Writing Records
Records（著書・執筆実績）
My writing activities began when I was very young. It dates back to some 1950
when I was engaged in the band saw filer vocation in a sawmill which was under the
management of my brother-in-law.
As described in "Profile in English", my first stage of life continued for 14-year as a
"band saw filer". Because of my ability of English, I succeeded in importing from the
United States some new techniques. Armstrong Manufacturing Compny was my
partner for those accomplishments.
Together with my own inventions and others, I became very famous in this country.
At the age of twenty to thirtieth, I tarveled throughout Japan making lectures.
It was at the age of 30 that I was asked by the newspaper "Daily Lumber
Newspaper" to write articles in the series for the paper, and that continued for some
more than ten times. The article was supposed to be published in a book, but
something happened to quit the vocation to shift to the trucking industry. And in the
trucking industry which lasted for some 32 years thereafter, my writng activities
grew bigger.
And finally in the third stage of my life as a "Logistics and management consultant",
I began to write more and more especially for the deregulationof the Japanese
trucking industry. The following five items are the records of those writing activities
which I am prould of. The volume of my all writings would be as equivalent as seven
or eight books. (July 10, 2009)

"Reading makes solid men,
while discussing makes men of firm belief.
Writing makes men of accuracy."
「書を読むことは充実した人間をつくり、議論を交わすことは覚悟のできた人間をつくり、
書くことは正確な人間をつくる」
とは、イギリス中世の哲学者であるベーコンが言った言葉です。「書を読む」ことにおいては「読書
家」とは言えない身分の私ですが、「議論を交わす」ことや、特定した意見をもって「書くこと」には人
後に落ちません。特に、規制緩和などを声高に論議したり書いたりするには、それなりの勇気が必
要です。私のファーストネームが「ゆうき」だから、は別にしてですが、業界（トラック運送事業）専門
誌・紙などに、大胆な提言論文を寄稿してきました。
前職のトラック運送会社経営時代から、書くことは嫌いでなかった私です。文学的なセンスは無縁
の文章力で、所詮、素人の分際ですが、問題を提起 したり、主張したりするための文章づくりは人
後に落ちません。加えて、「理論家経営者」を自他共に目指してきたことから、書くことにあまり抵抗
感がありませんでした。
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ヘンは話ですが、前職時代に労働組合を擁したこともあって、労組が提出する「要求書」に対して、
詳細な「回答書」を書いて提出したものです。時には字数にして４千字に達したこともありました。団
体交渉における労組委員長の質問に対して、「…その問題は回答書の何ページに明記しています
よ。もっと よく読んでから団交に臨んでほしいですな…」と皮肉ったものでした。
執筆テーマのアイテム数にして数百件、単行本にしたら１０冊相当の量です。今回は、下記のよう
に分類してみました。「Logitant Website Reports」以外は、新聞や雑誌その他のエッセイ冊子な
どに掲載れたものです。ボリュームが多いため、複数ページにものはスキャナーした「画面」で記
録しました。初期の段階ではスキャナー画面でしたが、後年に至っては PDF に切り替えました。な
お、今回のリニューアルを機に、掲載順序を以前のそれと逆にして、最新ものが最上に出てくるよう
にしました。考えてみると、それが正常な序列ではあります。若干、未完成な面がありますが、覗い
て、斜め読みでもしてみてくだされば嬉しい限りです。なお、ご意見やご批判は大歓迎します。
２００９年９月１日
吉田祐起
原爆生存証言者・健康生きがいづくりアドバイザー
**********************************************************
１．著書・掲載書籍・懸賞論文受賞作品冊子等 (Published in books and magazines and
others)
２．専門業界紙・誌掲載寄稿論文 (published in the industry journals and magazines)
３．一般出版物掲載寄稿エッセイ (Published in ordinary papers, magazines and books)

４．ＳＡＭ ＮＥＷＳ誌寄稿エッセイ (Published in the SAM NEWS)
５. Logitant Website Reports (Other writings in this website)
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