
　クリスマスが近づくと書店の絵本コーナーに
は、クリスマス絵本がたくさん並びます。私は毎
年、新しい絵本や、今まで気づかずに出会わな
かった絵本などを探しに行くのが楽しみです。そ
の中から数年前に出会った本をご紹介いたしま
す。その本は18年前に出版されていますので、ご
存知の方も多いかもしれません。
　友のために祈られた祈りに聖書の御言葉が添
えられた本です。温かみのある絵と読み終わった
後の余韻が何とも心地よくて、何度も最初から読
んで、最後には穏やかな気持ちになります。友を
想って祈った祈りが、次第に自分の心に刻まれて

「心静かにクリスマ
スを迎えるために」
　私たちは日々慌
ただしく過ごして
います。特にクリス
マスの時期である
12月は日本では
「師走」と呼ばれ何
か心が落ち着きま
せん。クリスマスは
主の御降誕を待ち望む「アドベント」と呼ば
れる時期を心静かに過ごし、きちんと心を
整えて迎えるのがあるべき姿なのでしょう。
　クリスマスに向けて心を整えるための導
きとして、これまでおよそ2000年の長きに
わたって人々がクリスマスをどのように考
えてきたのかを知り、その声に耳を傾ける
ことは大いに参考になります。それらの言
葉を自分の心のなかで思い巡らし黙想する
ことによってクリスマスに向けて心を整える
ことができるでしょう。この本はこれまでの
およそ2000年の歴史の中で人々が考え
語ってきたクリスマスに関する100の言葉
を選びまとめたものです。1ページ読み切り
となっておりとても読みやすいですが、1つ
1つの言葉はどれも味わい深いものばかり
です。クリスマスについてあらためて考えて
みたいという方にもおすすめの1冊です。

　クリスマスが近づ
いてくると思い出す
のが『34丁目の奇跡』
という1994年リメイ
クのアメリカ映画である。20年以上前に観た
ものだが、なぜか忘れられず私の心に残っ
ている。
　ニューヨークに住むクリスという名の老人
は、自身をサンタクロースだと信じ、クリスマ
スには子どもたちに夢と希望を与えてきた。
ある事件をきっかけに、法廷でクリス老人が
本当にサンタクロースであるか否かが争わ
れることになる。判事は、クリス老人をサンタ
クロースとして認めるわけにはいかないと考
えていた。審判の日、判決文を読み上げよう
とする判事に、一人の少女がクリスマスカー
ドと1ドル札を届けた。紙幣には“In God We 
Trust”とあり、それを見た判事は、サンタク
ロースであるか否かを法廷で立証するので
はなく、我々はクリス老人をサンタクロース
だと信じる、という前代未聞の判決を下すの
である。
　『34丁目の奇跡』は、心から神を信じ神に
感謝するとともに人を信頼することの大切さ
を、クリス老人とニューヨーク市民との心暖
まる交流を通して描いた作品である。
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クリスマスに
おすすめの一冊

幼稚園 Kindergarten

初等部 Elementary School

『クリスマスの祈り』
ブライアン・モーガン 作／セルジオ・マルティネ 絵
いのちのことば社

『34丁目の奇跡』
原題 Miracle on 34th Street
レス・メイフィールド 監督
1994年
（1947年映画のリメイク版）

『クリスマスに贈る100の言葉』
アルフレート・ハルトル 編／里野 泰昭 訳
女子パウロ会

『すべての壁をぶっ壊せ！　
Rock'n牧師の丸ごと世界一周』

みなさんはアドヴェントのときをどのように過ごしますか。 
各部の方々に、おすすめの一冊と一本を紹介していただきました。

関野 和寛 著　日本キリスト教団出版局

『やまあらしぼうやのクリスマス』
ジョセフ・スレイト 文／フェリシア・ボンド 絵
グランまま社

中等部 Junior High School

高等部 Senior High School 大学 University

　この２０２１年を皆さんはどのように過ごして
きたでしょうか。それは一人ひとり違うと思いま
すが、昨年来の新型コロナウイルスによるパン
デミックの経験は共通しています。それは世界
が、なかなか明けない闇の中に閉ざされてし
まったという経験です。その中で、私たちはクリ
スマスを迎えようとしています。それは、どのよ
うな意味をもっているのでしょうか。
　ヨハネ福音書の冒頭に「初めに言があっ
た。言は神と共にあった」とあります。この言と
は、イエス・キリストのことを指しています。そし
て、その「言の内に成ったものは、命であった。
この命は人の光であった」と続いています。そ
して最後に「光は闇の中で輝いている」と記さ
れています。実は、この言葉だけが、他の部分
と違って、現在のこととして、私たちに語り掛け

ています。「光は闇の中で輝いている」。この
言葉が、クリスマスの出来事の意味を明確に
伝えていると思います。
　私たちは毎年クリスマスを、夜が一番長く、
昼が一番短くなる時期に迎えます。そのことに
は意味があると思います。「光を待ち望む」、
「光がほしい」。クリスマスへの期待は、闇の中
で、光を待つ経験です。２０００年前の最初の
クリスマスの時もそうでした。人々は暗さの中
で、闇の中で、光を求めていたのです。
　それは、単に太陽の光という意味ではありま
せん。イエス・キリストが生まれた当時のユダヤ
の国は、超大国であったローマ帝国によって
支配されていました。植民地支配を受け、人々
は様々な抑圧の中にありました。人々の暮らし
も、一部の人 を々除けば貧しいものでありまし

大学宗教主任ヨハネによる福音書　1章1～5節 大島 力

た。そのような中で、人々はメシア、つまり救い
主の到来を待っていたのです。
　イエス・キリストの時代より前に書かれた旧
約聖書の詩編に、このような詩が書かれてい
ます。
　「主よ、あなたを崇めます……夕べは涙の
うちに過ごしても 朝には喜びの歌がある」
（詩編３０：２,６）。
　このような、朝の光への期待が、長い間、旧
約聖書の人々の心にあったと言えるでしょう。
人々は待ち続けました。そして、涙のうちに過
ごす人々にも、朝は、喜びと共に訪れたので
す。そのことが現実となったのが、イエス・キリス
トの誕生である、と新約聖書は告げています。
　星野富弘さんのことを知っている人は多い
と思います。私はいつもこの時期、その星野さ
んの経験と信仰に教えられます。星野さんは、
中学校の体育教師になりたての頃、授業中の
事故で首から下が麻痺してしまい、全く動け
なくなってしまいました。鉄棒の模範演技を見
せようとした、教育の熱心さが招いた事故で
した。しかし、今は、口に絵筆をくわえ、花の絵
を描き、そして、短い詩と共に私たちを強く励
ましてくれています。その星野さんの本の中
に、神への信仰が明確に記されている文章
がいくつか載せられています。
　「わたしは傷をもっている でも その傷の

光は闇の中で輝く

高等部教諭　山田 徹 大学院国際マネジメント研究科教授　
市野 初芳

初等部教諭　大串 久美子

中等部事務長　武田  英稔幼稚園教諭　石井 京子

�e Salt of the Earth, �e Light of the World
地 の 塩 、世 の 光

（聖書 マタイによる福音書　第5章 13～16節より）

ヨハネによる福音書 第1章9節
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まことの光があった。
その光は世に来て、すべての人を照らすのである。

書籍写真

書籍写真

ところから あなたのやさしさがしみてくる」
（『風の旅』）。
　「どんな時にも 神さまに愛されている そう
思っている 手を伸ばせば届くところ 呼べば
聞こえるところ 眠れない夜は枕の中に あな
たがいる」（『あなたの手のひら』）。
　これは、いずれも星野さんでなければ語れ
ない言葉ですが、しかし、いろいろな傷を負い
ながら生きている私たちの心に触れてくる言
葉です。私たちが生きるということは、様々な
傷を負って歩んでいくということです。また、私
たちは、この世界で生きていく中で、大小の困
難、また闇を経験します。しかし、神様の恵み
と愛は、それを貫いて迫ってくるものです。私
たちが人生でぶつかる闇の中に、たとえそれ
が濃くても、光が射してくるのです。そのこと
を、クリスマスの出来事は私たちに告げてい
ます。
　「夕べは涙のうちに過ごしても 朝には喜び
の歌がある」。
　詩編の詩人はこのように語っています。そ
してたとえ、まだ朝が来なくても「眠れない夜
は枕の中に あなたがいる」と言える。クリスマ
スは、それほどに神様がイエス・キリストにおい
て、私たちに近づいてくださったことを覚える
時です。「光は闇の中で輝いている」（ヨハネ
福音書１：５）のです。
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いくという内容で、祈
りとは何かを考える
のにも良い本です。
　コロナ禍でのクリ
スマス。今年もまだ、
いつものように迎え
るクリスマスというこ
とがままならない状
況ですが、主イエス
が神の独り子として、
私たちのためにお生まれになったということは何
一つ変わりません。心静かに穏やかにクリスマス
の時を迎えたいと思います。

ことば

ことばことば

ことば

　もうすぐクリスマス。やまあらしぼう
やは聖劇に出たいのですが、つんつん
とげのある容姿の醜さのため、動物の
子どもたちから仲間外れにされてしま
います。やまあらしぼうやのことを、
「やーい　とげとげボール！」とからかう
言葉が、ちくちくと心に刺さります。それ
でもやまあらしぼうやは劇を成功させ
るため、裏方の仕事をしっかりと果たし
ます。そして最後には、「とげとげボー
ル」だからこそできる、とっておきの役
を演じることになります。
　やまあらしぼうやの心を支えるのは、
お母さんの「ぼうやはわたしのこころの

ひかり」とい
う言葉。同じ
立場になっ
た時、このよ
うな冷静な
言葉をかけ
られるだろう
かと考えてし
まいます。で
すがこの母の愛が、何よりも子の心の拠
り所になるのです。どんな時でも、「その
ままのあなたを愛しているよ」と子ども
に伝えることの大切さを感じます。
　最後、舞台で輝くやまあらしぼうやを
見て、お母さんが「わたしのこころのほ
し」と呟く場面。母の愛が一段と温かくじ
んわりと伝わってきます。

　関野牧師は、青山学院大学の卒業生
です。昨年から今年の9月までは、アメリ
カのミネアポリスの病院で「チャプレン
（病院聖職者）」として勤務し、新型コロ
ナウイルス感染者の心をケアしながら、
ときに命が消えていく瞬間を看取りな
がら、家族に寄り添うお仕事をしていま
した。
　この本は、牧師でありロッカーである
著者が、各国を訪れ、多くの人と出会
い、互いの壁（国境、宗教、言葉、自分の
壁など）を壊してきた経験を綴る、笑い
あり、涙ありの爆笑本です。
　直接、クリスマスに関連する本では、

ありませんが、
ぜひ、クリスマ
ス・シーズンを
迎えるにあた
り、関野牧師
の心温まるお
話の世界を覗
いてみてくだ
さい。
　そうすれば、
あなたもわかるはずです。神は、すべて
の壁をぶっ壊すために、人（イエス・キリ
スト）となって、クリスマスの光として、天
から降りてきたということを。
　最後に、関野牧師の決め台詞をご紹
介します。「迷える小羊であるあなたに、
ゴッドブレス（神の祝福）を！」

「ある国民は自己愛を目的として戦争を愛した。」フランス首相クレマンソー（1841
～1929）の言葉です。そもそもアダムは自己愛ゆえに神に背いた罪を妻エバに
擦り付け、その子カインは自己愛ゆえに弟アベルを殺しました。ウイルスに脅され
続けても未だに自己愛から抜け出せないこの世に聖書は告げます。「キリストは
私たちの平和である」（エフェソ2：14）と。平和の主であるキリストが今こそ私たち
に宿るクリスマスでありますように。 （中等部宗教主任　浅原 一泰）
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＊各部の予定は変更となる場合があります。
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