
『自分を好きになる』
― 聖書は何と言っているか ―

自分を好きになり、自分らしさを大切にする、という考

えは聖書に反する、という人がいます。一方で、聖書こそそ

うするべきだと教えている、と確信している人もいます。

実際、自分を好きになり、自分らしさを大切にすることは、

聖書が授ける知恵によってでも、そこから逸脱してでもでき

ます。というのは、自尊心には、高慢な自尊心と謙遜な自尊

心の両方があるからです。

この冊子は、人が神の視点で自分を見ることができれば、

自分を尊び、自分を大切にすることができる、という確信に

基づいて書かれています。神がさせてくださるなら何でもで

きると信じている人たちこそ、もっとも健全でもっとも現実

的な自己イメージを持っている人たちです。

マーティン・Ｒ・デ・ハーン二世
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自分らしさを

大切にすることの重要性
高校生の男女が、生物のクラスで隣同士の席に座ってい

ました。ところが、彼らの住んでいる世界はまったく違いま

した。男子生徒の方は、非常に恵まれた環境にいましたが、

女子生徒の方は、多くの障害を克服しなければなりませんで

した。この男子生徒は、美男美女の家系に生まれ、高級住宅

街で育ち、家族の富と成功がもたらす数多くの社会的な特権

にあずかっていました。女子生徒の方は、特に美人というこ

ともなく、財産とは縁のない家庭で育ち、勉強もがんばって

やっと普通程度、という状態でした。

このふたりには、その他にも違いがありました。彼は、

自分の顔立ちが嫌いで、自分のすべてに疑いを持っていまし

た。また、親が金持ちだからみんながちやほやしてくれるの

だ、とすねていました。一方、彼女の方は、陽気で、学校生

活によく適応しており、自分の限界を知ってはいましたが、

周りの期待以上のことをやろうと心に決めていました。

このふたりは、まったく違った見方で自分自身を見つめ

ていました。彼が裕福さの中に見出していたものを、彼女は

自分を好きになることの中に見出していました。彼がルック

スの中に見出していたものを、彼女はありのままの自分を受

け入れることで手にしていたのです。このふたりを見ていて

わかるのは、人には自分で自分を見る見方がそれぞれあり、

それによって自分の価値を計っているということです。

理解しにくいかもしれませんが、自分のことをどう思う

かは、容姿や能力によって決まるのではありません。自分に
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とっての「大切な人」が、自分をどのように扱ったかに、もっ

とも影響されるのです。そのような人が、愛情深く接してく

れたなら、人は健全な自己イメージを持つようになります。

反対に、自分の存在を「不必要」だとか「不十分」だと感じ

させられてきたら、次のように思うでしょう。

	 「自分のどこかがおかしい。」

	 「自分はみんなに溶け込んでいない。」

	 「自分で自分が好きになれない。」

	 「大切な何かが自分には欠けている。」

	 「他の人より見劣りする。」

	 「人の目を避けたい。」

自分のことをどう思うかは、その人が何を

持っているかによって決まる、とは必ずしも

言えません。それはなぜでしょう。

自分が好きになれず、自分には与えるものが何もないと

思っていると、まるで悪魔に呪われているかのように、そう

いう行動をしてしまいます。自分のことを卑下していると、

人づきあいを避けたり、チャレンジに消極的になったりして、

何かに一生懸命取り組むことができません。うまくいかない

だろうとウジウジしているなら、そのとおりになります。自

己卑下は、必ず的中する「失敗の予言」になり得ます。人生

の成功者に必要な素養が自分には備わっていないと信じ込ん

でいるなら、人生の敗北者になるのは火を見るよりも明らか

です。
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一方で、自分に自信を持っているなら、それは神の恵み

です。人のために何かを提供できると信じている人は、他人

の役に立つことをしようとします。健全な自信を持っている

人は、人と積極的に関わり、チャレンジ精神も旺盛です。自

分を信じられる人が自分の夢をかなえることができる、と

言っても過言ではありません。

ところが、自信を持つことには、否定的な側面もあるの

です。自分を大切にするのはよいことですが、テレビや学校、

そして自己啓発運動の啓蒙家などが推賞する「積極思考」に

は、ある種の危険性が潜んでいるので、それに気づかなけれ

ばなりません。自己否定や自己卑下から人々を救うという理

由づけをして、誤った希望を与えている人もたくさんいます。

健全な自己イメージを持つためには、現実を直視しなけ

ればなりません。健全な自己イメージというのは、次のよう

に主張する自尊心ではありません。

	こうしたいと思ったことは、何でもそのとおりになる。

	もっとよいものが与えられて当然だ。

	誰の助けもいらない。

	何の悔いもない。

	何も恐れていない。

健全な自己イメージは、自分自身の長所と短所を公正に

判断することから生まれてきます。そして、自信を持って次

のように言えます。

	私の人生には目的がある。

	私はみんなに溶け込んでいる。

	私は人を大切にできるし、人からも大切にされている。

	私は周りから必要とされているし、私も周りの人たち

を必要としている。
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	犯した過ちに対しては、赦しを請おうと思っている。

	神が助けてくださるなら、私は何にでもなれる。

高すぎるプライドは、自己卑下と同じくらい有害です。

自己欺瞞（じこぎまん）は、わがままの原因になります。自

分には与えられてしかるべきものが与えられていない、と思

うようになり、神や周りの人の助けが必要だ、という事実か

ら目をそむけるようになります。

健全な自己イメージを持つためには、 

現実を直視する必要がある。
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コンプレックスの原因
なぜ自分を好きになれないのかという問いに答えるため

に、親の代までさかのぼらなければならないこともあります。

旧約聖書の創世記から申命記までの５つの書を記したモーセ

は、「父の咎」が子孫に否定的な影響を与えると言っていま

す（出エジプト２０：５）。

子どもの頃、アルコール中毒やギャンブル好きの親を持っ

ていた人、または親から肉体的あるいは心理的な虐待を受け

ていた人、もしくは、何らかの理由で親にかまってもらえな

かった人たちが告白することは、モーセのことばの正しさを

証明しています。子どもの心は寛大で回復力に富んでいます

が、それでも、愛情を注がれ大切にされることを必要として

いた時期に、そうしてもらえなかった幼い心の傷は、簡単に

癒されることはありません。親に拒否されたことのある人は、

成人してからも、自分を好きになれず、生涯苦しむことがよ

くあります。

愛されたことのない子どもは、意識しているか否かにか

かわらず、二度と傷つけられることがないようにあらゆるこ

とを試みます。再び拒否されることを恐れて、鬱病や薬物依

存、不特定多数の相手とのセックス、原因のはっきりわから

ない恐怖症などの「心の暗やみ」に引きこもってしまうこと

があります。中には、拒否されることを恐れて、人と感情的

な一体感を持つことや、特別な人間関係を築くことを避ける

人もいます。しかし、人間関係を避けることによって心の痛

みが生じます。そして、どんどん自分を追い込んでいき、ま

すます自信を失っていきます。そして、気がめいってしまい、

態度にそれが表れるようになります。
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健全な自己イメージとは
カトリック教会で使われている聖書に収録されているシ

ラ書（集会の書）には、自分らしさを大切にすることについ

ておもしろい記述があります。

「子よ、慎み深く、自らに誇りを持ち、自分を、あるが

ままに、正しく評価せよ。自分自身を汚す者を、だれが

正しい人と認めてくれるだろうか。自分自身を軽んじる

者を、だれが重んじてくれるだろうか。」（シラ書１０：

２８～２９新共同訳）

このことばは、日常生活に適用できる実際的な知恵だと

言えるでしょう。自分で自分が信頼できないような人を、他

人が信頼してくれるはずはない、という事実に気づいている

人はたくさんいます。

上記のシラ書は、プロテスタント教会が使っている聖書

には収録されていません。ということは、キリスト教のすべ

ての教会が、このシラ書を霊感によって書かれた権威ある書

だと認めているわけではありません。そういうときは、世の

中のさまざまな考え方を考察するときと同じように、上記の

引用個所を取り扱います。つまり、聖書のみことばが、シラ

書のように、謙遜を失わないようにしながら自分らしさを大

切にするのはよいことだと言っているかどうか、調べてみる

のです。

お察しのこととは思いますが、謙遜を教えるみことばを

聖書の中に見出すことはむずかしくありません。聖書は、低

い自己イメージに苦しんでいる人よりプライドの高すぎる人

を、憂いているように思われます。たとえば、パウロはロー

マ人への手紙の中でこう言っています。
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「私は、自分に与えられた恵みによって、あなたがたひと

りひとりに言います。だれでも、思うべき限度を越えて

思い上がってはいけません。いや、むしろ、神がおのお

のに分け与えてくださった信仰の量りに応じて、慎み深

い考え方をしなさい。」（１２：３）

「神がおのおのに分け与えてくださった信仰の量りに応

じて、（自分自身に関して）慎み深い考え方をしなさい」とは、

いったいどういう意味だったのでしょう。この疑問に答え

るためには、この手紙を実際に受け取った当時の人たちの

状況をまず考えてみて、それを踏まえて理解することが大

切です。そうして読み進んでいくと、パウロが何を求めて

いたかが分ります。

それは、第一に、教会の人たちが互いの長所を認め合い、

互いのためにそれらを活用することです（１２：４～８）。

健全な自己イメージには、神なしでは何もで

きない、という人生観が反映されています。

第二に、彼らが「慎み深い考え方」をすることです。パ

ウロは、教会の人たちが、したいことは何でもできる、とか、

なりたいものには何にでもなれる、と思い込んではいけない、

と考えていました。むしろ、現実的にものごとを考え、自分

を制して慎み深く行動することが大切だと思っていました。

第三に、自分で自分を制することを尊びつつも、自分た

ちは神の主権と互いの助け合いに依存しているという認識を

失ってはいけない、ということでした。
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他の教会にあてた手紙の中では、自分の理解を超えるこ

とが起こったときでも、神を信頼しつづけた、と証していま

す。パウロは、神だけが、人の一生とはどういうものか、また、

私たちの人生の目的が何であるかを知っておられる、と確信

して、こう書いています。

「私たちは、自己推薦をしているような人たちの中のだれ

かと自分を同列に置いたり、比較したりしようなどとは

思いません。しかし、彼らが自分たちの間で自分を量っ

たり、比較したりしているのは、知恵のないことなので

す。・・・自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦され

る人こそ、受け入れられる人です。」（Ⅱコリント１０：

１２、１８）

当時の背景を捉えながらこの手紙を読むなら、パウロに

は使徒としての自尊心がありましたが、その自尊心は威厳と

謙遜の両方で成り立っていたことがわかります。やさしく親

切であるよう努力する一方で（１０：１）、神が任務をお与

えになったのなら、それをやりとげる強さは必ず与えられる、

と信じていました（１０：２～６）。パウロの自信は、「神な

らできる」という信仰に基づいていました。自分の能力に対

するうぬぼれや人に誉められて得た自信でもありませんでし

た。

人の視点で見た場合

聖書は、自分の存在価値を認めるように勧めていますが、

その源は神です。一方、学校やカルチャー・スクールなどで

は、神や宗教というものに触れることなく、個々の人間には

価値がある、人は自分自身を好きになるべきだ、などと教え
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ます。そういう教育の

目的は、自分を大切に

できないことで、学校

を中退したり、「ノー」

と言えずに未婚の女性

が妊娠したり、非行に

走ったり、アルコール

や薬物に依存すること

がないようにするため

です。このような活動

を支えているのは、自

分に大きな価値があると信じることはすべての人々に推薦で

きる人類共通の価値観だ、という信念です。

教育者や講演会の講師は、宗教的な視点や霊的な権威を

持ち出さずに、若い人たちにこう信じるように勧めます。「自

分を好きになりましょう。あなたは、どうでもよい人間では

ありません。特別な人です。他人に利用されないようにしな

さい。自分を愛してください。自分を信じて、自分の可能性

に挑戦し、自分の思うとおりに、自分らしく生きなさい。自

分を大切にしてください。自分がこれらのことをしないなら、

いったい誰があなたのためにそうしてくれるでしょう。」

肯定的な自己イメージを持つように人に勧めることはよ

いことです。実際、誰かが自分の可能性を信じてくれたり、

自分を信じるようにと教えてくれたりしたので、努力して自

分の人生を意義あるものにしたという人がたくさんいます。

しかし、「自尊心」という名のもとで教えられることは微

妙で、誤った方向に人々を導きかねない、というのも事実で

自己イメージ

人の視点

自分を大切に

する

自分が高く

評価される

ようにする

自分のために

生きる

神の視点

自分と同じ

ように人を

大切にする

謙遜になる

自分に死ぬ
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す。「こうなりたいと強く思ったら、必ずそうなる」という

のは、ある程度正しいことですが、１００パーセント正しい

かと言うと、そうではありません。「過去を悔いる必要はない」

というのは、往々にしてまちがいです。恐れや罪責感を払拭

し、過去を悔いず、自分の感情に忠実に行動しなさい、とい

う勧めは一時的な気休めです。真理に背を向けてでも肯定的

な感情を持つべきだ、というアドバイスは、長期的に見た場

合、取り返しのつかない結果を招きかねません。

神の視点で見た場合

聖書は、人の視点だけでなく、神の視点にも着目して人

生の価値を理解するように求めています。このような視点に

基づいて、自分らしさを大切にするように成長するまでには、

多くの課題を乗り越えていかなければなりません。聖書は、

自分を愛することが重要であると認めていますが、それ以上

のことを語っています。つまり、自分自身を否定的に見たり

過去を悔やんだりという過程を経ることは、長い目で見れば

有益だと言っています。そして、ひとりの人が、究極的な健

全さと幸福を手にできるかどうかは、この真理を納得したか

どうかにかかっている、というのです。

こう書くと、この先を読むべきかどうか迷ってしまう人

がいるでしょう。どうぞ、恐れないでください。この冊子を

読んで失うものがあったとしても、神がくださる心の健康と

幸福な人生には代えられません。問題は、神の視点で自分を

見るという生活の余裕が、今のあなたにあるかどうかではあ

りません。むしろ、今この重大事項と向き合わずのんびりし

ている余裕が、果たしてあるかどうかです。というのは、神



©2013 RBC ミニストリーズ14

の視点で見て自分を大切にするということは、この世の命が

取り去られた後でさえ、重要だからです。

私たちは、明日のことはわかりません。ですから、どう

か読み続けてださい。あなた自身のためばかりでなく、あな

たに関わりのある人たちのためにもそうしてください。聖書

的なアプローチは私の感性には合わない、と最初は感じるか

もしれません。私たち人間は、全知全能の神ほどには正確に

自分自身を理解していませんから、あなたがそう感じるのは

当然です。しかし、人間は、自分を愛すること、憎むこと、

そして自分に死ぬことの３つがすべて分って初めて幸福にな

れます。神がそうおっしゃるのです。ですから、これらをひ

とつずつ見ていくことにしましょう。

自分を愛する

皮肉なことですが、聖書は、人が自分を愛していること

を前提として書かれています。イエスは、このことをご存知

だったので、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」

（マタイ２２：３９）とおっしゃいました。

使徒パウロも、夫婦の在り方について教えている場面で、

人はごく自然に自分自身を愛するものだ、とはっきり言って

います。

「そのように、夫も自分の妻を自分のからだのように愛さ

なければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛し

ているのです。だれも自分の身を憎んだ者はいません。

かえって、これを養い育てます。それはキリストが教会

をそうされたのと同じです。」（エペソ５：２８～２９）

自分の経験に照らしてみても、確かにそうです。私たちは、
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普通、何を食べるか、何を着るか、そしてどのように自分を

守るかなどに気を配ります。また、自分の権利を守りたいと

思い、他人に利用されそうになったらイライラしたりムッと

したりするでしょう。私たちは、自分ならできると思ったこ

とができなかったり、周りの人の期待に応えられなかったり

すると、不快感や自分に対する怒りを感じますが、これも自

分が大切であることの証です。

自分自身を本当に愛していないなら、コンプ

レックスなど生まれるわけがありません。

自分の容姿にコンプレックスがあったり、何かに失敗し

て自分に失望したりするのは、自分のことを気にかけている

からだ、という事実は、ときとして見落とされがちです。も

しそうでないなら、他人にどう思われようと気になりません。

そんなことは、どうでもよいはずです。自分の心の痛みにも、

関心はないでしょう。鏡の前で身だしなみを整えて時間を浪

費することもありません。自分が大切でないなら、「死んだ

方がましだ。」と悩むこともないでしょう。

さて、ここで、あなたがいままで考えてもみなかったこ

とについて、書くことにしましょう。それは、聖書によれば、

本当に自分を愛しているなら、自分を憎むものだ、という

ことです。

自分自身を憎む

自分自身を憎むということについて、聖書は何と言って
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いるでしょうか。明らかなことは、それが自分の一重まぶた

やだんご鼻、あるいは短足を憎むことではない、ということ

です。色黒やくせ毛、あるいはひどい物忘れや、手先の不器

用さなどを気にするようにと、神が求めておられるわけでも

ありません。神が望んでおられることは、私たちの心の健康

にとって大きな脅威、つまり、自分本位な性格を憎むことで

す。これは、人類に共通した堕落的な特性で、パウロは次の

ように書いています。

「そういうわけで、私は、善をしたいと願っているのです

が、その私に悪が宿っているという原理を見いだすので

す。すなわち、私は、内なる人としては、神の律法を喜

んでいるのに、私のからだの中には異なった律法があっ

て、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、

からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見い

だすのです。私は、ほんとうにみじめな人間です。だれ

がこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょ

うか。」（ローマ７：２１～２４）

パウロが自分自身に感じていた不満と「自分を好きにな

る」という考え方は、無関係のように思えるかもしれません。

しかし、自分の内面の不完全な部分に、素直に「嫌いだ」と

言えるような積極性は、日常生活の他の部分にも現れます。

サッカーの監督が選手にゲームプランどおりの試合運びをさ

せるためには、まず選手が自分の実力に対して持っているプ

ライドを打ち砕く必要があります。自分の中にある人間的な

弱さや過ちを直視することを学ぶのは、古い家を解体してか

ら新しい家を建てる大工仕事のようなものです。パウロは、

それを実行した人でした。
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もし、ある人が、自分の力で自分のためだけに生きよう

と心に決めていたら、その人は決して自分を好きにはなれま

せん。ですから、このような傾向は、憎まなければなりませ

ん。そして、パウロがしたように、そのような殻から自分を

解放してください、と神に助けを叫び求めなければなりませ

ん。そうすることによって、必要だとはわかっていても実行

を躊躇する次のステップへ進むことができます。

自分自身に死ぬ

ある人の内面が著しく成長し、本当の意味で自分を大切

にできるようになるには、まず自分自身に死ななければなら

ない、と聖書は命じています。自分を大切にするために自分

に死ぬというのはおかしい、と思う方もおられるでしょうが、

これは真実です。イエスは、こう語られました。

「わたしのもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉

妹、そのうえ自分のいのちまでも憎まない者は、わたしの

弟子になることができません。自分の十字架を負ってわた

しについて来ない者は、わたしの弟子になることはできま

せん。」（ルカ１４：２６、２７）

私たちは、「自分はこれでよいのだ」と 

思い込もうとしますが、そういう努力は 

やめなければなりません。

幸せになるためには、イエス以外の支えを、すべて捨て

なくてはなりません。イエスとの関係を、人生の最優先事項
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にしなければなりません（ヨハネ１２：２５を参照のこと）。

草木が成長するために種が死ななければならないように、イ

エス以外のものに頼ることをやめなければ、幸せにはなれま

せん。神に自分の人生を完全にゆだねれば、自分の存在に尊

厳を感じ、自分の人生に意義を見つけ、自分を心から受け入

れる、という究極の祝福にあずかることができます。

このようなことは厳しすぎるし自虐的だ、と思うかもし

れません。しかし、永遠という視点で自分と自分の未来を見

たなら、自分の人生は自分でコントロールさせてくれ、と言っ

て神と争うような自信過剰は、実は、自分の安全を脅かして

いるということがわかるでしょう。私たちは、創造者に仕え

るように造られました。ですから、神以外の人や物に仕えよ

うとするなら、虚しく満たされないように感じます（伝道者

の書１２：９～１４を参照のこと）。神にお仕えできるのは

人としての特権で、そうすればとても心が満たされるように、

私たち人間は造られているのです。
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自分を計る価値観
天の父なる神は、人間の良い親と同じように、自分の愛

する子どもが自分を好きになるように望んでおられます。し

かし、人間の自分勝手な思いこみではなく、神が正しいとさ

れる道筋に従って、そうなるように望んでおられます。そん

なことを言われると、「イヤだなぁ。」と思ってしまうかもし

れません。しかし、実際は違います。神の価値観は、移ろい

やすいこの世の価値観と違って、確かで意義深いものです。

人の視点で見た場合

私たちは、以下のようなものに価値があると考えます。

そして、これらを持つことで自分に自信を持ったり、幸せに

なったりできると考えがちです。

	目鼻立ちとスタイルのよさ 	すばらしい頭脳

	たくさんのお金   	健康で強靭な肉体

	洗練された身のこなし   	芸術的な才能

	裕福な生活   	各分野での高い能力

	趣味や娯楽   	知名度

	広い家や高級車 	権力

もし、これらがすごく大切だと思っているなら大変です。

これらは表面的で長続きせず、人を誤らせる価値観だからで

す。あなたの人間としての値打ちを、ルックスと能力に経済

力をプラスして単純に算出することはできません。

容姿や頭脳、財力や腕力で他の人に劣っているので、自

己嫌悪しても当然だ、という考えはまちがっています。人生

にとって大切なことは、高学歴、高収入や、高級ブランドで
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長身の身を包むことだ、という嘘を信じてはいけません。

しかし、このような風潮の世の中で生きている子どもた

ちは、自分の体型や頭の良さ、親の社会的地位などによって

甘やかされたり、無視されたり、いじめられたりします。子

どもたちは、コロコロと勝手に変わるこの世の「型」に上手

にはまれるかどうかによって、自分に自信を持つようになっ

たり、そうでなかったりします。

ずっと自分を好きでいられるかどうかは、何

に価値があると考えるかによって 

決まります。

この世が良しとしている価値を、いつも批判すべきなの

でしょうか。そうではありません。この世の価値には、それ

なりの意味があります。財産や外見、能力や影響力などを評

価することが、神の視点から見て適切である場合もあります。

私たちは、神が与えてくださったものを用いて最善を尽くす

べきです。身なりを整え、服装の配色に気を配ることには、

それなりの価値があります。こうして、自分に自信を持つこ

とは、限定的ですが、可能です。

自信を持って生きるために本当に必要なものは何でしょ

う。聖書に、神が預言者サムエルにイスラエルの次期国王に

ついて語られる場面があります。神は、ある「有望な候補者」

についてこうおっしゃいました。
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「彼の容貌や、背の高さを見てはならない。わたしは彼を

退けている。人が見るようには見ないからだ。人はうわ

べを見るが、主は心を見る。」（Ⅰサムエル１６：７）

しかし、神は心の内をご覧になると書かれたすぐあとに、

国王として油注がれたダビデのことがこう記されています。

「血色の良い顔で、目が美しく、姿もりっぱだった。」（Ⅰサ

ムエル１６：１２）神が目を留められるのは人の心ですが、

このお方は現実的なお方でもあるので、人間が重要だと考え

ることも考慮されたようです。私たちは、このような神の基

本原則に基づいて、自分に自信を持たなければなりません。

預言者エレミヤは、試練に遭って死の危険に直面してい

た人々にこう言いました。

「主はこう仰せられる。『知恵ある者は自分の知恵を誇る

な。つわものは自分の強さを誇るな。富む者は自分の富

を誇るな。誇る者は、ただ、これを誇れ。悟りを得て、

わたしを知っていることを。わたしは主であって、地に

恵みと公義と正義を行なう者であり、わたしがこれらの

ことを喜ぶからだ。』」（エレミヤ９：２３、２４）

神の視点で見た場合

あなたは、損得勘定で行動しますか。それとも、「これが

正しい」という信念が、あなたを動かすでしょうか。人から

評価されることが大切ですか。それとも、誰も見ていなくて

も、正しい行いをする、ということが大切なのでしょうか。

人から何かを得ることに心を向けていますか。それとも、自

分は何を与えられるだろうか、ということに心を砕いている
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でしょうか。周りの状況

に、いつも左右されてい

ますか。それとも、自分

の人生を導くしっかりと

した原理原則や指針を心

に持っていて、どのよう

な状況でも人生の目的を

失わず堂々と生きていけ

るでしょうか。このような内面性の違いが、自分で自分を

見る目を決定づけます。しかし、その内面の世界が神によっ

て造られたかどうかが、最も大きな問題なのです。

神に人格を形成していただくためには、何をすればよい

のでしょう。使徒パウロは、ローマ人への手紙の中で、健全

な自己イメージは、神との質の高い信頼関係によって形成さ

れると述べています。ローマ人への手紙１２章は、神の視点

による健全な自己イメージを形成するための３つのステップ

を記しています。つまり、（ステップ１）自分の権利を放棄

して神を信頼し、神に従わなければならない。（ステップ２）

世俗的な価値観に染まらないように抵抗しつづけなければな

らない。（ステップ３）神のみことばと神のみこころを学んで、

自分の心を刷新しつづけなければならない。

これら３つのステップは、以下のみことばに示されてい

て、それに従えば、神の視点で自分自身を見ることができま

す。

「そういうわけですから、兄弟たち。私は、神のあわれみ

のゆえに、あなたがたにお願いします。［ステップ１］あ

なたがたのからだを、神に受け入れられる、聖い、生き

価値

人の視点

外見

頭脳

富

才能

神の視点

性質

態度

寛容

忠実



©2013 RBC ミニストリーズ23

た供え物としてささげなさい。それこそ、あなたがたの

霊的な礼拝です。［ステップ２］この世と調子を合わせて

はいけません。［ステップ３］いや、むしろ、神のみここ

ろは何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れら

れ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一新に

よって自分を変えなさい。私は、自分に与えられた恵み

によって、あなたがたひとりひとりに言います。［その結

果］だれでも、思うべき限度を越えて思い上がってはい

けません。いや、むしろ、神がおのおのに分け与えてく

ださった信仰の量りに応じて、慎み深い考え方をしなさ

い。」（ローマ１２：１～３）

その次には、神に自らをささげた人の態度が語られてい

ます（１２：４～２１）。このような原則に従って生きるな

らば、自分の内面性についても外での言動についても自尊心

をもつことができます。パウロは、彼の手紙の読者たちが、

世間の悪に押しつぶされてしまうのではなくて、善をするこ

とによって悪に打ち勝つように、常に励ましています（１２：

２１）。
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人の性質は生まれつき

善なのだろうか
聖書の語る「健全で現実的な自己像」には二面性があり

ます。表には「自分を好きになりなさい」と書かれ、裏には「自

分を嫌いになりなさい」と書かれているのです。もし、一方

を無視して他方だけを主張するなら、それは神の視点ではな

くて人間の視点で自分を見ていることになります。

人の視点で見た場合

社会科学の研究者や

教育者の中には、人は悪

を知らずに生まれてくる

が、人格形成の過程で周

囲の環境によって傷つき

欠陥が生じる、と言う人

がいます。人間は文化を

越えて同じような人格的

欠陥をその行動に示すに

もかかわらず、人格の

欠陥は、「社会のプレッ

シャー」というインクで

無垢な心に書き込まれる

のだと言います。彼らは、人間は真っ白な状態からスタート

し、人間の本質は社会との接点ができるまでは、善悪とはまっ

たく無関係だと考えています。

人の性質

人の視点

目的を持たずに

生まれてくる

何も知らずに

生まれてくる

基本的には

善である

物体から

進化した

神の視点

神のために

神によって

創造された

罪を背負って

生まれてくる

生まれつき

悪である

神のかたちに

創造されている
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人間は進化の産物だ、と考えている人たちの視点は、次

のようなものです。つまり、人間は地球上の生き物が適応と

偶然の結果たどりついた高等動物なので、その本質的性格は

善でも悪でもなく、適者生存の原理が現時点で表れているに

過ぎない、というのです。

神の視点で見た場合

聖書によれば、人間の本質は、神聖な尊厳と倫理的な堕

落という両極端のことがらによって形成されています。聖書

が語る人間の本質は、創世記から黙示録まで一貫しています

が、大いに賞賛される部分と、きびしく批判される部分があ

ります。

神聖な尊厳

聖書によれば、人間は尊厳をもって生まれてきます。創

世記は、人は神のかたちに造られたと記しています。それは、

人が他のものとは決定的に異なっているということです。鳥

や魚、昆虫も、神によって創造され、神のために存在してい

ます。しかし、これらの動物には、神を知的に知り、神と語

り合い、自らの意志をもって神に従い、神との親しい関係を

喜ぶ能力が備わっていません。これは、人間にだけあります。

人は、ひとり残らず、神のかたちに造られています。ですか

ら、（たとえ人よりも大切にされていたとしても）ペットよ

りも価値があります。山や海や川よりもはるかに尊いのです。

この地球上にあるすべてのものを合算しても、まったく比較

にならないほど価値があります。私たちは、「神の作品」と

いうラベルの付いたブランド品です。造られた目的が特別な
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ので、価値を十分に計ることなどできないほど尊いのです。

イスラエルの王であったダビデは、神のみこころにかなっ

た人で、人の尊厳の源が何なのか、理解していました。彼は

次のように書いています。

「それはあなたが私の内臓を造り、母の胎のうちで私を組

み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に、

奇しいことをなさって恐ろしいほどです。私のたましい

は、それをよく知っています。私がひそかに造られ、地

の深い所で仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れ

てはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、

あなたの書物にすべてが、書きしるされました。私のた

めに作られた日々が、しかも、その一日もないうちに。」（詩

篇１３９：１３～１６）

自分が願うような容姿や能力、あるいは社会的な特権を

すべての人が持っているわけではありません。しかし、神は

神ご自身のために、私たち一人ひとりをお造りになりました。

そして、その神のみこころと知恵によって生かしてください

ます。容姿の善し悪しやお金のあるなし、あるいは人種など

とは関係なく、人が創造された理由は、神ご自身を知り、こ

のお方に栄光を帰し、このお方との交わりを楽しむためなの

です。

人間の堕落

しかし、創造されたときのままの状態で生きている人は、

ひとりもいません。というのは、人間と創造主である神との

霊的な結びつきが壊されてしまったために、人の本質が、あ

らゆる点で傷つき病んでいるからです。キリスト教の神学者
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たちは、これを「人間の堕落」と呼んでいます。

道徳的に完全な人間はひとりもいませんが、それは人間

の本質が悪だから、というのではありません。むしろ人間は、

その霊性や神聖さに生まれつき欠陥がある「病んだ存在」で

す。ですから、人は頑固に神を認めず、自己中心的な生き方

をしがちなのです。

私たちも、人間が代々受け継いでいるこの霊的欠陥に縛

られています。ですから、悪いとわかっていることを心地よ

く感じたり、善いことをするのにきまりの悪さを感じたりし

ます。また、性的な誘惑に負けやすく、物質欲や権力欲に駆

られます。何かを奪い合うような状況になったら、非常に攻

撃的になりがちです。聖書が語る人間の性質（ローマ１～３

章）を、次から次へと証明するように行動してしまうのは、

そのためです。

このような自分の心の状態が、自己イメージに影響を与

えないでしょうか。もちろん、与えます。どこかおかしいと

直感的に感じていて、自分を好きになれるはずがありません。

「もっと高いところを目指し、もっと清い空気を吸い、もっ

とやさしくなりたいのに・・・」と叫ぶ声が、心の奥底から聞

こえてきます。しかし、素直になれない自分が、そこにいるの

です。

「自分だけを信じる」という生き方は、「人間の堕落」の

ひとつの現れですが、これがコンプレックスを刺激します。

人の心には不満の種があります。自分は正当に扱われていな

い、自分にはもっとよいものが与えられるべきだ、と思って

います。なぜ、他の人たちのように、容姿や能力に恵まれな

かったのか、好ましい社会環境や人間関係が与えられなかっ



©2013 RBC ミニストリーズ28

たのか、と怒りを感じています。いまの自分が好きになれま

せん。ですから、もっと良いものを得てコンプレックスを克

服しなければ、と考えます。しかし、このように感じるのは「人

間の堕落」にだまされているのだとは気づきません。コンプ

レックスだと思っているものは、実は傷ついたプライドなの

だ、ということに気づかないのです。

怒りやねたみで心が乱れるのは、傷ついたプライドのせ

いだ、というときがあります。それを認めるのは、簡単なこ

とではありません。しかし、真実は事実です。心に恨みが潜

んでいると、「傷つけられることもあるのだから、傷つける

ことがあってもよい」と納得してしまい、自分がされたこと

を他の人にもしてしまいます。そうして、人間関係の難しい

問題を乗り越えるのではなく、その問題の一部になってしま

います。
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誰の意見に

耳を傾けるべきだろう
聖書は、私たちが霊的に満たされれば、コンプレックス

からも解放されると語ります。逆説的ですが、自信過剰も解

消する、といいます。もう一度、人の視点と神の視点の大き

な違いに注目しましょう。自己イメージを再構築するにあ

たって、いったい誰の意見に耳を傾けるのか、まずそれを決

めなければなりません。

人の視点で見た場合

コンプレックスから抜け出す唯一の方法は、自分の人生

でもっとも大切な人は自分だと考えることだ、と言う人がい

ます。人の視点を要約すると、次のようになります。「いろい

ろな問題の答えは、あなた自身の中にあります。人に拒否さ

れたり、侮辱されたり、不公平に扱われることを乗り越えて

いくために必要なものは、あなたの心の奥底にあります。そ

れを引き出して使わなければなりません。みんなもそうして

きました。あなたにもできます。自分でこうなりたいと思っ

たら、そのとおりになれます。夢を持ちなさい。それが実現

できると信じ、実現しなさい。自分を信じなければなりませ

ん。自分の力を頼って頑張らなければなりません。人が助け

てくれるのを待っていてはいけません。あなたはナンバー・

ワンです。しんがりに甘んじてはいけません。強引に前進し

なさい。人が扉を開けてくれるのを待っていてはいけません。

突破口は自分で作るのです。なめられてはいけません。夢を

あきらめてはいけません。それを手にする資格が、あなたに
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はあるからです。欲しいものを、逃してはいけません。あな

たの人生でもっとも大切なのは、あなた自身なのです。」

最善を選択するために勇気と意志の力が必要だ、という

点で、上記の視点は正しいと言えるでしょう。しかし、これ

がすべてではありません。もっとよい視点があります。

神の視点で見た場合

聖書は、人にとってもっとも大切な存在は「私」ではなく、

思いも及ばないほど「私」を気づかってくださる神だ、と語っ

ています（エペソ３：１４～２１を参照のこと）。

聖書は、すべてを造られた偉大な宇宙の王である創造主

が、救い主として歴史の舞台に登場された、と語ります。神

は、私たちにいのちをく

ださった（ヨハネ１：１

～４）だけでなく、私た

ちを「堕落」から救うた

め、人間となってこの世

界に来てくださいました

（ヨハネ１：１４）。何と

もすばらしい話です。

マタイ、マルコ、ルカ、

そしてヨハネが記した福

音書の共通した記述は、

創造主である神が、イエ

ス・キリストという人の姿で私たちのために来られ、私たち

とともに歩んでくださった、と証言します。さらに、このお

方は、私たちのために生きてくださっただけではなく、何と、

大切な人

人の視点

答えを

持っている

自分ですると

決めたことを

実行できる

力を

持っている

自分を

信じている

神の視点

神が答えを

与えてくださる

神がしてほしい

と望んでおら

れることを

実行できる

神が力を

与えてくださる

神を信じている
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私たちのために死んでもくださった、と語るのです。父なる

神が、イエス・キリストを通してしてくださったこのことは、

人が自分自身を見る見方を、永遠に変えてしまいます。

イエスは、ご自分が神の御子であるという十分な証拠を

示されました。そして、私たちの自己嫌悪の原因となる言動

や心の思いに対する神の罰を、私たちに代わって十字架の上

で受けてくださいました。そして、３日後には死からよみが

えられ、ご自分には、人間の最大の敵を打ち負かし、人のす

ばらしい潜在性を最大限に発揮させる力があることを示され

ました。

なんというすばらしい物語でしょう。イエスは、罪ある

私たちの身代わりになって、十字架で処刑されました。そこ

で死んだのは、自らを傷つける私たちの病んだ心です。死ん

でしまったものに代わって、神は、すばらしいものを差し出

してくださいました。罪と赦し、人間の弱さと神の強さ、人

間の病んだ心と神の善良な心を取り替える手段です。これ以

上の交換はあるでしょうか。

その交換条件は明白です。私たちが自分を罪あるものと

認め、イエスの贖いを信じることです。そうすれば、神は、

私たちに新しい自己像、新しい人生をくださいます。そして、

私たちはまったく新しい目で自分自身を見るようになりま

す。

キリストを信じるなら、確かな地位と立場が与えられる。

キリストを自らの救い主として心に迎え入れたら、この

特別な関係が壊れることはありません。私たちの人生はキリ

ストの御手の内にあり、同時にキリストは私たちの内におら
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れるからです。

出来すぎた話のように聞こえるかもしれませんが、本当

です。聖書がそう語り、その聖書は信頼できるからです。私

たちが、自分の力では勝つどころかまともに闘うことさえで

きない己の罪との闘いを、キリストが代わりに闘ってくださ

り、勝利を収めてくださいました。ですから、キリストは私

たちの救い主であり、人生の主です。私たちの守り神、赦し主、

希望、そして、いのちです。すべての望みをかなえる源です。

ですから、キリストは、私たちの人生で他のどんな人よりも

大切な、特別なお方です。この真理にうなずけるなら、私た

ちがどういう存在であるかに関して、キリストがおっしゃっ

たことを信じるのは、理にかなっているはずです。

このような考えは受け入れがたい、と思う人もいるでしょ

う。父親が自分を認めてくれて、母親がやさしくしてくれる。

伴侶は愛情深く、子どもたちは親の自分を尊敬してくれる。

こういう状況のほうが、キリストなどよりよっぽど良い、と

思うかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか。あな

たを造り、あなたのために死んでくださったお方と比べて、

このような状況は、それほど大きな意味を持つでしょうか。

「そんなことは机上の空論で、自分の現実とは関係のない

バーチャルな世界のことだ。」と言う人もいるかもしれませ

ん。そう考えるなら、こういう例はどうでしょう。仮に、あ

なたはパッとしない人だとしましょう。父親はアルコール中

毒で、母親はパチンコだカラオケだと遊び回り、兄姉はグレ

ている、というのがあなたの家庭だとします。家には、お金

がありません。あなたは情緒不安定で、精神安定剤なしでは

日常生活ができないとします。このような状況にある人のた
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めに、キリストは何をしてくださるでしょう。

キリストを自らの救い主と信じて心に迎え入れましょう。

そして、心の扉を開けて新鮮な空気を胸いっぱい吸い込みま

しょう。閉塞した状況の中で暮らしていても、そのよどんだ

空気に生活を支配させてはいけません。人生はもっと大きい

のです。永遠はもっとすばらしいのです。神は限りなく偉大

なのです。あなたの心が、あなたの人生でもっとも大切なお

方から離れないようにしましょう。そのお方が、状況は好転

するとおっしゃるなら、その言葉を信じましょう。未来はす

ばらしい、とおっしゃるなら、その言葉を信じましょう。こ

の世でもっとも信頼できる権威が、「キリストを信じるなら、

以下のようなものが与えられている」とおっしゃるなら、そ

の言葉を信頼しましょう。

	新しい過去（ローマ６：１～６）

	新しい未来（ローマ８：１８～３２）

	新しい名前（使徒１１：２６）

	新しい人生の契約（Ⅱコリント５：１７）

	新しい神との関係（Ⅰヨハネ１：１～４）

	新しい地位（エペソ６：５～９）

	新しい財産（エペソ１：１１）

	新しい生活源（ピリピ４：１９）

	新しい家族（Ⅰヨハネ３：１）

	新しい約束（ヘブル１３：５）

キリストを信じるなら、このお方とは家族同然の親しい

関係です。私たちは、神の家族の一員です。ですから、父な

る神の愛を疑う必要は、まったくありません。それだけでは

なく、キリストによって確固たる地位が与えられます。この
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地位は、新しい自己イメージと新しい生き方の基盤です。で

すから、それに基づいたアプローチで、あらゆる人間関係と

向き合うことができるでしょう。そして、これを実践したな

ら、私たちの心は満足感と感謝で満たされるでしょう。

キリストを信じて生きるなら、人生のチャレンジが与えられる。

使徒パウロは、コロサイ人への手紙の最初の２章で、キ

リストを信じて生きる人の立場について語っています。同時

に、その立場にある人には、どのような宝が与えられている

のかについても書いています。そして、その立場にふさわし

い生き方をするように、と私たちに勧めています。

「こういうわけで、もしあなたがたが、キリストとともに

よみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。

そこにはキリストが、神の右に座を占めておられます。

あなたがたは、地上のものを思わず、天にあるものを思

いなさい。あなたがたはすでに死んでおり、あなたがた

のいのちは、キリストとともに、神のうちに隠されてあ

るからです。私たちのいのちであるキリストが現われる

と、そのときあなたがたも、キリストとともに、栄光の

うちに現われます。」（コロサイ３：１～４）

自分は、神がおっしゃるとおりの人物になっていくと、

考えなければなりません。神のみことばが、世間の価値観よ

りはるかに重要だということを、行動で示さなければなりま

せん（エペソ４：１７～３２）。

クリスチャンになれば、即、自動的に、完全無欠な人物

になれる、というわけではありません。キリストを信じて生

きるとはどういうことかを常に意識し、神のお考えにそって
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自分を改めつづけなければなりません。そして、私たちの悪

い性格や悪い言動を造り変えてくださる神の力を信じて忍耐

強く努力するなら、神の望んでおられるような人になれます

（Ⅱコリント３：５；ピリピ４：１０～１３）。

一夜にして変われる、という訳でもありません。キリス

トからいただいた立場にふさわしく行動できるようになるま

でには、時間をかけて段階を踏んでいく必要があります。そ

の過程は、苦闘の連続です。長い人生には、キリストからい

ただいた立場にふさわしく行動をするように促されるできご

とが、次から次へとやってきます。そのとき、自分の感情や

悪魔のささやき、または周りの状況に流されるか、それとも

「あなたの立場はこうです」という神のみことばを信じて行動

するか、そのどちらかは、自分で選択しなければなりません。

そして、正しい選択をするたびに、私たちはキリストからい

ただいた立場にふさわしい人物に変えられていくのです。
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夢は必ず

かなえられるのだろうか
できると信じて突き進めば、夢は必ずかなえられる、と

言う人たちがいます。「自分を信じなさい。理想の自分にきっ

となれます。できないと思うから、夢がかなわないのです。」

私たちは、そう聞かされます。もちろん、前向きな考え方や

「無いものを有るもの」（ローマ４：１７）だと夢見る能力は、

大切です。しかし、それを認めた上で、やはり、どんな夢も

必ずかなうという考え方は、現実的ではありません。

キリストを自らの救い主であり人生の主であると信じて

いる人には、肯定的な自己イメージの確かな基盤があります。

その人は、こう言います。「私は自分の人生をキリストに委

ねて、このお方とともに歩んでいるので、神の霊に助けてい

ただいて、キリストの望みどおりの人になれます。キリスト

が召してくださったなら、何でもできます。キリストが言い

なさいと言われたら、何でも言えます。どのような障害にぶ

つかっても、このお方が『乗り越えなさい』と言われるなら、

このお方の力を頼りにして、乗り越えることができるからで

す。誘惑にも屈しません。落とし穴を避けて通ることもでき

ます。」

同時に、神がお許しにならないなら、私たちは何もでき

ない、ということも事実です。神のみこころによって、私た

ちの人生は限定されています。私たちは、将来のことばかり

か明日の命さえ、自分ではどうにもできないのです。自分の

限界をこのように謙遜にわきまえるなら、自分で自分を好き
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になることができます。このような正しい考え方が、「神の

みこころなら、どんなことでもできる」という自信を人の心

に生み出します。
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ともに学ぶために
以下の質問は、それぞれの表題に関して学ぶときに、適

当だと思われる質問です。

自分のことをどう思うか

１. 自己イメージとは何か。

２. 自己イメージはどうやって生まれるのか。

３. 自己イメージを計る人間的な基準は何か。

４. 自己イメージを知るための聖書的な基準は何か。 

（Ⅰコリント４：１～４；Ⅱコリント１０：１２、

１８）

５. 自分に満足するのは、はたしてよいことなのだろう

か。（ヤコブ４：７～１０）

６. 自分を愛するのは、自然なことだろうか。（マタイ

２２：３９）

７. 自分を憎むとは、どういう意味なのか。（ローマ７：

２１～２４）

８. 自分に死ぬことで、どのような新しいいのちが生ま

れるのか。（ガラテヤ２：２０）

９. 自分にとってプラスになるように、コンプレックス

と向き合うには、どうすればよいのだろうか。

自分の価値を計る

１. 自分には大した価値がない、と思ってしまったなら、

どうなるのだろうか。

２. たいていの人は、自分の価値をどういう基準で判断

するだろうか。
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３. 神は人の何を評価されるのか。（Ⅰサムエル１６：７）

４. 人が成し遂げられることの中で、最も偉大なことは

何だろうか。（エレミヤ９：２３～２４）

５. どうやって正しい自己イメージを養い育てることが

できるのか。（ローマ１２：１～３）

６. 神の視点で自分を見るようになると、私たちの人生

にどんな変化をもたらすだろうか。また、それが自

己イメージとどう関係するのか。（ローマ１２：４～

２１；ガラテヤ６：１～４）

人の性質は生まれつき善なのだろうか

１. 社会科学は、どのような観点で人の性質を検証する

傾向にあるか。

２. 聖書が社会科学より人間を肯定的に見ている点は、

どういうところか。

３. 聖書が社会科学より人間を厳しく批判している点は、

どういうところか。

４. どのような理由で、聖書は人間には尊厳がある、と

主張しているのか。（詩篇１３９：１３～１６；ヘブ

ル２：６～８）

５. どのような理由で、聖書は人間が堕落した、と主張

しているのか。（ローマ１：１８～３２；３：１０～

１８；７：７～２４）

６. 「自分だけを信じる」という生き方が、コンプレック

スにどう影響するだろうか。

７. 正しい敗北感が健全な自己イメージにつながってい

くのはなぜだろうか。（ローマ７：２４～８：１７）
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誰の意見に耳を傾けるべきなのだろうか

１. 人の目で見て、あなたの人生でもっとも大切な人

は誰か。

２. あなたにとって「大切な人」があなたを傷つけると

いうことがどうして起こるのか。

３. 神の目で見て、誰がもっとも「大切な人」であるべ

きなのか。（エペソ３：１４～２１）

４. キリストとともに新たに出直す、とはどういうこと

なのか。（Ⅱコリント５：１７；Ⅰヨハネ５：１）

５. どのようにして、神は、私たちに新しい自己イメー

ジや新しい人生をくださるのか。（ローマ６：１～

６、８：１８～３２；使徒１１：２６；ガラテヤ２：

２０）

６. 神は、どのような新しい地位（エペソ６：５～９）を

私たちにくださるのか。また、どのように新しい生活

を満たしてくださるのか。（エペソ１：１１；ピリピ４：

１９）

７. イエス・キリストを自らの救い主であり人生の主と

して心に迎えると、自分を好きになることができる

のはなぜか。
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新たな出発
ＲＢＣのニュースレターに、本冊子で論じた趣旨のメッ

セージを初めて書いたとき、ある読者の方から感謝のお手紙

をいただきました。最後に、それを紹介しましょう。

「いままでにいろいろなものを読んできましたが、私

がずっと抱えてきた問題の原因が何かを考えるにあ

たって、あなたのニュースレターほど多くのことを教

えてくれたものはありません。いままでもこの問題を

取り扱った心理学の本を探したり、たくさんの人たち

と話し合ったりしてきました。大学で心理学のクラス

を履修したりもしました。しかし今回初めて、自分が

抱えている問題を解決するための突破口が見つかった

ように思います。

私は、ものごとに過剰に反応して簡単に傷ついて

しまう傾向があり、ずっと苦しんできました。このこ

とは、周りの人たち、特に私の両親をも悲しませてき

ました。ですから、子どもたちには受け継がせたくな

い、と切に願っています。（もっとも、すでに受け継

がせてしまった部分もあるようには思いますが・・・）

一年前、神の愛と憐れみを再確認し、このお方に

自らの人生を完全にゆだねる決心をしました。それか

らは、神に自分を明け渡すことが私の人生の指針にな

り、コンプレックスに悩まされることは少なくなりま

した。自分のために生きるのではなく、神のために生

きるように心がけたからです。しかし、コンプレック
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スに関する問題が完全に解決したというと、「うそ」

という罪を犯すことになると思います。いまでも自分

に自信が持てないときがあります。しかし、以前とは

何が違うのかと聞かれるなら、それは、神に望みをか

けていること、と答えるでしょう。私はキリストに自

らの人生をゆだね、その歩みを一歩一歩導いてくださ

るように祈りました。そして、「私のご主人様」であ

る神が望んでおられるように生きていきたいと願い、

そうしていくために必要な助けを祈りつつ毎日生きて

います。この祈りは応えられているので、神に希望を

託しつづけることができると確信しているのです。

いまでも自分に自信が持てないときが 

あります。しかし、以前とは何が違うのかと

聞かれるなら、それは、神に望みを 

かけていること、と答えるでしょう。

私の願いが完全にかなえられるには、時間がかか

るかもしれません。しかし、神は私の望みをご存じで

す。自分に死ぬこと、すなわち、「自分を捨て、自分

の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。」

というみことばに従うことは、簡単ではありません。

ときにはプライドに押しつぶされそうになることがあ

ります。不当な扱いをされたら、相手と言い争ったり、

悪口を言ったり、怒鳴ったり、泣き出したくなりま

す。しかし、そうはせずに「主よ。感謝します。これ
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らのことを経験させてくださったあなたをほめたたえ

ます。あなたが、『神を愛する人々、すなわち、神の

ご計画に従って召された人々のためには、神がすべて

のことを働かせて益としてくださること』（ローマ８：

２８）が、わかっています。」と言うようにしています。

これでうまくいっています。最近のことですが、ひ

どい状況が続きました。しかし、主イエスは、大逆転

を体験させてくださいました。私は、何か温かくてほ

のぼのとしたものが自分の中で輝いているのを感じ、

悪い状況の中でも笑顔を絶やさず、自分のことではな

く、他の人のことを思いやることができたのです。

ハレルヤ！私にとってこのような経験は、歩けな

かった人がイエスのみことばによって歩いた、という

話より、はるかにすごい奇跡なのです。主よ。感謝し

ます！」

お手紙をくださった読者の方は、その方の人生でもっと

も大切な主イエスの愛と力を信頼し、このお方のご計画を信

じるとどうなるのか、という体験をされました。同じ体験が、

みなさま一人ひとりにも起こりますように、お祈り致します。
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はじめの第一歩
敵を倒すための最善の策は、敵を味方にしてしまうこと

だと言われています。これは、コンプレックスにも当てはま

ります。コンプレックスは、その人の人生の目的、持てる力、

そして潜在能力が本当は何なのかを発見する手段となり得ま

す。

どうすれば、コンプレックスという「敵」を味方にでき

るでしょう。自信過剰や自己満足によっては決してできない

ことが、コンプレックスによってできます。つまり、自分の

弱さを踏み台にして、神の頼もしい腕の中にまっすぐに飛び

込んで行くことです。人が自分を信じるために必要な基盤を、

永続的に与えられるのは、神だけだからです。

恐れてはいけません。恐れているなら、その恐れをバネ

にして、あなたを愛しておられるお方のもとに駆け寄ってく

ださい。まちがった道を歩んでいたと認めることによって得

られるものは、そのときの一時的な痛みより、はるかに大き

いからです。この世の価値を大切にするあまり、神に対して

罪を犯していたと認めるなら、とても大きな心の重荷をおろ

したと感じるでしょう。ローマ人への手紙３章２３節には、

「すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けるこ

とができ」ないと書かれています。

イエス・キリストが、あなたを造られたお方、あなたの

救い主、あなたの人生の主であると宣言しましょう。イエス

が、あなたの罪を背負って十字架の上で死んでくださった、

という事実を受け入れましょう。イエスは、ご自身を信じる

すべての人に永遠のいのちを与えるため、よみがえられまし

た。あなたを救ってくださったイエスを信じましょう。



©2013 RBC ミニストリーズ45

こうすることが、新たな出発の第一歩です。新しいいのち、

新しい自己像、そして新しい力を求める私たちへの神の答え

です。私たちは、自分以上に大きな愛と力で、私たちを愛し

大切にしてくださる唯一のお方、神の中に、自分を好きにな

ることの真髄を見出すでしょう。


