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現在もご活動中です。
https://www.facebook.com/toshimi.yoshida.9

イラストレーター吉田 稔美（よしだ としみ）さんの紹介
やさしくデジタルの表紙のイラストを毎月描いていただ

いている吉田稔美さんの紹介します。

兵庫県西脇市生まれ、大阪芸術大学デザイン学科卒業、

グラフィックデザイナーを経て、イラストレーターに。

‘97年ザ・チョイス入選、’99年イタリア・ボローニャ国

際絵本原画展入選、‘00年ブルーノ・ムナーリに捧げられ

たミレニアム展入選、’02年ユゼフ・ヴィルコン記念アジ

ア絵本原画ミエンナーレ作品招待、'04年ユゼフ・ヴィル

コン記念大分国際絵本原画展 作品招待、優秀賞

主な媒体：

広告、絵本、児童書さし絵、書籍装画、雑誌、グリー

ティングカード、インテリア装飾、ウエブサイト など

主な著作：

絵本「つづきのねこ」（講談社）

「Never girls」

「ルネサンス踊り絵本」

「金の輪」（架空社）

「うずまき貝のロケット」（ひくまの出版）「麦わらの

絵本」（農文協）「Crow and the Pitcher」(韓国

AgaWorld)「星磨きウサギ」（理論社）

1999年 ベルリン edition INKOGNITOと契約、ポス

トカード、グリーティングカード制作、1998年～2011

年 御茶ノ水美術専門学校 非常勤講師をつとめる、

1997年～2010年 東洋美術学校 客員講師をつとめる

主な個展：

東京／ギャラリーハウスMAYA、ギャラリーフェアリー、

ギャラリーモンスイユ、月光荘画室２、美篶堂ギャラ

リー、ギャラリーオキュルス、雑司ヶ谷旧宣教師館、啓

祐堂ギャラリー

大阪／茶屋町画廊、ワークルーム

兵庫／西脇市岡之山美術館、

ギャラリーミュゼアンジュ、

静岡／日本平美術館

鎌倉／スージギャラリー

主なグループ企画展：

横浜／そごう美術館 絵本作家4人展、東京／玉川高島

屋ルーフギャラリー４人展, NIKIギャラリー冊２人展、

夢人館同人展、ギャラリーハウスMAYA、ピンポイント

ギャラリー、ギャラリーエフ、O美術館

新潟／小川未明記念館 ２人展

群馬／高崎シティギャラリー

小川未明絵本原画展 ７人展

オリジナル・ピープショーを研究、制作、

商品化。‘09-’10 TBSテレビドラマ

「ラブレター」にて撮影セット、

小物として使用される（ホームページより）

オンリーワンマッチ

星磨きウサキ

バロック佐倉音楽祭

西脇市、列車ペイント作戦

天使のロンド 星を描く天使

ピープショー『銀河鉄道の夜』



新しい道具
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何でも道具から入る方だ。子どものころから文房

具屋が好きだった。大学生になり渋谷に行って、東

急ハンズを知ったときはディズニーランドに匹敵す

るくらいの楽しさだった。何を買うにもパンフレッ

トを集めメーカーと性能を比較し調べた。文具には

じまり、釣り道具、ラジカセ、ギター、バイク、車、

工具、カメラ、ビデオカメラ、ゴルフ、鞄に至るま

で、納得のいくまで研究してから入手した。私のこ

ういうところは、きっと父譲りだった。このような

性格は家の女性からは好まれなかった。

私の仕事の道具はパソコンだ。パソコンについて

は、マネジメントゲームの西順一郎先生の教えの通

り、少しでも軽いモノを選んで、どこに行くにも持

ち歩いていた。私の一番気に入っているパソコンは、

２台目に買ったIBM ThinkPad230Csで、デザイン、

性能とも申し分なかった。ちょうどパソコン通信が

流行り出したころで、私は寝る間も惜しんで、この

ThinkPadを使い込んだ。（今でも捨てずに所蔵し

ている）DOS/VパソコンとWindowsの組合せでパ

ソコンブームがはじまったころだった。

私が、当時から使い続けているソフトウエア（ア

プリ）に「秀丸（ひでまる）」がある。秀丸はテキ

ストエディタというくくりのソフトで、本来はプログ

ラムなどを作る（書く）ためのソフトだ。それは、

ワープロの様に字を太くしたり、色をつけたり、大

きくすることなどできない、プログラミングに必要

最小限の機能だけを実装した文字を打つだけのソフ

トである。秀丸はいうなればメモソフトで、私はこ

れでいつも文章を書いている。秀丸で文章を書くと、

なぜかスラスラと軽快に（筆が）進む。不思議なこ

とに、ワープロソフトではそうは行かない。

残念ながら今の仕事の道具は、使い古して味が出

てくるというわけではない。むしろ新しい方が、今

まで出来なかったことが出来たり、時間のかかった

ことが早くなったりして仕事の質がよくなる。私は、

新しいパソコンが出るたびに、仕事を理由に買い換

えている。パソコンは変わっても秀丸だけは必ず入

れて使っている。秀丸も大事な私の仕事の道具の一

つなのだ。

アメリカでも日本でもMacを使うビジネスマンが

増えている。なんでも、プレゼンテーションでMac

を使っていると、エッジの効いたビジネスマンと見

られるかららしい。そういう私もMacを使う様に

なっている。私が感じるMacのいいところは、キー

ボードが打ちやすいところにある。キーボードが打

ちやすいと文章がスラスラ書ける、ということは、

仕事がサクサク出来るわけなのだ。

パソコンはキーボードの使いやすさで選ぶのがいい。

インターネットを使うようになってから、仕事の

ほとんどは電子メールとホームページで済んでしま

う。インターネットにつながっていれば、どこでも

仕事ができる。残念ながら、愛用の秀丸は

Windows専用のため、Macでは使えなかった。そ

こでMacで使える秀丸を探すことになった。なかな

か秀丸みたいに使いやすい道具はなかった。いいソ

フトというのは、人間の能力を引き出してくれる。

そんな感じがしている。そして、ついに見つけた。

私が今持ち歩いているのはパソコンでなく、A4

サイズの大きいiPad Pro。このiPadは、私がアメリ

カのコンピュータ博物館で見たパーソナルコン

ピュータの父と言われるアラン・ケイがダンボール

で作った、理想のパソコン”ダイナブック”のモック

アップと同じ大きさだった。

私は電車通勤で、しかも１日往復で４時間も電車

に乗っている。４時間もあれば一仕事も二仕事もで

きる。インターネットにつながってさえいれば、ど

こでも仕事ができるから、私はiPadを選んだ。そし

て、パソコンは持ち歩かなくなった。iPadで書いた

文章をクラウドに保存して、行った先のパソコンで

クラウドから呼び出し仕事の続きをする。iPadに秀

丸があれば言うことがないがそうはいかなかった。

テキストエディタ「iA Writer」を見つけた。iA

Writerは文書を書く事だけに集中できるように作ら

れたアプリだ。メーカー記事を読むと「文章が呼吸

できるようにし、行から行へと視線が移りやすいよ

うに、iPhone、iPad、iMacの画面の大きさを自動

的に取得して文字の大きさ、行高、枠幅と文字間の

距離を調整し表示している」とあった。本当にiPad

でもMacでも文字が美しい。書きたい！という気持

ちにさせてくれるアプリだ。こうした気分を久しぶ

りに味わっている。自分を引き出してくれるいい道

具に出会ったときは本当にうれしい。

パソコンの時代からブラウザの時代変わった。仕

事の道具も変わっていく。こんな時代は、どうやら、

新しい道具の方がよさそうだ。だから、私たちは道

具が出来ることは道具に任せて、人間には人間しか

出来ないことをするのがいいではないかと思う。

（文責：中島正雄）

https://ia.net/ja/writer



タイムライン
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スモール社にてプログラム開発研修

iPadアプリ開発レビューの打ち合わせ風景

ミュージシャンの秦万里子さんがサプライズゲスト

（私事ですが）お手伝いをしているミニバスケットボールチームの創立２０周年祝賀会をやりました。

松村寧雄先生と原稿の打合せをしています



40歳を迎え、会社を退職した私は、仏教に現在を生きるヒントが多く、経営に通じることを直感しま

した。私は決断すると行動は早いのが取り柄でした。書店に行き仏教書を買いあさりました。仏教書は

読んで理解するにはそれほど難解ではないことが分かりましたが、体系的に理解するには、何か欠けて

いるように思いました。そこで、思いついたのはブッダの知恵の体系から、歴史的に発展していった経

過を理解することが重要であることが分かりました。(※１)仏教の開祖である2500年前のブッダの原点

から、ブッダの知恵の発展過程を現代まで、理解することにしました。体系化すると大変論理的な、哲

学の発展史に匹敵する内容であることが分かりました。

人間は「生老病死（しょうびょうろうし）」という苦悩を背負って誕生し、最後は「老死」という悲

惨の中で死んでいく運命にあるということを29歳になったブッダは自覚していました。ブッダは当時、

ゴータマシュッダルという王子でしたが、この悲惨な状態から解放されることを決意し29歳の時、王子

としての立場を捨て、絶世の美女といわれた妻の“ヤショダラ姫”、息子の“ラーフラ”を残して、出家し

てしまいました。「生老病死」からの解決する当てもなしにです。そして、苦難の末６年後の35歳の時、

「苦集滅道（くじゅうめつどう）」という生老病死からの解決システムを開発し、80歳で「クシナガ

ラ」で入滅するまでインド大陸の東北地方を遍歴し、迷える人多くの人たちを悟りの世界に導いた人で

あることが分かりました。私はこのブッダの実践活動から、一つの衝撃を受けました。私が40歳で何の

確信もなく、会社を退職（経済的収入源の放棄）したことと、ブッダの出家が似ていると感じたのです。

もし、退職するときにブッダの出家の行為を知っていたら、私は何の当てもなく会社を辞めることはし

なかったと感じました。

「今の私はもしかすると、ブッダの立場と同じでないか」、退路遮断の人生活動を歩み始めたときに、

ブッダの「目的実現」の最強のシステムを実践すれば、私の願望である「自己の実力で、人生を豊かに

楽しく、自由に実現すること」が出来るのではないかと漠然とした期待と勇気が湧いてきました。私は

直感として、この「ブッダが開発し『生老病死』からの開放システム」はあらゆる人間に降りかかる

「難問、苦悶」を解決出来る最強のシステムであることを理解しました。最も重要であったことは、

「苦集滅道」の知恵を知った時期です。それは40歳で次の仕事も考えず、会社を辞めたことです。もし、

その前にこの最強の問題解決手法を知ったとしたら、深く探求することなく、問題解決システムの一つ

として深く理解しようという意欲はなかったと思います。私は、仏教の解明に乗り出しました。時間は

有り余る程あり、蓄えも一年ぐらいは耐えられる程度ありました。仏教の発展史をまとめてみましたと

ころ、経営に大いに役立つことが分かりました。私はこの体系を経営に生かす「システム」として体系

化することにしました。知り合いの経営者は皆さん経営に活用し賛同してくれました。

そこで、これを書籍にして世に問うことにしました。残念なことに、私は出版社を一つも知りません

でした。そこで、前職オリベッティでマーケティング部に所属していたとき、「人事屋が書いた経理の

本」で有名な西順一郎先生がコンサルタントとして来社されたことがありました。西先生は高名な作家

も兼ねて著書も多数あります。そこで連絡をとり相談したところ、「ソーテック社」という出版社を紹

介して頂きました。早速訪問し、社長と編集長に会うことが出来ました。西順一郎先生の信用力のすご

さに感心しました。 私は「仏教はシステム」であり、経営に有効に役立つことを説きました。社長と

編集長は戸惑いながらも、私が「仏教はシステムであり、経営活動に役立つノウハウを有しているので、

出版したい」と申し出ました。原稿も用意して持参していました。本のタイトルは「経営に生きる仏教

システム」とし、1980年（昭和55年）7月25日にソーテック社より出版されました。

この本の反響は出版社も驚くほどでした。初版本だけで148通の交流カードの返信が来ました。しか

も、返信者は経営者、ビジネスマンがほとんどでした。私はこの結果の事実をうけ、”仏教はシステムで

あり、経営活動に有効に役立つ事”を確信しました。日本の実力経営者（上場企業）の中で、最初に反応

を示された社長は当時TDKの中興の祖と云われた素野福治郎社長でした。

（つづく）

※１
仏教の発展過程及び「マンダラ８原則」の開発過程
http://www.computerlib.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/mandala_201603-01.jpg
「ブッダの知恵のシステム」から「マンダラ思考８原則」へ

http://www.computerlib.jp/wp/wp-content/uploads/2016/03/mandala_201603-02.jpg
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③

松
村
寧
雄

松村寧雄（まつむら やすお）
1939年東京上野生まれ、早稲田大学法学
部を卒業後、日本オリベッティに入社。
1979年に経営コンサルタントとして独立
し、株式会社クローバ経営研究所を千葉
に設立、同年「中心核を持つ３×３の９マ
ス」マトリックス「マンダラチャート」
を開発。「マンダラ手帳」は30年のロン
グセラー商品となっている。主な書籍に
「マンダラ思考で夢は必ずかなう！」な
どがある。（題字は筆者）毎月、東京駅前・丸ビルでマンダラシリーズセミナー開催中です。

（詳細は→http://www.myhou.co.jp/ )

「
背
水
の
陣
」
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過剰に褒めることと過剰に叱ることは同じこと

塾で長く教えていると様々な子ども、親御さんに会うわけですが、嘘をつく子どもというのも一定程
度いるわけです。これはその場でちょっと誤魔化そうと思ってついた子供の嘘と長年嘘をつき続けてき
た子供の嘘があって、前者はそれほど問題がないのですが、後者は根が深いんですね。ただ小学生なの
で、嘘のつき方が下手で、すぐにバレてしまうし、私も長年子どもの嘘と付き合ってきたので何が嘘か
すぐに分かってしまい、大事には至らずその子どもにはお説教をして終了し、嘘がバレないで終わるこ
とはありません。

では、どんな子どもが嘘をつき続けるのだろうかと考えたときに、二つに分けられます。ひとつは
「過剰に褒められた子ども」です。お母さんが過剰に褒めているため、お母さんの前ではできない自分
を見せられず、嘘をつきます。テストの点数を修正液で消して100点に直してお母さんに渡すなどがあ
るわけですが(これは小学生らしく、すぐにバレる嘘なのでかわいいのですが…)、そうした場合でもお
母さんは「何かの間違いでしょう」とか「ちょっとした出来心でしょう」となってしまい、子どもが嘘
をついたという事実を認めようとしません。そこで子どもの嘘をしっかりと認めてあげることの方が、
子どもにとって良い結果をもたらすことになるとは考えません。私は塾の講師なので、家庭の教育まで
踏み込むことはできないですから、それ以上は何も言えないのですが、結局その子は不登校になってし
まいました。私がもっと親に言っていればそうはならなかったかもしれないと後悔しています。

一方、過剰に叱るとどうなるかというと、叱られないようにその場を誤魔化そうとします。叱られた
ことを直そうとするのではなく、その場を切り抜けることに頭が行ってしまうんです。いろいろと叱ら
れてきたことがあるのでしょう。褒められたことがないのかもしれません。叱られないようにするため
には叱られたことを直すのではなく、その場を誤魔化す方が簡単で、やりやすいんです。これはまだ小
学生なので、すぐにバレる嘘で、例えば「宿題をやったのに家に忘れた」と言ったのに、机の中やカバ
ンの中に宿題として出ていたテキストが入っているとか、そういうレベルです。こうした親御さんの場
合、嘘がバレるとさらに叱るので問題は全く解決しないという状況になります。なんとかこうした嘘を
直してあげたいと思い、いろいろやっては見たのですが、今までの生活習慣と化しているので直りませ
んでした。とても難しいところです。

このような指摘は多くの育児本にも出ていて、例えば私がよく読む佐々木正美先生の本には以下のよ
うな記述があります。

「私たち大人は、子どもに対する「期待の表現」として、子どもをほめたり叱ったりしているところ
がないでしょうか。(26-28頁)」

これは自分が塾の講師としては理解できますが、一人の親としてはドキッとする部分があります。期
待をしないという選択肢はないので、どの程度期待をすればいいのかという程度問題になるわけですが、
なかなか難しいものです。その程度をどうすれば良いのでしょうか。

「ほどほどにほめて、「できたからって、それほど大したことではない。仮にできなかったとしても、
それはそれでどうってことはないんだ」と、子どもに思わせてあげたいものです。

親の期待に応えてくれたときに、思いきりクドクドほめることは、「こうしてくれることで、私はう
れしい」と、子どもを脅迫しているようなもの。やり過ぎると、子どもは金縛りにありますよ。

また、叱ることと背中あわせで、親の評価を気にしながら生きていく子になる心配があります。ほめ
ることも、行き過ぎは毒ということです。「それは、いいことがあったね、おりこうだったね」くらい
で、さらっとほめるのがいいのです。(32-33頁)」

教育というのは大変難しいものです。しかしだからこそ面白いのかもしれません。今後のスモールの
教育事業では、教育を通して親御さんと子どもたちに真剣に向き合っていこうと決意しています。より
良い教育の実現に向けて頑張っていきます。 (文責：有限会社スモール 福井）

参考文献
若松亜紀・佐々木正美『「ほめ方」「叱り方」「しつけ方」に悩んだら読む本』 PHP研究所、2013年

やさしく教育論＜５時限目＞

＜著者プロフィール＞
福井俊保(ふくいとしやす) fukui@small.co.jp 1976年生まれ。大学は理系に進学し数学を学んでいたが大学院では文
系に進学し国際政治の勉強をする。大学院で研究する傍ら中学受験塾で4教科を約15年間教える。現在は有限会社ス
モール（http://www.small.co.jp）で脳力研究部の主任を勤めている。
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市川の今月のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!

卒業式シーズン！大切な写真は専用のアプリで管理

～ PlayMemories Online～

みなさんこんにちは。3月も中旬になりやっと春らしい季節になってきましたね。気温もだいぶ温か

くなり桜の季節ももう間もなくやってきそうな気配です。3月といえば卒業式のシーズンですが、卒業

式や入学式といった一年の中でも一番思いでとして残るイベントの時に絶対に必要なものがあります。

それはカメラですね！

昔も今も時代は変わっても写真という思い出になるものは必ず残しておきたいと考えます。昔ならば

写真を現像しないと、どんな風に撮影されているか分かりませんから必ず現像しましたし、その中で特

に大切にしたい写真は必ずアルバムに保存したと思います。

しかし現在はデジカメという便利なカメラがあるので、何枚でも何千枚でも撮影できます。そしてス

マホで撮影されたものは自動的にクラウドへ保存されるという事になってしまっているので、写真を整

理するといったことはせずに、そのまま撮りっ放しといったような状態になってませんか（笑）でも

せっかく撮影した写真は現像してアルバムに保存しないまでも、本当に残しておきたい写真だけをピッ

クアップして保存しておきたいではありませんか！？

そんな時におすすめなのがソニーから写真を管理できるアプリ(PlayMemories)です。

PlayMemoriesは本来はソニーのデジタルカメラ専用のクラウドサービスですがアカウントは無料で

作成できます。しかも容量は写真のサイズが指定されていますが基本無制限です。そしてアルバム管理

をパソコンでしてクラウドにアップロードしておけば、スマホ、タブレット、ブラウザ(PC)など閲覧

は何処でもできます。後は閲覧の時にアルバムを指定してあげればスライドショーなどでお気に入りの

写真が閲覧できます。

ただこういった機能はiCloudやGoogleフォトでもおなじみの機能ですのでわざわざこのアプリを入

れなくても同じような事はできます。が、あえてこのアプリをおススメする理由はiCloudもGoogle

フォトも私の場合はただ単に写真を保存するだけのバックアップアプリになってしまってるのです。そ

れをいまさらアルバムを作成してお気に入りだけを保存してあとはいらない写真を捨てるといった事は、

後からやろうと思ってもできない事なんだと思います。ですからあえて写真の保存というより自分のオ

リジナルアルバムを新たに作成するという意味でそういった機能に特化してるカメラ専用のアプリをご

紹介させていただきました。

みなさんも大切な写真を改めて整理してみて家族の方たちと改めてアルバムをみる機会を作ってみて

はいかがでしょうか？
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編集後記 私は昔は、写真を撮影するのもさ
れるのも嫌いでした。写真に写っ
ている自分の顔が嫌だったからで
す。でもスマホにカメラが付くよ
うになり写真をFacebookなどで
紹介して『いいね！』をしてくれ
るようになると撮影が楽しくなり、
写っている自分の表情も自然と笑
顔ができるようになりました。今
までは自分の顔が嫌いだったので
はなく笑顔ができなかったからな
んですね。それ以来すっかりカメ
ラの前では120％の笑顔が出せる
ようになりました。(笑)(市川）

平塚ミニバスケットボール連盟設立
20周年記念ピンズを制作しました

神奈川県のバスケッ
トボールの聖地、
バスケ漫画「スラム
ダンク」に登場する
平塚総合体育館をモ
チーフにデザインし
ました。

みなさま、いつもありがとうございます。
最近増えてきた見放題の動画配信サービス
にはまってしまいました。Hulu(月933円)、
Netflix(月650円)、私はamazon「プライ
ム・ビデオ」(年3,900円)です。番組は映
画や日本のドラマもありますが、私は海外
ドラマ「２４」シリーズ、ジャック・バウ
アーにはまってしまいました。24だけに1
シーズン、1回1時間、24話が完結します。
それが８シーズンあります。いつになった
ら終わるのか。アメリカのコンテンツは質
も量もすごい！と思い知らされています。
お花見しましょ！やさしくデジタルで２２
ＩＯ！（中島正雄）

ピンズ
コミュニケーション

鳥取の岡野富江さんからピンズを
いただきました。ありがとうござい
ます。７月のPINS展に展示します。

イベントのご案内

「 お花見 ２０１６ 」

日付 ２０１６年３月３１日（木）

時間
17:30 靖國神社の境内
18:30 多幸八（神保町）へ移動

場所

靖國神社（九段下）
多幸八
千代田区神田神保町2丁目20−29 大池ビル 1F
電話:03-3263-1568

会費 3,000～5,000円を予定（割勘）

申込

※どなたでも参加いただけます。
コンピュータリブまで、TEL.03-3556-1477
ホームページ http://www.computerlib.co.jp/
電子メール info@cpl.jp でお申し込み下さい。

靖國神社のこの辺りに17:30集合して下さい


