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渋沢栄一 
大河ドラマ「青天を衝け」 



 

 

 

 

１ 

渋沢栄一の生涯 

渋沢栄一は生涯約 500 の企業と約 600 の公共事業の運営や設立に関わったと言われていますが、その正確な数

は未だわかっていません。その中には現在も日本の経済の中心となっている企業も多数存在します。渋沢栄一は一体

どのような生涯を歩んできたのでしょうか。生い立ち、実業家時代前、実業家時代、引退後に分けてその生涯をご紹

介します。 

 渋沢は天保 11（1840）年、武蔵国榛沢
はんざわ

郡血洗
ごおりちあらい

島
じま

村（現・埼玉県深谷市）に生まれました。実家は農業

を営んでおり、その傍らで養蚕や藍の製造・販売なども兼営していました。家業を手伝いながら、父・市郎
い ち ろ

右
う

衛門
え も ん

から漢文の素読を習い、7 歳からは従兄の尾高
お だ か

惇
あつ

忠
ただ

のもとに通い、論語をはじめ四書五経などを学び

ました。 

生
い
立
ち 

 文久 3（1863）年、同志と共に高崎城乗っ取りなどの攘夷運動を行う計画を立てますが、結局中止しまし

た。幕府により取り締まられる危険があったため、京都へ逃れ一橋家の家臣となり徳川慶喜に仕えます。その

後、慶喜が将軍となったため、幕臣となりました。慶応 3（1867）年、慶喜の弟・昭武を公使とする遣欧使

節団に随行を命じられ、ヨーロッパに渡ります。その後、明治維新となり明治元（1868）年に帰国。明治政

府に招かれ、明治３（1870）年には大蔵省に属しますが後に辞任します。 

実
業
家
時
代
前 

 先進的なヨーロッパ諸国の実情を目の当たりにした渋沢は、一刻も早く日本にも近代産業を根付かせようと

します。大蔵省辞任後の明治６（1873）年に、第一国立銀行の開設に関わり、総監役、後に頭取を務めました。

以来、第一国立銀行を拠点に、株式会社組織による企業の創立、育成に努めます。また、東京商工会議所の前身

にあたる東京商法会議所、東京商工会、東京商業会議所の会頭を歴任し、政府に対して実業界の重要性を説き、

発展に尽力しました。その一方で、将来の実業家・技術者を育成するために、実業学校の創立や発展にも寄与し

ました。 

実
業
家
時
代 

明治 42（1909）年に金融関係以外の企業の役職を退きました。さらに大正 5（1916）年には金融界か

らも引退しました。その後は、国際親善、世界平和の促進、道徳の刷新、実業及び女子教育の振興、学術文化

の助成など公共事業、社会事業の支援に尽力しました。昭和６（1931）年、多くの人々に惜しまれながら 91

歳でその生涯を閉じました。 

引
退
後 

令和 3（2021）年のＮＨＫ大河ドラマは、「日本資本主義の父」とも称される渋沢栄一を主人公にした「青天を

衝け」です。令和６（2024）年度から新一万円札の顔になることも予定されている渋沢栄一とは、どのような人物

だったのでしょうか。その生涯や著作『論語と算盤』についてご紹介します。 



 

  

２ 

289.1 シブサ『〈現代語訳〉ベスト・オブ・渋沢栄一』渋沢 栄一／著 木村 昌人／編 ＮＨＫ出版 2020 

『論語と算盤』『渋沢百訓』『雨夜譚』などから厳選した渋沢の言葉を現代語訳し、分かりやすく解説しています。 

335.13『あらすじ論語と算盤』渋澤 健／監修 宝島社 2019 

『論語と算盤』の重要な項目を 400 字で要約しています。監修者は渋沢の玄孫です。 

289.1 シブサ『渋沢栄一を知る事典』渋沢栄一記念財団／編 東京堂出版 2012 他館所蔵 

J33『こども論語と算盤 お金と生き方の大切なことがわかる！』守屋 淳／監訳 祥伝社 2018 他館所蔵 

BU335.13『声に出して読む渋沢栄一「論語と算盤」』齋藤 孝／著 悟空出版 2019 他館所蔵 

K０-28『社史と伝記にみる 日本の実業家 人物データと文献案内』 

神奈川県立図書館／編 神奈川県立川崎図書館／編 神奈川県立図書館 2012 禁帯出 

公益財団法人 渋沢栄一記念財団ホームページ https://www.shibusawa.or.jp 

青
天
を
衝
け 

大河ドラマのタイトル「青天を衝け」は、渋沢が 18 歳の時に詠んだ漢詩の一節からとられています。 

勢衝青天攘臂躋 気穿白雲唾手征 
青空をつきさす勢いで肘をまくって登り、白雲をつきぬける気力で手に唾して進む 

師であった従兄の尾高惇忠と藍玉を売るために信州へ行った際、険しい内山峡で詠んだ漢詩です。 

 資本主義と聞くと、金儲け、格差社会などのイメージがあるかもしれませんが、渋沢は社会の

ために財をなすべきと考えた経済人でした。そんな渋沢の思想をまとめたのが、大正５（1916）

年に出版された講演集『論語と算盤』です。 

「論語」とは中国古代の思想家・孔子の言行録で、渋沢は幼少の頃より親しみ、経営理念、生

き方において多大な影響を受けました。渋沢はこの「論語」を仁義・道徳の根拠に据えています。 

  

一方、「算盤」は経済、利益といった意味合いとして使っています。 

世の中の役に立つ経済を導くためには、長続きする富を築くためには、正しい道理、仁義や道

徳が必要である、つまり論語と算盤を同時に存在させるべきという、渋沢の思想「道徳経済合一

説」が『論語と算盤』にはまとめられています。 

100 年以上前に書かれた『論語と算盤』ですが、長年、主に経済界で働く人にとってのバイブル的存

在でした。最近では、ビジネスだけでなく人生の経典として、スポーツ選手をはじめとする幅広い分野

の人々が愛読していると話題になり、再び脚光を浴びています。 

 

私は論語で一生を貫いて見せる 

論語と算盤とは甚だ遠くして甚だ近いもの 

論
語
と
算
盤 

～
渋
沢
栄
一
の
こ
と
ば
～ 

https://www.shibusawa.or.jp
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『エトワール 星が奏でる  

         春の星座たち』 

神山 純一／作曲 

ビクターエンタテインメント 1994 

 タイトルにもなっている「エトワール」

とは、フランス語で「星」を意味します。 

春の星座である羅針盤座などにそれぞれ

イメージの曲を付けたＣＤです。 

このＣＤを聴いて、待ち遠しい春の夜空

を思い浮かべてみてはいかがでしょうか。 

DO 00183 

CJ 00684 マ 

DO 00258 赤・青 

CE 00338 A ラ 

『太陽系とロケットの歴史 

  シリーズ・ヴィジアル図鑑 ６』 

  宇宙航空研究開発機構／協力 

エンドレス 2006 

 私たちは、空を見上げたその先に宇宙が

あることを知っています。しかし、どれく

らい宇宙のことを理解しているでしょう

か？私たちの暮らす太陽系と宇宙開発の歴

史など、改めて宇宙についての理解を深め

るきっかけとなる、入門に相応しい DVD

です。 

 
DO 00183 赤・水 

ＣＤ 

DVD 

 

サン・テグジュペリ／原作 

中嶋 朋子、岸田 今日子、森本 レオ／朗読 

東芝ＥＭＩ 1998 

星の王子さまの朗読 CD です。途中に挿

入される曲は、大河ドラマ「真田丸」など

を手掛けたことで知られる服部隆之氏の作

曲。 

音楽とともに物語を聴きながら、宇宙の

どこかにあるかもしれない星に思いを馳せ

てみてはいかがですか？ 

『惑星 組曲 作品 32』 

グスターヴ・ホルスト／作曲 

ユニバーサル ミュージック 

2011 

近代のイギリスの作曲家、ホルストの

組曲です。有名曲の『木星』や『火星』

の他、『水星』や『金星』、『海王星』など

曲には太陽系の惑星の名前がついており、

それぞれに特徴があります。壮大で神秘

的な宇宙を感じることができます。 

 

 

ＣＤ 

ビデオ･ＣＤコーナー 

からの特集の紹介 

『アポロ 13』 

ロン・ハワード／監督 

ＣＩＣ・ビクター 1996 

  

  

 

ビデオ 

ビデオ・ＣＤコーナーには、今回ご紹介した作品

以外にも、特集に関連したおすすめ作品を展示し

ています。是非ご覧ください。 

CE 01243 I ホ VW 12002 吹日本語 

CC 01427 B ホ 

 

ＣＤ 

トム・ハンクス主演の映画。エンジンの

故障やタンクの爆発など度重なるトラブル

に遭いながらも、地球への帰還を目指した

月面探査船アポロ 13 号の実話を映像化し

た作品です。 

 美しい月面のシーンでは宇宙への憧れを

抱く一方、事故が起きた時の酸素不足や寒

さなど宇宙空間の過酷さに怖さを感じます。 

 

『星の王子さま 音楽物語』 



４ 

 

 

 

 
 
 

 

ＮＥＷＳ 調べもの 

コーナー 

 2020 年 11 月に『調べもの通信 NO．20』を発行しました。今

号で最終号になります。長らくのご愛読、ありがとうございました。 

 相模原市立図書館のチラシ・配布物のコーナーや調べものコーナー

等で配布しているほか、ホームページにも掲載しています。 

 

 

内容のご紹介 

・参考資料 ～本・新聞を探す本～ 

・郷土資料 ～まちづくり編～ 

・寄贈雑誌コーナーより  

・スタッフのセレクト 

・相模原さんぽ  

～相模原市立図書館～ 

R361『アンケート調査年鑑 2020 年版』並木書房編集部／編 並木書房 2020 

民間企業や研究機関発表の最新アンケートの中から、2019 年 6 月～2020 年 6 月発表の

アンケート 97 点を収録しています。世相を反映したアンケートも収録しており、例えば、

「新型コロナウイルス」関連では、意識行動や生活自由度についての調査、在宅勤務、職場

の感染症対策、定額給付金の用途等が掲載されています。また、レジ袋有料化、あおり運転

に関するアンケート等、ニュースで話題になった事柄も収録しています。現代のニーズの確

認、新たな視点や発想の発見にも役立つ１冊となっています。 

新着図書のご紹介 

R450『地球の自然と環境大百科』ＤＫ社／編著 原書房 2020 

 わたしたちの住む地球について、地学的構成、自然、生態系、気候と天気など 8 つのテー

マから構成され、地球の魅力を余すことなく伝えてくれる図鑑です。美しい写真や地図によ

って解説され、火山噴火や美しい結晶洞窟など、迫力あるカラー写真が見開きで大きく掲載

されています。地球 46 憶年の歴史と活動の仕組み、直面する様々な環境問題なども分かり

やすく説明されており、地理と科学への興味を広げてくれるでしょう。 

巻末には「国別データファイル」として、各国の面積・人口・首都・通貨のほか、公用

語・平均寿命、国を代表する動植物や建造物まで、様々な情報が満載です。 

R816『類語分類感覚表現辞典』中村 明／著 東京堂出版 2020 

本書は文学作品を中心に、様々な文献に見られる独自性の強い「感覚表現」について、

原文を引用し解説した辞典です。 

 例えば「色彩」の項目では、「赤」に関連する語句を「 炎
ほのお

色」「 茜
あかね

色」「臙脂
え ん じ

色」等、20

種類以上の細目に分類し、当該の色彩をどのように表したのかイメージが湧きやすい構成

になっています。 

 個性豊かな感覚表現に触れることにより、語句そのものはもちろん、それを生み出した

著者の新たな魅力も発見できる１冊です。 
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貸出できる方：相模原市内で読み聞かせを行う個人または団体（営利目的でないこと） 

貸出冊数：１枚の貸出券（１団体または個人）につき２冊まで 

貸出期間：７日以内 

貸出・返却・予約受付場所：調べものカウンター 

1973 年の出版以来、多くの子ど

もたちを魅了してきた、ロングセラー

の絵本。変わった形の素敵なパンをた

くさん紹介している名場面や、町中の

からすのお客さんたちがパンを求め

てやってくる所も、大型絵本になると

細かい描写や表情が見やすく、より絵

本の世界観に引きこまれます。 

 市立図書館では、自由にご覧いただけるよう一部の大型絵本を子どもの本のフロアのじゅうた

んコーナーに置いています。また、所蔵している大型絵本のリストもありますので、スタッフに

お声かけください。この機会に、ぜひお子さんと一緒にご利用ください。 

なお、貸出は市内で読み聞かせを行う方を対象にしています。おはなし会でご利用ください。

遠くからでも見やすいため、子どもたちも集中して楽しめます。 

 

 図書館には、手に取って読む絵本を大きくした大型絵本があるのをご存知ですか？ その大きさ

は、見開きで１ｍ近くになるものもあり、大迫力の絵に子どもたちは興奮しながら見ています。 

 Ｅ／オオガタ 『からすのパンやさん』 

       加古 里子／著 偕成社 1997 

 Ｅ／オオガタ 『100 かいだてのいえ』 

いわい としお／作 偕成社 2009 

 トチくんが、階段を登って 100 かい

だての家のてっぺんに住む人を訪ねて

いく、子どもたちに大人気の絵本です。 

タテ 116cm と迫力ある大型絵本は、

住人やそのお部屋をじっくり見ること

ができます。絵本の横に座って親子で指

さしながら会話も弾みます♪ 

 Ｅ／オオガタ 『どうぶつしんちょうそくてい』 

      聞かせ屋。けいたろう／文 高畠 純／絵 

                 アリス館 2016 

子どもたちにおなじみの身長測定

を動物たちがすると、とってもユーモ

ラス！ 動物の特徴に合わせて、絵本

を横開きから縦開きに向きを変えて、

より大きく見せる工夫がされている

場面は、大型絵本になると、さらに動

物の姿や表情が近くに感じられて迫

力満点です。 

 

地上のねずみと地下のもぐらの

遠足が同時進行していく絵本の大

型版です。それぞれの小さなハプ

ニングは大きな絵のおかげで見逃

すことはありません。二人の読み

手でねずみともぐらを演じ分ける

のも楽しい絵本です。 

 Ｅ／オオガタ  

『ねずみのえんそくもぐらのえんそく』  

藤本 四郎／作・絵 チャイルド本社 2009 



６ 

  

 

302.34『ドイツがわかる 歴史的・文化的背景

から読み解く』岩村 偉史／著 三修社 2019 

 ドイツ人の考え方や価値観が見えてくる本で

す。 

302.34『ドイツ人はなぜ、年 290 万円でも生

活が「豊か」なのか』熊谷 徹／著 青春出版社 

2019 
 ドイツ流のお金の使い方・生き方を学べます。 

302.34『現代ドイツを知るための 67 章第３版』 

浜本 隆志／編著 髙橋 憲／編著 明石書店 

2020 

 

 

  

293.4『グリム童話の旅』 

藤崎 康夫／著 アートダイジェ

スト／編 京都書院 1997 

 グリム兄弟生誕の地ハーナウか

らブレーメンまでのメルヘン街道

を旅し、メルヘンの神髄に触れら

れます。 

 

 

 

【参考文献】山田 史子「日本におけるグリム・メルヘン受容」 

              （『研究年報 21 号』p60～82 慶應義塾大学独文学研究室 2004） 

 世紀を超えて世界中の人々に読み継がれているグリム童話は、1812

年に初版が出版されてから 1857 年の決定版（第７版）に至るまで、グ

リム兄弟によって何度も手直しされてきました。私たちが慣れ親しんでい

るグリム童話は、この第７版が主流となっています。1980 年代以降は、

初版や第２版なども出版されました。また、日本では、1990 年代半ば

から、グリム童話の「残酷性」に焦点をあてた解説書やアンソロジーの類

が相次いで出版され『本当は恐ろしいグリム童話』といった本がベストセ

ラーを記録しブームが起きました。  

現在では、完訳本なども多数出版されています。版・訳者により特色が

あり、読み比べてみるのも、興味深いです。 

J943『完訳グリム童話 子どもと家庭のメルヒェン集 全２巻』   

ヤーコプ・ルートビッヒ・グリム／編 ビルヘルム・カール・グリム／編 

ぎょうせい 1985 

 グリム生誕 200 年記念として出版された、日本では初となる 1819

年版（第 2 版）の完訳本です。“口語り”の文章が新鮮です。 

  ドイツには、グリム童話をはじめ、ローレライ伝説や魔女伝説といったその地に伝わる物語や伝説が多く残ってい

ます。また、文化・理論・技術分野において、多くの歴史上重要な人物を輩出してきました。 

  2021 年 1 月で日本とドイツは交流 160 年を迎えました。「本で読む世界一周」5 回目は、ドイツを取り上げます。 

B940『増補 ドイツ文学案内』 

手塚 富雄／著 神品 芳夫／著 岩波書店 1993 

文学に関してだけでなく、その作品や作者の時代背景に関し

ても詳しくまとめられています。 

 

B943『影をなくした男』シャミッソー／著  

岩波書店 1999 

「影をゆずってはいただけませんか?」それと 

引き換えに幸運の金袋を手に入れますが、影 

がないばっかりに世間の冷たい仕打ちに苦し 

まねばならない青年の運命を描いた作品です。 

 

383.8『ドイツおいしい物語』 

大島 愼子／著 東京書籍 1996 

 ドイツの食べもの、四季、習慣、

都市について柔らかいタッチのイ 

ラストを交えて紹介しています。 



７ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業報告（10 ⽉〜12 ⽉） 
☆ ⼦ども読書スタンプラリー 〈  10 ⽉ 1 ⽇（⽊） 〜  11 ⽉ 29 ⽇（⽇） 〉 

例年夏休みに行っていましたが、今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、秋の読書週間に合わせて

実施しました。たくさんの子どもたちの参加があり、出題されたクイズを一生懸命調べている姿が見受けられま

した。記念品のトートバッグをもらうと、嬉しそうな笑みがこぼれていました。 

 

☆ 読書記録ノート 〈  10 ⽉ 1 ⽇（⽊） 〜  11 ⽉ 29 ⽇（⽇） 〉 
こちらも例年夏休みに中学生以下を対象に行っていた「読書記録ノート」の 

配布を、秋の読書週間にあわせて実施しました。ノートを目当てに来館してく

れたお子さんもいらっしゃいました。 

 

☆ 読書記録⼿帳 〈  10 ⽉ 1 ⽇（⽊） 〜  11 ⽉ 29 ⽇（⽇） 〉 

読み終わった本やこれから読みたい本を記録できる「読書記録手帳」の配布 

を実施しました。大人の方への配布は今回が初めてでしたが、多くの方にお持

ち帰りいただきました。 

 

☆ SDGsと図書館 〜 あなたが変える未来 〜 

※ SDGs（持続可能な開発目標）とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択され、2030 年までに持続可能で

よりよい世界を目指す 17 のゴール（目標）、169 のターゲット（取組・手段）から構成された国際目標です。 
 

☆ FM HOT 839 ＼ 図書館へ⾏こう ／ 放送中‼ 

〈  11 ⽉ 13 ⽇（⾦） 〜  12 ⽉ 27 ⽇（⽇） 〉 

SDGs の普及啓発として、取組を紹介するパネルや図書館が所蔵する関連図書の展示を行いま

した。また、国連広報センターの千葉潔氏へのインタビュー記事を、相模原市の特設サイト

「SDGs one by one」（https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/sdgs-library/）に掲載して

います。 

5 ⽇ （⽕）〜 2 ⽉ 11 ⽇（⽊） （橋本図書館）  2021 年 1 ⽉ 
（相模⼤野図書館）2021 年 2 ⽉ 13 ⽇（⼟）〜 3 ⽉ 31 ⽇（⽔） 

と 図書館 SDGs   
巡 回 展 ⽰ 

https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/sdgs-library/

