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月 火 水 木 金

２ 
時として誰も想像しな
いような人物が想像
できない偉業を成し遂
げる

映画『イミテーション・
ゲーム　エニグマと天
才数学者の秘密』より

６ 
日本では、一時間も
無為でいると、何かせ
ねば、と気がせいてく
る。

　インドでは何時間の
んびり過ごしても、落
ち着いていられたの
に。

　こんな焦燥に駆り立
てる文明は、病んでい
るというほかない。
 
藤原新也（日本の作
家、写真家 / 1944～）

９ 
  人生最大の『やっち
まった』は、やれたの
にやらなかった後悔。

　新しいことへの挑戦
における失敗は、そ
の後悔に比べれば鼻
くそみたいなもの。
　
（大分市：　眠り屋いと
しや　店主）

１２ 
ちゃんと集中するため
に、ちゃんと休憩を。
　
～三國万里子『目薬
ポーチで編みもの入
門』　～

１６ 
幸福は幸福の中にあ
るのではなく、それを
手に入れる過程の中
だけにある。
　
ドストエフスキー(ロシ
アの小説家、思想家)

１７ 
くだらん男も恋をすれ
ば、少なくとも今より
は立派になる。

   友情は不変といっ
てよいが色と恋が絡
めば話は別になる。

　シェークスピア

１８ 
 コツコツと努力してい
ば人生には思いがけ
ない展開が待ってい
る。

　作家　古川智映子さ
ん（NHK連続テレビ小
説「あさが来た」の原
案本

１９ 
１８８９年以降初めて
エッフェル塔の電気が
消えた。その代わりに
世界中がフランスに
光を照らす。
＃Prayforparis

　（2015/11/14  Jin
Kobayashi のツイッ
ターより）

２５ 
先々週のクイズの解
答です。「わたしは
火あぶりにされるで
しょう。」予言が当
たったら絞首刑、外れ
たら火あぶり・・・結局
王様はどうすることも
できず、釈放するしか
なかったようです

２６ 

できないことが、でき
るって、最高だ。

　
－playｓｔａｔｉｏｎ４CM－

３０ 

 実力の差は努力の差、実績の差は責任感の差、人格の差は苦労の差
 真剣だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳ば
かり
 本気でするから大抵のことができる、本気でするから何でも面白い
 本気でしているから誰かが助けてくれる
　
                                                                                    正範語録

Nothing in this world can take the place of persistence. Talent

will not: nothing is more common than unsuccessful men with

talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb.

Education will not: the world is full of educated derelicts.

Persistence and determination alone are omnipotent.

Calvin Coolidge  この世に粘り強さに勝るものはない。才能も違う。才能に恵ま

れながら成功していない人は世にごまんといる。天才も違う。一生を報われないまま
終わる天才というのもよく聞く話だ。教育も違う。世の中は教育を受けた愚か者であ

ふれている。粘り強さと決意のみが万能である。

４
書籍は青年には食物となり、老人には娯楽と
なる。病める時は装飾となり、苦しい時には
慰めとなる。内にあっては楽しみとなり、外に
持って出ても邪魔にはならない。　特に夜と
旅行と田舎においては、良い伴侶となる。

　キケロ（共和政ローマの政治家、文筆家、
            哲学者 / 紀元前106～紀元前43）

５ 
We build too many walls and not enough bridges.

～　　人は壁をたくさん造る。しかし、橋は十
分ではない～ by  Isaac Newton （英の数学
者・物理学者）

　あなたが一生懸命造ってきたのは「壁」です
か、「橋」ですか。自分の人生をそういう観点
から振り返ってみてはどうでしょうか。壁が必
要なときもあるでしょうが、人との間に壁を立
てるより、橋を架けるほうがいいと思いません
か。「拒絶」よりも、「対話」が大切です。

　　　by  大杉正明（清泉女子大学教授）

１３　Learn from the mistakes of

others. You can’t live long enough

to make them all yourself. (他人の失

敗から学びなさい。あなたは全ての失敗がで
きるほど長くは生きられないのだから) Eleanor
Roosevelt　（エレノア・ルーズベルト）

　He who does nothing renders

himself incapable of doing any

thing; but while we are executing

any work, we are preparing and

qualifying ourselves to undertake

anoｔher.

　(人間というものはなんにもしていないと、つ
いなんにもできなくなってしまうものであるが、
なんでもいい、とにかく、なんでもある一つの
仕事をしていると、別な仕事にとりかかる準備
というか、資格が自然にできてくるものであ
る。)
　　　　(ウィリアム・ハズリット：イギリス随筆

１０ 
高みに登る人は皆、螺旋階段を使うものだ。

　　　　　　　Ｆ・ベーコン（英・哲学者）

１１　論理クイズ
　
　昔々、ある国の占い師が王様の不興を買っ
て処刑されることになりました。
　王様「死ぬ前に一つ予言しろ。予言が当た
れば絞首刑、予言が外れたら火あぶりだ。」
　占い師「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」と予言。
　数時間後、その占い師は笑顔で町を歩いて
いました。
　さて、その占い師はいったい何と予言したの
でしょう。

２０
 人間には生きていく上でいろんな苦労があ
るよね、どの苦労を選ぶ？

　そのセンスを重視するのです。　live（生き
る）を逆さにすればｅｖｉｌ（禍）。1つの苦労が終
わってもまた別の苦労にぶちあたる。

　どっちに転んでも苦労。だったら、苦労を避
けるのでも乗り越えるのでもなく、目の前のど
の苦労とどう向き合うかを大切にしたい。

　　　　　　　　　　向谷地生良

２４
　僕は人生は円だと思ってきました。朝があ
れば、昼があり、夜があって、朝がくる。季節
で言えば冬がくれば、春、夏、秋がきて。これ
はもう止めようがありません。
　人間もサイクルみたいなものがあって、調
子がいいときもあれば、悪いときもある。

                王　貞治

２７

 何事にも落胆しない・あくまでやり続ける・
 決して断念しない。この三つが大体において
 成功者のモットーである。
　　　(デール・カーネギー・アメリカの実業家）


