
�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。

　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

幼稚園 Kindergarten

『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
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クリスマスに
おすすめの一冊
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。
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幼稚園教諭　石井 京子

祈っ た 祈り
が、次第に自
分の心に刻ま
れていくとい
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。
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『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

高等部 Senior High School

大学 University

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

「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。

『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）　

初等部 Elementary School

『すべての壁をぶっ壊せ！　
Rock'n牧師の丸ごと世界一周』
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

初等部教諭　大串 久美子
中等部事務長　武田  英稔
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　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）


