
第28回一期一会　　アンケートコメント
　

　　　　　　　　　講師       横内　則之　 氏 2012　1. 21

1．講師の講演についてコメント・感想をください。

　　・　「歴史を深く、徹底して知ること」（自国を知る＝己を知る）ことの大切さをあらためて

　　　　実感しました。

　　　　自分の創業した会社の経営理念の実践に加えるべきということを痛感しました。

　　・　博学で大変解り易い講義でしたが、プロジェクターを使って頂いたら、より内容が充実

　　　　した様に思いました。

　　・　業務でグローバル化を考える機会が多くありますが、歴史（近代史）の視点から学び、

　　　　考えさせられました。特に日本の強みに関する情報を知ったことが参考になりました。

　　・　大変勉強になりました。ありがとうございました。

　　　　私は歴史が好きでNHKの映画、ドラマや小説を読んでいます。

　　　　今の若者は元気がありません。同調の世界になっています。

　　　　私は個性を出して自分らしく生きて行きたいと思います。

　　・　歴史の実態を直視しているので説得力が高い。

　　・　現実を直視した上での歴史観・国家観に感銘を受けました。

　　・　歴史だけを述べる（事実のみ）でなく、そこからのアウトプットがありとても刺激を受けま

　　　　した。

　　　　横内様へ　　是非大学生や高校生に向けて講義をして頂きたいと思います！

　　・　大変参考になりました。

　　・　非常に興味深い話でした。近代史は学校でももっと学ぶべきです。

　　　　購入した「学校で習わない日本の近代史」を夜中までかかり一気に読みました。

　　　　バックグラウンドがトヨタという民間企業の経営者であった方が、畑違いの近代史を豊

　　　　富なデータを緻密に網羅して書かれていたことに驚きました。

　　　　一番素晴らしく感心し、一朝一夕では真似できないなと思ったことは,各章の最後に割

　　　　かれていた（まとめ）に関してです。センチメンタルな感情論を一切排して、客観的な事

　　　　実に基づき、大胆な判断・提言をされていることです。このまとめを読んだだけで世界

　　　　の一流企業に登り詰めたトヨタの経営者であられたことが良くわかります。

　　　　横内先生と比較して、テレビなどで見る政治家の話す内容が如何にも陳腐且つ空虚で

　　　　残念です。このまま行ったら「日本はどうなるの・・・」といった不安が、何時も心によぎ

　　　　ります。横内先生には今後とも日本の近代史に関して事実を明らかにし、日本人に元

　　　　気を与え、日本の行く末に関して種々の提言をして頂くことを期待しております。

　　・　本日は有難うございました。歴史は繰り返すというお話の通り、世界恐怖の時に酷似し

　　　　ていると思います。戦後６０年は先進国の仲間入り、これからのカオスの時代にどうい

　　　　う考えをもって生きていくか、チャレンジするかをしっかり見極めたいと思います。

　　・　中国などの船が日本海に来る中、国を守るために国家の自立のために戦争をタブー

　　　　視しないことは大切だと思います。また戦略のない戦争に突入しないために、メディア

　　　　の責任が大きいと感じました。

　　・　なかなか普段耳にしない話を伺えて有意義でした。

　　・　私もアメリカ生活が約６年になりますが、アメリカの国民性や教育についてなど横内さ

　　　　んが感じたことと似ていてとても有意義な時間を過ごす事ができました。

　　　　これからの日本を考えた時、日本の教育方針など考えていかなくてはいけないことが

　　　　まだたくさんあるなと痛感しました。

　　・　事実のとらえ方の話が大変上手で分かりやすいと思った。



　　・　もっと難しい話かと思いましたが、私にとってとても興味がある内容でした。

　　　　日本の事、世界の事よくわかりました。国民性の声わかりやすくお話ししてくださって、

　　　　有難うございました。休憩時間を取りもう少しお話しが聞きたかったです。

　　・　現在の状況、政治、原発などでもやもやしてどうかなと思っているところですが、横内

　　　　先生のお話しで何か状況把握が一層明確になり、すっきりした考えに整理された思い

　　　　がいたします。ありがとうございました。

　　・　良いお話しでした。特に米国生活で身近に感じたことからその国の人たちの特性を知

　　　　ったことなど。現地で長年生活したことから得たことはそのようなチャンスのない人に

　　　　とり有り難いお話しでした。

　　・　日本とアメリカの国民性の違いが面白かったです。

　　　　国家は「お上」ではなく、自分たちの代表であると考えているという点に特に納得しまし

　　　　た。

　　・　ピースボートの同船を共にした人であり、またその後出来たゴルフ愛好者での何回か

　　　　のプレーをご一緒し、学校で習わぬ日本の近代史も読ませて頂いており、その本を書

　　　　いた背景を今回参加したことで良く解りました。乗船中も行く先々で戦史にかかわる資

　　　　料を集めておりましたが、下船後も沖縄などへも資料の裏付け取りに行っていたことも

　　　　よく知っており素晴らしい本に仕上がっておりました。

　　・　私の公立の中学校の教師はいわゆる左翼の人で従軍慰安婦や南京大虐殺ばかりを

　　　　教えられてきた。当時から何故このように自分の信じる一面ばかりを教えるのか疑問

　　　　であった。近代史をまなぶことが好きで独学で学んで来ましたが、今回横内さんから

　　　　とても興味深いお話しを聞かせて頂きとても良かったです。ありがとうございました。

　　・　私自身日本の歴史について知らないことがたくさんあるということを恥ずかしいと考えて

　　　　いたので、これを機に史実を学び直そうと思いました。

　　　　日本が今後世界で活躍するために我々若い世代が過去から何を学び、未来にどう活

　　　　かすかにかかってくると思うので、多くを学ぶ必要があると考えました。

　　　　自分の行動の判断は自分で行い、すべて自分の責任として生活しようと思います。

　　・　久しぶりに主張のある内容を聞かせていただきました。

　　　　細かな部分での見解差はございましたが、基本部分は大筋にて一致しておりました。

　　・　映画「山本五十六」を見たあとだったので大変参考になりました。戦前の日本のように

　　　　思想統制を推進し、軍事力を巨大化している中国を考えると、平和のバランスがいつ

　　　　崩れるのか不安を感じます。外交力だけでなく日本国民がもっと政治へ関心を持つこ

　　　　と。各人が責任感を持つことが重要と感じました。

　　　　講師が米国駐在から得たアメリカ人の印象（自立心、異質な文化を受け入れる精神、

　　　　「個人」の確立など）をもう少し時間を割いて話して欲しいと思いました。

　　・　事実に立脚した、客観性をもって事を判断する必要あり。

　　　　過去の過ちを反省し将来に向かって発言する人間となることは難しい問題ではあるが

　　　　自身も良く考え、後継者へアドバイスを出来るよう考えていきたい。

　　・　横内氏の多面の知識、行動力、観察動力に深謝です。

　　　　色々話して頂きありがとうございます。

　　・　ご自身の米国在住の経験からの見地、それをきっかけに近代史に興味を持たれた背

　　　　景等、冒頭とても興味深く拝聴致しました。史実を事実に基づき分かり易く、また現在

　　　　の日本および国民の抱える問題、課題など共感する部分が多く母を始め、周辺の人達

　　　　に伝え広げたいと思いました。有難うございました。

　　・　長年の米国での実体験に基づく国民性、国益に関する話を興味深く拝聴致しました。

　　　　自分でも見習いたい点が多々ありました。項目１．２．３をお聞きして感じることは、日

　　　　本は変化しなければならないのにそれが非常に難しいことです。

　　　　変化するのにはお話しに出てきたように独裁者の出現か、国債の暴落を待つしかない

　　　　のでしょうか。オリンパスに関しましては私は最初に大幅な損失を出し、それを隠ぺい

　　　　した経営トップは私利私欲に当たると考えます。



　　・　横内先生のお話は実体験と事実に基づくものでとても引き込まれました。

　　　　アメリカ人と日本人の良い部分、悪い部分ありますが、良い部分は伸ばし、悪い部分

　　　　は直す。他人を変えるのは難しいですが、まずは自分から変えていきたいと思います。

　　　　「生きる力、覚悟、責任意識、個性」・・・自立した人間になる為にどれも必要なキーワ

　　　－ドだと思います。ありがとうございました。

　　・　これまで日本の歴史の負の側面をたくさん学んで来ました。

　　　　しかし今回の横内さんのお話から健全な自己批判の精神を保ったまま、日本の歴史

　　　　の素晴らしい側面にも注目し、世界に示していきたいと思いました。

　　・　日本人の多くは純粋な歴史学の観点に基づく日本近代史が理解不足であり、それに

　　　　則った昭和２０年８月の敗戦の総括が出来ていない。

　　　　国益を踏まえ、リアリズムに則り、政治、経済、外交のあり方を見直す事が肝要である

　　　　とのご意見。まさに同感です。そのために一個人として何ができるか思案しようと思い

　　　　ます。

　　・　「米国生活で感じたことの中で米国人と日本人の国民性についての対比は私も娘の留

　　　　学中に５日間滞在（学校の寮）しただけで全く同感！と思いました。

　　　　滞在中の事を思い出すだけで感謝の思いで涙が出るほどのやさしさや大らかさに加え

　　　　個性を大切にしている等々を感じて帰国しました。

　　　　一方で世界のリーダー国とはいえ日本への原爆投下やベトナム戦争での村民虐殺等

　　　　を正当化している国策に対し、個人的には許せない思いでいます。

　　　　「国益のためにはやらねばならない戦争もある」との講話については私自身も勉強して

　　　　答えを出してみたいと思います。（横内さんの本もしっかり読んで）とても分かりやすく

　　　　確信を持った考え方が伝わって来てとても良かった。

　　・　お話しが良く聞こえませんでした。

　　・　淡々とした話の仕方の中に真摯さを感じました。講演については充分に納得のいく内

　　　　容だった。次回も講師をお願いして“日本の近代史について思うこと”Part2を聴きたい

　　　　懇親会も自己紹介が主になった、と聞いています。是非、意見交換が出来る機会を設

　　　　けて頂けたらと思っています。個人的には時々讃岐弁が混じり懐かしい感じがした。　　

　　・　講話有難うございました。［アメリカは日本を属国と考えている」明言されたのには心に

　　　　ずしりと重荷を感じました。終戦ではなく敗戦なんですものね。言葉のごまかしをせず

　　　　正しく若者に伝えていくべきですよね。しかも日本の卑怯な始まりではなく、米の一部

　　　　の策に乗せられての始まりだったとは意外でした。

　　　　それにしても戦うべきではありません。あまりにも犠牲の大き過ぎることは文化、文明

　　　　人権を無視した行いです。戦争は。政府は知恵者は賢明な解決法で地球を（日本）を

　　　　守ってください。



2. 講師の話の長さについて

　　　ちょうど良い　　　　　　29名　　　　　・　時間的にちょうど良かったが、太平洋戦争の総括

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がなされていないと言う大きな問題が残っている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などもっと詳しく知りたく続編を宜しくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　途中に休憩があっても良かったのでは？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　本当はもっと長く全部のお話しをお聞きしたいと思

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　かなり的をしぼったお話しでしたが、更に的をしぼ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っても良かったかと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　本来なら長くなる講話をエッセンスのみ要領よくま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とめていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　後半少し忙しいように感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　書籍を読んでないが興味があり、これらをふまえて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本のこれからをどうする事かを傍観者にしては

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ならない。ぜひ現実の政界の所作を改革しリーダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－シップの出来る人をいかにして育てなければ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と思うだけでなく、行動を！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　夫々の問題点は次回話し合うチャンスがあると思

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。（ぜひ）

　　　長すぎる　　　　　　　　　0名

　　　

　　　短すぎる　　　　　　　　　4名　　　　・　 盛りだくさんの内容を１回にまとめられるのに横内

様ご苦労されたと思います。項目２．３．４で各１回

総合したまとめで１回の計４回ぐらいお聞きしたか

ったです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　今回のタイトルの内容にしては時間が少なすぎた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再度Part 2の講演を希望します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　歴史物とも考えられますのでもっと長い時間の方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が良いと思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　本を買っていますので補います。

3．　配布資料についてコメントを

　　・　要点をまとめた資料がもう少し欲しかったです。私は記録漏れが沢山あったようですの

　　　　で。

　　・　この本は今月の初め買っていました。（まだ読んでいませんでした）

　　・　特にありません。　　2名

　　・　とても良くまとめられていて良いと思います。

　　・　もう少し説明があっても良い。

　　・　参加者名簿の所属の所は、事前に開示の可否を聞いて頂ければ、私は開示していた

　　　　だいてもかまいませんでした。

　　・　レジュメに色々とメモが出来助かりましたが、もう少し行間が広いと更に助かります。

　　・　リマインダーとしてメモを取るのに丁度良かった。

　　・　OK

　　・　もう少し詳細な内容が欲しかったです。各項目について更にポイント列記をして頂けれ

　　　　ば助かりました。

　　・　適切な量でした。　　2名

　　・　お話しのアウトラインが載っていて,後習に使おうと思う。

　　・　資料は無かった？

　　・　良いと思います。



　　・　広い範囲をテーマにし過ぎたかと、終わりに感じました。

　　・　わかりやすい。

　　・　講演会の内容がまとめられていて、とても分かりやすかったです。

　　・　もう少し講義内容に踏み込んだ資料が欲しかった。

　　・　もう少し長いほうがよいではないですか。少なすぎますーー本の目次など。

　　・　丁度良い分量と思いました。

　　・　もう少し詳しいものが欲しい。

　　・　空白欄もあり良いと思います。

　　・　多くの項目がありましたのでもう少し多くの資料があれば、より深く理解できたと思いま

　　　　す。

　　・　日本の近代史を読まれている方が多いと思いますが、もう少し詳しいレジメが欲しかっ

　　　　た。

４．　今回のテーマの選び方についてコメントを。

　　・　大変良かったです。大きな難しいテーマでしたが、興味のある楽しい時間でした。

　　・　激動の現在の世界、日本において歴史に学べる良いテーマであると思いました。

　　・　今だからこそ聞くべきテーマでした。

　　・　興味のあるテーマであり、この分野のテーマは望ましい。

　　・　適切で良い。

　　・　良いと思います。

　　・　今回のテーマももちろんですが、本の知識より経験、実績からの考えをお聞かせ頂き

　　　　たいと思います。

　　・　UCLAで政治学を学んだので、日本の歴史にも興味があります。

　　　　ですのでとても興味深いトピックでした。

　　・　戦争のことだけでなく経済の事、各々の国の人間性など良かったと思う。

　　・　大変良いお話しでありがとうございました。

　　・　トヨタの要職を経験した人だと言う思ワク（受け手の感覚か）が強くなり、テーマとの差

　　　　が出てしまう…結果論ですが。

　　・　歴史観を学ぶと言う機会は、今では全くなかったので大変刺激になりました。

　　・　今の時代にマッチしており、第３の開国を言われている時に日本人として過去を振り返

　　　　り現在を足元より見直すことが大事と感じた。

　　・　とてもセンシティブなテーマであり、なかなか話題になりづらい話であった。

　　　　なのでとても興味深い内容であった。

　　・　適切でした。私も本などで史実を学び直します。

　　・　非常に面白かったです。

　　・　講師およびテーマが多岐にわたっていて、どなたが講師になるかいつも楽しみにしてい

　　　　ます。テーマの選び方はよろしかったと思います。

　　・　事実を的確にとらえる必要性、自身の確固たる信念を作り上げていく必要を感じた。

　　・　参考になりました。知りえなかった沢山の事相を今後どのように活かしていけば良いの

　　　　でしょう。これから育ちゆく子供たちに対して指針が定まらずわからない。

　　・　私自身も英国に在住していた際、自身の愛国心の欠落、自分の国の歴史を含む知識

　　　　が無かった事について恥じ、反省した経歴があったので,正に的確なテーマでした。

　　・　グローバリゼーションの中で知っておかなくてはならないテーマだと思います。

　　　　近代史を知る上でとても重要なテーマ、にもかかわらず多すぎる情報に、何が真実か

　　　　わからず諦めておりました。勉強になりました。

　　・　自国の歴史、芸術について学ぶことは国際社会で評価されるためにも、また人生を豊

　　　　かにするためにも重要だと思うので良かったと思います。

　　・　国家論に係る重いテーマでしたがグローバル化が一層高まる社会に身を置く国民にとり

　　　　避けては通れない問題だと思います。国際社会で活躍しその経験を踏まえた話という設

　　　　定が説得力があり良かったと思います。



　　・　大切なことだと思います。

　　・　63回ピースボート乗船中は横内様の「近代史」の講座を受講したことがありませんでした

　　　　ので、とても良い機会となりました。

　　・　タイトル以上に講演の内容に共感を覚えた。再度（次回）の講演をお願いできたらと思っ

　　　　ています。

　　・　大変良かったと思います。

　　・　とても良かったです。風化させてはならない戦争について現在の平和は「多くの犠牲の上

　　　　に成り立っている」ことを次世代に語り継ぐ義務が私たちにはあると思うからです。

　　・　人生、敗戦から６５年、知りたかった問題であり、今本当のことを知らなかったらそれを事

　　　　実として語る人も聞く人もいなくなってしまう。タイムリーな話題だったと思います。

　　　　だからこそ日本の各地で若者を加えて本当のことを話し合い、日本の世界の中での位置

　　　　を知り、出ていくきっかけにしてほしいです。

5．　あなたの職業は？

　　　　　　会社役員・経営者 　　　　6名

　　　　　　会社員 　　　　7名

　　　　　　教育関係者 　　　　1名

　　　　　　学生 　　　　4名

　　　　　　弁護士・医師・弁理士 　　　　4名

　　　　　　主婦 　　　　2名

　　　　　　退職者 　　　　3名

　　　　　　その他（年金暮らし） 　　　　8名

6．　司会進行に関してコメントを

　　・　業種,年の差を感じさせず、暖かいホンワカした進行でした。感謝です。

　　　　歴史的価値のある場所で「創始者の心」の場でとても感動いたしました。

　　・　私たち地方から上京しての参加者に対しての暖かい歓迎のお言葉で心が安らぎます。

　　　　お心遣いが伝わって来てとても良いと思います。（講師を始め参加者全体に対して）

　　・　スムーズな進行いつもありがとうございます。

　　・　冒頭のお話し、最後の取りまとめ、スケジュール管理どれも素晴らしいと思います。

　　・　横内さんのお話しが終わった後、なぜ横内さんを講師にお招きしたのか（政治的な思想を

　　　　越えて、歴史的事実を語って下さるから）が明確に示されたことで、会の方向性が確認で

　　　　きて良かったです。

　　・　スムーズで分かりやすかったと思います。

　　・　講師の紹介を始め、今日のセミナーの意義など非常に分かりやすく良かった。

　　・　出版図書を踏まえた講師紹介、そして状況説明など的確な進行で、講師本講演にスムー

　　　　ズに入れる良い司会でした。

　　・　講師紹介、時間配分など、司会進行は現状で良いと思います。

　　・　相変わらずポイントをとらえ,解りやすく説明されていた。

　　・　前口上が１０分以内で良かった。

　　・　ありがとうございました。「これからの日本は？」時々考えます。

　　　　主婦に興味がある講義もお願い致します。

　　・　いつも通りとても聞きやすいテンポでした。

　　・　講師の紹介をあまりくどくどしないところがいい。

　　・　良かったです。

　　・　司会者の方のあたたかみのある進行に親近感を持ちました。



7．　一期一会の会の今後の進め方についてご意見を。

　　・　こういった会を今後とも続けて頂きたいです。

　　・　初参加ですので次回参加して意見します。本日は大変良かったです、

　　　　ありがとうございました。

　　・　鈴木さんのコネで実にいい講師を選んでもらっていますが、会員のコネの利用を考えて見

　　　　たらどうか。

　　・　マネジメントの得意な講師の方がいらっしゃれば聞きたいと思います。

　　・　とても良かったです。ありがとうございました。

　　・　知人でこのような場にて講話してもらいたい希望があります。

　　・　若者を中心にした会で先輩（学者を除く）経験に基づく話（本日の講話のような）をしたら

　　　　いいと思います。

　　・　可能な限り継続をお願い致します。

　　・　この調子で今後とも宜しくお願い致します。（懇親会は非常に有益でした。）

　　・　今後も良きテーマで勧めて頂きたく思っております。

　　・　多種方面にわたる議題を探して頂き、もっと積極的に参加したく存じます。

　　・　以前も冬場にきたのですが室内が暑すぎました。講師の方が見づらいのでデスクの配置

　　　　を今後配慮頂くと助かります。

　　・　特にございません。　　

　　・　いつも開催して頂きありがとうございます。異質な方、意表を突く方の講座を受講したいと

　　　　思っております。

　　・　今回のような“骨のある”講演が良いのではと思います。

　　・　大変有意義に参加させて頂いています。

　　・　いつも情報を頂きありがとうございます。

　　　　３・１１の大震災を機に日本は変わらざるを得ない状況にあると思います。

　　　　放射能汚染ほど怖いものはないと思いますし、国および東電の対処の仕方には疑問だ

　　　　らけです。一度は原発の恐ろしさをしっかりと知りたいと思ってますがーーー。

　　・　遠くから見えている人も多いと伺いました。宿泊しても内容の濃い皆さんのご意見にふれ

　　　　る機会も年に１度くらいあってもいいと思えたほどです。

　　　　初めての参加の私でしたが日本を、世界をのぞけた素晴らしい時間でした。

　　　　　　以上　　　　ご協力どうもありがとうございました。


