
 



名言あれこれ 

 

1. 欲深き人の心と降る雪は 積もるにつれて 道を失う 

                           高橋泥舟 

※ 幕末三舟（勝海舟、山岡鉄舟、）のひとり。槍術師範役。鉄舟は義弟。 

   

2. 人は得るもので生計を立て 与えるもので 人生を築く 

                           ウィンストン・チャーチル 

  ※1874-1965 第二次世界大戦中のイギリスを勝利に導いたことで知られるイ

ギリスの政治家・首相。2002 年 BBC の「偉大な英国人」投票で 1 位。国民

的人気を誇る人物。1953 年ノーベル文学賞。1940-1945 第 61 代首相、 

（植民地政策の衰退）1951-1955 第 63 代首相。（米ソに次、核を保有）

1940-1955 保守党党首。 

 

3. 思考は現実化する                  ロバート・アレン 

※ アメリカの経済書作家、不動産投資家、コンサルタント。著書に『億万長者入

門』『大富豪への道』など。 

                            

4. 温かい心が 頭をかっかとさせることはない      ジグ・ジグラー 

※ 1926- アメリカアラバマ州出身の自己啓発作家、講演家。 

トップセールスマンとして活躍後、講演や執筆活動で人気を博す。「全米 No1

のセールスモティベーター」とも称される人物。独自の成功哲学、自己開発プ

ログラムを提唱・展開し、大学の教科書はじめ NASA の宇宙飛行士や一流企

業の社員研修などにも採用されている。 

                            

5. 最大の危険は 目標が高すぎて 達成できないことではない  

その目標が低すぎて その低い目標を 達成してしまうことだ 

                           ミケランジェロ 

※ 1475.3.6-1564.2.18 イタリアルネサンス期の彫刻家、画家、建築家、  

詩人。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ・サンティと並び、ルネサンス

の三大巨匠と称されている。彫刻「ダビデ像」絵画「最後の審判」建築バチカ

ン「サン・ピエトロ大聖堂」存命中に伝記が出版された初めての西洋美術家。 

 

6. 人からよく言われたいと思ったら 自己のよいところを あまり並び立てないこと

である                       パスカル 

※ ブレーズ・パスカル 1623-1662 



「人間は考える葦である」という言葉で有名なフランスの数学者、物理学者、

哲学者。「パスカルの定理」や「機械式計算機」の発明など多方面で多くの業績

を残す。気象用語「ヘクトパスカル」の名前の由来になった人物。 

教育熱心な父（行政官）はパスカルが幼少の頃にクレルモンからパリへ移住し、

学校ではなく、家庭で英才教育を行う。父は自然哲学やアマチュア科学を嗜み、

その知識を授けた。家には当時一流の数学者や科学者が出入りし、「サロン」や

「サークル」状態となっていたため、最高の環境が与えられていた。 

パスカルは 1662 年に乗合馬車のシステムに着想し発明した。現代のバスに当

たるもので、世界初の「公共交通機関」といえる。 

                            

7. 人々が幸せを求めて旅に出ようとしていても ついて行っては いけません   

幸せとは あなたの内側にあるものなのですから    ジェームズ・アレン 

※ イギリスの自己啓発作家・哲学者 1864-1912  

自己啓発書のバイブルとして世界中で読み継がれている「原因と結果の法則」

の著者として有名な人物。イギリス以外の国では著作権を放棄し、聖書に続き

世界中でもっとも読まれている書物と言われている。 

学生時代に父を亡くし、家族を支えるため製造工場などで働く。38 歳から著

作に専念。9 年間で 19 冊の本を残す。 

 

8. 明日死ぬと思って生きなさい 永遠に生きると思って 学びなさい 

                           ガンジー 

※ モハンダス・カラムチャンド・ガンディー 1869-1948 

インド グラチャード出身の政治指導者、宗教家、弁護士。「インド独立の父」

として世界的に知られている。一般的にマハトマ・ガンジーの通称。マハトマ

は尊称で「偉大なる魂」という意味。南アフリカでの弁護士活動のかたわら公

民権運動に参加。その後インドのイギリスからの独立運動を指揮。 

民衆暴動ではなく、「非暴力・非服従」によってインド独立を成功させる。 

この思想は植民地解放運動や人権運動における平和主義的手法として、世界に

大きな影響を与えることになり、後にキング牧師やチベット亡命政府の指導者

「ダライラマ 14 世などに受け継がれている。 

 

9. どうして自分を責めるんですか？ 他人がちゃんと必要なときに責めてくれるんだ

から いいじゃないですか                           アインシュタイン 

※アルベルト・アインシュタイン 1879-1955 

 「20 世紀最大の物理学者」「現代物理学の父」と称されるドイツ生まれの理論物

理学者。1921 年ノーベル物理学賞 睡眠は一日 10 時間だったと言われている。  



10.人が旅をするのは 到達するためではありません それは旅が楽しいからです 

                           ゲーテ 

  ※ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 1749-1832 

   ドイツフランクフルト・マム・マイン出身 ドイツを代表する文豪として世界的

に有名。シラーとともにドイツ文学の古典主義時代を築いた。初期のゲーテは、

哲学者、文学者として有名なヘルダーに教えを受けた、革新的文学運動の代表的

な詩人であり、「若きウェルテルの悩み」を２５歳で発表し、ヨーロッパで高い

評価を受ける。 

   その後、ヴァイマル公国で政治家としても活躍した。 

 

11.登山の目標は山頂と決まっている しかし人生の面白さは その山頂にはなく 

  かえって逆境の山の中腹にある                      吉川英治 

                            

12.おれは落胆するよりも 次の策を考えるほうの人間だ  

                           坂本竜馬 

 

13.天下のこと わが力に為し難きことは ただ天に任せておくべし  

  その心を苦しむは 愚かなり                        貝原益軒 

 

※ 1630-1714 江戸時代の儒学者 福岡藩士（黒田家） 

心を平（たいらか）にして気を和（なごやか）にする。これ身を養い徳を養う

工夫なり。--養生訓 腹八分。 子女の教育法を説いた著書もあり。 

                            

14.花 無心にして蝶を招き 蝶 無心にして花を訪れる   良寛 

                            

15.晴れた日は晴れを愛し 雨の日は雨を愛す 楽しみあるところに楽しみ 

  楽しみなきところに楽しむ             吉川英治 

 

16.悲観主義者はすべての好機の中に困難を見つけるが  

楽観主義者は すべての困難の中に 好機を見いだす 

                           ウィンストン・チャーチル 

 

17.金をなくしても 何も失わない 誇りを失えば 多くを失う 勇気を失えば    

  すべてをうしなう                                  ユダヤのことわざ 

 

  豊かな人とは 自分の持っているもので 満足できる人である 



18.基本と原則に則ってないものは かならず破綻する     ドラッカー 

                            

19.人の価値とは その人が得たものではなく その人が与えたもので 測られる 

                           アインシュタイン 

 

20.熱意は幸せを引き寄せる                             西田文郎 

 

21.忘れてはいけない 幸せはあなたが何者であるか あるいは何を持っているかに 

よって 決まるのではない 何を考えるかによって 決まるのだ 

                         デール・カーネギー 

他人の短所を見れば憂鬱になり 他人の長所を見れば 人生が楽しくなる 

                                                  

感謝の言葉をふりまきながら 日々を過ごす これが友を作り 人を動かす妙諦 

である                                             

                          

※デール･カーネギー 実業家、自己啓発作家 1888-1955 

 世界的ベストセラー『人を動かす』『道は開ける』などの自己啓発書の著者とし 

 て知られる。日本でも人気が高く、自己啓発本の元祖などと言われている。 

 経営者が薦める本などとして取り上げられることが多い。 

 

22.自信の無い人は 失敗をとてもおおげさに考えるので ごく小さな予想できる 

  リスクさえ めったに冒そうとしない そして人生の喜びと 成功を 

たくさん逃がしてしまう                            ジグ・ジグラー 

 

23.人生なんてプールと一緒 もがくから苦しいのよ 力を抜けば 浮いてくるのに 

                                        Ms.Royce（竹本 聖） 

 

24.壮大な岩が風にまったく揺るがないように 賢者は 非難と賞賛に動じないもの

です                        釈迦 

 

25.できると決断しなさい 方法などは 後から見つければいいのだ 

                           リンカーン 

  ※エイブラハム・リンカーン 1809-1865 

   第１６代アメリカ合衆国大統領。「奴隷解放の父」。1860 年に共和党大統領候

補に指名、6 割の票を集め、同国大統領に就任。南北戦争を経て 1862 年９月、 

   奴隷解放宣言を行う。 



26.現実の自分よりも 理想の自分を愛しなさい そして理想の自分で他人と接する

べきです これが他人から評価される秘訣です    ジョセフ・マーフィー 

 

  いかなることにおいても 他人や境遇 環境のせいにすることは やめなさい 

                            

  ※ジョセフ・マーフィー 1898-1981  

   アメリカで活躍したイギリス出身の牧師、自己啓発作家。潜在意識を利用するこ

とで人々を成功や幸福に導く「マーフィーの成功法則」の提唱者として知られる。 

 

27.チャンス（偶然）ではなく チョイス（選択）が運命を決める 

                           ジグ・ジグラー 

 

28.事業全体をよく見渡し どこを手直しし どこを強化し どこを捨てる必要があ

るか できるだけ早く決断せよ           ジャック・ウェルチ 

 

  ※ジャック・ウェルチ 1935- アメリカ マサチューセッツ州出身の実業家。 

   その経営手腕から「伝説の経営者」や「20 世紀最高の経営者」と称される。 

   1981 年～2001 年、ゼネラル・エレクトリック社（GE）の最高経営責任者を

務めた。 

 

29.成功はシンプルから生まれる             セルゲイ・ブリン 

 

  ※セルゲイ・ブリン ソビエト連邦出身の実業家・研究者。 

   世界最大の検索エンジンを運営する企業、Google（グーグル）の創業者のひと    

   り。スタンフォード大学で出会ったラリー・ペイジと共同で１９９８年に

Google を創設。 

 

30.心は常に楽しむべし 苦しむべからず         貝原益軒 

 


