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　幼くして故郷を遠く離れた異国の地で、言葉磨かれな
がら、そこから紡ぎだされた物語によって、文化や国、
社会を隔てる壁を超えて、多くの人たちの心を震わせて
きた一人の作家カズオ・イシグロ。彼のノーベル賞受賞
の際、ロンドンから小一時間ほどの小さな田舎町で過ご
していた少年時代のことを語っていました。

◆

　いつしか、その町の教会に通うようになり、10歳の時
に、教会聖歌隊のリーダーを任されるまでになったイシ
グロ氏。毎年のクリスマス、会堂に響くキャロルや賛美
をリードする中で、薄れ行く生まれ故郷の記憶に憧れを
抱きながら、幼き日の記憶を手繰り寄せてつなぎ合わせ
るようにしてフィクションの中にもう一度組み立てて、
永遠に失われてしまう前に書物に留める術を身につけて
いったと言うのです。

そして、映画にもなった「日の名残り」。

主人公は、自らの感情を固く律して、
生涯タフガイのストイックな生き方を貫く
一人の失われゆく英国の古き記憶を体現したよう
な執事。

しかし、物語の終わり近くに、
この男の心が、悲しみに崩れ落ち、
心が張り裂けそうだと歌うように、
貫いてきた思いが覆される。

そしてイシグロ氏は、この男のまとった鎧に一瞬
のひび割れをおこさせ、悲嘆極まりない切なる思
い、垣間見ざるを得ない場面を作り出す。

忘れ去られゆく記憶が、ページと行間に亀裂を生
じさせる。

　イシグロ氏は、この「記憶」と「忘却」というテーマ
をさらに展開していき、アウシュビッツ、さらに広島・
長崎も含めた20世紀の記憶がうつろいゆく世界の中で、
一層深く問われる問いとして、このことを受け止めるも
のとなったと語っています。

　「優れた物語、そして優れた読み手こそが、分断の壁
を突き崩し、そして私たちはもう一度歩み直すことが出
来る。」彼は、そうスピーチを結んでいます。

◆

　今日共にルカを語り部として、私たちは聞く耳を持つ
「優れた読み手」とされながら、記憶の壁に一筋のひび
割れが起こるように、歌いだされる歌に耳を澄ます者と
されているのです。

ルカが紡ぎだすクリスマスの描写。

夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いは、
そのなりわい故に、社会のメンバーとして数えら
れない者。
彼らは、声を奪われている。

誰にも明かさぬ閉ざされた感情。
悲しみで崩れそうになり、綻ぶ一瞬に込められた
心が張り裂けそうに歌い出される歌声。

しかしながら、生き延びるためにあえて忘却を自
らに課す。
そこに私たちは、現代の羊飼いたちを見ることに
なる。

　その羊飼いが見たクリスマスは、あたり一面を照らし
た恐れおののくほどの重い光でした。これは聖書の中で
は「重み」なのです。一瞬にして周囲をホワイトアウト
してしまうほどに、栄光が闇を突き飛ばしたと、ルカは
語ります。

　そこで照らし出されるのは、神の栄光の前に顕わにさ
れる人の姿。羊飼いたちが恐れたのは、聖なる者に打た
れた、俗なる者の畏怖です。もはや歪曲しても美化して
も、陳腐に朽ち果ててゆく、まさに鎧をはぎとられてし
まった、ありのままのむきだしの人間の姿が、そこに顕
わにされるのです。

平静を装った影にたぎる怒り、
やり場のない憎しみ。
それらを押さえ込み、なんとか忘れて、
その素振りをして生きている影に、
実は深く疼いている、負わされた傷の鈍い痛み。

これに必死に耐えながら、
誰にもそこには入らせず、神さえも拒みながら、
自分一人、本当の孤独の縁に、
罪と死の果てにある醜悪の極みを刻んできた羊飼

いたちの「今」に、クリスマスは訪れた。

そこにこそ「救い」が必要だったから。

　「恐れるな」との言葉を境にして、天使によって告げ
られたのは、いつかではなくて「今日」、他の誰でもな
い、あなたがたのために、救い主がお生まれになったと
いう福音。

　この福音が響き渡ったその時に、羊飼いと共に、そ
う、私たちも「布にくるまって飼葉桶の中に寝ている乳
飲み子を見つける」のです。

それは、人の枕する所に場所がない、救い主キリスト。
その救いのしるしを見つけることへと、私たちは今日手
引されています。

「いまや、いと高きところに栄光、神にあるのだ。
 地には平和、御心に適う人にあるのだ」と。

◆

そこで、羊飼いはどうしたのか？

　彼らは、この招きに応えるように、飼葉桶に寝かせて
ある乳飲み子を探し、見つけて、その光景を見て、知ら
されたことを人々に知らせて、そして神を賛美しながら
帰っていったのです。

平和の記憶が、幻想の彼方へと移ろいゆく中に、
暴虐の剣研ぎすませながら、
世界情勢は混迷を極めている、
この私たちの今日。

格差が拡がり、
一縷の望みをかけてすがった
その優しさに隠されている牙に、
命絞め殺され、刻まれるような社会で。

一皮剥けば、その下に蠢くリヴァイアサンが目覚
めんとしているのを目の当たりにしながら、今日
を迎えているこのクリスマス。

「地の上の平和」など、どこにあるのか？
と見渡すその時に、
私たちは見出すことが出来る。

「神を崇め、賛美しながら、帰っていく」羊飼い
の後ろ姿を見ながら。

　クリスマスによって、新しい命の約束をまとわされ、
御心に適う者とされた人間の間で、キリストの平和が確
かにすでに始まっているのを、福音書に見て、聞いて、
噛みしめる者として、私たちは召されています。

　この後、共に囲みます聖餐の食卓。贖いの御言葉を魂
の糧としながら、新しい命の約束を味わう。そして、福
音を歌う羊飼い、赦された罪人へと変えられるのです。

　クリスマスは、造り変えられる時。
生きた屍に命の息吹きこまれて、「新しい人」とされる
第一歩です。

　神の御前で、この魂、語りかけられるほどに、重んじ
られているのだと、忘れていた神の似姿を照らし出され
る時なのです。(文責・月刊誌編集部)
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昨日妹から電話がありました。私がクリスチャン
になったことをいろいろ聞かれました。変な宗教
に惑わされたのではないかと心配したようです。
私と妹二人とは異母兄弟です。私は妹たちに全く
信用がありません。二人でまた私が変な宗教にか
ぶれたと話していたようです。

しかし、その話を聞いてもがっかりはしませんで
した。散々罪に沈んだ生活をしてきたデタラメな
私も、神様に出会えたからです。ふと、妹たちが
どう思うかということにあまりとんちゃくしてな
い自分に気がつきました。いつも、出来のいい妹
たちと比較され、苦しんできましたが、そのこと
を忘れていました。

私が所属している集会の案内を妹に送ります。私
も小さな声をあげます。「死んだはずの者が生き
返った」からです。

生き返った者として
私も声をあげます 10日

マタイ受講中の女性

嬉しいお手紙ですね !あなた様の
「幼い時に絶対的に信じていた」

という幼子の信仰、それは素晴らしい
ものですよね。しかし、おっしゃる通
りに人間は面倒くさくて、大人になっ
てくるに従って…いえ、私は小学校5
年で洗礼を受けたけれど、神様を否定
したのが小学校6年の時でした。い
わゆる分別で信仰を考えてしまう私た
ち、素直でなくなった人間の面倒くさ

さですね。あなた様は、「子供の時には信じていたのに、ど
うして今は？」と思ってらっしゃるのですね。

ご献金 4,142,055円 （883 名）

10月のご報告

●日付は番組「恵子の郵便ポスト」での放送日です。

維持会員数  

10 年前 1,632 名／ 1年前 1,437 名

1,374名
（前月よりー7名）

10月末の

ところがあなたが忘れても、イエス様はあなた様のことをひ
と時も忘れたことはなく、あなたが求めていなくても、イエ
ス様はあなた様を求めて求めて、求め続けて下さって、この
ようにFEBCに繋げてくださり、聖書通信講座を通してヨ
ハネによる福音書を読んで欲しい、私の心を受け取って欲し
い、私があなたに語りかけるから…と、ここへ導かれていらっ
しゃる。あなたがどこかへ置いてきてしまったイエス様が実
は、いつもあなた様と共にいて下さったんだということを私
は信じて疑いません。ご自分の心の中を「本当に求める心が
あるのだろうか？」と重箱の隅をつつくようにしないで、主
イエス様に目を向けて、ご一緒にイエス様を求めてまいりま
しょう。祝福をお祈り致します。 (31日 )

月刊ＦＥＢＣ２０１8．12 月号　６７×６２

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-13カタオカビル3階
☎03-3359-0451  FAX 03-3351-9534
E-mail/suishin@sanpaolo.or.jp

被災地から考える   
3・11 とテレビ

本体１,８００円＋税　四六判　270 頁

メディアは、どれほどの情報を人々に発信
してきたか。取材される側になり、微妙な
温度差を抱きつつも、情報のキャッチボー
ルを交感する姿を東北大学大学院の俊英た
ちが徹底検証し、テレビが被災地に与えた
影響とその裏側の真実に迫る。

「魂の衝動・志向を妨げるものが何も存在しなけれ
ば、魂は天上的な欲求によって、前に在るものに向
かって自己を伸展・超出させ、つねに自己よりも高
いものに成ってゆくのである。それは使徒の言う通
りであって、そうした魂は絶えずより高い方へとそ
の飛躍を増大させるのだ。」

　これは、ニュッサのグレゴリオスの『モーセの生
涯』という著作の一節で、フィリピの信徒への手紙3
章13、14節の「わたし自身は既に捕らえたとは思って
いません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘
れ、(中略)目標を目指してひたすら走ることです」か
ら、神のもとに赴くモーセの姿に、人間のあるべき姿
勢を見ようとする彼の考えを述べたものです。

　ギリシャの教父たちは、人間の側から神に近づいて
いくプロセスを重んじているところがあります。それ
は、決してすべてが私たちの努力によってなされるの
ではなく、むしろ私たちはいつも引き上げられていく
という考えからです。

　私たちは本当に人間らしくなろうとしたら、例えば
自分に正直に生きようとか、大抵は自分の内側にその
道を求めると思います。しかしキリスト教は、私たち
の外にあるもの、つまり神ご自身に体を伸ばしていく
ところに、人間となる一番大事なものがあると考えま
す。神と私との関わりの中で初めて、自分自身が何者
かがわかるということです。

̶体を伸ばすというのは、やはり祈り̶自分の心を注
ぎだして御名を呼び求めることだって思うんです。

　はい。先のフィリピ書の中に「な
すべきことはただ一つ、後ろのもの
を忘れ、前のものに全身を向けつ
つ」とあり、祈りは何か心の働き
のように思いますけど、全身を神様
に向けることだというのです。それ
は、ちょうど煙に包まれていたシナ
イ山に、それでも登っていくモーセと同様です。

̶でも、後ろのものを忘れる―たとえば過去の悲しみ
が消え去らないとかを考えると、一番難しいことかも
しれませんね。

　フィリピ書3章の先のパウロの言葉を見ると、後ろ
のもののほうがはるかに大きいように思えるところ
で、しかし私たちには神の約束の言葉があるというこ
となのだと思います。つまり、必ず求めていったとき
に与えられ、キリストに出会うことができるという、
この約束を信じて一歩踏み出すかどうかなのです。
　そして、そこでこそ、癒し主イエスは、私たちの
重荷を負ってくださる。それが、キリストと一つにな
るということです。聖霊によって私たちの空っぽな貧
しい存在の中にイエス様が来てくださるということで
す。だから、あなたは神の前に全身を向けなさいと勧
められているのですね。(文責・月刊誌編集部)

夫が洗礼を受けた際、牧師先生に、「聖書には、
収入の10分の 1を神に捧げよ、と書いてある。」
と聞き、そのように献金してくださいと言われま
した。しかし、私たち夫婦は、両方が精神障害者
で、月収は夫の4万円あまりしかなく、あとは障
害者年金でなんとか生計を立てています。10分
の1ものお金は、とても出せません。そのように
牧師先生に聞いてから、教会に不信感を抱いてし
まい、キリスト教に対しても、なんだかな、と思っ
てしまいます。それに、10分の 1を神様に捧げ
なければ恵みが来ないなんて、取引のように思え
て、嫌な気持ちになります。実際のところ、私た
ちは献金についてどう行動すべきなのか大変迷っ
ております。どうすればよろしいでしょうか。

10分の1もの献金はとても出せません… 24日
女性

私はペテロにそっくりです。話半分に駆け出して
しまう。そしてかなり血の気が多い。このような
性格は私の悩みです。イエスさまは一時的な情熱
ではなく、忍耐をもってイエスさまに従うことを
求めておられます。自分の力ではなくイエスさま
により頼まなければなりません。そうは分かって
いても、やはり私もペテロと同じく、失敗を繰り
返してしまいます。少しも前に進まないように思
えます。

そんな中、この罪深い私を愛をもって導いてくだ
さるイエスさまの存在を、ペテロの記事から知ら
されます。ペテロを導いてくださった主は、私を
も導いてくださっているに違いないと思います。
右も左も分からずにとんちんかな質問をする弟子
にお教えくださった主は、私をもお導き下さる。
一つ一つ、恥ずかしがらないで主にお尋ねしよう
と思います。少しでも成長したいと、はやる気持
ちを主に申し上げ、主にいつも連なっていたいで
す。

先走らずに
主に尋ねてゆきたいです 11日

ヨハネ受講中の女性

日ごろ疑問に思っていることについて教えていた
だきたいです。

私は、特定の宗教を信じているわけではなく、ま
た信心深いわけでもありませんが、神の存在につ
いては、可能性として理解できます。一方、来世
の存在、故人との再会は、本当は信じたいのです
が、懐疑的です。

一般的に、来世の存在は、ほとんどの人が認めて
おり、特に、赤ん坊を亡くした親は、来世で子供
と再会できるという希望を抱いて、死別の悲しみ
を乗り越えようとします。しかし、私には、来世
で赤ん坊がどのような生活をしているのか想像が
つきません。来世では、赤ん坊は赤ん坊のままな
のか。何十年後かに再会した時、子供は赤ん坊の
ままで、その親は老人なのか。再会できたとして、
その時は嬉しいが、その後二人はどのような生活
をするのか等々。

来世について考えれば考えるほど疑問が出てき
て、素直に信じられなくなってしまいます。今は
亡き娘と来世で再会できることは、私の最大の願
いであり、来世を信じたい気持ちでいっぱいです。
そこで、真偽は別にして、疑問を払拭できる、再
会の希望が持てるような考え方をお教えいただけ
ればと思います。

来世で
亡き娘と再会したい 26日

男性
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　私たちはどんなに努力しても、自分の力だけでは、受
けた不正を許したり、他人の落ち度に寛容になったりす
るのはとても難しいものです。そんなちっぽけな私たち
を主は受け入れる！だからこそ御自分のものとしてくだ
さるのです！

　私たちは主のものです。

　先の言葉は「私たちの中で働いておられる主キリスト
に委ねてごらん」というパウロの勧めです。そうだとす
れば、私たちの中で働いてくださっている主キリスト御
自身が、隣人から受けた不正を許させてくださり、敵意
を捨てさせてくださるのです。
　「許せない」と思っている限り、いつまでたっても新
しい道、乗り越える道は見えて来ません。キリストの力
に委ねて生き始める。そうし始める時に、全く新しい道
が見えてくるようになる。

　それが「敵意を捨てさせていただく」という道なので
す。 (文責・月刊誌編集部)

　旧約聖書を読んでいて不思議なことは、「信じる」
という言葉が意外に少ないのです。むしろ多いのは
「尋ね求める」、「探し求める」です。旧約聖書には
イエスに当るような存在はありません。だから、「信
じる」ではなくて「尋ね求める」、「探し求める」に
なっているのではないかと思います。つまり、新約聖
書になると信じる対象が非常にはっきりしてきます。
イエスは神の思いを余すところ無く我々に示した方で
す。ですから逆説的に言えば、「疑う」ということも
非常にはっきりしてくるのです。

　新約聖書で「疑う」と訳されている言葉には二つ
（ディアクリノーとディスタゾー）あり、大きな違い
があります。前者ディアクリノーは、信仰の全面的な
否定としての疑いを表しています（マタイ21：21、
ローマ4：20）。片やマタイ28章17節で「疑う者」と
訳されているのが、ディスタゾーという言葉の分詞形
です。この言葉は、ディスとイステイミという言葉の
組み合わせから出来ています。ディスとは「2番目、2
度目」の意味の副詞ですから、本来の意味は「二つに
分かれる」ではないかと思います。

　信仰と両立する？「疑い」

　さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエス
が指示しておかれた山に登った。そして、イエスに会
い、ひれ伏した。しかし、疑う者もいた。イエスは、
近寄って来て言われた。「わたしは天と地の一切の権
能を授かっている。だから、あなたがたは行って、す
べての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と
聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じてお
いたことをすべて守るように教えなさい。わたしは世
の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」

(マタイ28：16～20)

　ここでは、弟子たちがガリラヤで復活したイエスに
出会うわけです。その時に「ひれ伏した。しかし、疑
う者もいた」とあります。一方には、ひれ伏す心があ
り信じる心がある。しかし、もう一方には疑う心があ
ると理解できる。ですから、ここでの「疑う」は「心
が二つに離れた状態」ということではないかと思いま
す。

　そこで、「イエスは、近寄って来て言われた。」と
続くのです。ただ近寄って来て、疑った者を叱ったと
いうのであれば話は分かるのですが、イエスはその代
わりに、直に指示を与えています。（2ページへ続く）

増刊号

　私は子ども時代、毎日のようにいじめられている時期
がありました。年上の子や同級生たちから、殴られても
蹴られてもじっと耐え、逃げ出せるチャンスを伺って逃
げまわりました。でも、ある日集団暴行を受けている時
に、もう黙っていられなくて、中心になっていじめてい
た人の目をしっかりと見て、「絶対おかしい、間違って
る！」と叫んでしまいました。そうしたら、相手は「う
るさい」と私に殴り掛かり、私のメガネを割っただけで
はなく、私の腕をねじ上げて「誰にも言うな。言えば
もっと痛い目に遭わせるぞ。」と脅迫してきました。そ
の時のあまりの理不尽な仕打ち、悔しさ辛さを今でも思
い出すと、涙がじわっと出てきます。

　今日の第一朗読であるシラ書27章30節以下には次のよ
うにあります。

憤りと怒り、これはひどく忌まわしい。
罪人にはこの両方が付きまとう。

復讐する者は、主から復讐を受ける。
主はその罪を決して忘れることはない。
隣人から受けた不正を赦せ。そうすれば、
願い求めるとき、お前の罪は赦される。

　シラ書はこの「憤りと怒り」そのものが忌まわしいと
語り、更に「隣人から受けた不正を赦せ」と命じます。
相手が悪いと分かっていても許せと言うのです。しか
し、受けた心の傷はそう簡単に癒やされるものではあり
ません。

　何故か最近、その頃の同級生から「たまには飲もう
よ」と誘われることがあり、「行きたくない」と思いつ
つも参加すると、必ず誰かが思い出すのです。「そう言
えばお前、よういじめられてたよな」と。するとまた誰
かが「やめとけやめとけ、泣き出すで(笑)」と言う。酒が
入っているからか、じわっと目に涙が浮かんでしまうの
です。
　普段は忘れている、許しているつもりでいます。しか
し、無条件に許すということは出来ないんだとつくづく
思い知らされるのです。

　イエスは、そんな私たちの本音を受け止めた上で、今
日のたとえ話を話されたのではないかなと私は思いま
す。話に出てくる100デナリオンというのは、1万タラン
トンのおよそ60万分の1の金額です。例えば、6,000億円
の借金をこの家来は主君に対してしていた。でも主君は
憐れに思って全額帳消しにしてくれた。ところがその帰
り道に、自分に100万円の借金をしている仲間に向かっ
て、「返せ！」と胸ぐらを掴む。相手が「ま、待ってく
れ」と言っても、無理矢理に閉じ込め、「借金返すまで
は許さない！」というのです。
　片一方は6,000億円、片一方は100万円。この話を読ん
だ時に、この6,000億円の借金を許してもらったけれど
も、友達の100万円が許せないって言って
いる家来は自分のことだと思いました。

　頭では神様から頂いている恵みや赦しを
理解している。それ故、限界にぶち当たる
私たちに、第二朗読のローマの信徒への手
紙14章で、パウロはその限界を乗り越える
道を示してくれています。

わたしたちは、生きるとすれば主のために生き、
死ぬとすれば主のために死ぬのです(8節)。

　なぜパウロは、こう言い切れるのでしょうか。
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ここでの指示は、原文では三つの文章で書かれていま
す。

a. 「わたしは天と地の一切の権能を授かっている。 

b.　だから、あなたがたは行って、すべての民を
わたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊
の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じて
おいたことをすべて守るように教えなさい。

c. わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共に
いる。」 

　ここでは「わたしはこういう存在だ」という文章
（a, c）に挟んで、「弟子にしなさい」という指示
（b）が与えられているという構造になっています。

　イエスは、弟子たちが疑っていたことに気がつい
ていたと思います。弟子たちの疑いを前提に、叱る訳
でもここから立ち去れと命じる訳でもなく、彼らにも
同じように「すべての民をわたしの弟子にしなさい」
と指示を与えたのです。何故、イエスは疑う弟子を叱
らなかったのか。つまり、これはイエスは「疑う」こ
とを全否定はしていないということではないでしょう
か。確かに人の心は二つに分かれるのですが、それを
全否定する必要はない。なぜなら「疑い」もまた、進
歩のためのバネなのだということがあるからだと思い
ます。

　信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか

　それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて舟に乗
せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させ
られた。 群衆を解散させてから、祈るためにひとり山
にお登りになった。夕方になっても、ただひとりそこ
におられた。 ところが、舟は既に陸から何スタディオ
ンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。 
夜が明けるころ、イエスは湖の上を歩いて弟子たちの
ところに行かれた。 弟子たちは、イエスが湖上を歩い
ておられるのを見て、「幽霊だ」と言っておびえ、恐
怖のあまり叫び声をあげた。 イエスはすぐ彼らに話し
かけられた。「安心しなさい。わたしだ。恐れること
はない。」 すると、ペトロが答えた。「主よ、あなた
でしたら、わたしに命令して、水の上を歩いてそちら
に行かせてください。」 イエスが「来なさい」と言わ
れたので、ペトロは舟から降りて水の上を歩き、イエ
スの方へ進んだ。 しかし、強い風に気がついて怖くな
り、沈みかけたので、「主よ、助けてください」と叫
んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、「信仰の
薄い者よ、なぜ疑ったのか」と言われた。 そして、二
人が舟に乗り込むと、風は静まった。 舟の中にいた人
たちは、「本当に、あなたは神の子です」と言ってイ
エスを拝んだ。 (マタイ14：22～33)

　この箇所を、マルコによる福音書の並行記事（6：

45～52)と比較すると、大変面白いのです。

　まず、注目したいのは弟子たちの反応です。「イエ
スが舟に乗り込まれると、風は静まり、弟子たちは心
の中で非常に驚いた。 パンの出来事を理解せず、心が
鈍くなっていたからである。 」(マルコ6：51、52)「弟
子たちは心の中で非常に驚いた」の「驚き」は、賛美
の驚きではなく、非難の驚きだと思います。というの
は、この直前に書かれている5,000人にパンを与えた出
来事を理解しなかったから心が鈍くなり、「なんだこ
れは？」という非難を込めた驚きとなったと述べられ
ているからです。
　しかし、マタイでは「そして、二人が舟に乗り込
むと、風は静まった。 舟の中にいた人たちは、『本
当に、あなたは神の子です』と言ってイエスを拝ん
だ。」(マタイ14：33）と正反対に描いているのです。
　またマルコには、マタイにあるイエスとペトロの
対話部分が全くありません。おそらくマタイは、マル
コの間を割いて、イエスとペトロの対話を挿入したと
いうことでしょう。そして、この対話の中に「疑う
（ディスタゾー）」が使われています。

イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、『信仰の薄い者
よ、なぜ疑ったのか』と言われた。(マタイ14：31)

　ここでペトロの心は二つに分かれているのです。片
や、私もイエスのようでありたい（28節）という心が
あります。しかし「強い風に気がついて怖くなり、沈
みかけたので、『主よ、助けてください』と叫んだ」
(30節）。
　私は、この叫びがとても大切ではないかと思いま
す。というのは、旧約聖書の詩編でも「主よ、助けて
ください」という叫びは何度も出てくるからです。こ
の「主よ、助けてください」という叫びを知っている
か否かが、神を信じるということの徴ではないかと思
うのです。

　ペトロは「信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか」とイ
エスに言われているのですから、その信仰は完全では
無かった。けれども、信仰はあった訳です。ここが大
切です。そのことを思い巡らすと、舟の中に居た人た
ちの「『本当に、あなたは神の子です』と言ってイエ
スを拝んだ」(33節）という賛美の驚きは、信仰の薄
いペトロが、その一歩を踏み出して舟から出て行かな
ければ起こらなかったとも言えます。つまり、聖書が
このような描き方をしているということは、ディスタ
ゾー「心が二つに分かれる」ことは、信仰者には起こ
るべくして起こることと言っても良いのです。

　冒頭のマタイ28章でも見てきたとおり、イエスはそ
れを知っているからこそ、復活されてから十一人の弟
子とガリラヤで会った時に、「疑った」ことを知りつ
つ、弟子たちを宣教に派遣させたのではないでしょう
か。その意味で、「疑う」ということを「すべきでな
いこと」と過度に強調することはかえって危険なので
はないでしょうか。疑いの中に（つまり疑いを認める
ところで）信仰があるということが、信仰生活におい
て新たな道を開くことを可能にするのです。

(文責・月刊誌編集部)

̶１ページより続き「『信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか』―何故イエ
スは疑う者を遣わすのか」より

雨宮慧「イエスの、ことばの、その根―雨宮神父の福音書講座」

聖契神学校校長・関野祐二氏

　ここの学生は年齢も様々ですが、所
属教会も長老教会、バプテスト、きよ
め派・・・いろんな人がいます。そ
れが面白い。彼らが入学してきて直
ぐの頃は、「自分が今まで信じてきた
もの」が相対化されて、ちょっと混乱しています。しか
し、その中で「福音とは何か」という中軸を掴んで欲し
いのです。
　例えば仕事をし、この世とべったり関わりながら神学
を学ぶのは、「クリスチャンの世界」と「この世の世
界」を分けることは出来ないからですよ。いろんな犠
牲を払う中で「主を証していくこと」とはどういうこ
となのかを体で覚えていく。そのためには神学が必要な
んです。キリスト論も、教会論も、聖霊論も、生命倫理
やLGBTも、「この世との対話」の中で再構築をしてい
く。ここが、そのための「ハブ」となれたらいいなと
思っています。結構、夢は大きいんですよ(笑)。

聖契神学校とは・・・

1952年に創立されたこの神学校は、
敬虔主義の伝統に立ちつつ、広く
福音派の各教派に門戸を開き、伝
道者教育に励んできました。何よ
りユニークなのは、1973年より導入した昼夜制(1年ごと
に同一教師による同一授業が昼夜間で交代)の単位積み重
ね方式。昼働きながら夜学び、教職者に求められる学び
を修めることも出来ます。ひとことで「献身者」と言え
ど様々な姿がある時代だからこそ、それぞれの献身を主
の前に見つめ直す期間として、年齢や経歴、所属教派も
様々な神学生が集い、研鑽しています。

お問い合わせ先：日本聖契キリスト教団立 聖契神学校
〒153-0061 東京都目黒区中目黒5-17-8　Tel : 03-3712-8746

これからの放送スケジュール 
第１～３土曜夜10時4分より27分間

 12/8  12/15 3/9（予定） 3/16（予定）

 広瀬誉帆 広瀬由佳 幹 祐希 金山達成

コーヒーブレイク・インタビュー
神学生インタビュー〈聖契神学校編〉




