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吉野家の灯りを消すな。信念を貫き、会社を守ったミスター牛丼。 

 

吉野家ホールディングス会長  安部 修仁 （あべ・しゅうじ） 

 

今では全国どこでも看板の灯りを見ることのできる吉野家。会社が潰れるほどの数々の逆境に立

ち向かい吉野家を守り抜いたのが、42歳の若さで社長に就任した安部修仁氏です。 

 

安部氏は、アルバイトから社長に就任したことでも有名な経営者です。高校卒業後にプロミュージ

シャンを夢見て、福岡から上京。生活費を稼ぐために、たまたま目にしたのが吉野家の求人広告

でした。そうしてスタートした吉野家人生。店舗拡大に伴い、アルバイトから正社員へ、そしてアメ

リカ留学へと順調に歩みを進めていきますが、徐々に陰りが見えてきます。牛丼の値上げやフリ

ーズドライ牛肉の一部使用による味の低下などにより売り上げが減少し、経営が傾いていったの

です。その結果、1980 年 7 月に会社更生法適用を申請し、外食企業として最大規模の倒産を経

験します。決して店を閉めることなく吉野家を立て直すために、社内の説得や外部からの支援の

獲得に奮闘します。その後、吉野家は無事に再建を果たし、その経験を評価され安部氏は社長に

就任します。 

 

社長に就任してからも、試練が襲いかかります。それが BSE（牛海綿状脳症）によるアメリカ産牛

肉の禁輸でした。これにより、吉野家のこだわりである牛丼の提供が困難に。それでも吉野家の

灯りを消さないために、新メニューを開発して牛丼以外でも利益が出る体制を整えていきました。 

 

安部氏の『私の履歴書』には、事実上の創業者である松田瑞穂氏から受けた影響の数々が描か

れています。松田氏のことを親しみを込めて“おやじ”と呼ぶほどの関係性だった二人。財政破綻

や牛肉禁輸などに立ち向かう時にも、“おやじ“が残した数々の言葉を胸に、吉野家のこだわりを

貫いていった様子が、情熱的に語られています。 

 

（掲載期間 ２０１６年９月１日～９月３０日） 
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４８歳の情熱が生んだ、チキンラーメン。 
 

日清食品創業者  安藤 百福 （あんどう・ももふく） 

 

世界中にその名を知られる「カップヌードル」と、その原型ともいえる「チキンラーメン」の生みの親、

それが日清食品の創業者である安藤百福氏です。 

 

現在のあらゆる即席麺の製造技術の基礎をつくった安藤氏ですが、『私の履歴書』で語られるそ

の人生が、成功体験よりも数々の失敗体験で溢れていることに驚くかもしれません。戦前に２２歳

でメリヤス販売の会社を設立したのを皮切りに、製塩業、栄養食品の研究所、信用組合などさま

ざまな事業に携わりますが、いずれも戦前・戦後の複雑な時代背景のなかで苦難にぶつかり、そ

のたびに不運にも財産を失ってしまいます。チキンラーメンは、ほとんど無一文となってしまった安

藤氏が、唯一残った自宅の裏庭に建てた小さな実験小屋で、不眠不休の実験の結果、発明した

ものです。４８歳のときでした。 

 

安藤百福氏の『私の履歴書』からは、私たちが日頃あたりまえのように接している製品の背後に、

それを生み出した人々のさまざまな努力と苦悩があることを知ることができます。また企業にとっ

ての流通戦略や知的所有権戦略の重要性とその難しさ、さらに通常の経済史・産業史ではあまり

語られることのない戦前・戦中の社会情勢のなかでのビジネスの実態などについても、数々のエ

ピソードを通じて丁寧に語られています。（２００７年逝去・享年９６歳） 

 

（掲載期間 ２００１年９月１日～９月３０日） 
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“SONY”を国際的な優良企業へと育てあげた､名経営者。  

 

ソニー元社長  大賀 典雄 （おおが・のりお） 

 

創業者である井深大（いぶか・まさる）、盛田昭夫（もりた・あきお）両氏の後継者として、「ソニー」

というブランドを確立し、国際的な優良企業へと発展させた大賀典雄氏。１２年の社長在任中には、

「ハードとソフトは車の両輪」という持論のもと、いくつもの大事業を成功に導いてきました。 

 

そんな大賀氏には、実は音楽家として別の人生を歩むという選択肢がありました。子供の頃から

音楽の才能に恵まれていた大賀氏は、東京芸術大学に入学し、ドイツ留学も経験。声楽家への

道を歩み始めていたのです。ところが、井深･盛田両氏のたっての頼みで､当時はまだ小さく無名

だったソニーの前身、東京通信工業へ入社。音楽の道を断念してからは、ソニーの一貫したイメ

ージづくりに着手することになります。 

 

その後の大賀氏の活躍は留まるところを知りません。留学で身につけた国際感覚を生かした外

国企業とのライセンス契約や､音楽センスを生かしたレコード事業を任され､３４歳にして取締役に

就任。５２歳で社長に抜擢されてからは、光ディスクの開発や米コロンビア映画の買収、プレイス

テーションの発売など、ソニーの社運を賭けた大事業をいくつも成功させました。しかも、これらの

事業は最初から順調だったわけではなく、社内外の反対を押し切っての挑戦だったというから驚

きです。 

 

大賀氏の『私の履歴書』には、戦後日本における成長の象徴ともいえるソニーの、町工場から８

兆円企業になるまでの過程が、大変興味深く描かれています。（２０１１年逝去・享年８１歳） 
 

（掲載期間 ２００３年１月１日～１月３１日） 
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やればできる。その信念から生まれた、クロネコヤマト。 
 

ヤマト運輸元社長  小倉 昌男 （おぐら・まさお） 

 

小倉昌男氏は、ヤマト運輸の経営者として、「クロネコヤマトの宅急便」で知られる宅配便事業を

考案し、現在のような巨大な物流ビジネスにまで成長させた人物です。 

 

小倉氏の『私の履歴書』は、「スワン」という焼きたてパンの会社の話から始まります。「働く能力が

低い」と誤解されている障害者の人々に働く場を提供し、しかも従来よりも格段に高い給与を支払

える会社をつくろう、という考えから小倉氏が設立したものです。「実現するはずがない！」という

反対の声に対し、「そんなことはない。やればできるのだ」と小倉氏は断言します。 

 

実は小倉氏は、かつて宅配便事業を考案したときも、同じような批判を社内外から受けていたの

です。当時、物流ビジネスの世界では企業同士の大口の荷物のやり取りを扱うのが主流で、個人

の家から家へ小口の荷物を運ぶなど、商売として成り立つはずがないと考えられていました。そ

んな業界の常識を覆したのは、小倉氏の「やればできる」という強い信念でした。 

 

では、そのような信念は小倉氏のなかにいつ生まれたのでしょうか？――『私の履歴書』では戦

時中の従軍時代のエピソードや、終戦直後の日本が自信を取り戻すきっかけになるように、焼け

野原にテニスコートをつくりあげた経験など、小倉氏の人生に影響を及ぼした出来事が、次々と語

られていきます。（２００５年逝去・享年８０歳） 

 

（掲載期間 ２００２年１月１日～１月３１日） 
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離婚、倒産･･･。波乱万丈の人生をたくましくも、すがすがしく生き抜く。 
 

作家  佐藤 愛子 （さとう・あいこ） 
 
作家・佐藤紅緑（さとう・こうろく）を父に、詩人・サトウ八チローを異母兄に持つ、作家の佐藤愛子

氏。世間の常識を超える佐藤家の一族が織り成す愛憎劇を、１２年がかりで仕上げた長編小説

｢血脈｣は、２０００年に菊地寛賞を受賞。佐藤氏自身も波乱万丈の人生を、身をもって体験してき

ました。 

 

幼少時、父に溺愛されて育った佐藤氏は過保護の見本のような子ども。学校へ行くのも怖くてし

かたがなかったのですが、あるときから涙が出る前に攻撃してやろうと決め、一転しておてんば娘

に。戦争中もなにかしら人と違ったことをして周囲を驚かせます。女学校を出た後は、軍の工場に

徴用されるよりはいいと、見合い結婚。そこから苦難の連続がはじまります。麻薬中毒になった夫

を監視する日々、父の死、そして離婚。小説家を目指すものの生活に追われ、執筆時間もままな

らぬ日々が続きます。同人仲間と再婚し、ようやく小説一筋の生活に入るもまもなく、夫の会社が

倒産。佐藤氏は借金返済のためにひたすら働きます。しかし、そんな苦労のなかにあってこそ、

勇気凛々、体中にエネルギーが満ち溢れていたという体験をもとに書いた｢戦いすんで日が暮れ

て｣という小説で、４５歳の時に直木賞を受賞。 

 

｢少なくとも私は自分の好むように生きて、そうしてここまできた。・・・（中略）『―ああ面白かった。』

死ぬ時、そういって死ねれば更にいい｣。佐藤氏は『私の履歴書』の最後にそう書いています。そ

こには、時代や家族に振りまわされながらも、どこかすがすがしく生きてきた、そんな姿がいきい

きと描かれています。 
 

（掲載期間 １９９０年５月１日～５月３１日） 
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機械による自動化で、人間の幸福を追求。 

 

オムロン創業者  立石 一真 （たていし・かずま） 

 

オムロンの創業者、立石一真氏は、現在当たり前のように目にする「自動券売機」や「自動改札

機」といった私たちの生活を支える製品を世に送り出し、オムロンを一代で日本を代表する大企業

へと育てた人物です。 

 

世界初の革新的な製品を数多く開発してきた立石氏ですが、技術者としても、経営者としても、そ

の道のりは決して平坦なものではありませんでした。数年間のサラリーマン生活に見切りをつけ、

最初にはじめた事業はズボンプレッサーの販売。なかなか商品が売れず、自転車で訪問販売す

るなど地道な苦労を重ねながら、経営者とはなんたるかを身をもって学んでいきました。そして、

友人の何気ないひとことをきっかけに、サラリーマン時代に培った技術と経験を活かしてレントゲ

ン撮影用タイマーを開発、オムロンの前身である立石電機製作所が誕生しました。 

 

戦後の混乱のなかで何度も窮地に立たされながらも、立石氏はつねにチャレンジし続け、世界的

に進むオートメーション化の波をいち早くつかまえます。オートメーション工場で必要になるさまざ

まな技術や製品を開発し、会社は飛躍的に成長。その後も、ATMや自動改札機をはじめとする無

人システムの開発など、人々の生活をより便利にする製品やシステムを、次々と生み出しました。

また、妻の病気をきっかけに健康産業へも参入。オムロンを電子・電機機器メーカーの枠を越える

多彩な企業へと育てあげました。 

 

どんな状況でも決して希望を捨てず、一切の妥協を許さない姿勢は、少年時代から味わった貧し

い境遇や数多くの逆境が教えてくれた人生の教訓であり、生涯、立石氏を支え続ける軸となりまし

た。（１９９１年逝去・享年９０歳） 

 

（掲載期間 １９７４年５月２４日～６月２１日） 
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軽妙な大阪弁で、重いテーマをかるく、ふんわり、おかしく描く。 
 

作家  田辺 聖子 （たなべ・せいこ） 

 
軽妙な大阪弁で、重いテーマをかるく、ふんわりと、おもしろおかしく描く作家の田辺聖子氏。その

フィールドは現代小説から、王朝物語、評伝、エッセイと幅広い分野にわたっています。どこにで

もいるようなＯＬやおじさん、おばさんを主人公に、ユーモアたっぷりに描いた作品が多くのファン

に支持される一方で、｢古典はみんなの財産｣と、若い人々を対象に古典をわかりやすく紹介して

きた功績も高く評価されています。 
 

子どもの頃の田辺氏は、写真館を営んでいた父と洋画を観て俳優に憧れたり、祖母と人形浄瑠

璃に涙を流したり、祖父と落語小屋で大笑いしたりと、文化のごった煮の中で育ちました。戦争中

に学生時代を過ごし、大阪空襲で家を焼失するなどの苦労もありましたが、たくましい母のもとで、

大好きな小説をこつこつと書いてきました。 
 

芥川賞を受賞した後も、作家としての田辺氏が常にこだわってきたのは「大阪弁」と「物語」。あえ

て大阪弁で恋愛小説を書き、若い時に夢中になった古事記や王朝ものの世界を長い時間をかけ

て形にしてきました。田辺氏は自身の人生を振り返ってこう書いています。 
｢若い日の夢はあきらめずにじっと抱いていないといけない。自分の身内に力の潮がみちてきたと

き、必ずその卵は孵（かえ）る。･･････私が長生きしたいのは、夢を実現したいため｣。 
 

田辺氏の『私の履歴書』は、その小説の作風に似て、ユーモアにあふれた大阪独特の雰囲気が

ふんだんに味わえるストーリーとなっています。 

 

（掲載期間 １９９７年５月１日～５月３１日） 
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妻とともにつくりあげた、“人生”という名の舞台。  

 

俳優  仲代 達矢 （なかだい・たつや） 

 

黒澤明監督をはじめ、名だたる映画監督の作品で起用され、名優という名にふさわしい作品を数

多く残してきた仲代達矢氏。最愛の妻を亡くした仲代氏が、妻と共に歩んできた道を振り返るよう

に書いた『私の履歴書』には、「演じること」にどこまでも真摯に向き合う２人の姿が綴られていま

す。 

 

貧しさと孤独と共にあった青年時代、仲代氏にとって心の拠りどころだったのが映画や演劇でした。

高校卒業後、仲間の薦めから俳優を志し、俳優座養成所を受験します。競争率２０倍という狭き

門をくぐり、見事合格した仲代氏は、その後、俳優座の名を背負う役者へと成長していきます。 

 

その俳優座で出会ったのが、のちに妻となり、「人生と演劇の相棒、戦友」となる宮崎恭子夫人で

した。性格も生まれ育った環境も違う２人ですが、惹かれあい、夫婦となってさまざまな苦楽を共

にしていきます。結婚後、女優を辞め、のちに脚本家となった恭子夫人。仲代氏によって描かれ

る恭子夫人の生き方もまた鮮烈で、読む者の心を魅了します。仲代氏が４２歳の時、２人は「俳優

を一から養成すると同時に、すでに舞台に立っている役者も無名に戻って演技をする場」として、

自宅の敷地に建つ小さな稽古場で「無名塾」を開始。夫婦二人三脚で、日本の演劇界の躍進に

注力しました。 

 

仲代氏の『私の履歴書』からは、日本映画界の歴史も垣間見ることができます。多くの日本映画

の巨匠と組み、その作品が国内外問わず賞賛を浴びてきた仲代氏。「演じること」に情熱を捧げ

続けるその人生が、妻の思い出と共に暖かく語られます。 

 

（掲載期間 ２００５年１１月１日～１１月３０日） 
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１０兆円企業を目指し、師と共に歩んだ「モーレツ」会社人生。 

 

大和ハウス工業会長  樋口 武男 （ひぐち・たけお） 

 

創業者、石橋信夫（いしばし・のぶお）氏の後継者として、大和ハウス工業を住宅・建設業界のトッ

プ企業へと成長させた樋口武男氏。赤字支店の立て直しから始まり、巨大な負債を抱えたグルー

プ会社の再建など、いくつもの窮地を乗り越えてきたなかで大切にしてきたことは、「凡事徹底（ぼ

んじてってい）」という極めてシンプルなものでした。 

 

学生時代の樋口氏は検事になることを夢見て法学部に進学しましたが、母親が学費捻出のため

自分の着物を持って質屋に入るのを偶然見てしまい、それがきっかけで自ら起業して事業家にな

ることを決意します。そんな彼が経営者になるための修業として最初に選んだのは、中小鉄鋼商

社の大源。販売のイロハを徹底的に叩き込まれ、販売成績も順調に伸ばしはじめてきた頃から次

第に牧歌的社風に違和感を抱くようになり、転職を考えはじめます。そんなとき、たまたま週刊誌

で目にした「モーレツ企業、大和ハウス」という見出しに惹かれ、２５歳で大和ハウス工業の一員と

なりました。支店長時代にはときには鉄拳制裁も辞さず、部下から「鬼」と恐れられるほどの猛烈

な働きぶりで、数々の赤字支店やグループ会社を立て直し、経営トップに就任してからも「創業１０

０周年に１０兆円企業」という高いゴールを目指して、次々と新領域を開拓し、大和ハウス工業を

業界のリーディングカンパニーへと育てあげました。その陰にはいつも故・石橋信夫オーナーから

の叱咤激励があり、経営者としての哲学と人を育てることの神髄を学びました。 

 

樋口氏の『私の履歴書』には、売上高１９５億から１兆８０００億円の大企業へ成長するまでの過

程が、石橋信夫オーナーから学んだ数々の「教え」を軸に、いきいきと描かれています。 

 

（掲載期間 ２０１２年３月１日～３月３１日） 

 



ROLE MODEL 
STEP1 オリエンテーションを受ける 

「ロールモデル・プロフィール」 日野原重明 
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死をどう生きるか ―終末医療にかける思い。  

 

聖路加国際病院名誉会長  日野原 重明 （ひのはら・しげあき） 

 

日野原重明氏は、日本の医療、特に緩和ケアや予防医学の分野に力を注ぎ、今年１０４歳を迎え

る今なお現役で活躍している医師です。 

 

日野原氏は山口県の牧師の家庭で生まれ、神戸で育ちました。体の弱かった母を診察する医師

の姿を見て、幼心に医師になりたいと思った日野原氏は、その後、京都帝大医学部に入学。入学

後、自身の病からやむなく１年間休学しますが、病状は回復へ向かい、晴れて医師となります。

「はじめて受け持った患者は忘れられない。最初だったからというだけでなく、その人の死によっ

て私のその後の生き方が決定的な影響を受けたからだ」そう日野原氏が語るように、はじめて体

験した患者の死は、日野原氏に、医師の役割について、ひいては日本の医療の在り方について

疑問を抱かせることとなりました。「そばにいて手を握って話を聞いてあげることこそ、最後の時間

を大切にしてあげることではないか」そう感じた日野原氏は、米国への留学を通して、医師と患者

の新たな関係を見出していきます。 

 

太平洋戦争やよど号ハイジャック事件など、時代の混乱に巻き込まれながらも、医師として常に

「命」と向き合い続けてきた日野原氏。「人は死すべきものである」という一文から始まる日野原氏

の『私の履歴書』には、死を前にしてどのように生きるのかを問う氏の姿が描かれています。日野

原氏の力強く爽やかなその生き方は、多くの人に元気を与えてくれます。 

（２０１７年逝去・享年１０５歳） 

 

（掲載期間 １９９０年９月１日～９月２９日） 

 



ROLE MODEL 
STEP1 オリエンテーションを受ける 

「ロールモデル・プロフィール」 本田宗一郎 
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自由な発想が、世界のホンダの原点だった。 

 

本田技研工業創業者  本田 宗一郎 （ほんだ・そういちろう） 

 

本田宗一郎氏は、世界でもトップクラスの自動車メーカーである本田技研工業の創業者であり、

亡くなった今でも日本のビジネス界で伝説となっている経営者です。 

 

本田氏の『私の履歴書』には、自動車修理工からスタートし、一代で世界的な自動車メーカーをつ

くりあげていくまでのさまざまな出来事が描かれています。このような偉業を成し遂げることができ

た大きな要因は、本田氏が、社会や産業界の常識にとらわれず、まったく自由な発想で物事を見

ることができる人物だったことでした。「人材は広く求めるべきもので、親族に限っているようでは

その企業の伸びはとまってしまう」「（工場の粉塵などにしっかりと対策を施し）働きよい環境にする

のは経営者の義務」「従業員は全部経営者である〔原文ママ〕」「今日の不況は経営理念を失った

大会社の経営首脳の責任」など、『私の履歴書』の中で語られる言葉の数々は、当時としては大

変先進的な考え方でした。伝説の経営者といわれるゆえんでもあります。 

 

しかも、まじめ一辺倒の技術者が多いなかで、本田氏の大胆でユニークで人情に厚いという人と

なりは、多くの人々を魅了してきました。若い頃、お酒に酔った勢いで芸者さんを料亭の窓から放

り投げてしまったり、空港での重量検査をクリアするため外国で買った機械部品を身体に巻き付

けて搭乗しようとしたり、「ラッパの音がうるさくて仕事に集中できない」といって屋台のラーメン屋さ

んのラーメンを全部買いあげてしまったり。普通では考えられないような豪快なエピソードも満載さ

れています。（１９９１年逝去・享年８４歳） 

 

（掲載期間 １９６２年８月２１日～９月１４日） 

 



ROLE MODEL 
STEP1 オリエンテーションを受ける 

「ロールモデル・プロフィール」 松前重義 
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よりよい社会づくりのために、権力に屈せず、自らの信念を貫く。  

 

元衆議院議員、東海大学創立者  松前 重義 （まつまえ・しげよし） 

 

東海大学の創立者であり、衆議院議員として科学技術の振興に尽くした松前重義氏。自ら「政治

的レジスタンス（反抗）の生涯」と語るように、よりよい社会をつくるために信念を貫き通しました。 

 

子供の頃から柔道に打ち込み、人一倍剛健な身体を持っていた松前氏。東北大学を卒業後、逓

信（ていしん）省へ入省。しかし、理想と現実の矛盾に戸惑い、悩んだ果てに、内村鑑三先生（無

教会主義を唱えたキリスト教の思想家）と運命的に出会います。さまざまな学びのなかで、人生

観、世界観、歴史観を得た松前氏は、その土台の上に自らの生涯の使命を発見しなければなら

ないと思うに至ります。なかでも、青年教育が国をつくり変えたというデンマークの話に感動し、

「自分もまた、教育によって愛する祖国、平和日本を興そう」という夢を抱くのです。 

 

その後、技術者として世界初の無装荷ケーブル通信を成功に導き、東海大学創設の基礎となる

青年道場を設立。政治家と戦い、戦争体験を経て、さまざまな紆余曲折ののち、総選挙に立ち、

衆議院に当選。科学技術庁の設置、原子力基本法の成立に尽力しました。 

 

松前重義氏は『私の履歴書』のラストで、「暴力によらない新しい社会の建設、むさぼるものも貧し

いものもない公平な社会、友情と信頼に支えられた暖かい社会をつくるために、生涯最後の瞬間

にいたるまで、希望のまなざしをもって我が人生を終わりにしたい」と語ります。 

自分がこうと思ったら、教授、上司、世界的な研究者のみならず軍や官僚、総理大臣にさえも臆

することなく立ち向かう豪快な人柄と反骨精神は、読む人の共感と感動を誘います。 

（１９９１年逝去・享年８９歳） 

 

（掲載期間 １９６７年８月２６日～９月２４日） 

 



ROLE MODEL 
STEP1 オリエンテーションを受ける 

「ロールモデル・プロフィール」 水木しげる 
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妖怪や幽霊たちと共に、マイペースに歩む。 

 

漫画家  水木 しげる （みずき・しげる） 

 

｢ゲゲゲの鬼太郎｣など、妖怪を主人公に独特の世界を繰り広げる人気漫画家・水木しげる氏。描

いた妖怪や幽霊の数は千種類を越えるそうですが、売れっ子漫画家になったのは４３歳の頃。 

 

子供の頃の水木氏はよく食べ、よく寝る健康優良児。脇目もふらずに好きなことに熱中していまし

た。当然、学業のほうはさっぱり。１５歳で印刷会社に就職するも２ヶ月でクビになり、再度進学す

ると今度は太平洋戦争の勃発で中断。２０歳で徴兵されることに。ところが、ここでも劣等兵の烙

印を押され、激戦地のラバウルへ送られます。敵に攻撃され、食うものも食わず、ひとりで逃避行

を続けるなか、地獄とはこんなところかと思います。しかし、この地で戦争なぞどこ吹く風とのんび

り暮らすトライ族という原住民と知り合ったことが、その後の人生に大きな影響を及ぼします。 

 

とはいえ、戦後は水木氏にも食べるための戦いがはじまります。魚売り、輪タク（自転車タクシー）

と職を転々とするうちに、偶然出会ったのが紙芝居を描く仕事。少年時代からの夢だった｢絵で食

う暮らし｣が実現したと思ったのも束の間、それは終日部屋にこもりっきりの、陰気でお金にならな

い仕事でした。貸本漫画描きに転向しても貧乏からは抜け出せず、苦労の日々。そんな窮地を救

ってくれたのがほかでもないあの｢鬼太郎｣でした。この作品を描いたことで、独特の画風が世に

認められていきます。 

 

波乱万丈な人生をあくまでも自分流に貫く水木氏。それはあたかも目に見えないものたちに支え

られてきたかのようです。『私の履歴書』にはそんな劇的な人生が氏特有のユーモラスな文体で

描かれています。（２０１５年逝去・享年９３歳） 

 

 

（掲載期間 ２００３年８月１日～８月３１日） 

 



ROLE MODEL 
STEP1 オリエンテーションを受ける 

「ロールモデル・プロフィール」 村上信夫 
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世界の VIPをもてなす味と、戦場のカレーライス。 

 

帝国ホテル元料理長  村上 信夫 （むらかみ・のぶお） 

 

東京・千代田区にある帝国ホテルは、日本最高級のホテルのひとつです。もちろんその調理部門

も超一流。料理の道を志す人々にとって、戦前からあこがれの的でした。 

長年にわたって帝国ホテル料理顧問を務めた村上信夫氏は、小学校６年生のときに「腕のいいコ

ックになろう」とフランス料理の道に入って以来７０数年、その想いを貫いて一流の料理人となり、

帝国ホテルの料理部門のみならず、日本のフランス料理界の発展を支えました。 

 

先輩の料理人から料理を学ぼうとしても、鍋底に残ったソースを舐めることすら許されず、ちょっと

でもミスをおかせば有無を言わせずげんこつが飛んでくる。そんな若い修業時代のエピソードをは

じめ、留学先のフランスで苦労しながらも得た数々の学び、一流の職人たちならではの仕事場の

雰囲気などが興味深く語られています。 

 

また、料理の話と並んで、その戦争体験もたいへん色濃く描かれています。銃弾の破片をいくつも

身体に受けたという戦場の最前線での激しい戦闘体験や、誰もが死を覚悟していた出撃前夜、部

隊の希望に応えて戦場でカレーをつくったという体験、シベリア抑留や連合国軍総司令部（ＧＨＱ）

の統治という現実を前にしての帝国ホテル復帰など、当時の人々が戦争の時代をいかに生きた

かを深く知ることができます。（２００５年逝去・享年８４歳） 

 

（掲載期間 ２００１年８月１日～８月３１日） 

 



ROLE MODEL 
STEP1 オリエンテーションを受ける 

「ロールモデル・プロフィール」 森英恵 
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世界を舞台に挑み続けた、東洋初のオートクチュール･デザイナー。 
 

ファッションデザイナー  森 英恵 （もり・はなえ） 

 
オートクチュール（高級婦人服）のデザイナーとして、国際的に活躍する森英恵氏。彼女のトレー

ドマークとなった「蝶」のデザインは、今も世界中の人々に愛されています。しかし、森氏が世界的

なデザイナーになるまでには、多くの経験が必要でした。 

 

２３歳で結婚後、専業主婦に飽き足らず、洋裁学校に通い、友だちと小さな洋裁店を開業。隣の

喫茶店でファッションショーを開いたところ、それが評判になり、映画の衣装づくりの世界へ。子育

てをしながら睡眠時間を削って働く日々が続きます。疲れ果てた森氏は友だちの勧めで休暇をパ

リで過ごし、そこでの出会いが、デザイナーとして世界へ目を開くきっかけとなります。 
 

また、同じ頃、はじめてニューヨークを訪問。オペラ「マダム･バタフライ（蝶々夫人）」のなかで､日

本人女性が男の言いなりになる哀れなイメージで描かれていたことにショックを受けます。しかも

当時、日本製の服は質が悪く、ひどい扱われ方をしていました。森さんは「いつか自分のオリジナ

ルコレクションを発表してみせる。そして哀れな日本のイメージを変えたい」と心に決めました。 
 

森氏の『私の履歴書』には、島根の豊かな自然のなかで過ごした幼い頃のことから、おしゃれ好き

だった父、二人三脚で事業を行ってきた夫との出会い、多彩な交友関係などが彼女自身の正直

な言葉で書かれています。華やかなファッションの世界で、自分のアイデンティティを探し、勇敢に

挑戦し続けてきた森氏。その前向きな生き方は多くの人を勇気づけてくれます。 
 

（掲載期間 １９９４年４月１日～４月３０日） 


