


懐かしくも微笑ましいＮＧぎみの動画　

　２００２年。今から１０年前に撮影した私のYouTube動画を、見知らぬ方がブログで紹介して
下さっていると、Googleアラートから通知が届きました。これは『靖国』を出版する３年前のもの
です。http://amba.to/NL4Pc4
　当時はFacebookもTwitterもmixiもブログもまだ普及していない時代で、ネットで告知して集まっ
た人たちも、１０名弱だったと記憶しています。

　

　大きな組織団体の中で活動していれば、仲間も賛同者も大勢いて心強いものですが、この時は

孤軍奮闘、靖国問題について一人で語っていました。まだ小泉首相の靖国参拝が世の中で大きく

話題になる前で、私のような一般人は珍しい存在だったと思います。

　撮影場所は靖国神社の境内にある神池庭園。皆さんには池の前にあるベンチに座ってもらい、

そこでゲリラ・ライブ的に辻説法を始めました。

　

　カップルが私の後ろで座ったり（１分３８秒）、子供が前を走り去ったり（４分５７秒）、我

ながら笑えるやら、そんなところで熱く語っている自分が愛おしいやら。きっとあのカップルも

ベンチに座ったものの、甘いムードが台無しの話を後ろから大声で聞かされて、場所を移したの

でしょう。

　私も辺りを気にしながら、早く終わらせようと話していた記憶がかすかに甦ってきます。それ

でも４０分くらいは話していたでしょうか。

読後感想２

 
　あなたが日本人なら。

　この本は１時間２時間で一気に読めてしまいます。すべての言葉が心に響いて、

　読み終わったあとの爽やかな感動は、「日本人として」癒された瞬間です。



「東條英機の遺書」を掲載した経緯　

　今回の『靖国』は社内で会議を重ね、練り上げられた末の企画ではなく、社長の独断で決まっ

たようなものでした。

　版元である国書刊行会は多くの歴史書、宗教書、戦争に関わる専門書を出している出版社です

。ところが終戦記念日が近づくにつれて、小泉首相が靖国神社を参拝するかどうかで、あれほど

マスコミで騒がれて話題になり、他の出版社が靖国関連の本を次々と出版していく中、本来なら

得意分野であるはずなのに、国書刊行会は１つも出せないでいたのです。それは中国を刺激した

くなかったからです。

　国書刊行会は出版事業以外に日本語学校の経営を行い、中国にも２校開校しました。それなの

にもし中国から目をつけられ、その２校が閉校させられてしまったら、ひとたまりもありません

。だから、靖国問題にどれだけ物申したいことがあったとしても、何も出来ずにいたのです。社

長にとって、それはどれほど口惜しかったことでしょう。そんな時に拙稿は社長の手元に届きま

した。

　

「この内容なら中国を刺激せずに、こちらの言いたいことを伝えられる」

　

　８０社の出版社へ原稿を送り、７９社に断られ、最後の１社が拾ってくれたこと、そして、終

戦記念日の１ヶ月前に電撃的に出版が決まり、その２週間後に拙著が全国の書店に平積みされる

ようになった背景には、このようなエピソードがあったのです。

　そして、もう１つの大きな決断は最後の「東條英機の遺書」を載せるかどうかでした。

もしこれに中国側が反応してしまったら、社の存亡に関わります。だから、社長の気持ちの中

には、掲載を諦める選択もありました。そこで遺書へ誘導する文を、そのことに配慮したものに

修正することを提案し、私は社長の決断を促しました。結果、読後感想の中には、本文よりもこ

の「東條英機の遺書」にこそ本書の価値があるという、著者としては複雑な気持ちになってし

まう、苦笑いしてしまうような感想も少なくありませんでした。

　

読後感想３

 
　いかめしいタイトルとは裏腹に、内容はとても易しくて優しい本です。この本の見どころは巻

頭のメッセージと、巻末の「東条英機の遺書」ではないでしょうか？

　東条英機というと問答無用で「極悪非道の国家指導者」というイメージを持たれがちですが、

先入観なしにこの遺書を、清みきった心で読んでみてください。



マンハッタンで拙著をテキストに勉強会　

　『靖国』は期待したほど売れませんでした。どれだけ期待していたかというと、同年に出版さ

れたあの大ベストセラー『国家の品格』ほどに、売れると期待していたのです。そして、それを

足がかりに『新世代日本人のために　大和の心』を出版したいと私は考えていました。

　日本人が潜在的に抱えている過去の負い目を『靖国』で解消し、さらに未来に向かって、誇り

を持って生きるための指針を『大和の心』で示したかったのです。ところが現実は甘くなく、次

回作を出版するチャンスを得ることはできませんでした。その代わり７年の歳月は『大和の心』

の構想を練るには、結果的にちょうど良い期間となりました。

　それから５年が経ったある日。思いがけない知らせがニューヨークから届きました。マンハッ

タンで暮らす在留邦人たちのグループが、拙著をテキストに靖国問題の勉強会を開くというの

です。出版当時は残念ながら結果を出すことはできませんでしたが、「一過性のものではなく、

読み継がれる本であって欲しい」「いつか授業の副読本に採用される本であって欲しい」「海外

でも読まれるような本であって欲しい」という私の願いは、ささやかな形ではありましたが、そ

のどれもが叶うとても嬉しい知らせでした。その時に主催者からいただいたメールを今回は紹介

したいと思います。

読後感想４

　

　ご本人からこうしてメールが送られてくるとは夢にも思わず大感激です。６年前よりこうした

勉強会を自宅で続けております。当初はアフガニスタンやイラク戦争のドキュメンタリー映画を

上演しておりました。昨年に台湾についての勉強会をやったのがきっかけで、今回は靖国をいよ

いよやることになりました。　

　この件で靖国関連の本を１２冊ほど読んだ中で、宮本さんの本が一番心にスーと入ってきて、

この本と小林よしのりさんの『靖国論』をベースに、話を進めていこうと思っております。実は

宮本さんの本は全部自分で録音を録り、毎日聞いて頭に叩き込んでおります。この問題はほとん

どの本が、読んでいると気が重くなってしまいますが、貴方の本は愛に溢れていて、これからの

日本人に、かつて私たちのご先祖様がもっていた誇り、尊厳を呼び戻し、希望を与えてくれるも

のと確信しております。

　勉強会は英霊が見守ってくれているので、きっと良い会になります。

　結果報告いたしますね。ありがとうございます。



感動！斬新な宮本辰彦の靖国論

　「先の戦争の総括がなされていない」

　

　これは拙著『靖国』が出版された当時に、マスコミでよく聞かれた言葉です。深夜の「朝まで

生テレビ！」でも盛んにこの言葉を、田原総一朗さんが発していたことを記憶しています。し

かし、この総括議論ですっかり抜け落ちていたのが、心の総括ではなかったかと思うのです。

　

　そこで政治学者、歴史学者の観点からではなく、今までとは全く違うスタンスで、日本人の心

の癒しのため、未だ潜在的に日本人が引きずっている、敗戦の負い目を解消するために、靖国問

題を取り上げてみようと考えたのです。そうしないと表面上はすっかり復興し、繁栄しているよ

うに見えても、どこかに歪な影を落とすことになるからです。現に今の社会のあちらこちらに、

その歪みが表れているのは周知のことです。

　数ある靖国本の中で、おそらく敗戦後の日本人の心のケアを扱った類書は、おそらく今でも拙

著くらいではないかと思います。そして、靖国問題を通して、自分を愛するとは何か、国を愛す

るとは何か、日本に生まれた幸せとは何かを、記そうと考えたのです。

 
　そうしたらこれに応えるように、ある英語教師のブログに『感動！斬新な宮本辰彦の靖国論』

というタイトルで記事が掲載されていたのです（詳細37頁　http://bit.ly/N2qMz4）。
　しかも有り難いことに、この方は複数のブログを立ち上げて、それら全てでも同じ記事を載せ

て宣伝してくれるほどの、入れ込みようではありませんか。しかし、こうした熱烈な書評をいく

つもいただきながら、それらはどうしても散発的なもので、世間で反響を起こすほどのものとは

なりませんでした。

 
　あれから７年、時代は大きく変わりました。Facebook､mixiなどのSNSや､Twitter､YouTubeがいよ
いよ普及し、脱原発デモで人々はつながり、その声は大きなうねりとなりました。あるいは中国

漁船が海上保安庁の巡視船に追突した映像がYouTubeに流出して、人々はやっと自分たちの祖国
、そして日本という国家について考えるようになりました。『この国を愛するために靖国』とい

うタイトル自体に、拒否反応を示す人々が圧倒的に多かった当時とは、日本人の意識も行動もず

いぶんと変化したように思えます。だから今、改めて日本人に拙著『この国を愛するために靖国

』を読んでいただきたいのです。



『この国を愛するために靖国』の表紙カバー

　『靖国』のカバーは白地に黄色のライン。帯は金色です。これは私が企画書を出したときの

案が、そのまま通ってしまったからです。

　本当はプロのデザイナーの手によって、もっと素敵なものになるだろ

うと想像していたのですが、なにぶん時間がなかったため、良くも悪く

も私の素案がそのまま通ってしまいました。ある意味で「強くイメージ

すれば叶う」が、本当にそのまま実現してしまったわけです。

　「金色」の帯は英霊に敬意を表すため、「黄色」は金に準じた色と企

画書には記しました。そして、いたってシンプルなデザインには、商売

抜きにまるで教科書の副読本のように、多くの日本人に読まれますよ

うに、という願いを込めました。しかし、さすがに今見ると、あまりに

素人っぽ過ぎ、ビジネス度外視し過ぎています。本の売れ行きはカバー

次第と言いますが、いかにも売れなさそうなデザインです。

　『靖国』の改訂版がもし将来実現したなら、是非このようなデザインにしたい！というのが、

今回のFacebookのカバー画像です。

読後感想５

　

　目指す方向性を失った日本人に読んで欲しい本。

　日本が戦争に至った経緯から、戦後に精神性が荒廃するに至るまでが、

　分かりやすく書かれている。

　日本人に元々備わっていた“和の精神”とは？“愛する”とは？
　そういったことに答えつつ、今後の日本人のあり方を示しています。

　この本は一時間ほどあれば読めるので、ぜひ読んでみてください。



今も母のベッドのそばに『靖国』があります　

　「本当にこの本を世に出して良いのだろうか？」

　

　原稿の売り込み活動をしている最中、まだ出版社も決まっていないのに、私の中で迷いが生じ

ました。

　戦後６０周年という特別な終戦記念日が近づくにつれて、春先から早くもマスコミでは先の大

戦を扱った特集が組まれるようになりました。すると確かにそこには当時の日本国の仕打ちに、

恨み辛みを抱き、傷ついた人たちがいたことは事実なのです。

　今日でも、国や自治体の政策や対応に不満を抱き、酷く傷ついている人たちが、数え切れない

ほどいます。マスコミによる自虐報道、偏向報道といくら言おうとも、当時もやはりそうした傷

ついた人々がいたことは、否定できない真実でしょう。

　なぜならあの戦争は一億総玉砕といわれたように、全国民が巻き込まれるような規模のものだ

ったからです。そして、「特高警察」という言葉に代表されるように、当時の日本が現在の北朝

鮮のようであったことも、決して否めないからです。

　

　今日の日本であっても、左派から右派、真面目から不真面目まで含め、さまざまな考え、価値

観を持った人々が、この国では暮らしています。当時もそれは同じです。

　だから、神国日本を信じて、自分も家族も、国に命を捧げて然るべきだと思い、戦争に臨んだ

人たちばかりではありませんでした。「戦争に行きたくない」「人を殺したくない」という人々

にとっては、たとえ非国民と言われようとも、戦争に駆り出され、理不尽に家族を失うことは、

納得の出来るものではなかったはずです。反戦映画でよく描かれている、そのような人々の気持

ちもまた、本当であったことでしょう。

　

　私は「日本人の心の癒しと蘇り」のために書いたつもりだったのに、知らぬうちに片方の立場

に偏った考え方によって、結果的にもう片方の人々を傷つけ、苦しめてしまったのでは意味があ

りません。本が世に出た後では取り返しがつきません。

　そこで先の大戦で恨み辛みを抱き、苦しみ傷ついた人々の言葉に、私は全身全霊で耳を傾ける

ことに尽くしました。その上で私の言葉のどこかに、自分の都合で彼らの気持ちを押さえ込み、

無視するようなものはなかっただろうかと、念入りに慎重に確認していきました。だから、次の

ような読後感想は、短い文ではあっても、本当に嬉しかったのです。そして、拙著を出版して本

当に良かったと、心から思えた瞬間でもありました。

　

 
読後感想６

　

母（８２歳）も感動して読んだ一人です。



６０代、知覧町に行って涙した母。

実は好きだった人が、特攻隊に行って帰らぬ人となった由。

遊就館のビデオでも大泣きしていました。

その母が「バカな私でも解るようにまとめられていて感動した」と言っていました。

今も母のベッドのそばに『靖国』があります。



唯一の頼みの綱

　人生で忘れられない屈辱と挫折を味わったのも『靖国』でした。

　４月下旬、私は仕事で上京した際に、某出版社をアポなしで訪問しました。というのも「出版

を前向きに検討にしたい」とメールをいただいたにも関わらず、約１ヶ月を過ぎても連絡がなく

、こちらからメールをしても返信のない状況だったからです。しかもこの時期、すでに書店に本

が並んでいなければいけないはずなのに、まだ出版社すら決まらず、私にとって、ここが唯一の

頼みの綱だったからです。

 
　その出版社は築３０年以上は経っているであろう雑居ビルの５階にあり、１〜４階はすでに空

き部屋です。集合ポストの出版社名も辛うじて判読できるボロさで、ひょっとして連絡が取れな

くなったのは、すでに倒産してしまったからなのかと、不安がよぎるほどでした。狭い階段を５

階まで上がると、床も年季が入り、べこべこの状態です。しかし、どこもかしも本が積み上げ

られ、倒産はしていないようです。

 
　「ご免下さ〜い！」と何度か呼びかけると、山積みされた本の向こうから、年配のお爺さんが

顔を出しました。社長です。最初私のことが分からなかったようでしたが、話すうちに遠い記憶

を辿るように、思い出し始めました。てっきり他の出版社で話が進んでいると思い、私の原稿を

外注の編集にまわしたまま、まもなく社屋を引っ越す忙しさもあり、そのままの状態になってい

たというのです。

 
　編集の人は「社長がＯＫなら、話を進めてもいいですよ」という話にまでなっていたのですが

、宮本という人物の顔が今ひとつ見えてこないということで、話がそのままになっていたという

のです。しかし、当初いただいたメール「宮本先生のお考えに意を強くさせられました。仰せの

通り、これはまさしく日本人の魂の蘇生を願う出版界によるプロジェクトＸなのかもしれません

」の言葉と比べると、社長のトーンは下がっていました。「今、中国で反日運動も起こり、非常

にデリケートな問題だから」と、他の出版社同様に、すっかり弱腰になっていたのです。

 
　しかし、ここで諦めたらもう後がありません。「腫れ物に触るようにしていたのでは、いつま

でも問題は解決しません。戦後６０周年という大きな節目を機に、この問題と向き合わないと」

と私は訴えました。社長はただじっと目を閉じて話を聞いていました。

　結果、ここで会ったが百年目！私の必死の勢いに押される形で、ある編集者と１度会わせる、

ということになりました。

読後感想７

　

　仕事が終わり、帰宅し21時。それから一気に読みました。



　なんだか、自然に涙があふれてきました。これは読んでよかったと心から思いました。

　「東條英機の遺言」が、巻末に載せられております。ひとつの情報として、事実として、胸

がいっぱいになりました。



首の皮一枚つながったものの…　

　「宮本様の切なる思いにどこまで応えられるか分かりませんが、改めて編集実務者に検討をお

願いします」というメールが数日後に届きました。その結果次第で編集者と本作りについて、実

務的な相談を進めていきましょうということです。何とか首の皮一枚、命がつながった思いがし

ました。

　５月上旬、本来なら今頃から書店に本が並び、終戦記念日に向けて小泉首相の靖国参拝の話題

と共に、売り上げを伸ばしていかなければならないはずでした。しかし、もうそれは無理です。

ならば意識を切り替えて、せめて８月１５日の終戦記念日を発行日としたい。「この日が印字さ

れれば、今回の出版の決意が刻印される」と思ったのです。

（最終的にどうなったと思いますか？実際には８月１日に書店に並んだのですが。お手持ちの方

は良かったらご覧下さい）

　そして５月下旬、あるフリー編集者と会うことが正式に決まりました。ところがこの編集者の

ＨＰを見ると、左翼思想の書名が数多く掲載されているではありませんか。よりによって彼は典

型的な自虐史観の持ち主だったのです。これでは会う前から結果は火を見るよりも明らかです。

しかし、今さら他に当てはありません。この方にメールで挨拶し、原稿をデータで送り、ミーテ

ィングの日程を決めました。

　

読後感想８

　

　著者の文章力は凄いと思います。これまでの誰もが表現し得なかった方法で、わかりやすいこ

とと理路整然としていること、わかっているようで誰もが知らなかったことが、

遠回しな表現でなく率直に響いてくる書き方は非凡な才能です。　

　ただ現状の問題を述べるだけでなく、新たに生まれ変わるためには何をなすべきか、具体的に

書かれており、ただの歴史を述べるだけの本とは一味違うと感じました。



忘れられない屈辱と挫折

　６月６日午後４時。貴重な時間を割いてもらったことに、まずは精一杯の誠意を示すため、こ

こ１０年ほとんど着たことのなかった背広にネクタイ、そして菓子折を持って、お茶の水駅近く

にある編集者の事務所を訪ねました。

　表面上はとても穏やかな口調で、編集者は紳士然と話し始めました。ところがあらかじめ原稿

を送っておいたのに、どうも話が噛み合いません。原稿の内容について、頭ごなしに批判するの

ですが、批判されるようなことは、原稿のどこにも書いていないからです。

　つまり、彼はあらかじめ送っておいた原稿に、全く目を通していなかったのです。そして、私

が典型的な保守思想の持ち主だろうというレッテルで、原稿の内容についても、憶測で話してい

たのです。つまり、彼は良識ある大人を装いながらも、その目は偏見でしか私を見てくれてはい

なかったということです。

　

　思い出すのはオウム事件の頃の出来事です。１ＤＡＹレッスンを開催するために、会場を借り

ようと公共施設へ出向いた際に、使用目的を聞かれて、素直に「ヨガです」と答えると、館長が

出てきて、まるで殺人集団のメンバーでも見るような敵意に満ちた鋭い目で、「あんたたちに貸

すような部屋はない！」と罵声を浴びせられたのです。あの時と同じです。そして、編集者から

発せられた言葉は、「このような本を出したら、これまで築き上げてきた出版社の信用が損なわ

れてしまう」というものでした。

　彼は続けて「自分はこういう人たちの本の編集をしているのだよ」と、当時ＴＶにもよく出て

いた、ある古神道系の霊能者の本や、あるいはネイティブ・アメリカンの翻訳本を取り出して見

せました。そして、自分は神道についても精神世界についても、君のような見識不足の人間とは

レベルが違うのだよ、という人を見下す物言いが、言葉の端々から感じられました。追い打ちを

かけるようなそうした彼の態度は、私が屈辱と絶望に打ちひしがれるには十分なものでした。

　長く人に頭を下げる営業マンをしていた私は、自分の気持ちを抑え、自分のために時間を割い

てくれた彼に、精一杯の礼を述べて事務所を後にしました。その時の机の片隅に無造作におか

れた、名古屋から持って行った菓子折が、なぜか今でも印象に残っています。

読後感想９

 
　内容はあまりに深くて、難しい問題を抱えているのだけれど、それでも言葉を選びながら、私

たちに分かりやすいようにと、日本の歴史の真実を伝えようとしてくれています。

国を作ってくれた人たち、その国で暮らす私たち、これからの人たちに向けて大きな愛のメッセ

ージとして受け取れました。日本人としての誇りを持ちたいと思いました。



「すべて終わった」と感じる

　事務所を出た後、夕方のお茶の水界隈は、帰宅途中の学生たちの陽気な声で、賑わいでいま

した。そんな中、私はコンビニで缶酎ハイを買い、一人公園のベンチにネクタイを緩めて座り、

ぼうっと若者たちを眺めていました。

　「宮本先生のお考えに意を強くさせられました」という社長のメールから始まった今回の話が

、「こんな本を出したら、出版社の信用が損なわれてしまう」という言葉で幕を下ろしたのです

。わずかな希望を胸に、時間とお金をかけて東京まで出て来た自分が、惨めに映りました。

　公園で独り傷心の世界に浸っていた私は「終わった」とうなだれ、つぶやいていました。自分

の発した言葉に責任を取らなければと、漠然と考えていたからです。昨秋から始めた原稿の売り

込み活動の最中、年末恒例の教室忘年会の席上で、私は皆の前で宣言したのです。

 
　「もし今回の出版が叶わなければ、教室を閉める！」

　

　それだけの決意をもって私は今回の出版に賭けていました。と同時に必ず出版できると、浅は

かにも信じ切っていたのです。しかし、後で聞くとこの言葉は私だけではなく、皆にも随分と心

配をかけていたようです。

　缶酎ハイに口をつけながら、楽しそうな学生たちの話し声を聞き、私は放心状態のまま、そん

なことをぼうっと考えていました。

 
読後感想１０

　

　戦争に負けるとはどういう意味を持ち、どのような事が起きるのか述べられており、強い感銘

を受けました。

　戦後６０年経ち、戦争の頃の話を聞く事も少なくなってきましたが、まだまだ社会にも自分に

も影響を与えていると言う事に強い驚きを感じると共に、もっと昔の日本人について知りたいと

思うようになりました。



最下位でも最後まで走り切る心境

　東京で面談した編集者とは主義主張に、大きな隔たりはあったものの、プロの編集者と会う

のも、時に感情の高ぶった左翼の意見を聞くのも、私にとって初めての体験でした。そこでこの

貴重な機会を決して無駄にしてはならないと、落胆するのは後回しに、彼から得られるだけの情

報を、できる限り引き出そうと、面談の途中から頭を切り換えることにしました。そして、原稿

の手直しや売り込みに参考となるような情報を、少しでも聞き出すことに専念したのです。

 
　「もしＳさんが今の私の立場なら、この状況でどうやって出版社に売り込みますか？」

　すると「この内容や君の知名度ではたぶん無理だろうが、それでも何が？というなら」と、彼

は饒舌にいろいろと話してくれました。

　

　面談したその日だけはさすがに落胆し、どっぷりと落ち込みましたが、名古屋に戻った翌日に

は何とか気を取り直して、早速、左翼思想の彼の数々の意見を踏まえて、もう一度原稿を見直し

、内容も大幅に加筆することにしました。そして、出版社への売り込みについても、彼のアドバ

イスにしたがうことにしたのです。

　これまでは数社ごとに返事を待ってから、次に売り込んでいたのを、とにかくＤＭのように手

当たり次第に、手紙を添えて原稿を送ることにしたのです。猛烈な勢いで、５０社近くに送った

でしょうか。

　６月に入った時点で、現実的にはもう出版の望みは絶たれていました。それでも売り込みの手

を止めなかったのは、途中で倒れた走者が再び起き上がり、たとえ最下位でも最後まで走り切ろ

うとする心境に似ていたと思います。

読後感想１１

 
　子供に読ませたい一冊。是非学校の図書室に置いてもらいたい！



靖国神社での神秘体験

　靖国神社で私は一種の神秘体験をしました。出版の可能性がほぼ消えた頃のことです。

　『この国を愛するために靖国』を出版すると決めてから、私は上京する度に靖国神社へお参り

しました。そして、その時の自分の心情をまるで独り言のように、英霊に向かって毎回報告して

いました。

　終戦記念日を間近に控え、私はもう万策尽きていました。そんな矢折れ、弾尽きたような気持

ちで参拝したときのことです。「やれるだけのことは全てやりました。もう何も悔いはありま

せん」と、私の心には一定の達成感がありました。ところがその気持ちを御神前に報告している

最中、私の心にある言葉が、急にふわっと浮かんだのです。

 
　「必　勝」

　

　それは私の頭のどこにもないような言葉でした。その時の私の心情からは考えられないものだ

ったからです。やれるだけのことはやったという達成感は、どこか清々しささえ感じるほどのも

のだったのに、それを打ち消すかのようなこの言葉。私は思わず周りを振り返って、言葉を発し

た主を探そうとしたほどです。

　これは自分の心の内から出た言葉ではないと直感しました。この時ばかりは「英霊からのメ

ッセージだ」と感じずにはいられませんでした。考えてみれば日本が敗戦したということは、あ

る意味で英霊たちは負けたまま逝ってしまったということです。そんな彼らがまるで「負けて悔

いなし。そんなのは綺麗事だよ。やっぱり勝たないと！勝たないと意味がないよ！」と私に訴え

ているようだったのです。だから、最後の最後まで、とにかく諦めずに「必ず勝て！」と。

　

　しかし、今こうして振り返ってみると、あのときの「必勝」はそれだけではなかったように思

えるのです。「必ず勝て！」だけではなく、「必ず勝つ！」というメッセージが含まれていたの

ではなかったかと思えるのです。

　英霊たちのための鎮魂の書。名誉回復の書。そして、日本人の魂の蘇生のための書。それが『

この国を愛するために靖国』のテーマでした。それはまた、英霊たちにとっての願いでもあった

はずです。

　だから、心に浮かんだ「必勝」というあの二文字は、英霊たちからの「加護を約束する」とい

うメッセージだったのではないかと。いずれにしろ不思議な体験、不思議な感覚であったことだ

けは確かです。

読後感想１２

　

　中国の人も、韓国の人も、アメリカの人も、そして日本の人も、みんなで仲良く読みましょ

うね。この本が世界中に広がったら、戦争なんて、きっとなくなる。



　これなら外国の友人にも伝えられる！翻訳の得意な方、お願いです。

　一肌脱いで是非訳してください！



事態が変わったのは、まさにこの３日後　

　世の中には予想外に多くの出版社が存在していますが、たとえば建築や医療専門の出版社へ『

靖国』の原稿を送るわけにもいきません。そういう意味ではもう送れる出版社へは、原稿を送り

尽くしていました。

　

　７月１１日。この日は毎月恒例の滝行で、私は椿大神社のみそぎ修法会に参加していました。

そして、８月１５日以降の身の処し方について、静かな気持ちで意識し始めていました。出版が

叶わなかった絶望でもなく、諦めきれない焦燥でもなく、教室を閉じた後の不安でもなく、た

だニュートラルな状態です。

　その滝行から一夜明け、知人から緊急連絡がありました。天皇皇后両陛下が熱田神宮へお参り

されるとの情報です。そこで私は自宅から１０分足らずの神宮へ、取るものも取りあえず、慌て

て向かいました。

　招待された者しか境内には入れませんでしたので、一の鳥居前で他の参拝客と共に参道に並び

ました。大半は年配の女性たちでしたが、後ろにはノボリを持った強もての男たちも立っていま

した。

　しばらくすると、時間にして十数秒のことだったと思います。両陛下のお車がゆっくりと私た

ちの前をお通りになり、開けられた窓の奥から、テレビでいつも見る「慈愛に満ちた」という言

葉がぴったりの表情で、両陛下は私たちに手をお振りになられました。７年が過ぎた今でも忘れ

られない、とても印象的な出来事、両陛下のお顔でした。

　一瞬、目の前をさぁ〜っと、そよ風が流れるような感覚だったでし

ょうか。今日の出来事をきっかけに人生の流れが変わらないだろうか

。あやかりたい気持ちがごく自然に湧いてきました。事態が変わった

のは、まさにこの３日後です。

 
　「宮本先生のお考えを、世に出したいと思います」

 
　国書刊行会の佐藤社長から電撃的な電話があったのです。終戦記念日のちょうど１ヶ月前、７

月１５日のことでした。常識的にはあり得ない期日です。

 
 
読後感想１３

　                                                                        
　一歩踏み出すため。戦後に生まれ、戦中を知らない我々の世代が、いかに戦争の傷を受け止め

るかのヒントが書かれていると思います。

　まず百聞より一読にしかず。ぜひ多くの人に読んで頂きたい一冊です。



宮本先生のお考えを、世に出したいと思います

　７月１５日金曜日の午前。携帯電話が鳴りました。国書刊行会の佐藤社長からです。

 
　「宮本先生のお考えを、世に出したいと思います」

　「ただ、時期が時期だけに相当な離れ業を使わなければなりません」

 
　私にとっては大袈裟ではなく、救世主が現れたようでした。夢を見ているような、信じられな

い出来事が起こったのです。

　実際に原稿が出版社に届いたのはもう少し早かったそうですが、社長がそれを知ったのはそれ

よりも遅く、即、徹夜で原稿を読み、翌朝に電話をかけてくれたのです。

 
　翌週の１９日火曜日。私は一日がかりの編集校正作業を行うために上京しました。

　夜行バスで早朝に着いた私は靖国神社へ参拝し、それでも社員の出勤までに時間があったので

、出版社前にあるモスバーガーで朝食を取りました。

　店の窓越しから見える国書刊行会の看板を見ながら、これが夢でなく現実であることを、夢見

心地のまま改めて確認していました。

　

　出版社への売り込みを始めた当初、私は自分なりに基準を設けていました。英霊の鎮魂と日本

人の蘇りにふさわしい出版社から出したい。もちろん営業力のある大手から出したいのは山々で

すが、そうかといってエッチな本ばかりを出しているような版元からは出したくないな、という

気持ちがありました。

　結果、私の願いをそのまま社名で表したような「国書刊行会」。そして、ふたを開けてみれば

、一般書籍とは別に、国史、宗教、戦記物で大きな力を発揮し、学校教科書まで出版したことの

ある版元でした。

　一部の大手を除き、大半の出版社は広く知られた社名であっても、実際にはビルのワンフロア

であったり、マンションの一室で開業したりして、少数の社員であとは外注というところが普通

です。ところが国書刊行会は自社ビルで、すべてを自前で行っています。これが今回の離れ業を

可能としたのです。つまり、外注に頼っている版元だったら、一刻の猶予を許さない時期だけに

、その調整だけで時間的にアウトだったからです。

　

読後感想１４

　

　靖国神社の問題を題材に神道をベースにした独自の視点から愛とは何か、その大切さが書かれ

ていて、心に響く内容でした。　

　自分を愛する事の大切さはよく耳にしますが、国を愛する事、先祖を愛する事も同じように大

切だと言うことを「靖国」から教えていただけました。



　現状の問題をただ述べるだけでなく、新たに生まれ変わるためには何をなすべきか具体的に書

かれており、感銘を受けました。



この本は売れないよ　

　国書刊行会の佐藤社長と直にお会いしたのは、校正作業をしに出版社へ出向いたこの１日限り

でした。しかし、佐藤社長と過ごしたこの日は、大変思い出深いものとなりました。

　まずかけられた言葉は「よく辛抱して、あんな詐欺まがいの出版社から出しませんでしたね」

というものでした。私はあまりにも売り込みが思うようにいかなかったため、一時期は新聞広告

でよく見かける共同出版（協力出版）に、気持ちが揺らいだことを話したからです。

 
　「この本は中国の王毅駐日大使も必ず読むはずだから、注意深くやらないといけない」

 
　社長は出版事業とは別に日本語学校を経営していました。それはアジアの若者たちを日本に受

け入れ、戦前の大東亜共栄圏という、アジアの人々が共に仲良く栄える理想に、少しでも貢献し

たいと思ったからです。

　しかし、今回の出版で中国政府を刺激して、中国にある日本語学校２校が閉校に追い込まれて

しまわないとも限りません。それでも何とか靖国問題についてのメッセージを、社として発信し

たかったそうです。

 
　「国立国会図書館や世界の図書館でも所蔵されますよ」

 
　事実、ネットで『靖国』を検索すると、テーマがテーマだけに東大法学部をはじめ、日本国内

どころか、日本研究が盛んな海外の大学図書館の蔵書リストにも入ることとなりました。これは

私にとってささやかな自慢です。

 
　「校正作業をするのは何十年ぶりだろう」

　

　今回の担当編集者は、本当は他に決まっていたのですが、慌ただしく流動的にことが進む中、

私が上京した日に担当者が不在だったため、急遽、佐藤社長直々に拙稿を校正していただくこと

となりました。

　１頁１頁、補佐を１人つけて、社長と読み合わせをしながら、作業が進められていきます。

途中、何カ所か史実を確認するため、社長がどこかに電話をします。さすがそうした専門書を扱

っているだけに、電話１本でことが済みます。

　その後、帯のキャッチコピーや宣伝用ちらしの文面についても、社長と私の２人で案を出し合

いながら、決められていきます。

　表紙カバーについては階下のデザイン部で行われましたが、社長が私の企画案をそのまま採用

する形で、担当者に指示を与えていきます。原稿も表紙カバーも、ほとんど修正されることなく

、あまりにも私の案が採用されてしまうのが、気持ち悪くさえ感じましたが、今から思えばそれ

だけ時間がなかったということだったのでしょう。しかし、これも自前ですべてを行っている版



元だから、階上階下を行ったり来たりで、実現したことでした。

　

　「でも宮本さん、この本は売れないよ」

　

　つまり、社長はそれを承知の上で出版してくれたのです。創業者社長ならではのワンマン決定

で採算を度外視し、本業の合間に社長がプライベートで数百万円をかけて出版してくれたような

ものだったのです。

　そして、原稿はこの週の金曜には印刷会社へ回されることとなりました。もちろんこれも社長

の力で、印刷所へ優先的にねじ込んでくれたのです。

 
　どのような形であれ、人生諦めなければ、何が起こるか分からない。改めてそのことを思い知

らされる、今回の一連の奇跡でした。「事実は小説より奇なり」といいますが、全てがあまりに

ドラマチックでした。

　国書刊行会という社名もそうですが、売り込み期間八ヶ月、八十社目にして出版が叶ったこと

も私にとって象徴的でした。八百万、八大龍王、八咫鏡、八坂神社といわれるように、日本で

は「八」は古代より聖数といわれ、神様にまつわる数字、末広がりの吉数だからです。

　さらに拙著『靖国』が印刷所から上がった２９日。いわば『靖国』がこの世に生を受けた日、

実家から電話があり、祖母が亡くなったと知らせが届きました。奇しくも祖母の命日が『靖国』

誕生の日になったのです。祖母の命が靖国に受け継がれたような、不思議な巡り合わせとなりま

した。

　

読後感想１５

　

　この本との出会いは、価値観を変えてくれます。「靖国の歴史を知り、参拝の正当性を説く」

というありふれた論法ですが、内容は感激させられること間違いなしです。



国会議員へメッセージを送る　

　『靖国』の出版が確実となり、私は次のステップに移ることにしました。当初から出版そのも

のが目的ではなく、その先にあるものを目指していたからです。すなわち「日本人の魂の蘇生の

ため」という大願です。

　そこで佐藤社長が全国紙に六段抜きで『靖国』の広告を掲載すると意気込んでくれていたので

、その日にあわせて、国会議員に新刊案内のメールを出すことにしました。本当は献本したいと

ころだったのですが、物理的にも時間的にも、そんな余裕はありません。

 

　教室のメンバーにも手伝ってもらい、衆参両国会議員のＨＰを片っ端から調べてリストアッ

プし、文面を考え、次々と議員諸氏にメッセージを送りました。

　実際のところは本人たちがどれくらい読んでくれていたかはわかりませんが、事務所からの社

交辞令も含め、いくつもの返信をいただきました。面白かったのは返信をいただいたのは、ほと

んどが自民党ではなく、民主党議員からだったことです。

　そのうちの何人かは明らかにご本人からの返信で、２０１２年の終戦記念日に靖国参拝された

閣僚、松原仁国家公安委員長もその１人でした。

　

　そして、拙著が全国主要書店に並んだ後、今度は向こうから問い合わせが来ました。全国市議

会議員で構成されている某全国組織から連絡があり、『靖国』のチラシを会報に織り込んで約１

０００人の会員に配り、紹介していただけることになったのです。

　また、小泉首相の任期満了までにもう１回、終戦記念日を迎えるため、首相の靖国参拝の機会

があったので、私は首相官邸へも「日本の和の精神に基づく、首相の靖国参拝の正当性」と題



して、メッセージを送ることにしました。

　外国に対しても、自国民に対しても、これまで納得のできる靖国参拝の説明が十分ではない

と思ったからです。そして、１度メールした議員諸氏にも同様のメッセージを添えて、もう１度

、拙著紹介の案内を送ったのです。

　嬉しかったのは、あれから７年が経ち、Facebookで友達リクエストを交換し合う際に、何人かの
議員達から「あのとき『靖国』読みましたよ」と挨拶されることでした。

　

読後感想１６

　

　あっという間に読み終わりましたが、「感動」という言葉を使っても表現しきれない気持ちを

覚えました。子や孫にも受け継ぎたい本です。



注文書のキャッチコピー

　版元から拙著の見本と共に、チラシも届きました。これは出版社に出向いて校正作業をした

後で、社長と共に作成した注文書です。あの時はただのチラシという認識しかなく、これが注文

書だということも分からずに、その使い方自体、まだ知らずにいました。

　

　「世界に誇る和の精神を説く！」

　

　これは私が帰った後に追加された文で、完成されたものが届き、初めて知ったのですが、私の

気持ちをよく酌み取ってくれたキャッチコピーで、とてもとても嬉しかったのです。



全国主要書店で平積みされる

　８月１日。『靖国』は全国の主要書店に並び始めました。小泉首相が終戦記念日に靖国参拝す

るかどうかで、世間もマスコミも話題沸騰していたため、各書店でも靖国特設コーナーが設けら

れていました。そのお陰で私のような全く無名の著者の本が、書店の一番目立つところで、平積

みされることになったのです。計画通り、それは当初から考えていたことです。

 
　「もし自分のような無名の人間の本が、人の目に触れ、一定期間、店頭に平積みされるとし

たら、この機会しかない。だから、何が何でもそれにあわせて出版を実現させなければならない

」

 
　一般の方にはあまり知られていませんが、出版業界では毎日１００冊以上もの新刊が出てい

ます。その中で店頭に平積みされること、しかも長期にわたって並ぶことは至難の業です。新聞

で毎日のように目にする、出版を勧誘する共同出版の広告は、さも自著が出版された暁には、自

費出版と違って書店にも並び、「あなたも作家の仲間入り」という夢を見させます。しかし、店

頭に平積みする本の裁量は、各現場の店員に委ねられているのです。

　毎日１００冊以上もの新刊が出る中、限られた平積みスペースに、

わざわざ無名の作家の本を選ぶ店員などいません。書店側も毎日の売

り上げに必死なのです。だから、国書の佐藤社長も「あんな詐欺まが

いの出版社」と言ったのです。

　この日、私は自著を確認しに早速書店に足を運び、夏休みの子供達

と一緒に書店巡りをしました。

 
　「うわあ〜！ここにもお父さんの本がある！」

　

　この写真は父親がどんな内容の本を書いたのかも分からず、無邪気に出版を喜んでくれる子供

達たちとのスナップです。

読後感想１７

　

　評論家の解説書はたくさんありますが、宮本さんの語りかけは、国を愛するということが、第

一人称のこととしてわかりやすく伝わってくる感じがします。

 



人生初の出版記念パーティー

　全く思いがけないことが、『靖国』出版後に起こりました。ほんの１ヶ月ほど前までは教室を

閉じ、教室のメンバーともお別れすることさえ考えていたのに、秘かに出版記念パーティーの話

が進んでいたのです。それは８月１４日。終戦記念日の前日のことです。

　発起人は私が教室を始めてから、陰に陽にずっと私を支えて下さっていたＹさんです。

立派なホテルの会場を押さえ、さらに教室の皆さんで手分けして準備し、教室のメンバーだけで

なく、ご縁のあるさまざまな方に声をかけ、盛大に多くの方々に出版を祝っていただくこととな

りました。遠く岡山、大阪からも駆けつけていただき、私にとって一生忘れることのない、人生

で最高の祝福の宴となりました。

 
　この約半年の間に私はさまざまな人と出会いました。損得で近づいてくる人、逆に相手にもし

てくれない人。上から目線で相手を見下す人。偏見やレッテルでしか相手を判断しない人。自分

の思想や価値観と相容れない相手は、その人格までも否定する人。言うことだけは立派な口先だ

けの人。自分の言葉に対して無責任な人。いい人のふりをする人。

　その一方で、損得抜きで接してくれる人。信念と志を持って生きている人。無骨でも相手のた

めにひと肌もふた肌も脱いでくれる人。遠くオーストラリアからメールで励まし続けてくれた人

。

　そして、今回の出版記念パーティーでは、ずっと私を見守って下さっていた、皆様の「愛」を

感じました。しかも無我夢中で心に余裕のなかった当時よりも、７年経った今の方が、皆様の気

持ちが私の心に染みてきて、しみじみと感謝の気持ちが湧いてくるのです。



お世話になっている椿大神社で５０部の注文

　『靖国』の新聞広告が掲載された日に、毎月みそぎに参加している椿大神社のＩさんから電話

がかかってきました。お祝いの言葉と共に拙著５０部を神社で注文したいという、大変有り難い

連絡でした。

　今回のことを、私は椿大神社のどなたにも話していなかったので、新聞広告を見て驚かれたそ

うですが、私は私で大勢いる氏子崇敬者の一人にしか過ぎない自分の名前をフルネームで覚えて

下さっていたことに、とても驚きました。「宮本」という名字だけのことなら、たとえ広告記事

に載っても、まさかそれが私だなんて、思いもしなかったでしょうから。

　

　そして、８月１１日。いつものように滝行をしに椿大神社のみそぎ

修法会に参加すると、宮司が集まった百名近い参加者の前で、私と拙

著を紹介して下さったのです。私にとってはそれはそれは晴れがま

しく、とても嬉しい出来事でした。

　さらに９月１１日の滝行では、有り難いことに社務所入り口の、一

番目立つところに『靖国』が平積みされたあったのです。正直、お世

話になっている神社に拙著をおいていただけたことは、大手書店に平

積みされることよりも、遙かに嬉しいことでした。

　私の知る限りでは、今回の『靖国』は他にも靖国神社、明治神宮、

そして、赤坂の乃木神社でも置いていただけることとなりました。

　

読後感想１８

 
　昨日の新聞の広告で、御著書『靖国』の発行されたことを知り、早速入手して拝読させていた

だきました。

　一読させていただいた感想ですが、非常に判りやすく説得力があると思います。類書は我々神

職や時局問題に関心のあるもの以外には難しいものばかりです。御著書は、予備知識のない一般

の方々にとっても取り掛かりやすく、判りやすく、そして非常に説得力がある語り口で書かれて

いて、いっきに読了させていただきました。　

　

　なぜ、説得力があるか？愛という言葉がキーワードだと思います。許すこと、祈ること、活か

すこと、そして幸せになるためとの非常に前向きな呼びかけがあるからだと思います。類書に、

この前向きな呼びかけが感じられるものが少ないのはなぜか、と考えていましたら、終章にその

答えが書かれていました。体験です。宮本さんのこの呼びかけ（と呼ばせてください）には大自

然の中で滝に打たれ、祝詞をあげ、山に登った体験があり、机上の理屈ではないからです。　

　

　和のこころ、日本人本来の信仰のあり方を、外に向かって（内に対しても）説明してこなかっ



た私どもの怠慢を恥じ入るばかりです。先日あるキャスターが　仰っていました。「胸襟を開く

、襟を正すなどの言葉を大人は知っていますが、今の子供は着物に馴染みがないので、襟といっ

てもわかりません。ですから、大人が知ってはいても、もうそれらの言葉を使わなければ、その

言葉は死んでしまうのです云々」。言葉だけでなく文化や伝統など、自分では分かっていても、

それを人に伝えていくことがいかに重要か、御著書からも痛感いたしました。　

　

　神職として神社でお仕えさせていただく者として、大神の御神徳を説くこと、靖国の御英霊の

ことを説くこと、そして、明るく前向きに毎日を送るように説くことが、私どもの使命である

と常々思っております。宮本さんの『靖国』出版に勇気をいただきました。私どもも頑張ってい

きます。有難うございました。ひとりでも、多くの方がこの本を手に取り、この国を愛し、世界

の人々を愛し、そして自らを愛してくれるよう願ってやみません。益々のご活躍をお祈り申し上

げます。



アサヒビール名誉顧問、中條高徳先生の読後感想

　『靖国』出版から２年が過ぎた秋に、教室のメンバーから驚きの知らせが届きました。それは

アサヒビール名誉顧問の中條高徳先生からのお便りでした。

　教室メンバーが中條先生へ『靖国』を献本していたことに対するお返事で、そこに拙著の読後

感想も添えられていたのです。

 
　「判り易く、説くべきはほぼ説き尽くしています。三十九年生まれの宮本氏がよく精神的な面

まで判り易く表出していることに、感服します」

　

　感服します…。中條先生といえば元陸軍士官学校の出身で、まさに当時の生き証人です。その
ような方から、これ以上ないお言葉をいただけたことは、以前に左翼編集者から原稿を全否定さ

れた経緯があっただけに、どれほど嬉しくて誉れと感じ、心強かったことでしょう。

　もし『靖国』の重版、改訂版の機会があれば、先生にお許しをいただき、是非このメッセージ

を帯に使わせていただきたいものです。





１％の確率　

　１％の確率。何度この言葉を聞いたことでしょうか。

　出版社への原稿の売り込み活動で、運良く編集者と面談までこぎ着けたり、電話口でお話する

機会が得られたりしたとしても、ほとんどはこのような返答でした。つまり、著名人でもなく、

その道の専門家でもなく、出版実績の全くない、いわば売り上げの保証が何もない素人の本を、

この出版氷河期の時代に出そうなんて、無理だということでした。

 
　今はメルマガやブログ、Facebookの時代です。昔と違い、たくさんの人たちが自分の考えや思い
を発信しています。私なんかよりもずっと文章の上手い人、面白い人、感心するような鋭い視点

を持っている人たちは、いくらでもいます。しかし、ほとんどの人たちは本を出すまでには至っ

ていません。「出せたらいいな」にとどまり、新聞広告に載っている共同（協力）出版に応募す

るか、せいぜい２、３の出版社へ売り込むくらいです。

 
　私の場合、蓋を開けてみれば８０社の出版社へ原稿を送ったわけですから、確かに限りなくそ

の１％の確率に近い形で、出版が叶ったことになります。

　つまり、１％と言われて「やはり無理なんだ」と諦めるか、その１％が本当なら逆にそれに賭

けてみようと思うかの違いということです。

　私が今、このように言えるのも、結果論に過ぎません。しかし、その間にさまざまなドラマが

あり、体験があり、振り返った時に、人に語れる沢山の人生の収穫を得られたことは確かです。

　人生、どれだけの経験を積み、どれだけの思いを味わうかに価値があるのだとしたら、それら

のものは全て、諦めずに「挑戦」したからこそ得られたものばかりです。しかも終戦記念日の１

ヶ月前に出版が決まり、たったその２週間後に全く無名の著者の本が、全国の書店に平積みされ

るなどということは、出版業界の常識から考えても、奇跡といってよいでしょう。

　「人生やってみなければ、本当に何が起こるか分からない」という確信も、ただ挑戦したから

ではなく、挑戦し続けたからこそ得られたものです。また、その５年後のマンハッタンの話や、

この後で紹介する数々の話も、中途半端に途中で諦めていたら、決して味わうことはなかったも

のばかりです。

 
　この写真は靖国神社（遊就館）の書籍コーナーで、平積み

の中でも特等席に置いていただいた、記念のスナップで

す(2005.9.25)。
　北は北海道、南は沖縄まで、全国の主要書店でも同様に平

積みされたわけですが、私以外の著者は皆、大学教授か、テ

レビでよく見る論客か、その道の専門家たちばかりです。ど

この馬の骨ともわからないヒーリングスペースTatsu主宰、ヨ
ガ講師の著者なんて、しかもこのシンプルな装丁、まさに異色中の異色でしょう。



靖国神社へ拙著を奉納体験

　生涯忘れられない、たった一人の晴れ舞台。

　これが『この国を愛するために靖国』を、靖国神社へ奉納したときの印象です。出版が決まり

、店頭に並び、出版記念パーティーで祝ってもらい、やっと一段落した９月２５日に、私は拙著

の奉納とお礼参りのため、靖国神社を訪れました。

　出版社からはあらかじめ聞いていましたが、靖国神社（遊就館）の書籍コーナーでも、『靖国

』は入り口の一番目立つ特等席に平積みされてあり、初めてそれを見た私は、改めて感動しま

した。

　

　神社へ奉納すること自体、私にとっては初体験です。何をどうしたら良いのか分からず、とり

あえず参集殿の入り口で、手の空いていそうな若い神職に恐る恐る声をかけ、カバンから拙著を

取り出して、奉納したい旨をたどたどしく説明しました。

　すると若い神職から用件を聞いた、年嵩の神職が出てきたので、ご挨拶をして拙著を手渡すと

、その方は表紙を見てニコっとされ、とても丁重に応対して下さいました。

 
「宮司はただいま外出のため、ご挨拶が出来ずに大変申し訳ありません」

「さあ、こちらへどうぞ」

　

　そう言って私を別室へと案内してくれました。一般の参拝客で賑やかな表とは違って、とても

広く静かな応接室。しばしここで待機することになったのですが、その際に「どうぞこちらにご

記帳下さい」と言って、分厚い台帳が目の前に用意されました。

　見ると超ＶＩＰな方々のサインばかりが記されているではありませんか。しかも皆さん、とて

も達筆。どの頁も手慣れた著名人の色紙サインのようです。

　果たしてここに自分も書いてしまっていいものか。そうそうたる方たちの、しかも超達筆なサ

インに続いて、金釘流の悪筆の上に、さらにパソコンばかりで、すっかりボールペンすら持たな

くなった自分が、ここに書いてしまっては、台帳を汚してしまうような気がして、かなり気後れ

しました。しかし、そんな私の気持ちを知ってか知らずか、神職はまたニコっとされて、何でも

ないことのように、私に記帳を促します。

 
　ともあれ、何とか私は記帳を済ませました。呼ばれるまでの間、しばらく時間があったので、

私は頁をめくりながら他の方たちの記帳を１つ１つ見ていました。記帳されているお歴々は、私

のような身分の者が同席することなど、まずあり得ないような人たちばかりです。

　靖国をテーマにした本を出すことが、一体どういうことなのか、この時改めて実感しました。

ヨガのハウツー本や恋愛本のような売れ筋の本とはまるで違う重みが、そこにはあったのです。



生涯忘れられない、たった一人の晴れ舞台

　「支度が整いました」

　

　神職に声をかけられ、いよいよ拙著を英霊に奉納する時がきました。他の参拝客も多い中、本

殿に向かうまでの間が凛として、とても静かに感じられました。

　神職に先導されて、長い渡り廊下を歩いているとき、ふと自分の姿

がテレビのニュースで何度も流れていた、小泉首相の映像と重なりま

した。総理大臣が歩いていたのと同じ渡り廊下を、今、自分も同じよ

うに歩いている。そう思うと何ともいえない身の引き締まる感動が湧

いてきます。と同時に、テレビでは見ることのない内庭の景色を、私

はしっかりと目に焼き付けていました。

 
　そしていよいよ昇殿すると、そこには大変大きな鏡があります。ま

るで英霊の御魂か炎のように縁取られたご神体。見た瞬間にその存在

に圧倒され、単なる鏡でない霊的な力を感じます。どこの神社にも鏡はありますが、靖国の鏡か

ら感じる迫力は特別です。

２４６万柱もの御魂が祀られているからでしょうか。

　奉納とはいえ、神職がたった一人の自分のために、わざわざ時間を割いてくれていることが、

何だか申し訳ないという変な遠慮と、その場の大変厳かな雰囲気に緊張して、これまでの道のり

を振り返って、感慨にひたりながら参拝するという、気持ちの余裕などありませんでした。

　ただ、一つだけ思ったことがありました。あの「必勝」という言葉。あれはここから発せられ

たものだったのだろうかと。そしてあの時、自分と英霊とが心でつながっていると感じた私にと

って、今回の奉納は最後の最後に、英霊からの御加護を受けて約束を果たし、やっと間近でご挨

拶できるような、感謝と親しみと晴れがましさが入り交じった、何とも言葉では言い表せない気

持ちになっていました。

　そして、渡り廊下を歩く自分の姿。鏡の前で奉納している自分の姿。どれも私にとって生涯忘

れられない、観客の誰もいない、たった一人の晴れ舞台に立ったように感じられたのです。

　

読後感想１９

 
　日本人のほとんどの人間が、心のどこかに持っている戦争に対しての罪悪感。

　だから理不尽な内政干渉に対して、大きな声で言えない、言うことを躊躇してしまう何かがあ

りました。

　それははっきりとした日本の過去、文化、そして何よりも日本人の心を言葉にして出せない、

私を含めた多くの日本人の勉強不足だったのではないでしょうか。

　『靖国』を一読して、的確な文章で、わかりやすく説明を受けて、出来ればたくさんの方に読



んでいただけたら、と思っておりました。

　これだけ一本芯の通った靖国観を読ませていただいたのは、初めてです。　

　ともすれば、感情論に奔ったり、意図的に頭から反対をするだけで、何故なのか、どうしてな

のかを納得できないものばかりでした。

　世の中には揚げ足取りが大勢います。

　文章の言葉尻を捕まえて、批判をする方も出ては来るでしょうが、「心」を、たくさんの方が

受け取って下さることだと思います。　



毎日新聞に書評が載る　

　２００５年９月７日。全国紙である毎日新聞の書評で、拙

著が評されました。毎日１００冊以上もの新刊が出版されて

いる出版業界の実態を知っていれば、これはアカデミー賞に

ノミネートされるくらいの誉れであり、快挙です。

　ただ欲をいえば、これが終戦記念日の数ヶ月前であれば、

売り上げにも大きく貢献したでしょうに、拙著の出版自体が

８月１日だったわけですから、そんなことを言えるはずもあ

りません。大変有り難いことです。

 
　イギリスの作家リットンの名言に「ペンは剣よりも強し」という有名な諺があります。日本で

は「文は武に勝る」とも訳されています。これは言論には武力以上に、世界を変える力があると

いうものです。

　そこから私は文筆とは、文人にとっての剣の象徴であると解し、拙稿の売り込み期間中、こと

あるごとに地元の熱田神宮へお参りしました。なぜならここには三種の神器である、天叢雲剣（

草薙の剱）がご神体として祀られているからです。そして、靖国上空に立ちこめる暗雲、日本全

体を覆う自虐史観という暗雲を、『この国を愛するために靖国』によって打ち祓いたいと願った

のです。

　

　思えば、新聞との縁は小学時代に遡ります。小学生新聞へ投稿したのが始まりで、それ以降

高校、大学と自分の考えを、何かある度に投稿してきました。

　高校時代は理不尽に厳しい校則に納得がいかず、学校に呼び出されることを覚悟して管理教育

に対してもの申し、大学時代には新入生歓迎コンパでの、先輩たちの無茶苦茶な飲ませ方に腹を

立てて、自分の投稿文が掲載された新聞を、先輩たちの目に触れるところに、これ見よがしにお

いたりもしました。

　要するに昔から、自分が正しいと信じたことを広く伝えたい。そして、世の中の曲がったこと

を正したい、という気持ちが強かったのだと思います。

　ところが就職活動をする際に、たとえマスコミ関係の職についたとしても、そんな風に自分の

意見を伝えられる立場にはなれない、むしろ信念を曲げなければならない立場になることの方が

多いといわれて、断念したのでした。

　そういう意味では今回の書評は、マスコミ関係に就職するのとは違う道で、自分の意見を新聞

の記事として載せることを叶えたわけです。

 
【書評】

 
「今までと違うスタンスで日本人の心のよみがえりのために靖国問題を論じた」という。著者は



少年時代にアメリカ生活を体験、日本人の心の成り立ちを深く考えた。ここに民族の癒しをテー

マに、日本人の神観から説き起こし、黒船来航、日米開戦、東京裁判、Ａ級戦犯、国家のみそぎ

観を通して、靖国神社の民族的な意味と姿を明らかにする。」



神社・神道専門書店で平積みされる

　『靖国』の出版から半年以上が過ぎた翌年の３月、嬉しい便りが東京から届きました。それは

神職の資格を取るために國學院大學に通っていた学生からのメールでした。

　代々木の神社本庁の近くに、神社・神道専門書店が新しくオープンし、そこで「貴書『靖国』

は平積みされて、輝いているのを拝見しました」というのです。

　

　その二十日後、そのことが気になった私は上京した際に、

この目で確かめにいきました。するとメールに書かれてあっ

た通り、『靖国』が同じ靖国関連の書籍の中でも、平高く積

み上げられているのを発見することができたのです。拙著が

このような形で神道専門店に置かれてあることは、とても光

栄なことでした。

　

　出版後、世間に反響を巻き起こすほどに、売り上げを伸ばすことが出来ず、やや気落ちしてい

た私にとって、このような専門筋で『靖国』が評価されていたことは、本当に励みとなりました

。

　さらに嬉しかったのは、その方からまたメールが届き、「神道学科を卒業して今春から神主に

なるクラスメイトが、感動して『靖国』をご両親にプレゼントされたそうです」と知らせてくれ

たことでした。

　７年前に出版された『靖国』は派手な打ち上げ花火とはなりませんでしたが、この本で伝え

たかった内容が、いつか日本国中に広まり、日本人の魂の蘇生につながることを祈念してやみま

せん。いや、YouTube動画やFacebookの普及と共に、既に当時とは比べものにならないくらいに、
それは興っているのかもしれません。

読後感想２０

　

　なんでみんなそんなに騒いでいるのか？という疑問から、何か靖国神社についての本を読もう

と思いました。

　非常に微妙な問題らしいので間違った情報が入ってこないように、買うべき本を吟味していく

中で、この本について調べたところ、かつて特攻隊の施設で働いていた人が　「この靖国の本は

、私が伝えたいこと・特攻隊の方々が訴えたかったこと、すべて書いてある『真実の本』だから

。わたしはもう安心して、特攻隊のみなさんのところに旅立てます。」　と述べていたことを

知り、購入しました。　

　あっという間に読み終わりましたが、「感動」という言葉を使っても表現しきれない気持ちを

覚えました。子や孫にも受け継ぎたい本です。



『靖国』は露払い

　『靖国』出版の後、各方面へ拙著の販促のため、働きかけをしました。その中には神道関係の

学会もあり、そこが発行する機関誌「神道フォーラム」で『靖国』を紹介していただけるようお

願いしました。するとそのご縁で、機関誌の「念頭の挨拶」に寄稿して欲しいという依頼を年末

に受けたのです。

　この時、肩書きをどうしようかと思案しました。神道の機関誌に「ヒーリングスペースTatsu
主宰」では場違いな感じがします。考えた末に「この国を愛するために靖国（国書刊行会）著者

」としました。それなら『靖国』の宣伝にもなります。そして年が明け「神道フォーラム新年号

」が届きました。

 
　住吉大社宮司、熊野本宮大社宮司、大神神社宮司、上賀茂神社宮司、生田神社宮司、

　芝大神宮宮司、真清田神社宮司、久能山東照宮宮司、鶴岡八幡宮宮司、等々。

　さらに各県の神社庁長、皇學館大学名誉教授、京都大学名誉教授、

　そして、著名な国会議員の方々。

　

　世の中、神社界に対して、何の実績もない私が、ただ靖国というその一点だけで、こうした方

々と名を連ね、自分の挨拶文が掲載されることになるとは、全く考えも及びませんでした。

　靖国神社でもＶＩＰなお歴々に混じって、記帳することとなりましたが、靖国問題をテーマに

することが、いかに国家的な意味を持つことになるのか、今回も改めてその重みを知ることとな

りました。

 
　ただ『靖国』著者として自分を売り込むことは、それ以降は控えることにしました。某保守系

のテレビ局から番組出演の話もありましたし、保守層の間で名を上げるには、『靖国』著者の肩

書きを利用した方が、近道だったかもしれません。

　しかし、私が本当に伝えたいことは、過去のことについてではありません。これから先の未

来を、日本人がどう生きるかという話です。『靖国』はその露払いの意味合いでした。未来に意

識を向けるためには、一度過去の総括、すなわち禊ぎをする必要があったからです。

　また、私は歴史学者でも政治学者でもありません。一日本人として、自国の過去の歴史につい

てどう向き合い、心の整理をしたら良いかを記したに過ぎません。だから、そうした過去のこと

については専門家にお任せするとして、私はあくまでも未来について、語りたかったのです。そ

れが即ち『新世代日本人のために　大和の心』です。

　そこで『靖国』の次回作として、なかなか出版の機会を得られない以上、今どきの時代です

から、まずはYouTube動画として、それを世間に紹介しようと考えたのです。



動画・新世代日本人のために　大和の心

http://bit.ly/JhBBkH

読後感想２１

　

　マスコミ報道にみられる「靖国参拝＝軍国主義」のステレオタイプや右翼・左翼のイデオロギ



ーの論争から離れて、日本の精神性からみた靖国論が展開されています。良く簡潔にまとまって

いて読みやすいです。　

　死ねば仏になる。死者の罪は問わないのが日本古来の文化的価値観だと思いますし、なぜ靖国

神社ができたのか？　其の時の背景等の本当のところを知っていたのだろうか？その本当の所を

知ろうとしてきただろうか？　

　本の記述にもありますが「自然破壊と環境汚染、そして過去の過ちに対する後悔と恨み。これ

が戦後の日本と日本人の負の側面です。そして、これらの事柄は日本人が古来より育んできた自

然崇拝と先祖崇拝の気持ちをすっかり失ってしまった結果が、そのまま具体的な現象として顕れ

たものに他なりません。しかし、もし私たちが元来のその精神性である、自然に対する感謝の気

持ちと先祖に対する感謝の気持ちを、愛を持って抱くことが出来たら、自然の摂理に従って、こ

の国は間違いなく、日はまた昇るように真の意味で蘇るのです。」

　イデオロギー的な終わりの無い不毛な論争からは抜け出て日本人としての精神性を取り戻すき

っかけとして読む価値のある本です。

 
読後感想２２

 
　『この国を愛するために靖国』を１日で読み終えて、不思議な満足感を得ています。

　今まで自分の人生は物質的には満たされていても、生き方として何か物足りなさを感じていま

した。

　この本には、私が苦手とする歴史的事実が書かれているにも関わらず、とても読みやすく、歴

史が嫌いな私にもよく理解できました。

　私個人としては、自分が周りから切り離され孤独感を持っていましたが、今の自分が存在して

いることの重みと感謝を心で感じました。日本という国の成すべきことも見えてきました。

 
読後感想２３

 
　すべての教職者や先生方に読んでいただきたい一冊！



感動！斬新な宮本辰彦の靖国論

　宮本辰彦氏の『この国を愛するために靖国』を読みました。宮本氏は気功やヨガなどを指導す

るヒーリングスペースTatsuというヨガスタジオの創設者であります。さすが癒しの空間を作り出
すプロ。読後こんなに清々しい気持ちになる、現代の日本人の心を芯から癒してくれるような靖

国論を読んだのは初めてです。

 
　日本の長所、短所、先人たちが成し遂げた偉業、犯してしまった過ち、敗戦によって我々日本

人の心の奥底に根付いてしまった暗い部分、トラウマ、自国への不信の念、他国への憎悪の念、

そういったものの全てを認め、包み込んで日本人としての誇りを取り戻す。

　それはあたかもスクールカウンセラーが、いじめにあい、卑屈になって自分も他人も愛せな

くなってしまった子供のトラウマを癒して、自尊心を取り戻させるかのような手法です。

　私はカウンセラーという職種の人を必ずしも肯定的に見るものではありません。はっきり言っ

てこの宮本氏に関しても、プロフィールを見た時点では少なからず胡散臭さを持っていました。

しかし今の気持ちは「ほんとに失礼しました···」という感じです。

 
　宮本氏が言うと｢愛国心｣という言葉も「軍国主義だ」と人によっては目くじらを立てるような

危険な香りがしない、国や郷土を愛するピュアな心という感じがします。

　この本の内容は｢愛国心を持とう！｣という、とても熱いものなのですが、他国を憎むような闘

争本能を無闇に駆り立てるようなことをしない。そして それこそが、日本が世界に誇る｢和の精神
｣であり、世界平和の鍵を握っているのは日本人の和の真髄である｢強い愛の力をもって大きく和

する｣という大和の精神であるとします。私は非常に感動しました。

 
　宮本氏は小学校１年までの４年間をアメリカで過ごしました。片言の日本語で帰国した宮本

氏は、様々な両国間の文化の違いを目の当たりにします。中でも一番戸惑ったのが、日本の子供

たちの言動の冷たさだったそうです。それはアメリカの子供たちの言動に比べてはるかに刺々し

いものでした。かつてラフカディオ・ハーンをはじめ、多くの外国人が日本人の民族性を穏和で

優しいものと賛美したはずです。しかしこの違和感はどうしたものか。

　宮本氏はアメリカ人ほど陽気ではなく、感情を表に出さない日本人の国民性によるものだと当

時は思っていたそうですが、実はそれは間違いだったとある時、確信したそうです。

　｢この違いは民族性の違いに由来するものではなく、戦勝国と敗戦国の違い｣だったのです。

　｢あれだけ世のため人のため、公のために命を賭して自らを犠牲にしても結局報われることなど

ないのだ｣｢そのようなことを再びやればまた馬鹿を見る｣「人のためを考えるなんて愚かなことだ

」

　｢公｣よりも｢個｣を重んずる戦後教育も手伝って、それが子供の言動に如実に現われていたのだ

ということです。日本人が共通して潜在的に持っている｢敗戦｣というトラウマ。個人意識のさら

に奥底にあるマイナス意識を浄化して、歪んでしまった想念を治さなければならない、と宮本氏



は言います。さすが癒しのプロ、斬新な切り口です。

 
　宮本氏は｢人も国も愛する心を育むには順番がある｣と述べています。私たちが誰かを好きに

なり、愛するようになったとき、その人が入院したとします。その人の下の世話をすることは愛

する人である限り苦にはならないはずです。ところが、いきなり好きでもない人の排泄物を見せ

られてから、｢さあこの人を好き になりなさい｣と言われても無理な話です。戦後の我が国の歴史
教科書はそのような類のものだ、ということです。

　子供たちに祖国を愛する教育を施す前に犯してしまった汚い部分ばかりを見せていく。これで

は自分の国を愛せるわけがない。それが逆であったなら、自分の誇りに思っている日本を作って

きた先人達の汚点を受け止めることもできるでしょう。

　そして、真の意味で祖国を愛するが故に、同じ間違えを二度と犯すまいという意識が芽生える

のです。なるほど、うまいことを言うなあ！と思ってしまいました。

 
　結局多くの良識ある方々が指摘するように、日本が再び蘇るためには、自分の命の源である先

祖たちとの「縦のつながり」をしっかりと持ち、我が国に連綿と受け継がれてきた崇高な精神文

化に誇りを持つことのできるような教育を子供たちに施していくことが急務であります。

　「お前はダメだダメだ」といわれ続けた子供は、前向きな性格に育つわけがありません。そ

して、｢自分を愛せない人は本当の意味で他人を愛せない」ということは国と国の関係においても

同じです。子供たちが日本を愛せる教育をすること。他国に臆することなく、媚びることなく、

日本の誇る「和の精神」を世界に発信できる若者を育成すること。学校の教育は、歴史教育も英

語教育も今後そういったことに大いにかかわっていかなくてはなりません。

　この国を愛するために『靖国』。ぜひご一読を。



プロフィール

宮本辰彦　みやもと　たつひこ

昭和３９年大分県出身。名古屋市在住。

ヒーリングスペースTatsu主宰。
朝日カルチャーセンター講師。

熱田の森文化センター講師。

 
大化の改新の中臣鎌足を祖とする神職、学者、医師の家系に生まれる。

一族の出身では学僧寂室堅光や神宮皇學館の創設に携わり、初代学頭となった国学者敷田年治が

有名。住吉大社前宮司、敷田年博は伯父。元神戸市衛生局長の父包厚は阪神淡路大震災当時、厚

生省から出された遺体の野焼き案に「故人の尊厳と遺族心情」を理由に反対し、その後の東日本

大震災での遺体の扱いに方向性を示す。

 
幼少時は父親の仕事のため両親と共に渡米。

キリスト教の博愛精神に触れ、帰国後の二十代は思想や宗教について幅広く見聞し、

今日の見識を深める。1995年1月17日ヒーリングスペースTatsu開設。
現在、気づきや愛をテーマにさまざまなワークショップを各都市で開催。

毎月、椿大神社にて滝行を続けて13年。
雑誌Yogini(ヨギーニ)では「今教わりたいヨガの先生」として紹介される。
 
【著作】

 
「自分を愛すれば幸せになれる」(アスペクト刊)
「成功と幸せを手に入れる瞑想力」(アスペクト刊)
「この国を愛するために 靖国」(国書刊行会)
 
【新世代日本人のための大和の心】（YouTube動画）
　http://bit.ly/JhBBkH


