
    人 生 計 画 

一、緒言（各種計画に共通する事項の概説） 

    １ 計画とは何か 

    ２ 計画の種類 

    ３ 計画の内容（方針・要領・処置） 

    ４ 計画の必要性 

二、人生計画の主眼 

    １ 人生計画は立てられるか 

    ２ 一般計画との差異 

    ３ 人生計画の主眼 

     ａ 如何なる生き方をするか。一生のうちで何を成さんとするか。 

     ｂ 就職と結婚 

     ｃ 士規七則（吉田松陰全集四巻 二十一頁） 

約して三端と為す。曰く「志を立てて以て万事の源と為す。交を択びて

以て仁義の行を輔く。書を読みて以て聖賢の訓
をしへ

を稽
かんが

ふ」と。士苟
まこと

にこ

こに得ることあらば亦以て成人と為すべし。 

三、人生計画の立案・実行・推敲鍛錬 

    １ 立案のための参考 

     ａ 邂逅（思いがけなく人に会う。邂、逅ともに同意義）→縁 

     ｂ 素直に他に学ぶ 

     ○ 万有皆我師 

     ○ アレキサンダー、ハンニバル、シーザー、グスタウス、フレデリック等八

十八の戦闘の歴史を繰返し読め。名将たるの道これあるのみ。（ナポレオン） 

     ○ 君がたの先人たる諸大家を、心を傾けて愛し給へ。その人達の内心におけ

る静かにもゆたけき調べを、また、世の荒波をたたかつた苦悩をたたへ給

へ。この讚仰が先づ君がたの心を救ふであらう。然しながら、君がたの兄

達を模倣することは戒心されよ。模倣はあらゆる人からその生命を奪ふも

のである。 

                                    （ロダン）   

     ｃ 親・兄弟・先生・先輩・友達 

     ｄ 読書・新聞・雑誌および旅行 

    ２ 計画の実行を阻むもの 

     ａ 三毒→むさぼり・いかり・おろかさ、（貪
どん

・瞋
しん

・痴
ち

） 

     ｂ 不慮の災害（病気・天災・下界の事情） 

    ３ 日常生活 

     ａ 小さいことを馬鹿にせぬこと 



     ｂ 計画的行動 

     ｃ 反省 

      曽子曰く、吾れ日に三たび吾身を省る。人の為に謀りて忠ならざるか。朋友

と交はりて信ならざるか。伝へて習はざるか。  （三省の戒め） 

     ｄ 心のゆとり 

        ひろき世にたつべき人は数ならぬことに心をくだかざらなむ 

        あさみどり澄みわたりたる大空の広きをおのが心ともがな 

     ｂ 不慮の災害（病気・天災・下界の事情） 

     ｅ 体当り                                    

四、人生計画の実例 

   １ 先人 

   ２ 私（岡村愛一）人生計画 

五、参考事項 

  １ 山重水複、路無キヲ疑フ、柳暗花明マタ一村。 

○ 家すこしあるかと見れば山道はまた杉林になりにけるかな 

○ あるるかとみればなぎゆく海原の波こそ人の世に似たりけれ 

 ○ クモリ日ノイブセキユフベアクル日ノハルルヲマタンノゾミニイキン 

２ 時間はすべての人に平等に与えられている。 

      貧富を問わず、学生、勤労者、青年の別なく、神は、万人に公平に二十四時

間という時間を与えた。君は、あすの時間を使うことは出来ないし、きのうの

時間を、取り戻すすべもない。たゞ、今日の二十四時間を有効に使うことが出

来るだけである。毎日の二十四時間をどう使ってゆくか。人生は、つまるとこ

ろ、その決算報告に外ならない。私たちは、朝のこない夜はないことを信じて、

刻一刻の時間を充実して生きてゆく。充実した時間という言葉がおおげさなら

ば精いっぱい努力するとか或は体当たりでゆくと云いかえてもよい。       

                     朝のこない夜はない（吉川英治氏のことば）                    

    〇 今日のみの命のゆゑに大君を思ふこころはいやまさりけり 

    〇 今日のみの命と思ひ目の前のつとめはたすをねがひとなさむ 

  ３ 偉大とは方向を与えることなり。 

  ４ 天職（ドイツ語ではベルーフ Beruf）とは神の国における協力に招かれることで

ある。 

  ５ ○ しるべする人をたよりにわけいらばいかなる道かふみ迷ふべき 

    ○ 遠くとも人のゆくべく道ゆかば危き事はあらじとぞ思ふ 

    悪シキモノノ謀略ニアユマズ、ツミ人ノ途ニタタズ神ヲ嘲ルモノノ座ニスワラヌ

モノハ幸ナリ                （旧約聖書、詩篇第一の一）     

    ○ ともすればさまたげられてひとすぢにゆかれぬものは道にぞありける 



    ○ わが心われとをりをりかへりみよしらずしらずも迷ふことあり 

    ○ しのびてもあるべきときにともすればあやまつものは心なりけり 

  ６ 我超世ノ願ヲ建ツ。必ズ無上道ニ至ラン。斯願満足セズンバ誓ツテ正覚ヲ成ゼジ。

我無量劫ニ於テ大施主トナリテ普ク諸ノ貧窮ヲ済ハズンバ誓ツテ正覚ヲ成ゼジ。

仮令身ハ諸ノ苦毒ノ中ニ止ルトモ我行ヒ精進ニシテ忍ンデ悔イザラン。 

     〔註〕 

       超世ノ願 十方衆生ヲ救ハズンバヤマヌトイフ仏ノ大願 

       無上道  最上ノ道 

       正覚   仏法ノサトリヲ開クコト 

       無量劫  極メテ長イ時間、劫＝カルパ Kalpa 

  ７ 道をひらく 

     雨がふれば 人はなにげなく 傘をひらく 

     この 自然な心の働きに  その素直さに 

     私たちは日ごろ あまり気づいてはいない 

     だが この素直な心 自然な心のなかにこそ 

     物事のありのままの姿 真実をつかむ 

     偉大な力があることを 学びたい 

     何ものにもとらわれない 伸びやかな心で 

     この世の姿と 自分の仕事をかえりみるとき 

     人間としてなすべきこと 国としてとるべき道が 

     そこに おのずから明らかになるであろう      （松下幸之助） 

  ８ 対人関係 

    ａ 春風ヲ以テ人ニ接シ秋霜ヲ以テ自ヲ粛ム 

    ｂ、「我―汝」の考え方に徹すの凡てを十字架に釘付け了りて独り神によりて生き

んとするの情である。 

   

人生計画について 参考資料   

   えぞまつのみどり葉を思い出でつつ 

                  五月四日午前五時（昭和四十四年五月四日） 

三日午後庭の手入れで労働したため熟睡、窓をあけると三号館のＳ棟の上に円い月が

見えました。昨日につづき好天気、窓ぎわの菊の苗が元気よく育っています。私は今、

五月十七日に予定しています望星講座第一部第四回目（テーマ・人生計画について）の

準備のため二号館の自室でこのペンをとっています。ドイツへ出発の日も追々近づき多

忙になりますので連休中になるべく多く仕事を片づけておきたく……。 

  部屋の中は深い山の中にいるように静かで新しく買っていただいたスタンドは明るく

私の手許を照しています。書架から一冊の古びたノートを取り出し読み進みつつ段々二



十歳前後の私にかえっています。このノートは「えぞまつ」と題する私の備忘録です。

その題の由来は私が陸軍士官学校を卒業しましたとき北海道の旭川にある工兵第七大

隊に配属せられそこの将校として実人生の第一歩を踏み出しましたので北海道の象徴

であるえぞまつ（蝦夷松、落葉松）に因んだものです。このノートは幸に戦災にかかわ

らずに… 

私の出征中は家族に守られて…今迄保存してきましたもので、私にとりましてはなつか

しくまた如何なる宝物にも代へ難い貴重なものです。私はこのノートとそれから最近書

き始めました経帷巾
きょうかたびら

（えぞまつの続編）とを私の棺の中に入れてもらうつもりです。こ

のことは家内や子供らも承知しています。  

  このノートの中に「見習ヒ士官オヨビ新任少尉時代ヲ如何ニ送ルベキカ」という一説

がありますが、この一説は私のそのころ（二十二歳）のささやかな人生計画と申せまし

ょうか。諸君のために何かのご参考にもなればと考えまして恥を忍んで敢えて原文のま

までプリント致します。 

△士官学校を卒業したときは少しもうれしくなかった。むしろ悲しかった。ただ卒業式

の日の観兵式のとき摂政官殿下の午前で感泣の涙をはらはら流したきりだ。この涙は

私が過去七カ年（註・幼年学校三カ年、士官学校予科二年、同本科二年）に於いてか

ち得たものだ。そしてただこれきりだ。  

△私はとうとう自立しなければならないようになった。学問識見の浅はかな私はどうし

て立派な将校として立ってゆけよう。けれども私は二つのものを授けられてそれを一

つにしている。その一つは勅諭、他の一つは歎異抄である。私の財産はこれだけだ。

けれどもこれだけは無限大に私の財産である。 

△幼年学校時代から比較的真面目に勉強してきたのは愉快に思う。けれどもこれくらい

の真面目さではとても駄目だ。まだ真剣になっていない。換言すれば苦労というもの

を知らない金がなくて困ったこともなく、食事がなくて死にそうになった経験は一回

もない。 

  ［註］ ゲーテのことば 

       涙ながらにおのがパンを味わったことのないもの、 

       悲しみの夜な夜なを 

       おのが臥床に泣きあかしたことのない者は、 

       天なる御力よ、おんみを知りませぬ。 

△在学中私は比較的全ての人々に理解せられて多くの友を得た。また上官から愛せられ

た。私に対して悪感情を抱いている人は一人もいないと思っている。私としては不思

議に思うが社会に出ると誤解せられるかも知れぬ（註・あまりカタクナすぎるため）

と心配して下さる先輩や上官もいた。 

△人生は努力の函数である。死水は腐敗する。我等は動かなくてはならぬ。努めなけれ

ばならぬ。 

 



  ○ 駑馬雖遅積日多  駑馬
ど ば

遅しといへども日を積むこと多ければ 

高山大沢尚堪過  高山大沢尚過ぐるに堪ふ 

    請看一掬洗顔水  請ふ看よ一掬
いっきく

の洗顔の水 

流作汪洋万里波  流れて汪
おう

洋
よう

（大海）万里の波を作す 

  ○ 長空ヲ睥睨
へいげい

シ突兀
と こ つ

絶
ぜつ

漠
ばく

ノ中ニ聳ユル角石塔モ近ヅキテ之ヲ見レバ片石ノ累積ニ過

ギズ、偉人ノ高キニ踞
きょ

スルモ一躍シテ達シタルニアラズ、其ノ儕輩
さいはい

ガ沈眠シタル

深夜ニ於テ独リ自ラ矻矻
こつこつ

（ほねおって働くさま）攀援
はんえん

（ヨジノボル）シタルノミ。 

  ○ 我若シ人ニ倍スルノ光陰ヲ用ヒ人ニ倍スルノ労苦ヲナサバ必ズ他人ノ為シ得ル事

業ヲ為シ得ベシ。                   言志録 （佐藤一斎） 

△これから思い浮ぶままに帰隊後注意すべきことを書き列ねる。 

［註］卒業式は七月十七日（大正十三年、一九二四年）でしたがメキシコから帰る長兄

を横浜港に迎えるため帰省せず、進修学舎（紀州藩が武学生のため設備した集会所）

で一週間すごし旭川の任地に赴任しました。 

 １ 勅諭を捧読
ほうどく

すること歎異抄を捧読すること。捧読して涙が出ないようでは駄目と知

らなければならぬ。何となればこの二つがなければ私は生きてゆくことが出来ない

からだ。ただそれだけが捧読の理由である。 

 ２ 兵にたいしては、涙を以て臨め。自分の小さい胸の血を彼らに注入せなければなら 

   ない熱せられた鉄のように。（将校の平時の仕事は教師である） 

 ３ 死ぬまでやるのだ。体力をも考えなくてはならぬが体力を口実にして真剣な行動が 

   出来ないようでは将校たるの価値がない。 

 ４ 将来の日本の工兵を世界一のものたらしめるのは誰の責任か。笹井君を送って横浜 

   まで行った。涙ながらに二人で将来に対する決心を語ったのではないか。彼は私の 

骨肉と同じ親しい友である。二人でやれば大抵のことは出来る。二人はこれからこ 

の大方針に向かって進むのだ。 

［註］笹井君は私の同郷竹馬の友。大正六年、一九一七年、大阪陸軍幼年学校入校以来、

士官学校、砲工学校、陸軍大学校と十二年間の学生生活を共にし、同時に進級し終

戦に至る。第一語学は彼はフランス語、私はドイツ語、同君は目下大阪にあり。終

戦後武人としての進退最も正しく志操高潔、最近は、戦史の研究に没頭しあり。私

の交友、五十年一日の如し。 

 ５ 橘中佐殿の老婆心、大庭閣下（註・大正、士官学校時代の教育総監）、真崎閣下（註・

士官学校本科長）のご注意を反覆熟読しこれを実行の上に具現すること。 

 ６ 零砕
れいさい

な時間をも利用せなければならぬ。ポケットには書物を所持していなくてはな

らぬ。また執務時間には全力をあげて公務を勉強し他を顧みてはならぬ。 

 ７ 自己の実力を向上すべき勉強（註・語学、哲学、その他軍務に直接関係なき教養の

ための勉強）は主として夕食後或は点呼後に於てする。勉学も公務と心得、将校ク

ラブ等に於いて時間を徒費せざること。延灯は最大限二時間ならむ。軍医と相談し

て食物に注意し、朝は乗馬、体操、剣術を実施する。 



 ８ つまらぬものを買い生活を複雑にせざること。 

   カフェ（註・大正の末期はカフエ全盛時代）、活動（註・映画、当時はまだ無声）は

我等の近づくところにあらず。純なる精神を鈍らす第一歩なり。 

 ９ 金銭にたいしては、十分注意すべし。一部の青年将校の如く入浴する費用もなくな

る如くするは恥ずべき事なり。 

   如何なる時と雖も部下たる下士官兵の危急を救い或は彼等をもてなすだけの費用は

所持しあることを要す。而して計画なければ多くは浪費に陷る。お上より給せらる

る俸給（註・月給七十円、北海道在勤者はこの他十パーセントの増俸あり）は我等

が青年将校として本分を尽し体面を維持するに必要にして十分なり。 

１０  禁酒、禁煙。私の娯楽は部下と心を一にして本分を完全に尽くすべく努力するこ 

  とである。そして別にトランプとかカルタとかおよびその他の遊びごとに手を染め

ないつもりである。 

 １１ 努めて沈黙を守り、自己の行動により人を服せしむること。 

   大正十三年一月上京（註・士官学校最後の冬休暇が終ったとき）するとき父が停車

場まで送って下さってどんな別れの訓戒を与えられたか。 

   ［註］別れの訓戒＝春風ヲ以テ人ニ接シ秋霜ヲ以テ自ラ粛ム 

 １２ 座右の銘を作ること。乃木将軍、橘中佐其他崇拝する方々の写真を集めること。 

 １３ 如何なる場所へも軍服を着て出入りすること。軍服を着用することを好まざるは

堕落の第一歩にして且最も不忠なる行動なり。 

 １４ 御恩を受けた方々には月一回、或は二、三月に一回必ず通信すること。ペン、葉

書にて可なり。時代は形式に囚わるることを許さず。殊に我等の如く関係者多きに

於いて益々然り。 

 １５ 新聞は国民、萬朝、而して必要なる箇所は切り抜く。   

 １６ 居室の清潔、整頓に注意。   

 １７ 他人の言（註・主として新聞雜誌等に現われしもの）を妄信すべからず。   

 １８ 大尉までは学生と心得べし。交際家振らず。研究心旺盛なるべし。  

 １９ 自己の努力に信頼すべし。 

      小学校時代を思え。而して大正六年秋志を決して郷関を辞したる時を思え。 

 ２０ 他人にはつとめて譲るべし。殊に自己一人が不利を忍べば可なりしとするが如き

場合にはよろこんで不利を引受くべし。   

 ２１ 詩歌芸術は兵とともに生活して始めて味わえるのだ。 

 ２２ 松陰先生、言志録、ゴルドン将軍伝等自己の理想とする人々の伝記を読み自己の

行動と比較して反省の資とすること。 

 ２３ 現在そのときどきの職分に忠実なるべきこと。「ヤルトキハヤルノダ」式は絶対に

排撃する。   

２４ 哲学、宗教は遊戯でも夢でもない。死力を尽くして下士官兵とともに本分を尽く



すときに味わなければうそだ。人生の真実にふれない勝手なことを筆先ばかりで

いい加減な事を書く学者、思想家は私の友でない。 

 ２５  不平は弱者の悲鳴なり。天を相手にせず。人を相手にするが故に不平ももらさる

るなり。 

 

 

 

 

 


