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田中さんは失業なんて考えたこともありま
せん。会社は製造拠点を海外に移して、彼が
勤務する工場を閉鎖すると、今朝のニュース
が報じています。高校を卒業して以来、ここ
で働いてきました。安定を求めて大企業に就
職し、真面目に働いてきたのに、何というこ
とでしょう。まだ社員には知らされていませ
ん。「本当だったらどうしよう」と妻と話し
合いました。妻は専業主婦で、家のローンも
残っています。二人の子どもには、やりたい
習い事をして大学にも行き、いろいろな経験
をしてほしいと思っているのです。

森本さんが勤めていた教育図書の会社で
は、創業者が引退し、息子が社長になりまし
た。昨今、この業界は競争が激しく、新社長
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は経費削減のために人員整理を行うのではと
噂されていました。そんな中、森本さんは人
事部長に呼び出され、給料の大幅減か退職の
どちらかを選ぶように言われました。もう年
功賃金は払わないというのです。彼女の仕事
なら、もっと給料の安い若い人でもできると
言われました。彼女には長年培った技術と経
験がありましたが、それはたいしたものでは
ないと言われたのです。ショックで怒りさえ
感じました。

佐藤さんは、衣料品会社の契約社員で、
ショッピングモール内で販売員をしていま
す。大学を卒業した時は不況で正社員にはな
れませんでしたが、この会社のブランドが好
きだったので、契約社員としてでも働けてよ
かったと思っていました。しかし、時が経つ
につれて、毎年の契約更新が不安になりまし
た。自分のスキルが限られていることを思う
と、契約を切られたら、別の会社に就職でき
るでしょうか。そもそも度々の残業もいとわ
ず正社員と同じ業務をしているのに、なぜ不
安定な立場なのでしょう。しかし、同僚たち
は深刻に受け止めていません。自由が好きと
いう人もいました。佐藤さんの気持ちを分
かってくれる人はいません。
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毎年の契約更新が不安になりました。
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現実的な不安
こうした話が人ごとでないのは、あなた
だけではありません。

今日の経済や雇用環境は不安定なので、私
たちは失業と無縁ではありません。大企業に
勤めていても中小企業に勤めていても、「肩
たたき」の不安は同じです。

解雇されると、お金の不安が生じます。生
活を支えることが難しくなります。よりよい
仕事を求めて転職する場合と違って、あらか
じめ仕事を探してはいません。その上、新し
い仕事がなかなか見つからないこともありま
す。

不安や恐れに押しつぶされそうなときに
は、まず、それで普通なのだと思ってくださ
い。その状況で大きな不安を感じるのはあな
ただけではありません。

また、問題はお金だけではありません。解
雇されると、自分のどこが悪かったのか、他
の人より劣っていたのだろうかと感じます。
能力がないから、技術がないから、役に立た
ないから、若くないから、解雇されたのでは
ないかと思ってしまいます。

安定した仕事に就いている人たちに腹が立
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解雇されると、お金の不安が生じます。
生活を支えることが難しくなります。
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つこともあります。解雇されると、自尊心が
深く傷つきます。

鈴木さんは経理部長をしていましたが、失
業後に新しい仕事がなかなか見つからず、う
つ気味になりました。「中年男性を雇うとこ
ろなんてない」と妻にこぼしてばかり。「何
ができるだろう。誰か助けてくれないだろう
か」と思いました。

あなたも同じですか。「何ができるだろう。
誰かが助けてくれないだろうか」と自問して
いますか。

そのとき必要なもの
それが一番難しいのですが、雇用不安は、
自分で何とかできる問題ではないと理解しな
くてはなりません。なぜなら、雇用は完全に
会社の都合で決まるからです。人員整理の対
象になるか否かは、しっかり働いていたか、
仕事ができていたかとは無関係です。それは、
世界情勢や地域や業界、企業の景気、経営判
断によって決まります。

では、金銭的な問題は別にして、失業した
人が求めるものは何でしょう。どんな助けが
必要でしょう。

不安には慰めと励ましが必要です。安心と
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それが一番難しいのですが、雇用不安
は、自分で何とかできるものではないと
理解しなくてはなりません。…雇用は完
全に会社の都合で決まるからです。
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自己肯定感も大切です。そのために、以下の
ものを与えてくれる頼れる存在があるなら…
と想像してください。

安心感
失業するかもしれなくても、すぐに次の仕

事が見つかるなら、あるいは、仕事がない期
間をどうやって乗り切るかのめどが立ってい
れば安心していられます。「大丈夫」と言っ
てくれる頼れる人があれば、それで十分安心
です。

慰め
あなたの心配、恐れ、不安を丸ごと受け止

めてくれる人がいればどうでしょう。あなた
の気持ちに寄り添って、余計な口出しをせず
に耳を傾け、共感してくれる人がいれば助け
になります。

自信
私たちの社会はお金をかせぎ家族を扶養す

る力に大きな価値を置いているので、失業し
たからといって自分の価値は下がらないとい
う自信が必要です。「あなたは良い働き手で、
価値のある人物だ」と認めてくれる人がいれ
ば助けになります。

しかし、大半の人には仕事を斡旋してくれ
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る知り合いはいません。家族に慰めてもらい
たくても、心配をかけたくないと思うかもし
れません。友人だといって、不安や恐れを理
解してくれるとは限りません。この社会は挫
折に対する許容度が低いので、失業した人が
自尊感情を保つことは容易ではありません。

頼れるお方
誰がこの安心・慰め・自信を与えてくれ
るでしょう。あなたには頼れる人がいるで
しょうか。何があっても価値ある存在と言っ
て、そう思わせてくれる人はいるでしょうか。

私たちは、そういうお方がおられると信じ
ています。それは、創造主なる神、キリスト
者が信じている神です。その神を知り、その
神を信じるなら、生き方が変わります。なぜ
なら、その神は、ご自分の時に、ご自分の方
法で、私たちを助け、私たちの必要に応えら
れるからです。

これについて詳しく説明しましょう。

神は全能なるお方です。
神は、世界とその中の全てを創造された、

全知・全能なるお方、地上の全てを支配なさ
るお方です。神は善良なお方です。正しく、
賢く、誠実で、悪いところや間違いの無いお



10

方です。また、神は過去から未来に渡って永
遠に存在されるお方です。神は、完全に信頼
できるお方です。

神は愛です。
神は人間一人ひとりをご自分の子どもとし

て愛しておられます。私たちのことを心配し
ておられます。私たちの不安や痛みを感じ、
理解されます。私たちの仕事に対する思いや
自分に対する不甲斐なさを余すところなくご
存知です。

神はあなたを大切に思われます。
神は、遠いところに存在する、超自然的で

無機質なお方ではありません。私たち一人ひ
とりを自ら造られ、ありのままのあなたに関
心を寄せておられます。仕事の手腕や年収に
関係なく、親が我が子を大切に思うように、
あなたは、神にとって大切な人です。

神にとって、あなたはかけがえのない存在
です。私たちは、能力ではなく、存在のゆえ
に、神に愛されています。

人はこの神をどうやって知るのでしょう。
この神は、二千年前、イエスという人となっ
て地上に来られました。イエスは、人として
生き、人として苦しまれたので、私たちの不
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創り主、備え主として、神は私たちに、安
心・慰め・自信を与えてくださいます。
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安や恐れを理解できます。キリスト者は聖書
を神のことばと信じていますが、そこには、

「あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆ
だねなさい」と書かれています（新約聖書　
ペテロの手紙第一 5 章 7 節）。

神を知れば万事がうまくいき、完璧な人生
が送れるということではありません。不安定
な雇用や失業、その他の様々な問題と、やは
り向き合わなければなりません。しかし、不
安を制御する力や正しい行動につながる知恵
を神に求めることができます。神に愛され、
心配してもらっていると分かっていれば安心
できます。神が、この難局から必ず助け出し
てくださると分かっていれば、自信をもって
頑張れます。仕事や人生に何があっても、神
が大切なあなたを一人にしないと知っていれ
ば、険しい道でも進んでいけます。

イエスについてもっと知りたいと思いませ
んか。ぜひ、クリスチャンの友人に尋ねたり、
教会に足を運んだりして、イエスについて学
んでください。
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神はあなたのことを愛し、心配してくださ
るので、難局から必ず助け出してくださ
います。
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恵み。これはキリストを信じる上で大切な言
葉です。神からの最高の贈り物である恵みと
はどのようなものでしょう。聖書から共に学

びましょう。

https://japanese-odb.org/ds/grace/

恵み
神の贈り物

https://japanese-odb.org/ds/grace/ 


あなたのことを完全に知って、 
完全に愛してくれる神さまについて、 

もっと読んでみませんか。

また、聖書の視点で人生を見ることを 
少し体験したいと思う方は、 

https://japanese-odb.org/today/
をブックマークして、日々更新される聖書に

関わるエッセーを読んでください。
このサイト https://japanese-odb.org/

では、その他にも色々なテーマの読み物 
を提供しています。

「A Story of Hope 希望の
物語」は、イエスがどんな存
在でどんなことをしてくれ
たかが書いてあります。

https://japanese-odb.org/today/
https://japanese-odb.org/
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