
聖書に親しむ

―1―

〒135-8585　東京都江東区潮見 2-10-10
TEL03-5632-4445  FAX03-5632-4465

郵便振替　00130‒6‒36546（宗）カトリック中央協議会一般会計口

2016.11.20
カトリック中央協議会

2016年聖書週間（11月20日～27日）
テーマ：「いつくしみ深く　御父のように」

　昨年の 12 月 20 日（日曜日）に九州の友人司祭を
訪ねた時のことです。ミサ後の「子どもクリスマス
会」で話を頼まれました。ある子どもが、嬉しそう
に私を見つめていたので、思わず「あなたにとって
一番嬉しいことは何ですか？」と尋ねてみました。
なんと、即座に「お父さんやお母さんと一緒にいる
ことです」と答えました。私も、まさかの答えに嬉
しくなって、「私もそうです、子どものころは本当
にそうでした。でも今は、お父さんもお母さんもい
ないので、神さまと一緒にいることが一番嬉しいで
す」と次のような「インマヌエル＝神は我々と共に
おられる」（マタイ１・23 参）の話を始めました。
　「インマヌエル＝神さまが私たちと共にいてくだ
さること」、これ以上に大きな喜び、嬉しさはない
はずです。何でもお出来になり、何でも私たちのこ
とを大切にしてくれる、そんな神さまが一緒にいて
くださるのだから、これ以上の喜び、嬉しさはない
でしょう。確かに子どもにとって、お父さんお母さ
んが一緒にいてくださると安心感があります。私は
12 歳になったばかりで、親元を離れて、長崎の小
神学校に入りました。特に中学時代は、寂しさと船
酔いによる死ぬような思いで五島から長崎に行って
おりました。でも、休みになり、親のいる五島に帰
る時は船酔いも吹っ飛ぶほど楽しみでした。「お父
さんお母さんと、そして家族と一緒にいられる」と
いう喜び、嬉しさがあったからです。その嬉しさを
知っているからこそ、つらかった神学校生活をも耐
えることができました。船酔いや神学校生活を苦し

みとも感じないぐらい、家に帰れば嬉しさ、安心の
雰囲気を味わうことができました。中学時代までは
特に親が共にいるという喜び、嬉しさを噛み締めて
いたのです。だからこそ、今は親がいないけど神さ
まが共にいてくださるという喜び、嬉しさを感じる
ことができるような気がいたします。「インマヌエ
ル＝神さまが共にいてくださる」というクリスマス
の本当の喜び、嬉しさ安心というものを身に染みて
感じることができます。だからこそ、この「共にい
てくださる神さま」とはどんな神さまかということ
を知るようになりたいですね。大体こんな話をしま
した。
　でも肝心なのは、この「共にいる愛なる神さま」
を如何に知らせるかが問題です。「父は、御独り子
を遣わすほど、この世を愛された、大切にされた」（ヨ
ハネ３・16 参、１ヨハネの手紙 4・7 ～ 12 参）。そ
の御独り子「キリストは、神でありながら神である
ことに固執しようとせずに人間となられて、しかも
十字架の死に至るまで、御自分を人類のために与え
尽くされた」（フィリピ 2・6 ～ 8 参）。「羊飼いたち
へのしるし」（ルカ 2・12 参）などを、「飼い葉桶
えさと成りしか 神の御子」の五七五などで知らせ
ようと試みているのですが…。

巻 頭 言

カトリック大阪教区大司教　前田万葉

喜びのインマヌエルやクリスマス
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カトリック東京教区司祭

　日本語で「慈しむ」と言えば、多くは「いとおし
み、大切にする」ことであり、「憐れむ」と言えば、

「不憫に思い、同情する」ことであろう。旧約聖書
で「慈しみ」と訳される言葉はヘセドであることが
多く、「憐れみ」と訳されるのはラハミームである。
たとえば詩編 25 の 6 節に

主よ思い起こしてください、あなたのとこしえ
の憐れみと慈しみを

とあるが、ここでの「憐れみ」はラハミームであり、
「慈しみ」はヘセドであるが、この箇所のように同
義語として扱われる箇所はかなりある。ラハミーム
は旧約聖書全体で 40 回ほど使われるが、そのうち
8 回はヘセドが並行語であり、意味は同じだと言っ
てよい。しかし、「慈しむ」と「憐れむ」が微妙に
異なるように、ラハミームとヘセドも異なる意味合
いをもっている。ラハミームはレヘムから派生した
語形である。創世記 29 章 31 節に

主は、レアが疎んじられているのを見て彼女の胎
を開かれたが、ラケルには子供ができなかった。

とあるが、「胎」と訳されたヘブライ語がレヘムである。
このように、ラハミームは胎を意味する言葉から派生して
いるから、「他者に対する本能的な愛情から生じる同情」
を表す傾向をもつ。一方、ヘセドは「二人の人物を結
びつける愛情とか尊敬であり、本能的な愛情というよりは、
自覚を伴った慈愛」を指すと言えよう。まず、ヘセドか
ら細かい語義を見よう。ヘセドの全用例は 252 回であり、
人間が持つ「慈しみ」と神が持つ「慈しみ」に分ける
ことができる。

Ⅰ神のもつ「慈しみ」
①特に、神の「慈愛」。

ⓐ敵や困難から解放する「慈しみ」。
神はロトに「慈しみ」を示し、命を救おうと
した（創 19・19）。

ⓑ死から命を守る「慈しみ」。
あなたの「慈しみ」にふさわしく救ってくだ
さい（詩 6・5）。

Ⓒ霊的な生活を活気づかせる「慈しみ」。
あなたの「慈しみ」をもって私を力づけてく
ださい（詩 119・76）。

ⓓ罪から人を贖う「慈しみ」。
私を「慈しみ」をもって憐れみ、罪をぬぐっ
てください（詩 51・3）。

ⓔ契約を守る「慈しみ」。
神は契約を守り、「慈しみ」を注ぐ（申 7・9）。

②神の属性を表す次のような言葉と一緒に使われる。
まこと（詩 25・10）。憐れみ（エレ16・5）。裁き（詩
101・1）。恵みのみ業（詩 36・11）。恵み（詩 23・6）。
Ⅱ人間のもつ「慈しみ」
①他人に好意をもち、他人の利益を図る「親切心」
　ダビデがヨナタンの家に示す「慈しみ」（サム上20・15）。
②特に身分が低く、欠乏していて、哀れな人に向

けられる「親切心や同情」。
絶望している人にこそ向けられる友からの「同
情」（ヨブ 6・14）

③主に対するイスラエルの「愛情」
イスラエルの若いときの「真心」（エレ 2・2）。

④愛らしい容貌
肉なる者の「愛らしさ」は野の花のよう（イザ 40・6）。

　次にラハミームである。この語も人間のもつ「憐
れみ」と神がもつ「憐れみ」に分けることができる。
ラハミームの全用例は 40 回である。

Ⅰ神がもつ「憐れみ」。
どうか「御憐れみ」を速やかに差し向けてください

（詩 79・8）。私は深い「憐れみ」をもってイスラ
エルを引き寄せる（イザ 54・7）。私は正義と公平と
慈しみと「憐れみ」をもってあなたと契りを結ぶ（ホ
セ2・21）。深い「御憐れみ」をもって背きの罪をぬぐっ
てください（詩51・3）。造られたものすべての上に「憐
れみ」がある（詩 145・9）。
Ⅱ人間がもつ「憐れみ」。

エドムは剣で兄弟を追い、「憐れみの情」を捨
てた（アモ 1・11）。イスラエルの民を虜にし
た者が彼らに「憐れみ」を示すように主は計ら
れた（詩 106・46）。バビロンは捕囚民に「憐
れみ」をかけなかった（イザ 47・6）。

　ヘセドは神のヘセドと人間のヘセドに分けられて
いるが、7 割強が神に使われる用例である。また、
ラハミームも神に使われる用例が7割になっている。
イエスの時代の人々は、現代人とは違って、神の
存在を強く意識していたしるしであろう。このこと
は、ヘセドの用例のⅠの①を見るといっそう明瞭に
なる。神の慈しみは、敵や困難から人を解放し、死
から命を守り、霊的な生活を活気づかせ、罪から人
を贖う力だとされている。これほど多様な力を聖書
の時代の人々は神の慈しみに認めているのである。
我々が考える神の慈しみはきわめて貧弱なように思う。

今年のテーマ：聖書が語る「慈しみ」と「憐れみ」
雨宮　慧
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みことばを深める

「みことばが 命となれと 祈りつつ ―みことばに仕えて―」
京都教区聖書委員会

　「信じるためには、聞かねばならない、聞くため
には、宣べ伝える人がなければならない（ロマ 10・
14 ～ 16）

　京都教区では、1986 年から毎年、聖書講座を開
催してきました。「教会の宣教の使命を果たしてい
くためには、絶えず神のみことばによって、照らさ
れ導かれる必要がある。」との願いのもとに、神の
みことばを聞き、みことばに親しむ機会として聖書
講座を企画し、また、より多くの人々が神のみこと
ばに触れる機会となるように講座の本を出版し、Ｃ
Ｄを頒布しています。
　本聖書講座のプログラムは、5 月から 11 月にか
けて、毎年違ったテーマのもとに 12 人の講師によ
る 12 講話で組み立てられています。
　聖書は、キリスト者の生きる道を示す光です。わ
たしたちは、世界的な動き、教会の動き、教区の動
きに合わせて、キリスト者の生き方を、神のみこと
ばの中に問いたいと願い、この聖書講座を企画して
きました。信仰は、わたしたちの期待や常識に基づ
いて生まれたものではなく、神の思いや計画、呼び
かけや招きを、啓示によって受けとめることにあり
ます。
　神のみことばの「コト」、福音の「オト」、福音の
出来事の「コト」を聞きたいとの願いが、語る人と
聴く人の祈りとなって、この講座を続けさせてくだ
さったのだと思います。
　教皇フランシスコは、今年を「いつくしみの特別
聖年」と定められました。そこで求められているこ
とは、神のいつくしみの観想です。その観想の役に
立てばと願い、今年のプログラムを企画しました。
教皇は大勅書の中で、「いつくしみ、それは神がそ
れゆえに私たちに会いに来られる究極の最高の行為
です」と述べ、神のいつくしみを観想するようにわ
たしたちを招いています。また、京都教区の大塚司
教も 2016 年の年頭書簡「御父のように、いつくし

み深く～いつくしみの特別聖年を歩む～」のなかで、
神のいつくしみについて説明しています。
　これを受けて、聖書講座のテーマを「神の正義と
神のいつくしみ―いつくしみの特別聖年にあたって
―」としました。わたしたちが、聖書のみことばに
耳を傾け、神のいつくしみの神秘を観想し、観想し
たものを分かち合い、神のいつくしみを現代社会に
おいて証ししていければよいと願っています。実際、
多くの参加者が講話をただ聞くだけで終わるのでは
なく、さまざまな機会において、分かち合いの輪が
広がっています。
　わたしたちが聞き語る言葉が永遠の命を持ってい
る、という主のみことばに信頼しながら。
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①『聖書とキリスト論』
　教皇庁 聖書委員会
　2016 年　カトリック中央協議会　1200 円＋税

イエス・キリストというおかたは、いったいどのようなおかたであるのか。ごく
単純に説明するならば、それを問うのが「キリスト論」です。イエス・キリスト
について伝えるもっとも重要な資料は聖書、なかでも四福音書であることはいう
までもありませんが、聖書に対する学問的なアプローチは、時代の流れの中でさ
まざまに変化してきました。その結果、キリスト論にも多様な様式が生まれてい
ます。本書は、近現代における「聖書によるキリスト論」を概括、考察したうえ
で、多様な研究の「一つだけを用いる」ことの危険性を指摘しています。さらに
後半では、聖書全体が説く教えの簡潔な要約を示し、トータルとしてキリストを
理解するという、キリスト論のあるべき姿を示しています。

②『第二バチカン公会議　典礼憲章／神の啓示に関する教義憲章』
　2014 年　カトリック中央協議会　550 円＋税

第二バチカン公会議が公布した四つの「憲章」の中で、もっとも短いのが『神の
啓示に関する教義憲章』ですが、この文書は、カトリック教会の聖書に対する態
度を一新させたといってよい重要な文書です。公会議以前のカトリック教会は、
聖伝に重きを置くがゆえに、プロテスタントに比べ信者に聖書を読ませることに
さほど熱心ではなく、また、歴史批判学による聖書解釈などをはじめとする近現
代の聖書学に対しては、否定的な態度をとっていました。こうした態度をこの憲
章は一新させたのです。その結果、カトリック教会における聖書研究は、大いに
発展することとなりました。同時に収録されている『典礼憲章』と併せて読めば、
ミサにあずかる姿勢をより豊かにしてくれることでしょう。

③『使徒的勧告　主のことば』
　教皇ベネディクト十六世
　2012 年　カトリック中央協議会　1200 円＋税

「教会生活と宣教における神のことば」をテーマに、2008 年に開催された世界代
表司教会議（シノドス）第 12 回通常総会後に公布された使徒的勧告です。本書
では、教会における聖書の読み方、教会生活とくに典礼における聖書の用い方、
神のことばを世に告げ知らせる教会の使命が、多岐にわたり考察されています。
根幹にあるのは、聖書を学問的に読むことと霊的に読むこととは、どちらも大切
なことであり、なおかつ両者のバランスが取れていなければならないという考え
方です。そうした意味でこの使徒的勧告は、『神の啓示に関する教義憲章』を踏
まえたうえでの、そのさらなる発展といえます。またインカルチュレーションや
諸宗教対話についても、具体的で確かな導きを与えてくれます。

◆編集後記◆
今年の聖書週間は、昨年 12 月 8 日に始まり今年 11 月 20 日で終わる「いつくしみの特別聖年」を取り
上げました。1 年をかけて教皇様が語り続けた「いつくしみ深く　御父のように」のテーマは、聖書で
語られる「共にいるイエスの姿」からわたしたちへの呼びかけです。わたしたちも聖書に親しむことを
通して、助けを必要としている人々の力となることができますように。
ご執筆いただいた前田万葉大司教様、雨宮　慧神父様、京都教区聖書委員会様には詳しい解説をいただ
きましてありがとうございました。良書をご紹介くださったカトリック中央協議会出版部にも心より感
謝申し上げます。
◆献金のお願い◆
この「聖書に親しむ」は無料で配布しておりますが、諸経費を含め聖書に関する活動のためにご寄付い
ただければ幸いでございます。その際は、下記へご送金くださいますようお願い致します。

振込先：　郵便振替　00130-6-36546　（宗）カトリック中央協議会一般会計口


