离开职业 角色之后 反而觉得 仓惶。 かなくなる 人が多い のはこの ためです 。
【于丹心语 】成功的 职业不一 定就是

仕事での成 功は必ず しも自分 が本当に 求

你心中的理 想

めている理 想ではな い。

我曾经看到 过一个有 意思的小 故事， 以前面白い 話を聞い たことが あります 。
说在隆冬来 临之前， 在深秋的 田埂

厳冬前の秋 の暮れ、 田んぼの あぜ道で ３

上，有三只 小田鼠忙 忙碌碌地 为过冬

匹の野ネズ ミが忙し く冬篭り の準備を し

做准备。第 一只田鼠 就拼命地 去找粮

ていました 。１匹目 は一生懸 命に食糧 を

食，把各种 谷穗、稻 穗一趟一 趟地搬

探して穀物 の落ち穂 を何度も すみかに 運

进田鼠洞；第二只田 鼠就拼命 地去找

びいれ、２ 匹目は懸 命に冬の 寒さを防 ぐ

御寒的东西 ，把很多 的稻草棉 絮都拖

ための藁や 綿を集め ています 。しかし ３

到他的洞里 ；而第三 只田鼠呢 就一直

匹目は田ん ぼのあぜ 道をのん びりと歩 き

在田埂上悠 悠荡荡，一会儿抬 头看看

まわり、ぼ んやりと 空を眺め たり、あ た

天，一会儿 抬头看看 地，一会 儿躺一

りの様子を 眺めたり 、地面に ごろごろ と

会，弄得它 的那两个 伙伴一边 在忙

寝転がった りしてい ました。 見かねた ２

活，一边在 指责它，说你看你 这么懒

匹の仲間は 忙しく働 く手を休 めず文句 を

惰，你也不 为我们的 御寒过冬 做准

言います。 「そんな に怠けて どういう つ

备，那真到 了冬天怎 么办呢，你看看

もりだ、冬 篭りの準 備を急が ないと寒 く

你这么游手 好闲。这 只田鼠也 不辩

なったら困 るじゃな いか、遊 んでばか り

解。后来冬 天真的来 了，三只 小田鼠

いて！」。 三匹目の ネズミは 何も言い 返

在一个非常 狭窄的小 耗子洞里 面在

すことはあ りません でした。 冬になり 、

过冬的时候 ，发现吃 的东西不 愁了， 三匹のネズ ミたちは 狭い穴蔵 で冬を越 し
御寒的东西 也都齐备 了，然后 每天在

始めました 。食べ物 の心配は なく、巣 の

这里无所事 事，终于 大家就百 无聊赖

中は暖かで す。しか し、何に もやるこ と

了。当大家 开始难受 得要命的 时候， がない冬ご もりはひ どく退屈 で、もう 死
第三只田鼠 开始给那 两只田鼠 讲故

ぬほど退屈 で仕方な くなった 時、３匹 目

事，他说就 在那样一 个秋天的 下午， のネズミが 外で見聞 きした事 を話しは じ
我在田埂上 遇到了一 个孩子，他在做

めました。 秋の午後 、田んぼ のあぜ道 で

什么；又在 那样一个 秋天的早 晨，我

出会った子 供のこと 、秋の朝 、池のそ ば

在水池边看 到一个老 人，他在 做什

で見かけた 老人のこ と、人は 何を話し て

么；我曾经 听到人们 的对话，我曾经

いたか、鳥 はどんな 歌を歌っ ていたか 、

听到鸟儿在 唱什么样 的一种歌 谣，所

３匹目のネ ズミは秋 の間ずっ と冬を越 す

有的这些我 当时都记 录下来了 。其实

ための物語 を集めて いたので す。この 時

到这个时候 ，那两个 伙伴才知 道这只

始めて、他 の２匹は ３匹目の ネズミが 準

田鼠在为大 家储备了 过冬的阳 光。也

備していた のは厳し い冬を越 すための 太

就是说，这 种表面看 起来毫无 意义和

陽の光だっ たのだと 気がつき ました。 一

价值的东西 在这个时 候会给人 心一

見して何の 意味も価 値もない 事が、時 に

个淡定的起 点。

は人々の心 のより所 となるの です。

【于丹心语 】表面看 来毫无价 值的东

一見すると 何の意味 も価値も ないもの

西，会给人 心一个淡 定的起点

が、人の心 のより所 となる

所有外在的 仪式不过 是为了一 个内

形式的な儀 式という ものはた だ気持ち を

心的安顿，那么这种 安顿是需 要我们

落ち着かせ るせるた めにあり ます。こ の

去敏锐地感 知世界节 序变化，感知四

ような落ち 着いた心 は世の中 の移ろい を

时，感知山 水，感知 风月，这 一点可

敏感に察知 し、四季 や山水、 風月を感 じ

能对我们今 天的人来 讲是特别 的奢

ることで得 られるの です。し かし、今 の

侈了，因为 今天这种 现代化，反季节

私たちにと っては、 これは贅 沢なこと な

的事情太多 了，到了 盛夏的时 候屋子

のかもしれ ません。現代 化が進ん だ今日、

里有空调，凉风习习 ；到了寒 冬的时

季節感のな い事が多 すぎるか らです。 夏

候屋子里有 暖气，温 暖如春；到了春

の暑い盛り 、室内は 冷房で涼 しく、寒 い

节的时候有 夏天那种 大棚里的 蔬菜， 冬の日には 暖房でま るで春の ように暖 か
摆在桌子上 五颜六色 。也就是 说，当

い。旧正月 には温室 栽培の夏 野菜がテ ー

生活一切变 得如此简 约的时候 我们

ブルに並ん でいる、 などとい った具合 に

还有遗憾吗 ，这种遗 憾就是四 季走

生活全般が 便利にな った今、 私たちに 欠

过，在我们 的心上已 经变得模 糊，我

けてしまっ たものは 季節感で す。四季 が

们已经感受 不到在这 样的一个 世界

はっきり分 かれ移ろ っていく 事が自分 の

上，由于四 季分明带 来节序如 流在我

心にどのよ うな影響 を与えて いるかを 実

们心中还能 激起什么 样的反响 ，也就

感できなく なってい ます。人 は自然な 生

是说在自然 生活中， 在认知内 心中， 活の中で自 分の心を 知り、落 ち着いた 心
你越淡定越 从容，越 舍弃那样 一些激

を取り戻し ます。刺 激的で人 目を引く 見

烈的、宏 阔的、张扬的 、外在 的形式， せかけの姿 を捨て去 り、心静 かに自身 の
而尊重安静 的、内心 的声音，也许你

心の声に耳 を傾ける ようにな ります。 こ

就会有了更 多的依据 ，这一切 是为了

のようにし て始めて 人は社会 において 重

让你走到社 会角色中 的时候，可以有

責を担い、 役割を果 たし、よ り良い成 果

担当，能够 胜任，能 够做到最 好。

をあげる事 ができる のです。 競争が激 し

在竞争激烈 的现代生 活中，我 们是否

い現代社会 で、自分 の心の中 に目を向 け

还能关注自 己的内心 ？于丹教 授认

る事は出来 るのでし ょうか？

個人が 仕

为，一个人 是否能够 成就一番 事业， 事で成果を 収める上 で肝心な 事は、そ の
并不在于他 给自己定 了多高的 目标， 人が自分自 身にどれ だけ高い 目標を設 定
而在于他内 心是否能 有一种淡 定的

したかでは なく、そ の人の心 の中に確 固

理念，是否 能把握自 我。但是 淡定的

たる理念が あり、自 分自身を 理解して い

理念就能够 让我们实 现人生的 理想

るかどうか であると 于丹教授 は、考え て

吗？

います。

其实看到《 侍坐》这 样一篇小 短文， この「侍座 （じざ） 」という 短文は、 論
在论语中会 使很多人 感到惊讶 ，因为

語において 、多くの 人に驚き をもって 読

他违背了我 们传统对 于论语那 种立

まれる部分 です。そ れは、志 を高く掲 げ

志的判读，他不同于 曾子所说 的士不

るという伝 統的な論 語の解釈 に背いて い

可不宏义， 任重而道 远这样的 话。

るからであ り、曽子（そう し）の「士(し)
は以(もっ) て弘毅(こ うき)な らざるべ か
らず。任(に ん)重(お も)くし て道(み ち)
遠(とお)し。」という 言葉と も異なり ま

但是想一想 ，它是所 有那种人 生大

す。しかし 、考え て見てく ださい。
「侍座」

道、社会理 想内在的 一个根本 基础， で述べられ ているこ とは、人 生を歩む 上
一个人如果 没有内心 的这种从 容和

でも、理想 の社会を 構築する 上でも根 幹

对于自我的 把握，在 职业角色 中我们

を成すこと なのです 。人は、 心の落ち 着

只能是任职 业摆布，而不会有 一种内

きと自分自 身への理 解を得ら れなけれ

心认同以后 对这个职 业的提升 。在论

ば、仕事に おいても 与えられ た役割を こ

语中有这么 一段意味 深长的对 话，学

なすのみで 、自分自 身を見つ めた結果 到

生子贡去问 老师：

達できる高 みを目指 す事が出 来ません 。
論語におけ る味わい 深い対話 をご紹介 し
ましょう。

老师，你说 什么样的 人才叫知 识分子

「先生、ど ういう人 を知識人 と言うの で

呢？是不是 读了大学 就算知识 分子

すか？

了。

るのですか 」。「卒 業証書を 持ってい れ

有文凭不等 于有文化 ，一个知 识分子

ば教養があ るとは限 らない。 本当の知 識

一定是知道 礼仪廉耻 行为有所 约束

人は礼義を 重んじ恥 を知って 行動をわ き

的人。

まえるもの だ」。

大 学を出た らすぐ知 識人にな れ

我们知道“ 士”这个 阶层是中 国的知

中国では知 識人を「 士」とい う名誉あ

识分子阶层 ，这应该 是一个很 崇高的

る称号で呼 びます。 資産があ るわけで は

名誉，是那 种无恒产 有恒心，天下己

ありません が変わら ぬ志を持 ち天下国 家

任的一个阶 层。所以 子贡说老 师你告

への責務を 自認する 人々です 。子貢 の「ど

诉我，怎么 样才叫做 一个士呢 ，老师

ういう人を 『士』と 言うのか 」との問 い

说：行己有 耻, 使于四方, 不辱君命,

に、孔子は こう答え ました「 己を行な う

可谓士矣（ 论语子路 篇）。他 说的最

に恥あり、 四方に使 いして君 命を辱め ざ

高的标准就 是一个人 他的行动 之间， る、これを 士という べし」。つまり 、「士」
自己知道什 么是礼仪 廉耻，也 就是行

とは、礼義 を重んじ 、恥を知 り、行動 を

为有所制约 ，有内心 坚决的做 人不妥

わきまえて 、断固と して妥協 しない人 の

协的标准；而这个人 要有用，就是你

ことだ、と 言うので す。この ような人 は

要为社会做 事，孔子 讲的并不 是说一

世のために 働いて役 に立たな ければな り

个人有了内 心的修养 就可以每 天光

ません。い くら教養 があって も自分の 世

陶醉在自我 世界，一 定要出去 ，不管

界にこもっ てはいけ ないので す。社会 に

你拿到的是 什么样的 使命，做 到不辱

出てどんな 使命が与 えられて も必ず果 た

君命，这可 不容易，因为你不 知道你

す、これは 大変難し いことで す。なぜ な

所拿到的是 一个什么 样的令箭 ，什么

らば自分が どんな命 令をうけ るのか、 そ

样的金牌，让你去做 说什么事 情都能

れが果たせ るのかは わからな いからで

做到吗？所 以孔子说 最高的标 准就

す。したが って、孔 子は君命 を辱めな い

是你出去可 以做到不 辱君命，这就叫

ことを士の 最高基準 としまし た。

做士了。
学生觉得这 个标准太 高了，就 又问

あまりにも 高い基準 だったた め、弟子

他：敢问其 次。您给 我说再低 一级的

は「これより低 い基準を 教えてく ださい」

标准，比这 差一等的 ，曰：宗 族称孝

と頼みまし た。孔子は「宗族（そ うぞく）

焉，乡党称 弟焉。就 是孝悌之 义。在

孝を称し 、郷党弟 を称す 」と答え ました。

宗族里面大 家认为你 士一个孝 子；而

即ち、よく 親や目上 に仕える というこ と

在乡党邻里 之间大家 以你为兄 弟，你

です。一族 の中で孝 行者だと いわれ、 郷

能够对所有 人都是亲 和的，你 能够把

里の間で兄 弟だと見 なされる ことによ っ

你那种人伦 的光芒放 射出来，用一种

て、皆に親 しまれる 立派な人 となり、 愛

爱的力量去 整合周边 ，不辱祖 先。其

の力で周り をまとめ て先祖に 恥をかか せ

实论语就是 一个以人 伦为基本 出发

ないように するので す。そ もそも『論語』

点这样的一 个道德文 章，所以 呢它把

は人間の倫 理に基づ いた道徳 論です。 そ

次一等定为 这样的人 。

こで孔子は 、士の二 番目の基 準をこの よ
うに定義し たのです 。

子贡又接着 问：敢问 其次。第 三等，

子貢はまた 「その次 の基準、 つまり辛

咱们再下一 等说还有 什么人勉 强够

うじて士と 言える三 番目の基 準は何か 」

着边，能够 叫做士呢 ？结果孔 子说出

と尋ねまし た。する と孔子 は、誰も が「こ

这个话，说 了一句我 们非常熟 悉的

んな高い基 準が三番 目なのか 」と驚く よ

话，大家听 了以后会 瞠目结舌 说这么

うな、有 名な言葉 を返しま した 。「言（げ

高的标准才 是第三等 啊。曰：“言必

ん）必 ず 信、行（ こ う）必 ず 果、硜 硜 然（こ

信，行必果 ，硁硁然 小人哉！抑亦可

うこ うぜ ん ）た る小 人 なる かな 。そ も そも

以为次矣。 ” 说那种言必信 ，行必

亦以 って 次 （じ ）と為 すべし。 」一度口

果，一言既 出驷马难 追，我一 定把这

にした言葉 は取り消 さず、必ずや り通す。

事给你做到 ，这种他 说叫硁硁 然小人

こういう人 を孔子は 「硜硜然 たる小人 」

哉，什么叫 硁硁然，就是表现 出来剑

であると言 いました 。「硜硜 然」とは 、

拔弩张，言 语很急切 ，这样的 一种样

こちこちで 融通がき かず、せ っぱ詰ま っ

子，说我不 计后果，不计方法 ，我把

ている状態 です。つ まり、結 果や方法 は

事给你做成 ，他说这 种人勉强 算第三

よく考えな いものの 、人との 約束は守 ろ

等，就是能 够实现自 己的诺言 。

うとする。 このよう な人を、 孔子は三 番
目の基準と して挙げ たのです 。

其实大家今 天想想说 ，这第三 等也挺

でも、この 「言必ず 信、行必 ず果」と

高啊，这个 标准，言 必信行必 果今天

いうのも、 とても高 い基準だ と思いま せ

有几个人能 做到啊，他学生也 是这么

んか。恐ら く弟子の 子貢もそ う考えた の

想的，子贡 也觉得这 仨标准太 高了， でしょう。「 今の政に 従う者は いかん」。

所以又追问 一句说： 今之从政 者何

今の政治家 たちはこ の基準に 達してい ま

如？老师你 觉得现在 从政的人 能够

すか」と尋 ねました 。する と孔子は 、「あ

上这三等吗 ？结果老 师曰：噫 ！斗筲

あ、斗筲（としょ う）の人、な んぞ算（か

之人，何足 算也。也 就是说，老师把

ぞ）うるに たらん。 」この頃 の各国の 政

当时诸侯各 国的从政 者都没有 放在

治家はつま らない人 ばかり、 とうてい 士

眼里，认为 他们离这 样一个士 的标准

の基準には 及ばない ね」と答えた のです。

还太远太远 。其实在 这里所提 出来的

ここで示さ れた三つ の細かい 基準は社

详细的不同 的标准，这是孔子 对一个

会において 立派に職 務を全う している 人

成熟的在社 会职业岗 位上有所 担承

に対する孔 子の評価 です。最 高の基準 は

的人他的质 量描述。我们来说 说这个

「君命を損 なわない こと」で す。一番 低

最高的标准 ，不辱君 命四个字 ，我们

い基準は「 こちこち で融通が 利かない こ

再想一想那 个最低的 标准，硁 硁然是

と」で、こ れはよく ないもの とされて い

不可取的，也就是说 要做到不 辱君命

ます。君命 を損なわ ないとは 、即ち臨 機

是在变通中 没有条件 的把一件 事情

応変に無条 件で職務 を全うす ること。 こ

完成好，这 需要调动 我们多少 人生的

れは人生経 験を活か す必要が あるうえ 、

积累，这需 要一个人 有多大的 勇气， 勇気と知恵 、仁義の 心も不 可欠です 。「君
智慧和仁义 之心，其 实这样一 种不辱
君命往往容 易让我们 想起来战 国时
候赵国的一 个人，就 是蔺相如 。

命を損なわ ない」と いうと、 中国の戦 国
りん し ょ う じょ

時代・趙国 の 藺相如 が思い浮かびま す。

大家看《史 记. 廉蔺列传》经 常会看

藺相如の活 躍は《史 記・廉頗 ・藺相如

到这样的故 事，蔺相 如这个人 无论是

列伝》に見 られます 。「完璧 」という 言

完璧归赵还 是沔池会 都做到了 不辱

葉を生んだ「和氏（かし ）の 璧（へ き）」

君命，其实 这是不容 易的，

の話や「沔 池（べん ち）の会 」での出 来
事は、まさ に難しい 局面の中 で君命を 全

当赵王得到 价值连城 和氏璧的 时候， うしたもの です。趙王は非 常に貴重 な「和
秦王想要夺 这块壁， 所以就告 诉他

氏（かし） の璧（へ き）」と いう玉を 持

说，哎呀，我给你十 五座城池 把这块

っていまし た。そこ に、秦王 がこの璧 を

壁给我们拿 过来，我 们看一看 ，

奪おうと、 十五の城 と交換す るという 条

赵王当时就 知道说虎 狼之秦，这块璧

件で、璧を 見せてく れと持ち かけます 。

一旦进入将 没有办法 拿回来。

趙王は秦の よこしま な考えを 見通して 、

蔺相如说，那这样，我们不去 的话是

秦に持って 行けばも う二度と 取り戻せ な

自己理亏，我带着这 块璧去如 果不能

いと心配し ていまし た。藺相 如は、行 か

换回城池，我的命和 璧栓在一 起，有

なければ筋 が通らな いと趙王 に言い、 自

我在就有这 块璧在。去了，看 到秦王

ら璧と生死 を共にす ると誓っ て、璧を 携

很随便地在 他的行宫 里面设酒 宴宴

えて出かけ ます。秦 に着くと 秦王は仮 に

请他，然后 旁边有大 臣，有美 人，大

設けた御所 で酒宴を 設け傍に 控える大 臣

家嘻嘻哈哈 在这儿很 高兴，然 后说拿

や美女と笑 い興じな がら早く 璧を見せ る

过这块璧来 我们看一 看，看了 以后指

よう求めま す。そし て璧を受 け取ると 、

给大臣看，指给美人 看，大家 传着看， 大臣や美女 たちに指 し示し、 さらに手 渡
蔺相如一看 就明白了 ，说这块 玉在这

して見せた のです。 藺相如は 璧が粗末 に

里不受尊敬 ，就像赵 国不受尊 敬一

扱われてい るのを見 て「これ では我が 国

样，要拿回 来也是很 难的事情 ，所以

も尊重され ず、璧を取り 戻すのも 難しい」

他就上去跟 他说，唉 ，这个美 玉是有

と考え、こ う切り出 しました 。「この 璧

瑕疵的，你 给我我指 给你看，秦王就

には瑕があ ります 。お見せ しましょ う」。

把这块玉还 到他手里 。蔺相如 拿到这

璧を受け取 った藺相 如は直ち に後ずさ り

块璧以后， 退后几步 靠在柱子 上，

して柱に背 を持たせ かけ、逆 立った髪 が

怒发上冲冠 ，持璧而 立跟秦王 说，他

冠を突き上 げるよう な勢いで 、璧を持 っ

说你在这样 一个地方 迎接这块 玉，

たまま怒鳴 りました 。「この ような出 迎

你知道我们 来之前，焚香顶礼 、斋戒

えかたがあ りますか 。われわ れは出発 す

十五天，以 示对秦国 的尊重。我奉玉

る前に香を たき最高 の礼を尽 くし十五 日

而来，

間も身を清 めて秦国 への敬意 を払いま し

而你随便把 这块玉传 于大臣美 人，这

た。しかし 、ここで は璧がこ んなにも 粗

样的一个懈 慢的态度 就让我知 道，你

末に扱われ ています 。あなた がたが本 気

们是没有真 正想要用 城池相换 的，那

で城との交 換を考え ていない ことがよ く

么现在好，如果你真 要这块玉 ，你也

分かりまし た。もし 璧が欲し いのなら 、

要这样持戒 焚香十五 天，而且 你先把

同じように 焼香して 十五日間 身を清め 、

城池划给我 们，我才 能够再把 这玉给

先に城を譲 りなさい 。さもな ければ私 は

你，如果不 然的话，我现在的 人头和

今すぐこの 頭を璧も ろとも宮 殿の柱に ぶ

这块玉同时 撞在金殿 的大柱上 。

つけてみせ ましょう 。秦王は 璧を壊さ れ

然后秦王就 害怕了，说那好吧 ，赶紧

るのを恐れ 、望むと おりにす ると言い ま

按照他要的 这个礼仪 ，但即使 按照他

した。しか し藺相如 は儀式を したとし て

的这个礼仪 ，蔺相如 觉得他一 定是不

も秦王が約 束を守る ことはな いと考え 、

会真正完成 他的诺言 的，所以 蔺相如

自分のお供 に和氏（ かし）の 璧を持っ て

决定连夜让 他自己的 家人带着 这块

趙の国に帰 らせ、自 分は秦に 残ってこ の

美玉逃回了 赵国，他 自己留在 这儿最

場を収める ことにし ました。 最後に彼 は

后做一个交 代，最后 他跟秦王 讲说我

秦王に城を 譲る気が ないこと は分かっ て

知道你没有 真正给我 们城池之 心，这

いた、和氏 の璧はす でに我が 国に返し た

个完璧已经 归赵了， 已经回去 了。

と伝えまし た。藺相 如はこう して君命 を

其实这是他 的不辱君 命。沔池 会也是

全うしたの です。「沔池（べんち ）の会」

一样。

の時も同様 でした。

其实这样的 故事在中 国的仁人 志士

このような お話は、 中国の偉 人や志士 た

中，在古典 记载的典 籍中，不 缺少这

ちを描いた 古典に数 多く見ら れます。 つ

种例子，也 就是说，在一个突 变的情

まり、めま ぐるしく 状況が変 わる中で ど

形下一个人 怎么样能 够有所担 当，这

のように役 目を全う するかは 、社会人 が

其实是一个 成熟的人 在职业角 色中

職業的役割 を果たす 上での一 つの試練 と

所要得到的 一种考评 。其实这 样的故

なるのです 。このよ うなお話 を一つ一 つ

事我们不一 一地列举 ，回头看 一看会

紹介しなく ても、周 りを見る と、どう す

发现，人怎 么样可以 变得无畏 ，可以

れば何も恐 れず、落 ち着いて 対応でき る

变得淡定而 不仓惶，这是需要 每个人

かがわかり ます。誰 もが心の 中に何ら か

在心中找到 一个符号 的寄托，这个寄

の「拠り所 」を持っ ています 。しかし 、

托不见得是 大家共同 认可的一 个宏

それは誰し もが認め るような 大きな理 想

大理想，也 不见得是 大家都共 同认可

ではありま せん。権 力やお金 でもなく 愛

的说是一种 权势，一 种金钱，一种情

情でもあり ません。 それは、 誰もの心 に

感，可以说 每一个人 都有自己 的达芬

ひそんでい るダヴィ ンチコー ドのよう な

奇密码，每 一个人的 生命链条 中一定

不思議なカ ギ、命を 紡ぐため に決して お

有他自己最 在乎的东 西，但凡 找到这

ろそかにで きない信 条なので す。人は 自

样一个寄托 ，会给你 这一生找 到一个

らの信条を 生涯の頼 みとし、 心の拠り 所

依凭，会找 到自己的 一个内心 根据

とすること ができる でしょう 。

地。
于丹教授认 为，理想 不一定是 大家共

于丹教授は 、理想と いうのは 誰しもが 認

同认可的一 种权势或 者金钱，而是一

める権力や お金では なく、人 が最も大 切

个人一生中 最在乎的 东西是一 种心

にする心の 拠り所で あると言 います。 で

灵的寄托，但是为什 么人们总 要追求

は、なぜ人 は理想を 追い求め 、理想の 道

一个理想，理想之道 又能给我 们的生

は私たちの 生活にど のような 影響をも た

活带来什么 样的影响 呢？

らすのでし ょうか。

在论语中说 道有多么 远的这种 理想， 論語の中で どのよう な高い理 想が語ら れ
其实它一切 都在一个 朴素的起 点上。 たとしても 、その根 本は至っ て素朴な も
我们要相信 思想的力 量是这个 世界

のです。思 想の力が 偉大なも のである と

上最巨大的 力量之一 ，也就是 说，孔

信ずること です。孔 子に「 士にして 居（き

子经常所说 的那种士 而怀居不 足以

ょ）を懐（ おも）う は、以て 士と為す に

为士，一个 人总在想 着自己的 衣食， 足らず」と いう言葉 がありま す。自分 の
这是不足以 担当一个 君子一个 士的

生活のこと ばかり考 える人は 君子や「士」

资格，中国 的知识分 子所要的 并不是

にはなれま せん。中 国の知識 人が求め る

一种生活的 奢侈，但 他们一定 要心灵

のは贅沢な 生活では なく、ゆ ったりし た

悠游上的奢 侈。所以 有一次孔 子要出

心の豊かさ なのです 。ある 日、孔子 は「九

远门，子欲 居九夷，因为我们 知道他

夷」と呼ば れる未開 の地へ行 こうとし ま

要把他的美 政理想布 化天下，所以要

した。自分 の理想と する政治 を広める た

去未发达地 区。临走 的时候，学生就

めです。出 発をする とき、ある弟子 が「ど

劝他，曰，陋如之何，学 生说，那么

うしてあん な後れた 土地へ行 くのです

一个简陋的 地方，破 地方，你 上那儿

か」と尋ね ました。 すると、 孔子は淡 々

干吗去。那 么孔子怎 么回答，孔子淡

と、「君子 が居れば 後れてい ることな ど

淡的说，君 子居之， 何陋之有 。

ありはしな い」と答 えたので す。

那么这个何 陋之有就 流传下来 ，一直

この孔子の 言葉は、 唐の時代 、劉禹錫

到唐代刘禹 锡写了《 陋室铭》，这是

（りゅうう しゃく ）の有名 な《陋 室の銘》

大家都熟悉 的，那么《陋室铭 》又怎

の中にも見 られます 。

么样形容呢 ，“山不 在高, 有仙则名;

「山は高き に在らず 、仙有ら ば則ち名 あ

水不在深, 有龙则灵 。斯是陋 室, 惟吾

り。水は深 きに在ら ず、竜有 らば則ち 霊

德馨。苔痕 上阶绿, 草色入帘 青。谈

あり。斯（ ここ）は 是れ陋室 にして、 惟

笑有鸿儒, 往来无白丁 。可以 调素琴、 （た）だ吾 が徳のみ 馨（かお ）れり。 苔
阅金经。无 丝竹之乱 耳、无案 牍之劳

痕（たいこ ん）階に 上りて緑 に、草色 簾

形。南阳诸 葛庐，西 蜀子云亭 。孔子

に入りて青 し。談笑 鴻儒有り 、往来白 丁

曰：何陋之 有？ 7 ”

無し。以っ て素琴を 調べ、金 経を閲す べ
し。絲竹の 耳を乱る る無く、 案牘（あ ん
とく）の形 を労する 無し。南 陽の諸葛 が
廬、西蜀の 子雲が亭 。孔子曰 く、何の 陋
（いや）し きことか 之れ有ら んと」

在这样短短 一篇《陋 室铭》里 面，把
古往今来的 名士对于 简易的朴 素居

この短い作 品を見れ ば、昔の 偉人が素
朴で質素な 暮らしを どう捉え ていたか わ

住环境的这 种判读全 都呈现出 来了， かるでしょ う。皆が 一緒に語 り合った こ
大家在一起 谈论的是 不是共同 的志

とは同じ志 や信条に ついてで はないで し

向和共同的 寄托，如 果大家能 够在这

ょうか。静 かな音楽 が流れる 中、心を 通

样一种丝竹 之间，在 大家的交 流里面

わせて付き 合い、信 条を同じ くする仲 間

可以有了那 种心心相 通，可以 在你共

と共通の理 想を持つ ことがで きるとし た

同寄托的大 事上有共 同的理想 ，那么

ら、貧しく 質素な住 まいなど 少しも気 に

这种简陋， 它就显得 一点都不 重要

はなりませ ん。

了。
所以其实什 么是真正 的理想，理想之

本当の理想 とは何で しょう。 理想の道

道就是给我 们一个起 点，给我 们储备

は、私たち に出発点 を示し、 より心を 豊

一点心灵快 乐的资源 ，其实当 我们回

かにしてく れます。論 語の「侍 坐（じざ）

7劉禹 錫（ り ゅう

うし ゃく 、772 年 - 842 年）『陋 室 銘』

到论语，真 正解读了 侍坐篇，看到了

編」を読む と、聖人 として模 範とされ る

吾与点也这 句喟叹，知道了这 样一位

孔子が、自 分は曾晳 と同じで 、「川の ほ

万世师表的 圣人心中 对于那种 沐乎

とりで沐浴 し、雨乞 いの台で 涼み、夕 暮

沂水，风乎 舞于，在 暮春时节 咏而归， れに歌いな がら家に 帰る」楽 しい生活 に
快乐回来的 生活方式 心存向往 的时

あこがれて いると述 べていま す。これ は

候，我们就 知道，这 种阐述跟 庄子所

「荘子」の中の「独り天 地と共に 往来す」

说的独与天 地共往来 是如出一 辙的， という考え と同じで す。つま り、昔の 聖
也就是说所 有古圣先 贤首先是 站在

人たちは、まず 自分の価 値観に基 づいて、

个人的价值 坐标系上 ，了解了 自己心

心の中の願 いを知り 、そのう えで大き な

灵的愿望，然后才会 有宏图大 志，走

志を抱いて この世で 手柄を立 てたいと 願

到这个世界 上有所建 树。

っているの です。

我们都想要 一生建立 一个大的 坐标， 人はみな人 生の計画 表を描こ うとしま
对于前方的 远景让我 们找到一 个起

す。遠くの 目標へ到 達するた めの出発 点

点，让我们 从自知之 明去建立 心灵的

を探しだし 、自らを 知ること こそが人 と

智慧；让我 们从论语 里面，也 做孔子

しての知恵 なのです 。論語を 読み、孔 子

席前一个安 静的学生 ，跨越这 个千古

の前に静か に座る弟 子となっ て、はる か

的沧桑，在 今天看一 看他那种 淡定的

な時の流れ を超え、 孔子の落 ち着いた 眼

容颜，想一 想他让我 们去到自 然中的

差しにふれ ながら自 然と一体 になるこ と

这种鼓励，在我们每 一天，真 正忙碌

の意味を考 えてみま しょう。 毎日の忙 し

的间隙里面 哪怕说给 自己一点 点心

さの中で少 し立ち止 まり、心 を見つめ 直

灵的仪式，不至于让 自己象那 样一个

すのです。 あの人格 が崩壊し てしまっ た

人格分裂的 演员那样 不敢面对 自己

コメディア ンのよう に、自分 の心と向 き

的内心。其 实在今天 这么一个 后工业

合えなくな ってはな りません 。今日の ポ

文明的社会 里，如果 能够调整 这样一

スト工業化 社会にお いて、人 生の座標 軸

套坐标系统 ，我想论 语会从千 古之前

を持つこと ができれ ば、論語 は時の隔 た

传递出来一 种温柔的 思想的力 量，它

りを超えて 温かい「 思想の力 」や冷静 で

传递出来一 种淡定的 清明的理 念，它

はっきりと した理念 を伝え、 私たち一 人

鼓励了我们 每个人内 心的关照 ，它让

ひとりを励 まし、自 分の理想 が確かな も

我们有理由 相信，我 们的理想 是有根

のであると 信じさせ てくれる でしょう 。

的。

漢文解説
○ 子 曰： “ 三军 可 夺帅 也 ，匹 夫 不可 夺志 也 。”
【注 释】 三军 ： 周朝12500为一 军。 匹 夫： 普通 百 姓。
【译 文】 孔子 说 ：“ 三军 可 以剥 夺主 帅， 匹 夫不 可剥 夺 志向 。”
「三 軍は 帥 を奪 うべ し 。匹 夫は 志を 奪 うべ から ず 。」
読み 方「 さ んぐ んは すい を う ば うべ し。 ひっ ぷ は こ ころ ざし を う ば うべ から
ず。」
（意 味） 三 軍（ 一軍 は １万 ２千 ５ 百人 ）の 中心 は 大将 だが 、 これ は衆 人 の上 に立
つも のだ か ら奪 うこ と がで きる 。 しか し一 人の 人 間の 中心 で ある 志は そ の人 間の
中に ある の で、 奪う こ とは でき ない 。
→ 人 間の 意志 を 決め るこ と がで きる のは 、その 人 間だ けで あ る。どん な 人生 を歩
むか は、その 人 の自 由だ 。今 の 自分 は、すべ て 今ま での 自分 の 決断 の結 果 であ る。

○

行 己有 耻,使 于 四方, 不辱 君 命,可 谓 士矣 。

【原 文】 子贡 问曰 ：“ 何如 斯可 谓 之士 矣？ ”子 曰： “行 己有 耻， 使于 四 方， 不辱
君命 ，可 谓 士矣 。” 曰 ：“ 敢问 其次 ？ ”曰 ：“ 宗 族称 孝焉 ， 乡党 称悌 焉 。” 曰：
“敢 问其 次 ？” 曰： “ 言必 信， 行必 果 ，硁 硁然 小 人哉 ！抑 亦 可以 为次 矣 。” 曰：
“今 之从 政 者何 如？ ” 子曰 ：“ 噫， 斗 筲之 人， 何 足算 也？ ”
【注 释】 硁硁( 坑):击石 声 。筲(哨): 饭篮 。言 必 信， 行必 果 ：说 到做 到 ，行 动坚
决。
【译 文】 子贡 问： “ 怎样 才能 算 个真 正的 士呢 ？ ”孔 子说 ： “做 事时 ， 要有 羞耻
之心 ；出 国 访问 时， 不 辱使 命。 可 算士 了。 “请 问 次一 等的 呢 ？“ 同宗 族 的人 称赞
他孝 顺， 同 乡的 人称 赞 他尊 敬师 长 。“ 请问 再次 一 等的 呢？ “ 说到 做到 ， 不问 是非
地固 执己 见 ，当 然是 小 人！ 但也 可 以算 最次 的士 了 。“ 现在 的 领导 怎样 ？ “噫 ，这
些鼠 目寸 光 的人 ，算 什 么呢 ？”
「子 貢問 う て曰 く 、
『何 如な る 斯れ 之を 士と 謂 うべ き 。』子 曰く 、
『 己を 行 うて 恥あ
り、 四方 に 使い して 君 命を 辱め ざる 、 士と 謂う べ し。』」
読み 方「し こ う と うて いわ く 、
『い かな る こ れ こ れを しと いう べ き。』し い
わく 、『お のれ を お こ のう て は じ あ り、 しほ う に つ かい して くん めい を は
ずか しめ ざ る、 しと いう べ し。』」
（意 味）子貢 が 質問 して い うに は 、
「 どの よう な人 物 を士 とい い まし ょう か 。」と。
孔子 が答 え て、
「 自分 の行 い に廉 恥心 が あっ て 、本 国を 出て 四 方の 諸侯 に 使い に行
った 時に は 、一 言一 行 に気 をつ け て君 から 命ぜ ら れた 任務 を 辱め なけ れ ば、 士と
称し ても 恥 ずか しく な い」 とい った 。
「（ 子 貢） 曰く 、『敢 え て其 の次 を問 う 。』 曰 く、『 宗族 孝と 称 し、 郷党 弟 と称 す 。』

曰く 、
『 敢え て其 の 次を 問う 。』曰く 、
『 言必 ず 信 、行 い必 ず 果 、コ ウコ ウ 然と して
小人 なる か な。抑 亦以 て次 と為 す べし 。』曰 く 、
『今 の政 に 従う 者は 何如 。』子曰 く、
『噫 、斗 ソ ウの 人、 何 ぞ算 うる に足 ら んや 。』」
読み 方「 い わく 、『あ えて その つぎ を と う 。』 いわ く 、『 そ うぞ く こ うと しょ
うし 、き ょ うと う て いと しょ う す。』 いわ く、『 あえ て そ の つ ぎを とう 。』い
わく 、『げ ん か なら ず し ん 、お こな い か なら ず か 、 こう こう ぜ んと して しょ
うじ ん な るか な。そ もそ も ま た も って つぎ と な すべ し 。』いわ く 、
『 いま の ま
つり ごと に し た がう もの は い かん 。』し いわ く 、
『 あ あ、とそ う の ひ と、なん
ぞ か ぞう るに たら ん や。』」
（意 味 ）（ 先の 質 問に 引き 続 いて 子貢 が ）質 問し てい う には 、「こ れに 次 いで 士と
称す るこ と ので きる の はど んな 人で す か。」。孔子 がい う には 、
「親 族の 者 が孝 だと
ほめ 、そ の 他の 郷里 の 人が 弟だ と ほめ るよ うな 人 は、 士の 次 であ る 。」 と 。「 これ
に次 いで 士 と称 する こ との でき るの は どん な人 で すか 。」。孔 子が い うに は 、
「 言う
こと を守 っ て信 実で あ ろう とし 、 行え ば必 ず最 後 まで やろ う とす るの は 、小 石の
よう に固 い 小人 では あ るが 、そ の 次の ラン クの 士 と言 えよ う 。」 と 。「 で は、 今の
政治 に携 わ って いる 人 たち はど う です か 。」。孔 子 は「 ああ 、 あの 人た ち は斗 ソウ
（ま すや 竹 の器 ）のよ うに 狭 量な 人た ち だ。ど うし て士 の中 に かぞ えら れ よう か 。」
とい った 。

○

曾子 曰 ： 士 不可 以 不 弘 毅 ，任 重 而 道 远， 仁 以 为 己任 ， 不 亦 重 乎。 死 而 后 已，

不亦 远 乎。
曾子 以为 ，作 士 人， 不可 以 不弘 毅。 因为 士 人的 责任 重 大， 而且 所 行之 道遥
远。 如何 重 大？ 以行 仁 为自 己应 负 的责 任。 如何 遥 远？ 这种 大 责任 要一 直 负下 去，
到死 为止 。
「曾 子曰 く 、士 は以 て 弘毅 なら ざ るべ から ず。 任 重く して 道 遠し 。仁 以 て己 が任
とな す。 亦 重か らず や 。死 して 後已 む 。亦 遠か ら ずや 。」
読み 方「 そう し い わ く、しは もっ て こ うき なら ざ る べ から ず。にん おも く し
て み ち と おし 。じん もっ て お の が にん と な す 。また おも から ず や 。し して
のち やむ 。ま た と お から ずや 。」
（意 味） 曾 子が 言う に は、 学に 志 す者 は心 が広 く て力 が強 く なけ れば な らぬ 。任
務は 重く 、道 は 遠い 。仁 を自 ら の任 務と し てい るの であ る から 、重 いで は ない か。
死ぬ まで 担 がね ばな ら ぬ。 道が 遠い で はな いか 、 と。
○劉 禹錫 （ りゅ う う しゃ く 、772年 - 842年）『陋 室銘 』
山ハ 高キ ニ 在ラ ズ、 仙 有レ バ則 チ名 ア リ。 水ハ 深 キニ 在ラ ズ 、龍 有レ バ 則チ 靈ナ
リ。斯レ 是 ノ陋 室 、惟 吾ガ 徳 馨レ リ。苔 痕階 ニ上 ッ テ緑 ニ、草 色簾 ニ入 リ テ青 シ。

談笑 鴻儒 有 リ、 往來 白 丁無 シ。 以ッ テ 素琴 ヲ調 ベ 金經 ヲ閲 ス 可シ 。絲 竹 ノ耳 ヲ亂
ル無 ク、 案 牘ノ 形ヲ 勞 スル 無シ 。南 陽 ノ諸 葛ガ 廬 。西 蜀ノ 子 雲ガ 亭。 孔 子曰 ク、
君子 之ニ 居 ル何 ノ陋 カ 之有 ラン ト 。 （山 は高 け れば よい と いう ので は なく ，仙人
が住 んで は じめ て名 山 とな る。 湖沼 は 深け れば よ いと いう の では なく 、 龍が 住ん
では じめ て 霊な る場 所 とな る。 この 私 の住 む家 は 狭く 小さ い が、 私の 徳 は香 り高
い。 だか ら なに も恥 じ るこ とは ない の だ。 苔む し た階 段を 上 れば 緑が 美 しく 、草
木は 簾越 し に青 々と 眺 めら れる 。談 笑 して いる の は、 ここ に 集う 大学 者 たち であ
るし 、無 位 無官 の者 た ちの 往来 は無 い 。こ こで は 琴を 弾い た り、 貴い 書 物を 読ん
だり して い る 。俗 曲を 奏 で耳 を汚 す こと も 、 文 書や 手紙 を 書く 労も 無 い 。南 陽の
諸葛 孔明 の 草廬 や、 成 都の 揚雄 の載 酒 亭な どの 庵 室に も比 べ られ よう か 。孔 子も
「君 子こ こ に居 る、 何 の陋 かこ れあ ら ん」 と言 っ てい るの で ある ）

