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おはようございます。 
長崎大学人、河野茂です。 
 
各学部長に寄稿をお願いしている「月曜通信」ですが、今回は経済学部長、深浦厚之先生か
ら皆さんへのメッセージを送ります。 
 
深浦厚之先生 紹介ページ 
https://researchmap.jp/read0172735/ 
 
貧困の恐ろしさ ―山本周五郎と国連― 
 
経済学部長、深浦厚之 
 
まず次の文章を読んでください。 
 
「この世から背徳や罪悪をなくすことはできないかもしれない。しかし、それらの大部分が
貧困と無知から来ているとすれば、少なくとも貧困と無知を克服するような努力が払われな
ければならない」。 
 
続いてこちらの文章を読みましょう。 
 
「わたしたちは、持続可能な世界を築くために極度の貧困をふくめ、あらゆる形のそして、
あらゆる面の貧困をなくすことが一番大きな解決しなければならない課題であるとみとめま
す。」 
 
前者は山本周五郎の小説「赤ひげ診療譚」の主人公である医師新出去定（にいできょじょう）
の言葉です。 
50 年以上前に書かれた小説ですが、今、世界が直面する課題、そして私たちが取り組まなく
てはならない使命を端的に示した名文ではないでしょうか。 
 
そして第二の文章は、近年大きな話題となっている SDGs の基本的考え方を述べたものです。 
二つの文章がほとんど同じこと、つまり貧困の解消こそが真の社会課題である、を述べてい
るのに気がつきませんか。どちらも貧困に焦点が当てられています。 
 
貧困とはお金がないことを意味します。お金がなければ生活を維持するための基礎的な機会
さえ失ってしまいます。 

https://researchmap.jp/read0172735/
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勤労機会、医療、あるいは初等教育を得られなければ、生きるために他者を攻撃するところ
にまで追い詰められるかもしれません。 
つまり、始まりは単なるお金の欠乏であっても、その帰結するところは社会の崩壊なのです。 
ここに貧困の恐ろしさがあり、山本周五郎も国連もそのことに警鐘を鳴らしているのです。 
 
幸い今日の日本では貧困とされる世帯の生活水準はアフリカ等の最貧国の中間所得層の生活
水準を上回るとも言われています。 
事実、日本の私たちは普段何気なくチョコレートを口にします。 
その限りにおいて“極度”の貧困を想像することは難しいでしょう。 
しかしチョコレートの原料たるカカオ豆を栽培している労働者の多くは最貧国の 15 歳以下
の子供たちです。 
こうした事実は、私たちが自分たちの生活を基準に物事を考えることは、大切な事実から目
を逸らせてしまう危険をはらんでいることを教えてくれます。 
 
コロナ禍で私たちの生活は一変しました。しかし、世界にはたとえコロナがなかったとして
も、今の私たちよりも何倍も厳しい状況に置かれている人々が存在します。 
それに比べれば、「コロナと共存する」と言える私たちはなんと幸せなのでしょうか。 
コロナ禍は確かに災厄です。しかし、同時に私たちは自らがいかに幸運であるか、そしてよ
り重要なことは、私たちがすべきことを教えてくれる絶好の機会なのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  English follows Japanese 

Hello. This is Shigeru Kohno, President of Nagasaki University. 
This month's Monday newsletter is brought to you by FUKAURA Atsuyuki, Dean of Faculty of 
Economics. 
 
Horror of Poverty - Syugoro Yamamoto and United Nations - 
 
FUKAURA Atsuyuki, Dean of Faculty of Economics. 
 
First, please read the following two sentences. 
 
“It may be impossible to eliminate an immorality and evilness. However, if we can find reason 
to believe the cause of them to lie much deeper in the poverty and ignorance, we have to keep 
making effort to remove the poverty and ignorance.” 
 
“We recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme 
poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable 
development.” 
 
The first one is quoted from the Syugoro Yamamoto’s novel Akahige Shinryotan (Tale of 
Doctor Akahige) over 50 years ago. 
You can easily understand this clarifies the many problems we are now confronting and I 
believe that it shows our social mission very clearly. 
The latter came from the preface of Introduction to the sustainable development goals, and it 
states the basic principle of SDGs. You should know these two citations are almost identical. 
Both focus on a poverty.Needless to say, a poverty means the financial distress (=lack of 
money). If you don’t have enough money, you may lose access to the substantial opportunities 
for making a living, such as, work place, medical services, primary education etc., and worse 
more, if badgered into a corner, you may attack, robber the others to survive.Stated differently, 
poverty does not mean only the lack of money, it leads more of curse, i.e., the destruction of 
society. Both of two, Yamamoto and United Nations, are sounding the alarm. They convey the 
true horror of poverty.  
 
Fortunately, in Japan, average living standard of needy family is wealthier than the middle-
income group of the poorest countries in Africa. In facts, we can enjoy the chocolate-sweets 
very easily and cheaply, then it is a little difficult to imagine a reality of an eradicating poverty. 
But, most of cacao beans are produced and cultivated by many workers in Africa, most of 
whom are least paid and younger than 15year old, as it is called a child labor. These warn us 
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the danger that we overlook the important facts, if we simply act according to our own values 
at all times.  
 
Under the contagion of COVID-19 our daily life has drastically changed. But remember, all 
over the glove, many people have been living a brutal life and have to continue such a harsh 
day, even if not under the COVID-19. On the other hand, we are definitely fortunate even in 
the With-Corona society.  
 
COVID-19 is a disaster, but it is bonanza too. All we have to do is take advantage of this rare 
opportunity to reconsider our luckiness and, more importantly, must-do’s for everyone.  
 
 
 
 


