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「神との友情を育む」 
 
先週の日曜日は 私達が日毎になす決断というものはとても大切なことで
あり、これまで成してきた数多くの決断によって、私達は今ここに導かれ
ているとお話ししました。 
 
そして、その「決断」とは、その時々の情報に基づいてなされるとお話し
しました。ということはその情報が間違っていたり、その情報が近視眼的
であるのなら、後々、その決断から問題が起こり得ると話しました。そし
て、このことゆえに決断に至る情報というものが、いかに大切かというこ
とをお話しし、ヨハネ１５章の御言葉に注目しました。 
 
『14 あなたがたにわたしが命じることを行うならば、あなたがたはわた
しの友である。15わたしはもう、あなたがたを僕とは呼ばない。僕は主
人のしていることを知らないからである。わたしはあなたがたを友と呼ん
だ。わたしの父から聞いたことを皆、あなたがたに知らせたからである』
（ヨハネ１５章１４節－１５節）。私達はこのところから、私達を友と呼
ばれる主イエスは、私達に「父なる神から聞いたことを皆、知らせた」と
いうことを確認しました。 
 
このことゆえに、これからもこの先、数えきれいない決断をしていくであ
ろう私達にとりまして、最善の決断とは万物の法則を知り、人間の在り様
を知り尽くしたお方から聞いたことを皆、私達に知らせてくださったイエ
ス・キリストの言動に心の耳を傾けるべきだとお話ししました。 
 
今日はこの「私達を友！」と呼んでくださるお方との友情はどのようにし
たら育むことができるのかということをお話ししたいと思います。まず第
一のことをみていきましょう。それは「神に正直になる」ということです。 
 
神に正直になる 
 
聖書のマタイによる福音書１１章１９節には、このような言葉が書かれて
います。 
『また人の子がきて、食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食をむ
さぼる者、大酒を飲む者、また取税人、罪人の仲間だ、と言う。しかし、
知恵の正しいことは、その働きが証明する』 



2018 年 8 月 19 日 「神との友情を育む」 

 2 

 
ここに記されている人の子とはイエス・キリストのことで、ここからイエ
ス様が取税人や罪人と呼ばれる者達と親しく、度々、食事を共にしていた
ということがうかがい知れます。 
 
 
すなわち、当時のユダヤ社会で不正の税金を同胞から巻き上げ、最も毛嫌
いされていた取税人、世の中から後ろ指を指されるような、文字通り罪人
と呼ばれる者達と主イエスは食卓を共に囲んだのです。この人達とはいわ
ゆる親なら「我が子とはつきあってくれるな」、妻なら「夫とは関わらな
いで欲しい」と願うような者達でありました。 
 
きっとこの食卓の光景は一度、二度ではなかったのでしょう、それを度々、
目撃した者達は言ったのです。「見よ、イエスは食をむさぼる者、大酒を
飲む者であり、彼は取税人、罪人の仲間だ」と。そう、それは「イエスは
罪人を友とする者だ」ということです。 
 
この言葉はイエス様は社会のアウトローとだけ友となるということなので
しょうか。いいえ、このイエス様と罪人達との交流が私達に語りかけるこ
とは「神の前に正直になる」ということを神は望まれているということな
のです。神と友情を育むためには、神様の前に自分を隠し、装っていては
ならないのだということです。 
 
イエス様はかつて言われました。「丈夫な人には医者はいらない。いるの
は病人である」（マタイ９章１２節）。 
 
キリストは私は病人のために来たと言われました。でも、私達は思いませ
んか、この言葉をそのまま受けとると、そうなのか、この世界には「病
人」と「健常者」と二種類の人間がいるのかと。そして、大抵、私達は自
分は健やかな者なのだと思うのです。 
 
肉体的であれ、精神的であれ、病んでいる人と向き合う医師達が口を揃え
ていうことは、患者が自分は病んでいるのだということに気がつく、自分
には治療が必要なのだということを自覚するところから治療は始まるとい
うことです。「そんなことは当たり前だ」と私達は思いますが、けっこう
このことに気がつかない、自覚しない、いや、確かに病んでいても医師に
会おうとしない人はたくさんいるのです。そして、当然、その間に病状は
さらに悪くなってしまうのです。 
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もちろん、イエス様が言われている病人とは私達の肉体的な病を指してい
るのではありません。ここで主イエスが言わんとしていることは、たとえ
ばこういうことです。「あいつには問題がある。こいつにも問題がある。
あいつにもこいつにも、教えられなければならないことがある。指摘され
て、直さなければならないものがあるのだ。でも、俺にはそのようなもの
はなく、自分の判断や、言動はきわめて全うなものだ」 
 
 
 
確かに人は自己診断において自分は病人ではないと思うかもしれない。し
かし、神の前に人は誰でも指摘されること、直さなければならないものが
あるとイエス様はここで言っているのです。 
 
しかし、それであっても人はそれを認めません。ですから、イエス様のこ
の言葉「自分が病人だと自覚している者のために私は来た」ということに
なるのかもしれません。そして「自分が病人だと自覚する者」と言うのは
イコール、「神の前に正直な者」ということです。自分は神の助けを必要
としているのだということを自覚して、それを神に正直に打ち明けるから
です。 
 
勇気ある人とは、自ら助けが必要であることを直視せず、それをごまかす
ように強がって生きる人ではありません。本当に勇気のある人とは自分の
弱さとしっかりと向き合い、それを認め、主イエスのもとに来る者です。 
 
皆さん、イエスの時代、悪者と呼ばれ、罪人と呼ばれていた人達は、確か
に社会からも目を背けられてしまうような事をして生きていました。当時、
イエスの周りでその話を聞いた人の中には多くの娼婦や取税人がいました。
おそらくその土地で、名うてのこれらの罪人達がイエスにたちどころに反
応したのは、彼らがある程度、自分達が間違っていることを知っていて、
神のあわれみと赦しを非常に魅力あるものとして受け止めていたからだと
思います。 
 
彼らは自分で自分がしていることは間違っているのだと分かっていても、
どうすることもできずに、その生活から抜け出すことができずにいたので
す。そんな、どうしようもないと自分自身、思っていた人達がイエスの後
に従って行ったのです。そして、イエス様は彼らのその正直な心を喜び、
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それをしかと受け止め、そればかりではなく、そこから解放して下さった
のです。 
 
Ｃ・Ｓルイスは言いました「現在の生活に満足なために、神のほうを向く
ことができないという危険性は娼婦には皆無である。しかし、プライドと
共に生きる者、欲があり、自分をいつも正しいとする者は、その危険の中
にある」。 
 
“Prostitutes are in no danger of finding their present life so 
satisfactory that they cannot turn to God: the proud, the 
avaricious, the self-righteous, are in that danger” (A Mind Awake: 
An Anthology of C.S. Lewis) 
 
私達の働く職場で、私達はなかなか自分の心を正直に見せることができま
せん。私達の学校でも、それは難しいことでしょう。一番、身近にいる家
族の中でも自分を正直にさらけ出すことに困難を覚えることがあります。 
 
しかし、神様はご自身の前では、私達が正直に自分自身を明らかにするこ
とを望んでおられるのです。否、そのような姿を自分では隠していると思
っていても、神の前には全てが明らかなのです。神様はその私達を裁くた
めに、私の前に正直であれというのではありません。それを赦し、癒し、
包み込むために、そのことを望んでいるのです。不思議な言い方になりま
すが、そのことによって私達と神様との友情は育まれていくのです。 
 
おそらく、私達のありのままを正直に全て打ち明けて、それをまるごと全
て受け入れて、共にその人生を歩き続けてくれる人を見つけることは難し
いと思います。しかし、今日、お勧めします。その私たちの正直な心を引
き受けて下さるお方がいる。「私に打ち明けてごらん」と語りかけてくれ
る方、それがイエス・キリストなのです。このようにして、イエス様と私
達の友情は育まれていくのです。二つ目のこと、それは「神に従う」とい
うことです。 
 
神に従う 
 
私達が神様に従って生きていこうとする時、神様と私達の友情は深められ
ます。普通、私達は従順、すなわち“従う”ことが友情の特長の一つである
とは考えません。親やボスとの間には、その関係が成り立つでしょう。し
かし、友人関係ではこのようなことは考えないのです。 
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しかしイエス様はヨハネ１５章１４節で言われました「あなたがたにわた
しが命じることを行うならば、あなたがたはわたしの友である」。 
 
このところで使われている「友」という言葉は新約聖書の原語であるギリ
シア語で調べてみますと、そこには「愛情」と「従順」という意味が含ま
れていることが分かります。すなわち、主イエスとの友情には主に対する
愛と従順が含まれるということです。 
 
愛というのならわかります。しかし、友情に従順が含まれるというのはど
ういうことなのでしょうか。この従順には二つの受けとめ方があります。
一つ、それは「従わなければならない」という立場。これはとても辛い立
場です。そこには自発的な思いはなく、嫌々な気持ちで従うという義務感
だけがあります。あるいは、従わないと罰を受けるというような、恐れか
らの従順です。 
 
しかし、もう一つの従順とは「喜んで従う」ということです。それは、従
うに値する者のために、そしてその人に従っていくことが最善であり、喜
びなのだという思いからの従順です。そのお方の愛と恵みを感じて、それ
に応答していく生き方です。 
 
イエス様に従うということは、この後者になるのです。よく、この辺りを
誤解される方がいます。そう、その方は、あたかも前者のようにクリスチ
ャンは義務感や罪責感に対する不安や恐れから神に従っているのだろうと
思うのです。 
 
しかし、実際は全く違うのです。ヨハネによる福音書１５章９節―１１節
においてイエス・キリストはこう言われました「父がわたしを愛されたよ
うに、わたしもあなたがたを愛したのである。わたしの愛のうちにいなさ
い。もしわたしの戒めを守るならば、あなたがたは私の愛のうちにおるの
である。それは、わたしがわたしの父のいましめを守ったので、その愛の
うちにおるのと同じである。わたしがこれらのことを話したのは、わたし
の喜びがあなたがたのうちに宿るため、また、あなたがたの喜びが満ち溢
れるためである」。 
 
自分の願うことを何でも手に入れて、行きたい所に行けて、好きなものを
食べて、 
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健康も与えられて、そして、誰からも束縛されずに生活している。一見、
多くの人が夢見るライフスタイルかもしれません。「いつかそうなるため
に、今、がんばっている」という人もいるかもしれません。 
 
でも、不思議なのですが、これら全てを手に入れていても、傍から見てい
て全く幸せそうには見えない人がいます。その数は少なくはないのです。
なぜでしょうか。自分の好きなように生きている人は幸いだろうと私達は
思います。しかし、果たしてその人達が本当に人生を喜んで生きているか
というと、必ずやそうではないのです。 
 
私たちの前に私達の人生を決めるような二つの選択があるとしましょう。
あなたは、どちらをも選び取ることができます。そんな時、「どう考えて
も、あっちよりも、こっちを取ることが自分の願っていること」であるな
らば、私たちは迷うことなく、それを選択します。一時的にそれは私達の
喜びとなるでしょう。しかし、その喜びが長続きするかというと、そうで
はないのです。 
 
イエス様は「もし、私たちがキリストの戒めの内を歩むならば、私達は神
の愛の内を生きるのであって、私たちの喜びが心の中から満ち溢れてく
る」と言われます。 
 
私達は作り笑いはできますが、作り喜びはできないのです。テレビをつけ
れば、画面にはいつも笑っている人達がいます。しかし、喜びに満ち溢れ
ている人を私達は見ることはほとんどないのです。 
 
私達がキリストの前に正直に、そのキリストに従い生きる時に、私達は神
の愛の内を歩んでいるのであって、喜びが私たちの心の中から満ち溢れて
くるとイエス・キリストは言いました。そして、それは真理だと思います。
一時的な喜びならあるでしょう。しかし、喜びが満ち溢れてくるというよ
うなことが果たして私達の人生の中にあるのでしょうか。イエス様が私達
に与えようと願っておられることはこの喜びなのです。 
 
最後のことをお話しします。それは「神が大切にしていものを私達も大切
にする」ということです。 
 
神が大切にしているものを私達も大切にする 
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誰かの友になるということは、その友が大切にしていることを、こちらも
リスペクトするというこです。私たちが神様との友情を育むためには、私
たちも神様の大切にしておられるものを大切にしなければなりません。ま
た、別の言い方をするならば、神様が嫌うものに対しては、私達もそのこ
とを考慮しなければなりません。 
 
ボーイフレンドがサッカーが好きな人であったなら、それまでサッカーに
興味がなくても、テレビや新聞でサッカーの結果を気にするようになるで
しょう。ガールフレンドが「マリンブルー」が好きだということが分かれ
ば、どこにいってもマリンブルーの贈り物を探している自分がいるでしょ
う。 
 
同じように、私たちがイエス様との交わりを深めていくならば、イエス様
が関心をもっていることに私達の関心がおよび、イエス様が大切に思って
いるものを、私達も大切にするようになります。 
 
それでは、神様は何を大切に思っているのでしょうか。それは、全て聖書
の中に書かれています。私達が誰かに恋する時のことを考えてみて下さい。
送られてきたラブレターを隅から隅まで読まれた方いるのではないでしょ
うか。その字から、彼、あるいは彼女が今、何に興味があって、何を考え
ているのか、心を集中して、その時の字体から、文章の背後にある気持ち
まで察しようとはしないでしょうか。 
 
神様が何を重んじているのか、何を大切にしてらっしゃるのか、それは聖
書の一ページ、一ページに触れられています。それを見つけて、神様が大
切にしているものを私たちも大切に生きるのです。そして、それは私たち
の人生を豊かにし、私たちは真の幸いというものを知るようになります。 
 
自分が大切にしているものを尊重してくれる、そして、自分をも大切にし
てくれている、そんな友を私達はないがしろにするでしょうか。いいえ、
互いの友情はますます育まれていくに違いありません。神様も同じように、
私たちが神様の大切になさっているものを大切にしていく時に、その友情
は育くまれていくのです。 
 
今日は３つのことを見てきました。神の前に正直になるということ。人間、
皆、神の前に優劣はありません。神の目から見れば、私たちは皆、医者を
必要としている者なのです。そんな私たちに神様は「正直にありのままで
私の元に来なさい」と語りかけています。私があなたの人生、その終りま
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で、あなたに付き添い、あなたを包み、あなたを癒すとイエス・キリスト
は言っておられます。 
 
そして、このキリストと私たちの関係は、キリストへの私達の従順によっ
て成り立ちます。この従順とは自由を失うことではなく、嫌々ながらの従
順ではありません。キリストに従うことにより、喜びが心の底から満ち溢
れてくるのです。 
 
そして、最後に私たちはこのキリストを愛するが故に、イエスが喜ぶこと
を、大切にしていることを、自分も喜び、大切にするという人生へと導か
れるのです。それが私達に命をお与えになった神が願う私達の王道の人生
です。 
 
これらが神様との友情を深めていくのです。そして、その友情に終わりは
なく、それは永遠に続く友情なのです。お祈りしましょう。 


