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「未完成」I.M 

 

私には、分かりません。神様が本当に私のことを見てく

れているのか、聖書は私に何を語ろうとしているのか。 

 

今日は私が神様や聖書について考えていることをお話

したいと思います。 

 

私はお腹の中にいるときから教会へ行き何の疑いもな

く三育へ入学しました。この 15 年間で聖書についての

知識をたくさん学び、神様のことを自分なりに考え、祈

り、生活してきました。ですが、まだ私はバプテスマを

受けていません。多くのことを知れば知るほどかえっ

て神様の姿が自分の中でかすんでしまっているように

感じるからです。 

 

聖書では、こう言われています。 

そして自ら、私たちの罪を十字架の上で、その身に

負ってくださいました。私たちが罪に死に、義に生
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きるためです。この方の打ち傷によって、あなたが

たは癒やされたのです。 

   ペテロの手紙 第一 ２：２４ 

つまり、ほかの人ではなく、まぎれもなく、私のために

イエス様は十字架に架かった、と。 

 わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく

心に留めている、と主は言われる。 

それは平和の計画であって、災いの計画ではない。

将来と希望を与えるものである。 

   エレミヤ書 ２９：１１ 

私のことを私以上に知っておられ、私のために計画を

もっておられるということ。 

他にも、私は生まれる前からの罪の人間であること。 

そして、神は愛なり。 

 

だんだん、ピンと来なくなってきたのです。特に「私の

ため」というところに。 

そうして、聖書の教えや神様のことがかすんで、ぼんや

りしだしました。理屈や知識はそれなりに分かってい
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るつもりです。ですが、心に響いてこないのです。 

 

そんな私のような人物が、聖書の放蕩息子のたとえ話

に登場します。放蕩息子といえば、父の財産をぶん取っ

て遊びほうけるも、すべてを失い父のもとへ立ち帰る

弟。また、その弟を今か今かと待ち続け全てを受け入れ

る父。たとえ話はこの２人にスポットライトが当てら

れていますが、もう一人います。兄です。今日はもう１

人の息子である兄に焦点を当ててみましょう。聖書を

お開きください。 

ルカによる福音書 15 章 11 節～ 

聖書を開いたままお聞きください。 

 

ここからまず、兄がどんな人か見ていきましょう。25

節、兄は弟が遊びほうけてボロボロになって帰ってき

た日も畑で働き続ける真面目な人でした。また 29 節で

もお父さんに仕え言いつけも忠実に守った人だといっ

ています。ですから、毎日毎日弟よりもちゃんと働いて

きた兄にとって、好き勝手してもなお祝福されている
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弟に対し、文句を言うのは当然のことのように思いま

す。きっと私がこの兄でも文句を父にぶつけるでしょ

う。しかしここで大切なのが 31 節。お読みします。 

すると、父親は言った。『子よ、お前はいつもわたし

と一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。 

そう、兄だって十分に必要なものが全て与えられてい

ました。実は 12 節にも「父はきちんと２人に財産を分

けた」と書かれています。父だって同じように兄のこと

を愛していたでしょう。ある人はこの兄のことをこう

言います。「温室育ち」と。生まれた時から温室のよう

に愛と必要なもの全てを受けている。そのうちにその

温室があたり前になってしまっていました。感謝でき

ずにいました。毎日まじめに働いていた兄も、完璧な人

間ではなかったのです。 

 

私はこの 15 年で先程述べたように毎週教会へ行きお

祈りも賛美も自分から聖書を開いてそれなりの信仰生

活を送ってきたつもりです。ですが大きな挫折を経験

したこともなく放蕩息子のように失敗して絶望を味わ
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ったこともありません。ましてやその状況において神

様から救われた！みたいな実感もありません。もちろ

ん、辛かったことも苦しい思いをしたことも涙を流し

たこともあります。ですが、たとえそのことをお祈りし

ていて解決してもなんとなく劇的な変化がなく時が解

決してくれたような感じがしてしまうのです。ですの

で、今何不自由なく過ごせることはきっと偶然ではな

いと分かっていながらも、この放蕩息子の兄のように、

神様の恵みに私は気づけないのです。でも意外と私の

お話を今聞いてくださっている人の中にも私や放蕩息

子の兄のような人は多いのではないでしょうか。逆に

神様からの恵みに本当に気づいているような完璧なク

リスチャンの方が少ないのではないでしょうか。 

 

ここで少し話は変わりますが、みなさんはシューベル

トが作曲した「交響曲未完成」という曲をご存じでしょ

うか。シューベルトは音楽の教科書に載っている「魔王」

のような歌の曲で評価されていました。ですがこの頃

は、交響曲を作らなければ本当の音楽家としては認め
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られない風習があったそうです。そこで交響曲を作ろ

うとするのですが、このシューベルト、悩みに悩みます。

その原因が、あのダダダダーン〔交響曲第 5 番（運命）〕

で有名なベートーベン。ベートーベンがすごすぎて、シ

ューベルトにとってのハードルが高くなっていき、な

かなか納得のいく作品ができませんでした。そして、通

常４楽章まであるとされる交響曲を、たった２楽章分

だけ書き、ある人へのプレゼントとして送りました。未

完成と思われていたため、世間に公表されなかったこ

の曲ですが、それを書いていたことを知っていた弟子

が、発表。なんとこの「未完成」は大ウケしました。シ

ューベルトはベートーベンに対して劣等感があり、悩

みに悩んでいました。ですが、シューベルトが人生をか

けたともいえる、この未完成の作品は、後に世間に評価

されました。彼の悩んだ経験も意味のあるものになっ

たことでしょう。 

 

私はクリスチャン、そして人間としても本当に未完成

中の未完成です。ですが今こうして悩み、考えることも
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シューベルトのように私にとって大いに意味のあるこ

となのではないかと思います。それに人間が完成する

ことは絶対にありません。たとえバプテスマを受けた

としても牧師になったとしてもそれはみんな未完成の

具合が違うだけです。そんな未完成な私の今の願いは、

どうにかして直接神様のことを感じること。肌で感じ

たくて仕方ありません。これはとてもぜいたくな話で

すし、本当に神様を感じたら信じられるのかさえ、不安

を感じ私の心はぐらぐらと揺れています。  

 

ここで中心聖句にさせていただいたイザヤ書 30 章 21

節をお読みします。 

あなたの耳は、背後から語られる言葉を聞く。 

「これが行くべき道だ、ここを歩け／右に行け、左

に行け」と。 

神様は目の前に立って私の過去を見るのではなく背後

から一緒に未来を見つめて進むべき道を教え導いてく

ださると書いています。 
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私がバプテスマについて悩んでいるとき、母が電話で

「今、バプテスマを受けるべきかどうか教えてくださ

い。示してください」そうお祈りしてみたら？と提案し

てくれました。だから、私は毎日それについてお祈りし

ています。初めにいくつか紹介した聖句も、中心聖句も、

いつか心から信じみなさんの前で神様について行きた

いと決心したいです。 

 

おそらく皆さんの中には、神様なんていないと思って

いる人、私のように神様の恵みに気づけず苦しんでい

る人、バプテスマを受けても何か疑問を感じたり悩ん

だりしている人がいらっしゃるでしょう。そんなみな

さん、その悩みを無理やり自分におしとどめ、無かった

ことにする必要はありません。そのクリスチャンとし

て未完成に思えるときにも意味があり計画があるので

しょう。ここにいる全ての人が「これが行くべき道だ。

ここを歩け。右に行け左に行け」という声に耳を傾け天

国に向かって歩んでいけたらいいなと思います。 
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また、結果だけでなく、その過程も大切に。 

もしかしたら、その悩みさえも、神様の計画の内かもし

れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

「私にとって三育とは」O.M 

 

 みなさんにとって三育とはどのようなところでしょ

うか。 

 卒業祈祷週の証を考えるにあたり、３年間過ごした

広島三育学院中学校は私にとってどんなところだった

のだろうと振り返って考える事ができました。この広

島三育で学んだ事を今日はみなさまに証させていただ

きます。 

 

 私は６年生の時に親の勧めで広島三育学院中学校の

入学試験を受け、卒業後、心の準備ができていないに

も関わらず気づけば入学式を迎えていました。 

 

 自宅と寮の生活の違いは非常に大きく、人見知りの

私が、全く知らない人たちと２４時間共に３年間も過

ごすことが本当にできるのか、とても不安な気持ちで

いっぱいでした。家では両親が必要なことを全てやっ

てくれている毎日でした。それに比べ寮では掃除、洗
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濯、勉強など自分の事は全て自分で考えてこなしてい

く必要があります。三育に入学したどの生徒も同じだ

と思いますが、ここに来るまでの育った環境や状況と

はかなり異なり、夜になると鹿の鳴き声まで聞こえて

来る大自然の中、経験すること全てが新しく、「楽し

い」と言うより「不安」という気持ちが強くありまし

た。 

 

 一年生の頃はただただホームシックに悩まされまし

た。その主な理由としては大好きな家族から自分が引

き離されてしまった気持ちになっていたのだと思いま

す。毎日 母に電話をしながら消灯後まで話し、泣き

ながら布団の中に入って枕を濡らすような日が多くあ

りました。人見知りで、なかなか人の輪の中に入って

行けず、自分の気持ちを周りに表現できないため苦し

みました。いま振り返れば父や母は私のホームシック

に忍耐持ってよく付き合ってくれたと感じています。

離れてみて初めて気づいた「当たり前」が本当はそう

でなかった事。家族と一緒に過ごしている時は見えな
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かった家族のありがたさを身に染みて感じる事ができ

ました。 

 

 二年生になり、ようやく様子がつかめてきたと思い

きや２年 HR に色々な変化がありました。新しい仲間

が増えたり、転校して行く仲の良い友達がいたり、HR

の雰囲気がなんとなく変わり、その変化に自分の心が

ついて行けず、再び苦労しました。自分の心の行き場

をどこに持って行けば良いかがわからなく、親に何度

も「転校したい」と説得していた事がありました。こ

の時期、私は人に対して必要以上に遠慮気味になって

しまい、今振り返って考えると、自分の自信の無さの

ため相手の気持ちをマイナスに捉えてしまう事が多く

なっていたように思います。「私がご飯に誘ったらウ

ザがられるかな」とか「私が一緒にいると、他の二人

の仲が悪くなってしまわないかなぁ」などと人間関係

の上で後ろ向きに考えるようになり、思い悩む事が多

くありました。一緒にいたいけど、自分からは言い出

せず、卑屈になっていました。自分中心的に考えてい
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たため相手が手を差し伸べてくれていた事になかなか

気づけなかったのです。 

 

 自分の気持ちを理解してくれていた友達の存在によ

うやく気づくことができたのが３年になってからで

す。その子は私が悩んでいる時、泣きたい時、誰より

も先に気づいてくれ、時にはカウンセラーなのではな

いかと思うほどの説得力のある言葉や名言を言って励

ましてくれたり、何もせずただじっとそばにいてくれ

る人でした。どうしても前向きにここでの生活を感じ

取れない自分の気持ちが、目の前にある「良いもの」

を見つけ出す事を妨げていたのだと思います。そのよ

うな支えがあって、自分自身が今の仲間の中での立ち

位置、そして居場所が感じ取れるようになったので

す。 

 

 友達とちょっとした事で喧嘩をしたこともありま

す。互いの意見の食い違いにより誤解が生じ、仲が悪

くなるのです。実際にあった事ですが、関係がこじれ
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違和感を覚えながら接していた人がいました。しか

し、その人に「祝福があるように」と神様にお祈りす

ると、即座に関係が修復された経験があります。三育

では数少ない仲間同士のため、こじれた人間関係と向

き合う必要があります。その修復作業に不可欠なこと

は祈りを通して、助けを求め、相手のために祈る事で

あると学びました。 

 

 そんな３年間の経験を通して学んだことは「三育と

は一生の友に出会える場所」ということです。わたし

が今この場に立っていられるのは支えてくれた HR の

仲間や先輩、後輩そして家族のおかげだと強く思いま

す。楽しい思い出もたくさんあります。HR の全員で

理科の先生にドッキリしたりとか、担任の先生の話が

面白くて笑いくずれたりとか、いま思い返せば、みん

な良い思い出です。 

 

 私が入学当初もっていた三育のイメージは携帯が使

えない、広島のド田舎、２４時間他人と過ごす寮生活
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という監獄のようなマイナスイメージでした。ですが

３年間を通して、今ならはっきりということができま

す。「三育に来てよかった」。ここで出会えた仲間は

一生の宝物と感じています。そして神様はそのような

仲間や家族を与えてくれ、色々な形で私のここでの３

年間を支え、導いてくれていた事に気づきました。 

 

私が好きな聖句をお読みします。詩篇１１９編１０５

節。 

「あなたの御言葉はわたしの道の光。私の歩みを照ら

すともしび。」 

 

 この聖句は私が小学校６年生の時に担任の先生が教

えてくれた聖句です。私が困った状況にあった時にこ

の聖句を思い出すよう勧めてくれました。わたしが広

島三育学院で過ごした３年間、困難を感じた時にわた

しの歩みを神様が約束どおり灯してくださっていたの

だと思います。もし私が広島三育学院に来ていなかっ

たら今の気づきはなかったでしょう。ここに来たから
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こそ、祈る事の大切さに気づくことができたのだと確

信しています。 

広島三育学院に来て本当に良かった。ここで学んだ

全ての事を今後も自分が生きてゆく上で大切にして行

きたいと思います。 
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「祈り」O.K 

 

みなさんは、お祈りが聞かれたことはありますか。私は

あります。あり過ぎて、全部は覚えていません。なので

今日は、覚えているものの中からいくつか紹介します。 

 

一つ目の聞かれた祈りは、今年度 1 学期のときのこと

です。ホームルームパーティーで、川に行くことになっ

ていました。一年前、二年前は雨が降り、先輩たちは誰

も川に行けていなかったので、私は、この中学校生活の

中で川に行った感想を聞くことができていませんでし

た。私は、川が海よりも好きなので、どの位きれいな川

なんだろうと楽しみにしていました、だから、ひたすら

晴れるように、と３日間ほど、朝礼拝のとき、ごはんの

とき、寝る前、さらにはトイレの中でも、本当にいろん

な所で祈り続けました。前日の天気予報は、雨が降るか

もしれないという、ギリギリな状況でした。しかし、当

日、天気は「晴れ」。その日私は、念願の川へ行けるこ

とになり、神様に感謝しました。川は、残念ながらきれ
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いではありませんでしたし、すごく冷たく、深い所があ

り、おぼれそうにもなりました。私は、ビートバン無し

ではあまり泳げないので、先生が用意して下さったラ

イフジャケットを着て、深い所へ行きました。足が届か

なくなったところで私はライフジャケットを着ている

のにもかかわらず、おぼれかけたのです。怖かったので、

素早く浅瀬へ向かい、水から上がることにしました。川

の中では、悲惨な目にあいましたが、お昼ご飯は、担任

の先生、舎監の先生が鉄板で作って下さった目玉焼き

や焼きソバを食べました。とてもおいしかったです。目

玉焼きや焼きそばたち、おいしい思い出をありがとう。

私は、もう二度と深い所には行かない。という決心もし

ましたが、陸地での出来事はとても楽しかったので、全

体としては楽しい思い出を残すことができました。天

気を支えてくれた神様に感謝します。 

 

二つ目の聞かれた祈りは、私が中学二年生の時の出来

事です。小学１，２年の頃に住んでいた教会でよく一緒

に遊んでいた兄妹２人が中学校の春のオープンキャン
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パスに来ていました。その日、久しぶりに会うことがで

きたので私はオープンキャンパスがあることに感謝し

ました。ですが２人は私の事は忘れ、逆に牧師である父

の事だけを覚えていました。と、言っても、私も小学生

の頃に誰と遊んだなんてことはあまり覚えていなくて、

「あのとき一緒に遊んだよね」と言われても思いだせ

ません。だから人の事をとやかく言うことはできませ

んし、仕方ありません。オープンキャンパスが終わり、

その兄妹２人は帰っていきました。そこで私は、２人に

また会いたいと思いました。そのために私は、オープン

キャンパスが終わったその日から毎日、朝礼拝のとき、

ごはんのとき、寝る前、さらにはトイレの中で、いろん

な所で祈り続け、次会える日を待ち続けました。その結

果、祈りが聞かれ、それから数か月後、ハンドベルコワ

イヤーで、その 2 人がいる教会に訪問できることにな

り、会うことができたのです。当日、１回も２人とは話

すことができませんでしたが、２人に会えたことにつ

いて、神様に感謝の祈りをしました。 

今、紹介した話のように、たった３日で聞かれたホーム



20 

 

ルームパーティーの天気のように、すぐに聞かれる祈

りがあります。または、数か月間お祈りした、２人の兄

妹との再会が叶った祈りように、待てば聞かれる祈り

もあります。 

 

私が今現在、心に留めているのは、今たくさんの感染者

を出しているコロナウイルスです。この、コロナウイル

スによって多くの人々が苦しんでいます。これのため

に私ができることは神様にお祈りをすることです。そ

してコロナウイルスがこれ以上広がるのは嫌なので、

私はコロナウイルスが早くなくなるようにとお祈りし

ています。 

 

ここで聖句を読みたいと思います。マタイによる福音

書、７章７節です。 

 求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。

そうすれば、見つかる。 

門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。 

私が今祈っているこの祈りは、すぐには聞かれないか
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もしれません。早くワクチンがみんなに行き渡るとい

いなと思っています。だから、私は求め、待ち続けよう

と思います。 

 

それでは、なぜ神様は、すぐにお祈りを聞いたり、時間

をかけたりするのでしょうか。それは、神様の御心のタ

イミングがあるからだと私は思います。もし、オープン

キャンパスで会ったあの兄妹と、あの後すぐに会って

いたとしても、やっぱり私は話せずに、何もせずに別れ

ていたと思います。しかし、数か月して、ハンドベルコ

ワイヤーでの教会訪問をするというタイミングによっ

て、２人に会うことだけでなく、ハンドベルの演奏も届

けることができたのです。つまり、私が祈った事以上の

ことを、神様はしてくださったのです。 

 

大切なのは、わたしたちがどれだけ熱心に祈り続けら

れるかということではないでしょうか。神様の御心が

どんなタイミングを用意して下さっているかは私たち

には分かりませんが、私たちが、何度も何度も、毎日毎
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日、同じことを祈る事、求めることで、神様はそれにき

ちんと応えてくださると私は思っています。 

 

もう一度、中心聖句をお読みします。 

 求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。

そうすれば、見つかる。 

門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。 

時間はかかるかもしれませんが、待てば祈りはいつか

聞かれると思います。なので、みなさん、 

朝礼拝のとき、ごはんのとき、寝る前、さらにはトイレ

の中でも、どんなときでも祈り、求め、待ち続けましょ

う。 
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「私にとっての賛美」K.S 

 

 皆さんは賛美することは好きですか？賛美が好きな

人、嫌いな人、さまざまな気持ちを持っている人がい

ると思います。そもそも「賛美」する事とはどう言う

意味なのでしょう。辞書で調べてみると「ほめたたえ

ること」とありました。私は「神様をほめたたえる」

賛美について小学生の頃に経験した事を通して作り上

げられた私にとっての「賛美」をみなさまにお話した

いと思います。 

 

 小学生低学年の頃、私は同級生と空き時間に教室で

賛美歌を歌う事が大好きでした。時により歌ったり、

伴奏したり、とにかく友達と楽しくピアノを囲み歌っ

て過ごしていました。しかし、５年生になった時の事

です。コミュニケーションがもともと不得意だった私

は、人間関係がうまくいかなくなり、教室に入ること

ができなくなりました。教室の雰囲気が自分にとって

とても怖く感じ始めました。同級生との意見が合わな
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く、友達と共に遊べなくなり、学校を辞めたいと思う

ようになりました。その気持ちから授業に全く出られ

なくなりました。ただ、一つだけ必ずしていた事があ

ります。それはピアノ係で朝の会で伴奏をする事でし

た。しかし、ピアノ係をやり終えると、そのまま保健

室へ移動し、そこで保健室の先生と１日を過ごす毎日

でした。この時のわたしは賛美することが嫌いになり

かけていました。その状態が１年間続き、この時が私

にとって一番辛かった時期だったと感じています。 

 

 そんな毎日を過ごしている私に神様はある先生を通

して私に手を差し伸べてくださいました。その先生は

私が２年生、４年生、６年生の時の担任の先生でし

た。先生は保健室に時により立ち寄ってくれ、私の様

子を見にきてくれました。優しく話しかけてくださっ

たり、なぜこのような事になったのかなど私の話しに

耳を傾けたりしてくださいました。私にとって本当に

心に寄り添ってもらえた経験でした。 
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 ４年生の時、担任をしてくださっていた頃、先生が

賛美をする事が好きだった私に教えてくださった聖句

があります。それは詩編１５０編です。 

ハレルヤ。聖所で神を賛美せよ。大空の砦で神を賛

美せよ。 

力強い御業のゆえに神を賛美せよ。大きな御力のゆ

えに神を賛美せよ。 

角笛を吹いて神を賛美せよ。琴と竪琴を奏でて神を

賛美せよ。 

太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ。弦をかき

鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ。 

シンバルを鳴らし神を賛美せよ。シンバルを響かせ

て神を賛美せよ。 

息あるものはこぞって主を賛美せよ。ハレルヤ。 

 

この聖句は今でも私にとって大切な聖句です。先生は

賛美する事や、伴奏をする事を好きでいるために、こ

の聖句を思い出しながら賛美してごらんとアドバイス

してくださいました。今でもピアノで伴奏をお願いさ
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れる時、またチェロや聖歌隊で賛美をする時に私はこ

の聖句を思い出します。 

 

 神様をたたえる事について私に影響を与えた事がも

う一つあります。 

私が６年生になった時、この先生が再び担任となりま

した。先生の支えもあり、私はクラスに参加すること

ができるようになりました。卒業シーズンが目の前に

なった頃、先生は「エバーングリーン」と言うグルー

プの方々が歌っている「船がゆく」と言う曲の歌詞ア

レンジを私に手伝ってくれないかとおっしゃいまし

た。私が小学５年生の頃に経験したさまざまな思い

や、気持ち、辛かったことや苦しかった事などを経験

し、それを乗り越えたからこそ、良い詞を作る事がで

きるのではと思ったようです。初めは自信が全くあり

ませんでしたが先生と共に歌詞をアレンジする作業は

とても楽しいものとなりました。そして不思議なこと

にこのお手伝いをさせてもらえた事で自分がマイナス
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に思っていた５年生の辛い時の経験をプラスにとらえ

る事ができるようになりました。 

 

先生と一緒にアレンジした歌詞で私が好きな部分を一

部だけお読みします。 

 

「ふねがゆく、ぼくたちを乗せて。ゆっくりと港をは

なれてはるか遠く、それぞれの航路へと、なめらかに

すべりだしてゆく。 

神様から出航命令を受けたぼくたち、風が強く吹いて

いる、たくさんの思い出をつめたトランクを強くにぎ

りしめた。 

ぼくたちはまた会える。光 輝く場所で、永遠の命の

灯がともされる時。 

恐れも苦しみもない、ねたみや争いもない、希望と喜

びあふれる美しい天の御国。」 

 

この歌詞は卒業する一人一人が色々な思いを持ちなが

ら、神様を証しするために出発しよう、そして最終目
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的地は天国であると言うメッセージが込められた歌で

す。先生と一緒に歌詞を作りながら、私の嫌な思い出

や経験が自分の中から蒸発し自分を束縛していた嫌な

気持ちから解放される事ができたのです。 

 

 このように私が現在 抱く賛美への気持ちは、小学

校の頃に神様が与えてくださった様々な経験を通して

作り上げられました。苦痛で辛かった５年生の頃をマ

イナスにとらえていた私に、神様は一人の先生を通し

て、それをプラスの経験に変えてくださったのです。

この経験があったからこそ、私は神様を賛美すること

を嫌いにならず、さらにその賛美の大切さを学ぶ事が

できたのです。広島三育学院中学に来て証ししたり、

司会をしたりする機会が増えたものの、いまだに人前

に立って話すことはあまり得意ではありません。しか

し音楽を通して神様を証しすることはとても好きで

す。聖歌隊や、伴奏のお手伝いをして神様をほめたた

えることができるからです。これからも私は証しする

手段の一つとして、音楽をとおして神様をほめたたえ
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て行きたいと心から思います。みなさんにとっては、

賛美とはどのようなものでしょうか？ 
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「点と点」G.K 

 

 私は中学２年生の二学期の半ば、三育に転校してき

ました。しかし、私は森の中より街の中、寮生活より自

宅生活、９時半にベッドに入るより深夜に寝る、電話よ

りインスタグラム、三度の飯よりスマホ、自然散策より

プリクラ、新聞よりヤフーニュース、スポーツ大会より

好きなアーティストのライブ、広島より百歩譲って地

元の方が好きで、此処の生活はかなり戸惑いがありま

した。 

 何より一番戸惑ったのは神様との向き合い方でした。

私は神様もキリストも何も知らず、教科書に出てくる

程度の知識でした。聖書も全然引けませんでした。 

 転校前、私はある私立の中高一貫校に通っていまし

た。私は学校に車、自転車、バスのどれかで通っていま

した。最初は自転車で通学していましたが、だんだん面

倒になってきて、車で送ってもらうようになりました。

また、バス通学に憧れたのでバス通学も時々していま

したが、その日の気分で車を呼んだりしていました。自
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転車で行って、車やバスで帰ったりすることも日常茶

飯事でした。私が前の学校を志望した理由は両親から

「中学受験をしたら、スマホを買ってあげるよ。」と言

われたからです。小４の頃から塾を掛け持ちして受験

に挑みました。そして無事合格し、念願のスマホをゲッ

トしました。受験後はすぐに塾をやめ、ほぼ毎日友達と

遊んで、いつも親に怒られていました。 

 入学後、しばらくして、私は宿題を一週間忘れてしま

いました。宿題の出されている仕組みが分からず、宿題

が出ていることに全く気付かなかったのです。すると

今までとても優しかった先生が真顔になり、私を怒鳴

りつけました。また他の忘れた生徒達を見渡しながら

「入学してからしばらくは優しくしてやろうと思って

いたのに」と言われ、次の日からは「肘を付いている」

等些細なことで怒られ始めました。学校の校則で「スマ

ホは夜の８時まで」というルールがありました。しかし、

部活が終わるともう 9 時を過ぎているので、このルー

ルを守ることは難しく、そのことは誰でも分かってい

るのに、わざわざアンケートを取って記録しているの
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が馬鹿らしくて仕方がありませんでした。 

  

 一学期の間、私は何度も呼び出され、叱られ続けまし

た。その時には転校も考えていましたが、友達と離れる

のが嫌で、結局転校はしませんでした。 

 夏休みには全員午前中までの夏期講習を受けます。

しかし、赤点の人は午後からの講習もあり、私達の実質

の夏休みは二週間しかありませんでした。全ての課題

を死ぬ気でやっていた私たちを、先生たちはもっと褒

めてもいいのにな、と寂しさを感じました。 

 二学期も相変わらず、毎日誰かしらに怒られては「後

で職員室に来なさい」が当たり前の光景でした。周りも、

「相変わらずぶれないね～」とか「俺も一緒に呼び出し

だぜ」という具合でした。 

 少し変わったのはそんな私も部活に入ることができ

たことです。弓道部です。中学生７人、高校生３０人ぐ

らいの人気のあるクラブでした。活動のほとんどは筋

トレやランニングの日々でしたが、それでも楽しく、ス

トレス発散にもなりました。 
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 学期が終わる頃、友達と少し問題を起こしてしまい、

一日授業を受けさせてもらえず、なおかつ反省文や

様々な課題、さらに部活動を停止にされてしまいまし

た。三学期に入っても、部活動の停止は続き、部活の時

間は遊びに費やしてしまいました。折角、成績優秀で入

学したのに、ほぼ赤点補習の常連になってしまいまし

た。 

 中二になって、部活停止は解除され、後輩もできたの

で、部活だけは一生懸命頑張りたいとやっていました

が、相変わらず先生との相性が悪く、体育のおばあさん

先生以外の先生とは仲良く過ごすことはできませんで

した。 

 そして二学期、私はスピード退学をし、三育へやって

きました。 

 友達との別れも満足に出来ずにこの森の中に来た私

は、全てを前の学校と比べていました。 

 宗教的なことはさておき、様々なことで驚きました。

まず、三育の先生は小さいことで怒らないんだと感動

しました。また、喫煙ルームがないことにも驚きました。
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前の学校の外に喫煙ルームがあり、煙草の臭いを体中

に身にまとい、授業をするヘビースモーカーな先生を

迷惑に思っていました。喫煙講習会では、その先生が誰

よりも熱心に話を聞いていたのもよく覚えています。 

また、三育は「許すこと」をとても大切にしています。

しかし、前の学校は違いました。丁寧な言葉でだけ謝る

ことが大切で、謝られた本人が納得するまで、お互いギ

スギスした関係になっていました。 

三育で友達と喧嘩しても、一緒に生活していて嫌で

も顔を合わせなきゃいけないことがたくさんあります。

なので、喧嘩しっぱなしだと周りにも気を遣わせてし

まうし、何より相手も自分も苦しいです。 

解決するために、たとえ、どのような謝り方をされて

も許すことが大切だと理解できるようになりました。 

 

 私はカラオケで親に「上手！」と言われていたのに、

転校当初は先輩にも後輩にも同級生にも苦笑いをされ、

実は音痴だということに気づいてしまいとても、ショ

ックでした。私は人より声量もあって、上手い方に入る
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のかと思っていたからです。なので、現実を叩き付けら

れ、私は歌うことが恥ずかしくなってしまいました。楽

譜も読めなかったし、音を取ることもできないし、コワ

イアーのレスポンスの試験は恐怖で一杯でした。しか

し、コワイアーとして活動してきたからこそ、音楽の魅

力を再確認することができました。そして、音楽を聴く

姿勢も変わりました。 

 

ですが、一番はやっぱり聖書です。神様のことです。神

様は、私達によりよい道を与えてくださる、と書いてあ

るのを見て、最初は鼻で笑っていました。そして、皆が

揃って「神様の導きだから」とか「神様が示してくれた

道だから」と言っているのを聞いても、楽観的だなぁな

んて思っていました。そんな風に言うのは、“人にせい”

や“誰かや何かのせい”にするズルい人と同じだと感じ

ました。辛いとき、苦しいときは、何故そうなったか、

深く考えて、分析していくべきだと私は思っていたか

らです。 

ところで私は、毎晩、ベッドに入ると一日の事を振り
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返ります。その日の出来事を起床から消灯まで思い出

して、「どうしてそうなったのか」や、「あの人はどうい

う気持ちや考えがあったのだろう」と考えています。あ

る夜、中々寝付けなかったとき、「この時間こそ今まで

疑問に思っていたことについて考えよう」と思い、色ん

な事を考えていました。そんな中、部屋民がいつも「神

様の御心だから」と話していたことが頭に浮かびまし

た。「楽観的という言葉をポジティブという言葉に置き

換えると、全ての事がプラスに思えてきました。今まで

私が悩んでいたことも全てポジティブに考えてみよう

とすると、「神様の御心だから」ということと、“誰かの

せいにする”ことは、全く違う事に気づきました。 

 神様は、常に御計画をもって、私たちを導いていてく

ださり、日々の生活全てが「神様の御計画だ」と私たち

が気付くのを待っておられると思うようになりました。 

誰かのせいにする様な卑怯なこととは、真逆でした。 

 すべて私に起こったこと、一つ一つを「神様の御心

だ。」と思って考えると。「こういう意味で計らいがあっ

たのか」と気付かされました。 
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 以前の私は反発し嫌われることで、人間関係の複雑

な檻から抜け出そうとしていました。仲が良い友達と

笑っている時間が全てで、親や先生を困らせるのが楽

しみでした。 

 それでも、前の学校のすべてに満足がいかなかった

かと言われると、そうではありません。先輩後輩関係は

厳しくなく、仲良くなると、呼び捨てやタメ口が当たり

前でした。ですが、部活内では厳しく、「○○先輩」呼

びは必ずで、廊下や学校外でもすれ違ったら挨拶が絶

対でした。2 人いるなら二回。5 人なら五回。10 人な

ら十回。一人一人に挨拶をし、頭を下げるのがルールで

した。なので、そこでしっかり年上への接し方も学ぶこ

とができました。 

 テーマ聖句にさせて頂いた、「エレミヤ２９：１１」

をお開きください。 

わたしは、あなたのために立てた計画をよく心に留め

ている、と主は言われる。それは平和の計画であって、

災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。 
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私たちが「え、きびしい」と思っている現実は、とて

も目を背けたくて堪らないこともあります。そんな時、

私たちは誰かのせいにすることで、少しでも楽になろ

うとします。しかし、その計画にも意味があり、神様の

計らいがあるのです。そして、今は分からなくても、人

生を振り返った時、その経験がとても役に立ったと理

解する事ができる日が来ると思います。 

続いて、もう一つの聖句を開きたいと思います。 

「詩編３７：２３」 

主は人の一歩一歩を定め 御旨にかなう道を備えて

くださる。＊ 

 

「人生は様々なことが、ひとつ、ひとつ点となり、そ

れを結んでいくことが人生である」と、ある人は言いま

した。そうすれば、その一歩一歩、歩んだことでできた

点は、結んでいくと、神様の御心に適った道が開けてき

ます。 

つまり、人生は振り返ることに意味があるのです。私
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は、卒業後に三育で過ごした1年半をどう捉えるかは、

その時の私次第ですが、きっとこれも一つの点となっ

て、新たな道を神様が示してくださると信じています。 
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「信仰の形」T.K 

 

 今日は、中学校生活を通して変化した私の信仰につ

いてお話しさせていただきます。 

 まず、信仰とは何なのでしょうか。国語辞典には、「特

定の対象を絶対のものと信じて疑わないこと」とあり、

聖書には「望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確

認することです。」と説明されています。これらを踏ま

えて、これからの話を聞いていただければ幸いです。 

 私はキリスト教の家庭に生まれ、何も疑うことなく

神様を信じながら育ちました。家族で毎週教会へ行き、

毎夕家族で夕礼拝をする、いたって普通のクリスチャ

ン家庭です。世界には、もっと違う宗教があることも、

神様なんていないと言う人もいることを知りつつも、

子供ながら自分が信じているものは間違っていないと

信じていました。 

 私には信仰を捨てた親戚がいます。私のおばさんと

おじいちゃんです。二人ともＳＤＡ信者であり、強い信

仰を持っていたと聞いています。小さい頃の私は、その
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親戚のために毎日お祈りしていました。ただひたすら

に「神様を信じることができますように」と。その親戚

は、未だにまだ信仰を持っていません。私が物心ついた

時から祈っていますので、かれこれ十年も聞かれない

祈りを、どうして続けられているのでしょうか。 

 なぜなら信仰と、信仰からなった経験があるからで

す。その数多くの経験の中から、その頃の私の信仰の基

となっている奇跡の話をしたいと思います。 

 その奇跡は、私が家族とアメリカに住んでいた頃の

話です。私は五才くらいでした。アメリカの家の前で、

母が大切な鍵を無くしたのです。ほとんど足元が見え

ないくらい日が沈んでいました。歩道のすぐ横にある

道路に面したメールボックスをチェックした後、母は

鍵がないことに気がつきました。そのことを知って私

も家族と一緒に探し始めました。足元は、もうほとんど

見えない中、皆で這いつくばって探したことを覚えて

います。しかし、いくら探しても見つかりませんでした。

しびれを切らした五才の私は「お祈りしようよ」と言っ

たそうです。あまり詳しくは覚えていないので父から
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聞いた話です。そして、家族はその場でお祈りしました。

「探している鍵が見つかりますように」とお祈りし、家

族で揃えてアーメンと言った後、すぐにチャリンとい

う金属音がしました。急いでその音のした方向へ行く

と、何度も見たはずの場所に探していた鍵が落ちてい

たのでした。これが私の経験した信仰、お祈りが叶った

奇跡の話です。このような奇跡は、小さい頃の私に１０

０パーセント信じるということを教えてくれたように

思います。これが私が小学生だった頃に持っていた信

仰の形です。 

 私が中学校に入り、生まれた環境、育った家庭、信じ

てきたものの違う仲間に出会いました。その出会いは、

私に物事の捉え方は一つではないということに気づか

せてくれました。そのことに気づいた私は、今まで自分

が信じてきたものを様々な角度から見るようになりま

した。しかし、見れば見るほど考えれば考えるほど、自

分が信じてきたものが正しくないのかわからなくなっ

ていきました。生まれる前から出会っていた神様が本

物であるということ。世界に何万とある宗教のうち、一
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つだけが正解だとして、その一つに生まれる前から出

会っているなんて、信じることができませんでした。そ

して、今まで信じてきたものが信じられなくなった時、

私は一度神様から遠く離れて、見えないものではなく

見えるものを頼りに生きたみたいと思いました。それ

からというもの、私の心から信仰は消えました。聖書の

授業はノートを書くだけ、礼拝皆出席、五分前着席、早

天祈祷会は神様のためではなく自分のため。真剣に聞

いていた礼拝は睡眠時間へと変わり、お祈りも献金も

教課もしなくなりました。何か物が無くなった時は、一

生懸命祈らないように意識しながら探しました。 

しかし、祈らないで探して見つからなかったものは、

ありませんでした。礼拝中、寝ていて損をしたと思うこ

ともありませんでした。献金や教課をせずに後悔した

こともありませんでした。では、以前と何も変わらなか

ったのでしょうか。いいえ、一つ大きな違い、決定的な

違いがありました。それは、私の思い出の色です。きっ

と私が何を言っているのかわからない方が多いと思う

ので、少し説明させていただきます。 
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 私の頭の中では、出来事や思い出に色がつけられて

います、例えば、楽しかった思い出は明るい暖かい色、

悲しかった思い出には暗く冷たい色、私が鍵を家族と

探した時の思い出の色は、柔らかいオレンジ色と、この

ような感じです。 

 では、私が神様から離れていた時の思い出の色は、何

色だったでしょうか。紺色です。何をするにも前向きに

なれず、マイナス思考であれば、思い出の色が暗くなる

のも当然のことです。そのように、何をしても思い出が

紺色に染まらなくなった今、私はこの経験をどのよう

に捉えるべきなのでしょうか。 

 客観的に捉え考えて見ると、その時間が勿体無いと

思うかもしれません。しかし、むしろ良かったのではな

いかと、感謝するようにしています。当たり前だと思っ

ているものへのありがたさが、当たり前が手元から無

くなってからでないと気づけないのと同じように、私

の場合、神様の御腕の中から一度出てみて初めて御腕

の外の世界の暗さ、怖さ、寒さを知りました。そうして

私は、御腕の中のあたたかさ、ぬくもり、明るさに気づ
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くことができたのです。私が、覗いていた望遠鏡から、

神様が見えなかったのは、神様が望遠鏡に写りきらな

いほど大きな存在だということを、遠く離れてみて、初

めて知ることができたからです。 

 神様が人間の私には理解できないほどの祝福を、注

ぎ続けてくださっていることを知った今、私はどのよ

うにあるべきなのでしょうか。 

 神様の愛とあたたかさを知った今、私は何を求め、何

に感謝し、何を目指して行くべきなのでしょうか。 

 これから私は、サタンの喜ぶ、暗く寒い道を進もうと

せず、神様の喜ばれる信仰の道を求め、心から再臨を臨

んでいきたいです。これから先、私が神様から離れてい

た時に、たくさん迷惑をかけてしまった仲間、それでも

私から離れないで、そばにいてくれた仲間のことを、心

に留め、感謝することを忘れないようにします。これか

ら私は、神様が私にくださった多くの経験から学んだ

こと、つまり自己満足を大切にするのではなく、仲間の

気持ちや人の心遣い、思いやりの心、祈り、そして神様。

これらのように、形にならない、私たちには見えないも
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のを大切にできる人間。そのような人になることを目

指していきます。これらのことは、数多く学んだ、気づ

くことができたことの一部です。そしてこれらの数多

くの学び、気づきをくれたのは、この広島三育学院中学

校で出会うことのできた仲間です。この中学校での生

活は、私に、共に祈れる、共に賛美できる、共に喜び、

悲しみ、泣き、笑うことのできる仲間をくれました。 

 この「仲間」という一生の宝をくださった神様に感謝

し、この中学校生活が私にくれた信仰をもう二度と手

から話すことがないように、しっかりと握りしめなが

ら、前に進んでいきます。最後に聖句を開きます。場所

はヨハネの手紙第一５章１節から５節です。 

イエスがメシアであると信じる人は皆、神から生ま

れた者です。そして、生んでくださった方を愛する人

は皆、その方から生まれた者をも愛します。このこと

から明らかなように、わたしたちが神を愛し、その掟

を守るときはいつも、神の子供たちを愛します。神を

愛するとは、神の掟を守ることです。神の掟は難しい

ものではありません。神から生まれた人は皆、世に打
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ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それはわたした

ちの信仰です。だれが世に打ち勝つか。イエスが神の

子であると信じる者ではありませんか。 
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「祈りが聞かれた時」T.M  

 

最初に聖句を開きます。マタイによる福音書７章７

節から８節 

 

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさ

い。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そう

すれば、開かれる。だれでも求めるものは受け、探す

ものは見つけ、門をたたくものには開かれる。」 

 

これは私の１番好きな聖句です。なぜなら、この聖

句を読むと 安心するからです。この聖句には神様の

愛情が溢れています。私が神様に頼れば、神様は、必

ず助けてくださると、約束しています。 

私はこれまで様々な時に、神様にお祈りをしてきま

した。１つ目は家族が守られるように、２つ目は怪我

をした担任の先生のために、そして、３つ目は進路の

ために、毎日お祈りをしていました。 

今振り返ると、それらのお祈りは全て叶えられてい
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ました。私の家族は５人いて、お父さん、お母さん、

お兄ちゃん、おばあちゃんがいます。普段は、離れて

生活していますが、それぞれの場所で元気に頑張って

います。怪我をしていた担任の先生の腕は、だんだん

良くなり、今は物が持てるようになっています。進路

については、周りの人のお祈りもあり、自分の進む道

が与えられました。このように神様は私の祈りを聞い

てくださり、私にとって１番良い道を、与えてくださ

ったのです。 

 

また、三育に来ることができたことも神様の導きに

よるものでした。「三育に、入れるように」というお

祈りが聞かれ、私は３年間三育で学ぶことができまし

た。 

三育では沢山の楽しい思い出があります。部活で

サッカーをしたこと、ハンドベルでクリスマスコンサ

ートや教会訪問にいったこと、そして、友達とすごし

た毎日です。その全てに感謝しています。 

三育を卒業しても、学んだことや、友達を大切に
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し、神様に祈り、頼りながら生きていきたいです。最

後に聖句を読んで終わります。 

 

マタイによる福音書７章７節から８節 

 

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさ

い。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そう

すれば、開かれる。だれでも求めるものは受け、探す

ものは見つけ、門をたたくものには開かれる。」 
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「地の塩、世の光」N.H 

 

初めに聖句を開きます。マタイ5章13節から16節。 

「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなく

なれば、その塩は何によって塩味が付けられよう。も

はや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に

踏みつけられるだけである。あなたがたは世の光で

ある。山の上にある町は、隠れることができない。ま

た、ともし火をともして升の下に置く者はいない。燭

台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照

らすのである。そのように、あなたがたの光を人々の

前に輝かしなさい。人々が、あなたがたの立派な行い

を見て、あなたがたの天の父をあがめるようになる

ためである。」  

 

あなたがたは地の塩である。あなたがたは世の光で

ある。とイエス様は言っています。しかし、私達は塩で

も、光でもなく人間です。では、地の塩、世の光とは何

でしょうか。今日は少しの間、このことについて考えら
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れたらと思います。 

 

「もし、この世界から塩が消えたなら」・・・どこか

で聞いたことのあるフレーズになってしまいましたが、

とりあえず話を進めたいと思います。塩がなくなった

ら、私達子どもはすぐには困らないかもしれません。で

すが、料理を作っている人、塩を作っている人が困ると

思います。そして、いつか私たちもポテトフライの味気

なさや、ポテトチップスのうす塩味がないことに違和

感を覚えるかもしれません。いつか、塩に似た調味は登

場するかもしれませんが、塩本体の復活は難しいかも

しれません。そんな時、塩の大切さが見えてきません

か？あんなに小さい粒々だってこの世での生活におい

てとても重要な役割を持っています。 

それは信仰生活においても重要なことなのです。塩

によって料理が味付けられるように、世の中に良い影

響を与えることが私達にもできます。しかし、ポテチを

ずっとたべているとのどが渇き、水が欲しくなってき

ませんか？同様に、良い影響を通して、命の水のイエス
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様に人々を導くことが地の塩の本当の役割なのです。 

 

次、「もし、この世界から光が消えたなら」。光がなく

なってしまったらどうしますか？そのような生活を体

験したことがある人の方が少ないというか、ほぼいな

いのではないでしょうか。しかし、今の２，３年生は、

西日本豪雨の時に少しだけ体験したと思います。全て

の電気が消え、夜になると寮全体、キャンパス全体が闇

に包まれました。初めは非日常の生活に興奮していた

けれど、後から光がないことが心細くなってきました。

しかし、懐中電灯の小さな光で勇気づけられました。そ

こで、改めて光の大切さに気付くことができました。 

私達は、小さな光として人々を勇気づけることがで

きます。しかし、もっと明るい大きな光があるのです。

それは、イエス様です。 

では、小さな光として、私達ができることは何でしょ

うか。それは、中学校での活動、特に聖歌隊やハンドベ

ルの活動を通してかもしれません。また、祈ることもで

きます。そのようにして私達小さな光は、大きな光であ
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るイエス様に人々を導くことができるのです。 

 

一昨日の夜、私はあせっていました。なぜなら卒業祈

祷週の原稿をなくしてしまったからです。消灯直前、原

稿を少し書き、どこに置いたのかを忘れてしまいまし

た。私の行動経路をたどりいろいろな場所を捜しまし

たがありません。しかし、寮役員会議があったため、捜

索を打ち切り、会議室へ向かい、なんとなく先生方や友

達に原稿をなくしてしまったことを話しました。する

と、ある先生が、お祈りしてくださいました。しかし、

私のあせりは頂点に達しそうでした。そんな気持ちで

寮会を終えると、「寮をもう一回さがそう」と先生が言

ってくださり、何人かで寮をさがしました。でも出てき

ません。本当に涙が出てきそうでしたが、先生が寮のど

こかに絶対あるから、となぐさめてくださり、次に部屋

をさがすことになりました。懐中電灯の小さな灯で部

屋のゴミ箱を手さぐりでさがしました。すると、そこに

原稿用紙のような手ざわりの物がありました。引き上

げてみると、なんと、原稿がでてきました。しかも、コ
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コアのごみなども捨ててあったのに、無傷で、真っ白の

ままで出てきたのです。急いで、さがしてくれていた人

たちに知らせました。忙しい中、さがしてくださった先

生方は「良かったね。ちゃんと感謝の祈りをしなきゃね」

や、「これで今晩もぐっすり寝れるね」と言ってくださ

り嬉しかったです。また、さがしてくれた人、全てを導

いてくださる神様に感謝です。しかし、ただ素直に喜ぶ

ことはできませんでした。なぜなら、そのなくしていた

原稿は完成したものではなく、途中のもの。しかも、半

分も終わっていないものだったからです。もし、私がな

くさずにきちんと持っていたら、その日の消灯後に書

きあげる予定でした。なので、「なんで今、原稿がなく

なるの」と原稿が見つかってからも素直に喜べなかっ

たのです。ですが、やっぱり見つかったのにお礼を言わ

ないのも違う気がしたので「よし、もうどうしようもな

い。神様に全部打ち明けてみようかな」と思い、暗い部

屋で一人祈りました。「原稿がでてきたこと、感謝して

います。一緒にさがしてくれた人がいたことを感謝し

ます。」など祈っているうちに今まで経験したことのな
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い、もっと祈ろうという気持ちが芽ばえてきたのです。

そして、最後に、もう全てをあなたに委ねます、と心か

ら祈り寝ました。 

次の朝起きると、何か良い話が思いつくかなーと思

いましたが、あまり文章は進みません。どうしよう、と

思い、とりあえずアドバイザーの先生に相談しようと

思い教員室に向かいました。そして話し合いました。な

んとなくのイメージはふくらみましたが、言葉がでて

きません。しかし、今、こうして原稿が進みました。何

を書くか悩んでいた私に、神様は何を書くべきか教え

てくれました。心からの祈りは必ず聞かれる、そのこと

を改めて実感しました。どんな時でも神様はそばにい

てくださいます。これほど、ピンチで後悔した事件は数

少なかったのですが、本気で祈る機会を与えてくれた

神様は大きな光だと思いました。そして、祈りをすすめ

てくださった先生方は私にとって大きな光へ導く小さ

な光だったのかもしれません。 

 

また、私の祖父母がバプテスマを受けたのも祈りが
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聞かれた経験です。私の祖父母はもともとクリスチャ

ンではありませんでした。どちらかと言うと仏教を信

じていて、家には仏だんがあったり、その仏だんにお供

え物をしたり、お経を唱えたりしていました。そんな祖

父母を見ていた祖父母大好きな妹は、一緒に教会に行

きたいと祖母に言いました。で、孫大好きな祖母は一緒

に教会に行くようになりました。そして、しばらくして、

私と同じ日にバプテスマを受けることができました。

一緒にバプテスマを受けることができて良かったです

が、祖父は相変わらず教会には来ませんでした。それか

ら２，３年程経ったある日、祖父は心臓の病気になって

しまい、入院しました。そして私と私の母は、祖父の病

気が治るようにとバプテスマを受けることができるよ

うに祈り始めました。すると、手術が近づいたある日、

祖父がバプテスマを受ける決心をした、と母から電話

がありました。その時は急な話すぎて驚きましたが、と

ても嬉しかったのを覚えています。そして、去年バプテ

スマを受けることができました。私達家族の祈りが祖

父を大きな光、イエス様へ導くツールとなったのだと
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思います。 

 

私達の働きは、大きなことからだけではなく、祈りな

どの小さなことからでもできるのです。 

三育の生活の中で、大変だったりくじけそうになっ

たりする時があると思いますが、そんな時でも、絶対神

様が小さな光を与えてくださり、塩のように私達の人

生に良い影響を与えてくださいます。 

そして神様が私達を用いてくださるから、私達は地

の塩、世の光となることができるのです。 

 

最後にもう一回マタイ 5 章 13 節から 16 節をお読み

します。 

「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなく

なれば、その塩は何によって塩味が付けられよう。もは

や、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏み

つけられるだけである。あなたがたは世の光である。山

の上にある町は、隠れることができない。また、ともし

火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置
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く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。

そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさ

い。人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたが

たの天の父をあがめるようになるためである。」 

今日からみなさんも地の塩、世の光になってみませ

んか？ 
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「Never give up!」N.K 

 

 みなさんは、大きな壁にぶつかったり、困難に出会っ

た経験はあるでしょうか。例えば、人間関係であったり、

勉強面、生活面など、人それぞれ出会う壁は違うと思い

ます。 

ここでは私が経験した話をしたいと思います。 

 私が中学一年生の夏休み、父と福岡まで三泊四日の

自転車旅行に行きました。私は最初自転車旅行に行く

気ではありませんでしたが、結局は行くことになり、朝

の五時三十分ぐらいに家を出発しました。一日目、途中

に急なのぼり坂があったり、突然雨が降ってきたりし

て、とても困難でした。しかし、その後にそれ以上に困

難なものが目の前に現れたのです。それは二日目のこ

とでした。長いトンネルを通らなくてはいけなくなっ

たのです。トンネルがあった時、今からでも引き返した

いと思いました。しかし、父とお祈りをして自転車を押

しながら進むことにしました。そのトンネルはとても

暗く、道路の端を通っていたので幅が狭くて体が壁に
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すれてしまいました。また、私の隣を大型のトラックな

どがビュンビュンと通るので、ものすごく怖い思いを

し、自転車旅行に来たことをとても後悔しました。その

時、ある賛美歌を思い出し、私は歌いながら進んでいき

ました。その賛美歌は「雄々しくあれ強くあれ」です。

一節をお読みします。 

 「雄々しくあれ少年たちよ。神様はどこにでも共にお

られる。我らを倒して負かすものはない。雄々しくあれ

強くあれ。」 

 この曲を歌っているうちに、怖い気持ちは完全にな

くなりませんでしたが、元気が湧いてきました。しかし、

歩いても歩いても暗闇が続く中、進んでいかなくては

いけませんでした。ついに出口の光が見えてきた時は、

「やっと出口に来た！！」と本当に心の底から安心し

た気持ちになりました。こうして私と父は無事にトン

ネルを抜けることができ、その先二日かけて福岡にた

どり着くことができました。トンネルの恐怖は今でも

忘れられません。ですが、良い経験、そして思い出とな

ることができたので本当に良かったです。また、神様が
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お祈りを聞いてくださり、ずっと私達のそばにいて支

えていてくださったのだと感じられた出来事でした。 

 話は変わりますが、聖書の中に出てくる「ヨセフ物語」

はみなさんよくご存知でしょう。そのヨセフも辛い思

いをたくさんしました。お兄さん達に売られてしまい、

家族と離れ、エジプトに連れて行かれたこと。ポティフ

ァルの妻に嘘をつかれ、牢屋に入れられてしまったこ

となど、そのような辛い思いをした時さえも、ヨセフは

神様のことを忘れず忠実でした。そして神様もヨセフ

と共におられたので、最後にはヨセフは牢屋を出られ

ただけではなく、総理大臣にもなれたのです。 

 ここで聖書を開きたいと思います。出エジプト記二

三章二十節です。 

 「見よ、わたしはあなたの前に使いを遣わして、あな

たを道で守らせ、わたしの備えた場所に導かせる。」 

 この聖句にあるように、神様はみ使いを送ってくだ

さり、一番ベストな道へと導いてくださいます。 

 ところで、人生の中でも『トンネル』はたくさんある

のではないでしょうか。その人生のトンネルに入ると
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真っ暗でとても辛く、大変でいつまで続くのかわから

ず不安です。しかし、必ず終わりが来て明るく楽しい世

界へ出ることができます。トンネルの中にいる時は辛

いですが、神様を求め、そこから出た後に振り返ってみ

ると、それが良いものとなるのです。つまり、人は小さ

いことでも大きなことでも壁を乗り越えるだけ、心も

体も成長するのです。 

 ここで「あしあと」という詩を読みたいと思います。 

 

 「あしあと」 

 ある夜、私は夢を見た。私は主とともに、なぎさを歩

いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出さ

れた。どの光景にも、砂の上に二人の足跡が残されてい

た。一つは私のあしあと、もう一つは主のあしあとであ

った。これまでの人生の最後の光景が映し出された時、

私は砂の上のあしあとに目を留めた。そこには一つし

かあしあとしかなかった。私の人生で一番辛く、悲しい

時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、

私はその悩みについて主にお尋ねした。 
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『主よ。私があなたに従うと決心したとき、あなたはす

べての道において私とともに歩み、私と語り合ってく

ださると約束されました。それなのに、私の人生の一番

辛い時、一人のあしあとしかなかったのです。一番あな

たを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられた

のか、私にはわかりません』 

 主はささやかれた。 

『私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを

決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みのと

きに、あしあとが一つだった時、私はあなたを背負って

歩いていた。』 

 

 この詩にあるように、神様は私たちが辛い時にたと

え気づかなくても背負って運んでくださいます。です

から、たとえ壁にぶつかったとしても決してあきらめ

ないで欲しいと思います。必ず、神様は私たち一人一人

のそばにいて助けてくださり、備えてくださった良い

道へと導いてくださいます。 

 最後の聖句を引きます。申命記三十一章八節です。 
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 「主御自身があなたに先立って行き、主御自身があな

たと共におられる。主はあなたを見放すことも、見捨て

られることもない。恐れてはならない、おののいてはな

らない。」 
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「神様との会話」F.M 

 

 私は、この広島三育学院中学校というところに入っ

て 1 つ大きなことを学びました。それは、神様という

大切な存在です。私はこの学校に入学するまでは神様

のことやクリスチャンのことなど小学生のころ、歴史

の授業で少しだけ教わっただけで詳しいことは全く知

りませんでした。 

 ここで、私がここの学校に入学する前の話と入学し

ようと思った理由を話したいと思います。私は幼いこ

ろから仏教を信じた家庭で育ちました。小学四年生ぐ

らいのころから、学校の登校時間に遅れないようにほ

ぼ毎日五時半に起きて家にある仏間でお参りをして、

学校へ行き、そして学校から帰って来たら、姉と交代交

代で二日に一回、一日の終わりの締めのお参りをして

いました。このような毎日を過ごした私がなぜこの聖

書を土台とする学校に入学しようと思ったかというと、

この話は以前にも礼拝でお話したのですが、私がまだ

生まれたばかりのころ家族で行き先のないドライブを
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していた時に、たまたま広島三育学院の看板があって、

こんな山奥に学校があるのかと興味半分でここの学校

に来たのが始まりでした。そして、姉が三育に入学する

ことを決意したそうです。私はとても楽しそうに通い

続けている姉の姿や聖歌隊で青いガウンを身に着けて

歌っている姿を見て、自然と三育に入学することを決

めました。今思うと、神様が導いてくださったのかなと

思います。その後、オープンキャンパスに参加して、同

級生のキャンパスキッズと一緒に遊んだりお話をした

りして、さらにこの学校に入学したいと考えました。そ

してその頃の私は、中学受験は本当に頭の良い人しか

合格できない厳しい環境だと思い、三歳の時から習っ

ていた大好きなスイミングスクールを辞めて塾に通い

勉強をしていました。そして、無事合格することができ

ました。 

 私は人間関係のことなど、たくさんの不安な気持ち

を抱きながら、入学を迎えました。しかし、同級生の人

と話をしてみると優しい人ばかりでとても安心したの

を覚えています。そんな中でも、新しいことだらけで入



68 

 

学して最初のころはとても大変でした。分厚い「聖書」

という本と知らない曲ばかり書いてある「希望の讃美

歌」という歌集を持ち、礼拝に参加し、讃美歌を歌い、

お話をしてくださる人が自分には何かの暗号のように

しか聞こえない聖句場所を言われ、分厚い本の中から

みんながいっせいに同じページを開いているのをみて、

私はとんでもなく頭の良い人しかいない学校に来てし

まったとその時は思いました。三育に通っていた姉か

らは、一人ぐらいクリスチャンではない人がいると聞

いていたのですが、そんなことはなく女子の中で私だ

けが神様をずっと知らなかったのです。スラスラと何

もつかえることなくお祈りをできる友達がとてもかっ

こよく見えました。私はどうにかしてみんなに追いつ

こうと聖書の開き方やお祈りの仕方を友達に教えても

らいました。その教えてもらったことをひとつのノー

トにメモしていきました。このノートには食事前のお

祈りや夜の点呼の時のお祈りなどの仕方を細かく書い

ています。一年生の時は先輩からお祈りで指名される

のが怖くて、このノートを肌身離さず持ち歩いていつ
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もビクビクお祈りをしていました。また、聖句を引く練

習は友達が聖句を言って私が引くという練習を繰り返

ししていました。その時の私は、讃美歌は讃美歌番号を

そのまま開くだけでいいので楽でとても幸せでした。 

 このような私は、一日一日とキリスト教のこと、神様

のこと、聖書のことなどが少しずつ分かるようになり

ました。そして、私は一人の男の人のことを知りました。

その人はイエス様でした。一年生の一泊旅行で大塚国

際美術館へ行きました。そこでイエス様が手や足から

血を流し、苦しそうな顔で十字架にかかっている絵を

目にしました。同じグループだったある先生から、イエ

ス様は自分たちのために十字架にかかり、救いの計画

を与えてくださったと教えていただきました。私はこ

の時、自分の命を誰かのために捨てられるような人が

いることを知り、とても衝撃を受けました。なぜイエス

様は十字架にかかってしまったのか。何か悪いことを

してしまったのか。どんな人だったのか。そもそもこれ

は本当に起きた事実なのか。なぜ神様はイエス様を助

けなかったのか。私は頭の中で必死に考えました。三年
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たった今でもわからないことがたくさんあります。け

れど私はイエス様が十字架にかかっている時神様は何

をしていたのか知りたいし、神様のこれからの計画も

知りたいです。 

 そのためには、まずお祈りをすることが大事なので

はないでしょうか。お祈りとは神様に近づき、神様とお

話をすることです。キリストへの道という本には、神様

の子のイエス様もこの世に住んでおられた時、私たち

と同じように、義務と試練に耐えるための新しい力を

神様から受けるために熱心にお祈りをささげていたと

書いてあります。イエス様がお祈りをなさったのだか

ら、私もしなくてはいけない。と思いました。また、昨

年の祈祷週でゴイヤ先生が、聖書を読んで神様の答え

を聞くこともお祈りの一部分だと仰っていました。こ

のようなお祈りをして求めているものを神様に打ち明

けると、神様が私たち一人一人に与えてくださった万

全な道を見つけることができるのです。エレミヤ書２

９章１２節から１４節前半にこう書いてあります。 

  そのとき、あなたたちがわたしを呼び、来てわたし
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に祈り求めるなら、わたしは聞く。わたしを尋ね求

めるならば見いだし、心を尽くしてわたしを求め

るなら、わたしに出会うであろう、と主は言われる。 

 神様は私たちが心をつくしてただひたすらお祈りを

することで神様に出会うことができるとこの聖句に書

いてあります。友達と一緒にいる時間が長くなるほど

お互いのことがわかり、お互いの望んでいることがわ

かるように、神様を尋ね求め、祈ることで神様のことが

よくわかり、神様の御心にかなうことを祈ることがで

きるようになります。ヨハネの手紙第一５章１４節に

は「何事でも神の御心に適うことをわたしたちが願う

なら、神は聞き入れてくださる。」とあります。神様の

御心にかなうことは、私たちにとって最善のことです。 

 しかし、日々神様にお祈りをしている中で、どうして

も聞かれないお祈りはありませんか。もちろん、明らか

に神様の御心にかなわないような、人を傷つける祈り

や自己中心な祈りはきかれないだろうということがな

んとなくわかっても、このことは神様の御心にかなう

のではないか？それなのにどうしてきかれないんだろ
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う。と思うこともあるのではないかと思います。私もそ

のような経験があります。私は今使っている聖書の前

に黒色の聖書を使っていたのですが、自分の不注意で

なくしてしまいました。必死に「無くした聖書が見つか

りますように」と一日に何度もお祈りをしましたが、見

つかることはありませんでした。聖書が見つかるよう

にという祈りは神様の御心にかなう祈りではないので

しょうか。 

 しかし、この事は、神様は私のお祈りを聞かずに無視

をしているということではないと思います。聖書が見

つからないというのは神様の計画のうちなのです。理

由は私にはわかりません。でも、神様は私が新しい聖書

を買うことができるようにしてくださいましたし、無

くなった聖書がどこかで神様の役に立つのならいいな。

と心から思います。私の不注意を、よいことに変えてく

ださるのが神様です。こうして、神様がいつもわたしの

ために完璧な計画をもっていらっしゃることを、わか

り、信じ、体験していくことができたら、十字架のイエ

ス様のこと、それを許された神様の心。私がどうやって
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生きていくことが最善なのかということ、それらを知

ることができると思います。また神様が私に持ってい

る計画がわかるのだと思います。最後に聖句をお読み

します。エレミヤ書２９章１２節から１４節前半にこ

う書いてあります。 

  そのとき、あなたたちがわたしを呼び、来てわたし

に祈り求めるなら、わたしは聞く。わたしを尋ね求

めるならば見いだし、心を尽くしてわたしを求め

るなら、わたしに出会うであろう、と主は言われる。 
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「家族」M.K 

 

 私の家族たちを紹介すると、楽しいことと、けんかと、

その両方がとても多い家族です。 

 楽しいこととは、姉三人とよくおしゃべりをしたり、

服を交換したり、みんなでカラオケに行って好きなＪ

ポップグループの歌を歌ったりすることです。長女の

子どもと遊ぶのも楽しいです。父はよく冗談を言うし、

母も明るい人です。兄は優しい穏やかな人です。私は笑

顔がかわいいと父が言ってくれます。私の家はこんな

楽しい家族です。 

 けんかとは、とにかく家族が多いので姉妹同士のけ

んか、親子でのけんか。それがしょっちゅう起こってし

まいます。誰かが文句を言ったり、誰かが誰かの洋服を

無断で着てしまったり、姉の一人がいつも夜遅く帰っ

てくるので口げんかになったり などたくさんありま

す。 

 そんななか、小学生のころの私はやはり、そのもめご

との一員でした。私は文句が多く、親には「一番言うこ
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とをきかない。」とよく怒られていました。家が引っ越

しが多かったのでそのたび学校も変わりましたが、行

く先々で進み方の違う勉強にとまどい、ついていけず、

どんどんわからなくなっていきました。 

 私が生まれるときに、三育の先生のお子さんと同じ

病院で生まれたということがきっかけで、私の母はそ

のお母さんと知り合いでした。彼女が通っている小学

校は小さな学校で生徒の人数が少なく、一人一人に合

う勉強をさせてもらえる。ということで、私は三年生の

時に大和三育小学校に転校しました。学校で礼拝やお

祈りをするようになり、土曜日は教会に出席して、神様

のお話を聞くようになりました。 

 そのまま私は三育小学校からこの中学校に入学しま

した。入ってすぐ、ホームシックにかかり、家に帰りた

くてたまりませんでした。家では親がとても厳しいの

で寮にいれば親に怒られずにすむのに、どうして帰り

たいのだろう。と不思議に思ったこともあります。でも

だんだんと毎日を過ごしていくうちに、寮生活にも慣

れていき、成長することができました。そして、家族に
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も何か変化がおこっていると感じました。あとから聞

いたのですが、私の両親は、私の勉強しているキリスト

について自分たちも勉強したいと考えて、三育の牧師

先生に頼んで聖書研究を始めていました。私の両親は

ずっと、本当の教えを知りたい。と考えている人たちで

した。そのため、とある仏教の教えを熱心に学んでいま

したが、あたらしくキリスト教の勉強を始めました。 

聖書を開きます。エフェソの信徒への手紙四章１４節、

１５節 

「こうして、わたしたちは、もはや未熟な者ではなくな

り、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の、風のよう

に変わりやい教えに、もてあそばれたり、引き回された

りすることなく、むしろ、愛に根ざして真理を語り、あ

らゆる面で、頭であるキリストに向かって成長してい

きます。」 

 このみ言葉のように、家族で聖書を学んでいくうち

に、わたしたちは少しずつ変わってきました。それは、

み言葉が、愛そのものである神様からの手紙だからだ

と思います。そして、寮に入っている私が一番家族との
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コミュニケーションをとっている方法は手紙です。家

族はみんな忙しいのに私に手紙をくれます。手紙を受

け取ると家族が私のことを思ってくれているんだなあ。

と思います。また、私も父や姉たちのことで心配ごとを

聞くと家族に手紙を書きます。その気持ちを表してい

る聖句を引きたいと思います。コリントの信徒への手

紙第二・二章の四節です 

「わたしは、悩みと愁いに満ちた心で、涙ながらに手が

みを書きました。あなたがたを悲しませるためではな

く、わたしがあなた方に対してあふれるほど抱いてい

る愛を知ってもらうためでした。」 

 神様のみ言葉が私たち家族にほんものの愛を教えて

くださいます。私がバプテスマを受けてからはさらに、

「好葉のことを祈っているよ」「好葉のことを応援して

いるよ」と書いてきてくれるようになりました。姉たち

もけんかが始まると、聖書のことをおもいだすように

なりました。こうして家族みんなで変わっていくこと

で家族と会うことがいっそう楽しくなりました。これ

からもこのことを忘れないで神様にむかって成長して
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いきたいです。 

最後にもう一つ聖句を開きます。エフェソの信徒への

手紙四章十三節です。 

「ついには、わたしたちは皆、神の子に対する信仰と

知識において一つのものとなり、成熟した人間にな

り、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長す

るのです。」  


