


有名人の「たま」的イメージ１人目。「スティーブ・ジョブズ」

The apple has changed the World. The portrait image of Steve Jobs.
その林檎は世界を変えた。スティーブ・ジョブズのたま的イメージ。

13歳の時にあこがれのヒューレット・パッカードの創業者に電話をかける。
ジョブズはそのまま夏休みにヒューレットでアルバイトをする機会に恵まれる。

自ら創ったアップル社を追い出され、紆余曲折を経て再度復帰した。

「自分が心から欲しいものは、他の人も欲しがる」

あなたの心から望むものは何だろう？



有名人の「たま」的イメージ２人目。「バラク・オバマ」

The president of U.S. Barack Obama. This picture is his portrait image.
米大統領バラク・オバマ氏のたま的イメージ。

アメリカ合衆国初のアフリカ系大統領。

現在はその支持率は低迷中。はたして再選は。



有名人の「たま」的イメージ３人目。「キョンシー」

Chinese hopping vampire, Jiang shi. this is their portrait image.
ベビーキョンシーが流行ったことがありました。キョンシーの「たま」的イメージ

ホラー映画を見ると、なぜか息を止める癖がついてしまったのは、たぶんキョンシーの影響。

万が一の時のために、もち米を自宅に常備しておきたい。



有名人の「たま」的イメージ４人目。「ウォルト・ディズニー」





His dream is not only just dream. 
It must give us ' something'. The portrait of Walt Disney.
ウォルト・ディズニーの「たま」的イメージ。

彼が人種差別主義者であったかどうかには興味がない。

I'm sure that he must be happy if the people coming to the Disney land enjoy and feel that the world
is small. It's not important if they are black, white or yellow.



有名人の「たま」的イメージ５人目。「孫正義」





He is the richest the person in Japan, Masayoshi Son.
孫正義の「たま」的イメージ。

I'd like to be his white dog! (Like the CM of softbank)
日本一の実業家。犬として飼われたいｗ



有名人の「たま」的イメージ６人目。「マハトマ・ガンディー」





He contributed for independent of India. The portrait of Mohandas Karamchand Gandhi.
マハトマ・ガンディーの「たま」的イメージ。

インド独立の父の誕生日は、現在、国際非暴力デーに設定されている。

暗殺時に弾丸を撃ちこまれながら、相手を許す仕草をした、その情熱はどこから来たのか。



有名人の「たま」的イメージ７人目。「パブロ・ピカソ」

He is the inventor of the art, Pablo Picasso. He left lots of artworks.
パブロ・ピカソの「たま」的イメージ。

キュビズムの発明家であると共に、2〜３個くらい先の時代を生きた女たらし。
「私は対象を見えるようにではなく、私が見たままに描くのだ」

こんなセリフがサマになるような人物になってみたいｗ



有名人の「たま」的イメージ８人目。「楊貴妃」





Does too deep love and beauty make one country fall down? YangGuifei
楊貴妃の「たま」的イメージ。

夫の父親である玄宗に見初められた彼女が得たのは果たして本当の愛なのか。



有名人の「たま」的イメージ９人目。「ニーチェ」



I sometimes crave the words like diamond. the portrait of Friedrich Wilhelm Nietzsche.
ニーチェの「たま」的イメージ。

美しい言葉は時に人を変える！

ニーチェと入力しようとすると、必ずニーテェとなってしまうことを、私も哲学的に検証してみ

たい。



有名人の「たま」的イメージ10人目。「伊能忠敬」

Siebold must have wanted to the Japanese map as well, the portrait image of Tadataka Inou.
56歳で思い立ったこと『そうだ、日本の地図つくろう』伊能忠敬の「たま」的イメージ。
商才のあった忠敬は、伊能家を再興しかなりの富を築いた。

50歳で隠居してからは天文学に目覚める。
寝る間を惜しんで勉強を続けた忠敬は、不正確な地図を正すために私財を投じ、56歳で測量の旅
に出る。

今から約200年前に作成された地図は、現在の地図とほぼ変わらぬほど正確なものであったという
。

日本地図の作成は忠敬の死後も続けられ、死後３年経った1821年に公表された。

脳は思い込みに弱く、自分が思う通りの脳になっていく。

年を取ったら何もできない、今の自分には何もできない。

そう思い込んでいるのは誰の脳？

それが、あなたの脳なら、今すぐでも変えられる。



有名人の「たま」的イメージ11人目。「モーツァルト」

He is the God of the music, the portrait of Wolfgang Amadeus Mozart.
モーツァルトの「たま」的イメージ。

才能はあっても素行不良で貧乏だったらしい。

音楽と同様に人を大切にできたら、毒殺に怯えることもなかったかもしれない。



有名人の「たま」的イメージ12人目。「ライト兄弟」

They must have wanted to fly like a bird in the sky, Wilbur Wright and Orville Wright.
ライト兄弟の「たま」的イメージ。

復元されたライトフライヤー号は離陸もできない飛行機だそうだ。

その飛行機が、なぜ世界初の有人動力飛行成功機となりえたのか。

トライ＆エラーによって培った技術が、彼らの飛行機を世界初にのし上げた。



有名人の「たま」的イメージ13人目。「マッチ売りの少女」





How should I advise to the poor girl, the portrait image of Den lille Pige med Svovlstikkerne.
マッチ売りの少女の「たま」的イメージ。

彼女が七面鳥を買ってあったかく帰るにはどうしたらよかったか。

・余裕のありそうなお宅と直接交渉

　→家政婦として働けないか聞いてみる

・わらしべ長者的に、マッチを高価なものに交換してもらっていく。

・「マッチなんて古いはお父さん、今は灯油の時代よ」、とお父さんに言ってみる。

さあ、あなたならどうする？



有名人の「たま」的イメージ14人目。「キング牧師」





“I Have a Dream”His dream is not only his dream. The portrait of Martin Luther King, Jr.
キング牧師の「たま」的イメージ。

あなたのその夢はあなたの個人的な欲望を叶えるもの？

ガンジーも、キング牧師も暗殺によってその生涯を終えている。

彼らはその死によってすら、最大限の主張をなしたであろう。



有名人の「たま」的イメージ15人目。「 ヘレン・ケラー」

Life is either a daring adventure or nothing.The portrait of Helen Adams Keller.
 ヘレン・ケラーの「たま」的イメージ。
1900年に聴力・視力障害で話すことのできない彼女のための入学試験がラドクリフ女子大学（
現ハーバード）にあったんだってことにびっくり。

当時の障害者に対する配慮のレベルが気になるところですね。



有名人の「たま」的イメージ16人目。「ダイアナ妃」

The most famous princess in the World, Princess of Wales, Diana.
ダイアナ妃の「たま」的イメージ。

彼女の人生がその名を冠した薔薇のように、美しくやわらかであることを願ってやまない。



有名人の「たま」的イメージ17人目。「スパイダーマン」





With great power comes great responsibility. The portrait image of Spider-Man.
鼻炎は辛いよ。スパイダーマンの「たま」的イメージ。

実験中のクモに噛まれてスーパーパワーを手にしたスパイダーマン。

「力」を手に入れたものには責任が伴う。

それは物理的な力だけではなく、権力もまた同様だろう。

スーパーヒーローもアレルギーに悩んでるのかと思うと、人生頑張れそうな気がします。



有名人の「たま」的イメージ18人目。「コロンブス」





Is he a courageous explorer or a cruel slave trader?The portrait of Christopher Columbus.
新大陸を発見したコロンブスの「たま」的イメージ。

その興味は黄金のみ。インディアンのたくましい体格を奴隷にふさわしいと見込み、虐殺と略奪

を指揮した。

卵を見たら言うだろう、「金でなければ意味が無い」



有名人の「たま」的イメージ19人目。「アンディー・ウォーホル」





He is the standard-bearer of the pop art. The portrait of Andy Warhol.
15分の世界的名声を16分に変えるには何をすべきか。
アンディー・ウォーホルの「たま」的イメージ。



有名人の「たま」的イメージ20人目。「ワトソン博士」

He is the best partner of the most famous ditective in the World, John H. Watson.
最高の相棒と言えばこの人。ワトスン博士の「たま」的イメージ。

軍医でシャーロック・ホームズの伝記作家であったワトスン博士は、

同じく医者で作家となったドイル自身の分身か。



有名人の「たま」的イメージ21人目。「レイ・チャールズ」

His music must touch all of the people'soul in the World, Ray Charles Robinson.
レイ・チャールズの「たま」的イメージ。

本当に美しいものに触れた時、人は活動を止めるのかもしれない。



有名人の「たま」的イメージ22人目。「エジソン」





The most important thing is keeping to ask 'why' to myself.The portrait of Thomas Alva Edison.
彼が蓄音機を実用化したのは30歳の頃。
晩年に行った死者との交信の研究は、自身が死者となった今も続いているのか。



有名人の「たま」的イメージ23人目。「ハローキティ」





Her weight is same as 3 apples! the portrait of Hello Kitty.
レディ・ガガも大好き！ハローキティ（キティ・ホワイト）の「たま」的イメージ。

出身地は以外にもロンドン郊外。



有名人の「たま」的イメージ24人目。「手塚治虫」





He changed Manga into Japanese culture. The God of Manga, Osamu Tezuka.
漫画の神様、手塚治虫氏の「たま」的イメージ。

生命とは何か。それは単に細胞の集まりではない。

He drew up what the LIFE is.
I can't but consider the question all the time as I read his works.



有名人の「たま」的イメージ25人目。「村上春樹」

He is my favorite novelist in the World. The portrait of Haruki Murakami.
鮮やかな色彩を持った物語はまるでパズルのよう。

一つ一つのピースを手にとって組み上げた文章は、私だけの物語に。

かえるくん、大好きです。村上春樹の「たま」的イメージ。



有名人の「たま」的イメージ26人目。「リンカーン」





Is he the real great emancipator? The portrait of Abraham Lincoln.
奴隷は解放してもインディアンは弾圧した。

人は人を差別せずにはいられないものなのだろうか。

リンカーンの「たま」的イメージ。



有名人の「たま」的イメージ27人目。「マリリン・モンロー」

The death of a goddess occurs in a mystery, The portrait of Marilyn Monroe.
マリリン・モンローの「たま」的イメージ。

不遇の少女時代を過ごした彼女が本当に願ったものは。

司法解剖を行ったのはJ.F.Kの解剖も行った野口恒富。



有名人の「たま」的イメージ28人目。「アイザック・ニュートン」

If the apple was a pear? The portrait of Sir Isaac Newton.
Jobsのりんご、ハローキティの体重。イブのりんご。木村秋則さんの奇跡のりんご。
りんごの力は恐ろしい。アイザック・ニュートンの「たま」的イメージ。

錬金術は成らずとも、その発見には黄金以上の価値がある。



有名人の「たま」的イメージ29人目。「ベンジャミン・フランクリン」

Read the Thirteen Virtues, the portrait image of Benjamin Franklin.
物理学者にして政治家。アメリカ初の公共図書館の設立者でもあるベンジャミン・フランクリン

の「たま」的イメージ。

彼が20歳の時に制定した「13徳」は、彼の生涯における規範となっている。

節制（Temperance）. Eat not to dullness; drink not to elevation.
沈黙（Silence）. Speak not but what may benefit others or yourself; avoid trifling conversation.
規律（Order）. Let all your things have their places; let each part of your business have its time.
決断（Resolution）. Resolve to perform what you ought; perform without fail what you resolve.
節約（Frugality）. Make no expense but to do good to others or yourself; i.e., waste nothing.
勤勉（Industry）. Lose no time; be always employ'd in something useful; cut off all unnecessary
actions.
誠実（Sincerity）. Use no hurtful deceit; think innocently and justly, and, if you speak, speak
accordingly.
正義（Justice）. Wrong none by doing injuries, or omitting the benefits that are your duty.
中庸（Moderation）. Avoid extremes; forbear resenting injuries so much as you think they deserve.
清潔（Cleanliness）. Tolerate no uncleanliness in body, cloaths, or habitation.
平静（Tranquility）. Be not disturbed at trifles, or at accidents common or unavoidable.
純潔（Chastity）. Rarely use venery but for health or offspring, never to dullness, weakness, or the
injury of your own or another's peace or reputation.
謙譲（Humility）. Imitate Jesus and Socrates.

参考



http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin

一歩一歩、でも毎日確実に足を動かそう。



有名人の「たま」的イメージ30人目。「アンネ・フランク」

Human's essence is the good, too. The portrait image of Annelies Marie Frank.
心の支えとなったであろう日記の名前は、キティー。アンネ・フランクの「たま」的イメージ

隠れ家で生活した８人のうち、生きて収容所を出られたのは、父、オットー・フランクのみ。

２年に及ぶ隠れ家生活の中で、彼女は希望を希望を持ち続けていた。

『人間の本質は善なのだから』

私もそう思います。

100人全てをまとめて読みたい場合はコチラ↓＾＾
http://p.tl/blQO
（Facebookページへのリンクです）


