
To live is to think. 

 - Cicero 

生きることは考えることである 

（キケロ） 

A wise man will make 
more opportunities 

than he finds. 

- Francis Bacon 

賢者は自ら出合った機会以上の機会を 

つくり出す 

（ フランシス・ベーコン） 

Well done is better 
than well said. 

- Benjamin Franklin 

実績は雄弁に勝る 

（ベンジャミン・フランクリン） 

The pen is mightier 
than the sword. 

- Edward Bulwer-Lytton 

ペンは剣よりも強し 

（エドワード・ブルワー＝リットン） 

There is more pleasure in loving 
than in being loved. 

- Thomas Fuller 

愛する喜びは、愛される喜びよりも 

はるかに優るものである 

（トーマス・フラー） 

Life is half spent 
before we know what it is. 

- George Herbert 

人生はその意味を悟るまでに半分が過ぎる 

（ジョージ・ハーバート） 

No man is free 
who cannot control himself. 

- Pythagoras 

自分をコントロールできない者に 

自由はないのだ 

（ピタゴラス） 

At the touch of love, 
everyone becomes a poet. 

- Plato 

愛に触れると誰でも詩人になる 

（プラトン） 

 



The greatest education 
in the world is watching 

the masters at work. 

- Michael Jackson 

世界で最高の教育は 

名人が仕事をしているところを 

見ることだ 

（マイケル・ジャクソン） 

Every man’s work is 
a portrait of himself. 

- Anonymous 

仕事とはその人その人の肖像画である 

（作者不明） 

If you’d be loved, 
be worthy to be loved. 

- Ovid 

愛されたいなら愛に値する人間になれ 

（オヴィディウス） 

He who has never hoped 
can never despair. 

- George Bernard Shaw 

希望を抱かぬ者は失望することもない 

（バーナード・ショー） 

Love is blind. 

- William Shakespeare 

恋は盲目 

（ウィリアム・シェイクスピア） 

Love is Nature’s second sun. 

- George Chapman  

愛は、自然界の第二の太陽である 

（ジョージ・チャップマン） 

The roots of education are bitter, 
but the fruit is sweet.  

- Aristotle 

教育の根は苦いが、その果実は甘い 

（アリストテレス） 

Friendship is a single soul 
dwelling in two bodies. 

- Aristotle 

友情とは二つの体に宿る一つの魂である 

（アリストテレス） 

 



Friendship is like money, 
easier made than kept. 

- Samuel Butler 

友情は金銭と同じように 

獲得よりも保持する方が難しい 

（サミュエル・バトラー） 

It is not length of life, 
but depth of life. 

- Ralph Waldo Emerson 

重要なのは人生の長さではない 

人生の深さだ 

（ラルフ・ワルド・エマーソン） 

No one has ever become poor 
by giving. 

- Anne Frank 

与えることで貧しくなった人は 

いまだかつて一人もいません 

（アンネ・フランク） 

Honesty is always the best policy. 

- George Washington 

正直が常に最善の策である 

（ジョージ・ワシントン） 

You’ll never find a rainbow 
if you’re looking down. 

- Charlie Chaplin 

下を向いていたら 

虹を見つけることは出来ないよ 

（チャーリー・チャップリン） 

There is no success 
without hardship. 

- Sophocles 

苦難無くして成功無し 

（ソフォクレス） 

the price of greatness is 
responsibility. 

- Winston Churchill 

偉大さの代価は責任である 

（ウィンストン・チャーチル） 

In the middle of difficulty 
lies opportunity. 

- Albert Einstein 

困難の内にチャンスがある 

（アルベルト・アインシュタイン） 

 



Knowledge is power. 

- Francis Bacon 

知は力なり 

（フランシス・ベーコン） 

Genius is 1% inspiration 
and 99% perspiration. 

- Thomas Edison 

天才とは 99％の汗と 

１％のひらめきである 

（トーマス・エジソン） 

Whoever is happy will make 
others happy too. 

- Anne Frank 

幸せな人というのは誰であっても 

他の人のことも幸せにするでしょう 

（アンネ・フランク） 

Change before you have to. 

- Jack Welch 

変革せよ。変革を迫られる前に 

（ジャック・ウェルチ） 

It always seems impossible 
until it’s done. 

- Nelson Mandela 

何事も成功するまでは 

不可能に思えるものである 

（ネルソン・マンデラ） 

Peace begins with a smile. 

- Mother Teresa 

平和はほほ笑みから始まります 

（マザー・テレサ） 

One today is worth two tomorrow. 

- Benjamin Franklin 

今日という一日は 

明日という日の二日分の値打ちがある 

（ベンジャミン・フランクリン） 

If you can dream it, you can do it. 

- Walt Disney 

夢見ることができれば、それは実現できる 

（ウォルト・ディズニー） 

 



Indecision is often worse 
than wrong action. 

- Henry Ford 

決断しないことは 

時として間違った行動よりたちが悪い 

（ヘンリー・フォード） 

Patience is also a form of action. 

- Auguste Rodin 

忍耐もまた行動の一つの形態だ 

（オーギュスト・ロダン） 

Every day is a new day. 

- Ernest Hemingway 

日々是新日 

（アーネスト・ヘミングウェイ） 

He liked to like people, 
therefore people liked him. 

- Mark Twain 

彼は人を好きになることが好きだった 

だから、人々は彼のことを好きだった 

（マーク・トウェイン） 

To find joy in work is 
to discover the fountain of youth. 

- Pearl S Buck 

仕事で喜びを見出すことは 

若さの泉を発見することである 

（パール・S・バック） 

Truth is stranger than fiction. 

- George Gordon Byron 

事実は小説より奇なり 

（ジョージ・ゴードン・バイロン） 

Our riches, being in our brains. 

- Wolfgang Amadeus Mozart 

我々の財産とは、脳の中に存在する 

（ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト） 

When it is dark enough, 
you can see the stars. 

- Ralph Waldo Emerson 

暗くなったときこそ 

星を見ることができる 

（ラルフ・ワルド・エマーソン） 

 



Imagination means nothing 
without doing. 

- Charlie Chaplin 

行動を伴わない想像力は何の意味も持たない 

（チャーリー・チャップリン） 

There is nothing like a dream 
to create the future. 

- Victor Hugo 

夢、これ以外に将来を作り出すものはない 

（ヴィクトル・ユーゴー） 

What is not started today is 
never finished tomorrow. 

- J. W. V. Goethe 

今日始めなかったことは 

明日終わることはない 

（J・W・V・ゲーテ） 

He who moves not forward, 
goes backward. 

- J. W. V. Goethe 

前進をしない人は、後退をしているのだ 

（J・W・V・ゲーテ） 

Cool heads but Warm hearts. 

- Alfred Marshall 

冷静な思考と温かい心 

（アルフレッド・マーシャル） 

I think, therefore I am. 

- René Descartes 

我思う、故に我あり 

（ルネ・デカルト） 

A room without books is 
like a body without a soul. 

- Cicero 

本の無い部屋は魂の無い肉体の如し 

（キケロ） 

The sole meaning of life is 
to serve humanity. 

- Lev Tolstoy 

人生の唯一の意義は 

人道を歩むことである 

（レフ・トルストイ） 

 


