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「友よ」I.H 

 

 皆さんこんばんは。皆さん隣の人をみてください。

誰が見えますか？あなたの見つめている先にいる人物

が友達や仲間だと思えた人はとても幸せな人生を送れ

ている人だと思います。 

 私は友達を作ることがとても苦手でした。なぜ、苦

手なのかというと、私はもともと疑い深い性格なの

で、例えば友達であるはずの人が「こっちにおいで

よ」と手招きしているときは絶対に行きません。そし

て、友達であるはずの人が満面の笑顔でこっちに向か

って歩いてくる時「何か企んでいるのではないか」と

心配になってしまうくらい、人をなかなか信用できな

いでいます。そうなのです。私は自分の心を開ける人

だと思える友達を見つけるのがとても難しい人なので

す。心を開きたい、すべてを受け止めてほしいと考え

ても「もしかして、この人も裏ではなにか腹黒いこと

を考えているのではないか」と考えてしまうのです。
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そんな、私に両親は三育学院という道を与えてくれま

した。 

  

 みなさんは友達をどのように考えていますか？一緒

にいて楽しい！自分と気が合う。好きなものが同じ。

など色々あると思いますが。私の考える本当の友達と

は、自分を認めてくれて、支えてくれて、愛してくれ

るとお互いに思いあえる存在です。たとえ、どんなに

自分に都合のいい完璧な仲間を見つけたとしてもチャ

ンスに恵まれたとはいえないと思います。お互いにと

って、完璧な人間関係を仲間と築き上げてはじめてチ

ャンスに恵まれたと言えると思います。 

  

 あなたは自分に都合のいい人を友達だといって、自

分の周囲に集めていませんか。友達という言葉で表現

されているけれど、言いたいことや伝えるべきことを

言わずに、空気に流されてそこに友達という言葉に縛

られた、人間関係の奴隷になっていませんか。 
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 宇宙には３つのあいだと書いて「間（ま）」がある

と聞きました。一つは「時間の間」２つ目は「空間の

間」３つ目は「仲間」です。仲間とは友達です。友達

があってこそ、僕らは人間として生きていけます。 

 

 友達と関係性が深くなればなるほど、いろんなこと

があるでしょう。「人間の悩みは全て対人関係の悩

み」とアドラーという精神学者がいっていたように、

人といれば絶対悩みはできます。でも、悩めるってこ

とは幸せだと思いませんか？アドラーは「人の行動や

感情は、相手との関係性で変わる」と分析しました。

我々は必ず誰かに影響され、影響しを繰り返しながら

感情が形作られているのです。分析によると良好な人

間関係を築く人ほど、「相手を信頼し、仲間だと考

え、相手のために何を与えられるかを考える」傾向が

あり、その一方で、人間関係で悩み・ストレスを抱え

る人ほど、「他者と競争や対立をし、自分を大きく見

せたり・卑屈になる」などの傾向があります。 
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 仲間や友達は「横の関係」だと思います。さきほ

ど、僕の友達の定義は「自分を認めてくれて、支えて

くれて、愛してくれるとお互いに思いあえる」友達は

上下のない自分を認めてくれる存在です。あなたの友

達があなたにとってどんな影響を与え、あなた自身も

どんな影響を与えていますか？そこには信頼、尊敬、

共感という言葉は当てはまりますか。それとも、劣等

感、競争、優劣ということばが当てはまりますか？も

う一度、隣をみてください。そこにいる人物を見た

時、最初に感じる言葉は安心でしょうか、不安でしょ

うか？僕たちの人生は悩まずにはいられないもので

す。しかし、この対人関係の悩みがあなたの存在価値

を高めてくれているものにも、あなたを落ち込ませる

ものになるかも、あなたの考え方ひとつなのです。 

 

 もしも、この宇宙にたった一人になってしまえば、

悩みはなくなるでしょう。しかしそれは、あなたの存

在を確かにしてくれるモノ、幸せを感じさせてくれる

存在もなくなってしまうのです。あなたの悩みは、自
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分の欠陥や欠点で悩んでいるように見えて、人との優

劣を自分で比較し悩んでしまっているのです。あなた

の友達は、あなたを悩ませる存在ではなく自信を取り

戻させてくれる、あなたがあなたでいいと思わせてく

れる存在とすることができます。あなたの考え方ひと

つで。だから仲間や友達を大切にしてほしいのです。 

 

 友達と出逢ったことは奇跡です。こんな詩がありま

す。 

「だれとだれがどんな出逢いをするか。それが大事な

んだなぁ」 

 あいだみつおという詩人の言葉です。 

 一人ではなにもできません。だからひとりでも生き

ていけるというふりをしてはいけません。あなたは支

えられている。あなたは誰かのおかげで生きていられ

る。それは紛れもない事実です。 

 私たちはいつこの世から去っていくのかわかりませ

ん。だから、心の中でいいから友達にありがとう。と

思っていてほしいのです。今あなたの側にいる友達は
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偶然出逢ったのか必然出逢ったのか私にはわかりませ

ん。でも、もし偶然なら奇跡的なことだと思いません

か。人生１００年の中のたった３年です。さらに本当

の友達に出会えたなら、その３年は人生で一番最高に

輝いている、そう思いませんか。 

  

 あなたの人生はどうですか？輝いていると自信をも

っていえますか？私の人生は輝いていると自信をもっ

て私は言えます。なぜなら、最高の友達たちにわたし

は巡り会うことができているからです。 

 

 ありがとう。 

 あなたがいてくれるだけで一人の人生を変えること

ができるのです。あなたは決して無意味な存在ではな

い。自分から孤独にならないでください。孤独は一番

恐ろしいものだから。 

 さぁ前を見て歩こう。 

 あなたの隣にはすばらしい仲間がいる。仲間がいる

だけで人生は変わる。 
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 ここで聖句を開きたいと思います。 

 箴言 18 章の 24 節をお開きください。 

 「友のふりをする友もあり、兄弟よりも愛し、親密

になる人もある」 

 

 一人で見る夢は夢でしかない。 

 しかし誰かと見る夢は現実になっていく。 

 友よ。ありがとう。 
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「友達」O.K 

 

ダニエル書を読んだ事があるでしょうか。この書物

の主人公は主にイスラエル人のダニエルですが、この

書物の舞台はバビロンという帝国になっています。ダ

ニエルはかつて捕囚としてバビロンに連れてこられま

したが、神様の計画により帝国のトップの位につくこ

とができました。 

 この書物ではダニエルが象徴して描かれていますが、

この書物の冒頭にはダニエルと 3 人の友達の存在につ

いて記されています。彼らは互いをどのような存在と

して認識していたのでしょうか。親から離れて遠く異

国の地に連れて行かれ、その地で一生懸命に生きる彼

らの絆は常のものではなかったと私は思います。では、

親元から離れ、地の果てで生活している私たちはどう

でしょうか。 

隣りの席に座っている友達を見てください。そこに

座っている人は自分にとってどのような存在でしょう

か。もしかしたら、その人は信仰の友かもしれません。
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遊び仲間かもしれません。人によってはその人が自分

にとってどのような存在なのかはっきり分からないと

思う人もいるかもしれません。しかし、そのような人は

三育にはなかなかいないでしょう。それよりも、この私

という男がなぜ三育にいるかということの方が分から

ないと思う人の方が多いと思います。なので、少しばか

り私の成り行きについて説明させていただきます。 

 私が初めて広島三育学院中学校に来たのは３年前の

春のＰＴＡでした。嫌々母に連れて行かれ、たくさんの

グチをこぼしつつもなんだかんだと言ってＥＮＪＯＹ

していた自分がいた事を覚えています。ＰＴＡプログ

ラムの最終日、学習発表会というつまらなさそうな響

きのするプログラムに親の意向により参加せざるを得

なくなった私は、中学チャペルの椅子に腰を掛け眠り

の態勢に入りました。しかし、いざ眠ろうとした時、ブ

ラスバンドが嫌がらせのごとく合奏を開始しました。

１年生の出番になり、コールとともに私の目の前に突

如現れたちびっ子たち。彼らの合唱はとても心温まる

ものでした。しかし、ちびっ子たちの元気な歌声を聞い
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た私の心に、「やっぱり三育に入りたい」などという考

えは一片もありませんでした。 

 なぜ私が中学１年生の心温まる合唱を聞いても三育

に興味を持たなかったか。その答えはとても簡単でし

た。それは、私が自分の中学校生活に満足していたから

でした。一日平均六食を食べ、朝は七時起床、好きな時

にケンタッキーのチキンを食べることができた私は、

とても充実した日々を送っていました。さらに私の学

校生活を明るく照らしていたのは、トーク力でした。舌

は私の学校生活を輝かせていました。しかし、そんな神

様から離れ充実した生活を送っていた私を聖書へとシ

フトチェンジする出来事がありました。 

 ある日、私が学校で友達と話していると、隣で聖書に

ついて語っている子がいました。その時はあまり気に

留めなかったのですが、日を増すごとにその子の聖書

ネタは、自分の賢さを象徴するかのような自慢話へと

変化していきました。「どうしたら、この甲高い声を黙

らせることができるか？」。その答えは簡単でした。そ

れは、相手を論破することでした。この論破という言葉
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を辞書で調べてみると、《議論して、相手の意見を言い

負かすこと》と書かれています。論破するにあたって必

要な物はただ一つ、《知識》でした。私は知識を身に着

けるために必死で聖書と向き合いました。生まれつき

の負けず嫌いの性格がこの時に初めて役立ちました。

来る日も来る日も「はい、論破」というセリフを言うた

めだけに聖書を読んでいた私ですが、そんな中ある一

つの聖句が目に留まりました。 

それはコヘレトの言葉３章１～８節です。 

何事にも時があり天の下の出来事にはすべて定め

られた時がある。 

生まれる時、死ぬ時 植える時、植えたものを抜く

時 

殺す時、癒す時 破壊する時、建てる時 

泣く時、笑う時 嘆く時、踊る時 

石を放つ時、石を集める時 抱擁の時、抱擁を遠ざ

ける時 

求める時、失う時 保つ時、放つ時 

裂く時、縫う時 黙する時、語る時 
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愛する時、憎む時 戦いの時、平和の時。 

 

この聖句を読んだ後、私の方向性は自己満足の方向

から純粋に神様について知りたい、という方向に変わ

っていきました。やがて私は毎週の礼拝にも出席した

いと考えるようになりましたが、土曜日には決まって

学校がありました。教会に行きたくとも行けない。よく

ある映画の主人公的な悩みを抱えた私ですが、思えば

答えはとても身近にありました。「三育があるじゃん」。

これが私という男の空前絶後の大発見でした。 

 その年度の２月に体験入寮という形で再び三育に来

た私が一番最初に同級生と会ったのは、木曜日の３時

間目の体育でした。それからの４日間、同級生や先輩方

と交わるうちに、私は本気で三育に入りたいと思うよ

うになりました。 

 そして入学が決まり始まった１年目。最初に私を襲

った試練は授業前のお祈りでした。教会には幼い頃か

ら通っていたものの、公衆の面前でお祈りしたことの

なかった私はとても焦りました、しかし、焦る私に一つ
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の手が差し伸べられました。その手の持ち主は小柄な

のに態度はデカい。通称小さな巨人でした。この小さな

巨人を筆頭とした私の同級生たちは、私を様々な面で

支えてくれました。 

 ２年前、私が初めて同級生を見たとき、見た目で自分

の方が勝っていると確信していました。しかし、中身を

見ると彼らは私よりもはるかに勝った人格を持ってい

ました。私が周りの友達の優しさを知った時、私は同時

に自分の小ささを実感していました。 

 三育には心の底から自分に向き合ってくれる友達が

います。どんなにつまらない一発ギャグでも笑ってく

れる友達。タフなコーテット活動にも１年間付き合っ

てくれた友達。その一人一人の存在が私を精神的に成

長させてくれました。 

 

箴言２７章１７節をお読みします。 

「鉄は鉄をもって研磨する。人はその友によって研磨

される。」 
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 ここまで長々と私の成り行きについて語らせていた

だきましたが、この話を通して私が皆さんに伝えたい

ことはただ一つ。「今、あなたの周りにいる神様から与

えられた一人一人はあなたにとって、とても必要な存

在である」ということです。 

 

「何事にも時があり天の下の出来事にはすべて定めら

れた時がある。」 

（コヘレトの言葉３章１節） 

 三育を知った時、その人と友達になれた時、共に研磨

しあう時。その一つ一つが偶然ではなく、神様の神様の

ご計画であるという事を忘れないでください。 
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「私が三育に残したかったもの」K.H 

 

 皆さんコンバンハ。私は、３年生として卒業祈祷週

で語れる内容があるか悩みました。自分は、１学期に

副寮長という役職を担いましたが、けっして完璧にで

きたわけではなく、後悔することや自分自身が模範と

ならなければいけないというのにできていない自分を

好きになれず、申し訳ないという気持ちで仕事をこな

していました。自分では一生懸命やっているつもりで

も、忘れてしまったり、十分に仕事内容を把握できて

おらず、注意も下手くそなのですべてのことがうまく

いっていないように感じ、とてもせつなくなる日々も

ありました。自分が３年間をこの三育で過ごしてきて

もっとも成長したと自分のなかだけですが感じている

のは、自分の頭で考えることができるようになったと

ころです、それは、私という３年生が後輩の皆さんに

とって模範となれていないので、ならなければならな

いと思いながら生活できていたことは、必要を感じ

て、結果として頼れる先輩とはならなかったかもしれ
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ませんが、自分なりに自分に足りないものは理解して

いました。だから、足りないものが多すぎて自信をも

って後輩の皆さんに接することができなかったのかも

しれません。しかし、今の自分にとって三育学院中学

校とはなんだったかを振り返り、後輩の皆さんに残し

たかったものを語りたいと思います。 

  

 まずは、私がこの三育学院に入学したのかを話しま

す。広島県で生まれ、幼稚園の頃までは何も問題なく

元気に過ごしていました。しかし、事件がおこりまし

た。それは、小学１年生のときです。その頃は、私は

とてもやんちゃな子だったので、高いところでよく遊

んでいました。ある時、ある公園に遊びに行きまし

た。いつも通り高い遊具の上で遊んでいました。する

と、落ちていました。その時の記憶はほとんど覚えて

いませんが、気づいたら地面に仰向けで横たわり青い

空が広がってるのが見えました。人生で初めて救急車

に乗った日でした。その事件から私はやんちゃな子で
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はなくなりました。すごく静かになったのです。たぶ

ん人生の転換点でした。今の私の完成です。 

  

 私は三育学院に入学する予定ではありませんでし

た。しかし、もともと住んでいたところから引っ越し

て、ある日郵便ポストに三育学院のオープンキャンパ

スのチラシ入っておりました。そして母親に勧められ

るままにオープンキャンパスに参加しました。オープ

ンキャンパスに参加すると三育では自分のことは自分

でしなければならず、この生活は自分には向いていな

いと感じました。ところが、母親は自己主張のあまり

しない私を心配し、集団生活で自分を表現することを

学ばせたいと考え、入学をすすめました。そもそも自

己主張が弱い私ですので「入りたくない」と小さな声

で伝えましたが、地元の中学校にはいじめが多いと聞

いており、それは嫌なので最終的には自分で入ること

を決めました。 
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 中一の頃は学校を辞めたいと思った時期もありまし

た。しかし、自己主張が弱いので辞めたいと母親に言

えませんでした。なので、母親は今でも私がホームシ

ックだったことを知りません。ただ、つらかったこと

を乗り越えた自分は大人になったような気がします。

例えば、私は広島三育学院高校の数理科学コースで来

年度から学びます。受験はプレッシャーとの戦いでし

た。落ちるかもしれないという恐怖と戦いながら、必

死に大嫌いな英語を勉強しました。しかし、数学はい

くらでも集中力が続くのですが、英語は１０分しかも

ちません、いやになってしまのです。でもやらなけれ

ばいけないので必死に１０分英語学習を繰り返しまし

た。最後の２日間は英語の単語を必死に覚えました。

おそらくわたしは、余裕をもって受かったわけではあ

りません。さいごの２日間に必死になって暗記した英

単語が試験ででたのです。私を知っている人なら、

「あの子が数理科学コースに受かるなんて」と考える

のではないでしょうか、１・２年の頃は勉強をしてい

たとはいえません。寮自習の時は寝たり、友だちの部



19 

 

屋に訪れて勉強の邪魔をしたりしていました。本気で

１分も勉強しない日もありました。後悔しています。

皆さんこれが重要です。後悔します。あなたは後悔し

ます。本当にやりたいことや目指したいものが見つか

ったときに自分の過去を後悔します。それで皆さんは

いいですか？私は運良く合格しましたがもし、落ちて

いたら間違いなく一生後悔したでしょう。 

 ここで聖句を開きたいと思います。テモテ第１の手

紙 4 章の 12 節とんで 16 節です。 

 

「あなたは、年が若いということで、だれからも軽ん

じられてはなりません。むしろ、言葉、行動、愛、信

仰、純潔の点で、信じる人々の模範となりなさい。自

分自身と教えとに気を配りなさい。以上のことをしっ

かりと守りなさい。そうすれば、あなたは自分自身

と、あなたの言葉を聞く人々とを救うことになりま

す。」 

 



20 

 

 私が三育に残せるものとは何かわかりますか？ そ

れは、形が残せるものではありません。記録でもあり

ません。しかし、皆さんに気づきとなって心の中に残

ってほしいものです。模範とはなんでしょうか？間違

いを犯さないことが一番だと思います。私はその面で

は不適格者です。しかし、ここで私は自分の弱さや後

悔を皆さんに伝えます。だらしのないカッコ悪い先輩

として見えている私は、その生活をよかったとは思っ

ていません。もっと成長したいのです。変わりたいと

思い続けてきました。自分が行きたい道が見つかりま

した。その時初めて自分の頭で考えて強制されるわけ

でもなく、自分で選んで勉強を始めました。自分の選

びで初めて選択した道の中で自分の愚かさがくっきり

と輪郭を帯びて見えてきました。与えられている人生

では、前向きにいきることはできないのです。今与え

られてる人生の中で一歩前に前進すること、行動する

ことでしか自分の殻をやぶり、本当の自分を見つめる

ことはできません。私のはそれが今できたと考えてい

ます。挑戦すらしなかったら、数理科学コースなど無
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理だと考えていたら、今の私は後悔することもない、

前進する必要性などきづくこともない人間だったでし

ょう。私が後輩の皆さんに残したいものは変わりたい

と願いつづけてきたダメな男が、願い続けて変われた

生き方です。見習ってくださいとはいえません。自習

時間は勉強してください。そして、変わりたい、成長

したいと願ってください。願いつづければ、必ずみな

さんは自分の可能性の限界まで神様がたどり着けてく

ださいます。 

 

 三育にもしいなかったら、私はバプテスマを受けて

いません。友達が受けると聞いて、自分は一人では絶

対うけないだろうと思い、バプテスマを受けました。

なりゆきっぽい受け方ですが自分で考えて受けまし

た。後悔などしていません。三育で生きていくと決め

た時なのかもしれません。すべての点が繋がり線にな

っていっている気がします。 
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 もし、遊具から落ちて自己主張が弱くなっていなけ

れば、引っ越さなければ、オープンキャンパスのチラ

シをみていなければ、私はここにいません。私の信仰

は完全とはいえませんが、すべてが導きのように感じ

ています。皆さんは私の人生をすべて偶然の産物だと

思いますか。 

私が残せるものはこれから続く私という男の生き方だ

と思います。先生には数理コースは大変だ、大変だと

おどかされていますが頑張ります。後輩の皆さん迷惑

ばかりけてすみませんでした。３年生のみんな、あり

がとうございました。皆さんと出会えたから今の私が

います。私の生き方を形作ってくれたのは皆さんの優

しさです。     
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『ハート』S.S 

 

 まず、私がこの三育に来てすぐに出会った聖句を紹

介します。 

「忍耐は力の強さにまさる。自制の力は町を占領する

にまさる。」箴言 16:32 

この聖句を読み、忍耐するとは自分をしまい込み否

定することだと 1 年生の私は考えました。犠牲になる

ことは、相手のためになり、自分が身を引くことですべ

てが上手くいくと思っていました。そのため、どんなこ

とでも我慢をするように努めました。先輩と後輩とい

う関係もここに来て初めてしり、その影響もあったの

かもしれません。 

 話は変わりますが、「感情」と聞いて皆さんは何を考

えるでしょうか？悲しみ、憎しみ、怒り、喜びなど色々

な感情が思いつくでしょう。カリフォルニア大学のア

ランさんの研究によると人間の感情は 2185 種類ある

そうです。この数を聞くと人生は一瞬一瞬が感情で溢

れていると考えられます。 
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 今日はその中で「怒り」について私が考えたことを聞

いていただければと思います。むしゃくしゃして自分

をコントロールできなくなるという経験はあるでしょ

うか？寮生活では、相手との思い違いが原因で相手と

ケンカになってしまうこともあると思います。 

 怒りとは、人間の原始的な感情の１つです。「危険に

さらされた」と思った時によく起こります。キリスト教

では、最もネガティブな感情の１つで、七つの大罪の１

つにもなっています。 

 では聖句を開いてみましょう。「しかし、わたしは言

っておく。兄弟に腹を立てる者はだれでも裁きを受け

る。兄弟に『ばか』と言う者は、最高法院に引き渡され、

『愚か者』と言う者は、火の地獄に投げ込まれる。」（マ

タイ 5:22）。有名な聖句の１つですが、皆さんは怒りに

ついてどのように感じたでしょうか？それでは、別の

聖句を開きたいと思います。士師記 2:11〜15 です。 

イスラエルの人々は主の目に悪とされることを行い、

バアルに仕えるものとなった。彼らは自分たちをエ

ジプトの地から導き出した先祖の神、主を捨て、他の
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神々、周囲の国の神々に従い、これにひれ伏して、主

を怒らせた。彼らは主を捨て、バアルとアシュトレト

に仕えたので、主はイスラエルに対して怒りに燃え、

彼らを略奪者の手に任せて、略奪されるがままにし、

周りの敵の手に売り渡された。彼らはもはや、敵に立

ち向かうことができなかった。出陣するごとに、主が

告げて彼らに誓われたとおり、主の御手が彼らに立

ち向かい、災いをくだされた。彼らは苦境に立たされ

た。 

 

マタイでは、人が怒ると裁きを受けると書かれていま

したが、士師記では神様が怒っている場面が描かれて

いました。神様は怒っていいのでしょうか？神の怒り

について説教することは昔、禁止されていましたが、私

は命をかけて神様の怒りについて考えたことをお伝え

します。 

 まず始めに考えたことは、怒りという感情を 2 種類

に分けました。まず、１つ目は、憎しみの怒りです。簡

単に説明すると、自己中心的な考えから起こすもので
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す。自分を正当化し、相手を否定します。頭の中が「カ

アー」となるという表現が当てはまるかもしれません。

少し私が小学生の時に経験した話をしたいと思います。

私は、ある友達の家で鬼ごっこをしていました。突然、

空から白い何かが降ってきて、私の頭に直撃します。そ

の時は夏で雪は降りません。頭からは少し臭い匂いが

します。空を見上げると１羽のカラスが飛び去って行

きました。何が落ちてきたかわかっていただけたでし

ょうか。くだらない話ですがその時は怒りがふつふつ

と沸いてきました。このように自分に被害があった時

に憎しみの怒りは現れてしまします。 

 また、皆さんは「ナルト」というマンガをご存知でし

ょうか？私が大好きな漫画の１つなのですが、内容を

ざっくりと説明します。主人公は「うずまきナルト」と

いう忍者です。ナルトは落ちこぼれでしたが、仲間や敵、

恩師と関わることにより大きく成長し、その世界を変

えようとするストーリーです。そのナルトのあるシー

ンで主人公の町が壊滅する話があります。話の設定は、

大きな国同士が戦争を起こした時、巻き込まれた小さ
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な国の子どもたちが戦争で心に傷を受け、成長して復

讐したというストーリーです。その時のセリフに「憎し

みは連鎖する」という言葉が出てきます。人が人を殺せ

ば殺された側に憎しみが生まれ、殺し合いが連鎖する

というようにです。 

聖書に神様がイスラエルの人々が敵を攻めた時「男

も女も子どもも 1 人残さず滅ぼし尽くせ」とかいてあ

る箇所があります。ひどい神様だなと感じていました

が占領された人々に憎しみが起こることを神様は知っ

ておられたため、そのようになさったのかもしれませ

ん。今の世界でもこのようなことがたくさん起こって

います。ヤコブ 1:20 には「人の怒りは神の義を実現し

ないからです。」とあります。人間の怒りが神様の義に

反しているということは、神様にしか正しい怒りはわ

からないのです。 

 それでは、２つ目の怒りとはどのようなものでしょ

うか？２つ目の怒りは愛の怒りです。この怒りは他人

のためを思った怒りです。私たち中学生にとって身近

な体験では、先生方や先輩が私たちの成長を思った時
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の注意などが例に挙げられます。 

士師記 2:10～１８をお読みします。少し前に読んだ聖

句の続きですが、聖句の最後の部分に注目してみてく

ださい。 

その世代が皆絶えて先祖のもとに集められると、そ

の後に、主を知らず、主がイスラエルに行われた御業

も知らない別の世代が興った。イスラエルの人々は

主の目に悪とされることを行い、バアルに仕えるも

のとなった。彼らは自分たちをエジプトの地から導

き出した先祖の神、主を捨て、他の神々、周囲の国の

神々に従い、これにひれ伏して、主を怒らせた。彼ら

は主を捨て、バアルとアシュトレトに仕えたので、主

はイスラエルに対して怒りに燃え、彼らを略奪者の

手に任せて、略奪されるがままにし、周りの敵の手に

売り渡された。彼らはもはや、敵に立ち向かうことが

できなかった。出陣するごとに、主が告げて彼らに誓

われたとおり、主の御手が彼らに立ち向かい、災いを

くだされた。彼らは苦境に立たされた。主は士師たち

を立てて、彼らを略奪者の手から救い出された。しか
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し、彼らは士師たちにも耳を傾けず、他の神々を恋い

慕って姦淫し、これにひれ伏した。彼らは、先祖が主

の戒めに聞き従って歩んでいた道を早々に離れ、同

じように歩もうとはしなかった。主は彼らのために

士師たちを立て、士師と共にいて、その士師の存命中

敵の手から救ってくださったが、それは圧迫し迫害

する者を前にしてうめく彼らを、主が哀れに思われ

たからである。 

 

神様の怒りには「ゆるし」と「あわれみ」がセットで

あります。そのため、イスラエルの人々の裏切りに怒っ

ているのではなく、彼らの幸せを願っての怒りなので

はないでしょうか？神様は正義のお方ですので、罪を

そのままにせずその罪に応じて報いられています。罪

が怒りとして描かれていると考えました。しかし、私た

ちが悔い改めればたくさんの恵みをくださるお方です。

不信仰は神さまを悲しませてしまいます。エフェソ

4:26 には、「怒ることがあっても、罪を犯してはなりま

せん。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。」
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とあります。その証拠に十字架でのイエス様を想像し

てみてください。何度も裁判を受け、憎しみによって怒

り狂った人々の罵りや、嘲笑のなかで静寂を保たれて

いました。怒りで彼らを震え上がらせることもできた

はずでした。しかし、人類のために沈黙され、忍耐され

ました。そして十字架上では、その人たちの許しを神様

に願ったのです。マザーテレサが「愛の反対は無関心」

と言ったように、イエス様は最後まで私たちを気にか

け愛を与えてくださいました。これほどの愛を持った

方は他にいないと思います。 

 今まで、２つの怒りについて話してきました。結論を

言うと私たちは感情的に怒るのではなくとりあえず忍

耐し、正しい怒りと間違った怒りを見極め、罪をお明か

すことをしてはいけないとなります。しかし、私たち人

間が神様の怒りを再現することは不可能です。そのた

め、あの怒りは良いけれどこの怒りは悪いと一概に言

うことはできません。では、どうすれば良いのでしょう

か？一番始めに私が 1 年生の時に考えた我慢について

お話ししましたが、この三育でたくさんの経験をし、多
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くのことを考え学びました。そして、自分を閉ざしてま

で自分の行いたいことを我慢する必要はないと考えま

した。なぜでしょうか？それは私たちと相手の成長を

妨げてしまうからです。例えば、あなたが相手と思い違

いがあり、相手にイライラしていたとします。しかし、

あなたは相手に何も言わずに放置してしまうと相手が

間違いに気づくことなく、行ってしまいます。伝えない

ことが我慢ではなく、時には正しいことを伝える勇気

も必要だと言うことです。思い違いがあったらぶつく

さ文句を言うのではなく直接相手と向き合い思ってい

ることをぶつけてください。そのため、嫌なことは嫌で

いい、怒りたい時は怒っていい、泣きたい時は泣いて、

笑いたい時は笑ってください。ありのままの感情を表

現することで私たちは成長するのだと思います。ある

名言には、「あなたが一番輝く時は自分らしく生きる時

であって他人の振りをすることではない」と言うもの

があります。しかし、だからと言って相手に怒りのすべ

てをぶつけていいわけではありません。なぜなら、全て

をぶつけるということは自己中心的と同じだからです。
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調整をした方がいい時もあります。そのため、ぶつける

のであれば受け入れることもしなくてはいけません。

忍耐とはこのような時に必要です。そして、相手を否定

せず尊敬し、尊重することができる人間になれたらい

いですね。そうすることで神様の怒りに、神様の姿に近

づいて行けるのだと思います。これが三育で私が学ん

だことです。ローマ 12:9 には「愛には偽りがあっては

なりません」と書いてあります。さらに、続きには「悪

を憎み、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊

敬を持って互いに優れたものと思いなさい。」と書いて

あります。なので、できれば怒ることをしない方が良い

です。その方が間違った怒りで相手を傷つけることも

ありません。しかし、そのせいで私たちが本当の自分を

隠してしまうのなら、怒る時も必要で、それによって成

長していく方が良いかもしれません。皆さんはどう考

えていますか？神様を目指し、一生の仲間を作ってい

ってほしいと思います。そして、三育の生活を、人生を

とりあえず楽しんで生きてほしいです。 
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「神様の愛」S.Y 

 

アニメ『ワンピース』の言葉に「バカ息子をそれでも

愛そう」という言葉があります。これは、『ワンピース』

のキャラクターの白ひげという大海賊の船長が部下に

裏切られた時に言った言葉です。私たちの信じる神様

の愛は、このような、裏切られても愛し続けようとして

くださる、そのような愛なのではないかと思います。今

日は、この愛について、神様がいつでも変わることなく

私たちを愛してくださっているということについて、

新約聖書に登場してくるペトロを主人公に話していき

ます。 

ペトロは普通の漁師でした。性格は、かんしゃくもち

で復讐心が強い大変な性格でした。ある日、弟のアンデ

レにイエス様を紹介され、イエス様に従う決心をしま

した。その後ペトロは、いろんなところにイエス様とほ

かの弟子たちと共に行きました。マタイによる福音書

１４章に、ペトロがイエスを信じて水の上を歩いたん

だけれども、疑っちゃっておぼれちゃうという話です。
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イエス様の力で水の上に浮いていたとしても、やはり

強い風が吹いたら怖いと思います。僕だったら怖いで

す。しかし、そこにはイエス様がおられました。どんな

に風が強くてもどんなに波があれていても、水の上に

立って、自分のことを見守っていてくださるイエス様

がおられたのです。イエス様を愛し、そのまま信じて歩

けば、きっと沈まなかったでしょう。しかし、人間は、

弱い生き物です。だからこそ、イエス様から目を離さず、

愛し、信じることが大切だということを、ペトロのこの

物語は私たちに教えてくれています。 

さて今度は、ペトロたちがフィリポ・カイサリア地方

に行った時のことを話します。マタイによる福音書１

６章に出てくるこの場面では、ペトロがイエス様にほ

められて、やったあと思っているところだと思います。

しかしその次に、イエス様が、自分が必ずエルサレムに

行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみ

を受けて殺され、三日目に復活することになっている

と言われました。するとペトロは、「イエス様、イエス

様、ちょっといいですか。ちょっとこっちに来てくださ
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い。」とイエス様をわきへ連れて「あなた、何を言って

いるんですか!? 主よ、とんでもないことです。そんな

ことがあってはなりません。」と驚いて言いました。そ

りゃ驚きますよ。ペトロはイエス様をメシア（救い主）

だと思っていたからです。しかしイエス様は、「サタン、

引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。」と言いまし

た。これを聞いたペトロは、「えぇ～～」 大変ショッ

クだったんじゃないかなと思います。ペトロはこのよ

うに、積極的な発言でほめられることもあれば、失敗し

てしかられることもありました。でも、イエス様はずっ

と変わらずペトロを愛し続けておられました。 

 ある日、ペトロ、ヤコブ、ヨハネは、イエスに連れら

れて山に登りました。するとイエスの姿が真っ白に変

わり、その両側にモーセとエリヤが現れました。すると

また、ペトロが「主よ、私たちがここにいるのは、すば

らしいことです。お望みでしたら、わたしがここに仮小

屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモ

ーセのため、もう一つはエリヤのためです。」ペトロは

とにかく目立ちたい出しゃばりでした。しかしそんな
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出しゃばりなペトロに、イエスは愛を示し続けたので

す。 

 ここで私が神の愛を感じた時のことを話します。こ

の１５年間生きてきた中で、いろいろあるのですが、つ

い先日、特に強く神様の愛を感じることがありました。

それは、バレーボール大会の後に見た映画で、タイトル

は『パッション』です。映画について少し説明します。

『パッション』は、イエス・キリストの十字架をメイン

にした映画です。イエス様が捕まる前のゲッセマネで

祈っているシーンから、この映画は始まります。私はこ

の映画を見て、少し言い方が変かもしれませんが、感動

しました。こんな、どうしようもない罪人の私のために

イエス様は、殴られ、鞭打たれ、十字架にかけられ、死

なれたのです。私が言っても迫力がないと思いますが、

この『パッション』を見たら伝わってくると思います。

鞭打たれた時の血の量。めっちゃ多かったです。実際は

もっとひどかったのではないかと思います。また、十字

架につけられたときのシーン。イエス様以外、十字架に

かけられた人は、手から血が出ていたくらいなのです
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が、イエス様だけ、血まみれの傷だらけの体でした。十

字架につけられる前から殴られたり、鞭打たれたりし

ていたからだと思います。それでも、イエス様の力なら、

自分が十字架で死なないこともできたのに、彼は、私た

ちの命が救われることを選んでくださいました。この

『パッション』の映画を見たとき、私は、これまでで一

番、神の愛を感じました。みなさん、一度は、『パッシ

ョン』を見た方がいいですよ。人生で一度は、見た方が

いいと思います。 

 話は戻りますが、イエス様の十字架の前のことを話

します。ここが、私の話の中で一番大切なところです。

聖書を開きます。場所は、ヨハネによる福音書 15 章 12

節です。 

「わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し

合いなさい。これがわたしの掟である。」 

この言葉は、イエス様が十字架につけられる前に言

った、弟子たちへの、最後の教えです。この聖句にある

ように、私たちは、神様から愛されています。だから私

たちも互いに愛し、神様の愛を人々に伝えなければな
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りません。 

 ペトロは、イエス様を自分の先生や友達、また家族の

ように、あるいはそれ以上に愛していました。しかし、

ペトロはそのイエス様を裏切りました。それはイエス

様が捕まった時の話です。イエス様が捕まった時、ペト

ロは、周りの人から、「お前、あのイエスの弟子だろ」

などと言われ、恐ろしくなり「そんな人、知らない」と

三回も言ってしまいました。ちょうど三回目にイエス

様を「知らない」と言ったその時、イエス様と目が合い、

ペトロはショックで泣きわめきました。しかし、イエス

様が復活し、ペトロと出会った時、イエス様は、「わた

しを愛しているか」と聞かれ、ペトロは「はい、主よ」

と答えました。このやり取りが全部で三回行われまし

た。これは、ペトロがイエス様を知らないと言った時と

同じ数ですね。この時ペトロは、今でもイエス様が変わ

らず自分のことを愛してくださっていることがわかっ

て、うれしさとショックがまじって涙が止まらなかっ

たと思います。それからペトロは、聖霊を受け、大きく

成長し、キリスト教会の最高指導者となりました。そし
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てたくさんの人にイエス様のことを伝えていきました。

最終的には、ペトロは逆さ十字架にかかって死んでし

まいますが、ペトロは、神様に愛され続けました。そし

てこれからもずっと愛され続けるのです。私たちも同

じです。私たちは、これまでも神様から愛されてきまし

た。そしてこれからも愛され続けるのです。ですからこ

の愛を人々に伝えられたらいいですね。 

最後にもう一度、ヨハネによる福音書 15 章 12 節を

お読みします。 

「わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し

合いなさい。これがわたしの掟である。」 
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「忍耐から、みがかれた品性へ」H.T 

 

 初めに聖書をお読みします。場所は、ローマの信徒へ

の手紙５章２節から４節です。 

 「このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導

き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしてい

ます。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わた

したちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達

を、練達は希望を生むということを。」 

 

 みなさんは、苦難を乗り越える経験をしたことはあ

るでしょうか。きっと皆さんもそのような経験をお持

ちだと思いますが、今日は私が経験した苦難について

お話をしてみたいと思います。 

 私が中学１年生の１学期の頃、運動部は野球部に所

属していました。しかし、野球部ではうまくいかず、野

球部をやめたいという気持ちが徐々に出始めました。

理由は、自分のせいで先輩や同級生に迷惑をかけてし

まっているのではないかと思ったことと、私が練習中
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にミスをすることによって、他の部員にとっての運動

部の時間を楽しくなくしてしまっていると思ったから

です。そして、２学期はじめ、私は野球部の部長さんや

顧問の先生などに相談して、野球部をやめ、テニス部に

入ることにしました。 

 

話は変わりますが、私は文化部では、ブラスバンドに

所属しています。ブラスバンドは、２つのクラスに分か

れていて、初級クラスでは、楽器の音をしっかり出せる

ようにすることと、楽譜に書いてあるとおりに音符を

吹けることを目指して練習をし、上級クラスでは、ＰＴ

Ａの学習発表会やお別れコンサートなどでの演奏に向

けて、曲の練習をしています。私はトロンボーンという

楽器を吹いているのですが、中学校に入るまではやっ

たことがなかったので、１年生の初めのころは初級ク

ラスのほうで楽器の練習をしました。初めは音を出す

ことに苦戦していましたが、練習を重ねるにつれ、決め

られた音を少しずつ出せるようになり、そして、私は初

級から上級にレベルアップをすることができました。
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しかし、上級に上がったころは配られた曲の速さが分

からなかったり、正確な音をすぐに出すこともできな

かったりして苦しみました。私の思いえがく理想とい

うものがだいぶハイレベルのものだったのだと思いま

すが、自分がうまく演奏に参加できていないという精

神的なダメージが大きく、気持ちがどんどん暗くなっ

ていきました。私はその時ブラスバンドを辞めようと

思いました。しかし、野球部をやめたとき、何か一つは

あきらめずに頑張ると決めたことを思い出し、ブラス

バンドはあきらめずに続けることにしました。ブラス

バンドでは、それからも何回か大変だなあと思うこと

がありましたが、忍耐して活動を続けました。顧問の先

生にお願いして普通の練習時間とは別に練習を見ても

らうなど、練習を積みかさねていくうちに、少しずつ演

奏することの楽しさ、全員で合奏を作っていくおもし

ろさが分かるようになってきました。すると、ますます

練習に力を入れることができるようになり、技術も向

上し、さらに活動が楽しいものと感じられるようにな

っていきました。これまでいろんな面で苦しいことが
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あったブラスバンドですが、今では楽しく演奏するこ

とができています。これが私にとっての苦難の経験で

あり、同時に希望が生まれた経験でもあります。 

 

 話は変わりますが、みなさんも聖書に出てくるパウ

ロという名の人物を御存じだと思います。ここからは

少し、パウロが経験した苦難などについてお話しした

いと思います。 

 パウロの元々の名前はサウロで、生粋のユダヤ人で

した。もとはと言えば、イエス様の名を消し去ろうと堅

く決心した強硬な迫害者でしたが、迫害のためにダマ

スコという場所へ向かう道の途中でイエス様に出会い、

回心してイエス様の名と、その復活の出来事を伝える

者となりました。行く先々で反対や騒動が巻き起こり

ますが、彼自身はそんなことにおかまいなく、救い主イ

エス様の名を広めることにその生涯を捧げました。そ

のパウロが伝道旅行をする中で経験した苦難を、聖書

を通して見てみたいと思います。 

聖書を開きます。場所はコリントの信徒への手紙二・
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11：23～27 です。 

 「（キリストに仕える者なのか。気が変になったよう

に言いますが、わたしは彼ら以上にそうなのです。）苦

労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多

く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬよう

な目に遭ったことも度々でした。ユダヤ人から四十に

一つ足りない鞭を受けたことが五度、鞭で打たれたこ

とが三度、石を投げつけられたことが一度、難船したこ

とが三度。一昼夜海上に漂ったこともありました。しば

しば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人

からの難、町での難、荒れ野での難、海上の難、偽の兄

弟たちからの難に会い、苦労し、骨折って、しばしば眠

らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さ

に凍え、裸でいたこともありました。」 

 どうしてパウロは、このような苦難の数々を忍耐す

ることができたのでしょうか。これは私の想像ですが、

パウロは伝道したとき、み言葉を聞いた人たちが、救わ

れた喜びを感じながら笑顔で帰っていく姿を見るのが

好きだったのではないかと思います。さらに、イエス様
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のための働きを進めていく中で、パウロは神様がいろ

んな所で支えてくださっていることを確信できていた

からだと思います。イエス様のために忍耐しながら前

に進んでいくときに、パウロは苦難を受けることも喜

びと感じられるように品性が変えられ、希望を見いだ

すことができるようになっていったのではないかと思

います。 

 もう一度、ローマの信徒への手紙５章２節から４節

を読みたいと思います。 

 「このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導

き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしてい

ます。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わた

したちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達

を、練達は希望を生むということを。」 

 このみ言葉を学ぶ中で、「練達」という言葉が、英語

では「品性」を表す「character（キャラクター）」とい

う言葉であることを知りました。そうすると、この聖句

から学べることはこのようなことになるのだと思いま

す。 
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 私たちはどこかで苦難に会うことがあります。しか

し、苦難を忍耐することによって、練達、つまり、ねら

れた品性を手に入れることができます。苦難の中にも

喜びや希望を見いだせるような人物へと変えられてい

くのだと思います。なので、もし自分の前に苦難が現れ

たら、この聖句を思い出して、乗り越えることができる

よう、忍耐強く祈ってみたらよいのだと知ることがで

きました。 

私にとって、ブラスバンドでの経験は一つの苦難で

した。しかし、忍耐しながら活動を続けていくときに、

それによって私は成長することができました。それと

同じように、きっと神様はどのような苦難があったと

しても、そのことを通して私たちを成長させてくださ

るのだと、今私は確信しています。 

これからの先の皆さんの人生の中でも、様々な苦難

はやってくるかもしれません。しかし、祈り続けるなら

ば、そして、私たちを決して離すことのないイエス様が

一緒にいてくださることを忘れなければ、きっとその

苦難にも耐えていけるのだと思います。そして、その苦
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難さえも喜びに感じられるように、私たちの品性が変

えられていくのだと、み言葉を通して、私は信じていま

す。 

皆さんのこれからの人生が、いつでもイエス様とい

う希望に満ちあふれたものとなりますようにと、心か

ら願っています。 
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「あなたたちは今、何をすべきか」Y.M 

 

「あなたたちは今、何をすべきか」この言葉は今日み

なさんに一番伝えたい言葉です。早速ですがぼくが小

学生の時から今までに至る話をしたいと思います。 

 ぼくは小学生のころ、友達とよく遊ぶのが好きで

した。それと逆に勉強は大嫌いでした。ぼくは習い事を

していたのですがよくさぼっていました。また学校の

先生にほぼ毎日怒られる時期がありました。 

 

そんなぼくにある日、おばあちゃんが三育を勧めて

きました。ぼくは三育がどこにある学校か、そこがどん

な学校か分かりませんでした。友達に聞いても「知らな

い」「聞いたことない」みんな同じ事を言っていました。 

そしてぼくは 6 月にオープンキャンパスがあると聞

いたので行くことにしました。当日、車でむかいました。

学校が近づくとおばあちゃんが「もうすぐで着くよ。」

と言って寝ていたぼくを起こしました。起きたぼくの

目線の先には山、木、田んぼ、そしてちょっと古めかし
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い家が少々ありました。ぼくは思いました。「ここど

こ！？そしてこんな所に学校なんてあんの？」その時、

車のナビが「プン（効果音）まもなく右方向です。およ

そ 2km 先目的地周辺です。」と言いました。それを聞い

た瞬間、ぼくの心にあった不安はわくわくに変わりま

した。 

しかし、三育の山の細い道に入った瞬間、40 秒前の

わくわくは不安に戻りました。ぼくは思いました。「今、

本当に学校に行っているんだろうか？実はなんか変な

所に連れて行かれているのではないだろうか！？」そ

して不安を抱えながらも三育のオープンキャンパスに

参加しました。するとたまたま通った三育のバスに書

いてあったある三文字の言葉が目に入りました。その

言葉は「全寮制」。ぼくはこの時、気づいてしまいまし

た。ここの学校は全寮制で、しかもスマホ、ゲーム、カ

ードゲームなどの持ち込みが禁止。カードゲームやゲ

ームはその時のぼくにとっては命の次に大切な物でし

た。ぼくの不安は最初の時よりも増しました。三育に行

けば楽しい楽しいゲームができなくなってしまうし、
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家族にも会いたいと思ってもそう簡単には会えません。

そんな不安の中、ぼくは三育の先輩に寮を案内される

ことになりました。いろいろな場所を見ました。さびつ

いている玄関のドア、めっちゃ古いわけでもないけど

新しい方でもない上から入れる系の洗濯機。しかも洗

濯は自分で全部やらなければならない。さらに一日の

スケジュールが忙しいし、毎朝部屋検査があり、寮全体

がなんかボロくさい。ぼくはさらに不安になりました。

このオープンキャンパスで覚えたことは色々な不安で

す。こんな忙しいスケジュールの中で自分はやってい

けるのだろうか、そう思いました。 

こうして、オープンキャンパスが終わり車で家に帰

っている時、おばあちゃんに聞かれました。「オープン

キャンパスどうだった？学校よかった？」ぼくは、寮も

ボロいし、一日のスケジュールは忙しいし、ゲームやス

マホは持ってこられないからこの学校嫌！！！と言お

うと思ったのですが、おばあちゃんが笑顔で聞いてき

たので自分の本当の気持ちが言いにくくなりました。

それで、「けっこう良かったよ～。」と答えました。する
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とおばあちゃんは「良かったね～。」と言ってこの会話

は終わりました。 

 

そして小学校は 2 学期を終わり、冬休みなった時ぼ

くは三育を受験することになっていると知りました。

ぼくは友達と一緒に普通の公立中学校に行くつもりだ

ったので、まさかあの不安のかたまりしかない三育を

受験することになるとは思ってもいませんでした。し

かし、ぼくは勉強が相当嫌いだったので「まっ、どうせ

落ちるからいいか」と思い、とりあえず受験をすること

にしました。 

 

そして三育の入試が終わって合格発表の日が来まし

た。ぼくは落ちる気満々でした。その日は友達に「三育

受けているけど、たぶん受からないから中学校はたぶ

ん同じ。」と言って家に帰りました。 

ところが、家に帰ったぼくに、リビングのソファーに

座っていたおばあちゃんは「おかえり。良かったねぇ。

三育受かったよ。」と言いました。ぼくは思いました。
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「なんでぼくが私立の中学校を受験して受かるんだ。

この世の中どうなってるんだ！！！」 

 

こうしてぼくは家族やゲームから離れ、不安のかた

まりしかない広島三育学院中学校に入学することにな

りました。４月８日、ぼくの不安しかない中学校生活が

スタートしました。 

一年生の時は、ぼくはあいかわらず勉強が大嫌いだ

ったので勉強にはほとんど手を入れませんでした。つ

まらなく感じられる授業はほとんど全部寝て、課題も

全くやらず、さらには一番成績に関わってくる単元テ

ストや中間・期末テストもほぼ全部やらずに寝ていま

した。 

その結果、課題が終わらないためみんなが楽しく遊

んでいる時、ぼくは課題をやらなければなりませんで

した。苦痛でした。いろいろな人に「サッカーやろー。」

とさそわれるのですが「課題が終わっていないから行

けない。」と答えると、さそった人は悲しそうな顔をし

ながら「あ、そう。じゃあ課題がんばって。」と言って
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どこかへ行ってしまいます。ぼくは課題を一人でやる

時はすごい孤独を感じました。さらに成績はというと、

まぁこれがひどい成績で家に帰ると毎回毎回怒られて

いました。 

 

そのような中学生活一年目が終わり、二年生になり

ました。ぼくは「将来のためにも勉強がんばらないと。」

と思ったので勉強を頑張ることにしました。それで課

題を期限までに出せるようにはなったのですが学力は

そこまで伸びず、自分は何をしているのだろうと思い

ながら二年生という月日が流れていきました。 

 

三年生のときの担任はよくぼくに構い、ときにずっ

と支えてくれました。例えばぼくが英検を受ける時、消

灯後の時間に来てくださり、手伝ってくださいました。

こんな何もできないぼくだったけど、いろんな先生が

ぼくを支えてくれました。そう思うと、「一年も二年も

三年もずっと支えられてきたんだなー」と改めて感じ

ました。 
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あなたたちは今、何をすべきだと考えますか。 

勉強？つまらない悩みごとに悩む？ 

そんなこと必要ですか？ 

 

勉強はたしかに必要かもしれません。でも勉強より

必要なものがもっとあるのではないでしょうか。その

答えを言ってしまうとおもしろくないので言いませ

ん！自分で見つけることに意味があるのです。他人が

ひいた道を通っていたら、あなたは他人の人生を歩む

ことになるのです。 

箴言 4 章 26 節 

どう足を進めるかをよく計るなら 

あなたの道は常に確かなものとなろう。 

 

自分をつきすすめ！そうしたらあなたたちが今、何

をすべきかが見つかります。 


