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「新しい人の方
ほう
へ」 

ヨハネによる福音書 10章31～42節 
 
 

 4 月新年度が幕を開け、早 6 月を迎えました。当初の予定でいくと、受難と復活の 4 月を終えた
今月は、元の講解順に戻って、2 章の初めに返るところです。ですが、受難の十字架を想起しつつ、
そこへと大きく舵

かじ

を切った情況に目を向け、そこからいま一度、信仰の大切な事柄を学び取れたら

と思います。そこで、（情況が十字架へと明確に展開し始めるのは主イエスがラザロを生き返らせた
11 章からですが）今月は（そこへの序曲とも言える）10 章の終わりから、聖書の語りかけを御一緒
に聴き取りたいと思います。 

 
 ということで、前置きはそれくらいにして 早速、今月の箇所に移ることにしましょう。ただ、今
月は少しばかり「挑発的」と言いましょうか、少々「過激」にも響くそんな言葉を一つ・二つ 御紹

介させていただきたいと思います。ですので、ぜひとも注意深くお聞きくださり、その言わんとする
真意を誤解なく聴き取っていただけたらと思います。 
 

 さて、言うまでもなく、イエス・キリストを人生の「支え手
て

」また「導き手」と信じて信仰生活を
おくっている人々のことを、私たちは「クリスチャン」と呼んでいます。つまり、イエス・キリスト
を「いのちの主」と告白して歩んでいる人たちのことです。現在 使っている新共同訳聖書では「キ

リスト者」と訳されていますが、一つ前の口語訳聖書では、「使徒行伝」の 11 章 26 節に次のよう
な記録が見られます。「このアンテオケで初めて、弟子たちがクリスチャン

．．．．．．
（Χριστιανούς

くリースティアーヌース

＜Χριστιανός
くリースティアーノス

, -οῦ, ὁ）と呼ばれるようになった」。要するに、教会が誕生してしばらくした初

代の教会の時代、世間の人たちが主イエスの弟子たちに「クリスチャン」という名を付け、彼らのこ
とをそのように呼び始めたというのです。その後、「キリスト気違い」というような悪意がそこに込
められるようにもなっていきますが、しかし当初は、そのようなことはなかったようです。「キリス

トに倣
なら

う者」「キリストに従う者」「キリストに属する者」「キリストの者」という、クリスチャンの
本質をそのものズバリと突いたストレートな意味合いでもってそのように呼ばれたのでした。ここか
らも分かるように、クリスチャンと呼ばれる者たちの信仰の中心には いつの時も、そしてどこまで

いっても、私たち・人間のあれこれではなく、「イエス・キリスト」というお方のあれこれがあるわ
けです。 
 ところが、です。その中心の大切なキリストのイメージがどうも人によって様々で、一つでないよ

うなのです。イエス・キリストの顔や姿を描いた いわゆる「聖画」と言われるものを見ても、ある
ものは「力ある王」のように 堂々といかめしく描かれています。かと思うと、なんとなく中性的で、
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ひたすら美しく奇麗に描かれているものもあります。「いったい、どれが本当の主イエスなん

だろうか」と、そんな戸惑いさえ憶
おぼ

えさせられます。そして、そのような戸惑いというか、あるい
はついつい気づかずに見過ごしていた点とでもいうか、そうしたことの一つとして、今月の聖書の箇
所にも見られる「論争して主張されるイエス・キリスト」という そのような姿があるように思われ

るのですが、いかがでしょうか。私は、親がクリスチャンですので、子どもの頃から教会で育ちまし
た。そのような人間にとっては、可愛

かわい

い小羊を腕に抱
だ

いて歩く 優しくて温かいイエス様といった、
そんなイメージがしっかりと頭の中に入っています。ですから、今回のようなイエス・キリストの姿

というのは やはり、多少 距離を感じなくもありません。とはいっても、4つある福音書が4つとも
例外なく、論争して主張される そのようなイエス・キリストの姿を繰り返し書き留めているわけで
す。主イエスはもちろん、なにも自分のほうから喧嘩

けんか

を売りたいわけではありません。「父なる神

の御心
みこころ

をきちんと語りたい。割り引きせずに真っすぐ語って、そして、人々に『本物の

いのち』を届けたい」。そう願って、そうされただけのことでした。しかし、そのようにすると、
そこにいつも論争が起こってしまう。論争が起こって、イエス・キリストを疎

うと

ましく思う人たちが

出てきてしまうのです。これを見て、こんな過激なことを言った神学者さえいます。初めに申し上げ
た「過激な言葉」の一つ目です。「イエスとの出会いには、根本的には ただ 2 つの可能性

しかない。すなわち、人間が死なねばならないか、それともイエスを殺すか、である」。

主イエスのメッセージはストレートではっきりしているので、私たち・人間がそれに従って 自分の
生き方を変えるか、すなわち「それまでの古い自分に死ぬか」、それとも うるさいことを言う面倒な
イエスを邪魔者扱いするか、すなわち「主イエスを殺すか」、そのどちらかしかなくなってしまうと

いうのです。 
 
 今月の箇所は、言ってみれば、そのような問題を孕

はら

んだ場面として始まっています。そして、そ

の始まりの言葉は何かと見てみますと、こう書き出されているのです。「ユダヤ人たちは、イエ

スを石で打ち殺そうとして、また 石を取り上げた」。まさに「イエスを殺そう」というわけ
です。詳しい説明は省きますが、これは実は、事前の審議も何もない違法なもので、「リンチ」とも

言うべきものでした。そこにはもちろん、事情や背景があるわけですが、いずれにせよ 彼らは、す
なわちユダヤの指導者たちはそうまでしても、イエス・キリストを亡き者にしたかったのでした。彼
らを囚

とら

えていたのはプライドであり、利害の既得権であり、利己的な思惑であり、それまでの自分

を放すまいとする保身の執着心でした。そして、そこから生まれていたのが 邪魔な相手を亡き者に
までしようとする怒りであり、妬

ねた

みであり、敵意だったのです。けれども、そのようなものは 当然
ながら、私たち・人の目を曇らせ、正しい判断ができないようにしていきます。実際、主イエスの問

いかけに対する彼らの返答を見ても、そのことが分かるのではないでしょうか。イエス・キリストは
32 節で問いかけられます。「私は善い業をしてきたはずだ。善いことを語り、善いことを

行なってきたはずだ。�いったい、そのどれが死罪に当たるというのか」。これに対し、ユ

ダヤ人たちは答えます。33節、「我々はそのことで殺そうとしているのではない」。なんとい
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うことでしょうか。ここから分かるのは、主イエスの生
い

き様
ざま

が善いものであることは、敵意を持っ

た彼らでさえ 認めざるをえなかったということではないでしょうか。であるならば、善いことをし
ている そのイエス・キリストの背後に父なる神様の御姿

みすがた

が見えるはずなのに、また見ればいいのに、
それが見えないし、そもそも見ようとしない。悲しむ者の傍らに寄り添い、くずおれる者の痛みを受

け止め、苦しむ者の病を癒やして、そして 罪に涙する者たちに赦
ゆる

しの恵みを届けられた主イエスで
す。愛を語り、義を説き、そのようにして 父なる神の御心

みこころ

を生き抜かれた主イエスです。クリス
チャンでなくとも、その姿に敬意を抱

いだ

いて、イエス・キリストを普通の人間ではない特別な存在と

見る人だって少なくありません。その昔、私が授業を受けた精神医学の教授も語っていました。その
先生はクリスチャンではありませんでしたが、こう言われたのを覚えています。「精神医学の見地

からするなら、イエス・キリストは特殊な異常者か、もしくは極めて特別な人間と考え

られる。しかし、その倫理性の高さや一貫した言動からして、異常者とは考えにくい。

特別な人間のように思われる」。このように、怒りや妬みや敵意に心が奪われていなければ、そ
して先入観や決めつけのない 素直で柔らかな心の目さえ持っていれば、たとえクリスチャンでなく

ても、主イエスの内に善いものが見えてくるのではないでしょうか。なのに、ユダヤ人たちはイエ
ス・キリストを殺そうとするのでした。というか、主イエスが善い業をしていることは 彼らも一応
は認めざるをえなかったわけですから、「認めても、それでもなお」ということになれば、それ

こそ 本当にタチが悪いということかもしれません。気にくわない者は、何がなんでも気にくわない。
邪魔な者は、誰が何と言おうと 邪魔でしかない。私たち・人間のどこかに潜む そんな貧しさが露

あら

わにされた姿とも言えるのではないでしょうか。 

 ですから、彼らはそこで言います。「神を汚
けが

したから、冒瀆
ぼうとく

したから、石打ちにするのだ。

人間なのに、自分を神としているからだ」。これは、今回の直前の箇所である 30 節で、「わ

たしと父〔なる神〕とは一つである」と、主イエスがそう言われたのを指しています。という

ことは、彼ら・ユダヤ人たちはここでもまた、イエス・キリストがおっしゃったこと・それ自体は
ちゃんと理解していることになります。でも、彼らはそれを認めなかったということでしょう。覚え
ておられるでしょうか。「ヨハネによる福音書」は冒頭の 1 章 14 節で次のように宣言し、その福音

書を書き始めています。「 言
ことば

は肉となって、わたしたちの間に宿られた」。つまり、神と等し
いお方であられるイエス・キリストが人間の形をとられ、私たちのもとに来てくださったというので
す。それが、「ヨハネによる福音書」の初めから終わりまでを貫くメッセージの中心です。そのこと

を知っている者にとっては、彼ら・ユダヤ人の訴えは 実は全く逆であることが分かります。「人間

なのに 自分を神としている」のではなくて、「神と等しくあられるのに 人間となってく

ださった」。それが 主イエスの告げられたことであり、聖書のメッセージであり、キリスト教の信

仰の中心だからです。 
 しかし、それにしても どうして、このようなことになるのでしょうか。それは 一言

ひとこと

で言うなら、
イエス・キリストのあれこれが自分の願いや望みや見込みと食い違うところから来るように思われま

す。一方で、本当のところは、神の御心ではなく 自分の欲や報いを求めている私たちがいたりしま
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す。また一方では、「こうあるはずだ」という思い込みや決めつけに固まっている私たちがいたり

もします。実際、今月のユダヤ人たちはこれらの両方に囚われていました。一方で、自分たちの利害
や欲得を守ろうとし、また一方では、「救い主は高貴な家の出で、華やかで力あるお方であ

るはずだ。そして、（実際には、元々の・本来の精神が歪
ゆが

められたものになってしまっていたの

ですが、自分たちの作り上げた その）律法を一点一画、決められたとおりに守るはずだ」と、
そのように頑

かたく

なに決め込んでいたからです。とはいうものの、私たちもまた、同じような落とし穴
にはまる危険性がないとも言えないのではないか。そのように思わされています。そこで、こうした

問題について、信仰の本質的な事柄と結びつけて記している一文を御紹介したいと思います。過激で
挑発的とも言える言葉の二つ目です。言葉の主

ぬし

は、「渡辺
わたなべ

善太
ぜんだ

」という先生です。すでに召された先
生ですが、聖書学者としても牧師としても名の知られた方でした。神学校の教授や校長を務めながら、

東京の銀座教会で長年、牧師として働かれました。その説教は「善太節
ぜんだぶし

」と呼ばれて、個性的な語り
口で聞く者を惹

ひ

きつけ、日曜日の礼拝は毎週、多くの聴衆で溢
あふ

れたと言われています。ちなみに、
御紹介する一文は『わかって、わからないキリスト教』という、いかにも善太先生らしい そんな面

白いタイトルの本に収められています。こんな文章です。 
 
 人間は誰しも・・・自分の好む面を、人の話や講演、人の書物から受け取って理解す

る。これが普通のこと。これは万人に来る甘い考えで、自分の元々の考えでイエス・キ

リストをかくの如
ごと

き人と考えて教会に入り、聖書を学び、説教を徐々に聴いていくとい

うと、予想が、想定が違ってくる。・・・これは、教会へ入ると万人が言う「こんなは

ずではなかったが・・・」。ことに人間は、苦境にあるとき・・・困難にあるとき、キ

リストにすがる。どうしても、その困難から救ってくださる救い主としての面のみを捉
とら

える。だが、教会に入っても その御利益
ご り や く

は〔なかなか〕現われない。そこで、その信

仰が裏切られる。そのとき、我々がとる態度は二つに一つ。教会に背中を向けて去るか、

それとも、その奥に頭を垂
た

れて突入するか しかない。こういう危機は 必ず来ます。も

ちろん、その程度に深い浅いはありますよ。だが・・・どれだけの人が・・・イエスを

知り、次にその知り方が誤っているという自覚に導かれ、さらにそれを突破して、教会

の奥に信仰的に突入することができるか。もう一度言いますが、人間は自然のまま、生

まれたままの予想と考え方でその救い主を予想いたします。こういう方
かた

が出て、私を

救ってくださると想定する。だが、そういう想定は、教会に入って何年も経たないうち

に裏切られる。「ああ、あんなのは俺の考えていた姿じゃない」。そこが分かれ道だ。こ

れが分かれ道です。私どもが下から見ていた想定が裏切られて崩され、上からの 聖書

によるイエス信仰が初めて「はあーっ」と分かってこないと、信仰は確かなものになら

ない。 

 日本のクリスチャンの数は、全人口の 1 パーセントと言われている。こんなに少ない

のは、私は無理ないと思う。キリスト教はその性質上、そういうことがあるのです。最
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初の想定が必ず裏切られる。だから、キリスト教は万人に歓迎されるようにはできてい

ないんだ。だが しかし、であればこそ、キリスト教の値打ちがあると、そう思う。最

初に想定した〔誤った〕イエス信仰が破られ、悩み苦しみ、「ああ 馬鹿をみた」と幻滅

感に襲われるでしょう。だが しかし、この危機を突破した人はどうなるか？ それが問

題だ。その危機を突破した人が初めて、〔自分好みの、自分勝手な信仰を改められ〕神

に創られた自分を発見する。 

 

 つまり、渡辺先生はこうおっしゃりたいのではないでしょうか。「私たちは誰しも、『イエ

ス・キリストというのは、こんなふうなお方のはずだ。こんなお方であってほしい』と、

そう願って、そう決め込む習性がある。そのようにして、さらには『イエス様にはこう

していただきたいし、ああもしてくれるはずだ』と、自分たちの側の勝手なイメージと

願望を膨らませていきはしないか。けれども、そうした自分の好みや思い込みの 自分

が勝手に想定した信仰は一度、崩されなければならない。そして、本当に上から示され

た、すなわち聖書によって語られているそのイエス・キリストの信仰にきちんと入れ直

されなければ、私たちの信仰は確かなものにならないのだ。しかし、悩みながら 迷い

ながらでも、そこに突入し、そうした信仰に導き入れられたなら、そのとき 私たちは

そこで、神によって創られた、すなわち新しくされた自分を見せていただける」。渡辺先
生はそうおっしゃっておられるのではないでしょうか。そして、それができなかったのがほかでもな
い、今月のユダヤの指導者たちだったように思われます。ですから、私たちは彼らのその姿から、そ

れとは逆のことを学ばなければならないように思うのです。私たちの側の思い込みが一度、音を立て
て崩れてチャラになったとき、そこから 神様の側の何事かが示され始める。あれこれ 私たちの側の
願いや期待が五里霧中

ごりむちゅう

になって、先がよく見えなくなったとき、そこから 神様の側の真理と配慮と

を見させられ始める。そのようにして、私たちが私たちの思いで神様を縛って利用するのではなく、
そうではなくて それとは反対に、神様の真理と御心に私たちの期待を合わせ、そして それに仕えて
いくということです。そのようにして、聖書が示す「信仰の本来のあり方」を教えてもらっていくと

いうことです。なぜなら、そこにこそ、神様の下さる 生き生きとした本当のいのちがあるからです。
そして、そこにしか、それはおそらくないからです。 
 このようにして、そこには 斜

はす

に構えたユダヤ人たちの姿がありました。そして、それに対し、イ

エス・キリストは 34 節から 36 節で次のように言われます。「あなたたちだって、聖書の中で

『神々』と呼ばれているではないか。だとしたら、この私が『神の子』だと言ったから

といって、それでどうして 神を冒瀆したことになるのか」。これは実は、旧約聖書の詩編

の82 編からの引用で、裁
さば

き人
びと

や指導者たちがそこで「神々」と呼ばれていることからきています。
そうした人たちは、いわば「小さな神々」とでも言うほどに敬われていたのでした。つまり、「誰が

見ても人間以外の何ものでもない彼らだって、そのように『神々』と呼ばれているでは

ないか。なのに、どうして、この私のことだけをあげつらうのか」。主イエスはそう 言葉
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を返されたのでした。しかも、そこにはもう一つ、大事な、そして厳しい問いかけが隠されてもいま

した。それは、詩編で神々と呼ばれているそれらの人々が 実は、正しい裁きではなく不正な裁きを
行ない、弱い人や苦しむ人を救うのではなく 逆に虐

しいた

げる者たちとして そこには描かれているから
です。それは すなわち、イエス・キリストが今 議論を繰り広げている、目の前にいるそのユダヤの

指導者たちと重なるものでもありました。このようにして、主イエスはもう一つ深く、私たちに真理
を語りかけてこられます。「神々と呼ばれるほどに、そのように敬意を受けること自体は悪

くはない。しかし 間違っても、それでもって本当の神を脇に追いやり、自分の思いば

かりに囚われて、自分があたかも神であるかのような そんな思い違いに引きずり込ま

れてはならない。そうなったら、神々どころか、そんなあなたがたこそが裁かれること

になる」。なんと恐
こわ

い言葉でしょうか。でも、確かにそのとおりではないでしょうか。今回のユダ

ヤ人たちは まさに、そうなってしまっていたのでした。 
 「見ても見ない。聞いても聴かない」と言った人がいました。「何を見ても、本当には見

ようとしない。何を聞いても、本心は聴く気がない」ということですが、そうなってしまっ

たら、人はもはや、イエス・キリストというお方を見ても、そこに神の御姿など認めようとはしない。
その言葉を聞いても、そこに神からのメッセージを聴き取ろうとはしなくなるのではないでしょうか。
であれば、そこにあるのは、それまでと何一つ変わらない古いままの自分であり、そんな自分にしが

みついて譲らず変えない、そうした「小さな神々」だけになってしまうように思われます。ですから、
主イエスが私たちに求めておられるのは、そこから抜け出て 新しくなること。すなわち、「新しい

人の方
ほう

へ」と一歩でも半歩でも 足を踏み出すことのように教えられます。繰り返し繰り返し 踏み

出し続けることのように教えられています。 
 
 「大江

おおえ

健三郎
けんざぶろう

」という方を御存じかと思います。ノーベル文学賞を受賞した、世界的な作家です。

作品はお世辞にも読みやすいとは言えませんが、何十冊もの小説を書いて、私たちにこう問いかけ続
けておられます。「いったい、何を大切にして この人生を生きるのか」。実は、大江さんは
興味深い方で、東京大学のフランス文学科を出ておられるのですが、そこで 生涯の師とも言える

「渡辺
わたなべ

一夫
かずお

」という先生に出会われます。興味深いというのは、この渡辺先生が敬虔
けいけん

なクリスチャ
ンだったということで、大江さんはその後ずっと、この先生の影響を深く受けて歩まれることになる
わけです。以前、大江さんの書斎がテレビで紹介されたことがありましたが、その本棚には、かなり

専門的なものも含め、聖書関係の本が何冊も並べられていました。ひょっとすると、大江さんはいわ
ゆる「クリスチャン」と呼ばれる者たち以上に聖書を読んでおられて、イエス・キリストから多くの
ことを聴き取っておられるのかもしれません。その大江さんが 面白いことに、少し前、子どもや若

い人たちに向け、またそのお母さんたちに向けて、エッセイ風の読みやすい本を何冊か続けて出され
たのを御存じでしょうか。もう結構な年齢だからということでしょうか。どこか、次の世代に向けた
御本人の「遺言」といった感じもしないではない、そんなふうな本です。そのうちの一冊に、次のよ

うな文章が記されています。私には「祈り」のようにも聞こえる言葉で、大江さんの心の願いが滲
にじ
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み出
で

ているように感じられます。大江さんはいわゆるクリスチャンではないので、「自分はクリス

チャンではないのだけれども」と 前置きをして書いておられます。けれども、それはとても的
を得た言葉のように思われます。こんな文章です。 
 

 私はキリスト教徒ではなく、聖書についての知識も浅いのです。・・・私はただ、十

字架の上で死なれた、そして「新しい人」となられたイエス・キリストがよみがえられ

たということを、つまり 再び生きられて、弟子たちに教えを広めるよう励まされたと

いうことを、人間の歴史の中でなにより大切に思っています。・・・中心にあるのは、

「新しい人」として生きられた、ということです。いつまでも生き続ける「新しい人」

というイメージが根本にあるのです。 

 「新しい人」になろう、とめざすこと。・・・いつもめざしてもらいたい、と考えるの

です。・・・私はもう老人の年齢まで生きて、自分は古い人だった、「新しい人」になれ

なかった、と思い知っています。・・・敵意を滅ぼし、和解を達成する「新しい人」に

なってください。「新しい人」をめざしてください。・・・十字架にかかって、生き返っ

た人は、この二千年でただひとりです。そして これからの新しい世界のための「新し

い人」は、できるかぎり大勢
おおぜい

でなくてはならないのです。 

 
 もちろん、大江さんは御自分でも言っておられるように いわゆるクリスチャンではありませんの
で、その言わんとされるところには文学的・哲学的な意味合いがあり、私たちが考えるような信仰的

なそれと必ずしも同じとは言えません。大江さんの言われる「新しい人」というのは、かいつまんで
言うなら、自分自身を犠牲にしてでも 人と人との間の敵意を滅ぼし、そこに和解をもたらすという、
そのようなあり方にポイントがあります。つまり、自分の利己的な思いから離れ、そのようにして古

い自分に死に、新しい人に生まれ変わって生きるということです。けれども、たとえそうであったに
しても、大江さんは依然として、間違っていない大切な方向を見ておられるように思います。思い込
みや決めつけから自由になって、単なる好き嫌いから解き放たれて、私利私欲のエゴイズムに打ち勝

たれたお方。そうした古い自分から抜け出て、隣り人のために自
みずか

らを犠牲にし、そのすべてを献
ささ

げ
て生き抜かれたお方。そのような「新しい人」となられ、そして その「新しいいのち」が 甦

よみがえ

って、
今もなお生き続けておられるお方。そのような方はこの二千年来、ただの一人しかおられない、と言

われるのです。そのようにして、そのイエス・キリストに繋
つな

がって、自分もまた 同じような「新し
い人」になろうと願うこと。そのことを、大江さんは「人間の歴史の中でなにより大切に思っ

ている」と言われます。その目の向けどころは、決して外れていない。的外れどころか、主イエス

というお方の本質に少なからず触れておられるように思います。しかも、イエス・キリストというお
方をこのように見ることのできる、その心の囚われのなさです。今月のユダヤ人たちとは明らかに
違っているのではないでしょうか。「古い自分にしがみつかないで、そこから自由にされ、

主イエスの新しいいのちにあずかって、自分もまた『新しい人』にされていく」。大江さ
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んの言葉を信仰的な表現に言い換えるなら、そんなふうになるのではないでしょうか。私は思わされ

ています。大江健三郎という作家は柔軟で柔らかな心を持った人なのだろう、と。そして、その点で
は 私も同じように、心の柔らなか人間でいたいと願わされています。ちなみに、すでにお気づきか
もしれません。今月のタイトルは、御紹介した大江さんの文章を収めている その本の書名から取ら

せていただきました。『新しい人の方へ』という本です。お読みになられると、興味深く思われるこ
とでしょう。 
 

 イエス・キリストはこのようにして、御自分に敵意を抱
いだ

くユダヤ人たちに対してもそのように願
い、最後に 37 節以下で、切なる言葉をもって 彼らをも御自身のもとに招こうとされます。「この

私の言うことが信じられないなら、ならば せめて、私が行なっているその業だけでも 

きちんと見てほしい。そうしたら、この私が父なる神と一つであることが分かるはず

だ」。ヨハネによる福音書が「業
わざ

（ἔργον
エ ル ゴ ン

,  -ου, τό）」と言うとき、それは単なる奇跡的な事柄を
超えて、イエス・キリストの「生

い

き様
ざま

の全体」「生涯の全体」を表わしています。ですから、主イエ

スはここで、こうおっしゃっておられるのです。「言葉で分からないのなら、ならば、十字架

にまで至る この私の生き様の全体に目を凝らしてほしい。なんとしてでも分かってほ

しいのだ。そして、これまでと違う生き方へと一歩、踏み出してほしい」。けれども、ユ

ダヤ人たちはそこまで言ってもらっても、主イエスのそんな切なる願いを耳にしても、それでも結局、
その態度を変えようとはしませんでした。そして、なおも、イエス・キリストを捕らえようとしたの
でした。 

 
 これが今回のやり取りの全体ですが、私たちははたして、大切なことを聴き取って それをきちん
と受け止める「囚われのない、柔らかな心」を持ち続けているでしょうか。そのような心がなくなら

ないよう それをいつも大事にし、今月の主イエスの語りかけに耳を澄ませたいと思います。そして、
イエス・キリストに促され、励まされて、「新しい人の方」へと一歩ずつでも・半歩ずつでも 歩みを
進められたらと願っています。たしかに、それは口で言うほど、そう簡単なことではないかもしれま

せん。そもそも それは、自分の力でそうするという以上に、本当は「そうならせていただく」

ということなのではないか。復活の主イエスに自分の内に生きていただくことによって、私たちがそ
のいのちにあずかるということではないか、と そう思わされています。キリスト教とはだいぶ違う

仏教においてすら、似たようなことが言われています。すなわち、弟子と師の間で次のような問答が
なされたといいます。一人の弟子が、自分の罪の懺悔

ざんげ

の好
い

い加減
かげん

さに悩み苦しんでいた。そのとき、
その師がこう問いかけたのでした。「おまえは、助かるつもりか、それとも 助けられる

．．．
つも

りか」。「新しい人の方へ」と変わっていくということ。それもまた、根っこのところでは これと同
じように、要するに、自分が発奮

はっぷん

して努力するという以上に、主イエスにそうしていただくという
ことなのではないか。それがなければ、薄っぺらな、単なる見かけだけのもので終わってしまうよう

に思われます。私は、ですから、そのように祈りながら、この身をあずけて祈りながら、主イエスに
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ついていきたいと思っています。 

 聖書の教える信仰とは、そういうものなのではないでしょうか。事がたとえ 私たちの側の期待や
見込みのとおりにならなかったとしても、イエス・キリストはなおも そこにいてくださっているの
ですから、その「本当の、新しい主イエス」に繋がっていきたいと願っています。 

 
〔祈り〕 
 愛する神様。 

 柔らかな心を、私たちに与えてください。 
 しがみつく心ではなく、古くて要らない自分を手放す心を、私たちに与えてください。 
 善いものを認める心を、私たちに与えてください。認めて受け入れる心を、そして その善いもの

で自分を満たす心を、私たちに与えてください。 
 御子イエス・キリストの善きもので、私たちを生かしてください。 
 そして、御子の善きものをもって、私たちの間に和解をもたらし、平和をもたらし、あなたの下さ

る「いのち」を息づかせることができますように。 
 感謝し、主の御名によって願い、お祈りいたします。 
 アーメン 

 


