
『やりたいこと やれること いま やらなければならないこと』 

 

日時 2020 年 10 月 29 日 15:25～16:15 

場所 高田商業高等学校 大体育館 

対象 高田商業高等学校 1 年生のみなさん 

略歴 

氏名   佐藤明郎 

1964 年  11 月 7 日生 55 才 

1983 年  新潟県立高田北城高等学校卒業 

1988 年  早稲田大学教育学部教育学科社会教育専修卒業 

同年 株式会社サトウ産業入社 

2007 年  代表取締役就任  現在に至る 



 

 

2020,10,29  15:25～16:15 

於 高田商業高校大体育館 

対象 1 年生 120 名  

 

講義録原稿 

 

やりたいこと やれること いま やらなければならないこと 

 

高校１年生の頃、何をしていただろう。受験が終わって高校に入学して、解き放たれた

気分だったに違いないと思います。私の高校生活は部活漬けの３年間でした。私は陸上部

に入り、毎日陸上競技場で汗を流していました 

高田にある高校の陸上部員とは毎日競技場で顔を合わせていました。もちろんみなさん

の高田商業もいれば、高田工業も、高田高校も、関根学園もいます。 

学校は違っても同じ陸上競技で切磋琢磨する仲間です。苦しそうに顔をしかめながら走

っている他校の生徒にも、「ガンバ！」とお互いに声を掛け合って、励まし合って練習に

明け暮れる、そんな毎日でした。 

 

《やりたいことは 苦しくても続けられる 仲間がいるから》 

 

高 1 の夏休みは、『鉛筆を持たない』ことを決意しました。すなわち一切勉強はしない

ということを決めました。何故か?理由は忘れましたが、とにかく勉強はしないことを決

めました。 

40 日間鉛筆を持たないとどうなると思います?学校が始まって授業でノートが取れま

せん。手が、指が動きません。馬鹿なことを真剣にやっていました。 

そんな悪い意味での自由を謳歌していました。 

 

《やりたかったことを やってみたが 本当に馬鹿なことをやっていた》 

 

陸上部と言いましたが、実は、入学当時は『サッカー部』を作ろうと活動していました。 

人数は揃いました。高田工業と北城高校との共用のグラウンドが使えそうでした。でも、

顧問になってくれる先生がいませんでした。 

ちょうどその年は、野球部を作る活動も同時にされていました。40 年前は、サッカー

よりやはり野球でした。野球部はできましたがサッカー部は未だに日の目を見ていませ

ん。残念です。それで陸上部に入ったのです。 

でも、卒業して 37 年になりますが、今でもみんないい仲間です。高校時代の友人は、

多分、一生付き合える仲間でしょう。 

 

 

 



 

 

《やりたいことが やれるとは限らない しかし 結果として 一生の仲間と出会うこと

ができた》 

 

何となく『大学進学志望』が多かったと思います。普通科は 1 クラス 45 人で 5 クラス

ありました。合計 225 人です。就職が 10％、進学は 90％、内 4 年制大学は 50％くらい

だったでしょうか? 

北城高校では入学するとすぐに志望校を書かされました。第 1 志望新潟大学、第 2 志

望早稲田大学。何となく、知っている大学を書きました。 

 

それでも、私には私なりに将来の『夢』を持っていました。『先ずはマスコミに入る。

そして、政治家になる。天下国家を動かす。総理大臣になる!』大きな『夢』を持っていま

した。 

それは、実現できるかどうかではなく、漠然と抱いていた『妄想』だったかもしれませ

ん。でも、先ずは、『夢』の実現に向かって行動することは大切なことだと思います。 

 

《やりたいことは 先ずやってみよう》 

 

『大きな夢』は持ってはいましたが、現実は 1 年生の夏休み、1 回も鉛筆を持たなかった

話の如くです。まだ高校 1 年生です。 

言うことは言います、思うことは思いますが、まだまだ遠い将来のように思われました。

私の中では、差し迫った『現実』ではありません。そんなに真剣に将来のことを考えてい

ません。毎日の部活中心の生活に流されていった高校生活 3 年間でした。 

 

《やろうと思っても やれない やらない それでいい それが 若者の特権》 

 

3 年生になって部活は引退したにも拘らず相も変わらず 10 月まで競技場で走っていま

した。勉強はろくにしていませんが、『政治家になりたい』という『夢』は持ち続けてい

ました。 

それで政治学科を中心に、何となく実力相応校、目標校、落ち止めを 5 校受けて全て落

ちました。1 年生の時に志望校として書いた『早稲田大学』なんて『雲の上』です。この

時は受験していません。『全部だめ』、この結果は当然です。 

 

≪やりもしないのに 良い結果が出るはずない 世の中舐めていた みなさん しっかり

勉強しましょう≫ 

 

40 年前、子供はたくさんいました。大学受験は浪人するのが当たり前の時代でした。

とはいっても当時大学へ進学するのは、高校 3 年生の 25％くらいだったかと思います。 

私は、新潟の予備校に行きました。1 年間新潟での寮暮らしです。朝は 7 時にブザーの

音で起こされます。予備校に通い、夕方 16 時頃帰ってきます。お風呂は 1 日置きです。



 

 

17 時半からご飯を食べて、18 時から午前 0 時までぶっ通しで勉強しました。30 分休ん

でまた 3 時まで勉強。そんな生活を 4 月から 12 月末まで続けました。 

覚えることは、『手』に覚えさせました。暗記科目は声を出しながらです。ボールペン

は 1 週間に 1 本使い切りました。とにかく書いて書いて『手』に覚えさせるのです。声を

出すことによって、耳から頭にインプットするのです。繰り返し、繰り返しです。 

 

≪勉強は本を読むだけでは頭に入りません 書く 声に出す これが重要≫ 

 

世の中舐めていた 18 才の少年が何故、突如勉強に励むようになったのか? 

それは、予備校が始まって間もない時のテストでいきなり 5 番になってしまったから

です。 

数学、物理、化学の苦手な私は、私立文系です。学生は 2,000 人くらいいたと思います。

新潟高校出身、長岡高校出身がごろごろいます。そんな中でいきなり 5 番です。「あれ、

俺って意外とやれるんじゃないの?」と思ったことがきっかけです。なんとなく『欲』が

出てきました。『憧れの早稲田大学を目標にしようかな?』と。 

 

≪目標は手の届きそうの無い高い目標を掲げろ そのうち手の届く所に自分がいる≫ 

 

改めて『夢』に向かって頑張ろうと決意しました。それは何度も述べていますが、『政

治家』になることです。 

そして、いよいよ受験シーズン到来。1 年前と同様に、『政治学科』を中心に今度は 10

校受けました。目標は高く、第 1 志望は早稲田大学政治経済学部政治学科です。模擬テス

トでは、A 判定でした。「いける」と思いました。 

しかし、結果は不合格。残念でした。実力がなかった。ただそれだけです。明治大学の

政治学科は合格しました。やりたい勉強と行きたい大学。どちらを選ぶ? 

私は迷いませんでした。第 2 志望だった早稲田大学教育学部教育学科社会教育専修に

入学しました。 

この選択は正しかったのか、間違いだったのかそれは分かりません。でも、私は、これ

で良かったと思っています。 

 

≪やればできる 努力は人を裏切らない それなりに≫ 

 

4 年間の大学生活は、私にとってじっくりとこれからの人生を考える上で貴重な時間だ

ったと思います。大学時代のよもやま話は、また次の機会にさせてもらいます。 

 

大学時代の就職活動の話をします。 

 

高校以来変わらない『政治家』への思い。先ずは、新聞記者になってその後は新潟 4 区

から衆議院議員に立候補。そんな壮大な『夢』を今も抱いている私でした。 



 

 

読売新聞、共同通信、NHK、日本経済新聞確かこの 4 社を受けました。でも、最初の

大学受験同様、全部落ちました。「世の中舐めちゃダメ。甘くない。」ことは経験として分

かっているはずなのに、全く傾向と対策をせずに受けに行きました。22 才になってもこ

んなものです。ダメ人間です。 

それでも就職しなければなりません。「それじゃあ、軌道修正。今度は世界を股に架け

る営業マンになろう。」 

海外に拠点のある製造業を 3 社受けましたが懲りずにここでも傾向と対策を怠りまし

た。でも、ここで一つの発見がありました。マスコミは、試験で合否を決める。製造業は、

先ず面接。内定後に形ばかりの試験があるということでした。途中から気づいたのですけ

れど。 

ある企業でのこと。1 次、2 次と面接が数日置きにありました。面接が続くということ

はまだ落とされていないということです。面接官は職位の高い人に上がっていきますが、

面接の内容は、取り留めのない話ばかり。ほぼ雑談です。こんなので良いのかな?と思い

ながらも面接の階段は上がっていきます。私は残っています。周りはどんどん落とされて

いくのにです。最終の 4 次面接で内定をもらいました。ふと思いました。「世の中舐め切

っているオレみたいな甘ちゃんでも取ってくれる会社があるんだ。ひょっとして、こうい

う仕事、営業職が向いているのかも。」と。 

この時も思いました。『やりたいことと やれることとは違う。自分がやりたいこと、

なりたい自分と、人が、私という人間を見て下す私の適正、向き、不向き、評価は違うと

いうこと。』に少し気付かされた瞬間でした。 

 

≪誰と出会ったかがとても大切。人生の選択で極めて重要≫ 

 

ここには、高校卒業と同時に就職を希望する人も大勢いることでしょう。高校を卒業し

てすぐに就職する皆さんへ一つアドバイスです。 

先ほどサトウ産業の紹介をさせてもらいました。サトウ産業に勤めている社員さん達の

90％くらいは高卒の方たちです。 

上越で生まれ、上越で育ち、上越の学校を卒業して、上越で生涯を全うする。そういう

方たちは、冒険せずに、安定した企業を選ばれた方が良いでしょう。安心して生活ができ

る会社です。その会社を信じて、一所懸命に仕事を覚えて、会社に貢献することが、最終

的に皆さんの生涯にとってかけがえのないものとなるでしょう。幸せな人生を送れる可能

性が高いと信じます。今の時代、転職のリスクは大きいです。少なくとも地方に「ステッ

プアップ」は限りなくないと思ってくださいステップダウン、ダウン、ダウンです。辞め

たら次に正社員になることは極めて難しいです。取り返しのつかないことになりかねませ

ん。 

 

 

 

 



 

 

≪最初に入った会社はとても重要 長い人生の基礎となる≫ 

 

最終的に、私は上越に戻ってくるという選択をしました。1988 年 3 月 25 日。なごり雪

降る上野駅。友人、後輩がたくさん見送りに来てくれました。途中の駅でも待っていてく

れました。東京から離れる寂しさ、仲間との別れ。いろいろな 4 年間の思いが交錯しまし

た。 

特急あさまに揺られること 4 時間 30 分。漸く直江津駅に降り立ちました。あの時の光

景が忘れられません。私の眼に映った全てが絵画のように、写真のように止まって見えま

した。「わたしの選択はやはり間違っていたんじゃないか? 」一瞬、後悔しました。でも、

すぐに修正しました。「必ずもう一度太平洋を見る。東京で仕事をやる。」と心に誓いまし

た。 

あれから 33 年が経ちました。高校生からずっと抱いていた『夢』。政治家になる『夢』

はいつの間にか消えてなくなりました。やりたかったこと、なりたかったことと全く違っ

た人生を歩んでいます。 

今の私。冒頭皆さんに紹介した『サトウ産業』の姿です。今日までの私の人生の歩みで

す。後悔はありません。 

最近自分の中で修正したことがあります。それは、『今まで、後悔ばかりの人生だった』

というのを『今まで、反省ばかりの人生だった』に改めました。『後悔ばかり』では 生

まれてこなければ良かったということになりはしないか?それでは余りにも寂しいではな

いか。そうではない。反省反省の人生だったけれど自分なりに一所懸命に生きてきた。こ

れからも反省人生はまだまだ続くであろうけれど、そうでありたい、これからも一所懸命

に生きていきたい。そう思うようにしたのです。 

明日のことは分からないから、私は、いつも「これが最後だ」と言って行動します。 

でも、一つの目標が達成するかしないうちに、次のことを『夢』見て目標を立てて行動

します。大概は追い詰められて、追い込まれて、やらざるを得なくて始めることが多いの

ですが…。 

しかし、それが『最後だと言って最後ではないのです。次へつなげる。』それが私の生

き様です。 

先日、ある職員と話をしました。私は言います。「毎日会社に来るのが楽しいよ」。職員

は言います。「いつも楽しそうですよね」と。 

楽しくなくては仕事はやれない。仕事は楽しくなくてはできない。苦しいとか、つらい

とか、逃げだしたいとか、投げ出したいとかそういった『負』の思考、それらも全て楽し

いことと思えるようになった私に、だから「毎日会社に来るのが楽しいよ」と言わせるの

でしょう。つまり、苦しさよりも、辛さよりも『夢』が実現した時の喜びの方が勝ってい

ることを知ってしまっているからです。それを知ってしまったことが「楽しい」と言わせ

てしまうのです。これからもまだまだ楽しみます。 

「私はどんな風に見えますか?」と聞くと帰ってくる答えで多いのが、「自信がある」と

言われます。私は言います。「自信なんてありません。だけど、一所懸命頑張れば、大抵

のことはできる。『夢』は叶う。努力は人を裏切りません。そのことは『確信』していま



 

 

す。」と。 

最後になります。 

10 月 16 日にサトウ産業で高校生の採用試験をしました。毎年、『適性検査』、『作文』、

『面接』をして合否判定をします。 

君たちの先輩が面接で私に語りました。「就職か、進学が迷っていましたが、サトウ産

業に会社訪問して、進学せずにサトウ産業に就職しようと決めました。この選択に悔いは

ありません。」と。 

立派ですね。18 才で『覚悟』を持っているこういう子供は伸びます。 

今の私がやらなければならない仕事の一つが、若い社員の無限の可能性を引き出してあ

げることです。本人のために、仲間のためにです。 

皆さんに於かれましては、一度きりの人生です。後悔しない一生を送って頂きたいと心

からエールを送ります。 

拙い話でしたが、最後まで聴いてくださり感謝申し上げます。ありがとうございました。 


