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松村寧雄と行く高野山スナップ
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樹齢７００年を超える杉の古木と供養塔

”立体マンダラ”を見に根本大塔を目指した

部屋で交流会

６時半から早朝勤行（お経）

写経

毘沙門天で燃え上がる炎の護摩焚き

ビールと名物の胡麻豆腐

松村寧雄先生の講義



高野豆腐と胡麻豆腐
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「なくよ」と言えば「うぐいす平安京」。では「む
れなす」とくれば、「かもめ遣隋使」、そう小野妹子。
では「白紙にもどす」と言えば、「遣唐使」。平安時
代の唐（中国）は、様々な文化の最先端だった。

西暦８０４年、最澄３８歳、空海３１歳の時、同じ
遣唐使の一員として唐へ向かうことになった。最澄は、
桓武（かんむ）天皇に認められていて、エリートで超
有名人、旅費などの費用は全て無料、しかも通訳付き
の特別待遇だった。一方、まだその頃、無名だった空
海は、長期滞在が義務づけられたその他大勢の留学僧
だった。
唐で空海が目をつけたのは、当時最先端だった「密

教」だった。空海は難解な古代インド語であるサンス
クリット語をすぐにマスターし、さらに、密教の教典
やマンダラを日本に持ち帰った。そんな空海に対し最
澄は、エリート留学だったため滞在期間は短く、当時
主流だった天台宗の奥義をマスターした程度だった。

やがて、日本に「密教というものが大きな力を持っ
ている」という情報が入ってくる。嵯峨（さが）天皇
は、密教をマスターしていた空海に高野山を与え、仏
教で国家を護る役目を任せることにした。そのことは
またたく間に天下に広まり、空海の名は、エリートの
最澄と並ぶようになった。
頭のいい最澄は、よく機転がきいた。中国で密教を

学ぶことができなかった最澄は、なんと空海に弟子入
りをしたのだ。そこでマンダラが活用される。密教の
奥儀は師匠から弟子へ口伝えで伝えられていた。密教
は言葉で伝えるには難しいので、絵で見せれる方法が
生まれた。それがマンダラだった。

その空海の知恵のマンダラを、クローバ経営研究
所・松村寧雄氏が現代で使えるように「マンダラ
チャート」を開発した。松村氏が開発した３×３の９
マスのマトリックスでデザインされたマンダラ手帳を、
私はいつも胸ポケットに入れ、問題解決ツールとして
使っている。
私は、一般的な横罫が引かれた手帳では、なんだか

調子が出ない、頭の中が整理されないのだ。９マスの
マンダラに情報を書き込み眺めていると、自然と次の
一手が見えてくるから不思議だ。今回、マンダラ手帳
の開発者の松村寧雄とマンダラの原点「高野山」に行
くというセミナーが企画された。

高野山は和歌山県にある。私は前日、和歌山市内に
泊まり、そこから高野山に行くことにした。ＪＲ和歌
山駅からＪＲ和歌山線で橋本まで行き、南海高野線に
乗り換え、さらに一時間で極楽橋駅に着く。そこから
はケーブルカーで高野山駅まで行く。９時に和歌山を
出て集合場所に着いたのは１１時だった。高野山駅前
は、私が思っていたイメージとは違い、世界遺産とい
うわりに何もなかった。
駅の横に一軒だけ土産物屋兼食堂があった。「２時

まで居ていいですか？」と尋ねると、「どうぞ～」と、
いい人だった。４人席のテーブルに一人で陣取り、卓
上のメニューからビールと一つ目の名物の胡麻豆腐を
注文した。高野山だから高野豆腐かと思ったけれど、
高野豆腐はメニューに無かった。高野豆腐といえば、
母がよく作ってくれた。京都育ちの母の玉子焼きは甘
くないが、汁をよく吸った高野豆腐は甘かった。私が
美味しいうと毎日でも出てきたが、最近では正月に食
べるくらいになってしまった。

セミナーの企画力と段取りが行き届いていて、イベ
ントがトントン拍子に進んでいった。現地ガイドの案
内で金剛峯寺（こんごうぶじ）を見て、胎蔵界（たい
ぞうかい）の大日如来と金剛界（こんごうかい）の四
仏が祀られる”立体マンダラ”を見に根本大塔を目指し
た。高野山の街中は、駅前とは違って賑やかで、欧米
人の観光客が多いことに驚く。
高野山で宿泊するのはお寺の宿坊。私たちは東の端

にある恵光院に泊まった。宿坊に着くと、次のイベン
トは阿字観での瞑想（３０分間）が待っていた。こち
らは坊主が肩を叩くようなハードなものではなく、ど
んな座り方でもよく、ゆるいものだった。宿坊にも欧
米人が多かった。次は食事、精進料理でお酒も呑めた。

食事が終わると僧侶の案内で夜の奥之院に参拝する
「奥之院ナイトツアー」。薄暗い中、今でも弘法大師
（空海）がいるという奥の院まで約２キロの参道を、
提灯を持って歩く。参道は、樹齢７００年を超える杉
の古木に覆われ、道の両側に戦国大名の墓石（供養塔
なので埋葬はされていない）や企業の慰霊碑など約２
０万基が並ぶ。”大人のきもだめし”感覚の夜参りツ
アーは、１時間ほどで弘法大師が入定した御廟に到着
した。こちらも欧米人が多く参加していた。案内役の
僧侶も流暢な英語で説明していた光景は、違和感など
なく、高野山に来てから終始見て取れたアンバランス
なところに、日本の最先端を感じた。

風呂に入って部屋で交流会をするともういい時間に
なっていた。部屋は障子で仕切られているだけでカギ
などない、ベッドも、ユニットバスもトイレもない。
欧米人は大丈夫だろうか、いや意外と楽しんでいるの
かもしれない。日本人でもけっこう楽しい。朝は外が
明るくなるので自然と６時に起きる。６時半から早朝
勤行（お経）。７時から毘沙門天で、太鼓の音に合わ
せた軽快なお経と、燃え上がる炎の護摩焚きを間近で
見た。それはまるでコンサートのようなエンターテイ
ンメントを感じた。朝食。そして写経。続いて松村寧
雄先生の講義。再び奥の院まで歩き、空海のところ行
きお参り。お守りをたんまり買って、昼食を食べて解
散！リズムよくあっという間の高野山だった。
日本人もさるとこながら欧米人も多く来る理由がわ

かるような気がした。高野山には、朝起きてから寝る
まで、人を楽しませるコンテンツがすでに沢山ある。
そして、お守りやお札、神社仏閣のノベルティグッズ、
胡麻豆腐などの名物の売物もある。もしかするとこれ
も空海の仕業のような気がした。

マンダラは胎蔵界マンダラと金剛界マンダラの２つ
ある。２つ並べて掛けてある場合は、正面に向かって
右、東側に掛けるのは胎蔵界マンダラで、女性的原理
に基づく理の世界、あるいは物質的な世界観を表す。
向かって左、西側に掛けるのは金剛界マンダラで、男
性的原理に基づく智(ち)の世界、あるいは精神的な世
界観を表しているという。人間がこの世に生きながら
仏になれると説く密教の最高の悟りの境地、つまり即
身成仏(じょうぶつ)も、この胎蔵界と金剛界が融合し
ていることによって可能になるという。ここから先は、
ぜひ松村寧雄先生のセミナーを受講していただきたい。

前の晩、和歌山で岩橋社長に連れて行っていただい
たスナック「ＳＡＫＵ」のママのお気に入りの好男前
の守護神、深沙大将（じんじゃだいしょう）に会うの
は次回にした。（文責：中島正雄）



タイムライン

やさしくデジタル 年 月号2016 5 コンピュータリブ・(C) TEL.03-3556-14774

LURU HALLをプロデュースした岩橋さん

パンを焼く高久直樹さん

和歌山の「SUKU」のママからピンズをもらう

君津・西野ファームの梅原社長来訪

宿坊「恵光院」で

富士市の岡村さんと藤田さん

高久製パン新店オープン「ココナッツベーカリー」＠茅ヶ崎

松村寧雄と行く高野山記念写真（2016.0520～0521）



家内と二人ではじめたクローバ経営研究所でしたが、気づいてみるとそれなりに忙しくなっていまし
た。朝日新聞に求人広告を出すと３人の女性の方がパートに来てくれました。そのうちの一人、松岡洋
子さんは今も弊社で活躍していただいています。

ソーテック社から出版した「経営に生きる仏教システム」のおかげで、経営者から３×３のマトリック
スのマンダラ手法（ＭＹ法）を経営に使いたいという問い合わせが多くなりました。ＭＹ法の使い方を
教えるために、毎月定期的にセミナーを開催するようにもなりました。後にセミナー会場を虎ノ門パス
トラルにしたのも今思えばプラスでした。このセミナーは現在も「マンダラシリーズセミナー」として
継続中です。近年は東京駅前の丸ビルで開催しています。

お客さまが増えてきている実感がありました。私はふと、「ブッダの本を書いたがインドの地に行った
ことがない。インドに行ってブッダの悟りの道をたどらなければ不完全だ。それはお客さまに対して失
礼なことだ」と思いはじめました。ある日のこと衝動的に、神田にある交通公社(現ＪＴＢ）に入りまし
た。運が良いことに、磯谷さんというとても親切な方が対応してくれました。私は、磯谷さんに紹介し
ていただいた関西のインドのツアー、大谷大学の吉元信行（しんぎょう）教授が主催する「ブッダ最後
の旅とカピラ城踏査団」に紛れ込み、初めてインドに行くことになりました。

吉元教授は、現在は大谷大学名誉教授となられ、当時のツアーを以下のように記憶されています。
＜吉元教授より＞

「私は、1982年３月２日～14日の間、「ブッダ最後の旅とカピラ城踏査団」というインド仏跡参拝のツアーを組んで、

インドを旅行した。そのときに偶然参加していだいたのが、松村寧雄氏である。メインのコースは、ブッダ入滅直前

の最後の旅のコースであるマガダ国の都王舎城（ラージギル）からナーランダー佛教大学跡、パトナにあるクムラ

ハール遺跡、ガンジス河を渡り、当時のヴァッジ国の都ヴァイシャリ、最後の食事をされたチュンダの村、入滅の地

クシナガラである。その後、ブッダがおそらく目指していたであろう生まれ故郷カピラ城を訪ねた。そこには生誕の

地ルンビニーや王宮跡ティラウラコット（ネパール領）、ピプラハワー（インド領）も訪れた。その他、主要な仏跡であ

るブッダガヤー、スジャーターの村、サールナート、バーラナシなども見学した。

松村氏は、大変熱心に見学され、我々グループから離れて見学するなど、知識吸収の鬼となって見学をしたこ

とである。現地人との交流も余念がなかった。あるところでは瞑想するなど、このインドの地を満喫された。マンダラ

にも興味があり、各地でご自分のマンダラに当てはめて考察をされていたようである。

帰国後、当時の参加者8人全員の執筆になる論文集を上梓した。ブッダ最後の旅路とカピラ城踏査団編『仏教

の原点を訪ねて』（文英堂・1983）である。その本に松村氏は、「仏陀悟りの内景とシステム」という章を担当した。こ

の原稿は、我々3名の教員が共著で出版した『仏陀の足跡と思想』（文栄堂・1983）の中にそのまま収録されてい

る。マンダラを主軸とした論理的内容の論攷である。

その後も私との交流は続き、著書を発刊されると送っていただいたりしている。松村氏にとって、このツアーが最初

のインドであったらしく、そのインパクトはかなりあったようで、その後何回もインドを訪ね、思索をさらに深めておら

れるようである。その意味で、この我々とのインド訪問は松村氏にかなりの影響を与えていると見たい。」

私は、仏縁とでもいいましょうか、絶妙のタイミングで吉元教授と出会うことが出来ました。

初めてのインドから帰ると、ＭＹ法は更に進化していきました。
２冊目の本も出版できました。そして、よくあるビジネス手帳の
一週間を３×３のマトリックスでフォーマットしたマンダラ手帳を
開発するきっかけにもなりました。
マンダラ手帳は、現在、毎年10,000冊売れるまでになりました。

今、振り返っても、マンダラの考えを、手帳に収めてしまうという
アイデアは、秀逸だと思います。
これも仏縁だったのかもしれません。（つづく）
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⑤
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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ｓ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/ )

「
初
め
て
の
イ
ン
ド
」
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教えること・考えること
小学生を教えていると「○○先生の授業はつまらない」と生徒が言っているからと、それに対して「もっと楽

しい授業をしなさい」と上司に指導されている先生がいます。子どもたちのやる気を引き出すために楽しい
授業をしようというのは一見、正しいよう見えますが、果たしてそれは本当に正しいのだろうかと常々思って
いました。私も小学校の低学年には楽しい授業を心がけていますが、それはあくまでも目的ではなく手段で、
楽しく授業を展開することで、理解度を増すという目標のために行っています。しかし、最近の風潮として、
楽しさそのものが目的になっているのではないでしょうか。現在、私達が行っているプログラミング教育に関
しても、他社の教室は楽しさを追求するあまり、結局プログラミングを習って何を得たのかという結果の部分
が見えにくくなっていると感じます。

また、最近では「教えない」教育というのが子どもの自主性の議論と相まって、評価されている状況です。
「先生が教えなければ先生はいらないのではないか」と私は思ってしまいますが、「教えない」ことで子ども
たちが主体的に学べると言われているのでしょう。もちろん、教えすぎの先生というのもいて、生徒が質問す
ると一から十まで先生が解いてしまい、「分かったか」と聞くのです。そんな時に「分かりません」とは生徒も
言えないので、「分かりました」と言うわけですが、テストでは点が取れず、「何を聞いてたんだ。分かったと
言ったじゃないか」と先生に怒られるのです。こうした教えすぎの先生は問題なのですが、教えることを放棄
した先生も問題でしょう。

このような教育の現状に対して、苅谷剛彦氏は以下のように言います。

子どもがいきいきと活動すること自体に価値が置かれたり、学習の目標が抽象的になりすぎたりする傾向
(たとえば「生きる力」)が、近年さらに強まり、手段であったはずの活動や体験の価値が強調されるあまり、
活動を促すこと、体験の場を与えること自体が教育の目標になってきている。そうなれば、目標と手段との
関係を冷静に見ようという見方自体が弱まっていく(185頁)。

これは先ほど私が書いた内容と同じでしょう。目標と手段の関係をはっきりさせなければ、その授業に出
たことで結局何を学んだのか、誰も説明できず、ただ「楽しかったね」「面白かったね」で終わってしまいます。
また苅谷氏は以下のようにも述べています。

そうして高められたはずの意欲や興味・関心のもとで、どのような学習が行なわれ、どのような力が身につ
いていったのかをチェックすることより、興味や関心を高めること自体に力点を置く授業がもてはやされるよ
うになった…。(187頁)

小学校で「手をたくさん挙げなさい」と先生に言われたので、手を挙げていたのですが、指されたら何も答
えられないという生徒がいます。「手をたくさん挙げる」＝「やる気がある」と判断され、成績も上がるので、
手をたくさん挙げるのですが、理解はしていないので答えられないわけです。こうして「やる気」や「関心」が
高まる楽しい授業が重視された結果、「そこで何が教えられ、何が学ばれているのかを反省的にとらえよう
というリアリズムは弱まっていく」(188頁)のです。

では、先生はどのように教えればいいのでしょうか。先生の役割は単に知識を教えることではないのは確
かです。今の時代、小学生でもネットを使って、情報だけであれば簡単に調べることができます。もしかした
ら、先生よりも早く調べることができるかもしれません。そうした時代にあって先生の役割とは、「ときには生
徒の前で、明確に「わからなかったことを、どうにかこうにか考えて、その結果わかるようになること」のデモ
ンストレーションを、それこそ身を持って示し、追体験」(192頁)させることだと苅谷氏は言います。

先生が問題をどう考えているのかという考え方を教えることではじめて、子どもたちも考えることができる
ようになるのです。ですから、「考えること」と「教えること」は対立関係のあるのではなく、相互補完的な関係
なのです。これからの世の中、ますます考えることが重要なってくるわけですが、それに伴って教えることも
ますます重要になるでしょう。私たちは子どもたちに何を教えることができるのか、真剣に考えなければなり
ません。それが大人の唯一の役割であると私は考えています。

参考文献 大村はま/苅谷剛彦・夏子(2003)『教えることの復権』、筑摩書房

やさしく教育論＜７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!!

コンビニでオリジナルポストカードをお手軽プリント！
～ セブンイレブン・マルチコピー ～

みなさん、こんにちは。
前回はコンビニのアプリを使って写真をプリントアウトしましたが、今回はいまスマホに入っている写
真を使ってオリジナルのポストカードを作れる方法をご紹介します。
友人を撮影した写真をポストカードにして送ってみたり、旅行先で撮影した素晴らしい風景を近くのコ
ンビニでポストカードにして友人に送ってみたら喜ばれると思います。
これっていまひそかにブームになっているようですよ。簡単なので是非チャレンジしてみてください。
自分でオリジナルのポストカードを作成しようとすれば、印刷用紙を用意したり、トナーを補充したり、
写真入りポストカードならメモリーカードも購入したり。
ポストカードを作成すると何かとお金が出ていくものですから、せめて印刷代くらいは安上がりにした
いところですよね。ポストカードの印刷代を安くするには、激安プリントで名高い業者に注文するのが
お決まりの手段ですが、業者依頼は小部数の印刷をお願いしにくいところがネックになります。
「ほんの2、3枚でいいのに業者依頼は大げさ」「正直、データ入稿がめんどうくさい」「納品まで日に
ちがかかりすぎる」等々。小部数なのだから当日中に印刷して当日中に完成品を手に入れたい、という
のが大半の人の本音なのではないでしょうか。そしてそれが可能なのが、コンビニのプリントサービス
です！

今に始まった事ではないですが、最近思うのは便利すぎる世の中にみんな疲れだしてきているのかなと
感じます。最近ニュースでもやってましたが、高級なレコードプレイヤーが発売されたり、カセット
テープ専門のお店が出店したりと、アナログがいろいろなところで復活しだしてきているんです。
私自信もそうなのですが、一日中デジタルだけに浸かっていると非常に疲れるんです。ですから休日な
どはPCもスマホも一切使わない日を設けて、一日自然の中にどっぷり浸かってみたりしています。
そうやって自然の中にいると、やっぱり人間も動物と同じで、自然の一部なんだとすごく実感できます。
そうしてるうちに、心や体も非常にリラックスしてきます。そうする事によって仕事の方も頑張れるん
です。私の場合は仕事はデジタルオンリーですから、プライベートはアナログ三昧と両方やっておかな
いとバランスがとれないんですね。うちの会社は『やさしくデジタル』というくらいですから、デジタ
ルオンリーな会社ではないので(どちらかというとアナログよりかもしれません。笑)、仕事で心も体も
疲れ果てるという事は全然ないのですが、やはり都内の仕事場という事でコンクリートに囲まれた生活
をしてるので、5月になり外に出るにはいい季節になってきたので、今後は昼休みなどは近くの靖国神
社や皇居の周りを歩いてみようかなと思っています。

デジタル時代のあなろぐ化
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編集後記 最近、不正や賭博などの報道が世間
を賑わしておりますが、何かこう人
間が窮々(キュウキュウ)に縛られす
ぎて、色んなものが爆発してしまっ
ているような気がします。わたし自
身もそうなのですが、現代の便利さ
ゆえの歪が世の中を支配してしまっ
ているような気がしてなりません。
もっとこうリラックスした状態で心
の中を空にできればと思いますが、
なかなかそういう訳にもいかないの
でしょうか？現代を生き抜くという
のは大変な事なのですね。（市川）

みなさま、いつもありがとうございます。今
月号はマンダラの研究でした。iPadの性能と
インターネットのサービスがよくなり、iPad
がテレビ化しています。テレビといえば、か
つては床の間に鎮座して我家で一番偉い（オ
ヤジよりも偉い）存在だったはずが、今は手
のひらで…アメリカのＴＶ番組「２４」に、
はまって３か月かけてやっと全編見ました。
そして次に趣を変えてアメリカ映画「マイ
レージ・マイライフ」の吹替版を見ると、主
演のジョージ・クルーニーとジャック・バウ
ワーの声が同じで…。7月30日になんと講演
依頼を受けました。しっかり準備したいと思
います。やさしくデジタル！（中島正雄）

イベントのご案内

「 第４回ピンズ展」開催のお知らせ

日付

２０１６年７月６日（水）
～８月１日（月）
※湘南ひらつか七夕まつり7/8～7/10

場所

HxM（メゾンド・アッシュxエム）
フランス料理レストラン
神奈川県平塚市夕陽ヶ丘３−５
(平塚駅南口徒歩6分）地図→
TEL. 0463-27-2171
駐車場専用４台、他 提携コインパーキングあり
〇営業時間
LUNCH 11:30～14:00（L.O.）
CAFE 11:30～16:00（Close）
DINNER 18:00～21:00（L.O.）23:00
（Close）
〇定休日：第１、第３火曜日
http://b-h-m.com/

期間中、ピンズを1,000～2,000ケ展示します。
みなさまからいただきましたピンズも展示しま
す。レストランは通常営業中です、食事を楽し
みにながらピンズを見に来ていただけるとうれ
しいです。平塚でとても人気のあるレストラン
です。事前にご予約をおすすめします。
★オリジナルピンズ制作します。
★期間中にパーティーを予定しています。参加
していただけるとうれしいです。


	スライド番号 1
	松村寧雄と行く高野山スナップ
	高野豆腐と胡麻豆腐
	タイムライン
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

