2015年 10月 言葉のカレンダー
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たしかにチームで力を合わせてやることが大事な時代
ですが、「みんながヒーローです」と言うのは、ちょっと違
うんじゃないかなと思うのです。核になる、前に立つ、最
後尾で押すなど、 ひとりとか小数の「この人」がいたの
だと思います。「この人がいたから」というやつがいるん
ですよね。その「この人」って、ほんとうに大事な人だと
思うのです。

Life isn’t about finding yourself.
Life is about creating yourself
人生とは、自分を見つけることではない。
人生とは自分を創ることである。
（バーナード・ショー）

－ 糸井重里『今日のダーリン』の中で －
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９

つらい道を避けないこ
相手の知っている言葉で話し Diligence is the mother of good luck.
と。 自分の目指す場所に かければ、それは相手の頭に
～勤勉は幸運の母～
たどりつくためには進まな 届く。
ければ。
by Benjamin Franklin （米国の政治家）
相手の持っている言葉で話し
キャサリン・アン・ポータ かければ、それは相手の心に 幸運（成功）は勤勉から生まれる。ちょっと古いでしょ
―
届く
うか。なにしろ１８世紀の言葉ですから。最近「勤勉」
という言葉をあまり聞かないのは、その真面目な響
きが嫌われているのかも。しかし、この愚直な姿勢は
南アフリカ大統領
間違っていないし、勤勉な人が報われる社会であっ
ネルソン・マンデラ
てほしいものです。
６（火）
by 大杉正明（清泉女子大学教授）
腹が立ったら十まで数え
よ うんと腹が立ったら百ま
*Diligence is the mother of good luck.
で数えよ
Patience is the father of breakthrough.
The secret of success is never to give up
トマス･ジェファーソン
until we reach the goal.
All things are possible until it is proved
impossible. by K
１２ 体育の日

１３

１４

人が不可能だと思っていると 興味があるからやると
きは、やりたくないと決めてい いうよりは、やるから興
るときだ。
味ができる場合がどうも
多いようである。
スピノザ（蘭・哲学者）
寺田寅彦（物理学者）

１９
（月）

１５

～どうぞお茶でも召し上が
れ～
茶道家はこの「喫茶去」の語
を茶掛けとして尊んで、自ら
無心に茶を点て、貧富貴賎の
客を択ばず無心に施す心を
養ってきた。私たちはおうおう
にして、好きな人や、金持ち
や身分の高い人が来れば鄭
重にもてなし、嫌いな人や貧
しい人にはいい加減な対応を
してしまいがちである。分別を
入れず、誰に対しても計らい
無く、真心から接していきたい
ものである。

１６

--^0^00^-若い時代は準備の時であ
り、最上のものは過去にあ 第60回大分県定時制
るものではなく将来にあり 通信制生徒生活体験発表大
ます。
会
祝 桜木優季さん
－「花子とアン」ブラック
最優秀賞受賞
バーン先生の卒業スピーチ ＊来月22日（日）、東京で行
よりー
われる全国大会で大分県代
表として出場します！

２１（水）

世界一貧乏な大統領の、突き刺さるスピーチ「今、人間が見直すべきこと・・・」
～前半省略～ 人類がこの消費社会にコントロールされているのです。私たちは発
とりかかれば心が燃え上 展するために生まれてきているわけではありません。幸せになるためにこの地球に
がるし、続けていれば仕 やってきたのです。人生は短いし、すぐ目の前を過ぎてしまいます。命よりも高価なも
事は完成する。
のは存在しません。 ～省略～ 昔の賢明な方々、セネカやアイマラ民族までこんな
ことを言っています「貧乏なひととは、少ししかものを持っていない人ではなく、無限
ゲーテ
の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ」
２０ （火）

喫茶去（きっさこ）

２３
マララをどう育てたのか人々
は私に聞いてくる。「どうしたら
あんなに勇敢で堂々とした子
になるのか」と。
私はこう答える。

「私が何を“したか”ではなく、
※リオ会議（環境の未来を決める会議）でウルグアイ大統領のホセ・ムヒカ大統領の 何を“しなかったか”なんで
スピーチより
す。私は娘の翼を切らなかっ
た。それだけです。」

遊びが足りないから仕事
ができないんだ。もっと遊
べよ。遊べば、もっと仕事 ２２ （木）
ができるようになる。
今を変えなければ、未来は変わらない
飯田 亮
～ＦＢ五郎丸を支えた前ＨＣジョン・カーワンの言葉～
セコム創業者

ある日のミーティング。ホワイトボードに「過去、今、未来」と書かれていた。「過去は
変えられるか」と問われた五郎丸は「変えられません」と答えた。続いて「未来は変え
られるか」と聞かれ、今度は「変えられます」と答えた。そこでカーワン前ＨＣが言っ
た。
「違う。お前が変えないといけないのは、今だ。
今を変えなければ、未来は変わらない」
（スポニチアネックス １０月１３日５時３５分配信より）

ジアウディン・ユスフザイ（ノー
ベル平和賞を受賞したマララ・
ユスフザイさんのお父さん）

２６
２７
The ultimate measure 雨だれが激しく石を穿つの
of a man is not where は、激しく落ちるからではなく
何度も落ちるからだ。
he stands in moments
of comfort and
ルクレティウス
ローマ 哲学者
convenience, but
where he stands at
times of challenge and
controversy.
本当の人間の価値は、す
べてが上手くいって満足し
ている時ではなく、試練に
立ち向かい、困難と戦って
いるときにわかる。

２８
耳にはいつも聞きづら
い忠言や諌言を聞き、
心にはいつも受け入れ
がたいことがあって、そ
れではじめて、道徳に
進み、行動を正しくする
ための砥石となるので
ある。もし、言葉がすべ
て耳に心地よく、ことが
らがすべて心に快適で
あれば、それは、この人
生を自ら猛毒の中に埋
没させてしまうようなも
のである。

２９
「今日の花言葉」
月下美人
・・・

３０
疲れるのは健全であること
の徴（しる）しです。
病気になるのは生きている
証拠です。

儚い美、儚い恋、繊細
飽きるのは活動的であるこ
とのあかしです。
＊サボテンの仲間で、夜開
性で一晩しか花を咲かせな ・・・ （略）・・・
い。香りが強く、純白色の
はな。
人は夢と現実を同時に生き
なければいけません。

「菜根譚」洪自誠
内田 樹

マーチン・ルーサー･
キング

・・・Eテレ・・・
「百分で名著」より）

３１ TVドラマ 《偽装の夫婦》 （第３話 10/21放送） ヒロ役：天海祐希主演
～ある青年が昔連んでいたチンピラ仲間にお金を要求されて絡まれている時に、助けに来たヒロの台詞より～
「あなた達は、この青年のことを仲間だとか言ってるけど、彼が辛い時や苦しい時、本気で心配しますか？彼がいなくなったら、本気で探します
か？ 本気で悲しみますか？ ・・・私はそんなことをした覚えは一度もありません。プライドが高くて、心の中で人を見下して、自分と違う個性を
受け入れられなくて―。 あなた達も、私の年齢になればわかる。昔一緒に見た映画とか、楽しい思い出を語り合える友達がいることが、どんな
に幸せなことか―。この青年は今、本当の友達を探そうとしています。 あなた達も見習ったら？家族は選べないけど、友達は選べるのよ。」

