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序文 

 

毎日、「神よ、わたしを究め、わたしの心を知っ

てください」(詩編139･23)と祈りながら、この「良

心の鏡」を開くならば、主の御心を知ることがで

き、祝福されるでしょう。主の贖いにふさわしく

なかった歩みや、主を悲しませてしまった行いに

気づかせてくださるようにと、悔い改めへと導く

真理の御霊に祈りましょう。また、神の御心に適

った悲しみが与えられますように(Ⅱコリント 7･10

参照)。 

 

主が示されたことについて「罪を告白し合いな

さい」(ヤコブ 5･16)との御言葉に従うなら、「御子

イエスの血によってあらゆる罪から清められる」

（Ⅰヨハネ1･7）ことを体験するでしょう。この御言

葉を握りしめて罪と戦う時、わたしたちが信じて

いることはかなえられます。 
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キリストがわたしたちを贖われた目的は、この

すばらしい召命以外の何ものでもありません。す

なわち「あなたがたは、選ばれた民、王の系統を

引く司祭、聖なる国民、神のものとなった民です。

それは、あなたがたを暗闇の中から驚くべき光の

中へと招き入れてくださった方の力ある業をあな

たがたが広く伝えるためなのです」(Ⅰペトロ2･9)。 

 

わたしはきょう、この召命にふさわしく生きて

きたでしょうか。イエス・キリストの徳がわたし

の内に現われているでしょうか。あるいは、わた

しの内にあるキリストの神聖な姿を汚してはいな

かったでしょうか。それによって、わたしを選び、

尊い血潮によって贖い、「御子の姿に似たもの」(ロ

ーマ8･29)にしようとしておられる、愛する主を悲

しませたのではないでしょうか。 

 

このように本書の各章はわたしたちに問いかけ

るのです。 
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神の御前にあって 

 

朝のディボーション 

 

「主よ、朝ごとに、わたしの声を聞いてください」

詩編 5･4 

「朝にはあなたの慈しみに満ち足らせてください」               

詩編 90･14 

 

わたしは朝ごとに、神の御前で心を静め、忠実

に祈りの時を守っているでしょうか。始まろうと

しているその日のために自分を整えていただくよ

う、朝の最初のひと時を主にささげているでしょ

うか。 

 

わたしは、一日を決定する朝の静かな時を、ど

のように使っているでしょうか。聖書を読み終わ

った時、自分が犯した罪を一つずつ挙げてイエス

の前にもって行き、神の赦しを求め、そして必要
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な時には人にも赦しを求めたでしょうか。人との

関係が正しくなければ、神を礼拝し、権威ある祭

司として執り成しの祈りをささげる資格がないこ

とを自覚しているでしょうか。 

 

わたしは、執着しているすべてのものや罪深い

性格に対するイエス・キリストの勝利と完全な贖

いをたたえているでしょうか。あらゆる罪から解

き放ち、洗い清めるキリストの血潮の力をほめた

たえているでしょうか。わたしが信じるとおりに

なるのです。 

 

わたしの歩みが主の支配下にあり、主がすべて

を御心のまま導かれるように、わたしは自分自身、

すなわち、すべての願いや望みや計画、わたしの

体、心、魂、そして、時間を神の御手にゆだねて

いるでしょうか。神の御心と一致した祈りには力

があるのです。 
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わたしは自分の罪を十字架につけているでしょ

うか。それらの罪に対して、イエスにある勝利を

宣言したでしょうか。 

 

わたしは自分の意志を主に完全にゆだねている

でしょうか。もしそうしているなら、悪い者がわ

たしの祈りを妨げることができず、わたしがささ

げた懇願や執り成しの祈りは聞き入れられます。 
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神についてのわたしの思いと言葉 

 

「聖所に向かって手をあげ、主をたたえよ」 

詩編 134･2 

「我らは絶えることなく神を賛美します」 

                 詩編 44･9 

 

わたしは神についてどのように考え、どのよう

に語っているでしょうか。窮地に追いやられ、困

難に直面している時、わたしに対する父なる神の

愛と力、その栄光をどのように思っているでしょ

うか。もしかすると、周りの人々や現状に心が奪

われて、聖所の静けさの中で、神の栄光と力とを

黙想する余裕がなく、それらを小さく思っている

のではないでしょうか。 

 

わたしは、他の人々に自分の困難をどのように

話しているでしょうか。直面している困難は、父

なる神の愛の御手によって必ず解決されると確信
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し、証しすることによって、わたしの父であり、

愛なる神に栄光を帰しているでしょうか。そうす

れば、今、抱えている問題によって失望させられ

ることはありません。「神が愛であり、必ず助けて

くださる」と信じる人々を神は待っておられます。

そのように信頼することによって、神がたたえら

れるからです。 

 

わたしは、イエスの贖いの御業を何よりも高く

評価しているでしょうか。また、わたしの罪に打

ち勝たれたイエスの勝利のゆえに、主をあがめて

いるでしょうか。それとも、イエスの犠牲はすべ

ての罪と困難からわたしを救うのに十分ではない

と思い、不信仰から主の贖いの御業を過小評価し

ているのではないでしょうか。否定的な思いを抱

き、それを持ち続けることによって悪い者に入り

込むすきを与え、自分の歩みをその支配下に置い

ていないでしょうか。 
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わたしは、十字架につけられたイエスヘの信仰

を証しし、妥協することなくイエスの弟子として

歩むことによって、人々の前で神の御名を現わし

ているでしょうか。 
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わたしの祈りと賛美 

 

「わたしの祈りを御前に立ち昇る香りとし、……

お受けください」         詩編 141･2 

 

わたしは、自分や他の人が祈る時、聖なる神の

臨在を覚え、すべての思いを生ける神に集中して、

尊敬をもって祈り、賛美しているでしょうか。ま

た、祭司として、執り成しの務めを忠実に果たし

ているでしょうか。もしも、多忙や疲れのせいで

祈ることができないなら、わたしの祈りの課題や

祭司として執り成す努めを、大祭司であられるイ

エスにお願いするほど、祈る責任を真剣に受け止

めているでしょうか。 

 

わたしは、聖書の「絶えず祈りなさい」（Ⅰテサ

ロニケ5･17）との勧めを、働く時を含めて日々の生

活の中で実践しているでしょうか。 
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わたしは、天の父がわたしのために備えてくだ

さるすべての善いもの ─ 日々の糧や健康、家族

と友人、その他、この地上のもの、また、すべて

の霊的な賜物 ― のために、毎日、子供のように

感謝しているでしょうか。それとも、天の父に対

する感謝をおろそかにして、神からのより豊かな

祝福を妨げているのではないでしょうか。 

 

わたしは、父なる神、御子イエス・キリスト、

聖霊を礼拝する祭司としての務めを果たすことに

よって、聖なる三位一体の神をあがめているでし

ょうか。神の創造の力と栄光に圧倒され、その偉

大さと全知全能を覚えて神を賛美し、愛そのもの

であられる父なる神をほめたたえているでしょう

か。 

 

わたしは、救い主なるイエスの贖いの力と計り

知れない愛とをたたえているでしょうか。受難の

人であるイエスの御苦しみ、よみがえられた主の
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麗しさと勝利の力をほめたたえているでしょうか。

花婿としてやがて再臨される主を待ち望み、あが

めているでしょうか。 

 

わたしは、聖霊をその創造の業、導き、慰めと

助言、またその賜物と祝福のゆえに感謝し、賛美

しているでしょうか。 

 

神は、すべての天使や聖徒と共に、御名の栄光

を宣べ伝え、霊と真理をもって御自分を礼拝する

者を求めておられます。 
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神に対するわたしの愛 

 

「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思い

を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、

また、隣人を自分のように愛しなさい」 

ルカ 10･27 

 

わたしは、心を尽くしてイエスを愛しているで

しょうか。イエスの愛に満ち足りているでしょう

か。それとも、わたしにはイエスをおいてほかに

「神」があるでしょうか。たとえば、家族、ある

特定の人物、仕事、金銭や財産、わたしの健康や

評判、出世といったようなものが……。神は、情

熱の神、二心を認められない神であり、わたした

ちが正しく清い生活を送り、主に仕え、心を尽く

して主を愛するように、わたしたちを「暗闇の中

から驚くべき光の中へと招き入れて(Ⅰペトロ 2･9)、

御自分のものとされたのです。 
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わたしは、主イエスに自分の愛をどのように示

しているでしょうか。いつも主と語り合って、わ

たしの日々は、救い主との愛の会話となっている

でしょうか。まず主に自分のすべての思い、願い、

計画を話しているでしょうか。わたしは、十字架

につけられた主に対して、常に愛の思いを抱いて

いるでしょうか。わたしは、主を喜ばせるために、

愛をもって小さな犠牲をささげようと、絶えず新

しい方法を考え出しているでしょうか。 

 

わたしは主への愛ゆえ、主の足跡、すなわち謙

遜やへりくだり、貧しさや辱しめ、そして苦しみ

の道に従いたいと願っているでしょうか。それと

も、へりくだりと苦しみをイエスと共に背負おう

とせず、心の中で反抗し、あるいは、どうしよう

もないと思い、それらが重荷となっているのでは

ないでしょうか。 
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わたしと隣人との関係 

 

 隣人に対するわたしの思い 

 

「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」 

ヨハネ 15･12 

 

コリントの信徒への第一の手紙１３章は、イエ

スの御姿を映し出し、人々に対するイエスの態度

をわたしたちに示しています。「愛は忍耐強い。愛

は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶら

ない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだ

たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜

ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、

すべてに耐える」(Ⅰコリント13･4～7)。 

 

わたしは日々の歩みの中で、自分自身のこと、

仕事や関心事、自分の評判や利益、自分が愛され、
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尊敬されることなどについて、いつも思い巡らし

てはいないでしょうか。もしそうなら、祭司であ

られるイエスの愛に生きてはいないのです。イエ

スの愛は自分のことではなく、他の人を気づかう

愛です。もし、わたしにこの愛がなければ、隣人

に対して罪を犯していることになります。なぜな

ら、聖書に次のようにあるからです。「イエスは、

わたしたちのために、命を捨ててくださいました。

そのことによって、わたしたちは愛を知りました」

(Ⅰヨハネ3･16)。 

 

わたしは、他の人に対してよそよそしい態度を

とり、人のことを煩わしく思ってはいないでしょ

うか。彼らは皆、天の父の子であり、わたしの兄

弟姉妹です。にもかかわらず、わたしが彼らに対

して無関心でいるなら、神はカインに「あなたの

兄弟アベルはどこにいますか」(創世記 4 章参照)と

お尋ねになったように、やがてわたしにもお尋ね

になることでしょう。その時、どのように答える
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ことができるでしょうか。 

 

わたしは、他の人の好ましくないところを赦そ

うとしているでしょうか。「愛は多くの罪を覆う」

(Ⅰペトロ 4･8)との御言葉に従って、人の罪をカバ

ーしようとしているでしょうか。あるいは、隣人

のうわさ話を止めようとしないで、それに耳を貸

し、周囲の人々にもその悪い思いを持たせてしま

ってはいないでしょうか。自分の目の中の梁（は

り）を認め、人の欠点はわたし自身の欠点でもあ

ることを知り、祭司として人の罪を負い共に悔い

改める代わりに、人を裁き、責めてはいないでし

ょうか。 

 

わたしは家族や仲間のだれかに対して、ねたみ

や嫉妬を抱いてはいないでしょうか。彼らが恵ま

れているのを喜べていないのではないでしょうか。

もしそうなら、そんな思いは隣人に向けて放った

毒矢のようなもので、相手の魂を殺すことができ
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ます。そして同時にわたし自身の心も毒されるの

です。わたしは隣人の魂が生かされるために、愛

の矢を放つようにと召されていることを忘れてい

るのではないでしょうか。 

 

わたしは、自分を不当に扱い、精神的な苦痛を

与え、敵意を抱き、思いやりを示さない人に対し

て、腹を立て、苦々しい思いになり、冷たい態度

をとっているのではないでしょうか。もしそうな

らば、恨みを抱かず、悪に悪をもって報いること

をしない愛の道、すなわちイエスの道からは離れ

ていることになります。わたしはイエスの道を歩

む時にのみ、イエスの御姿を現わすことができる

のです。イエスは、わたしたちが「敵であった時

でさえ」（ローマ5･10）愛してくださり、御自分の命

をそのようなわたしたちのために捨ててくださっ

たのです。そして、「わたしたちも兄弟のために命

を捨てるべきです」(Ⅰヨハネ3･16)と御言葉の中で

語っておられます。ですから、「敵を愛し、自分を
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迫害する者のために祈りなさい。あなたがたの天

の父の子となるためである」(マタイ 5･44､45)との

御言葉を実践しようではありませんか。 

 

わたしの異性との関係は「選ばれた民」（Ⅰペト

ロ2･9）として召された者にふさわしく、清く正し

いものでしょうか。それとも、汚れた思いや肉の

欲に対して戦わず、その結果、本当の愛をもって

大切にする代わりに、相手を汚しているのではな

いでしょうか。わたしは人との関係において精神

的な束縛、あるいは肉の欲に捕らわれて、「姦淫し

てはならない」という十戒の第七戒に反し、心と

肉体の清さに反することをしているのではないで

しょうか。心の清い人々は神を見るのです（マタイ

５･８参照）。 
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隣人について､また隣人と共に話すとき 

 

「わたしの舌がまだひと言も語らぬさきに、主よ、

あなたはすべてを知っておられる」 詩編 139･4 

 

わたしが口にする言葉のすべてが、いつもこの

御言葉を心に留めて語られるものでありますよう

に。イエスについて、「あなたの唇は優雅に語る」

(詩編45･3)と記されていますが、それがわたしの模

範となりますように。イエスが語られた言葉は、

聞くに優しく、麗しく、魂をいやすものでした。 

 

わたしは口数が多い者ではないでしょうか。神

の御言葉にはこうあります。「全地よ、御前に沈黙

せよ」(ハバクク2･20)。わたしは神の御前で生きる

ように召され、祈りの祭司として招かれていなが

ら、おしゃべりで大きな声を出し、せっかちに話

し、この「聖所」を汚してはいないでしょうか。

また、しばしば使徒ヤコブの「だれでも、聞くの
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に早く、話すのに遅いようにしなさい」(ヤコブ1･

19)という勧めを心に留めず、その結果、自分の奉

仕を実りのないものにしているのではないでしょ

うか。「言っておくが、人は自分の話したつまらな

い言葉についてもすべて、裁きの日には責任を問

われる」(マタイ12･36)、また「悪い言葉を一切口に

してはなりません。……卑わいな言葉や愚かな話、

下品な冗談もふさわしいものではありません。そ

れよりも、感謝を表わしなさい」(エフェソ 4･29､5･

4)との聖書の勧めに照らして、わたしのこの一日

は、どのようなものだったでしょうか。 

 

わたしは、人のことをどのように話しているで

しょうか。浅はかによく考えもせず、間違った判

断をし、事実でないことを話しているのではない

でしょうか。自分で確かめもせずにうわさを広め、

それによってその人の評判を傷つけるような話を

することはないでしょうか。理解しようとせず、

思いやりのない態度で、わたしは隣人を厳しく裁
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いていないでしょうか。そうであるなら、神から

離れ、祭司として歩むべき道からそれているので

す。祭司とは他の人の罪のために、犠牲を献げる

者なのです。主イエスは、わたしたちの罪をその

身に負い、自らを献げてくださいました。にもか

かわらず、どうしてわたしたちは人の前で罪ある

隣人を裁くことができるでしょうか。そのような

わたしたちは、「あなたたちは、不幸だ」と主が言

われたファリサイ派の人々と同じなのです。そし

て「あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自

分の量る秤で量り与えられる」(マタイ 7･2)、また

「人に憐れみをかけない者には、憐れみのない裁

きが下される」(ヤコブ2･13)という御言葉もわたし

たちに当てはまります。そこに居合わせていない、

弁解できない人の代わりに、わたしがその人をカ

バーしてあげているでしょうか。自分を守ること

ができない弱い人を助け、守り、かばうのは愛の

本質なのです。 
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わたしは大げさに話したり、事実を隠したり、

あるいは嘘をついて、真実を曲げることはしてい

ないでしょうか。 

 

わたしは荒々しく腹を立てて話すことはないで

しょうか。もしそうならば、小羊なるイエスの足

跡に従っていないのです。「わたしは柔和で謙遜な

者」(マタイ11･29) であるとイエスは言っておられ

ます。小羊のように柔和で、主と共にすべてを忍

ぶ代わりに、わたしは怒りによって小羊なるイエ

スを再び痛みつけているのです。それは、人の心

にある悪に対し、小羊の柔和さをもって打ち勝つ

代わりに、その悪を増長させ、その人に害を与え

ることになります。「人の怒りは神の義を実現しな

い……」(ヤコブ1･20)と神の御言葉は語っています。 

 

わたしは、人々と話す時、祭司としての務めを

果たしているでしょうか。わたしが接し、語り合

うすべての人々を祝福しているでしょうか。イエ
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ス・キリストの勝利ある御名によって、悲しみの

中にいる人、あるいは試みに遭っている人を祝福

しているでしょうか。 

 

わたしは、イエス・キリストのすばらしさを、

思いと言葉、全存在を通して、証ししているでし

ょうか。 
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隣人に対するわたしの態度 

 

「これらすべてに加えて、愛を身に着けなさい。

愛は、すべてを完成させるきずなです」 

コロサイ 3･14 

 

わたしは、人々がわたしに示す態度に左右され

ず、イエスのように愛し、忍耐をもち、苦々しい

思いを抱くことなく、応答しているでしょうか。

使徒パウロは「侮辱されては祝福し、迫害されて

は耐え忍び、ののしられては優しい言葉を返して

います。今に至るまで、わたしたちは世の屑（く

ず）、すべてのものの滓（かす）とされています」

(Ⅰコリント4･12､13)と語っています。わたしは主

の弟子として、へりくだりの道に従っているでし

ょうか。「ののしられてもののしり返さず……」

(Ⅰペトロ2･23)、「罪人たちのこのような反抗を忍

耐された方のことを、よく考えなさい」(ヘブライ

12･3)とあります。あるいは、いつも自分の思い
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や意見、行動が正しく、自分の方が優れていると

思い込んでいるため、調和がとれていないのでは

ないでしょうか。このような高ぶった態度で隣人

のため執り成すことができるはずはありません。 
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隣人に対するわたしの行い 

 

「人の子は仕えられるためではなく仕えるために、

また、多くの人の身代金として自分の命を献げる

ために来たのである」      マルコ 10･45 

 

わたしは、隣人に惜しみなく仕えているでしょ

うか。そして、人々はわたしがイエスの弟子であ

ると見なすことができているでしょうか。わたし

は、御自分の権利と栄光とに固執なさらず、自分

を無にし、いけにえとして献げてくださったイエ

スのすばらしさを、その体の一部として表わして

いるでしょうか。 

 

有り余るからではなく、イエスに対する愛から

金銭、持ち物、力などを献げたでしょうか。ある

いはまた、自分にとって大切な人を、イエスより

も優先させてしまってはいないでしょうか。 
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わたしは、わたしに求めてくるすべての人に対

して、主の戒めに従って(マタイ5･42参照)与えてき

たでしょうか。それとも、自分が気に入った人、

自分によくしてくれる人、または与えるにふさわ

しいと思う人にのみ、与えてきたのではないでし

ょうか。毎日、「善い行いと施しとを忘れないでく

ださい。このようないけにえこそ、神はお喜びに

なるのです」(ヘブライ 13･16)という御言葉に従っ

て行動しているでしょうか。 

 

わたしは、自分の金銭と能力を、惜しみなく忠

実に主の働きのために献げているでしょうか。毎

日、惜しまず豊かに蒔き（Ⅱコリント 9･6参照）、す

べての人に対して、特に信仰によって家族になっ

た人々に対して、善を行っているでしょうか(ガラ

テヤ 6･10参照)。それとも自分のために必要だから

と言って、金銭を惜しみ握りしめているのではな

いでしょうか。 
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持っているものすべてを献げたあの貧しいやも

め、あるいは、イエスヘの愛から最も高価なナル

ドの香油を、惜しみなく注いだベタニアのマリア

の模範に倣っているでしょうか。 

 

ただ有り余る中から与えているだけではないで

しょうか。わたしのために死に渡された、その命

という最大の賜物を主イエスから頂いていながら、

神から預けられた、朽ちていく物の一部さえも、

自発的に与えようとはしていないのではないでし

ょうか。 
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わたしは今日、言葉か行いによって何か善いこ

とをしたでしょうか。喜んで人を助けようとし、

同情や愛を示そうとしたでしょうか。あるいは、

人のために尽くし、仕えるよりも、彼らから助け

や愛情などを期待しているのではないでしょうか。

与えなければならないものを与えず、かえって自

分のために要求したのではないでしょうか。もし

そうならば、仕えられるためではなく、仕えるた

めに来られ、多くの人の身代わりとなり、御自分

の命を献げられた主イエスを悲しませていること

になるのです。 

 

わたしは両親、目上の人、また年長者を尊敬し

ているでしょうか。同年配、同じ地位にいる人、

あるいは部下と一緒にいる時、「尊敬をもって互い

に相手を優れた者と思いなさい」(ローマ 12･10)と

の御言葉に従ってふるまっているでしょうか。あ

るいは、わたしは隣人と共にいる時、高慢で自分

勝手、偉そうな態度をとり、その反面、傷つきや
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すく、愛と謙遜に欠け、罪を犯しているのではな

いでしょうか。謙遜な愛は、自慢せず、高ぶりま

せん。 

 

わたしは怠慢や無関心、あるいは臆病や人々へ

の恐れから、きょう何か善い行いを怠ったのでは

ないでしょうか。わたしはあの祭司やレビ人のよ

うに、肉体的、あるいは精神的に悩んでいる人の

そばを通り過ぎて、助けを求めている人に手を差

し出さなかったのではないでしょうか（ルカ 10･25

～37参照）。すべきことを知っていたのにしなかっ

たなら、「人がなすべき善を知りながら、それを行

わないのは、その人にとって罪です」(ヤコブ4･17)

との御言葉を思い起こして、善いサマリア人のよ

うに人を助けましょう。 
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この世に対するわたしの態度 

 

「この十字架によって、世はわたしに対し、わた

しは世に対してはりつけにされているのです」 

ガラテヤ 6･14 

 

わたしの思いと会話は、この世のことばかりで、

神の臨在を無視しているのではないでしょうか。

わたしの思いと言葉は、イエス様、神の国、人々

が救われることよりも、自分が抱えている問題、

心配事、周囲の情報、出来事に捕らわれすぎては

いないでしょうか。世界情勢、人々のこと、不景

気などで心を騒がせてはいないでしょうか。わた

しは、心を静めて聖霊の導きを求めることをせず、

焦って自分の仕事をしているのではないでしょう

か。わたしは、使徒パウロの「物を買う人は持た

ない人のように」(Ⅰコリント 7･30)という言葉を心

に留めて、毎日を過ごしているでしょうか。 
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わたしは日々の努めを、最も小さなことも、神

の御前で神への愛ゆえに、忠実に果たしているで

しょうか。それとも、その仕事はつらく、気が進

まず、難しいため、「自分には合わない」と言って

怠け、いい加減にしてはいないでしょうか。 
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わたしの日常生活 

 

「何を話すにせよ、行うにせよ……、何をするに

も、人に対してではなく、主に対してするように、

心から行いなさい」     コロサイ 3･17､23 

「ごく小さな事に忠実な者は、大きな事にも忠実

である。ごく小さな事に不忠実な者は、大きな事

にも不忠実である」        ルカ 16･10  

 

わたしの日々の務めは、主の弟子にふさわしく、

イエスの証しとなっているでしょうか。 

わたしの起床と就寝は規則正しいでしょうか。 

わたしは、仕事と休息のバランスをとっている

でしょうか。 

わたしは、住んでいる所やその中にある物を大

切にしているでしょうか。 

わたしは、責任をもって金銭管理をしているで

しょうか。 

わたしは、自分に任せられているもの、それが
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時間や仕事であれ、所有物や金銭であれ、それら

の管理者にすぎないのです。主イエスは「会計の

報告を出しなさい」(ルカ16･2)と語り、忠実さを求

めておられるのです。すなわち、任せられている

ものを規律正しく、整頓して用いるようにと求め

ておられます。すべてのことに対して忠実であら

れたイエスの良き証し人となるために、わたしは

神の御前で、また神のためにそれらを管理しなけ

ればならないのです。 

 

わたしは、「食べるにしろ飲むにしろ、何をする

にしても、すべて神の栄光を現わすためにしなさ

い」(Ⅰコリント10･31)という使徒パウロの言葉に従

って、食べること、飲むことを節制しているでし

ょうか。それとも、節度なく、キリストの僕にふ

さわしくない食べ方をしてはいないでしょうか。 

 

わたしは、疲労、病気、あるいは肉体の弱さを

覚える時、それに打ち勝つことができるという信
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仰に生きているでしょうか。「主に望みをおく人

は新たな力を得、鷲のように翼を張って上る。走

っても弱ることなく、歩いても疲れない」（イザ

ヤ40･31）と御言葉にあります。 

 

わたしは、ローマの信徒への手紙１２章１節に

従い、主の祭司として自分の体をいけにえとして

神に献げ、主イエスのため疲れや痛みに忍耐強く

耐えているでしょうか。自分自身を全く主の奉仕

のために献げ、「この命すら決して惜しいとは思

いません」(使徒20･24)という覚悟ができている

でしょうか。わたしは病気になった時、ヤコブの

手紙５章１４節の勧めに従い、教会の長老たちを

招いて祈っていただくでしょうか。それとも、心

と体の真の医者であられる主のところに行き、い

やしてくださるようにと求める代わりに、直ちに

病院に駆けつけ、この世の医者にだけいやしを期

待してはいないでしょうか。もしそうであれば、

自分が神に属している者であることを証ししない
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ことになります。まず神によるいやしを求め、肉

体に対しての贖いの力をほめたたえましょう。 

 

「わたしはあなたをいやす主である」(出エジプト

15･26)と、神は語っておられます。また、「医者を

その仕事のゆえに敬え。主が医者を造られたのだ

から」(シラ38･1外典)とあります。ですから、医者

の助けを受け、薬を飲むことも決して悪いことで

はなく、恵みなのです。 
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苦しみと困難に対するわたしの態度 

 

「わたしたちの一時の軽い艱難は、比べものにな

らないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてく

れます」           Ⅱコリント 4･17 

 

わたしは、苦しみと困難が襲って来た時、どの

ような態度をとるでしょうか。どんな時でもすべ

てを主にゆだねて、「はい、お父さま」と言うこと

ができるでしょうか。それとも、神の御心に対し

て心の中で、あるいは行動において反抗し、それ

によって小羊なるイエスの道、子としての道から

それてしまってはいないでしょうか。ドイツの讃

美歌にあるパウロ・ゲルハルトの曲では、神の御

子がこう言われます。「はい、父よ、心から十字架

を背負います」と。神がわたしを懲らしめられる

時には、いつでも自分の罪を認めて自分自身を責

め、へりくだった態度をとっているでしょうか。

主が苦しみを許された理由の一つはわたしの罪で
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あって、苦しみの目的は「ご自分の神聖にあずか

らせ……」(ヘブライ12･10)、主の似姿に造りかえら

れることなのです。もしかするとわたしは、高ぶ

って非難がましい態度をとり、自分の人生に苦し

みをもたらした人々、さまざまな導きや自分が置

かれている状況に対して反抗しているのではない

でしょうか。そうであるなら、わたしは非の打ち

どころのない者であり、清められ、変えられるた

めに懲らしめなどを受ける必要がない、と思い込

んでいることになります。 

 

わたしは苦しみが栄光をもたらすことを信じて、

生きているでしょうか。使徒パウロと共に「苦難

をも誇りとします」(ロ一マ 5･3)と言えるでしょう

か。わたしはキリストのために苦しみ、さげすま

れ、あざけられ、迫害される時、ペトロが「キリ

ストの苦しみにあずかればあずかるほど喜びなさ

い。それは、キリストの栄光が現われるときにも、

喜びに満ちあふれるためです」(Ⅰペトロ4･13)と記
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したように、キリストの苦しみにあずかれること

を喜びとするでしょうか。へりくだって忍耐した

結果、苦しみと困難が永遠の栄光をもたらし、わ

たしは神の似姿に造りかえられ、その清めの業が

わたしのうちに成就されつつあるでしょうか。そ

れとも、苦しみなどはわたしの内に何の実りもも

たらさないでいるのでしょうか。十字架につけら

れた主を見上げて、主への愛から、またわたしの

ために苦しみを受けられた主への感謝から進んで

苦しみに耐えるなら、苦しみの日々は、むなしい

ものにはならないのです。 
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「良心の鏡」を効果的に活用するには 

 

多くの信者は、救いの真理や十字架の力につい

て豊かな知識を持ちながら、大切な一つのこと、

すなわち、どのようにして怒り、神経過敏、貪欲、

好色、わがままといった罪の鎖から解き放たれる

かを知りません。これらの罪が毎日の生活の中で、

わたしたち自身、また他の人々を苦しめているに

もかかわらず……。わたしも、罪の鎖に縛られて

いたつらくて長い年月、救いの真理について知っ

てはいました。しかし、その知識だけでは罪の力

を砕くことはできなかったのです。ずっと後にな

って初めて、どのように打ち勝つことができるか

について示されました。そして、ようやく自分が

見いだしたことを、キリストにある贖いや解放を

切に求めている人々に伝えずにはいられなくなり

ました。罪の力を打ち砕き、すべてを新しくする

イエスの御名が、更に多くの贖われた者によって

ほめたたえられますように……。 



 45 

すなわち、わたしたちは、イエスの血潮をたた

えることによって、罪の力から自由になれるので

す。「御子イエスの血によってあらゆる罪から清め

られます」(Ⅰヨハネ1･7)、また「兄弟たちは、小羊

の血と自分たちの証しの言葉とで、彼(サタン)に打

ち勝った」(黙示12･11)と御言葉にあります。良心を

探ることによって、今まで自覚していなかった罪

が光に照らされたのなら、わたしたちはへりくだ

らなければなりません。そして、必要ならば、そ

の罪を人の前でも告白すべきです。更に、イエス

の贖いの血潮の力をたたえ、信仰によってゴルゴ

タでのイエスの勝利と贖いの上に立つのです。昔、

イスラエルの人々はエリコを占領しようとした時、

兵士は町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴

らし、七日目に民は鬨（とき）の声をあげたのです。

その日、町の城壁が崩れ落ちたように（ヨシュア6･

1～20）、わたしたちも毎日、朝の静かな祈りの時な

ど、イエスの勝利を宣言し、霊において「罪の城

壁を回る」ならば、それは崩れ落ちるに違いあり
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ません。ですから、次のように祈りましょう。「イ

エスは勝利者です。わたしの心の中でサタンが支

配している領域は、既に主の御手に明け渡されて

います。小羊なるイエスはサタンの力を打ち砕き、

勝利を得られました。十字架の上で流された血潮

は、わたしを罪から解放したのです。」 

 

わたしたちがイエスの勝利を宣言する信仰の祈

りをする度に、「罪の砦」の石が一つ、また一つ崩

れ落ちるのです。たとえ今は何の変化がないよう

に見えても、日に日に石がぐらつき、ある日、砦

のすべてが崩れ、大きな変化が見られるのです。 

 

信仰によって国々は征服され、敵の砦は崩れ落

ちます。信仰によってすべてが変えられ、罪の鎖

が断ち切られるのです。この勝利の信仰はゴルゴ

タの上にしっかりと立っています。勝利がまだ見

えない時でも、イエスが既に贖いの業を成し遂げ、

サタンに勝利されたことをほめたたえましょう。
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この勝利の信仰は敵を打ち負かし、わたしたちを

勝利ある人生へと導くのです。「兄弟たちは、小羊

の血と自分たちの証しの言葉とで、彼に打ち勝っ

た」（黙示録12･11参照）。 
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このテーマについて、バジレア・シュリンク著に

よる次の書籍（カナン出版)をお奨めします。 

 

＊ 主の似姿に 変えられたいあなたに 

＊ 立ち帰って生きよ 日々の悔い改めから

喜びの泉へ 

＊ 惑わす者に打ち勝つ道 真理の霊と偽り

の霊とを見分けるために 

＊ 変化の秘訣 性格をも変える不思議な力 

＊ 愛の勝利のために 和解への鍵 

＊ イエスの勝利をたたえて 賛美集 

 

「カナン出版」あるいは 

キリスト教書店にてお求めください。 


