Keep your self-esteem
It is neither mathematics nor science, nor social critics. It is just a scandal article in public
rumor. Unfairness is not unusual, and everywhere in academic, politics and athlete world. For
instance, judgment on competition which should be fair is influenced by money or some kind
of benefit provision. Dominant, gangsters or cowboys can make money here. Cowboy means
that senior oﬃcial receiving bribes as a sop to Cerberus.
I have actually following experiences. I ever saw that a police man was receiving money by
overspilling traﬃc violations. I saw once money inserted between the application form for
documents to government oﬃce. I heard from a researcher that he handed over 2 million
money to the reviewer professor at his doctor thesis review. It is said Japan is the high morals
country where the dropped wallet returns to the owner. There are no such countries besides
Japan. People all place great importance on morals.
Nevertheless, the fraud judge's scandal came to light in the promotion test of Kendo instructor.
Again the teasing culture is the same as this case. Dominant, gangster and lower-ranking
oﬃcial try to earn money using region and their influence. You may feel that corrupts spread
out throughout Japan. No, this is human culture. It is human being. Such a culture is
everywhere in human society. Even In the international community, constitution the is the same.
In order to eliminate corruption, laws are necessary to maintain a fair and eﬃcient society. We
need education to nurture the people who keep this. Furthermore, the supervisor must have
moral, pride and self-esteem.
It is a fact that there are vicious people. I do not think they have self-esteem. They are an
exception. It's prudent not to be an opponent.

自尊心を忘れてはならぬ
数学でも科学でもなく、また社会批評でもない。今回のブログも、ただ、巷間のスキャンダル
を記事にしている。
不正 unfair は学界、政界、スポーツの世界など何処にでもある。例えば、競技の不正判定、試
験成績の入れ替え、書類の審査で、公平であるべき審査が、金銭や何らかの利益供与で左右さ
れている。権力者とギャングと小役人は、ここで、儲けることができる。以前、交通違反のも
み消しで、お金を受け取っているのを見たことがある。役所への申請書類にお金が挟んであっ
たのを見たことがある。博士論文の審査で、教授に数百万のお金を渡したという話を本人から
聞いた経験がある。日本は落とした財布が本人に戻ってくる国である。日本以外にそんな国は
存在しない。この国の国民は、モラルを大切に思っている。
にもかかわらず、今度は剣道の昇進試験で不正ジャッジのスキャンダルが明るみにでた。ここ
でも、いじめの文化はこの場合と同じです。ドミナント、ギャングスター、そして下級官吏の
中には、地位とその影響力を使ってお金を強請る者もいる。あなたは腐敗が日本全土に蔓延っ
ていると思っているかもしれない。いいえ、これは人間の文化です。これが人間社会である。
そのような文化は人間社会のあらゆるところに存在している。国際社会でさえ、体質は同じで
ある。
腐敗を排除するには、公正で能率的な社会を維持するための法律が必要になる。これを守る国
民を育てる教育が必要である。さらに、監督者にはモラルと矜恃、自尊心を持ってもらわねば
ならない。邪悪な人間がいるのも事実だ。彼らに自尊心があるとは思えない。彼らは例外であ
る。対戦相手にしないことが賢明だ。

