廣池千九郎の思想と業績

道徳経済一体 の教え

く ろう

公益財団法人モラロジー研究所の創立
ひろいけ ち

者・廣池千九郎（一八六六〜一九三八、法学
博士）
は明治維新の二年前にあたる慶応二

の「生誕記念の集い」からの一年間を「廣
池 千 九 郎 生 誕 一 五 〇 年 記 念 年 」 と 定 め、
さまざまな記念事業を企画し、その業績
と思想を再確認するとともに、現代社会

年

年に現在の大分県中津市に生まれ、昭和
が抱える諸問題の「道徳的解決」に取り

18

十三年に亡くなるまで、日本の近代化と
組んできました。

関連トピックス『道徳科学の論文』の執筆

いう激動の時代において、学者・教育者・
特に、企業の不祥事が頻発する現代社

表
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救済者としての道を歩みながら、個人と
会において、
「道徳と経済は一体である」

④ 守成期には道徳が必要

して、また国家として取るべき道を探求
と説いた廣池の思想を、企業が永続の道

③「三方よし」の経営

し続けました。そして長年にわたる努力
をひらくため、また人間がよりよく生き

②「人づくり」の経営

の結果、道徳こそが人類の安心・平和・
るための大きな指針とするべく、経済・

廣池千九郎の経営指導

幸福の基盤であるとの認識に立ち、道徳
経営の分野に特化した記念シンポジウム

8

実行の効果を科学的に研究する新たな学
を全国三会場（福岡、東京、大阪）で開催し

廣池千九郎が説いた「道徳経済一体思想」とは

問としてのモラロジー（道徳科学）
を創建し
ました。
（ ページ参照）
本誌は、モラロジーに基づく「道徳経

① 道徳と経済は一体両面である

6

ました。

道徳的な永続企業が日本の元気をつくる

廣池の遺志を受け継ぐ公益財団法人モ
済一体思想」の基本をまとめたものです。
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ラロジー研究所と学校法人廣池学園（麗澤
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皆さんの学びのご参考となれば幸いです。

──廣池千九郎の企業家への思い
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道徳経済一体 の教え
廣池千九郎の思想と業績

公益財団法人モラロジー研究所／学校法人廣池学園
理事長

世界の平和と人類の安心・幸福を実現するためには、質の高い道徳
を人々が実践するよりほかに道はない ││。法学博士・廣池千九郎（一
八六六〜一九三八）
は、そうした信念のもとに総合人間学モラロジー（道
徳科学）
を創建し、これに基づく社会教育活動を展開しました。

廣池がモラロジーの研究に取り組んだ大正から昭和の初めにかけて
は、まさに激動の時代でした。第一次世界大戦中の大戦景気による成
金の誕生。一方、低賃金と劣悪な労働環境に苦しむ労働者との間に起
こった労使の対立。やがて迫り来る世界恐慌の影響。さらには英米と
の対立……。不況は長引き、社会不安は日ごとに増していきました。
そのさなかにあった昭和六年九月、満州事変と時を同じくして、廣
池はモラロジーに基づく社会教育の第一声を上げます。それは日本経
済の中心地・大阪の経営者を対象とした講演会でした。
大阪毎日新聞社の講堂で行われた講演会には、大阪経済界の有力者
をはじめとして、六百名を超える人々が参集しました。廣池が訴える
「道徳による経済界の立て直し」に、満堂の聴衆は大いに賛同し、関西
の実業界に一大センセーションを巻き起こしていきます。
言うまでもなく、企業の永続・発展なくして社会全体の繁栄・安定
はありません。廣池が昭和初期の国家的危機に際して、社会的に大き
な影響力を持つ経営者に対する働きかけを何よりも優先したのは、そ

のためです。
＊
企業が自社の利益だけを追い求め、社会の信頼を裏切るようなこと
を行ったとすれば、いかなる大企業といえども市場からの退場を余儀
なくされることでしょう。廣池が提唱した「道徳経済一体思想（道経一
」の眼目は、そこにあります。
体思想＝６ページ参照）
道徳的基盤の上に立ち、自分・相手・第三者が共に利益を得る「三
方よし」の経営を実現してこそ、
「社会に必要とされる企業」として永
続への道が開かれていきます。そうした企業に支えられて、国家社会
は発展を遂げていくのです。そして「国家社会の安定なくして、個人
の幸福も企業の永続も実現することはない」というのもまた、真理で

つ

じ きゅう び ぜ ん

ありましょう。だからこそ、廣池は「三方よし」を人生と経営の指針
として説いたのです。
廣池千九郎は「事業誠を悉くし救済を念となす」
「持久微善を積んで
たゆ

撓まず」
「永久を期して全体の幸せを図る」という格言を遺しています。
経営者の皆様には、健全な経済活動を通じたわが国の経済再生、さら
には「人づくりによる国づくり」を主導してくださることを念願いた
します。
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幹堂

── 廣池千九郎の企業家への思い

廣池

道徳的な永続企業が
日本の元気をつくる

衣食住

道経
一体

「人づくり」を重んじ、
「品性資本」に基づく経営を行います。そして、永続
性を目指し、常に「三方よし」を心がけます。

道

道経一体の経営では、事業の究極的な目的を「人づくり」

ことがあるかもしれませんが、決して長続きするものでは
ありません。

「三方よしの経営」は、組織の品性を高め、
「積善の企業」

をつくって永続的に発展し、事業を通じてステークホルダ

ー（利害関係者）全体に調和的、長期的かつ安定的に貢献する
ことをめざすものです。
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廣池千九郎は昭和のはじめに、次のように述べました。

の利益のみを優先して事業を行えば、一時的には成功する

「およそ人間の実生活の内面生活は道徳に存し、外部生活すなわち衣食住

三方よし
の
経営

は経済に存することを悟って、この両者の本来一体であるべきこと、さもな

企業は、社員、顧客、仕入先、地域社会などをはじめと

した広い関係性の中で活動しています。したがって、自社

きものも両者の必ず一致すべきことは必然的にして、天地間における人間

右する最も重要な資本であるといえます。

済

実生活の大法則はここにあることを発見、確認するに至ったのであります」

を集結した組織の品性こそが、企業の諸活動を決定的に左

人間の生活は精神生活と物質生活の両面から成り立っています。どんな

企業においては、経営者を中心とした社員すべての品性

場合でも、必ずこの両面があります。国家も企業も家庭も同様です。どち

間の中心に存在する「品性」という根源的な資本です。

らかだけとか、どちらかが他方に比べて大きいということはありません。

ろいろな形に変容しますが、一貫して変わらないものが人

そして、精神生活の法則は道徳であり、物質生活の法則は経済です。紙

品性資本
の
経営

るのは常に人です。そして、資本は経営を行う過程で、い

の表裏が一体であるように、道徳と経済も一体です。このことを「道徳経

「企業は人なり」といわれるように、企業経営の中心にあ

済一体」といい、
「道経一体」と略すこともあります。道徳と経済は、一体

づけられます。

でありながら両面を持つという「一体両面」の性質を持っているのです。

ことです。その意味で、企業は「人づくりの道場」と位置

道経一体の考えでは、これを天地自然の法則とみなし、われわれが企業

根を持ち、社会に積極的に貢献できる自立した人を育てる

を安定的に発展させていこうと思うならば、どのような時代、国家、社会

ことであり、
「救済」とは、数々の恩恵に感謝報恩できる心

状況、好不況などにおいても、この法則を無視することはできないと説い

社会の安定や発展に少しでも役立つようにと全力を尽くす

ているのです。

切にします。
「事業誠を悉くし」とは、自社の事業が国家・

経

人間の実生活

つ

におき、
「事業誠を悉くし救済を念となす」という考えを大

人づくり
の
経営

徳

廣池千九郎が説いた
「道徳経済一体思想」とは

道経一体の経営は、すべての根本を品性に置く経営です。したがって、

物質生活

3つの柱

精神生活

道経一体経営に基づく
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廣池千九郎 の経営指導 ❶

廣池千九郎は「道徳経済一体思想」に基づき、多くの企業経営者を善導しました。講演などの集団的な
指導のみならず、経営相談を通じて、特に中小企業経営者に対し、個別・具体的な指導を行っています。
廣池が活躍した時代背景は現代と大きく異なりますが、その指導に込められた思いは、今なお私たちに
さまざまな示唆を与えてくれます。ここでは四つの事例をもとに、その思想の実質的内容を見てみましょ
う（８～ ページ）
。

廣池は事業経営において、急進的な拡大成長は、自己の力以上のも
のを欲する利己的本能に基づくとして強く戒め、経営者や社員の徳の
分量に応じて、無理なく自給的に事業を進めるべきことを強調しまし
た。電気の供給がなければ熱を失うすき焼き鍋のごとく、企業も徳の
補充なくして、太く長く成功・永続することはできない。そのことを
廣池は、
「よき教訓」として後世を担う門人たちに伝えたのです。

一時の成金も、祖先の余徳で栄えているようにみえる。
しかし道徳を行わなければいずれ没落する。

廣池千九郎

済的成功は一時的であることと、
「道徳と経済が一体両面である」意義を伝えたのです。

うたかたのように消えました。廣池はそうした直近の社会現象をすき焼き鍋の様子に重ね、道徳のない経

日本には船成金や鉄成金などが急増。しかし、その多くは大戦後の反動不況や昭和恐慌とともに没落し、

成金とは、急進的に大きな財を成した富裕層を指します。大正年間の第一次世界大戦に伴う戦争特需で、

※

温顔でしみじみとお話しくださる博士。きょうの教訓とはこのことだったのです。

も、
祖先の余徳で栄えているようにみえる。しかし道徳を行わなければいずれ没落する。この原理を忘れるな」

「これを見よ。もう電気は切れているが、
余熱で鍋の中はまだ煮えている。これもすぐ冷える。一時の成金

鍋を見入りました。

で、博士は電気コンロの差し込みを抜かれ、じっとすき焼き鍋を見つめられました。私どももつられて、

私たち三人は、博士のお話を聞きながら、電気コンロの上の鍋をつつきました。食事が終わったところ

定められました。

店員の案内する部屋には席をとらず、立派な床柱のある隣の広間にお入りになって、その床柱の前に席を

浅草の「今半」という牛肉料理屋にお連れくださり、
「きょうは、よい教訓を見せてやる」とおっしゃって、

私と二人の女性が廣池博士のお供をして、車で東京へまいりました。そして、博士は、昼食に私どもを

※

次に挙げるのは昭和十一年、廣池のある門人に対する指導例です。その門人の回想をもとにご紹介します。

すき焼き鍋の教訓

15
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道徳と経済は一体両面である

廣池千九郎の経営指導

廣池千九郎 の経営指導 ❷

経営者の使命
と がわ

そ がわさかえ

「道徳経済一体思想」の中核にある考えは、真の〝人づくり〟を目指す経営といえます。
次に紹介するのは、廣池が㈱十川ゴム （本社・大阪）の創業者・十川栄氏に行った経営指導です。十川氏
が廣池と初めて会ったのは昭和九年。十川氏が小さなゴム工場を営んでいることを伝えると、廣池は次の
ように言いました。
「物をつくる工場ではつまらないなぁ。そんなのは、世間にはザラにある。事業を通じて社会に貢献でき
るような、立派な人間をつくる工場でないといけない。経営者としての使命というのは、物をつくり物を
売って金を儲けるということではなく、人間をつくることである」
今日、経営者の中には、会社も社員も「自分のもの」であると考え、社員を金儲けの道具と捉えている
人もいるかもしれません。しかし、廣池は違いました。
「自分の会社に役立つ人間に育てていつまでも使おうとするのでは
なく、どこに行っても一人前として通用するような立派な人間に育
てて、社会に送り出すことこそ経営者の使命である」
（昭和八年、大阪
での講演内容より）
。すなわち、企業は〝人づくり〟の公設機関である

と考えていたのです。

自ら品性を高める
十川氏が、経営の本質は〝人づくり〟であると教わったのは、それが初めてのことでした。しかし、当
時の十川氏の会社は、創立して十年程度の零細企業。数字上で利益が出ても、不渡りによって貸し倒れに
遭い、赤字に悩まされていました。そうした状況に対し、廣池は次のような言葉をかけました。
「それは、払わない人間が悪い。しかし、貸して返してくれないような相手に物を売らなければならない
ということは、こちらに徳がないからだ。
十川さん、財閥というものは、あなた方みたいな小企業には、やり方が横暴のように思うだろう。しか
し財閥からあなた方が物を買う場合には、先金（前金）で物を売ってもらうだろう。そういうことであれば、

ふ さ わ

財閥とあなたとの徳の分量は天地の差があることになる。しかし、質の高い道徳をもって、世に処してい
ったならば、財閥も恐れるに足らん」
廣池は、信用力の差は徳の分量の差である、優れた道徳的能力（品性）を身に付ければ、それに相応しい
人と取引関係ができてくる、と説いたのです。
これを機に、十川氏はみずから品性向上に努め、お客様のため、社員のため、地域社会のためにという
思いで経営に専心。会社を業界有数の企業に育て上げていったのです。

事業を通じて社会に貢献できるような、
立派な人間をつくる工場でないといけない。
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「人づくり」の経営

廣池千九郎の経営指導

廣池千九郎 の経営指導 ❸

「三方よし」という言葉の始まり
近年、近江商人の心得を表す言葉として「三方よし」という言葉が知られるようになってきました。こ
れは「売り手よし、買い手よし、世間よし」というように、商取引は、売買の当事者が共に利益を得るだ
けでなく、社会全体をも利するものでなければならないという考え方です。
近江商人は古くからこうした考えに基づいて活動してきましたが、実は「三方よし」の言葉自体は戦後
になってから、近江商人の理念を示す標語として研究者が用いた言葉が広まったものです。
よろ

廣池千九郎の教えの中では、すでに昭和初期から「三方よし」という言葉が使われています。書き残さ
れたものとしては、講義メモの中に「三方に宜し」とあるだけですが、指導の場ではしばしば使われてお
り、教えを受けた人々の間で「三方よし」の教えとして広く知られていました。

第三者への配慮も
この「三方よし」に関する廣池のエピソードを紹介します。
昭和四年、廣池が随行者二人を伴って講演先へ向かう途中の出来事です。トンネル事故で汽車が不通に
なったため、廣池の一行三名はタクシー運転手と交渉し、目的地まで二十円で乗せてもらう契約をしまし
た。そこへ先を急ぐという人が二人、相乗りを頼みに来ます。すると廣池は、全員で一人五円ずつ出すこ

とを提案し、次のように説きました。
「私は無料で同乗させてあげても差し支えないが、運転手さんは契
約と違うから、不愉快な思いをしなければならない。そこであなたた
ちも少しお金を出せば、その分、運転手さんに多く払うことができ、
あなたたちも気軽に乗って行ける。私たちも窮屈な思いはするが五
円だけ安くなるので、これで三方いずれもよいことになるでしょう」
※
廣池は「真の道徳とは、自分も相手方も第三者も、皆、平和の心
とさせ、幸福になるようにすること」と記しています。私たちは直
接の相手を利することを心がけたとしても、第三者に及ぼす影響に
までは考えが及ばず、周囲に迷惑をかけたり、不快な思いをさせる
ことがあります。この点を自覚し、第三者や社会にまで配慮できる
視野の広さを持つことが「三方よし」の要諦です。
企業の社会的責任が重視される現代において、ますます大切にす
べき理念といえるでしょう。

真の道徳とは、自分も相手方も第三者も、
皆、平和の心とさせ、幸福になるようにすること。
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「三方よし」の経営

廣池千九郎の経営指導

廣池千九郎 の経営指導 ❹

傲慢心から失うもの
「創業は易く、守成は難し」
。事業を持続的に発展させていくことは、創業よりはるかに難しいものです。
これについて、廣池千九郎は、
「多くの経営者はまじめに努力を重ねながらも、創業のときと守成のときで
は方法が異なることを知らないために、短命に終わっている」
「創業は道徳なくとも出来ることあれど、守
成は道徳なくては出来ませぬ」と説いています。
では、守成のどの場面で道徳が必要なのでしょうか。廣池は、特にお金の使い方が大事であるとして、
次のように述べています。
「得た財産や社会的地位を道徳的に使用することは、それを蓄積するより難しい」と。そこには、「成功
によって傲慢心が生じれば、前途を見通す力を失いかねない」との意味が込められています。
廣池の指導事例に、昭和前半期における財界の実力者であった国際
通運㈱（現在の日本通運㈱）の創業者・中野金次郎氏（一八八二〜一九五七）
の記録があります。中野氏は国際通運を興す前の大正四年、門司（北九
で海運業を営んでいた三十代のときに廣池と出会い、師事するよ
州市）
うになりました。
大正四年当時の日本は、第一次世界大戦で欧州からの需要が急増し、

池に相談します（大卒初任給は当時 円）
。そこで廣池は、急に得た利益で成金風を吹かす弊を説き、別荘の建

好況に沸いていました。中野氏の事業も絶頂を迎え、あるとき、十二万円の予算で別荘を建てる計画を廣

中野金次郎

創業は道徳なくとも出来ることあれど、
守成は道徳なくては出来ませぬ。

こそ、逆境に負けない組織をつくり、永続企業への社風や企業文化をつくるのです。

向上に努めることが肝要である、と示しているのです。労使双方の道徳心で結ばれた一心同体の信頼関係

経営者は、いかなるときも高い道徳心を持って社員や周囲の人々の幸せを思いやり、一層、自ら品性の

廣池は次のように語ります。
「創業にも守成にも苦労して人を愛す」と。

に応えてよく働いたといいます。

先の中野氏は、廣池の教えから、人を使うことの難しさを学び、従業員の待遇を深く考え、社員もそれ

経営者と社員・従業員との関係が変質するなど、信頼が損なわれやすいからです。

また守成期に道徳が必要とされるのは、創業期には皆の目標が明確で団結しやすいものの、守成期には

道徳で結ばれて

は大いに道徳実行の効果を確信していったのでした。

家の財閥企業が襲われても、
「ここは徳の高い人の家だから」と焼失を免れます。この一件により、中野氏

設予算を減らして、大部分は社会事業に使うように指導。それに従った中野氏は、大正七年、米騒動で隣

40
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15

守成期には道徳が必要

廣池千九郎の経営指導

廣池は、自らの研究成果を従来の道徳科学（モ

モラロジーとは

科学の論文』の原稿が完成しました。

﹃道徳科学の論文﹄の執筆

執筆の経緯
廣池千九郎は、人類の幸福、世界平和の実現
のためには、諸聖人が実行した質の高い道徳を
現代に再興する必要性を感じ、その端緒として

そして大正十五年（一九二六）八月、ついに『道徳

込み、全身全霊をかけて執筆に打ち込みました。

日々道徳を実践して、その結果を研究に落とし

これまでの研究を集大成し、さらに自らが

は『道徳科学の論文』に寄せた序文の中で、「こ

モラロジーは「普通道徳及び最高道徳の原理・

て学術語を造り、「モラロジー」と名づけました。

ア語で学問を意味する「ロギア」
（ logia
）
を合成し

テン語で道徳を意味する「モス」
（ mos
）
と、ギリシ

ラルサイエンス）
と混同されるのを避けるため、ラ

実質及び内容を比較研究し、あわせてその実行

の光明すなわち宇宙を通じ万物を抱擁する一大
む じゅんどうちゃく

の効果を科学的に証明しようとする新科学」と

原則に達するとき、これまでの矛盾憧着ことご
とく溶け去りて、聖人の教訓も、宗教家の教説
も、詩人の理想も、科学者の主張する学説も、
みな調和せられて一体となるのを見得るのであ
る」と評し、人生の主要なる目的は、道徳の完

を「普通道徳」と呼び、釈迦、孔子、ソクラテ

病身でありながら健康な学者をしのぐ『論文』を

また、廣池の人格と並外れた業績を評価し、

成にあることを教えられたとしています。

ス、キリストなど世界の諸聖人が実行した道徳

完成したことに驚嘆の気持ちを表しました。

これまで社会一般で道徳と考えられてきたもの

廣 池 は、 礼 儀 作 法、 慣 習、 同 情、 親 切 な ど、

普通道徳と最高道徳

定義されています。

道徳の科学的研究に取り組みます。

『道徳科学の論文』初版

を「最高道徳」と名付けました。
そして人類の安心や幸福、社会の改善、世界
の恒久的平和は、
われわれ自身が「最高道徳」を
実行することによって実現すると説いています。

『道徳科学の論文』の評価
新渡戸稲造（農学者・教育家、一八六三～一九三三）

新渡戸稲造

16
17

関連
トピックス

年

企業向け学習ソフトならびに 関連ツールのご案内
道徳経済一体をめざすリーダーの情報誌

年号／西暦

表

年齢

事

項

3月29日、廣池半六・りえの長男として、現在
の大分県中津市に生まれる。

慶応 2年（1866）
明治 13年（1880）

14

母校永添小学校の代用教員となる。

明治 18年（1885）

19

形田小学校の教師となる。

明治 21年（1888）

22

『新編小学修身用書』発行。

定 価 300円（税込／送料別）
年間購読料 5,400円（税・送料込）

明治 24年（1891）

25

『中津歴史』発行。

明治 25年（1892）

26

現代の経営環境下において、道徳経済一体経営のヒン
トとなる事例や情報を提供する月刊誌。本誌登場経営
者による講演会やセミナーの情報も得られます。

明治 26年（1893）

27

明治 28年（1895）

29

明治 38年（1905）

39

働く人の心を磨く

明治 40年（1907）

41

神宮皇学館教授となる。

明治 41年（1908）

42

東洋法制史研究のため中国旅行をする。

明治 43年（1910）

44

このころから労働問題の道徳的解決に尽力する。

大正 元年（1912）

46

大病にかかる。法学博士の学位を授与される。

大正 4年（1915）

49

『東洋法制史本論』
『伊勢神宮と我国体』発行。

大正 5年（1916）

50

『日本憲法淵源論』発行。
このころから全国巡回して講演活動に入る。

大正 12年（1923）

57

静岡県の畑毛温泉で『道徳科学の論文』の執筆
に専念する。

大正 15年（1926）

60

8月17日 『道徳科学の論文』の謄写版完成。

道経一体のカレンダー

昭和 3年（1928）

62

『道徳科学の論文』の初版発行。
このころより「三方よし」の教えを説く。

昭和 5年（1930）

64

道徳経済一体思想の提唱者・廣池千九郎の
著作から「三方よし」の経営の道しるべ 31
編を精選した日めくりです。和英対訳版

「新科学モラロジー及び最高道徳の特質」をレコ
ードに録音。

昭和 6年（1931）

65

大阪毎日新聞社主催の講演会を実施。この際、
新渡戸稲造が廣池を「東の空に輝く星」と紹介。
これよりモラロジーに基づく社会教育が本格的
にスタート。

昭和 7年（1932）

66

鈴木貫太郎侍従長に平和のための進言をする。

昭和 10年（1935）

69

現在の千葉県柏市に道徳科学専攻塾を設立する。
「道徳科学経済学原論」をレコードに録音。

昭和 13年（1938）

72

A4判・12頁
（オールカラー）
毎月1日発行

A5判・44頁
毎月1日発行

定 価 300円（税込／送料別）
年間購読料 5,400円（税・送料込）

働きやすい職場づくりは、一人ひとりの心次第。
『モラ
ルBIZ』は、社員の「考える力」と「思いやりの心」を磨
くための社内研修用月刊誌です。

壁掛・卓上兼用 31日分

お申込み
・
お問合せ先
19

本体1,200円＋税

出版部
TEL 04-7173-3155 FAX 04-7173-3324
オンラインショップ http://ecmoralogy.jp/

ご注文は
オンライン
ショップで

歴史研究に志を立て、京都に出る。
『皇室野史』発行。
上京して『古事類苑』の編修員になる。
『東洋法制史序論』
『支那文典』発行。

6月4日

群馬県の大穴温泉にて死去。
18

企業・経営者対象の講座・セミナーのご案内

各講座・セミナーに対応したテキスト

未来をひらく人間力
──「心を磨く」新入社員心得帖

B5判 96頁

基本的なビジネスマナーの向上と「心の基礎力」 1,000円＋税
新入社員セミナー
の育成に重きを置いた社員教育テキスト。

STEP
1

A5判 800頁

道経一体経営講座

徳づくりの経営

A5判 112頁

1,000円＋税

年1回、2泊3日
受講費45,000円

STEP
3

道経一体経営講座

新入社員

定例会
セミナー
講演会
企業訪問
情報交流
他

道経一体経営セミナー
モラロジー生涯学習セ
ミナーとして実施。企
業の人づくり・品性づ
くりの要諦を学びます。
通い制、1〜2日間
年間、全国各会場に
て開催

中堅・幹部社員

◆同セミナーをより深
く学びたい方のため
に、宿泊制の【東日本
コース】
（福島）
もあり
ます。
年1回、2泊3日
受講費50,000円

東

1,500円＋税

年6回、2泊3日
受講費41,000円
36,000円

中

「社会生活の道徳」
「心づかいの標準」など、具
体的な道しるべとなる金言を収録。

STEP
1

社会人の基本と、人生
の価値基準を考えます。

東

廣池千九郎の遺稿や門人の聞き書きの中から、 B6判 276頁

経営者クラブ
主催

新入社員セミナー

柏

廣池千九郎語録

中堅・幹部社員対象
ビジネスセミナー
リーダー社員に求めら
れる人間力と仕事力を
学びます。

※各講座・セミナーの
表示受講費は、すべて
税込み（8%）です。

STEP
1

モラロジーに基づき、現代の中小企業が道経一体 道経一体経営セミナー
STEP
の経営を実現するためにはどうすべきかを学ぶ。 道経一体経営講座
3

改訂

STEP
2

年1回、2泊3日
受講費55,000円

東

7,600円＋税

STEP
3

【谷川コース】

廣池の経営指導を中心
に道経一体思想の奥義
とその現代的展開を学
びます。
谷

増補版

年2回、3泊4日
受講費108,000円

道経一体経営講座

柏

廣池千九郎の主な著作の中から、経済・経営に
関する資料を精選。
「道徳経済一体思想」を学ぶ
基礎的資料。

STEP
3

原典に基づき道経一体
思想を学びその実践を
探求します。

東
= 日本生涯学習センター︵福島︶

道徳経済一体思想

道経一体経営講座
東

廣池千九郎
著作抜粋集

STEP
2

中 中
= 日本生涯学習センター︵岐阜︶
︵千葉︶
柏 柏
= 生涯学習センター
廣
= 池千九郎谷川記念館 ︵群馬︶

ビジネスに関わる全ての人がもつべきモラル・ 2,000円＋税
リーダーシップとビジネス・スキルの習得を主 中堅・幹部社員対象
ビジネスセミナー
眼とした社員教育テキスト。

谷

B5判 152頁

学 習 ス テ ッ プ
開催場所

リーダー社員の人間力

企業永続
のための
── 心とビジネス・スキルを鍛える心得帖

新入社員から管理職、経営者まで幅広い学習プログラムを用意し、自己
の品性向上のための心得、企業永続のための方法を提示します。

経営幹部・後継者 ／ 経営者

※どなたでもご購入いただけます（すべてモラロジー研究所編）

お申込み
・
お問合せ先
21

出版部
TEL 04-7173-3155 FAX 04-7173-3324
オンラインショップ http://ecmoralogy.jp/

お問合せ先

企業センター
TEL 04-7173-3217
FAX 04-7173-3096
E-mail kigyou@moralogy.jp
20

廣池千九郎生誕150年記念 経済・経営シンポジウムを開催

麗澤大学経済学部の 道経一体 教育のご紹介
平成28（2016）年度より、「道経一体コース」が始動 !

平成28年度、モラロジー研究所ならびに 3会場の講演・討論の
内容すべてを収録 !
学校法人廣池学園は、創立者・廣池千九郎
の生誕150年を記念して、経済・経営シン 『道経一体の経営が
永続への道を
ポジウム「 道経一体 の経営で永続への
切り拓く』
道を切り拓く」を福岡・東京・大阪で開催。
A5判・184頁
3会場で約2,500名が参加しました。
頒価：1,000円（税込）

「道徳経営特論」の授業で道経一体の基礎から学べます。
他大学にはない麗澤大学独自のカリキュラム
授業では、道経一体経営講座や道経一体経営セミナーで使用するテキスト
『徳づくりの経営』を細かくひも解きつつ、麗澤大学の創立者でもある廣池
千九郎が生涯をかけて創建した「モラロジー（道徳科学）」に基づく 道徳経
済一体思想 の基本的な考え方を学びます。

①【福岡】平成28年 6月19日㈰ ホテル日航福岡
②【東京】平成28年 11月13日㈰ ハイアットリージェンシー東京
③【大阪】平成29年 3月 5日㈰ グランキューブ大阪

道経一体の経営に基づく企業づくりのために

1

企業経営者をはじめとする複数のMBI

道経一体経営セミナー導入用 DVD 頒価 各500円（税込、送料別）
タイトル

収録時間

【Vol.1】

『企業の繁栄は人づくり経営にあり』 12分
※多国語版ディスクあり
（英語／ポルトガル語／
中国語繁体字／ベトナム語）

【Vol.2】
『 道経一体 の経営で
永続への道を切り拓く』
【Vol.3】

『事業の本は人にあり
人の本は道徳にあり』

「道経一体」の考え方を分かりやすく映
像で紹介し、初めての方にもポイント
やイメージをつかんでいただける映像
ソフトです（※右記のWEBサイトで視聴可
能）
。ご購入ならびに多国語版をご入用
の場合は、企業センターまでお問い合
わせください。

お問合せ先

23

10秒

（モラロジー・ビジネス・インストラクター）

主な収録内容
❶ 道経一体の経営とは
❷ 品性資本は企業の生命力につながる
（つくる力、つながる力、もちこたえる力）
❸ 第1の徳・第2の徳

16分
45秒

❶ 企業にはなぜ経営理念が必要なのか
❷ 経営者の使命と役割は品性をつくること
❸「宥坐の器」に学ぶ
❹「三方よし」は「七方よし」

14分
36秒

❶
❷
❸
❹

なぜ、企業にとって人づくりが大切なのか
道経一体経営における人づくりの特色
顧客満足（CS）と社員満足（ES）は表裏一体
社内コミュニケーション

公益財団法人モラロジー研究所

（維持員専用HP）

URL

http://moralogy. net/

一般社団法人日本道経会

モラロジー研究所・日本道経会と
コラボレーションした唯一の授業
が教壇に立ちます。

2

テキスト執筆者、道経一体経営を
目指す現役経営者の丁寧な解説
理論的な解説に加え、講師が直に体験
した成功や失敗といった 生の声 や、
企業のリアルな現状が聴けます。

3

授業終了後の「質疑応答」で交わ
される活発な意見が理解を促進
学生と講師の双方向型の意見交換によ
って、飛躍的に学習効果を向上させて
います。

履修した学生の声

（会員専用サイト）

URL

http://www.ndk.gr.jp/

企業センター
TEL 04-7173-3217
FAX 04-7173-3096
E-mail kigyou@moralogy.jp

起業に興味がわき、
「経営者になりたい」
と考えさせてくれる授業でした。
道徳は十分理解していると思っていま
したが、道徳と経営がこんなにも密接な
関係にあることを実感しました。

「道徳」と「経済」が一体である考え方
は、私がアルバイトをするうえで、日頃
から大切にしている信念と似ています。
いくら技術や知識があっても、人間と
して誠実でなければ、人生は良い方向に
向かわないと再確認できました。

22

http://www.moralogy.jp/
倫理・道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。大
正15（1926）年に法学博士・廣池千九郎が創立して以来、一貫して
人間性・道徳性を育てる研究・教育・出版活動を展開し、生涯を
通じて学びを深める「生涯教育」とともに、親から子へ、子から
孫へと世代を重ねて道徳性を育む「累代教育」を提唱しています。

http://www.reitaku.jp/
モラロジーに基づく「知徳一体」の教育を基本理念とし、教師
と学生・生徒が人間的なふれあいを通じて豊かな人間性を培うと
ともに、それぞれに応じた深い知識の習得と広い国際性を身につ
けた、社会に役立つ人材の育成をめざしています。
麗澤大学

http://www.reitaku-u.ac.jp/

麗澤中学・高等学校

http://www.hs.reitaku.jp/

麗澤瑞浪中学・高等学校 http://www.mz.reitaku.jp/
麗澤幼稚園

関連
法人

http://www.kg.reitaku.jp/

http://www.ndk.gr.jp/

廣池千九郎の「道徳経済一体」の理念に基づく経営者団体とし
て、平成11（1999）年に創設。平成26（2014）年に一般社団法人とな
りました。有徳な人材育成によって、企業の品性資本（企業生命力）
の向上をはかり、
「三方よし」の経営による誠実な企業経営を実現
し、秩序ある経済社会の発展に貢献することをめざしています。

編集・発行
〒277-8654 千葉県柏市光ヶ丘 2-1-1
TEL.04 -7173 - 3111（代表） FAX.04 -7173 - 3113
発行：平成30年9月

