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聖書に魅力を感じている人でも、聖書を読んでいくう
ちに、きっとあちらこちらで引っかかる場面に出会うこと
でしょう。とくに、旧約聖書にこのような箇所は多いかと
思います。たとえば、敵に対する復讐を祈ること（詩編
137・7-9）、エリヤがバアルの預言者を民に命じ殺させ
る場面（列王記上18・40）、ヨシュアが民に命じエリコ
のすべての人 を々剣にかけて滅ぼし尽くす場面（ヨシュ
ア記6・21）などです。

しかし、言うまでもなく、聖書を読むときには、強く心
に響き、光となる場面とことばに出会います。たとえば、
民に対する神様の深い愛を示していることば「女が自分
の乳飲み子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子
を憐れまないであろうか。たとえ、女たちが忘れようとも
わたしがあなたを忘れることは決してない」（イザヤ49・
15）や、神を賛美し、そのいつくしみに対する感謝を言
い表している詩編の数 を々読むと、心が温まります。新
約聖書を開くと、このような場面はもっと多くなります。

一体、聖書とはどういう本なのでしょうか。そのメッ
セージはどう受け止めたらよいのでしょうか。入門講座
で、キリスト教についてより深く知りたいと集まってくる
人 と々の話し合いの中で何回も出てきた質問です。これ
に対する専門家の素晴らしい説明はいくらでもあります。

わたしは、簡単にこのように説明したことがあります。
聖書は、とくに次の三つの基本的な問いに答えるもので
す。「神はだれであるか」。「人間とはどういう者なのか」。
そして、「人間にとって神を信じ、神とのかかわりの中で
生きることは何なのか」。ただ、聖書は、これらを教科書
に書かれているような形で教えているのではありません。

聖書は、人 （々イスラエル
の民・イエスの弟子の共同体）
の歩みを伝えながら、その
人々が少しずつ神の存在に
目覚めることによって、新し
い物の見方を持つようになり、
そして、神、自分自身、他人、
自然に対する認識や態度が

変えられていく道のりを語ります。この人 は々、時にはと
んでもないこともします。ですが預言者に導かれて神の
心を知るようになり、その光に照らされて歩むべき道を
探っていきます。

最終的に、イエスを通して神の愛に触れた人 は々、本
当の人間らしさは何なのか、神の望まれる世界はどうい
うものなのかを悟り、イエスについて行くことによって心
の平安を与えられ、すべての人々の尊厳が守られる世界
を築いていく道を学びます。イエスによって、神との深
い交わりに導かれます。神を「天の父」と呼ぶようにな
ります。

一千年近くにわたって書かれた旧約・新約聖書には、
確かに違っているところがあります。イエスご自身が、
山上の説教の中でそれを指摘しておられます。「あなた
がたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と
命じられている。しかし、わたしは言っておく。悪人に
手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つ
なら、左の頬をも向けなさい」（マタイ5・38-39）。また、
「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」（同
5・44）。復讐の原理をゆるしの原理に変えることばです。
確かに、一千年にわたって神とかかわっていながら、人々
が変わらないことはありえないのです。

聖書は、すべての人を心にかけてくださる神の愛とい
つくしみを示す本であり、そのかかわりの中に生きるよう
に人間を招く本です。聖書は、「内容を覚える」教科書
ではなく、人生を支える「糧」です。だからこそ、わた
したちの心に響きます。
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テーマ：あなたの隣人とはだれか（ルカ10・25-37）
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2021 年、東京で、ゴッホ展が開催された。オラン
ダにあるクレラー＝ミュラー美術館に収蔵されている
作品を中心に構成された展覧会だった。美術館の名
前にもなっているヘレーネ・クレラー＝ミュラーは、
最初期にゴッホを見出した人物で、彼女とゴッホの
出会いがなければ、この画家に今日のような評価は
与えられたかどうかは分からない。
そのコレクションの一つに「善きサマリア人（ドラ

クロワによる）」と題する作品があり、出品されていた。
作品名にドラクロワの名前が出てくるのは、この作品
がドラクロワの版画をモチーフにして描かれたから
で、ドラクロワはゴッホが、もっとも影響を受けた画
家のひとりでもあった。
本の装丁などでも用いられている一枚で、見たこ

とがあるように感じていたが、実際に見てみると、まっ
たく異なる印象だった。この絵によって、新約聖書「ル
カによる福音書」に記されている「善きサマリア人」
の物語の秘められた意味が照らし出されたように感
じたのである。
「ルカによる福音書」に記されたこの物語は、隣人
とは誰かと問うものとして知られている。ある人に
とって隣人とは、身近な知り合いかもしれないし、価
値観を共有する人かもしれない。だが、この物語が
教えるのはまったく異なる事実である。
物語は、ある旅人が強盗に襲われ、身ぐるみをは

がれるだけでなく、半死半生の状態で道端に捨て置
かれているところから始まる。この人物は「ある人」
と記されているだけで、性別もどこの国の人かも分
からない。
この人を最初に見つけたのは「祭司」だった。だ
が、彼は見て見ぬふりをする。次はレビ人、すなわち、
ある社会的立場をもつユダヤ人は、通りの反対側を
歩いて無関係を装った。このとき、傷ついた人に手
を差し伸べたのは、ある旅するサマリア人だった。
ここで「サマリア人」が意味するのは、ユダヤの
信仰共同体とは別なところで、世の辺境で生きる人
である。祭司とレビ人は、世のなかを動かす人たち、
世の中心で生活する人たちだが、彼らの目には隣人

は映らない。
サマリア人は、傷の手当をするだけでなく、自分
が乗ってきたろばに「ある人」を乗せ、宿まで運んだ。
宿を意味するhotelと、病院を意味するhospital が似
ているように、ここでの宿は、現代人が考えるような
宿泊所であるだけでなく、傷を負った人が回復を待
てる場所でもあった。サマリア人は、「ある人」の宿
泊代を前払いし、不足が出れば、帰りに払うと約束
して、ふたたび旅に出た。
ゴッホが描いているのはまさにサマリア人が、顔
面は蒼白となり、生気を失いつつある「ある人」を、
ろばに乗せようとしている場面だった。
隣人に向き合おうとするとき、人は、自分の座を空

にしなければならない。もしも、サマリア人が自分の
座を空けること拒んだら、傷の手当をしただけで旅
を続けただろう。だが、このたとえ話は、私たちにも
う一歩、隣人の近くに寄り添うことを求めてくる。
ゴッホは若き日、牧師を目指した。だが、あまりに
密度の濃い熱情のため、見習い牧師以上になること
はできなかった。彼は、その悲願を諦めたのではない。
絵を描くことでそれを実現しようとした。むしろ、絵
によって言葉の器では捉えることができない秘義を
世に語りかけようとしたのだった。
ゴッホの絵には、小さな姿で通りの向こうを歩くレ
ビ人の姿も描かれている。絵を前にして、これが私
だと思った瞬間、次の聖句が浮かび上がった。
「最も小さな者の
一人にしなかった
ことは、わたしにし
なかったのである」
（新約聖書「マタイ
25・45」フランシス
コ会聖書研究所訳
注）。私たちは、何
をしたかだけでな
く、何をしなかった
かも問わねばならな
いというのである。

評論家・随筆家

隣 人 と 出 会 う と き

若松　英輔

ゴッホ
善きサマリア人（ドラクロアによる）1890 年
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みことばを深める 共 に 歩 む 道

書物は私の人生で欠けてはならないものの一つで
すが、他の書物と比べて聖書が決定的に異なるのは、
いつも誰かとの思い出や具体的な出来事、また置か
れた状況と結びついて想起されることでしょう。
私には30年来の信仰上の親友がいます。エディッ
ト・シュタインを教えてくれたのも、カトリックで
の洗礼の後押しをしてくれたのも、彼女でした。学
生時代、将来を考えあぐね人生に行き詰まって黙想
の家を訪れたとき、同じように一人で個人黙想に来
ていた年下の彼女と出会いました。リジューの聖テ
レーズのように、カルメル会修道女になって小さき
愛の道を実践する生き方を望んでいた彼女は、純粋
に神様の愛を実践するために自分を捧げようとして
いました。すべてを自分に還元して求心的に考え、
堂々巡りをしていた当時の私にとって、誰にでも純
真に分け隔てなく心を開き、苦しんでいる人、弱い
立場にある人と常に歩もうとしていた彼女からどれ
程多くの気づきを与えられたことでしょう。助けを
必要としている目の前の一人のために、まさに駆け
寄って時には自分を犠牲にしてまで全力で関わろう
とする彼女の姿に圧倒されることが度々でした。
しかし、人を助けるために生きようとするとき、
私たちの人生は途方もない網の目に絡めとられ、際
限なく複雑になります。そう
した生き方に飛び込んだがた
めに、心身ともに傷つき、疲
れ果て、病み、自らの中にあ
る心の空洞とも向き合う長い
歳月を送ることになった彼女
は、よく「苦しんでいる人を
通して私はイエスと出会っ
た」と語ってくれました。友
の苦悩にただ耳を傾けること
しかできない自分が不甲斐な
く、ある時など電話口で涙し
てしまう程でしたが、苦しん
でいる友のために祈ること
で、その友の痛みと苦しみを

通して私自身が神とつながり、彼女と共に在ること
で神を見失わずに済んだことを実感しています。
フランシスコ教皇は先の来日の折りに若者に向け
たメッセージの中で、「もっとも重要なことは、何
を手にしたか、これから手にできるかという点にあ
るのではなく、それをだれと共有するのかという点
にあると知ることです。何のために生きているかに
焦点を当てて考えるのは、それほど大切ではありま
せん。肝心なのはだれのために生きているのかとい
うことです。だれと、人生を共有しているのかとい
うことです」（『すべてのいのちを守るため　教皇フランシスコ
訪日講話集』）と述べられました。
今日も地上では戦禍や人権蹂躙や不条理な苦しみ
が続いています。社会の中の最も弱い立場にある人
を切り捨てる社会は、その次に弱い立場の者を切り
捨てるという連鎖を生みます。そのような世界は幸
福とは言えないでしょう。初めて彼女と出会った日、
黙想の家の神父様が示してくださったみ言葉は「恐
れるな、わたしはあなたと共にいる」（イザ 43・5）
でした。イエス自身が最も低くされたように、私と
他者との隔たりを超えて愛のうちに他者へと開か
れ、共に主の道に倣って生きることができるよう祈
りたいと思います。

白百合女子大学カトリック教育センター教授

釘宮　明美

あなたの隣人とはだれか

聖書週間

行って、あなたも同じようにしなさい（ルカ 10・37 参照）行って、あなたも同じようにしなさい（ルカ 10・37 参照）行って、あなたも同じようにしなさい（ルカ 10・37 参照）行って、あなたも同じようにしなさい（ルカ 10・37 参照）
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「聖書に親しむ」
はこちらから

You go, and do likewise（cf. Luke 10・37）



良 書 の す す め と 読 み 方

福音書における 20 のたとえを
ていねいに味わう書。一言ひと
ことにじっくりとどまりなが
ら、黙想を促します。福音書の
表現を元に様々な観点へとイ
メージを広げますが、本来の
メッセージから離れることはあ
りません。かえって、わたした
ちの抱きがちな考え方、生き方
をイエスのメッセージと照らし
合わせ、内省を促します。こう
して、イエスの前にいる自分を見つめるようになります。
ことばが溢れているこんにちのメディア。本書はそれに対
し、福音書の一言ひとことにおけるイエスの語りかけを中
心にして、生活に波紋を広げるような一冊です。

①『聖書楽読楽語』
　堀田雄康

1990年 聖母文庫（聖母の騎士社） 800円＋税

イエスのたとえ話の中から、27
の場面を取り上げます。イコン
に関心の深かった著者は、イエ
スはたとえ話という物語にお
いて「絵画的な展開を持ちなが
ら神の国の奥義」を伝えようと
している、と捉えています。実
際、本書では、たとえ話のメッ
セージについて要点を示すと
同時に、そのテーマに関連した
著名人の絵画に触れる部分も
見られます。また、絵画だけではなく、著名人の書き物、
人生、社会制度へとイメージを広げていきます。このよう
に、イエスからの呼びかけを現実世界において生きるよう
促す、具体的、視覚的ヴィジョンが提示されています。

③『イエスのたとえ話―私たちへの問いかけ―』
　場﨑　洋

2011年 聖母文庫（聖母の騎士社） 800円＋税

ルイス・カンガス師が主日と主
な祝祭日で行った説教集です。
それぞれの日について、典礼の
意味、福音書のメッセージ、体
験談、実生活での適用方法など
が、非常に分かりやすいことば
で巧みに織り込まれ、簡潔にま
とめられています。文字も大き
く、読みやすい体裁となってい
ます。信徒の方々が読んで味わ
うだけでなく、集会祭儀に利用
するのにもふさわしい書と思われます。本書は、カトリッ
ク教会の三年周期のミサ朗読配分に合わせたA年のもの。
同じシリーズとして、B年用の『愛と信頼と希望』と、C
年用の『愛と生命と平和』も販売中です。

④『愛と喜びと一致―カンガス神父のメッセージ A 年―』
　イエズス会霊性センターせせらぎ編

2015年 聖母の騎士社 1600円＋税

新共同訳聖書の翻訳作業にも携
わった聖書学者による著書。な
ぜ心の貧しい人が幸いと言われ
るのか……なぜ敵を愛しなさ
いと言われるのか……など、福
音書から、捉え方の難しい部分
を約 20 箇所取り上げています。
それぞれの箇所について、「問
題点」を指摘した後、「問題解
決のヒント」では、根気強く、
しっかりと聖書学的に読み解い
ていきます。結果的にこれらのヒントは、腑に落ちないよ
うな聖書の表現をより広く豊かな視野で味わうよう、気づ
きを届けてくれるでしょう。聖書の深み、素晴らしさを感
じさせ、聖書をていねいに読む気持ちを生じさせる書です。

②『地の塩と世の光―イエス様のたとえ話―』
　静　一志

1993 年 聖母文庫（聖母の騎士社） 500 円＋税

書籍のご注文は「聖母の騎士社オンライン」まで　https://seibonokishi.easy-myshop.jp/
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◆編集後記◆
今年のテーマは教皇様の回勅『兄弟の皆さん』から「あなたの隣人とはだれか」といたしました。「あ
なたはレビ人のように見て見ぬふりをしているのではありませんか？」と問われる厳しい箇所ですが、
今年は評論や随筆でご活躍の若松英輔先生と白百合女子大学の釘宮明美先生という若い執筆者にお願い
することができました。良書のすすめも、聖母の騎士社のご協力をいただき、充実したラインナップです。
感謝申し上げます。みことばによって養われ、力づけられて、「よいサマリア人」になれますように。
◆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いたします。

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


