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■何のためにこの命を使いたい？  ―小犬を抱く少年兵―

昭和20年、アメリカ軍はいよいよそこまで迫っていました。沖縄海域に集めた戦艦は 1500 隻以上。兵力は

のべ54万 8000 人。一方、日本軍の守備隊は８万 6000 人。もし沖縄が落ちれば、本土九州は目と鼻の先。こ

こは、なんとしてでも死守しなければいけない。沖縄が落ちれば、本土に乗り込まれる。 そんな事態になれ

ば、北からは、ソビエト連邦（現ロシア）が攻め入り、朝鮮半島やドイツのように、日本も北と南に二分していた

可能性も高かったのです。 

そこで編み出された戦法が特攻。体当たりによる自爆です。飛行機１機の犠牲で、相手の航空母艦や戦艦を沈

められるのです。陸軍の特攻基地の中心になったのは、鹿児島県の知覧でした。 

少年兵の訓練は過酷さを極めました。 「いいか貴様ら、航空兵はいつ死ぬかわからん。いつ死ぬかわからん

のなら、いつ死んでもいいようにしておかねばならん。そのためには体を清潔にしておけよ。死んだときに体

が不潔だったり、下着が汚れていたら恥だぞ。死んで恥をさらすようなことはするな。毎日風呂に入り、毎日

下着を洗うこと。わかったな」 

襟裏が汚れてないか、抜き打ち検査もあった。シャツの襟が 垢
あ か

じみていれば、はり倒される。若い子は、14 歳

で親元を離れて、この厳しい生活を始めます。故郷に手紙を書きたくても検閲されているので弱音は吐けま

せん。 

特攻隊員たちは、アメリカ側に見つからないように森の中に点在する三角兵舎と呼ばれる宿舎で最後の１日

を過ごします。 

形見を渡したくても、なにもないから、最後にふみしめた小石を手に取り、お世話をしてくれた人に渡し、飛び

立っていった者。 

「死んだら、ホタルになってここに戻ってくるよ」といい残して飛び立っていった者。 

自分の手持ちの本の、ある文字に○をつけてメッセージを残して飛び立った者。○で囲まれた文字をつなげ

ると、「きょうこちゃん さようなら わたしは あなたをあいしている」という文字に。片思いの幼なじみ、

きょうこさんへのメッセージでした。 

特攻隊で亡くなった若者の人数は 4400人にものぼります。いつか死ぬ身であるならば、いま最大の国難に

立ち向かうことで、愛する人を守れるのではないかと、彼らは希望を描いたのです。 
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■人生最後の日を想像してみましょう―死随念― 

メメント・モリ【memento mori】 

―死を記憶せよ― 

ラテン語で「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」という意味の警句。 

古代ローマでは、「将軍が 凱旋のパレードを行なった際に使われた」と伝えられる。将軍の後ろに立つ従者は、

「将軍は今日絶頂にあるが、明日はそうであるかわからない」ということ を思い起こさせる役目を担当して

いました。そこで、従者は「メメント・モリ」と言うことによって、それを思い起こさせていたのです。 

 

我々がこの世で死ぬべき存在であるという事実を 

賢者でない者は知らない。 

賢者はこれをよく知るので、争いは止む。 

 

 

 

質問１：いつか来る最後の瞬間を想像して下さい。 

今日があなたの人生最後の日、そして最後の瞬間です。今のまま生きて、あなたの人生が終わるとして、その

瞬間、どんな気持ちでいますか? 
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質問２： 

あなたに残された命の日数は何日だと思いますか？  

                                                 

あなたはあと何回桜を見れると思いますか？ 

                                                 

もし今、死んでしまったら何に後悔するだろう？ 

                                                     

                                                  

                                                 

                                                     

それは、どんな制限を自分にかけていたからだろう？ 

                                                  

                                                

                                                     

                                                  

 

やれる可能性があるやつが努力しないのを見ると、胸倉つかんで「俺と変われ」と言いたくなる。 

23 歳で白血病で亡くなった悠季くんが生前に残した言葉 

 

「自分はやがて死ぬ。そのことを知っておくことは、重大な決断を下すときに一番役に立つ。なぜならほ

とんどすべてのこと、他人からの期待や、プライド、恥や失敗に対する不安、恐れは死を前にしてはすべ

て消えうせて、ほんとうに重要なことだけが残るからだ」 スティーブ・ジョブズ。 

 

登りたい山を決める。これで人生の半分が決まる。 孫正義 

 

死はあなたに突きつけます。 

「このまま死んだように生きていていいのか？」と。 

死はあなたに突きつけます。 

「おまえの一番大切にしたいことは何か？なぜそれをやらない？」と。 

死はあなたに突きつけます。 

「自分だけがよければいいのか？」と。 

死はあなたに生きる「決意」を迫ります。 

 

 

 

質問３：あなたは「時間」という言葉にどんなイメージを持っていますか？ 

時間とは                            である。 
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質問４： 

今までを振り返り、自分の人生における問題点、挑戦できずにいる事は何ですか？５つ挙げて下さい？ 

１．                                                  

２．                                                  

３．                                               

４．                                                   

５．                                                 

 

 

質問５：己が信念を検証する 

 

a:人生のチャレンジを阻害している自分の資質は何ですか？自分のダメなところは何ですか？  

                                                    

                                                

                                                     

                                                

                                                    

                                                

                                                

                                                  

 

 

質問６：今後、何を変えれば人生はもっと上向きますか？あなたの変えなければならない悪い、無駄な習慣・

行動は何ですか？５つ上げて下さい。  

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

 

質問７：あなたは何によって憶えられたいですか？（自分の墓標名を考える） 

 

                                      

           男（女）、ここに眠る 
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質問８：自分の『幸せの条件』『不幸の条件』を知る 

これまでの人生で覚えているうれしかったことは？ 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                 

                                                

                                                

                                                   

 

これまでの人生で覚えている嫌な事、苦しかったこと、頭に来たことは？ 

                                                

                                                  

                                                 

                                                   

                                                      

                                                

                                                     

                                                     

                                                    

 

 

質問９： 

実際に知っている人で、「こんなふうになりたいな」と憧れている人は？ 

１．                                                   

２．                                                 

３．                                                

４．                                                

５．                                                 

歴史上の人物や有名人で憧れている人は？ 

１．                                                

２．                                                   

３．                                                  

４．                                                   

５．                                              
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⇓ 
共通点、キーワードを分析してみましょう。 

 ・                                               

 ・                                                  

 ・                                                 

 ・                                                  

 

■決断をとめる心理―決断が道具なのであれば、その道具を使う「心理」をマスターしなければならない― 

なぜ決断がそれほど力があるにも関わらず、多くの人が決断の力を使わないのでしょうか？ 

 1. 恐れ：多くの人は怖くなることを考えている。「失敗したらどうしよう」「間違っていたらどうしよう」と

いう恐れにふりまわされる。自分の意識をどこに向けるかを学ばなければいけない。 

 2. 過去にしたことがないので、決断の結果がどんなことを意味するのかが不安：やったことがあるから

「決断」できるというパターンにはまると、あと何十年もかかってしまう。過去ではなく、未来にもとづ

いて決断する 

 3. 『決断筋』が弱い：決断はすればするほど筋力がつく。しなければしないほど筋力が弱くなりたるむ。

たるむとムダな時間ばかりすごすようになる。大事なのは正しい決断をすることではなく、決断を積

み重ねて改善すること⇒何となく行動せず、意識的に行動して、決断する回数を増やしていく事が

大切。 

 4. 頭の中がいっぱいいっぱい：情報に常に囲まれ過ぎていて何から手をつけたらいいのか分からない。

私達は長期的に決断するシステムを学ばなければならない。 

 

 

質問１０： 

自分が来週・今月・来月・これからやらなければならないことは何ですか？ 

                                                                     

                                                               

                                                               

                                                                  

                                                                 

                                                                  

■How do you feel? 
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質問１１： 

自分が来週・今月・来月・これから実現したいことは何ですか？ 

                                                                    

                                                               

                                                               

                                                                  

                                                                 

                                                                  

                                                                   

                                                                  

                                                                 

                                                                   

 

■How do you feel? 

                                                                                               

                                                                                               

 

 

■平凡と非凡を左右する『質問の質』とは？―Great Leader は『フォーカスしているところ』が違う― 

私達のフォーカスをコントロールしているもの。それが『質問』です。どんな『質問のパターン』を無意識にし

 ているかによって、私達が過ごす充実感と時間の質は変化します。

何十年間に渡り、グレイトリーダーや成功者に会って話を聞いてわかった事。『卓越したリーダと平凡なマ

 ネージャーの違い』それは、彼らが自分にいつもいつもしている『習慣的な質問』でした。

平凡なマネージャーが“私がしなければならないことは何か？”という質問をいつも習慣的にしているの

に対し、グレイトリーダーは“私が実現したいことは何だろうか？”という質問をいつも習慣的にしていました。 

質問の結果もたらされる「フォーカスの力」が彼らに原動力を与え、その原動力が行動力と影響力をもたらし、

 大きな結果の違いをもたらしていたのです。

 まさに、質問の質が人生の質へ繋がっているのです。
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質問 1３：無意識の信念を明確にする 

あなたは日頃、自分自身にどんな質問をしていましたか？ 

                                                   

                                                 

                                                   

                                                  

あなたの口癖はなんですか？ 

                                                

                                                     

                                                   

                                                      

その口癖の裏にはどんな心理が隠されていますか？ 

                                                   

                                                    

                                                   

                                                     

 

 

■仕事する意義とは？―あなたは何の為に働きますか？― 

仕事する意義は、人それぞれ。ある人は家族のため、ある人はお金のため、ある人は名誉の為…。そこに正

解は無いのかもしれません。 

ただ、志高き仕事への意義をしっかり持っている人だけが、順境ばかりではない、長い人生における苦しい

局面に際し、じっとそれに耐え、ぶれずに逆境を乗り越えられるのかもしれません。 

 仕事を「お金儲けの手段、労働」と捉えている人は、もしも給料か安い場合、「こんな給料ではやってられな

い」と不満に思い、職場や自分の職業を変えることにエネルギーを注ぐかもしれません。  

一方で、仕事を「人格陶冶の手段」と捉え、仕事を通じ、自分自身を磨き、より良い人物へと成長しようと考

える人は、安い給料に不平不満を抱いてしまう、自分自身の卑しい精神を恥じ、それを変えようと努力するか

もしれません。安い給料でも感謝できる、足るを知る、謙虚な人間性を養おうと、より一層、仕事に心を込める。

仕事をさせてもらえている、その事がどれだけ素晴らしく、在り難い事なのか。そのことに気づき、感謝し、少

しでも誰かに喜んでもらえるのなら全力で仕事する。そんな毎日の積み重ねの先に本当の富と幸せがあるの

です。天はじっと静かに今日も私達を見守っています。 

 

人を相手にせず、天を相手にせよ。 

天を相手にして己を尽くし、人を咎めず、 

我が誠の足らざるを尋ぬべし 

 

西郷隆盛『南洲翁遺訓』 
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質問 1４： 

 ・ あなたが幸せで在るために絶対に必要な要素・条件は何ですか？ 

 ・ 逆にどうなるとあなたは不幸せを感じますか？ 

 

幸せに必要な要素・条件 

                                                

                                                   

                                                 

                                                   

                                                     

                                                    

                                                 

                                                    

                                                   

                                                  

                                                     

 

 

不幸せになる要素・条件 
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質問 1５：この手紙の作者に思いを馳せてみましょう。この方の仕事の意義は何なのでしょうか？どんな気持

ちを感じますか？ 

 

 

 

 

●藤井一 中尉 

 藤井中尉は茨城県の農家に生まれた。７人兄弟の長男であった。陸軍に志願し、歩兵となったが、特別に優

秀であったため転科して陸軍航空士官学校に入校した。卒業後、熊谷陸軍飛行学校に赴任し、中隊長として少

年飛行兵に精神訓育を行っていた。 

 精神訓育は生徒達に軍人精神をたたき込むことも重要な狙いであった。藤井中尉は特攻作戦が実施され

る前から「事あらば敵陣に、あるいは敵艦に自爆せよ、中隊長もかならず行く」と繰り返し言っていた。 

 その後、特攻作戦が開始され、自分の教え子たちが教えのとおり特攻出撃していく事となってしまった。あ

の純粋な教え子たちが次から次へと特攻出撃していく中、責任感が強く熱血漢であった藤井中尉は自分だ

けが安全な任務をしていることに堪えられなかったのだろうか。なんと藤井中尉は教え子たちとの約束を果

たすべく自らも特攻に志願したのである。 

 しかし、妻と幼子二人をかかえ、学校でも重要な職務を担当しており、パイロットでもなかった藤井中尉には、



- 11 - 
 

当然、志願が受け入れられるはずもなかった。しかし、藤井中尉は生徒達との約束を守るため、断られても、断

られても２度も特攻に志願していた。  

 

●悲劇 

藤井中尉の妻、福子さんは高崎の商家に生まれ、お嬢さんとして育った。戦争中は野戦看護婦として活躍し

ていた。そもそも藤井中尉との出会いは、中国で負傷した藤井中尉の世話をしたのが福子さんであったとい

うことである。このような馴れ初めである。福子さんは当然、藤井中尉の性格や考えが十分過ぎるほどわか

っていたはずである。しかし、わかっているからといって特攻志願することに納得できるものではない。福子

さんは夫を説得しようと必死だった。しかし、藤井中尉の決意は最後まで変わらなかった。 

 夫の決意を知った福子さんは、二人の幼子を連れて飛行学校の近くにある荒川に入水自殺した。 

 翌日の昭和１９年１２月１５日朝、晴れ着を着せた次女千恵子ちゃん（１歳）をおんぶし、長女一子ちゃん（３歳）の

手と自分の手をひもで結んだ３人の痛ましい遺体が発見された。その遺書には「私たちがいたのでは 後顧
こ う こ

の 憂
う れ

いになり、思う存分の活躍ができないでしょうから、一足お先に逝って待っています」という意味のこと

が書かれていた。 

 凍てつくような１２月の荒川べり、変わり果てた愛する妻と子供たちの姿を見て、藤井中尉はその前にうず

くまり、やさしく砂を払い、そして 呻
う め

くように泣いていた。  

 

●三度目の特攻志願 

藤井中尉はこの事件の直後、３度目の特攻志願を行った。今度は自らの小指を切り、血書嘆願であった。  

今度ばかりは軍も諸般の事情から志願を受理した。藤井中尉を特攻隊員として異例の任命を行ったのであ

る。 

  藤井中尉は熊谷飛行学校で生徒達に大変人気があった。教えは厳しいが熱血漢で情に厚いということで、

生徒達は藤井中尉を信頼し、尊敬し、あこがれを持っていた。藤井中尉の送別会では、学校の幹部や生徒達

で集めたお金で軍刀を贈った。藤井中尉は大変喜んでいた。しかし、事件のことは公になっておらず、誰も口 

にするものはいなかった。ただ、皆、噂ですでに知っており、別れを惜しんで流す涙がさらにつらいものであっ

たことは間違いない。 

 

●藤井中尉の出撃 

藤井中尉は陸軍特別攻撃隊第四十五振武隊快心隊の隊長として、昭和二十年五月二十八日、隊員十名と 

共に沖縄に向けて出撃した。藤井中尉はもちろんパイロットではないので、小川彰少尉の操縦する機に通信員

として搭乗した。教え子達、そして家族との約束をやっと果たすことが出来たのである。 

「われ突入する」の電信を最後に、還らぬ人となりました。  

藤井一 享年 29 歳。 

 

戦後、空母で銃撃を担当していたアメリカ兵が、次のように証言したそうです。 

次々と、アメリカの飛行機を爆撃していく日本の飛行機があった。「これはまずい」と、そのアメリカ兵は必死

の攻防の末、なんとかその飛行機を打ち落としました。しかし、飛行機は、墜落する水面すれすれの状態で急

旋回して、アメリカの空母めがけて横から攻撃してきたというのです。 
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「なんという執念」と、そのアメリカ兵の記憶に残っていたのだとか。 

その飛行機に乗っていたのは 2人組だったそうです。 

その日、2人組で出撃したものを調べてみると、それは……藤井中尉でした。 

 

特攻に行かなくていい地位だったのに…。 

藤井中尉は何のためにその命を自ら投げ出したのでしょうか？ 

何の為に…？ 

 

あなたはなんのために、生きていますか？ 

あなたはなんのために、働いていますか？ 

あなたはなんのために、この命を使いますか？ 

 

 

質問１５：自分の命をどう使いますか？あなたの使命は何ですか？ 

【使命】： 

私は私の命を                     ために使います。 

                                                               

                                                                

                                                                    

                                                              

                                                               

                                                                                                                                 

私の使命は                           です。 
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■5 年間（2025 年までに）で得たい結果は？ 

仕事 家庭 健康・趣味 

目標年収： 

 

達成したい事 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

 

 

必要な行動と期日 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成したい事 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

 

 

必要な行動と期日 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

 

 

 

達成したい事 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

 

 

必要な行動と期日 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

 



- 14 - 
 

■今年のテーマ（スローガン） 

 

 

 

 

■今年の目標 

仕事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭 

 

 

 

健康・趣味 

 

 

 

■今年一年の禁忌―コロナ終焉までの自分ルール― 

 

 

 

 

■陰徳と願掛け 
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人生最後の日の未来のあなたより 

 

どうも。私はあなただ。理想の人生を生きた人生最後の日のあなただよ。 

人生は短い。あっという間だった。 

生まれてから、今日までのことを考えてごらん。 

長いようであっという間だっただろ？ 

同じように、今日から、人生最後の日までもあっという間なんだ。 

 

やりたいことはすべてやるがいい。 

人間は、死ぬ間際、やったことに後悔する人は少ないものだ。 

やらなかったことに後悔する。 

 

ボブマーリーが歌ったとおりだよ。 

Everything’s gonna be alright. 

 

すべて大丈夫だから。 

やってみたいことはやってみるがいい。 

なにもかも大丈夫だから。 

人生最後の日を迎える私から見ると、 

うまくいったかどうかなんて、どうでもよかったんだとわかる。 

 

人生最後の日から見ると、すべての出来事は夢の中の思い出になるんだ。 

 

昨日のことだって、これまでのすべての出来事だって、もう、みんな夢の中の記憶だろ？ 

夢の中で、ビビッてどうする？ 夢の中で、心配してどうする？ 

なんであんなことに深刻になっていたんだろうと、自分に笑うしかないよ。 

 

どっちでもいいんだ。結果はすべて、人生最後の日に、夢となるのだから。 

だから、大切なのは、どんな気持ちで、それをやっていたのか。 

ほんとうに大切なのは、そこだけだ。 

 

ほんとうに大切なのは、ハートをひらくこと、自分に素直になること。 

いまの自分の気持ちにちゃんと寄り添ってあげるんだ。 

「ほんとは、どうしたいの？」って。 

それが、未来の私からあなたに一番伝えたいことだ。 

 

人生は文字どおり旅なんだ。 
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旅に成功も失敗もあるか。 

そして、旅には、やらなければいけないこともなにもない。 

歯を磨く、それくらいのもんだ。 

大丈夫。子どもの頃の気持ちを思い出してごらん。 

そう。その気持ちだ。家の扉をあけたとたんに、走り出していたあの頃のあなた。 

 

私は、私の人生を選んでほんとうによかった。 

人生最後の日、私はいま幸せだ。 

いま、心からそう思えるのはあなたのおかげだよ。 

いまのあなたが、たくさん、たくさん、悩んでくれたからだ。 

 

いまのあなたが、たくさん、たくさん傷ついてくれたからだ。 

そして、いまのあなたが勇気を出して一歩踏み出してくれたからだ。 

すばらしい人生だった。心からありがとう。 

 

あなたはひとりじゃない。 

わたしを含めて、未来のあなたたちが、みんなあなたを応援している。 

そして、みんなあなたに感謝している。 

 

では、人生最後の日に会おう。 

Everything’s gonna be alright. 

すべて大丈夫だから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


