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451 - 305                            ⅠCor. 13 

SHIGYŌSHIKI (Me-ate)                      4/8/53 

Minasan, yoi haru-yasumiwo sugoshita k-deshō.  Minna shinkyūwo shite sorezore 

→shorai (ichi-nenkan) no keikakuwo tatete/ kibōni afurete, kyō no shigyōshikini (nyuga-

kusshikini) derareta deshō.  Sono keikakuga hitotsu no mokuhyōni mukatte/ hakkiri tater-

arete oru nara makotoni kekkō to om-su. 

Sorewa/ hajimete jitenshani noru hitoga tabi-tabi keiken s-yōni meate ni yotte yuku 

michiga hakkiri sadamaru kara desu. 

Keredomo kō iū bawaiga a-su.  Aru tokoroe yukitaku nakutemo/ sono hōwo miru to jit-

enshawa/ sono hōkoni itte shimaimasu.  Tatoeba w– no kodomo no toki/ aru hitoga jitenshani 

notte/ hashini sashi-kakatta toki, “jibunnwa jitenshani noru k-ga sōtō umaku natta na – A-- 

ano kawawa sōtō fukai yo da na - ”to yokowo mite tsubuyaita shunkan - sono hitowa kawano 

nakae‘ jitensha to isshoni/ ochite shima-ta. 

W-t-no seikastuwa sono yona mono desu.  Hitotsu no mokuhyōga areba kanarazu sono 

mokuhyōni/ jishakuga tetsuwo hiku yōni/ hikarete ikimasu. 

Keredomo aru katawa/ toshoshituni bonyari to haitte kite bonyari to nagamete oru node/ 

kakari no sensei kara, “Naniwo yomitai deshōka to kikaretemo -,”  Sa… “Nanika kireina 

hyoshi no hondemo areba/ mitai-n-daga” to kotaemasu.  Sō iū seitoga takusan aru to kiki-

masu.  Koredewa/ shikkari shita 

Mokuhyōga nai kara 

 

mokuhyoga  nai kara do iu mononi ataruka wakarimasenn. 

   Mata Dogo no hanamini dekakeru to ’ yoku mayoigowo mikakemasu. Moshi sono 

mayoigoga okaasanwo sagasaneide heikide ’ buratsuite ita ’ toshitara tareshimo hennni omou 

desho. 

Keredomo shinkyu shita minasanga shin-gakunendo no mokuhyowo kimenaide ’ 

1 コリント 13    讃美歌 451､ 305 1 

始業式(目当て)          1953/4/8 

 

みなさん､よい春休みを過ごしたことでしょう｡みんな進級をしてそれぞれ将来の計画を立て

て､希望にあふれて､今日の始業式に出られたでしょう｡その計画が一つの目標に向かってはっき

り立てられておるなら､誠に結構と思います｡ 

それは､初めて自転車に乗る人がたびたび経験するように､目当てによって行く道がはっきり定

まるからです｡ 

けれどもこういう場合があります｡あるところへゆきたくなくても､その方を見ると自転車はそ

の方向に行ってしまいます｡たとえば私の子どもの時､ある人が自転車に乗って橋にさしかかった

時､｢自分は自転車に乗ることが相当うまくなったな｡あ､あの川は相当深いようだな･･･｣と横を見

てつぶやいた瞬間､その人は川の中へ自転車といっしょに落ちてしまいました｡ 

私たちの生活はそのようなものです｡一つの目標があれば､必ずその目標の磁石が鉄を引くよう

に引かれて行きます｡ 

けれどもある方は､図書室にぼんやりと入ってきて､ぼんやりと眺めておるので､係りの先生か

ら｢何を読みたいでしょうか｣と聞かれても､｢さ､なにか､きれいな表紙の本でもあれば､見たいの

だが｣と答えます｡そういう生徒がたくさんあると聞きます｡これではしっかりした 
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mokuhyōga nai kara dō iu mononi ataruka wakarimasen. 

|Mata Dōgo no hanamini dekakeru to/ yoku mayoigowo mikakemasu.  Moshi sono 

mayoigoga okaasanwo sagasanaide heikide/ buratsuite ita/ toshitara tareshimo hennni omou 

deshō.  Keredomo shinkyū shita minasanga shin-gakunendo no mokuhyōwo kimenaide/ 

benkyō s- k-wa sakini nobeta mayoigo no yōna mono - mata bonyari to toshoshitsuni haitte 

kita mono dewa nai deshōka.|  Tekitōna mokuhyoga nakereba w-d- no doryokuga munashi-

ku kiete shim-su. 

Sokode Iesuwa Matt. 7 shōni “Motome nasai/ sō sureba ataerareru; sagashi nasai, so 

sureba mitsukaru” to oshaima-ta.  Kore wa shūkyoteki, dotokuteki nominarazu/ hiroku w-d-

no seikatsuni atehamaru k- desu.  Korewo yoku kangaete an-gata no kibowo yoku gimmi 

shite tekitōna mokuhyowo tatete soreni mukatte shōjin sureba kanarazu soreni ōjita yoi kek-

kaga eraremasu.  Kono k-wa an-gata hitoribitori no sekininde daremo anatani kawatte s- k-

wa dekimasen.  Sono seiko s- michiwa sebamerarete iru [kara sorewo miidasu monowa 

sukunai] to Iesuga oshatta. 

Korewa ryōriwo reini hiete ieba/ oishii kasuterawo tsukuru-niwa tada hitotsu no saijono 

tsukurikatani yotte seikō suru-keredomo sore-igaini iroiro detarame-no tsukurikatawa  

oku aru desho keredomo 

2 

 

目標がないからどういうものにあたるかわかりません｡ 

また､道後の花見に出かけると､よく迷い子
ま よ い ご

を見かけます｡もしその迷い子
ま よ い ご

がお母さんを捜さな

いで平気でぶらついていたとしたら､たれしも変に思うでしょう｡けれども進級したみなさんが､

新学年度の目標を決めないで勉強することは､先に述べた迷い子
ま よ い ご

のようなもの｡また､ぼんやりと

図書室に入ってきたもののではないでしょうか｡ 

適当な目標がなければ私どもの努力がむなしく消えてしまいます｡ 

そこで､イエスはマタイ 7章に｢求めよ､そうすれば与えられるであろう｡捜せ､そうすれば､見い

だすであろう｣とおっしゃいました｡これは宗教的､道徳的のみならず､広く私どもの生活に当ては

まることです｡これをよく考えて､あなた方の希望をよく吟味して､適当な目標を立てて､それに向

かって精進すれば､必ずそれに応じたよい結果が得られます｡このことはあなた方ひとりびとりの

責任で､だれもあなたに替わってすることはできません｡その成功する道は狭められているから､

それを見いだすものは少ないと､イエスがおっしゃった｡ 

これは料理を例に引いて言えば､おいしいカステラを作るには､ただ一つの最上の作り方によっ

て成功するけれども､それ以外にいろいろでたらめの作り方は 
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ōku aru desho keredomo oishii kasuterawa dekimasen.  Yappari seikō no michiwa semai 

desu. Kō iu reiwa w-d-no seikatsuniwa ikurademo aru dedhō.  Gakkō-seikatsumo onaji k- 

desu. Seikō shitai nareba hajimeni itta yōni meatewo sashite/ yaranakereba naranai deshō. ◎

(Desu kara) minasan (kotoshi) korekara no mokhyōwo hakkiri tatete soreni mukatte susumu 

yoni kibō-itashimasu. 

Korewo motte shigyōshiki nyugakushiki no kotoba to itashimasu. 

   

412 ; 84                                      Ephes.3:14-20 

KŌTŌGAKKŌ NYŪGAKUSHIKI                 4/8/52 

  Shinnyusei 

Minnasanwo honkōni omukae-dekita k-wo w-t- ichidŏ yorokonde orimasu. Kono-kikaini 

w- kara ichigon kibōwo nobitai to om-su. Minasanwa sorezore……  

 

Zaikosei niwa onaji kotowo ohanashi suru k-ni naruga shingakunen no kokorogamaewa 

onaji des kara shinyūseinimo sono hanashiwo ita-su. 

3 

 

多くあるでしょうけれども､おいしいカステラはできません｡やっぱり成功の道は狭いです｡こう

いう例は､私どもの生活にはいくらでもあるでしょう｡学校生活も同じことです｡成功したいなら

ば､初めに言ったように目当てを指してやらなければならないでしょう｡みなさんこれからの目標

をはっきり立てて､それに向かって進むように希望いたします｡ 

これをもって､始業式の言葉といたします｡ 

 

エペソ 3:14-20    讃美歌  412､ 84 

高等学校入学式          1952/4/8 

 

新入生 

みなさんを本校にお迎えできたことを､私たち一同喜んでおります｡この機会に､私から一言
いちごん

希

望を述べたいと思います｡みなさんはそれぞれ･･････｡ 

在校生には同じことをお話しすることになるが､新学年の心構えは同じですから､新入生にもそ

の話をいたします｡ 
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◎Benkyo suru to iu mokuhyō wa motte iru deshoga sonoueni rippana jimbutsu ni naru to iu 

kibowo motteitadakitai   

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎勉強するという目標は持っているでしょうが､その上に立派な人物になるという希望を持っ

ていただきたい｡ 
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                                                             4/18/53 

200            HITOTSU NO KOTOWO SURU 

   

Watakushiwa hitotsu no kotowo suru.  Sunawachi atoni aru monowo wasure, maeni aru 

monowo eyo to doryoku suru. “Go-ru”wo sashite susumu no de aru. 

Piripi 3:13-14 

(Kirisuto Iesu ni atte Kamino ue-e no shyomei to iu shyowo eyo to doryoku suru no de aru. 

(14). 

Inori-motomeru subete no monowa anatagatani ataerareta to kakushin-shi-nasai. So 

sureba sono torini naru de aro.                                              Mk 11:24 

 

W-d-wa isogashiku natte …. 

      konran shite … 

te-mo ashi-mo denaku natte kimasu 

 

“sono yoni naranai hitotsu hitotsu katazukete  

 

 seikatsu no hiketsu no hitotsu  

 

 Kono sambika no imiwo yoku ajiwai-nagara utatte ita- 

 讃美歌  5､ 200 1 

ひとつのことをする          1953/4/18 

 

ただこの一事
い ち じ

を努めている｡すなわち､後
うしろ

のものを忘れ､前のものに向かってからだを伸ばしつ

つ､目標を目指して走り､                                                   ピリピ 3:13 

 

キリスト･イエスにおいて上に召して下さる神の賞与を得ようと努めているのである｡   14 

 

祈り求めることは､すでにかなえられたと信じなさい｡そうすれば､そのとおりになるであろう｡  

    マルコ 11:24 

私どもは忙しくなって･･･｡ 

     混乱して･･･｡ 

手も足も出なくなってきます｡ 

そのようにならない ひとつ､ひとつ 片付けて 

生活の秘訣のひとつ 

この讃美歌の意味を､よく味わいながら､歌っていただきましょう｡ 
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                                            4/20/53  

“カレッジ”      College Nyugakushiki 

    Minasanwo honkoni omukae dekita k-wo w-t-ichido yorokonde or-su.  Kono kikaini w-

kara- 

    Ⅰ  Seikatsuni su-tensei - 

1) Kyoryoku ni yotte - 

Hokano hito no k-wo kangaeru to chigau- (Kaku michi) 

Otagaini yaru k-wa-isshoni Chīmu ni naru to hitori bitori no k wo wasurete 

Jibun wo …… 

                           miidasu 

     Katei -             Hōkenjidai 

     Shizoku-dantai -            aikokushin - 

1) Mienai Chikara 

 

2) Zenwo motte akuni katsu 

 

 4)   Aiga nakereba -     Fukushi - 

                          Zeni - 

       Kanjoteki ja nai - 

 

5) Goru sashite - 

    Mokuteki - 

 

Ⅱ Rekishi no hito - 

     Jinkaku – 

 

1 

カレッジ入学式          1953/4/20 

 

みなさんを本校にお迎えできたことを､私たち一同喜んでおります｡この機会に私から 

 

Ⅰ 生活に合う天性 

1)協力によって 

  ほかの人のことを考えると違う (各道) 

  お互いにやることは､いっしょにチームになるとひとりびとりのことを忘れて自分を見出す  

       家庭           封建時代 

       氏族団体         愛国心 

2)見えない力 

3)善をもって悪に勝つ 

4)愛がなければ     福祉 

                    善意 

   感情的じゃない 
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 5)  Gōru sashite - 

    Mokuteki - 

 

Ⅱ Rekishi no hito - 

     Jinkaku – 

 

Way -          Jn14:6 

                         (Mk 11:24) 

Faith – undoubted – James 1: 5-6 

 

Love -            ⅠJn 4:7-21 

Manymembers – 1 Body     Rom 12:3-5 

Who strengthens me -       Phil 4:13  

 

 

 

Inryoku - 

 2 

5)ゴール指して 

     目的 

Ⅱ歴史の人 

     人格 

 

Way   Jn14:6 

                      (Mk 11:24) 

Faith – undoubted – James 1:5-6 

 

Love -            ⅠJn 4:7-21 

Many members – 1 Body     Rom 12:3-5 

Who strengthens me -       Phil 4:13  

 

 

 

引力 

 



Gillett Note -4 

 - 9 - 

  5                                                  5/2/53  

200        KAMIWO SHINZURU * NOWA  YOWAI   Rom.12:3-5 

   

1) Kamiwo shinzuru no wa yowai 

Jibun no chikara de 

2) Hitoride yatte iru to omottemo jitsuwa so ja nai 

Hyakushowa kono k-wo yoku wakatte  Jibunde futsuno hitowa 

shokumotsuwo w-tano iruimo jibunde dekita mono ja nai 

Impitsuwo tsukaeba 

Hamegakiwo    sumi 

tegamiwo dashitara sorewo okutte 

haitatsu ….   hokano hito 

shobainimo 

Chishikimo  -  gakumonmo jibun dake de naratta mono oshierarete hakkennshita 

3) Nikutaitekini - - Seishinteki - 
“W-t-no uchiniwa jibun jishinno tameni ikiru monowa hitori toshite inai.” Rom 13 7 
   Hitoride - sabishii -  
   ai serarete iru - 

4) “Miezaru chikara no uchini iki ugoki mata sonzai no de aru.”  Hitog 17 28 
5)  Rekishiwo mireba sonkeisserarete iru hitotachiwa - minnna -   

   Rikoshinga chushin ni natta hito ja nai -                                             
 

ローマ 12:3-5    讃美歌 5､ 200                                                                   1 

神を信ずるのは弱い          1953/5/2 

 

1)神を信ずるのは弱い 

         自分の力で 

2)一人でやっていると思っても実はそうじゃない  

      百姓はこのことをよく分かって   自分で 普通の人は  

      食物を､私たちの衣類も 自分でできたものじゃない  

           鉛筆を使えば 

           歯磨きを済み     

          手紙を出したらそれを送って  

               配達 ‥‥   他の人 

           商売にも 

    知識も - 学問も自分だけで習ったもの 

  教えられて     

    発見して 

3)肉体的に- - 精神的– 

｢わたしたちのうち､だれひとり自分のために生きる者はなく､だれひとり自分のために死ぬ者はない｣ 
Rom 14:7 

  一人で – 寂しい -  

  愛されている - 

4)｢われわれは神のうちに生き､動き､存在しているからである｣ 使徒行伝 17:28                                                       

5)   歴史をみれば尊敬せられている人達は みんな  

利己心が中心になった人じゃない 
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Pirip 4:13-“W-wa chikarazukete kudasaru katani yotte subeteno kotowo nashiuru.” 

 

2 

 

ピリピ 4:13 ｢わたしを強くしてくださるかたによって､何事でもすることができるすべてのこ

とをなしうる｣ 
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 DŌSŌKAI-40 NEN - AISATSU                    5/31/53 

  10-nen hito-mukashi to mōshimasu-ga 40-nen-kan onaji gakkō de tsutomeru k-wa yōina 

k-dewa nai to om-su. 

Mazu dai-id/ kenkō de nakutewa tsutomaranai k-desu.  Shikamo goshōchi no k- to zon-

suga taigū-mo tano gakkōni tsutomeru-no-to hikaku shite asoraku waruku kesshite iijyoken 

de nakatta k-wa genzaai no jotai kara kangaetemo yoku wakaru k-de ari-su. 

 Kayōna joken no motoni, mattaku shishinnaki 40 nen ijō no hōshiwo sareta yuen-no 

monowa dokoni arukawo om-su toki, w-t-ni yoki kyokunwo ataete kudasatta to om-su. 

 W-no omou-niwa osoraku san sensei-tomoni K-kara araerareta shimeiwo shinjite kokoni 

inochiwo sasagerarete kita kara eraku natta no de a-su.  Tatoeba N. senseiwa kinrōhsha no 

kyōiku no tameni zenshōgaiwo sasagerareta. Sore to tomoni yūmei na “Yamaji koete”no sa-

kusha toshite zen-kokuni shirareta nomi narazu sonkeino mato to nararete imasu. 

 Nakamura senseiwa mainichi no tsutomewo hatasare tokuni dōsōsei no tameni tsu-

kusarete/ dokoe ikaretemo sensei no kaoga kiku yōni narareta no de a-su. 

 Aono Senseiwa onaji yōni mainichi no tsutomewo hatasare, tokuni ongakuni kanshitewa 

Matsuyama nomi narazu Shikoku no haha toshite shirarete imasu. 

 San-nin tonomi mizukarawo hikuku sarete  

imasuga 

 

  1 

同窓会･40年･挨拶          1953/ 5/31  

 

十年一昔と申しますが､40年間､同じ学校で勤めることは容易なことではないと思います｡ 

まず､第一に健康でなくては勤まりまらないことです｡しかもご承知のことと存じますが､待遇

も他の学校に勤めるのと比較して､恐らく悪く､決していい条件でなかったことは､現在の状態か

ら考えてもよく分かることであります｡ 

かような条件の下
もと

に､全く私心なき40年以上の奉仕をされたゆえんのものは､どこにあるかを思

います時､私たちによき教訓を与えてくださったと思います｡ 

私の思うには､恐らく3先生ともに､神様から与えられた使命を信じて､ここに生命を捧げられて

来たから､偉くなったのであります｡たとえば､N先生は勤労者の教育のために､全生涯を捧げられ

た｡それとともに､有名な｢山路越えて｣の作者として､全国に知られたのみならず､尊敬の的となら

れています｡ 

中村先生は､毎日の務めを果たされ､特に同窓生のために尽くされて､どこへ行かれても先生の

顔が利くようになられたのであります｡ 

青野先生は､同じように毎日の勤めを果たされ､特に音楽に関しては､松山のみならず､四国の母

として知られています｡ 

3 人共に自らを低くされて 



Gillett Note -4 

 - 12 - 

 

imasuga  hitokara-wa takaku sarete imasu. 

W-t- shokuwo honkoni hozuru mononi tottewa/ korera san sensei no kokoro-gamaewo 

motte tsutomeru k-ga torimo-naosazu Iesu no mikokoroni soitate-matsuru (k-ga torimo-

naosazu Iesu no mikokoroni soitate matsuru) k- to om-su. 

W-ga kokode san sensei no shinkō ni tsuite ohanashi suru-mademo naku 40 nenkan ijō 

honkō matawa Jonan-Kōkō de otsutomeni narareta kono seikatsuga w-t-ni hakkiri akashi 

shite kuremasu.  Mattaku ikita akashi de ari-su. 

 Kokoni sasayakana shukugakaiwo moyōshi, kanshano kokorowo arawasu to tomoni 

senseini ayakaritai to om-su. 

 Hanahada taranu kotoba desuga korewo motte oiwai no kotoba to itashimasu. 

 

2 

 

いますが､人からは高くされています｡ 

私たち､職を本校に奉ずるものにとっては､これら3先生の心構えを持って勤めることが､取りも

直さずイエスのみ心に沿い奉ることと思います｡ 

私がここで3先生の信仰についてお話するまでもなく､40年間以上､本校または城南高校でお勤

めになられたこの生活が､私たちにはっきり証ししてくれます｡全く生きた証しであります｡ 

ここにささやかな祝賀会を催し､感謝の心を表すとともに先生にあやかりたいと思います｡ 

はなはだ足らぬ言葉ですが､これをもってお祝いの言葉と致します｡ 
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KISHUKUSHA  NO  SHIKIJI                    6/20/536   

Minasan gotabō no tokoro gorinseki kudasatta k-wo kokorokara kansha ita-su. 

Honkō sōritsu-gŏ mamanaku kishukushawo motta no a.  Risai-zenwa kōnaini chisa-

katta keredomo kimochiga ii kishukushaga ari-taga Risai-gŏ Minanimachi no iewo karite 

chisai kishukushaga dekimashita.  Keredomo futsu no jutaku de/ ki- toshite tekitō de nakatta. 

W-d-wa 60ninga seikatsuga dekiru ki-wo nozondaga/ iroiro tsugōde/ ima no saikō nin-

zuwa 40 ninga seikatsuga dekiru ki-ga ataeraremashita. 

Kono ki- dake de nakute/ gakko zentai no fukkōga K-s no megumi ni yotte dekita to fu-

kaku kanjite iru kara/ ki-ni “Megumi House” to iu namaiwo tsuketara ii to w-d-wa kangaete 

imasu. 

Kono ki-ga tatta k-ni oite/ S.Kōkō fukkō no programuwa ichiwō owaru no de a. Kono yōni 

tatemono no setsubiga yoku naru to tomoni gakkō no naiyōmo jūjitsu saseru sekininwo kanjite 

w-d-wa ˇmainichi chikarawo tsukushite ori-su. 

Kono ki- de/ gurupu seikatsuwo suru k-ni yotte/ seitowa futsu no katei de/ uru k-ga 

dekinai jinkakuwo yashinau k-ga dekimasu.  Naze nareba/ kono yōni ōzei no gurupu de / 

seikatsuwo suru tokiniwa tada jibun no k-bakariwo kangaeru sekatsuwa yurusarezu/ aite no 

k-wo kangaete seikatsu seneba narazu tokiniwa jibunwo wasurete  

 

         1 

寄宿舎の式辞          1953/6/20                                         

 

みなさん､ご多忙のところご臨席くださったことを心から感謝致します｡ 

本校創立後､間もなく寄宿舎を持ったのであります｡罹災前は校内に小さかったけれども､気持

ちがいい寄宿舎がありましたが､罹災後､南町の家を借りて小さい寄宿舎ができました｡けれども､

普通の住宅で､寄宿舎として適当でなかった｡ 

私どもは60人が､生活ができる寄宿舎を望んだが､色々都合で､今の最高人数は40人が生活がで

きる寄宿舎が与えられました｡ 

この寄宿舎だけでなくて､学校全体の復興が､神様の恵みによってできたと深く感じているか

ら､寄宿舎に｢めぐみハウス｣という名前を付けたらいいと､私どもは考えています｡この寄宿舎が

建ったことにおいて､東雲高校復興のプログラムは一応終わるのであります｡このように建物の設

備がよくなるとともに､学校の内容も充実させる責任を感じて､私どもは毎日､力を尽くしており

ます｡ 

この寄宿舎でグル－プ生活をすることによって､生徒は普通の家庭で得ることができない人格

を養うことができます｡なぜなれば､このように大勢のグル－プで生活をする時には､ただ自分の

ことばかりを考える生活は許されず､相手のことを考えて生活せねばならず､時には 
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jibunwo wasurete hito no tameni seneba naran k-ga takusan arimasu.  Kono yōna seikatsu 

no naka de koso/ jinkakuga taka me-rareru to tomoni/ kono kyōryoku aru seikatsuwa/ motto-

mo tanoshii seikatsu to nari/ isshōgai wasurerarenai yūjinga atae-raremasu. 

Genzai no shakai dewa kono yōni tano hitobito to chikarawo awasete seikatsuwo shite 

yuku k-ga hitsuyō de ari/ jiko-chūshin-ni monogotowo kangae kōdō shite yuku no dewa kazo-

ku no seikatsu-mo shakai-seikatsu-mo smuthu-niwa yukimasen.  Shorai/ kanzenna kazoku 

no ichi-in to nari/ shakaijin to naru tameni kono ki-seikatsuwa mottomo nozomashii k- de aru 

to w-t-wa kanjite orimasu. 

 Kono “Megumi Housega” dekita k-wa/ tada ki-dake no yorokobi de naku/ gakkō zentai 

no yorokobi de ari/ kono ki- no arikataga Shinonome Kōkōni plus-ni naru k-wo nozonde ori-

masu. 

 Korewo motte shikijini kaesasete ita-su. 

 

2 

 

自分を忘れて､人のためにせねばならんことがたくさんあります｡このような生活の中でこそ､人

格が高められるとともに､この協力ある生活は最も楽しい生活となり､一生涯忘れられない友人が

与えられます｡ 

現在の社会では､このように他の人々と力を合わせて生活をして行くことが必要であり､自己中

心に物事を考え､行動してゆくのでは家族の生活も社会生活もスム－ズにはゆきません｡将来､完

全な家族の一員となり､社会人となるために､この寄宿生活は最も望ましいことであると､私たち

は感じております｡ 

この｢めぐみハウス｣ができたことは､ただ寄宿舎だけの喜びでなく､学校全体の喜びであり､こ

の寄宿舎の在り方が､東雲高校にプラスになることを望んでおります｡ 

これをもって式辞に代えさせて頂きます｡ 
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5/16/53  |                          ⅡCor 9:6-8 
11(1-2) 452(1-2)      Ikiwo Suttari Dashitari 
   
  Itsumo ikiwo sutte iru – 

Mata dashite iru – 
Suwanakereba dasenai - 
Ikiwo suttari dashitari suru k-wa 

Seishintekimo – onaji k-ga iemasu. 
Aru hitowa – itsumo -  
    Okure – chodai – 
Tomodachiga hoshii – 

     Seishinteki kenko no tame – 
So iu hito -t- wa numa no yō desu. 
deru tokoroga nai kara 
mizuga kudatte kuru no desu. 
 
Kono goro haha no hiwo mamotta kara 
tokubetsuni haha no kotowo  tanomerete inakutemo  

              ishikitekini – sekkyokutekini  

kimochiyoku tetsudai shitari otsukaini ittari – 
  hahawo bikkurisashitemo - 
 

2 コリント 9:6-8    讃美歌 11(1-2)､ 452(1-2) 1 

息を吸ったり出したり          1953/5/16                         

 

いつも息を吸っている- 

また出している 

吸わなければ出せない 

息を吸ったりだしたりすることは - 

精神的も同じことが言えます. 

ある人はいつも -  

遅れ -頂戴 - 

友達が欲しい - 

 

精神的健康のため - 

そういう人は沼のようです｡  

出すところがないから 

水が下って来るのです｡ 

 

このごろ母の日を守ったから特別に母のことを頼まれていなくても 

意識的に - 積極的に気持よく手伝いしたりお使いに行ったり - 

母をビックリさしても - 
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tarai no mizuwo temotoni 

yosetara mizuga nigeru – 

Hantaini mukōe mizuwo oseba 

fushigini mizuga temotoni kuru – 

W-d-no ∧seikatsumo sono yona mono desu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorimo nokosu 

2 

 

たらいの水を手元に 

寄せたら水が逃げる -  

反対に向こうに水を押せば 

不思議に水が手前に来る - 

私どもの 生活も そのようなものです｡ 
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                                         Matt. 6:7-13 

No.2  KAMI NO UCHINI IKI     7/3/53 

 

“Kuni to . . . to iu kotobaga tsuite inai k-ni kiga tsukareru desho.  Sono wakewa 

 “Kamiwa w-t hitori hitori kara tōku hanarete orareru mono dewa nai.  Sorewa w-t-wa 

K. no uchini iki, ugoki, sonzai suru kara de aru.”         (Acts 17:27-28) 

 

Shu no inoriwo mireba                  

K. no kokorowo kaete morau no dewa naku w-t no kokoroga K-ni mukatte hirakareru 

tame de arimasu.   

“A-g-no Chichi-maru K-wa a-g-no inoru maeni sono hitsuyō to suru monowo shitte 

orareru.” 

A-g-wa chiisai toki tsugi no yōna k-ga tokidoki atta deshŏ.  “Mewo tsubutte goran 

soshite okuchiwo akete goran” to okaasanwa itte sono kuchi-e kiyarameru-wo irete kuda∧
satta desho. Kono toki kuchiwo akenakattara okaasanga kuchi-moto (no mae) made kiyara-

meruwo motte kite itemo/ taberu kotoga dekimasen. 

“Motomenasai sō sureba ataerareru/  Sagashi nasai  sō sureba mitsukaru.” 

Keiken 

. . . ii monoga moraeru to kakushin shite kuchiwo aketara ii monoga moraeru. 

 

マタイ 6:7-13    讃美歌 2 1 

神のうちに生き          1953/7/3 
 

｢国と･･･｣という言葉がついていないことに気がつかれるでしょう｡そのわけは 
  

｢神はわれわれひとりびとりから遠く離れておいでになるのではない｡われわれは神のうちに生

き､動き､存在しているからである｣(使徒行伝 17:27-28) 
 

主の祈りを見れば､                 

神の心を変えてもらうのではなく､私たちの心が神に向かって開かれるためであります｡  
 

 ｢あなた方の父なる神はあなた方の祈る前にその必要とするものを知っておられる｣  

あなた方は小さき時､次のようなことが時々あったでしょう｡｢目をつぶってごらん｡そしてお口

を開けてごらん｣とお母さんは言って､その口へキャラメルを入れて下さったでしょう｡この時､口

を開けなかったら､お母さんが口元までキャラメルをもって来ていても､食べることができませ

ん｡ 

｢求めよ､そうすれば与えられるであろう｡捜せ､そうすれば､見いだすであろう｣(マタイ 7:7) 
 

･･･いいものがもらえると確信して口を開けたら､いいものがもらえる｡  
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Munewa doki doki shite ochitsukanai toki 

 

Kakushinwo motte inoru to - 

 

Shiken - 

Kazewo hiki sō - 

 

 

Shinpai suru kokorode’ / Shinjin se yo - 

 

2 

 

胸はドキドキして落ち着かない時  

 

確信を持って祈ると - 

 

試験 - 

風邪を引きそう - 

 

心配する心で､信心せよ - 
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305                                                       7/11/53  

TSUMIWO  YURUSU - LINCOLN         Mt.6:12-15  

Nippondewa Beikoku no daitōryō no uchide “Rinkān” wa ichiban sonkei sarete iru deshō.  

Gozonji no tōri Rinkānwa daitoryō no uchide ichiban hihan sarete ita daitoryō de-ta. 

Sorewa Namboku sensō no tokide hito no kanjōga takabutte ita.  Rinkānwa Minami/to 

Kita-ga nakayoku naru yōni kibō shite i-ta. Sono tameni iroiro giseiwo harai-ta. 

Namboku Sensō chūni futatabi daitoryō-ni senkyo sarete ∧dai ni no shunin-enzetsu no 

nakani tsugi no yūmei na kotobawo iimashita,   

“Donata-nimo akuiwo motaraide mata minasan-ni shinsetsuwo motte warera no kuni no 

itadewo naosa-ba na-i no de a.”  Jissai sono kibō no tameni inochiwo sasa-ta. 

Dorehodo hakugai saretemo shinnennwo mochi-tsuzuke/ darenimo tekiiwo motanakatta.  

Aru bawai kō iu k-wo ii-ta.  “Donatamo jibun no nōryokuwo dekiru dake nobashitai nareba 

kojintekina arasoi no tameni jikanwo tsuiyasu k-wa dek-sen.  Mata sono arasoini yotte tori-

kaeshi no tsukanai sonwo shimasu.” 

Mata aru hitoni, “Anatawa kō iū bawaini w-yorimo motto fungai nasaru deshō.  W-mo 

motto fungai sureba ii no kamo shir-senga w- no imamade no keikedewa fungai suru k-ni 

kesshite ii kekkaga atta towa omowanakatta.” 

W-t-wa kono Rinkan no taido kara 

 

 

マタイ 6:15    讃美歌 305 1 

罪を赦す･リンカーン          1953/7/11 

   

日本では米国の大統領の内で､｢リンカーン｣は一番尊敬されているでしょう｡ ご存じの通り､リ

ンカーンは大統領の内で､一番批判されていた大統領でした｡ 

それは南北戦争の時で､人の感情が高ぶっていた｡リンカーンは南と北が仲良くなるように､希

望していました｡そのためにいろいろ犠牲を払いました｡ 

 

南北戦争中に再び大統領に選挙されて､第 2の就任演説の中に､次の有名な言葉を言いました｡ 

｢どなたにも悪意を持たないで､またみなさんに親切をもって我らの国の痛手を治さなければな

らないのであります｣｡実際その希望のために命を捧げました｡ 

 

どれほど迫害されても信念を持ち続け､誰にも敵意を持たなかった｡ある場合こういうことを言

いました｡｢どなたも自分の能力をできるだけ伸ばしたいなれば､個人的な争いのために時間を費

やすことはできません｡またその争いによって､取り返しのつかない損をします｣ 

 

またある時に､｢あなたはこういう場合に､私よりももっと憤慨なさるでしょう｡私ももっと憤慨

すればいいのかもしれませんが､私の今までの経験では､憤慨することに決していい結果があった

とは思わなかった｣ 
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W-t-wa kono Rinkan no taido kara oku no monowo manabitai to omoimasu.  W-t-wa 

hokano hitowo yurusa-ba sono hankanga nokoru soshite jibun no kokorowo waruku suru. 

Korewa minnasannimo keikenga aru to omoi-su. 

 

Kono k-wa ∧yonde itadakuto Iesu no kotoba no uchide fukumarete iru desho. 

 

Tanin no shippai ka ayamachi wo yurusanakereba ‥ 

 

2 

 

私たちはこのリンカーンの態度から､多くのものを学びたいと思います｡私たちはほかの人を赦

さなければ､その反感が残る､そして自分の心を悪くする｡これはみなさんにも､経験があると思い

ます｡ 

 

このことは読んでいただくと イエスの言葉の内で含まれているでしょう｡  

 

他人の失敗か過ちを赦さなければ…  
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457                                                      John. 13:17 

568                  SHUGYOSHIKI                   7/20？/53 

Honjitsuwo motte dai itchi gakkiga owari-ta.  Kono shugyoshiki ni tokuni kyōchōshite hi-

to koto dake moshiagemasu.  

Sorewa w-no kotoba denaku Yohaneden 13:17 no kotoba de a. (186 page ueno dan) suna-

wachi “Moshi anatagataga korera no k-wo (sunawachi tadashii k-wo ) shitte sono tori no oko-

naeba saiwai de aru.” 

Kono yasumi no aida asa-mo, hiru-mo, yoru-mo, korewo oboete itadaku k-wo inotte ori-

masu.  

Kore de owarimasu. 

 

Suemitsu no Sobetsu no kotoba 

Kite ira-ta kara  3 nen 4ka-getsu isshokemeni shikamo kimochi yoku chikarawo tsu-

kusareta k-wo arigataku . *. . 

Senseiwo ookuri suru k-wa hontoni sabishiku kanjite orimasu. 

*Mata tokuni P.T.A. kankei no jimuni seirei shite kudasatta k-wo awasete kansha ita –

********** 

Senseini.      Kesa  seito 

Jibun no konin - sponsa - jubunni jimu-hikitsugini chui sareta k-wo kanshin shite o-su. 

Hajime kara saigo-made sekininwo chanto hatasareta k-wo hontoni arigataku kanjite ori-

masu. 

ヨハネ 13:17    讃美歌 457､ 568                                               1 

終業式          1953/7/20? 

 

本日をもって第 1学期が終わりました｡この終業式にとくに強調して､一言だけ申し上げます｡ 

それは私の言葉でなく､ヨハネ伝 13:17 の言葉であります｡(186 ページ上の段) すなわち､｢もし

あなたがたがこれらのことを(すなわち正しいことを)知ってその通りに行なえば幸いである｣｡ 

この休みの間､朝も､昼も､夜もこれを覚えていただくことを祈っております｡ 

これで終わります｡ 

 

末光の送別の言葉 

来ていらっしゃってから 3年 4ヶ月  

一生懸命､しかも気持ちよく力を尽くされたことを有り難く…｡ 

先生をお送りすることは､本当に淋しく感じております｡ 

また特にPTA 関係の事務に精励して下さったことを合わせて感謝いたします｡ 

先生に             今朝､生徒の 

自分の後任･･･スポンサー･･･十分に､事務引き継ぎに注意されたことを感心しております｡初め

から最後まで､責任をちゃんと果たされたことを､ほんとにありがたく感じております｡ 
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Soshite dokoe ikaretemo K-s-no omamori yutakani aran k-wo w-t- ichido kokorokara  

2 

 

そしてどこへ行かれても､神様のお守り豊かにあらんことを､私たち一同､心からお祈り致しま

す｡ 
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SHŪNINSHIKI – JONAN             9/5/53 

Sen/etsu nagara Am Bdwo daihyō sashite itadaku k-wa hontōni kōei to zonjimasu.  

Kono shikini Am Bd daihyōga aru k-wa taisetsu na imiwo shōchō shite iru no dewa naika to 

om-su.  Sunawachi kono gakkowa Xtokyō no seishin no ueni taterarete iru kara kŏkkyōwo 

chōetsu suru mikataga aru to iu k- de a-su. 

Gozonji no yōni Xtokyōwa Beikoku/ ni umareta shūkyō dewa a-sen.  Mata Yoropa/ demo 

a-sen.  Jissai Aziya no Paresuchina-ni okotte kita shūkyō de Xtokyō no shinzuiwa Seiyō no 

kangaekata yorimo Tōyō no kangaekatawo motte or-su.  Mochiron K-s-mo w-t-no sekai-mo 

hitotsu de a-su.  Soshite ningen no seikatsuga Xtokyō no seishin kara umareru k-ni yotte zen 

sekai kuniguni no seikatsuga yoku naru to shinjite orimasu. 

Konogoro gakkō de shushinwo oshieru k-wo kinjirarete iru kara aru hitoga hijoni shinpai 

shite iru.   Keredomo saiwaini Judson Sensei narabini Nishimura Sensei sono ta no sensei 

no okagede kono gakkō no seishin de-aru Xtokyō no nakani mottomo taisetsuna shūshinga 

fukumarete iru no de a-su.  Sorewa shisō de nakute gakkō no seikatsuni ikashite yuku yōni 

shite or-su.  Futagami Senseiwa Jōnan no sekatsu no mi de/ ima gakkōchō-ni shūnin sare-ta 

nowa hontōni fusawashii k- de- ari w-d-no yorokobi to suru tokoro de a-su. Am Bd mo Beiko-

kuni oru yūshimo w-t- to tomoni kansha shite iru to shinjite or-su. 

Korewo mochimashite shukuji-ni kaesasete itadakimasu. 

 

入力者による加筆 

       (Am Bd = American Board) 

1 

就任式･城南          1953/9/5 

 

僣越ながら､アメリカン･ボードを代表さして頂くことは､本当に光栄と存じます｡この式にアメ

リカン･ボ－ド代表があることは､大切な意味を象徴しているのではないかと思います｡すなわち､

この学校はキリスト教の精神の上に建てられているから､国境を超越する見方があるということ

であります｡ 

ご存知のように､キリスト教は米国に生まれた宗教ではありません｡またヨ－ロッパでもありま

せん｡実際アジヤのパレスティナに起こって来た宗教で､キリスト教の神髄は､西洋の考え方より

も東洋の考え方を持っております｡もちろん､神様も私たちの世界も私たちの世界も一つでありま

す｡そして人間の生活がキリスト教の精神から生れることによって､全世界の国々の生活がよくな

ると信じております｡ 

この頃学校で修身を教えることを禁じられているから､ある人が非常に心配している｡けれども

幸いにジャドソン先生､ならびに西村先生､その他の先生のお陰で､この学校の精神であるキリス

ト教の中に､最も大切な修身が含まれているのであります｡それは思想でなくて､学校の生活に活

かしてゆくようにしております｡二神先生は城南の生活のみで､今､学校長に就任されたのは本当

にふさわしいことであり､私どもの喜びとするところであります｡アメリカン･ボードも､米国にお

る有志も､私たちとともに感謝していると信じております｡ 

これをもちまして､祝辞に代えさせて頂きます｡ 
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553(or 274)                                            8/27/53 

557                        SHIGYŌSHIKI                     Mt. 7:7 -9 

Minasanwa kuroku natte genki-de gakkoga hajimaru nowo machini matte orareta yō 

desu.  (Hontōni omeditō gozaimasu.)  Korekara otagai-ni isshokemmeini benkyō shimashō. 

Kesa hitotsu- futatsu no k-wo … 

Kono natsu chotto ryōkō shita toki kisha-de momowo kau to sore to tomoni kami-no fu-

kurowo kuremashita.  Sono fukuroni omoshiroi manga ∧*keijiban ga* oari-ta.  Sunawachi 

ressha no nakade aru go-sai kurai no kodomoga hokano kyaku-ga tsūrōni tabemono no kuzu 

to kamiwo nage-sutete iru niwo/ mite iru tokoro des.  

Sorewo mita kodomo no atamaniwa dōbutsuen no saru no origa omoi-ukande/ ano hito-

tachiwa marude Osaru-san no yō da na to omoimashita. 

Soshite nochini w-ga gakkōe kaette agatte kuru tok/ ∧gakkōno michiwo mitara sono 

kodomono kangaewo omoidashite, “Sa- korewa saru no ori no yō da na to warainagara omo-ta. 

Sono nochini sorewo tabitabi kangaete-miru to w-t-no sankōni naru tenga fukumarete 

iru-kamo shiremasen. 

Tatoeba Hitotsuwa Dōshite saruwa sono yōna k-wo suru no deshōka?  Hakkiri wakara-

nai no desuga 

 

マタイ 7:7    讃美歌 553(or274)､ 557                                            1 

始業式          1953/8/27  

 

みなさんは黒くなって､元気で学校が始まるのを待ちに待っておられたようです｡これからお互

いに一所懸命に勉強しましょう｡ 

今朝､一つ､二つのことを･･･｡ 

この夏､ちょっと旅行した時､汽車で桃を買うと､それとともに紙の袋をくれました｡その袋に面

白い漫画掲示板がありました｡すなわち列車の中で､ある 5歳くらいの子どもが､他の客が通路に

食べ物の屑と紙を投げ捨てているのを､見ているところです｡  

それを見た子どもの頭には､動物園のサルの檻
おり

が思い浮かんで､あの人達はまるでおサルさんの

ようだなと思いました｡ 

そして後
のち

に､私が学校へ帰って上がってくる時､学校の道を見たらその子どもの考えを思い出し

て､｢さあ､これはサルの檻のようだな｣と笑いながら思いました｡ 

そののちに､それを度々考えてみると､私たちの参考になる点が含まれているかもしれません｡ 

たとえば､どうしてサルはそのようなことをするのでしょうか？ はっきり 
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- 2 - 

wakaranai no desuga tabun shuini aru saru-no k-wo amari kangaenaide/ shite iru k-no kek-

kaga dō naruka kangaete inai kara deshō.  Kodomoga w-t-no michiwo agatte kinagara 

kyarameru no hakowo akete/ kamiwo sutete/ soshite kuchini ikkowo ireru to mata kamiwo 

sutete/ dandan kami-no atowo nokoshite shimau.  Sorewo miru to manga no nakano kodomo 

no yōni “Sa- saru no yō da na” to iwanakereba naranai.  Sore nareba gakkōga saru no ori no 

yōni natte shimaimasu. 

W-t-wa saru no yō de nakute hito no yōni yaritai nareba futatsu no k-wo chui-shi-tara ii 

deshō. 

Hitotsuwa hitori-bitoriga sekininwo motte fuchui na k-wo shinai de/ kaette gomiwo hi-

rotte gakkōga kireide aru yōni shinakereba naranai deshō. 

Mo hitotsuwa w-t-wa mainichi tabetari nemuttari okitari chotto benkyō shitari asondari 

onaji k-wo kurikaeshitara kodomo no yōna seikatsu desu.  Manga no kodomo no omotta yōni 

“Saru no yō da na.” 

Sono yōni naritaku nakereba hitori-bitoriga jibun no mokutekiwo hakkiri kimite main-

ichi soreni mukatte chikazuku yōna 

 

2 

 

分からないのですが､多分周囲にあるサルのことをあまり考えないで､していることの結果がどう

なるか､考えていないからでしょう｡子どもが私たちの道を上がって来ながら､キャラメルの箱を

開けて､紙を捨てて､そして口に 1 個を入れると､また紙を捨てて､だんだん紙の跡を残してしま

う｡それを見ると漫画の中の子どものように､｢さあ､サルのようだな｣と言わなければならない｡そ

れなれば､学校がサルの檻のようになってしまいます｡ 

私たちはサルのようでなくて､人のようにやりたいなれば､二つのことを注意したらいいでしょ

う｡ 

一つは､一人びとりが責任をもって不注意なことをしないで､かえってゴミを拾って､学校がき

れいであるようにしなければならないでしょう｡  

もう一つは､私は毎日食べたり､眠ったり､起きたり､ちょっと勉強したり､遊んだり､同じことを

繰り返したら､けだもののような生活です｡漫画の子どもの思ったように､｢サルのようだな｣｡  

そのようになりたくなければ､一人びとりが自分の目的をはっきり決めて､毎日それに向かって 
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- 3 -                     Shigyoushiki  8/27/53 

chikazuku yona seikatsuwo seneba naranai deshō.  

Kore to tomoni dareka sonkei shite iru hitowo erande/sono hito to onaji yōni naritai to iu 

kibōwo mattara/ ii deshō.  Bawaini yotte tomodachi mata okaasanka otōsanka mata aru 

sensei tokuni Xn de-areba Iesu de arimashō.  So sureba tashikani anatagatano chikarani 

naru to kakushinwo motte imasu. 

Mataiden 7:7ni kaite aru tōri, “Motome nasai sō sureba ataerareru - mata subete mo-

tomeru monowa uke/ sagasu monowa miidasu.  Tashikani motomenakereba amari uke-

masen.  Manga no kotobani aru yōni Saru no yō da na” to iwareru yōni natte-shimaimasu. 

Keredomo kono dai ni gakki de/ minasanwa hito de aru yōna seikatsuga dekiru yōni set-

suni kibō shite oinori shite orimasu. 

 

3 

 

近づくような生活をせねばならないでしょう｡ 

これとともに､だれか尊敬している人を選んで､その人と同じようになりたいという希望を､持っ

たらいいでしょう｡場合によって､友達またお母さんか､お父さんか､またある先生､特にクリスチャ

ンであればイエスでありましょう｡そうすれば､確かにあなたがたの力になると､確信をもっていま

す｡ 

マタイ伝 7:7に書いてある通り､ ｢求めなさい｡そうすれば与えられる｡ またすべて求めるもの

は受け､探すものは見出す｣｡確かに､求めなければあまり受けません｡ 漫画の言葉にあるように､

｢サルのようだな｣と言われるようになってしまいます｡ 

けれどもこの第 2学期で､みなさんは人であるような生活ができるように､切に希望してお祈り

しております｡ 
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See  9/16/57  for 1-2(3)        SORITSU…                   9/16/53 

Kono yōna fujinwo hitori demo ōku tsukuru koto no tameni kono gakkōwa sōritsu sare/ 

rekidai kōchōwa mochiron ōku no senseigatamo inori/ doryokushite korare-ta. 

Shorai/ ueno gakkōe susumu hitomo mata katei ni no s∧hufu to naru hitomo yoki shakai-

jin de aru tameniwa gakumon to tomoni kono jinkaku no yōseiga hitsuyō-nanode ar-su. 

Minasanwa kono yōna tokushoku no aru gakkōe nyūgakku shite oraremasu-karaniwa 

toada benkyō suru dakeni todomarazu ichi dan to fukaku horisage/ shinkōni yoru jinkaku no 

yōseinimo kokoro shite/ inorareru k-wo setsubō shite orimasu. 

Korewo motte kyō no yorokobi no hi no kotobani itashimasu.  

 

1 

創立 67 周年          1953/9/16(参照 1957/9/16) 

 

このような婦人を､ひとりでも多くつくることのために､この学校は創立され､歴代校長はもち

ろん多くの先生方も､祈り､努力してこられました｡ 

将来､上の学校へ進む人も､また家庭の主婦となる人も､よき社会人であるためには､学問とと

もにこの人格の養成が必要なのであります｡ 

みなさんは､このような特色のある学校へ入学しておられますからには､ただ勉強するだけに

とどまらず､いちだんと深く掘り下げ､信仰による人格の養成にも､心して祈られることを切望し

ております｡ 

これをもって､今日の喜びの日の言葉にいたします｡ 

この文の前の文が見当たらない｡ 何かの続きと思われる｡ 
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419 1-3；4-6 2:1-3,45                             Hito 17:23b-28a 

BITAMIN NO TATOE                        10/31/53 

Konogoro Bitamin no hanashi to sendenga zwiebun ōku natta no de a-su.  Sōgō Bitamin 

no jōzai no kōkokumo chikagoro yoku mikakemasu.  Jissai aru kikanwa Bitamin no k-ni chui 

shinakutemo kenkō de aru yōni miukerareru no desuga nagai aida nareba taitte kanarazu/ 

shōgaiga dekiru yōni na-su.  Mata biyōki nareba tokubetsuni B-ni chui shinakereba na-ai.  

Chotto mita tokorodewa B-ga nakutemo deikatsuga dekiru no desuga/ da-kara dodemo ii B-ga 

attemo nakutemo ii to omou-nowa amari kemmei na kangaekatadewa nai to omoimasu. 

Mochiron donata-demo aru teido made shizenni B-wo totte iru no desu. Mata hitoni yotte 

sono teidowa chigau no de a.  Keredomo ima no kagaku no kenkyū-ni yoreba donatademo B-

ga nakereba amari nagaku kenkōna seikatsuga dekimasen.  

Kore to onaji yōni seishinteki-kenko-no tameni B no yōna monoga ar-shō.  Sorewa shi-

zukani meisō suru koto; mata jibun-jishin no seikatsuwo hansei suru k-; mata jibun no chika-

ra dakeni yoranaide mienai chikarawo shinjite seikatsu suru k; kore to tomoni seishowo 

yonde, inoru k-de arimashō.  Korewa hito kotoba de ieba shūkyō to iimasu.  Mata W shūkyo 

to ieba ko iu k-ga fukumarete iru no de s. 

W-t-wa tokidoki jibun no seikatsuwo kaeri-mite dokoni ii tenga aruka dokoni warui 

tenga aruka donna yōni shitara 

使徒 17:23b-28a    讃美歌 419(1-3､4-6)                                               1 

ビタミンのたとえ          1953/10/31 

  

このごろ､ビタミンの話と宣伝が､ずいぶん多くなったのであります｡総合ビタミンの錠剤の広

告も､ちかごろ良く見かけます｡実際､ある期間はビタミンのことに注意しなくても､健康であるよ

うに見受けられるのですが､長い間なれば､たいてい必ず障害ができるようになります｡また､病気

なれば､特別にビタミンに注意しなければならない｡ちょっと見た所では､ビタミンが無くても生

活ができるのですが､だからどうでもいい､ビタミンがあってもなくてもいい､と思うのはあまり

賢明な考えではないと思います｡ 

もちろんどなたでもある程度まで､自然にビタミンを摂っているのです｡また人によっ､てその

程度は違うのであります｡けれども今の科学の研究によれば､どなたでもビタミンがなければ､あ

まり健康な生活ができません｡これと同じように､､精神的健康のためにビタミンのようなものが

あるでしょう｡それは､静かに瞑想すること､また､自分自身の生活を反省すること､また自分力だ

けによらないで､見えない力を信じて生活すること､これとともに聖書を読んで祈ることでありま

しょう｡これは､一言葉で言えば､宗教といいます｡また､宗教といえばこういうことが含まれてい

るのであります｡ 

私たちは時々自分の生活を省みて､どこにいい点があるか､どこに悪い点があるか､ 
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 donna yōni shitara yoku naruka to iu k-wo kangae-nakereba/ katani hamatte iru yōni 

naru/. Seikatsuni shinpōga mirarenai.  Kotobawo kaeru naraba jinkakuga yoku naru k-mo 

dekimasen. /Mara B-no hitsuyōwo ishiki-shinai to onaji yōni inoranakutemo hitowa seikatsu-

ga dekiru./  Keredomo nagai aidawo mireba sorewa seikatsuwo site iru to iu-dake de/ itsuka/ 

yukitsumatte kuru tokiga a-shō./  Sono toki inori to shinkōni yotte yashinawarete iru 

jinkakuwa tsuyoku natte iru k-ga arawarete kuru no desu.  Sorewa fudan B-no hitsuyōwo 

shiri/ chui-shite/ B-wo totte iru hitoga biyōki nadoni taishite teikōryokuga tsuyoku natte iru no 

to onaji yōna k- de a. 

Konshū no Mokuyōbi sōten-kitōkai de aru seitowa chōdō sō iu taikenwo hanasare-

mashita.  Soshite seishinteki B-ga w-t-no nichijo seikatsuwo dorehodo tasuketa-kaga wa-

katte/ sono seito-san-niwa nakute naranu taisetsuna mononi natte imasu. 

 Gakusei jidai kara taezu kono seishinteki B-wo ketsubō sasanai yōni/ oginatte iru-

naraba genzai no seikatsu-mo/ nochi no seikatsu-mo/ kenkō de aru k-ga dekiru.  Mata soreni 

yotte fushigina hodo mainichi chikaraga ataerarete kuru deshō.  Sono yōni shinjite/ inori-no 

seikatsuwo sureba korewa nikutaiteki seikatsu-nimo seishinteki seikatus-nimo arawarete – 

kazoku-ya tomodachi to no kankeiga emmande nagoyakana seikatsuga dekiru to iu k-wo iroi-

ro na hitotachiga  

 2 

 

どんなようにしたらよくなるか､ということを考えなければ､型にはまっているようになる｡生

活に進歩が見られない｡言葉を変えるならば､人格がよくなることもできません｡また､ビタミンの

必要を意識しないと同じように､祈らなくても人は生活ができる｡けれども､長い間を見れば､それ

は生活をしているというだけで､いつか､ゆきづまってくるときがあるでしょう｡その時､祈りと信

仰によって養われている人格は､強くなっていることが現れてくるのです｡それは普段ビタミンの

必要を知り､注意してビタミンを摂っている人が､病気などに対して抵抗力が強くなっているのと

同じようなことであります｡ 

今週の木曜日､早天祈祷会で､ある生徒はちょうどそういう体験を話されました｡そして､精神的

ビタミンが､私たちの日常生活をどれほど助けたかが分かって､その生徒さんにはなくてはならぬ

大切なものになっています｡ 

学生時代から､絶えず精神的ビタミンを欠乏ささないように補っているならば､現在の生活も後
のち

の生活も健康であることができる｡また､それによって不思議なほど毎日力が与えられてくるでし

ょう｡そのように信じて､祈りの生活をすれば､これは肉体的生活にも､精神的生活にも現れて､家

族や友達との関係が､円満で和やかな生活ができるということを､いろいろな 
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Bitamin             - 3 -                            10/31/53 

hitotachiga taiken shite iru no de a. 

Goshōchi no tōri Kokutai no Fenshingu no kaijo toshite/ honkō no taiikukanwo shiyō-shi-

ta.  Sono toki honkō no seitowa/ settai; kiroki; renraku; arayuru bumenni hōshi shi-mashita.  

Sono kekkaga hombu no yakuin - ippan kanranshani kono “Shishin-naki hōshi” to kyōryoku 

no seishinga taisō kōkanwo atae sorega tame/ Fenshinguga yoi kekkawo unda/ to Asahi Shin-

bunni dete imashita.  Korewa hitotsuno iketa rei to om-su.  Sono kijiwa Hōnkan to Pierce 

Kan no aidani keiji shite a. 

Shūkyōga attemo nakutemo dōdemo ii to iu hitoga orimasuga B-no hitsuyō to onaji yoni 

seishinteki B-mo nakute naranu mono de aru to dangen suru k-ga dekiru no de a-su. 

Koreni chui shite hitori-bitori/ jibun-jishinde/ ajiwatte/ shibaraku no aida/ yatte minakere-

ba donnani eikyōga aruka, dorehodo tameni naruka mata chikaraga ataerarete kuruka wa-

karimasen. 

Shinonomeni orareru uchi/ kono seishin-teki B-no hitsuyōwo kanjite sorewo sesshu-suru 

k-ni tsutomenakereba anatagata-niwa dai sonshitsu de ari/ w-t-ni tottewa hanahada zannenn 

na koto de a. 

3 

 

人たちが体験しているのであります｡ 

ご承知の通り､国体のフェンシングの会場として､本校の体育館を使用しました｡その時､本校の

生徒は接待､記録､連絡､あらゆる部面に奉仕しました｡その結果が､本部の役員､一般観覧者に､こ

の｢私心なき奉仕｣と協力の精神がたいそう好感を与え､それがため､フェンシングがよい結果を生

んだと､朝日新聞に出ていました｡これは一つの生きた例と思います｡その記事は本校とピアス館

の間に掲示してあります｡ 

宗教があっても､なくても､どうでもいい､という人がありますが､ビタミンの必要と同じよう

に､精神的ビタミンもなくてならぬものである､と断言することができるのであります｡ 

これに注意して一人びとり､自分自身で味わって､しばらくの間やってみなければ､どんなに影

響があるか､どれほどためになるか､また､力が与えられてくるか分かりません｡ 

東雲におられるうち､この精神的ビタミンの必要を感じて､それを摂取することに努めなけれ

ば､あなたがたには､大損失であり､私たちにとってははなはだ残念なことであります｡ 
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 2:1-2;3-4                                                Matt.7:7-8 

JIKANWO TSUKAU KOTO                   10/?/53 

Beikoku no yūmei na Franklinga aru-hitoni tsugi no k-wo kikimashita, “Anatawa ana-

tano inochiwo daijini shite orareru-ka?  Inochiwa jikanga atsumerareta-mono desu-kara 

inochiwo daijini suru nareba jikanwo mudani tsuiyasanai yōni shinasai.”  

W-ga tabitabi sankōni natta reiga a-su.  Tegami no henjiwo kakanakereba naranai to-

omoi/ kini kakari-nagara/ nobashite-nobashite yōyaku hitotsuki gurai nochini henjwo ka-

kimasu to/ sono henjiwo surunoni hito-tsuki no kikanga kakaru k-ni narimasu.  Keredomo 

sono henjiwo sugu kaitara ju-go-fun kurai de henjiga dekimasu. → Sore to tomoni sappari to 

shita kimochi ni na-su. 

Aru hito-t-wa takusan no shigotowo shinagara sonnani isogashiku miemasen.  Mata 

aru hitowa taihen isogashi-sōni mienagara jissainiwa amari takusan no shigotowo shitewa 

orimasen.  Isogashisōni mienaide takusan no shigotoga dekiru-hitotsu no hiketsuwa mijikai 

jikandemo jōzuni riyō-shite/ shigotowo tamezuni/ keikaku-tekini katazukete yuku k- desu. 

Jikan-tsubushini nani-naniwo shiyō to ii-ga jikanwo tsubusu nado to iu k-wa tondemo 

nai k-de/ wazuka no jikandemo jibun no inochi no hitofushi desu. 

Hitowa yoku kyokai-e yukanakattari seishowo yomanakattari mata shizukani kangaete 

inottari shitai keredomo inoranai no-wo 

 

マタイ 7:7-8    讃美歌 2(1-2､3-4)                                                    1 

時間を使うこと          1953/10/? 

 

米国の有名なフランクリンが､ある人に次のことを聞きました｡｢あなたは､あなたの命を大事に

しておられますか？ 命は時間が集められたものですから､命を大事にするならば､時間を無駄に

費やさないようにしなさい｣｡ 

私が度々参考になった例があります｡手紙の返事を書かなければならないと思い､気に掛かりな

がら延ばして延ばして漸くひと月ぐらい後
のち

に返事を書きますと､その返事をするのにひと月の期

間がかることになります｡けれども､その返事をすぐ書いたら､15分くらいで返事ができます｡それ

とともに､さっぱりとした気持ちになります｡ 

ある人たちは､たくさんの仕事をしながらそんなに忙しく見えません｡またある人は､大変忙し

そうに見えますが､実際にはあまりたくさんの仕事をしてはおりません｡忙しそうに見えないで､

たくさんの仕事ができる一つの秘訣は､短い時間でも上手に利用して､仕事を溜めずに計画的に片

付けてゆくことです｡ 

時間つぶしになになにをしようといいが､時間をつぶすなどということはとんでもないことで､

わずかの時間でも自分の命の一
ひと

節
ふし

です｡ 

人は教会へゆかなかったり､聖書を読まなかったり､また静かに考えて祈らないのを 
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- 2 - 

shitai keredomo sorewo suru maga-nai-to himaga nai karadato yoku iiwake wo shimasu.  

Shokujiwo suru maga nai to itte nikutai no katewo toranai hitowa ari-sen∧deshōga seishin-

teki no katewo toru-maga naito itte toranai hitowa ōku aru-deshō. 

 Sō iu hitonimo ichi-nichiwa 24-jikanga a-shō.  Sore-ijōwa donatanimo a-sen.  Sono 

maga nainowa mijikai jikanwo keikaku-tekini tsukawanai-kara deshō.  Kane no yosanwo 

tateru no to onaji-yōni jikannimo yosanwo jōzuni tatete yaru-nareba seishintekina katewo 

toru to iu daiji-na jikanga nai to iu yōna k-niwa na-sen.  Jissai no k-wa shizukani kangaete 

keikakuwo tatete inoreba soreni yotte jikanwo mokeru deshō. 

 

Inori 

 

Tsuneni warerawo aishi-tamō Chichi naru K- Anata kara mainichi atarashiku jikanwo 

atae-tamō k-wo kansha itashimasu.  W-t-no mainichi-mainichiwa mochiron w-t-no mijikai 

jikan no hitofushimo benkyo no tamenimo asobi no tame-nimo/ mikokoroni kanau yōni chika-

ra to michibikiwo ataetamae.  Soshite kokorode kiku sono michibikini yotte maiban ichinichi 

no seikatsuwo kaeri-miru to kokoroga ochi-tsuite kanshaga dekiru to shinjite orimasu. 

 

2 

 

暇がないからだと､よくいいわけをします｡食事をする間がないといって肉体の糧をとらない人は

ありませんでしょう｡精神的の糧をとる間
ま

がないといって､とらない人は多くあるでしょう｡ 

そういう人にも､1日は24時間があるでしょう｡それ以上はどなたにもありません｡その間がない

のは､短い時間を計画的に使わないからでしょう｡金の予算を建てるのと同じように､時間にも予

算を上手に立ててやるならば､精神的な糧をとるという大事な時間がない､というようなことには

なりません｡実際のことは､静かに考えて計画を立てて祈れば､それによって時間を設けるでしょ

う｡ 

 

祈り 

 

常に我々を愛したもう父なる神様､あなたから毎日新しく時間を与えたもうことを感謝致しま

す｡私たちの毎日､毎日はもちろん､私たちの短い時間の一節も､勉強のためにも遊びのためにも､

み心に適うように力と導きを与えたまえ｡そして心で聞くその導きによって､毎晩､1日の生活を省

みると､心が落ち着いて感謝ができると信じております｡         



Gillett Note -4 

 - 37 - 

 

  OKABE HARA WEDDING               11/11/53 

Okabe, Hara goryōke no goreisoku, goreijō no gokonrei no gimo/ medetaku owari-ta k-wo 

kokoro kara oiwai mōshi-agemasu to tomoni/ kono medetai en-ni manekareta k-wo kansha 

ita-su. 

Shinrō no otosanwa w-t-no gakkō no riji de ari/ mata P.T.A. no kaichō demo a.  Mata 

shimpuwa waga kō no sotsugyōsei-de a.  Sorede hitokoto oiwai no kotoba/ nobesasete ita-su. 

Shinrōni tsuitewa Shōdai-gakuchō Ito sensei kara kuwashiku gohirō-ga a-ta kara w-wa 

shimpu Yoshikosan-ni tsuite gohirō shitai to om-su. 

Kekkon shikini manemareta to/ aru senseini hanashita tokini/ sono senseiwa “Ano ko na-

ra ikura hometemo machigaiga nai to iware-ta.  W-wa jijitsu de nakereba hanasu k-wa 

dekimasen kara anshin shimashita.  

Yoshiko-sanwa yūshū na seiseki de sotsugyō sare/ shōshin shōmei no yūtosei de a-ta.  

W-t-no gakkō no yūtōsei-towa gakugyō seiseki to onajiku/ jimbutsu-mo yūtōsei de a.  Yoshiko-

sanwo oshieta kyōshi-niwa/ Yoshikosan no yoi seishitsu no nanika-ga fukaku inshōni nokotte 

imasu. 

Aru kyōshiwa Yoshikosanwa kenson de/ enman de atta; mata Yoshikosanwa yasashii, at-

atakai kokoro no mochi-nushi de aru-to dōjini/ tsuyoi ishi no mochi-nushi de atta.  Mata aru 

monowa sunao de “Shishin naki 

 

1 

岡部･原 ウェディング          1953/11/11 

 

岡部･原 ご両家のご令息､ご令嬢のご婚礼の儀もめでたく終わりましたことを､心から御祝い申

し上げますとともに､このめでたい宴に招かれたことを感謝いたします｡ 

新郎のお父さんは私たちの学校の理事であり､またPTAの会長でもあります｡また新婦は我が

校の卒業生であります｡それで一言
ひとこと

お祝いの言葉､述べさせていただきます｡ 

新郎については､商大学長･伊藤先生から詳しくご披露がありましたから､私は新婦よしこさん

についてご披露したいと思います｡ 

結婚式に招かれたとある先生に話したとき､その先生は､｢あの子ならいくら褒めても間違いが

ない｣と言われました｡私は事実でなければ話すことはできませんから､安心しました｡ 

佳子さんは優秀な成績で卒業され､正真正銘の優等生でありました｡私たちの学校の優等生と

は､学業成績と同じく人物も優等生であります｡佳子さんを教えた教師には､佳子さんのよい性質

のなにかが深く印象に残っています｡ 

ある教師は､佳子さんは謙遜で､円満であった｡また佳子さんは優しい､温かい心の持ち主であ

ると同時に､強い意志の持ち主であった｡またある者は素直で 
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Shishin naki hōshiwo yoku sareta toka ichi-ichi moshiageru k-wo hikaemasuga kekkyoku 

waga kō-no kyōiku mokuhyōni yoku itchi-suru rippana seitosan de atta k-wo kokoni gohirō 

mōshi-agemasu. 

W-wa Yoshikosan nara goshinrō to tomoni kanarazu yoki kateiwo kensetsu suru mono to 

shinjite imasu.  Saigoni shinrō shimpu no ueni sachi/wo karan k-wo oinori ita-su. 

2 

 

私心なき奉仕をよくされたとか､一々申し上げることを控えますが､結局我が校の教育目標によく

一致する立派な生徒さんであったことを､ここにご披露申し上げます｡ 

私は､佳子さんなら､ご新郎とともに､必ず良き家庭を建設するものと信じています｡最後に新郎

新婦の上に､幸多からんことをお祈りいたします｡ 
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＃224:1-2 ; 3-4         GENZAI NO KAMI                 Jn 16:12-13a 

11/28/53 

Aru hitotachi wa shūkyō to ieba nandaka mukashi banashi no Momotarō no yōna k-ga 

atamani ukande kuru deshō.  Sunawachi shinjitemo shinjinakutemo genzai no mainichi no 

seikatsuni amari kankeiga a-sen.  Mata shūkyōwa shinjitemo sorewa tada mukasi atta k-wo 

shinji shinde kara gokurakue yuku tameni/ naru to shika kangaete inai deshō. 

Kamisamawa mede mienai kara sono yoni kangaete kuru kru no- wa tozen-tomo ieru 

deshō.  Mata denkimo mienaigakeredomo densenni sawattara sugu “piritto” kanjiru.  Yūjo-

mo mede miru k-wa dekinai keredomo taiken suru k-ga dekiru deshō.  Shūkyōmo kore to 

onaji yōni mede miru k-wa de-sen keredomo mienai kara nai to iu k-wo dangen suru k-gwa 

de-sen. 

Mata aru hitotachi wa shūkyoni yotte omoshirokunai yōni seikatsuga seigen-sarete kita-

ri iyana yakumeiwo shinakereba naranai yōni kangaeru deshū. 

Keredomo hontoni Xn no shinkūwo motta ∧hitono kangaekatawa kore to hantaini 

 

ヨハネ 16:12-13a    讃美歌 224 (1-2､3-4)                                             1 

現在の神          1953/11/28 

 

ある人たちは宗教といえば､なんだか昔話の桃太郎のようなことが､頭に浮かんでくるでしょ

う｡すなわち信じても､信じなくても､現在の毎日の生活にあまり関係がありません｡また宗教は､

信じても､それはただ昔あったことを信じ､死んでから極楽へゆくためになるとしか考えていない

でしょう｡  

神様は目で見えないから､そのように考えるのは､当然とも言えるでしょう｡ また電気も見えな

いけれども､電線に座ったらすぐ｢ピリッと｣感じる｡友情も目で見ることはできないけれども､体

験することができるでしょう｡宗教もこれと同じように､目で見ることはできませんけれども､見

えないからないということを､断言することはできません｡ 

またある人たちは､生活が 宗教によって面白くないように制限されてきたり､嫌な役目をしな

ければならないように考えるでしょう｡ 

けれども､本当のクリスチャンの信仰を持った人の 考え方は､これと 
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hantaini chigatta taido deshō.  Iesu no hanashiwa “fukuin” to iwarete imasu.  “Fukuin” 

towa “yorokobi no oshie” to iu imi desu.  Iesuwa “W-no yorokobiwo a-g-ni ataeru” to osshatta.  

Porowa itsumo “kansha shite yorokobi-nasai” to itte iru.  Sono wakewa Iesu no taidoya 

oshiewa w-t-no kibō to shinjitsu no negaini mottomo yoku atta seishitsu de aru.  Sorewa ue-

kara oshitsukerareta gimu dewanaku jissai jibun-jishin to hokano hito-to tomoni suru 

seikatsu-jōkenwo fukaku kenkyū suru nareba chōdo sono Iesu no oshieya ∧seikatsu- taido to 

itchi suru k-ni kigatsuku deshō.  Des kara Iesuni yotte mata Iesuni shitagattara mottomo 

kōkai suru koto no nai tanoshii-seikatsuga dekiru no de aru. 

Mata shūkyōwa tada mukashi-banashi de nai to iu wakewa Iesuno jidai ni hataraita 

shizen no hōsokuya chikara to ima w-t-no jidaini hataraite iru shizenno hōsokuya chikarawa 

onaji desu.  Nazenaraba W-t-no sekai to sono tōjino sekaiwa onaji sekaidesu.  Sono jidauni 

 

2 

 

はるかに違った態度でしょう｡イエスの話は､｢福音｣といわれています｡｢福音｣とは｢喜びの教え｣

という意味です｡イエスは､｢私の喜びをあなた方に与える｣とおっしゃった｡パウロはいつも｢感謝

して喜びなさい｣と言っている｡そのわけは､イエスの態度や教えは､私たちの希望と真実の願いに

もっともよくあった性質である｡それは上から押しつけられた義務ではなく､実際自分自身とほか

の人とともにする生活条件を深く研究するなれば､ちょうどそのイエスの教えや生活態度と一致

することに気がつくでしょう｡ですからイエスによって､またイエスに従ったらもっとも後悔する

ことのない 楽しい生活ができるのである｡ 

また宗教はただ昔話でないというわけは､イエスの時代に働いた自然の法則や力と､今私たちの

時代に働いている自然の法則や力は同じです｡なぜならば､私たちの世界とその当時の世界は同じ

世界です｡ 
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Genzai no Kami                        - 3 -                                 11/28/53 

Sono jidauni shinkōni yotte chikaraga ataerareta k-ga areba ima-mo sore to oanji yoni 

chikaraga ataerarete kuru.ru hazu desu.  Mukashi Iesuni yotte biyōkiga iyasareta k-to onaji 

yōni w-d-mo shinkō to inorini yotte ∧shinshin tomoni kenko ga dekiru. ni naremasu.  Mata 

jinkaku-mo kawatte kuru k-mo a-shō.  W-t-no ayamachiwo yurushite itadaite/ aratamete ii 

seikatsuga dekiru.  Iesuga osshatta tōrini Shinri no mitama sunawachi Kamisamano mich-

ibiki-ni yotte w-t-ga ima-mo atarashii shinriwo satoru k-ga dekiru.  Sore des kara Xtokyōwa 

w-t-no hibi no seikatsuni mis∧setsuna kankei-to eikyōga aru wake desu.  Imanao takusan no 

hitotachiwa shinkoni yotte chikara to ,yorokobi to igi-aru seikatsuga dekite iru kara w-t-mo 

onaji k-ga dekiru wake desu.hazu desu. 

Sore desu kara hontō no shūkyō naraba Momotarō no yōna mukashi-banashi de naku 

mata tengokue yuku tame ∧dake de naku/ w-t-noi totte tameni mottomo taisetsuna igi-aru 

yōni ∧mono de aru to shinjimasu. 

 

3 

 

その時代に信仰によって力が与えられたことがあれば､今もそれと同じように力が与えられるは

ずです｡昔イエスによって病気が癒されたことと同じように､私どもも信仰と祈りによって､心身

ともに健康になれます｡また人格も変わってくることもあるでしょう｡私たちの過ちを赦していた

だいて､改めていい生活ができる｡イエスがおっしゃったとおりに､真理のみ霊
たま

､なわち神様の導き

によって､私たちが今も新しい真理を悟ることができる｡それですから､キリスト教は私たちの

日々の生活に､密接な関係と影響があるわけです｡今なお､たくさんの人たちは信仰によって､力と

喜びと意義ある生活ができているから､私たちも同じことができるはずです｡ 

それですから本当の宗教なれば､桃太郎のような昔話でなく､また天国へゆくためだけでなく､

私たちにとって､もっとも大切な意義あるものであると 
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igi-aru yōni naru deshō.  shinjimasu.  Iesu no jidaini hataraki-tamōta K-s-wa w-t-no jidain-

imo hataraite orareru no de a-su. 

Hokano tokini kikaini kono k-wo goishoni motto kangaetai nto desuga imawa kore-yori 

de sen.  Osoraku wa-wa kono yōni shinjite ∧ ori-sn.  omoimasu. 

 

 

 

W-niwa mada iitai k-ga ōku aruga imawa a-g-wa soreni taerarenai.  Shinri no mitama-

ga kuru tokiniwa sorewa a-g-wo michibiite subete no shinriwo satoraseru de arō.  

     Jn 16: 12-13a 

 

W-wo shinzuru hirowa W-no nasu hataraki to onaji hatarakiwo nasu de arō.  (W-wa chi-

chi no motoni yuku no de aru kara) sono hitowa soreyorimo ōkina hatarakiwo nasu de arō.  

           Jn 14:12 

 

4 

 

信じます｡イエスの時代に働き給うた神様は､私たちの時代にも働いてあられるのであります｡  

このことを､ほかの機会にご一緒にもっと考えたいと思います｡ 

 

 

 

私にはまだ言いたいことが多くあるが､今は､あなた方はそれに耐えられない｡真理のみ霊が来

る時には､それはあなた方を導いて全ての真理を悟らせるであろう｡  

ヨハネによる福音書 16:12-13a 

 

私を信ずる人は私のなす働きと同じ働きをなすであろう｡(私は父のもとに行くのであるから)そ

の人はそれよりも大きな働きをなすであろう｡  

ヨハネによる福音書 14:12 
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515 1-2;3                                    Jn 14:8-11 

KAMISAMA                       12/5/53 

K-s to iu monowa me-de miru k-ga dekinai kara dō iu hōhōni yotte w-t-ga kangaeru k-ga 

dekiru-kani tsuite kan. to om. 

Mukashiwa doko no kuni no hito demo K-s-wa ningen to onaji yōna karadaga ari ashide 

chijōwo aruki ningen to onaji kotobade hitobitoni hanashi-kaketa to omowarete ita no de a. 

Mata Nippondemo mukaashi kara Yaoyorozu no Kami to iwarete iru hodo iroiro taku-

san-no K-s-ga aru to iwarete imasu. 

W-t-wa sono yōni kangaerarenai kara dō kangaetara iika to iu k-ga mondaini na-su. Mo-

chiron K-s-wa tada hitotsu de atte Indo no K-s Eikoku no K-s mata Nippon no K-s to iu yōni 

betsu no K-s-ga aru no dewa a-sen. 

Mata K-s-wa me-de mienai kara nanika tatoeni yora-nakutewa kangaeru k-mo shiru k-

mo dekimasen. 

Mata K-s-wa w-t-ga sōzō suru yorimo motto motto motto ōkiku, hiroku, tsuyoku, iroiro 

na chikarawo motte oraremasu.  K-s-wa jissai w-t-no kotoba de setsumei dekinai.  Sore des 

kara hitobitowa iroirona tatoewo motte K-s-wa kō iu mono de aru;  

                                                         Mata 

 

ヨハネ 14:8-11    讃美歌 515(1-2､3)                                                  1 

神様          1953/12/5 

            

神様というものは目で見ることができないから､どういう方法によって私たちが考えることが

できるかについて考えたいと思います｡ 

昔はどこの国の人でも､神様は人間と同じよう体ががあり､足で地上を歩き､人間と同じ言葉で

人々に話しかけた､と思われていたのであります｡ 

また､日本
にっぽん

でも昔から八百万の神と言われているほど､色々たくさんの神様があると言われてい

ます｡ 

 私たちはそのように考えられないから､どう考えたらよいかということが問題になります｡も

ちろん､神様はただひとつであって､インドの神様､英国の神様､また日本の神様､というように

別々の神様があるのではありません｡ 

また､神様は目で見えないから､なにかたとえによらなくては､考えることも知ることもできま

せん｡ 

また神様は私たちが想像するよりも､もっともっと､もっと大きく､広く､強く､色々な力を持っ

ておられます｡神様は､実際私たちの言葉で説明できない｡それですから､人々は色々なたとえをも

って､神様はこういうものである､ 
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Mata hokano hitowa chigau tatoewo motte K-s-wa kō iu mono de aru to iimasu.  Tatoeba aru 

hitowa K-S-wa shizen no hōsoku de aru.  Mata aru hitowa K-s-wa chikara-ka enerugi de aru 

to ii; mata aru hitowa K-s-wa ryōshin de aru to ii; mata K-s-wa kikai de aru to iimasu.  

Sorewa chōdō zō no hanashi no yōni - aru hitowa shippo-dake sawatte, mata aru hitowa ashi-

ka hanawa sawatte sono keikenni yotte zō to wa kono yōna mono de aru to itta hanashi to 

onaji yōna k-dewa naika to omoimasu. 

Keredomo K-s-wa hitobitowo aishite kono chiisai sekaini mokuteki-ka kibōga nakereba 

ningen-mo tsuku-rarewa shinakatta deshō.  Sore des kara ningenwo tsukurareta K-s to iu 

monowa - saki-hodo-itta shizen no hōsoku-toka enerugi-toka kikai-toka ryōshin to iu yōna 

moonodewa ii-arawasu k-ga dekinai-hodo idai-na K-s de aru to iwanakereba naranai deshō. 

Kono K-s no jinkakuwa ningen no rekishino ue-dewa Iesuni ichiban hakkiri arawarete-

iru to w-t-wa/ Xn toshite/ shinjite or-su.  Soshite Iesu no oshie to seikatsu-taidoni shitagattara 

mottomo igi-aru mata kōfukuna seikatsuga dekiru.  Sorewa nazeka to ieba 

 

2 

 

またほかの人は､違うたとえをもって神様はこういうものであると言います｡たとえば､ある人は

神様は自然の法則である｡またある人は､神様は力かエネルギーであると言い､またある人は､神様

は良心であると言い､また神様は機械であると言います｡それはちょうど､象の話のように､ある人

は尻尾だけ触って､またある人は足か鼻を触って､その経験によって､象とはこのようなものであ

ると言った話､と同じようなことではないかと思います｡ 

けれども､神様は人々を愛して､この小さい世界に目的か希望がなければ､人間も創られはしな

かったでしょう｡それですから人間を創られた神様というものは､先程言った自然の法則とか､エ

ネルギーとか､機械とか､良心､というようなものでは言い表すことができないほど､偉大な神様で

あるといわなければならないでしょう｡ 

この神様の人格は､人間の歴史の上では､イエスに一番はっきり現れていると､私たちはクリス

チャンとして信じております｡そしてイエスの教えと生活態度に従ったら､最も意義あるまた幸福

な生活ができる｡それは 
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                                         - 3 -                                12/5/53 

nazeka to ieba Iesuno yōna seikatsu-taido-wa w-t-no otagai no seikatsunimo kojin no seika-

tsunimo mottomo yoku au kara de a-.  Ii-kaeru nareba gendai no seikatsu no nakani Iesu no 

seikatsu-taidoga dekite inai kara kojinnimo kazokunimo shakainimo kōfukuna heiwana 

sekaiga dekinai no de a-su. 

Tonikaku me-de mienai K-s-ni renraku suru k-ni yotte w-t-no seikatsuni nakute naranu 

michibiki to chikaraga ataerarete kuru no de a-su. 

Kono renraku no tameniwa Iesuni tsuite kaitte aru seisho to kono Yoriyoki Seikatsu no 

tebikiwo yoku tsukatte kudasaru noga ii hōhō de aru to om-su.  Tashikani Seishonimo kono 

tebikinimo iroiro no seikatsu-mondaini taishite sankōni naru k-ga kaitte aru.  Des kara sei-

sho to onaji yōni hondana no ueni mata hikidashi no nakani irite oita no-dewa amari tameni-

naranai.  Tonikaku w-t-wa hitori-biroti jibun no tameni tekitōna hōhōni yotte K-s-ni renraku 

shinakereba naranai.  Soshite Seisho to kono Yoriyoki Seikatsue no tebikiwo tsukatte kuda-

sai-tara fushigini renrakuga seikōga dekiru.  Mata ∧renrakuga dekite inakereba tamashite 

goran-nasai.  Dekite iru nara ∧korewo motte nao issō-yoku suru k-wo kibō shite orimasu. 

3 

 

なぜかと言えば､イエスのような生活態度は､私たちのお互いの生活にも､個人の生活にも最､もよ

く合うからであります｡言い換えれば､現代の生活の中に､イエスの生活態度ができていないから､

個人にも家族にも社会にも､幸福な平和な世界ができないのであります｡ 

とにかく､目で見えない神様に連絡することによって､私たちの生活になくてならぬ導きと力が

与えられて来るのであります｡ 

この連絡のためには､イエスについて書いてある聖書と､このよりよき生活の手引きを､よく使

って下さるのがいい方法であると思います｡確かに､聖書にも､この手引きにも､色々の生活問題に

対して参考になることが書いてある｡ですから聖書と同じように､本棚の上に､また引き出しの中

に､入れておいたのではあまりためにならない｡とにかく､私たちは一人びとり､自分のために適当

な方法によって､神様に連絡しなければならない｡ 

そして聖書とこのよりよき生活への手引きを使ってきださいましたら､不思議に連絡ができる｡

まだ連絡ができていなければ､試してごらんなさい｡できているならこれをもってなおいっそうよ

くすることを希望しております｡ 
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- 4 - 

Sakunen Kono tebikiwo katta hit∧owa takusan a-suga mada katte inakute yomitai hito-

ga oreba ∧Home sponser made moshikomeba 10-en de makete agemasho. 

 

4 

 

昨年､この手引きを買った人はたくさんありますが､まだ買っていなくて読みたい人がおれば､

ホ－ム･スポンサ－まで申し込めば 10円でわけて上げましょう｡ 
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      Jn 9:1-12,24:25,12:28b-29 

Soten Kitokai                         12/9/53 

Nakade Kaminari-Koe? 

 Ⅰ Kubetsu shitai 

1. Hataraku hōhō   rikai shitai -  

2. Kamisamawa  

      ‘Izukue-mo shintosuru (ai)          Uchinimo – Sotonimo 

      Koredake shitte iru –  

3. Not outside - Forced -  

      Seikatsuni au koto desu - 

         “Mainichi zawazawa shitari               Shippori  Shinaide - 

          Ochitsuite iru - kuru -                   Tanoshii akarui -  

       Ningen toshite  

            Mottomo tadashii                Ikikatani tekigo suru  

            Seikatsuni susumu 

 Ⅱ Jibun wo wasurete 

               Jibun hōni kangaeru -     

                jibungatte ni   
                      na   

         hitsujiwo aishite -  

                    Kazoku - Gakko …. 

 ヨハネ 9:1-12､ 24:25､ 12:28b-29                                                                  1 

早天祈祷会          1953/12/9 

 

中で雷･声？ 

Ⅰ 区別したい 

 1.働く方法  理解したい 

 2.神様は 

    ｢いずくへも浸透する(愛)    内にも  外にも 

        これだけ知っている  

3. Not outside - Forced 

        生活にあうことです  

｢毎日ざわざわしたり     失敗しないで  

 落ちついている くる     楽しい 明るい  

人間として 

もっとも正しい     生き方に適合する 

生活に進む 

Ⅱ 自分を忘れて 

                 自分ふうに考える (自分勝手に)   

                 羊を愛する 

                   家族  学校  
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Ⅲ Sono yōni tsukurareta 

   Nagare -   chōryū - 

   Keikō - 

 

2 

 

Ⅲ そのように尽くされた 

    流れ  潮流  

    傾向 
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357;1-2,3-4                           

 SHYUGYOSHIKI                    Dec. 23, 1953 

Iyoiyo dai ni gakkimo kyōde owarimasu.  Imamade isshokenmeni hagemareta kataga-

taniwa/ jūbunni kono yasumiwo mukaeru kachiga aru to omoimasu.  Fuyū no yasumiwa 

ichiban tanoshimiga aru deshō. 

Kyō no shūgyō-shikini atatte w-wa minasama to Kurisumasuya Shinnenni tsuite chotto 

kangaete mitai to om-su.  W-t-wa tokidoki kō iu keikenwo suru k-ga a-su.  Tatoeba ofuroni 

hairō to suru tokiniwa zwiebun atsukutte mizuwo sasu tokimo sukoshi nurukute taku tokimo 

a-suga soko-niwa ondō-no chigaiga/ taishite aru wake-dewa a-sen.  42 dŏ gurai nareba zwie-

bun atsuku kanjimasuga 38 dŏ nareba nuru-sugite/ ii kimochi-dewa a-sen.  Sono chigaiwa 

sorehodo wazuka no k- de a-su.  Sore des kara sukoshi nurukute/ taku toki-niwa/ chotto no 

aidani atsuku waki-sugiru/ to iu keikenmo srimashō. 

Mata ochawo nomu bawaini/ atsui kara to omotte/ sukoshi oite kara/ nomo to suru-to 

kondŏwa nuruku natte oishiku naku natte 

 

讃美歌 357(1-2､3-4)                                                                  1 

終業式          1953/12/23                                                              

 

いよいよ､第2学期も今日で終わります｡今まで一生懸命に励まれた方々には､じゅうぶんにこの

休みを迎える価値があると思います｡冬の休みは一番楽しみがあるでしょう｡ 

今日の終業式にあたって､私はみなさまとクリスマスや新年について､ちょっと考えてみたいと

思います｡私たちは時々､こういう経験をすることがあります｡たとえばお風呂入ろうする時には､

ずいぶん熱くて水を差す時も､少しぬるくて焚
た

く時もありますが､そこには温度の違いがたいして

あるわけではありません｡42度ぐらいなればずいぶん熱く感じますが､38度なればぬる過ぎていい

気持ちではありません｡その違いはそれほどわずかのことであります｡それですから少しぬるくて

焚く時には､ちょっとの間に熱く沸き過ぎるという経験もありましょう｡ 

またお茶を飲む場合に､熱いからと思って少し置いてから飲もうとすると､今度はぬるくなって 
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oishiku naku natte iru to iu k-mo keiken shita k-ga aru deshō.  Kono yoni kimochi no yoi 

jōtai to/ yoku nai jōtai-tono aida no chigaiwa wazuka dake de a-su. 

Ko iu keikenmo a-shō.  Gakkoe kuru noni/ 20 pun mite okanakereba naranai hitoga su-

koshi osoku natte/ ni-sanpun okureta to suru to/ gohanmo chanto taberarenaide kabanni 

doguwo horikomu yōni shite isoide yukanakereba maniawanai deshō. 

Kō iu toki awatenaide/ kimochi yoku gakkoe kuru k-ga dekiru tameniwa takusan no 

doryokuga iru no dewa naku/ wazuka ni-san-pun hayaku dekakeru yōni suru dake de/ taihen 

kimochi yoku naru mono de a-su.  Kono yoni wazuka no doryoku de/ kimochi yoku seikatsu 

dekiru k-ga minasan no shimpenni takusan aru to om-su. 

Kono fuyū no yasumiwa minasan no katei-ni totte takusann no shinakereba naranai k-

ga aru no deshō kara isshokemmeni saborō toshitemo mata nigeyōto shitemo okaasanni tsuk-

amatte shigotowo oshi-tsukerare iya-iya demo nagara shinakutewa maranaku na-su.  Kore-

ni hantai shite 

 

2 

 

おいしくなくなっている､ということも経験したことがあるでしょう｡このように気持ちのよい状

態と､よくない状態との間の違いは､わずかだけであります｡ 

こういう経験もあるでしょう｡学校へ来るのに､20分みておかなければならない人が､少し遅く

なって2､3分遅れたとすると､御飯もちゃんと食べられないで､カバンに道具をほうり込むように

して､急いでゆかなければ間に合わないでしょう｡ 

こういう時､慌てないで気持ちよく学校へ来ることができるためには､たくさんの努力が要るの

ではなく､わずか 2､3分早く出かけるようにするだけで､大変気持ちよくなるものであります｡こ

のように､わずかの努力で気持ちよく生活できることが､みなさんの身辺にたくさんあると思いま

す｡ 

この冬の休みは､みなさんの家庭にとって､たくさんのしなければならないことがあるのでしょ

うから､一生懸命にサボろうとしても､また逃げようとしても､お母さんにつかまって仕事を押し

つけられ､嫌々ながらしなくてはならなくなります｡これに 
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                                        - 3 -                                12/23/53 

hantai shite jibunn kara susunde /shigotowo shiyō to suru nareba/ onaji shigotowo shitemo 

kimochi-yoku suru k-ga dekimasu.  Chotto sabarō to shinaide/ wazukani-shiro/ sekinin ijoni 

shiyō to sureba jibunmo kimochi yoku shigotoga dekiru-shi/ kazoku no fun-ikimo yoku naru 

deshō.  Kono “plus” wa wazuka dake de attemo kekkaga zwiebun chigau yōni natte kimasu. 

Kono fuyū no yasuminiwa tekitōna “plus” ni chui shite/ kimochi-yoku/ tanoshiku/ sugoshi/ 

mata genkide gakkoe kaette kuru yōni kibō shite orimasu. 

Soredewa minasanga ii Xmas to ii toshiwo mukae-rareru k-wo oinori shite orimasu. 

 

 3 

 

反対して､自分から進んで仕事をしようとするなれば､同じ仕事をしても気持ちよくすることがで

きます｡ちょっとサボろうとしないで､わずかにしろ責任以上にしようとすれば､自分も気持ちよ

く仕事ができるし､家族の雰囲気もよくなるでしょう｡この｢プラス｣はわずかだけであっても､結

果がずいぶん違うようになってきます｡ 

この冬の休みには､適当な｢プラス｣に注意して､気持ちよく､楽しく過ごし､また元気で学校へ帰

って来るように､希望しています｡ 

それでは､みなさんがよいクリスマスと､よい年を迎えられることを､お祈りしております｡ 
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Rom:8:14-17                                                                12/27/53 

        SHITO-SHINJŌ TO WARERA NO SEIKATSU  

Iidashi 

(594) W-t-wa mai nichiobi Shito-shinjōwo utatte iru kara goishoni soreni tsuite kangaetai to 

omoimasu. Keredomo sono bunshō no hitotsu-bitotsu no imiwo kuwashiku kangaeru yorimo 

w-t-no shinkō-seikatsu no tameni naru tokorowo fatatsu-mitsu kangaetara ii to om-su. 

Ⅰ  Saishŏ/ shodai kyōkainiwa shinjō to iu-monowa sono hitotachi no shinkō-seikatsu-no 

taiken yori umarete kita mono de atta to hakkiri shiru k-ga dekimasu.  To iu no-wa/ seishŏ no 

iroiro na tokoroni arawarete imasuga sono uchi no hitotsu wa 

Acts 19:4-6 “Pōrō iu Yohanewa kui-aratame no baputesumawo sazukete onoreni okurete-

kitaru mono (sunawachi Iesu) wo shinzubeki-k-wo tamini ieru nari.  5) Karera korewo kikite 

Shu Iesu no na-ni yorite baputesu-mawo uku.  6) Pōrō tewo karera no ueni oki-shi toki/ seirei 

sono ueni nozomi-tareba karera igenwo katari/ katsu yogen seri.”  Mata  

Acts 2:32,33,36(34-5) 32  K wa kono Iesuwo yomigaerase tamaeri/ warerawa mina sono shōnin 

nari. 33) Iesuwa K no migini agerare/ yakusoku no seireiwo Chichi yori ukete 

 

ローマ 8:14-17                                                                      1 

使徒信条と我らの生活     1953/12/27 

 

言い出し 

私たちは､毎日曜日､使徒信条を唱
うた

っているから､ご一緒にそれについて考えたいと思います｡け

れどもその文章の一つびとつの意味を詳しく考えるよりも､私たちの信仰生活のためになるところ

を､二つ三つ考えたらいいと思います｡                                     

最初､初代教会には信条というものは､その人たちの信仰生活の体験より生まれてきたものであ

ったと､はっきり知ることができます｡というのは､聖書の色々なところに表れていますが､そのう

ちの一つは､ 

使徒行傳 19:4-6  ｢パウロ言うヨハネは悔い改めのバプテスマを授けて己に遅れて来たるもの

(すなわちイエス)を信ずべきことを民に言えるなり｡彼らこれを聞きて主イエスの名によりてバプ

テスマを受く｡パウロ手を彼らの上に置きし時､聖霊その上に望みたれば､彼ら異言を語り且予言

せり｣｡ 

また､使徒行傳 2:32､33､36(34-5) ｢神はこのイエスを蘇らせたまえり､我々は皆その証人なり｡

イエスは神の右に上げられ約束の聖霊を父より 
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- 2 -      Shinjo 

ukete nanjira no mi/kiki suru kono monowo sosōgi tamaishi nari.  36) Sareba Isuraeru no 

zen/ka/wa shika to shirubeki nari.  Nanjira-ga jūjikani tsukeshi/ kono Iesuwo K wa tatete 

Shu to nashi, Xto to nashitameri.” 

Rom. 1:3-4  Mikowa nikuni yoreba Dabide bo sueyori umare  4) kiyoki reini yoreba shin-

in no yomigaerini yori taenōwo mote K no ko to sadamerare tamaeri sunawachi warera no 

Shu Iesu Xto nari.” 

Rom:10;9  Sunawachi Nanji kuchi nite Iesuwo Shu-to iiarawashi/ kokoro nite K no Ko-

rewo shinin no uchi yori yomigaerase tamaishi-k-wo shinzeba sukuwaru beshi.” ……… 

to iu yōni kaitte aru nowo mireba yoku wakarimasu.  Soshite korewo mireba onaji yōna 

shinkoga attemo sono iiarawashi-katawa mada kore to itte kimatta monoga/ aru no dewa 

naku/ hito sorezore no kokoroni aru/ shinkōga sorezore no kotoba to natte arawareta mono de 

atta no de a-su.   

Kono yōni shite iiarawasareta hitotachino shinkōkokuhaku no kotobawa keshite rironya 

tetsugaku-teki na mono dewa naku ikita shinkō-taiken kara umare-deta kotoba de atta no de 

arimasu. 

Kokode chotto moshimasu  

nareba 

 
2 

 

受けて､汝らの見聞きするこのものを注ぎたまいしなり｡汝らが十字架に付けしこのイエスを神は

立てて主となし､キリストとなしたまえり｣｡ 

ロ－マ書 1:3-4 ｢み子は肉によればダビデの裔より生まれ､清き霊によれば死人の甦りにより大

能をもて神の子と定められたまえり､すなわち我らの主イエス･キリストとなり｣ 

ロ－マ書 10:9 ｢すなわち汝口にてイエスを主と言い表し､心にて神のこれを死人の中より甦ら

せたまいし神を信ぜば救わるべし｣ 

というように､書いてあるのを見ればよく分かります｡そしてこれをみれば､同じような信仰が

あっても､その言い表し方はまだこれと言って決まったものがあるのではなく､人それぞれの心に

ある信仰が､それぞれの言葉となって表れたものであったのです｡ 

このようにして言い表された人達の信仰告白の言葉は､決して理論や哲学的なものではなく､生

きた信仰体験から生れ出た言葉であったのであります｡ 
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                                - 3 -     Shinjō                     12/27/53 

 

Kokode chotto moshimasu nareba Xto no tanjōni tsuite no Pōrō no shinkō no kotobawo 

mimasu naraba, maeni mite itadaita Romashyo 1:3 ni Mikowa Iesuwa nikuni yoreba Dabide 

no sue yori umare to itte aru.  Sore desu kara Pōrō ni tottewa Mariya no shojo-kōtan yorimo 

Iesuwa Dabide no sue de atta kotoga/ taisetsu de atta yō/ de a-su.  Kyūyaku seishŏni 

tokorodokoro Messhiya-ga kuru to sureba/ Dabide no sue de aru/ to kaitte arimasu.  Soreni 

shitagatte Matt: 1:16 nimo onaji yōni “Yakobu/ Mariya no otto Yosefuwo umeri/ kono Mariya yori 

Xto to tona/uru Iesu/ umare tamaeri” to kaitte a-su.  Kono yōni shojo-kōtan no rironteki na 

hyōmen no imi yorimo/ sono urani aru/ Iesuwa/ K no ko de ari /sunawachi K wo arawashite 

orareru to iu k-ga w-t-no seikatsuni taisetsu no tokoro de aru. 

Iesu ni yotte      (hataraki tamō) 

 

Ⅱ Sono Ks ni tsuite Shito-shinjōno hajimeni kaitte aru kotoba  

hontōni taisetsu de aru to omoimasu 

              (kokorogamae) 

 

3 

 

ここでちょっと申しますなれば､キリストの誕生についてのパウロの信仰の言葉を見ますなら

ば､前に見て頂いたロ－マ書 1:3に ｢み子は肉によればダビデの裔より生れ｣と言ってある｡それで

すから､パウロにとってはマリヤの処女降誕よりも､イエスはダビデの裔であったことが､大切で

あったようであります｡旧約聖書にところどころ､メシヤが来るとすればダビデの裔である､と書

いてあります｡それに従って､マタイ1:16にも､同じように｢ヤコブ､マリヤの夫ヨセフを生めり､こ

のマリヤよりキリストと唱うるイエス生れたまえり｣と書いてあります｡このように処女降誕の理

論的な表面の意味よりも､その裏にある｢イエス｣は神の子であり､すなわち神を表しておられると

いうことが､私たちの生活に大切なところである｡ 

イエスによって 

 

Ⅱ その神様について､使徒信条の初めに書いてある言葉は､本当に大切であると思います｡ 
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Ⅲ  A. Monogatari ni dete kuru hito dewa naku rekishijoni jitsuzai shita kata de atta k-wo 

hakkiri machigai naku arawashitai kara sō iu kotobawo tsukaimashita. 

B.- 

C. Yomigaerareta to iu nowa  

 

Ⅳ  Shinjō no kotobawa hitoniyotte chigau yōni kangaete iru- 

        Kagaku no shimpō 

        Kotobano imi-mo kawatte kuru 

        Kangaekataga    〃      〃 

Atarashiku tsukuru k-ga dekireba 

      Shihen - sambika 

      Shito-shinjōmo - 

 

4 

 

Ⅲ A. 物語に出てくる人ではなく､歴史上に実在した方であった神をはっきり間違いなく､表し 

      たいからそういう言葉を使いました｡   

  B.  

   C. 甦られたというのは 

Ⅳ 信条の言葉は､人によって違うように考えている｡ 

   科学の進歩 

   言葉の意味も変わってくる｡ 

   考え方が変わってくる｡ 

 

新しく作る神ができれば- 

     詩篇-讃美歌 

     使徒信条も- 
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12/27/53- 

SEISHO / SHINJŌ TO WARERA NO SEIKATSU 

Romasho 8:14-17   14) Subete K no mitamani michibikaruru monowa kore K no k nari. 

15) Nanjirawa futatabi osorewo idaku tameni shimōbe taru reiwo ukeshini arazu Ko-to 

seraretaru mono no reiwo uketari koreni yorite warerawa abba Chichi to yobu nari. 16) 

Mitama mizu-kara warerano-rei to tomoni wareraga K no ko-taru k-wo akashisu. 17)  Moshi 

ko-taraba yotsugi-taran , K no yotsugini shite Xt to tomoni yotsugi taru nari.  Korewa Xto to 

tomoni eikō wo uken tamenni sono kurushimiwomo tomo tomoni ukeruni yoru. 

 

           Shito  Shinjo 

Warewa tenchi no sukui-nushi 

atawazuru tokoro naki Chichi no  

K wo shinzu﹨ 

   Warewa sono hitorigo warerano Shu Iesu-Xto/ sunawachi seireini yorite haramaru/ 

otome Mariya yori-umare, Ponteo Pirato no toki kurushimiwo uke, jūjikani tsukerare, shinite 

homurare (yomini kudari) mikkameni shinuru mono naka yori yomigaeri, Tenni nobori, 

atawazaru tokoro naki Chichi no K no migini zashi, mata ikeru hito to shineru hito towo 

sabaki sen tameni/ kashiko yori kitari tamū shuwo shinzu. 

 

ローマ 8:14-17 1 

聖書/信条と我らの生活          1953/12/27  

 

ロマ書8:14-17  14) すべて神の御靈に導かるる者は､これ神の子なり｡15) 汝らは再び懼
おそ

れを懐
いだ

くために僕たる靈を受けしにあらず､子とせられたる者の靈を受けたり｡之によりて 我らはアバ

父と呼ぶなり｡16) 御靈みづから我らの靈とともに我らが神の子たることを證
あかし

す｡17) もし子たら

ば世嗣
よ つ ぎ

たらん､神の嗣子
よ つ ぎ

にしてキリストと共に世嗣たるなり｡これはキリストとともに････その苦

難をも共に受けるに因
よ

る｡ 

 

使徒信条 

我は天地の造り主 ､能わざるところなき父の神を信ず｡ 

我はその独り子､我らの主イエス･キリスト､すなわち聖霊によりてはらめる､おとめマリヤより

生まれ､ポンテオ･ピラトの時､苦しみを受け､十字架につけられ､死にて葬られ(陰府に下り) 3

日目に死ぬる者のなかより甦り､天にのぼり､能わざるところなき父の神の右に座し､また生け

る人と死ねる人とを裁きせんために､かしこより来たり給う主を信ず｡ 
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Warera sei naru kōkai to sei-to no majiwari to tsumi no yurushi to karadano yomigaeri 

to kagiri naki inochi towo shinzu.  Amen 

 

2 

 

我ら聖なる公会と聖徒の交わりと罪の赦しと身体の甦りと限りなき命とを信ず｡アーメン｡ 
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Akemashite-Omedeto g.                       1/11/54 

SHIGYOSHIKI                         Phil.4:8-9 

(Think on these things) (Kokoroni tome nasai) 

Minasan: ŏgenkini shinnenwo omukaeni natta koto to omoimasu.   Nigakki no shūgyo-

shiki no tokini hanashita yōni minasanwa sukoshi-bakari yokeini doryokuwo shite/ yori-

tanoshii kyūkawo keiken sareta deshōka.  Tabun sō-shinakatta kata no hōga ōidesho-ne. 

Amerika no daitoryō Theodore Ruzvelt aru tokini kō iu k-wo mo-ta.  “I became great by 

doing what everyone said ought to be done but nobody did.”  Korewa “w-ga eraku nat-ta 

nowa jitsuwa w-wa daredemoga shinakereba naranai to iinagara daremo jikkō shinakatta k-

wo shita kara desu” to iu imi desu.  

Sate shūgyōshiki no hini w-ga itta k-ya mata korekara hanasu k-wo dekiru dake ōku no 

kataga jikkō shite kudasaru k-wo kokoro kara negatte orimasu.  Kyō tokuni/ yonde itadaita 

Pir. 4:8-9ni kaitte aru k-wo jūbunni ajiwatte kangaete mitai to om-su. 

“Shinjituna k-wa nandemo/ sonkei-subeki k-wa nandemo tadashii k-wa nandemo jun-

shin-na k-wa nandemo aijo-yŭtakana k-wa nandemo meisei aru k-wa nandemo nanika toku-

ga/ ari nanika homarega aru k-wa sorerawo kokoroni tome nasai.  (9) Soshite a-g-ga w-kara  

 

ピリピ 4:8-9    讃美歌 405(1､3)､ 566                                               1 

始業式          1954/1/11  

 

(Think on these things) (心に留めなさい) 

明けましておめでとうございます｡みなさん､お元気に新年をお迎えになったことと思います｡ 

2学期の終業式の時に話したように､みなさんは少しばかり余計に努力して､より楽しい休暇を経

験されたでしょうか｡多分そうしなかった方の方が多いでしょうね｡ 

アメリカの大統領セオドア･ル－ズベルトは､ある時にこういうことを申しました｡｢I became 

great by doing what everyone said ought to be done but nobody did｣｡これは｢私が偉くなったの

は実は､私が誰でもがしなければならないと言いながら､誰も実行しなかったことをしたからで

す｣という意味です｡ 

さて､終業式の日に私が言ったことや､またこれから話すことを､できるだけ多くの方が実行し

下さることを､心から願っております｡今日､特に読んで頂いた､ピリピ書 4:8-9 に書いてあること

を､じゅうぶんに味わって考えて見たいと思います｡ 

｢すべて真実なこと､すべて尊ぶべきこと､すべて正しいこと､すべて純真なこと､すべて愛すべ

きこと､すべてまめれあること､また徳といわれるもの､称賛に値するものがあれば､それらのもの

を心にとめなさい｡  

405 1＆3 

566 
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Soshite a-t-ga w-kara manabi-oshierare/ kiki soshite mita monowa korewo jikkō shinasai.  Sō 

sureba heiwa narashimuru K-ga a-g to tomoni ite kudasaru de daro.” 

Kono dai hassetsu no owarini aru “Sorewo kokoroni tome nasai” to iu k-wa tada tai-

setsuni shimatte oku toka wasurezuni itsumo oboete oku to iu dake no k-dewa naku motto 

sekkyoku-tekini sorera no monowo susunde motomete/ w-t-no seikatsu no mokuhyo to suru 

yōni Pōroga susumeta mono to kaishaku sureba yoi to om-su. 

Korewo jikkō suru tameniwa mainichi/ tatoe jippunka jūgofun zutsu saite/ shizukani 

kono k-wo kangaete sorewo ichinichi no seikatsu no kijun to suru yōni doryoku shite yukitai 

to omoimasu. 

Mainichi jippunka jūgofun no jikanwo toru k-wa muzukashii to omowareru-kamo 

shiremasenga taite daredemo shiyō to omoeba wazuka sonogurai no jikanga tsukurenai k-wa 

nai to omoimasu.  Wnimo hokano Korega dekinai nowa kono kotoni taishite netsuiga tarinai 

kara da to omoimasu. 

Korewa chōdo shokujiwo toru k- to onaji yō desu.  Aru bawaiwa hijōni isogashi-kute 

shokujimo dekinai k-mo arimashō.  Keredomo sono yona k-ga tabi-kasanareba karadaga 

yowatte kuru deshō.   Kore to onaji  

 

2 

 

あなたがたが､わたしから学んだこと､受けたこと、聞いたこと､見たことは､これを実行しなさ

い｡そうすれば､平和の神が､あなたがたと共にいまするであろう｣ 

この第8節の終わりにある｢それらを心にとめなさい｣ということは､ただ大切にしまっておくと

か､忘れずにいつも覚えておくというだけのことではなく､もっと積極的にそれらのものを進んで

求めて､私たちの生活の目標とするように､パウロが勧めたものと解釈すればよいと思います｡ 

これを実行するためには､毎日､たとえ10分か15分ずつ割
さ

いて､静かにこのことを考えて､それを

1日の生活の基準とするように､努力してゆきたいと思います｡ 

毎日､10分か15分の時間を取ることは､難しいと思われるかも知れませんが､たいていだれでも

しようと思えば､わずかそのぐらいの時間が作れないことはないと思います｡これができないの

は､このことに対して熱意が足りないからだと思います｡ 

これはちょうど食事をとることと同じようです｡ある場合は､非常に忙しくて食事もできないこ

ともありましょう｡けれどもそのようなことが､たび重なれば身体が弱ってくるでしょう｡ 
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Kore to onaji yōni mainichi jippun hodo no jikanwo saite Pōroga w-t-ni susumete-kureta k-wo/ 

kangaenai nareba seishintekini w-t-wa yowatte shimaimashō. 

Sunawachi/ mae no banka asa hayaku sono hi no kokorogamae toshite K-s to tomoni 

ichinichi no keikakuwo tate/ naniga ichiban taisetsu de arukawo kangaeru yōni shimashō.  

So sureba sono kekkawa mae no jippun yorimo zutto ōkina mono to natte kaette kuru deshō. 

Korewo keikaku shi jikkō suru to ittemo nanimo 365 nichi-bunwo ichijini jikkō suru 

nodewa naku sonohi-sonohi no bunwo chakujitsuni jikkō suru dake de yoi no desu.  Tatoeba 

dokusho ni tsuitemo kotoshiwa kore dake no honwo yomō to keikakuwo tatetemo sorewo 

ichijini yomō to sureba tōtei dekiani to omotte/ gakkari suru deshō.  Keredomo ichinichi no 

bun-zutsu yonde yukeba ichinen no owariniwa saisho no kekikaku-dōri zembu yonde shimau-

k-ga dekimasu. 

Kono yōni mainichi jippunwo sake to iu kotomo ichinen-bunwo ichijini kangaeru to kon-∧

nan na yō demo sono-hi dake no k- toshite jikkō sureba nandemo arimasen. 

Minasan, kono yōna 
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これと同じように､毎日10分ほどの時間を割いて､パウロが私たちに勧めてくれたことを考えない

なれば､精神的に私たちは弱ってしまいいましょう｡ 

すなわち､前の晩か､朝早く､その日の心構えとして神様とともに1日の計画を立て､なにが一番

大切であるかを考えるようにしましょう｡そうすれば､その結果は前の10分よりも､ずっと大きな

ものとなって返ってくるでしょう｡ 

これを改革し実行するといっても､なにも365日分を一時に実行するのではなく､その日､その日

の分を､着実に実行するだけでよいのです｡たとえば読書についても､今年はこれだけの本を読も

うと計画を立てても､それを一時に読もうとすれば､到底できないと思ってがっかりするでしょ

う｡けれども一日の分ずつ読んでゆけば､1年の終わりには最初の計画通り､全部読んでしまうこと

ができます｡ 

このように､毎日 10分を割くということも､1年分を一時に考えると困難なようでも､その日だ

けのこととして実行すれば､なんでもありません｡       
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Minasan, kono yōna seikatsuwo ajiwatte goran nasai.  Shihen dai 34pen 8setsuni, 

“Nanjira Ehoba no megumi fukakiwo ajiwai-shire.  Ehobani yori-tanomu monowa sawai 

nari.” to kaitte arimasu. 

Kotoshiwa hitori-bitoriga yori ōi-naru chikara to yori fukai kokoro no ochitsuki to yori at-

sui yūjōwo motte issō megumi aru yŭtakana seikatsuwo okurareru yōni kokoro-kara kibō 

shite orimasu.  Korewo jikkō shite/ hajimete anata no mono to naru no desu. 

Gakki no hajimeni atari korewo motte shigyōshiki no aisatsu to itashimasu. 

 

4 

 

みなさん､このような生活を味わってごらんなさい｡詩篇第34篇8節に､｢なんぢらヱホバの恩
め

惠
ぐみ

ふかきを嘗
あぢは

ひしれ｡ヱホバによりたのむ者はさいわひなり｣と書いてあります｡ 

今年は､一人びとりがより大いなる力とより深い心の落ち着きとより熱い友情をもって､いっそ

う恵みある豊かな生活を送られるように､心から希望しております｡これを実行して､初めてあな

たのものとなるのです｡ 

学期の初めにあたり､これをもって始業式の挨拶といたします｡ 
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Katani haitta                                                                 1/14/54 

Soten Kitokai                     Matt 16: 24-25 

 Iidashi: Imai sensei -  

        Shokuin - Seisho Kenkyū 

        ⅠJohn - Hitowo ai suru 

Ⅰ Kamiwa ai nari - 

Kanjoteki ja nai -  

Hitono iiten tenwo mite -  

Ii tenga aru toshinjite - 

          Warui ten ?  Uwasa 

     Hitowo tasukete - 

    Samariya Bito - 

“Moshi- taredemo w-ni tsuite kitai to omou naraba 

     Jibun w-o sute  

       Jibun no jujika wo otte w- no deshi ni nari nasai.” 

Jibun no inochi wo sukutte shimau to omou monowa korewo ushihau de arō.  Shi-

kashi w-no tameni jibun no inochiwo ushinatta monowa sorewo mi-idasu de arō. 

Tokoro dokoro onaji – 

Luke 17:33   Jibun no inochi wo mattou shiyō to shita monowa korewo ushinai jibun no 

 

マタイ 16:24-25                                 1 

早天祈祷会          1954/1/14  

              

言い出し:今井先生 -  

             職員- 聖書研究 

             Ⅰヨハネ ･ 人を愛す 

 Ⅰ 神は愛なり - 

感情的じゃな 

人のいい点を見て   

いい点があると信じて  

     悪い点 ?  噂 

人を 助けて 

     サマリヤ人 

｢だれでも私についてき来たいと思うなら､自分を捨て､自分の十字架を負うて､わたしに従ってきなさ

い｣(マタイ16:24) 

 

自分の命を救おうと思う者はそれを失い､わたしのために自分の命を失う者は､それを見いだすであろ

う｡(マタイ16:25) 

         ところどころ同じ - 

 

Luke 17:33   自分の命を救おうとする者は､それを失い､それを 
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   Inochiwo suteru monowa okowo uru de arō. 

 

  Motomeru – K no K - 

                    Mokuhyō 

    (Shōkyokuteki )  Sekkyokuteki - 

    Team - “omowaretai”  Star - 

 

  Yūwaku         

  Kokoromi      

        Chikara - (Mokuhyō) 

   

Mottomo tadashii ikikatani tekigō suru, 

 

Ⅱ Balance 

   Love neighor as self. -  

 

2 

 

命を捨てる者はこれを得るであろう｡ 

 求める 神の K – 

        目標 

    (消極的) 積極的 - 

    チーム ｢思われたい｣  スター 

 

  誘惑        

  試み     

        力  (目標) 

  もっとも正しい生き方に適合する 

 

Ⅱ バランス 

   Love neighbor as self.   

 

makeru- 

負ける 
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452:1-2                                                Lk 6:46-49  

334:1,2,4                   JIKKONI  YOTTE                       2/6/54 

Aru h-b-wa Xn ninaruka naranaika to kangaeru tokini, kō iu k-wo iimasu.  “W-wa Xn ni 

naritaku nai.  Kaette mushinronsha no tachibawa tadashii - tekiwo aishitaku nai - kenka-ga 

areba shikaeshi shitara yoi - 

Kō iu k-wo ieba w-wa sō iu hitowo waruku iitakunai.  Ko iu hitoga takusan a-s.  Kere-

domo kō iu k-wa chūshōteki k-de nakute jissai seikatsu no mondai desu.  Sore desu kara w-t-

no kimpenni aru/ jissai seikatsuwo mite kō iu taido no kekkawa kōfuku na sei-katsu de aruka 

naika handanga dekiru. Sō iu taidoga areba tomodachiga yoku dekiru deshōka.  Fufu no 

kenka matawa kyōdai-kenka-ga areba kō iu yarikatani yotte yoku naru deshōka.  Kono jissai 

mondaiwa K-s-ga aruka naika to giron suru k-to chigau no de aru.  Kono mandaiwo mite 

jissai keikenni yotte handanga dekiru deshō. 

Mata oinoriwa chikaraga aruka naika shiritai bawainiwa/ Sekai-heiwa nado no yōna okii 

k-wo inoranaide a-g-no seikatsuni motto chikai k-wo inoreba ii deshō.  Tatoeba Sugaku-ka 

kokugowo yoku benkyō s-yoni chikoku shinai yōni mata uchide okaasanno tetsudaiwo suru k- 

mata kyōdai-kenkawo 

 

 

 

ルカ 6:46-49    讃美歌 452(1-2)､ 334(1､2､4)                                          1 

実行によって          1954/2/6  

 

ある人々は､クリスチャンになるか､ならないかと考える時に､こういうことを言います｡｢私は

クリスチャンにはなりたくない｡かえって無神論者の立場は正しい｡敵を愛したくない｡喧嘩があ

れば､仕返ししたらよい｣｡ 

こういうことを言えば､私はそういう人を悪く言いたくない｡こういう人がたくさんあります｡

けれども､こういうことは抽象的なことでなくて､実際生活の問題です｡それですから､私たちの近

辺にある実際生活を見て､こういう態度の結果は幸福な生活であるかないか判断ができる｡そうい

う態度があれば､友だちがよくできるでしょうか｡夫婦の喧嘩､または兄弟喧嘩があれば､こういう

やり方によってよくなるでしょうか｡この実際問題は神様があるかないかと議論することと違う

のである｡この問題を見て､実際経験によって判断できるでしょう｡ 

またお祈りには力があるかないか知りたい場合は､世界平和などのような大きいことを祈らな

いで､あなた方の生活にもっと近いことを祈ればいいでしょう｡たとえば数学か国語をよく勉強す

るように､遅刻しないように､また家でお母さんの手伝いをすること､また兄弟 
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kenkawo naku suru k-ka mata donatakawo yurusu k-ga dekiru yōna k-wo kibō shite sono 

tameni chikarawo tsukushiteuto tomoni inoreba chikaraga ataerarete kuruka suguhakkiri 

wakaru deshō.  

Iesusamawa futsū no hitoga omou yorimo jibun hito no kokoroni ugoite iru kibōwo 

okonau k-ni yotte hitoribitoriga sono oshiewa hontō de aruka naika wakaru to oshiera-ta.  

Tatoeba Jn 7:17 ni “Kami no mikokorowo okonauwoō to omou hito de aru naraba kono 

oshiewa K kara no monoka w-ga jibun kara hanashite iru monoka wakaru de arō. 

Mata Yoki Samar  -- 

Mata hitoga yoku tsukau seikuwa Mt 7:12 “Moshi a-g-ga hitoni/ kōshite moraitai to omou 

k-ga aru naraba hitoni sono tōrini shite yari-nasai.  Sorega okite to yogensha no oshie to-no 

hontōno imi de aru.” 

Mata (yonde itadaite) Lk 6:46(3) 

KonogoroSaikin aru Beikoku no jitsugyōkaga kō iu k-wo ∧korewo fukaku kanjite jikkō 

shite iru kara tameni sono hyōbanga zwiebun hiroku takaku nattae no de aru. orimasu.  

AruSono seitetsu no shachō - sunawachi Nipponde-ieba Yawata Seitetsu no shachō no yōna 

Moreell ∧to iu shachōga hokano yūryoku na jitsugyōka ni iimashita. 

*Karewa Iesu no oshiewo kare no jitsyōni jissen shite arawashite iru kara desu. 

2 

 

喧嘩をなくすることか､またどなたかを赦すことができるようなことを希望して､そのために力を

つくすとともに祈れば､力が与えられてくるかはっきり分かるでしょう｡ 

イエス様は普通の人が思うよりも､人の心に動いている希望を行うことによって､一人びとりが

その教えは本当であるかないか､分かると教えられました｡たとえばヨハネ伝7章17節に｢神のみこ

ころを行おうと思う者であれらば､だれでも､私の語っているこの教えがは神からのものか､それ

とも､わたし自身からでてものか､わかるであろう｣ 

また､よきサマリア人･･･｡ 

また人がよく使う聖句は､マタイ 7:12 ｢だから､何事でも人々からしてほしいと望むことは､

人々にもそのとおりにせよ｡これが律法であり預言者である｣｡ 

また､ルカ 6:46 

最近､ある米国人の実業家がこれを深く感じて実行しているために､その評判がずいぶん高くな

っております｡その製鉄の社長､すなわち日本
にっぽん

で言えば八幡製鉄の社長のようなモレルという社長

が､ほかの有力な実業家にこう言いました｡ 

これは､イエスの教えを彼の実業に実践してあらわしているからです｡ 
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Mata Lk 6:46  A-g-wa w-wo “Shuyo, shuyo to yobinagara dōshite w-no iu k-wo okona-

wanai no ka” to kaite arimasu. 

Iesu no oshieniwa shūkyōga jisseikatsuni fukaku nezashite iru no de a-su. 

Saikin aru Beikoku no jitsugyōkaga korewo fukaku jikkō shite iru tameni sono hyōbanga 

zweibun takaku natte or -su.  Karewa Iesu no oshiewo kare no jitsugyōni jissen shite ara-

washite iru kara desu.  Sono seitetsu no shachō - sunawachi Nipponde ieba Yawata Seitetsu 

no shachō no yōna Moreell to iu shachōga hokano yūryoku na jitsugyōkani ko iimashita. 

“Warewarewa K-ni inori sono michibikini yotte arayuru ningen-kankei no mondaiwo 

kaiketsu shiyō-towa ita-sen.  Shikashi hontōwa K-s-no michibiki to tasukega hitsuyō na no 

de a-su. 

“Warewarewa Iesusama to tomoni hataraku, kyōdōsha de nakutewa narimasen. 

“Wareware-no seikatsu taido, wareware no kotoba, shojikina okonai/ matawa jibun no k-

nomi kangaenaide, hokano hito no kōfuku, kenkō nadoni tsuite tsuneni kokorowo kubaru 

koto:  Kono yōna kotogarawa Iesusamaga kono yoni arawarete korareru tameni, otōri-ni 

naru hashi no yakumewo suruni chigainai. 

“Kangensureba, maeni nobeta yōna kōdō narabini kangaekata no nakani K-s no chika-

raga hataraite iru no de a-su.”  

 3 

 

また､ルカ 6:46 ｢わたしを主よ､主よ､と呼びながら､なぜわたしの言うことを行わないのか｣と

書いてあります｡ 

イエスの教えは､宗教が実生活に深く根差しているのであります｡ 

最近､米国の実業家がこれを深く感じて実行しているために､その評判がずいぶん高くなってお

ります｡彼は､イエスの教えを彼の実業に実践して､表しているからです｡その製鉄の社長､すなわ

ち日本で言えば､八幡製鉄の社長のようなモレルという社長が､ほかの有力な実業家にこう言いま

した｡ 

｢我々は神に祈り､その導きによって､あらゆる人間関係の問題を解決しようとは致しません｡し

かし､本当は神様の導きと助けが必要なのです｡我々はイエス様とともに働く､共働者でなくては

なりません｡我々の生活態度､我々の言葉､正直な行い､または自分のことのみ考えないで､ほかの

人の幸福､健康などについて､常に心を配ること｡このような事柄は､イエス様がこの世に現れて来

られるために､お通りになる橋の役目をするに違いない｡換言すれば､前に述べたような行動､なら

びに考え方の中に､神様の力が働いているのであります｣    
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Jikkōni yotte -4- 

Moshi a-g-wa          gakusei kitō bi  --- 

 

Ii tatoe de aruka  . . 

    tannaru dōsei suru k-wa  

    honto no kateiwo tsukuritai naraba 

        Sore ni yotte chikaraga ataerarete 

 

4 

 

もし､あなたがたは      学生祈祷日 

 

いいたとえであるか･･･ 

単なる同棲することは 

ほんとの家庭をつくりたいならば 

それによって力が与えられて 
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ⅠThes.5:14-22                         #5(224) 

TAEZU INORU                  2/27/54 

17(Taezu inori nasai)  18 Nanigotonimo kansha shinasai. 

- - - - - - - 

Kono aida aru hon de/ tsugi no hanashowo yonde/ fukaku kandō shimashita kara/ sono 

mama/ anatagatani minasanni hanashitai to om-su. 

Aru ban bokushikai de Poroga nobeta, “Taezu inori nasai” to iu oshieni tsuite kondan 

shite im-ta.  Soshite hitori no bokushiga/ tsugi no bokushikai madeni/ kono k-ni tsuite rom-

bunwo tsukutte kuru-yōni tanomaremashita. 

Sono ieni hataraite iru jochūga ochawo dasu tokini futo sono hanashiwo kiita node 

atode shujin de aru bokushini ii-ta: 

“Naze tsugi no bokushikai made/ hito tsukimo kakatte/ konna kantan na seku no imiwo 

kenkyu suru hitsuyōga aru no desuka?  W-demo sorewo setsumei suru k-ga dekimasunoni” 

Sono bokushiwa “Soredewa “Taezu inoru” to iu k-wa/ dō iu k-da to anatawa omotte 

imasuka?  Anatawa sonnani isogashiku shite ori-nagara dō yatte/ taezu inoru noka?” to kiki-

mashita.  

Suru to/ sono jochūwa “Dekimasu tomo, w-wa isogashiku nareba isogashiku naru hodo 

w-wa inoru k-ga dekimasu.  Sorewa/ mai asa 

 

1テサロニケ 5:14-22    讃美歌 224､ #5                                                1 

絶えず祈る          1954/2/27  

 

17｢絶えず祈りなさい｣  18｢すべての事について､感謝しなさい｣ 

この間､ある本で次の話しを読んで､深く感動しましたから､そのままみなさんに話したいと思

います｡ 

ある晩､牧師会でパウロが述べた､｢絶えず祈りなさい｣という教えについて懇談していました｡

そして一人の牧師が､次の牧師会までにこのことについて論文を作ってくるように頼まれました｡ 

その家に働いている女中がお茶を出す時に､ふとその話を聞いたので､あとで､主人である牧師

に言いました｡｢なぜ､次の牧師会まで一月
ひとつき

もかかって､こんな簡単な聖句の意味を研究する必要が

あるのですか？ 私でも説明することができますのに｣ 

その牧師は｢それでは『絶えず祈る』ということは､どういうことだとあなたは思っています

か？ あなたはそんなに忙しくしておりながら､どうやって絶えず祈るのか｣と聞きました｡ 

するとその女中は､｢できますとも､私は忙しくなれば忙しくなるほど､私は祈ることができま

す｡ 
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Sorewa/ mai asa/ w-wa mewo samasu tokini, ‘Shuyo, w-no mega/ hokano hitono k-wo miru k-ga 

dekiru yōni/ hiraite kudasai/ to inorimasu.  Soshite kigaewo shi-nagara Kami no Gi no koro-

mowo kisete kudasai to in-su.  Kaowo arau tokiniwa K-s-ga/ kokoro to omoiwo arai-kiyomete 

kudasaru yōni to inorimasu.  Soshite ichi-nichi no shigotowo hajimeru tokini seishoni kaite 

aru yōni sono hi no chikaraga K-yori ataerareru yōni inorimasu.  Sorekara hiwo taki-tsukeru 

tokini w-no kokoroni ai-no higa moe-agaru yōni to in-su.  Heiawo hakinagara w-no kokoro 

kara kegariwo torisatte kudasaru yōni to in-su.  Asa-hanwo jimbi shi/ mata itadaki nagara/ K-

s-ga hibi no katewo ataete kudasaru to tomoni/ inochi no kotobawo kokoro no kate toshite/ 

ataete kudasaru yōni to in-su.  

“Kodomo no moriwo shite iru tokiniwa K-s-ga Chichi Otōsama de aru to kangae/ mata Ie-

suwa ‘Tengokuwa osanago no mono nari’ to osshatte kodomotachiwo daki/ tewo sono ueni oki/ 

shukufuku sareta k-wo omoi-dashimasu. 

“Soshite ichi-nichi-jū hataraite/ kuraku natte/ mono-hoshibani kakatte iru sentaku-

monowo tori-ire-nagara yamani 

 

2 

 

それは､毎朝､私は目を覚ます時に､『主よ､私の目がほかの人のことを見ることができるように､

開いてください』と祈ります｡そして着替えをしながら､『神の義の衣をきせてください』と祈り

ます｡顔を洗う時には『神様が心と思いを洗い潔めてくださるように』と祈ります｡そして一日の

仕事を始める時に､『聖書に書いてあるように､その日の力が神様より与えられるように』祈りま

す｡それから火を焚きつける時に､『私の心に愛の火が燃え上がるように』と祈ります｡部屋を掃

きながら『私の心から汚
けが

れを取り去ってくださるように』と祈ります｡朝飯
あさはん

を準備し､また頂きな

がら､『神様が日々の糧を与えて下さるとともに､命の言葉を心の糧として与えて下さるように』

と祈ります｡子どもの守
も

りをしている時には､神様がおとうさまであると考え､またイエスは『天

国は幼子
おさなご

のものなり』(マタイ 19:13)とおっしゃって､子どもたちを抱き､手をその上に置き､祝福

されたことを思い出します｡そして､一日中働いて､暗くなって､物干し場にかかっている洗濯物を

取り入れながら 
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                      - 3 -                          2/27/28 

yamani mukatte shihen no kotobawo omoi-dashite ‘Yamabeni mukatte/ ware mewo agu/. 

Tasukewa izukata yori kitaruka’ to jibunni sasayaki mata hoshini mukatte kansha itashma-

su” to iimashita. 

“Yoku wakarimashita” to bokushiwa itte “Kō iu kotowa chieno aru hitoya kashikoi-

hitotachiwa jūbunni rikai sarenai-de/ kaette kokoro no mazushii/ osanago-no yōna kokorono 

hitoni/ rikai sareru no desu.  Anatawa “Taezu inoru” to iu k-ni tuite bokushitati yorimo yoku 

wakatte iru to shujinga iimashita. 

Kono hanashiwa tada hibi no seikatsuni okotta k- desu kara betsuni setsumei suru 

hitsuyōwa nai/ to om-su.  Tonikaku W-t-mo kono yōni dekireba w-t-no seikatsuwa ima yorimo 

megumarete kuru no de arimashō. 

Kore dake ieba minasanmo taezu inoru to iu k-ga dō iu koto nanoka yoku waka-rareta 

koto to om-su. 

 

       Ojiisan to chisai ki - 

 Korewo 

       Shocho suru tameni - 

 3 

 

山に向かって詩篇の言葉を思い出して､『山辺に向かいて､我目を挙ぐ｡助けは何方より来たる

か』(詩篇121:1)と自分に囁き､また星に向かって感謝致します｣といいました｡ 

｢良く分かりました｣と主人である牧師は言って､さらに｢こういうことは知恵のある人や､賢い

人たちにはじゅうぶんに理解されないで､かえって心の貧しい幼子のような心の人に理解される

のです｡あなたは『絶えず祈る』ということについて､牧師達よりもよく分かっている｣と言いま

した｡ 

この話はただ日々の生活に起こったことですから､別に説明する必要はないと思います｡私たち

もこのようにできれば､私たちの生活は今よりも恵まれてくるのでありましょう｡ 

これだけ言えば､みなさんも絶えず祈るということが､どういうことなのかよく分かられたこと

と思います｡   
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13) Aiwo motte karerawo  

fukaku uyamai nasai; 

tagaini nakayoku shinasai. 

 

4 

 

13)兄弟の愛を盛って互いにいつくしみ､進んで互いに尊敬しあいなさい｡ (ローマ 11:10) 

互いに仲良くしなさい｡ 
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Mt 7:24-                                           224; 311 Kyokai 

     29        KOREWO OKONAE SAREBA     Res.29                      2/28/54 

                       (Iku Beshi) 

Kessa w-wa shūkyō to w-t-no hibi no seikatsuni tsuite kantanni hanashitai to omo-su. 

Shūkyōwa - shin no shūkyōwa hibi no seikatsu no ichi-bubun de aru - bubun to iu yorimo/ 

seikatsu - sono mono de ari jisseikatsuni fukaku nezashite iru no de a-su. 

Shin no shūkyōwa kono sekai-ka kano uchūni ugoki mata hataraite iru chikara - sunawachi 

K- to renraku suru mono de aru.  Hokano tachiba kara mireba sono chikarani tekigō suru 

seikatsu de aru. 

Yogenshawa mukashi kara Iesu no jidaini itaru made shūkyōwo hitobito no seikatsu to 

okonaini fukaku musubi tsukete/ sokoni chūshinwo oite ita.  Tatoeba Kyūyakushŏ Mika-shŏ  

6shō :8ni “Ehoba no nanjini motome-tamo k-wa tada tadashikiwo okonai awaremiwo aishi/ 

herikudarite nanji no K to tomoni ayumu k- nari.”  

Mata Hosea-shŏ 6:6nimo “Warewa itsukushimi-wo yorokobite ikeniewo yorokobazu” to onaji 

yōna k-ga kakarete imasu. 

Iesuwa kono imi no kotobawo tsukatte Mt. 9: 13 ni “W-wa awaremiwo kononde ikeniewo 

konomanai to iu k-wa dō iu imi de aru ka manande ki-nasai” to nobete orareru.  Iesuwa ware-

warega ai to awaremiwo 

 

マタイ 7:24-29    讃美歌 224､311   交読文 29                                       1 

これを行え､されば(いくべし)          1954/2/28 

 

今朝､私は宗教と私たちの日々の生活について､簡単に話したいと思います｡宗教は･･真の宗教

は･･日々の生活の一部分である｡部分というよりも生活そのものであり実生活に深く根ざしてい

るのであります｡ 

真の宗教はこの世界か､この宇宙に動き､また働いている力､すなわち神と連絡するものである｡

ほかの立場から見れば､その力に適合する生活である｡ 

預言者は､昔からイエスの時代にいたるまで､宗教を人々の生活と行いに深く結びつけて､そこ

に中心を置いていた｡たとえば旧約書ミカ書6章8に､｢エホバの汝に求め給ふ事は唯正義
ただしき

を行ひ

憐憫
あはれみ

を愛し､謙遜
へりくだ

りて汝の神とともに歩む事ならずや｣ 

またホセア書6:6にも｢我は愛情
いつくしみ

をよろこびて､犠牲
いけにえ

を悦ばず｣と同じようなことが書かれていま

す｡ 

イエスはこの意味の言葉を使っ､マタイ 9:13に｢『わたしが好むのは､あわれみであって､いけに

えではない』とはどういう意味か学んできなさい｣と述べておられます｡イエスは我々が 
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ai to awaremiwo hibi no seikatsu no chūshin toshite yuku k-wo nozomareta.  Soshite sono 

yōna jisseikatsuwo tōshite K-s-ga aruka naika taiken suru k-ga dekiru no de aru.  Iikaereba 

Iesu no oshiewa K-s-kara deta mono de aruka aruiwa hokano mono de arukawo shiru k-ga 

dekimasu.  Jn. 7:17 ni kō kaite arimasu.  (Jikkoni yotte – 2/6/54-2) 

 

2 

 

愛と憐れみを､日々の生活の中心としてゆくことを望まれた｡そしてそのような実生活を通して､

神様があるかないか体験することができるのである｡言い換えれば､イエスの教えは神様から出た

ものであるか､あるいはほかのものであるかを知ることができます｡ヨハネ 7:17にこう書いてあり

ます｡(実行によって  1954/2/6) 
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W-t-wa sono yōni w-t-no shinkōwo okonaini yotte jikkō shinakereba seishinteki bikkoni 

natte shimaimasu.  W-t-no son/ni narimasu.  W-t-mo sono iewo suna no ueni tateta hito to 

onaji mononi natte shi/maimasu.  

Keredomo kono jitsugyōkaniwa Iesuni yotte K-s-no chikara-ya megumiwo ajiwatte iru no 

de a-su. Karerawa mada Iesuni kanzenni shitagatte inai-kamo shiremasenga/ aru teido made/ 

jisseikatsuni Iesu to tomoni hataraite iru k-ni yotte hontōno kōfukuga dekite iru no de a-su.  

Korewa Iesu no kotobawo ukeirete/ korewo jikkō shite/ iwa no ueni iewo tatete iru k- de a-su. 

Dai-ni kangaetai kotowa hitobitowa jisseikatsuni Iesuni shitagō to sureba fushigini 

sorega dekiru yōni chikaraga ataerarete kuru.  Shŏdai no Xn-niwa shinkō no iroiro no kekka 

no uchini hitotsuwa fushigini ataerareta chikaraga ∧ataerareta k de atta.  Lk 9:1 ni “Iesuwa 

12 deshiwo yobi-yosete karerani akkiwo seishi/ yamaiwo iyasu chikara to ken/i towo ataerare-

ta.” 

Saigoni deshitachini Lk 24:49 ni yoreba “W-wa w-no Chichi no yakusokuwo a-g-ni okuru.  

Shikashi uekarano michikarawo mi-ni tsukeru made miyakoni todomatte 

 

3 

 

私たちは､そのように私たちの信仰を行いによって実行しなければ､精神的びっこになってしま

います｡私たちの損になります｡私たちも､その家を砂の上に建てた人､と同じ者になってしまいま

す｡ 

けれども､この実業家にはイエスによって､神様の力や恵みを味わっているのであります｡彼ら

はまだイエスに完全に従っていないかも知れませんが､ある程度まで実生活にイエスとともに働

いていることによって､本当の幸福ができているのであります｡これはイエスの言葉を受け入れ

て､これを実行して､岩の上に家を建てていることであります｡ 

第2に考えたいことは､人々は実生活にイエスに従ごうとすれば､不思議にそれができるように､

力が与えられて来る｡初代のクリスチャンには､信仰の色々の結果のうちに､一つは不思議に力が

与えられたことであった｡ルカ9:1 に､｢イエスは12弟子を呼び集めて､彼らにすべての悪霊を制

し､病気をいやす力と権威とをお授けになった｣｡ 

最後に､弟子たちにルカ 24:49 によれば､｢わたしの父が約束されたものを､あなたがたに贈る｡

だから､上から力を授けられるまでは､ 
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miyakoni todomatte inasai to osshatta no de-a.  Mata Hitogyoden 1:8ni “Seireiga a-g-no ueni 

kudaru tokini a-g-wa chikarawo ukeru de arō.  Soshite Erusaremuwa mochiron zen Yudaya 

Samariya/ chi no hate mademo/ w-no shōnin to (Akashi-)naru de arō.”  Tonikaku Shodai Xn-

niwa kō iu fushigaina keikenga atta no de aru.  Sunawachi fushogini chikaraga ataerarete 

kita k-ga atta no de a-su. 

Mō ikka shŏ mireba ii-kamo shiremasen.  Soremo Hitogyōdenni aru no de 3:12ni kō 

kaitte aru.  “Peterowa kono arisamawo mite tami-ni itta, “Isuraeru no hitobitoyo kono k-wo 

dōshite sonnani fushigigaru-noka mata w-t-jishin no chikaraya shinjinde karewo ayumaseta-

ka no yōni dōshite w-t-wo mitsumeru noka?” 

Korewa petero to Yohanega inori/ no tameni miyani nobotta tokini bikkowo iyashita toki 

no k- de a-su.  Sokoni ita bikko no kojikini 6ni kaitte aru tōrini Peteroga iimashita, 

“W-wa kinginwa motte inai shikashi w-ga motte iru monowo a-ni ageyō.  Naza-

rebito Iesu Xno na-ni yotte aruki nsai.” 

Shinonome de kono aida Doshisha no kyōjū de aru Yamazaki senseiga kono tokorowo 

 

4 

 

あなたがたは都にとどまっていなさい｣とおっしゃったのであった｡また使徒行伝1:8 に､｢聖霊が

あなたがたのくだる時､あなたがたは力を受けるて､エルサレム､ユダヤとサマリヤの全土､さらに

地のはてまで､わたしの証人となるであろう｣｡とにかく､初代クリスチャンには､こういう不思議

な経験があったのである｡すなわち､不思議に力が与えられて来たことがあったのであります｡ 

もう1か所見ればいいかもしれません｡それも使徒行伝にあるので､3:12 にこう書いてある｡ 

｢ペテロはこれを見て､人々にむかって言った､『イスラエルの人たちよ､なぜこの事を不思議に思

うのか｡また､わたしたちが自分の力や信心で､あの人を歩かせたかのように､なぜわたしたちを見

つめているのか｣｡ 

これはペテロとヨハネが祈りのために宮に登った時に､びっこを癒したときの言葉であります｡

そこにいたびっこの乞食に､6に書いてある通りにペテロが言いました｡ 

｢金銀はわたしには無い｡しかし､私にあるものをあげよう｡ナザレ人イエス･キリストの名によ

って歩きなさい｣｡ 

                                                              

東雲でこの間､同志社の教授である山崎亨先生がこの 
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tokorowo yoku hanashimashita. 

Peterowa kinginwa motte inakatta.  Jissai dō iu k-wo motte ita deshōka?  Sorewa jibun 

no shinkōni yotte ataerareta K-s-no chikara deshita.  Sono ataerareta chikaraga Peterowo 

tōshite sono bikko no kojikiwo iyashita k- de atta. 

Sono ataerareta chikarawa shinkō to inorini yotte ataerarete kita yō desu.  Omoshiroi k-

wa Petero to Yohanega sono tokini inoru tameni miyani nobotte im-ta. 

Kono yōna kimatta tokini miyani nobotte inoru kotomo mata shizukana tokorode inoru 

kotomo hontōni taisetsu de a-su. 

Keredomo - kō iu toki no hokani w-t-wa K-s- to tomoni oru to iu kannenga hattatsu shite 

inakereba na-sen. Poroga iu tōri w-t-wa K- no uchini iki, ugoki, mata aru no de a-su. 

Koreni taishite, kono aida aru honde tsugi no hanashi wo yonde 

→ 2/27/54-1 

 

5 

 

所をよく話しました｡ 

ペテロは､金銀は持っていなかった｡実際､どういうことを持っていたでしょうか？ それは自分

の信仰によって与えられた､神様の力でした｡その与えられた力が､ペテロを通してそのびっこの

乞食を癒したことであった｡ 

その与えられた力は､信仰と祈りによって与えられてきたようです｡面白いことは､ペテロとヨ

ハネがその時に祈るために､宮に登っていました｡ 

このような決まった時に宮に登って祈ることも､また静かな所で祈ることも､本当に大切であり

ます｡ 

けれども､こういう時のほかに､私たちは神様とともにおるという､観念が発達していなければな

りません｡パウロが言う通り､私たちは神様のうちに生き､動き､またあるのであります｡ これに対

して､この間､ある本で次の話を( → 1954/2/27-1) 
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Mk 5 13-16 

SOTSUGYŌ-SHIKI         K-            3/9/54 

Honjitsuha (utennimo kakawarazu) gotabō no tokoro (tasū raihin narabini) gofukei to 

mata dōsōsei no katagata no gorinseiki-wo emashite/ arigataku zonjimasu. 

Nao ima dai nana ni go-kaini sotsugyō sareru minasan omedetō gozaimasu.  Machini 

matta higa yōyō kimashita.  Donnani ureshii k-deshō. 

Sotsugyō suru k-wa monwo deru yōna mono-de a-su.  Imamade nare-shitashinda h-b-

wo atoni shite/ dete yuku k-wa sabishiku-mo aru deshō.  Sorewa w-t-no shōgai de/ dareshimo 

tabitabi keiken s- k- de a.  Keredomo sono monwo tōranakereba tsugi no dankaini susumu k-

ga dekimasen. 

Honkō ni shingaku suru katagatamo hoka ik-wo nassaru kg-nimo 

W-wa kyō a-g-ni hito k- dake/ hanashite-okitai k-ga a-su.  Kono aida Sekiya-sensei-to fu-

tari-de/ Yukibirani dōsōseino tameni/ nosete itadaita hanashiwa w-ga tsunezune fukai (kandō) 

kammeiwo oboete-ita mono de a-su.  Sorewa ∧aru Xmasuno yoru ∧no k-deshita.  Roku-

saini naru shōnenga Xmasu-treewo nagame-nagara otōsan no hiza no ueni suwatte im-ta. 

Kono shōnenwa itsumo ∧wa hayaku nenakutewa-narankatta no desu neru shūkan deshita 

ga sono yoruwa tokubetsuni 9ji made okite itemo ii k-ni natte im-ta/ga Kyūni nemuku natte 

yŭmewo mimashita. 

 

マルコ 5:13-16                                                                       1 

卒業式       1954/3/9 

 

本日は雨天にもかかわらず､ご多忙のところ､多数来賓､ならびにご父兄､また同窓生の方々のご

臨席を得まして､ありがたく存じます｡ 

なお､今､第5回に卒業されるみなさん､､おめでとうございます｡待ちに待った日がようよう来ま

した｡どんなに嬉しいことでしょう｡ 

卒業することは､門を出るようなものであります｡今まで慣れ親しんだ人々を後
あと

にして､出てゆ

くことは淋しくもあるでしょう｡それは私たちの生涯で､だれしもたびたび経験することでありま

す｡けれどもその門を通らなければ､次の段階に進むことができません｡ 

私は今日あなた方に､一言だけ話しておきたいことがあります｡この間､関谷先生と二人で､｢雪

びら｣に同窓生のために載せていただいた話は､私が常々深い感銘を覚えていたものであります｡

それはあるクリスマスのことでした､6歳になる少年が､クリスマス･ツリーを眺めながら､お父さ

んの膝の上に座っていました｡この少年は､いつもは早く寝る習慣でしたが､その夜は特別に 9時

まで起きていてもいいことになっていましたが､急に眠くなって夢を 
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mimashita.  Tenjō-kara Hitorino Tenshiga orite kite Xmas-tree no (chōjōni kite)ichi-ban ueno 

ippon no rōsokuwo nozoite tawa zenbu torisari sono hokano monowa minna totte 

shimaimashita.  Sono ippon no rōsokuwo shōnenni watashite, “Korewa Kirisutono ai to hika-

ri de aru.  Korewo keshitewa ikenai,” to iimashita. 

Sono shōnenwa yumewo mite ita toki mi-nagara otōsanno hiza no uede rōsoku no k-ya 

Xmas-tree no k-ya tenshi no k-ni tsuite chiisai koede tsubuyakimashita.  Sorede otōsanwa 

shōnenwo nedokoni tsurete itte nekashimashita.  Shōnenga mezamete-okiagaru to/ otōsanni 

ryōtede shikkari to sugari tsuite, “Otōsan/ tenshiwo kaesa-naide” soshite rōsoku no higa 

kienai yōni shite-(ne) to ii-ta. 

3    ○4 Shonen no yume no nakani kono yōna kibōga ari kono chiisai rōsoku no hikariwa tōi 

tokoroni-made todoku no de a-su. 

∧Koreto onaji yōni w-t-ga kono gakuen-de (ukete iru) uketa “Shin-seishin”-no hikari/ 

sunawachi ai to hoshino Xto no seishinwo mochi-tuzukete yuku naraba w-t-no seikatsuga 

akaruku naru kono yowa motto sumiyoi sekaini naru to omoimasu. 

Mochiron nannokurushimi-mo naku seikatsuga junchoni itte iru tokiwa 

 

2 

 

見ました｡一人の天使が降りてきて､一番上の1本のロウソクを少年にのぞいて､そのほかのものを

みんな取ってしまいました｡その1本のロウソクを少年に渡して､｢これはキリストの愛と光であ

る｡これを消してはならない｣と言いました｡ 

その少年は夢を見ながらお父さんの膝の上で､ロウソクのことや､クリスマス･ツリーのことや､

天使のことについて､小さい声でつぶやきました｡それでお父さんは少年を寝床に連れて行って､

寝かしました｡少年が目覚めて起き上がると､お父さんに両手でしっかりとすがりついて､｢お父さ

ん､天使を帰さないで｡そしてロウソクの火が消えないようにしてね｣と言いました｡ 

少年の夢の中にこのような希望があり､この小さなロウソクの光は遠い所にまで届くでしょう｡ 

私たちには､またこういう経験もあるでしょう｡真っ暗な所にいる時に､ごく小さな火があるだ

けでも､助けになったこともあるでしょう｡マッチの火でも､昼間擦った時には明るいとは感じま

せんが､暗闇ではその小さなマッチの光で､ものを見つけることもできるし､またものにつまずく

危険から逃れることもできます｡ 

これと同じように､私たちがこの学園で受けた｢東雲精神｣の光､すなわち愛と奉仕のキリストの

精神を持ち続けてゆくならば､私たちの生活が明るくなると思います｡ 

もちろん何の苦しみもなく､生活が順調に 
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itte iru tokiwa daredemo akarui kimochide seikatsuga dekiru deshō.  Keredomo samaza-ma-

na konnanni de-(attari/ mata giseiwo harawanakereba na-nai to iu tokiya biyōkini natta toki 

nadowa akarui kimochide seikatsuwo suru k-wa mutsukashii deshō.  Sono tokini shinkōni 

nezashita kokorogamaega nakereba/ w-t-bakari de naku/ shuini aru hitomo/ komaru deshō.  

*    W-t-niwa ∧mata kō iu keikengamo aru deshō.  makkura-na tokoroni iru tokini/ goku-

chiisana higa aru dake-demo/ tasukeni natta k-mo aru deshō.  Matchi no hi-demo hiruma 

sutta tokiniwa/ akarui-towa kanji-raremasenga/ kurai-yami-dewa/ sono chiisana matchi no 

hikaride/ monowo mitsukeru k-mo dekirushi mata mononi tsumazuku kiken kara nogareru k-

mo dekimasu.  Sore desu kara w-t-no hikariga kienai yōni chui shinakereba na-nai-nowa 

mochiron no k- kurai seikatsuni oitewa issō sono hikariwo kagayakasa-nakereba narimasen. 

Ima sotsugyoni saishite/ minasanwa tsugi no yōna k-wo fukaku kanjite orareru-to omoi-

masuga….  Sorewa ima-madeni eta chishiki kyō yōya chikarawa kyū kyū 99 pasentto-made 

 

3 

 

いっている時は､だれでも明るい気持ちで生活できるでしょう｡けれども､さまざまな困難に出会

ったり､また犠牲を払わなければならないという時や､病気になった時などは､明るい気持ちで生

活をすることは難しいでしょう｡その時に､信仰に根ざした心構えがなければ､私たちばかりでな

く､周囲にある人も困るでしょう｡ 

今､卒業に際してみなさんは次のようなことを､深く感じておられると思いますが･･･｡それは今

までに得た知識､教養や力は､99パーセント 

2 
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made hokano hito kara ataerarete iru mono de aru.  Ryōshinya sensei/ mata shakai no hito-

tachino okage de aru-bakari de naku/ ōku-noōkuno / bunkani kōken-shita/ imawa-naki hitobito 

no konnan to giseini yotte ima no/ w-t-no seikatsuga ito-namarete iru k-wo kangaeru toki/ w-t-

wa jibun no chikara yorimo donnani-ōku no monowo hokano hitobito kara ukete-iruka to iu k-

wo kangae/ soshite kanjiru-beki-dewa nai deshōka?  Korewa seishinteki-nimo 

busshitsutekinimo mata kagakutekinimo sonota arayuru tenni oitemo/ onaji k-ga ieru de a-

sho.  A-g-wa ima kono ai to hōshi no hikariwo ukete tada korewo kagayakasu k- bakari de 

naku hokano hitonimo sorewo utsushi-wakeru yōni shi-ba na-nai no de a-su. →1/13/53 

Kono futatsu Ijō no k-wo/ fukaku/ anata no kokoroni tomete/ sotsugyō sureba hontōni 

megumareta seikatsuga dekiru to shinjimasu.  

Korewo sotsugyōshikini atari/ oiwai to tomoni/ minasanni okuru hanamuke no kotoba to 

itashimasu. 

 

4 

 

までほかの人から与えられているものである｡両親や先生､また社会の人たちのおかげであるばか

りでなく､多くの文化に貢献した今はなき人々の困難と犠牲によって､今の私たちの生活が営まれ

ていることを考える時､私たちは自分の力よりもどんなに多くのものを､ほかの人々から受けてい

るかということを考え､そして感じるべきではないでしょうか？ これは精神的にも､物質的にも､

また科学的にも､その他あらゆる点においても､同じことが言えるでありましょう｡あなた方は今

この愛と奉仕の光を受けて､ただこれを輝かすばかりでなく､ほかの人にもそれを移し分けるよう

にしなければならないのであります｡( → 1953/1/13 ) 

以上のことを､｢深く｣あなたの心に留めて卒業すれば､本当に恵まれた生活ができると信じま

す｡ 

これを卒業式にあたり､お祝いとともに､みなさんに贈るはなむけの言葉といたします｡ 
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TOMOSHIBI NO SHIKI                3/9/53 

“Tadaima kara okanawareru tomoshibi-no Shikiwa kono gakkō no dentō de ari/ sōritsu 

irai tamotarete kita/ honkō-no seishin, sunawachi Kōen-naru Risō; Keiken-naru shinkō; 

Shinshi-naru doryoku; Seijun-naru Aijō; Shishin-naki hōshi-wo arawasu mono de a-su. Kono 

seishinwa ima sotsugyō suru minasanni yotte uketsu-gare sono yuku michi no tomoshibi to 

nari/sono shuiwo kagayakasu hikari to naru koto to shinjimasu.” 

 

1 

ともし火の式          1954/3/9 

 

｢ただいまから行われる灯の式は､この学校の伝統であり､創立以来保たれて来た本校の精神､す

なわち高遠なる理想､敬虔なる信仰､真摯なる努力､清純なる愛情､私心なき奉仕を表すものであり

ます｡この精神､今卒業するみなさんによって受け継がれ､そのゆく道の灯となり､その周囲を輝か

す光となることと信じます｣｡ 



Gillett Note -4 

 - 84 - 

 

Samueru-kosho  23sho 13-17 

Kari-ire no tokini 30ninshyu-no kashira-naru sannin/ kudarite Adoramuto hora-anani 

yukite Dabideni itareri-tokini Perishite-bitono-tai Rebaimuno tanīni jindoreri.  Sono-toki 

Dabidewa yōgaini ori Perishite-bitono sakisonaewa Beterehemuni ari.  Dabide shitaite 

iikeruwa tareka Beterehemuno monni-aru ido-no-mizuwo wareni nomashimenkato.  

Sanyūshi sunawachi Perishitebitono jinwo tsukitōrite Beterehemuno - monni aru-ido-no 

mizuwo kumitorite Dabideno motoni tazusae-kitareri saredo Dabide korewo nomu-kotowo 

sezu korewo Ehobano maeni sosogite Iikeruwa Ehobayo ware kiwamete korewo nasaji 

korewa inochiwo-kakete-yukishi-hitono-chi nari to kare korewo nomu-kotowo konomazariki. 

2 サムエル 23:13-17                                                                   1 

サムエル後書 23章  

 

刈穫
かりいれ

の時に 30人衆の首長
か し ら

なる 3人下りてアドラムの洞穴
ほらあな

に往
ゆ

きてダビデに詣
いた

れり時にペリシテ

人の隊レパイムの谷に陣どれり 其
その

時
とき

ダビデは要害
えうがい

に居りペリシテ人の先陣
さきぞなへ

はべテレヘムにあり 

ダビデ慕ひていひけるは誰
たれ

かべテレヘムの門にある井
ゐど

の水を我にのましめんかと 三勇士 乃
すなはち

ちペ

リシテ人の陣を衝
つ

き過
とほ

りてべテレヘムの門にある井の水を汲取
く み と

りてダビデの許
もと

に 携
たづさえ

來
きた

れり然
され

ど

ダビデ之
これ

をのむことをせずこれをヱホバのまへに灌
そそ

ぎて いひけるはヱホバよ我決
きは

めてこれを爲
な

さじ是
これ

は生命
い の ち

をかけて往きし人の血なりと彼これを飲むことを好まざりき三勇士は是
これ

等
ら

の事を爲

せり 
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“Blood in the Cup”                      Aisatsu 

KOTOGAKKŌ NYUGAKUSHIKI                                     4/10/54 &56 

Honjitsu honkōno dai 4 kai nyūgaku-shikiwo kyokō suruniatari/ hitokoto go-aisatsuwo 

mōshiagemasu.  Mazu ōkuno hitobitono aida yori naka kara erabaremashite medetaku Kal-

lege ni kōtōgakkōni nyūgaku dekimashita-kotowo kokoroyori oiwai-itashimasu. 

Tsugini ima watakushiga kanjite ori-masukotoni tsuite/ shibaraku anatagatato tomoni / 

kangaete/ koreo goaisatsuni kaetai to zonjimasu. (Semai Mon) →3 “Tagaini” 

Sunenkan aru maekara watakushiwa kyūyakuseisho no hanashini fukai inshowo atae-

rarete mairimashita.  Sunawashi Samueru-kōsho 23shō ni (13setsu kara 17setsu madeni) 

kaite aru Dabideno hanashi des.   Dabide toiuhitowa Iesu-Kirisutono sosenno-hitoride-atte 

Yudayano-kunino ōsama deshita.  Sonojidaiwa Nippon no hōkenjidaito onajiyōni/ taezu to-

nari-no-kunitono tatakaiga-ari konotokinimo Dabidewa sonokeraito tomoni/ senjō-ni dete-

imashita. (Nipponno samuraiga sono ōsamano meireiniwa jyūjun deshita.)  Aru-tokinokoto 

Dabidega aru takai-okani nobori/ kokyō-no-hōwo nozonde/ kokyōno idono mizuwo nomitaito 

omotta-toki/ sokoni ita sannin-no keraiga soreo shiri/ sono tochūniwa  

 

1 

高等学校入学式          1954/4/10 & 1956/4/10  

         

本日､本校の第 4 回入学式を挙行するにあたり､一言ご挨拶を申し上げます｡まず多くの人々の

中から選ばれて､めでたく高等学校に入学できましたことを､心より御祝いいたします｡ 

次に､今私が感じておりますことについて､しばらくあなたがたとともに､考えてこれをご挨拶に

代えたいと存じます｡  

数年前から､私は旧約聖書の話に､深い印象を与えられてまいりました｡すなわち､サムエル後書

23 章 に(3節から 17節までに)書いてあるダビデの話です｡ ダビデという人は､イエス･キリスト

の祖先の一人であって､ユダヤの国の王様でした｡その時代は､日本
にっぽん

の封建時代と同じように､絶え

ず隣の国との戦いがあり､この時にもダビデはその家来とともに､戦場に出ていました｡ある時のこ

と､ダビデがある高い丘に登り､ 故郷の方を臨んで､故郷の井戸の水を飲みたいと思った時､そこに

いた 3人の家来がそれを知り､その 

 



Gillett Note -4 

 - 86 - 

 

(2) 

tochūniwa teki no jinchi nadoga-atte hijōni kikende atta-nimo kakawarazu inochiwo toshite-

gakede/ karerano ōsamano tameni/ koppuni ippaino mizuwo kunde mairimashita. 

Dabidewa koreo mitatokini/ kono koppu-no mizuga konohitotachino chi-no-yōni tōtoku 

omoete sorewo nomu kotoga dekizu sorewo tochi-ni sosoide sunawachi gimashita.  Sorewa 

kamisama no maeni sasagete nomanakattato iukoto-desu.  Watakushiitachino sunde-iru yo-

no-nakanimo koreto onaji-yōna kotoga takusan arimasu. 

Hito tsubu no okomeni/ shitemo/ ōku no hito no giseiga haraware/ sono hitobito-no chi-ga 

nagarete iru no desu.  Kiru mononi shitemo onaji ∧koto desu.  Keredomo kyō tokuni kan-

gaetai kotowa/ sono naka no kyōiku-hōmen no koto desu.  Kyōikuganiwa sudeni ōkuno sem-

pai no hitobitono giseiga harawarete-iru no desuga watakushitachiga kōshite gakkōni 

nyūgakku sasete morai/ jūbunni benkyō dekiru koto no hitotsu toshite ryōshin-no gisseiga 

arimasu.  Imanojidaini watakushitatiwo gakkōni okurutameni/ otōsanya okāsanwa kimono-

no shinchōwo hikae, mata ryokōshitai kimochiwo osae/ shokumotsuwo setsuyaku-shite 

gakuhiwo tsukuttei iru-deshō.  Sorewo watakushitachiwa atarimai-no yōni omotte 

 

2 

 

途中には 敵の陣地などがあって､非常に危険であったにもかかわらず､命がけで彼らの王様のため

に､コップに 1杯の水を汲んでまいりました｡ 

ダビデはこれを見たときに､このコップの水がこの人たちの血のように尊く思えて､それを飲む

ことができず､それを土地に注ぎました｡それは神様の前に献げて､飲まなかったということです｡

私たちの住んでいる世の中にも､これと同じようなことがたくさんあります｡ 

一粒のお米にしても､多くの人の犠牲が払われ､その人々の血が流れているのです｡ 着るものに

しても同じことです｡けれども､今日特に考えたいことは､その中の教育方面のことです｡教育に

は､すでに多くの先輩の人々の犠牲が払われているのですが､私たちがこうして学校に入学させて

もらい､じゅうぶんに勉強できることの一つとして､両親の犠牲があります｡今の時代に私たちを

学校に送るために､お父さんやお母さんは着物の新調を控え､また旅行したい気持ちを抑え､食物
しょくもつ

を節約して､学費をつくっているでしょう｡それを私たちは当たり前のように思って､ 
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Sono kanshano araware toshite/ watakushi-tachiwa mazu isshōkenmeini benkyōsuru koto-

desu.  Gakuseino dai-ichino honbunwa gakumonni hagemu kotodesu.  Tsugini aitagaini 

tasukeaino seikatsuwo suru koto, jibun hitoribocchino kojin no dake no seikatsudewanaku 

grūpu toshite no seikatsuni hagemu koto-desu.  Sunawachi otomodachinonakani yowaihitoga 

areba tasuke/ otomodachino nakani/ machigatta kotowo suru hitoga areba/ chūi-shite-yari/ 

kyōryoku no seikatsu-wo suru nodesu./  [Tadashi shikenno tōan-dake/wa tasuketewa nari-

masen.] 

Daisanni kateini oitemo jūbunni tetsudaiwo suru koto, gakkōkara kaette sukoshi tsu-

karete itemo iyana-kaowo sezuni/ kajiwo tetsudai/ kyōdai-tagaini aishiatte/ ryōshinni yoro-

konde itadaku kotodesu. →3(Gakko no Hoshin) 

Ijō mōshimashita-yōni watakushitachi-wa ōkuno hitobitono okagede kōshite benkyō dek∧

iruno desukara korekara atarashiku shuppatsu-suru-ni atatte ōkina kesshinwo-shi kuinaki 

gakusei-seikatsuwo okutte itadaki-tai to omoimasu. 

Ijō nobemashita kotowo yoku kangaete ita-dakitai to omoimasu.  Korewo motte goaisa-

tsu-to itashimasu. 

 

3 

 

その感謝の表われとして､私たちはまず一生懸命に勉強することです｡ 次に学生の第 1の本分は､

学問に励むことです｡次に､相互いに助け合いの生活をすること､自分一人だけの生活ではなくグル

ープとしての生活に励むことです｡すなわちお友だちの中に弱い人があれば助け､お友だちの中に

間違ったことをする人があれば､注意してやり､協力の生活をするのです｡ 

第 3に家庭においても､じゅうぶんに手伝いをすること､学校から帰って少し疲れていても､嫌な

顔をせずに家事を手伝い､兄弟互いに愛し合って､両親に喜んでいただくことです｡ 

以上申しましたように､私たちは多くの人々のおかげで､こうして勉強できるのですから､これか

ら新しく出発するにあたって､大きな決心をし､悔いなき学生生活を送っていただきたいと思いま

す｡ 

以上述べましたことを､よく考えていただきたいと思います｡ これをもって､ご挨拶といたしま

す｡ 
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noyōni omotte/marude sākasu ni asobini demo yuku-yōna kimochide heikide itewa narimasen.  

Mata shakaimo watakushitachino gakumonno tameni/ ōkuno giseiwo haratte kurete imasu./  

Mata gakkōga aru kotonimo/ ōkuno hitobitono gisei sunawachi kenchiku-no-tameno gisei 

kyōshino giseiga arimasu.  Watakushitachi-wa sono tōtoi giseini taishite jūbunni kansha 

shitaito omoimasu. →３a Sono kansha no 

Ijō mōshimashita-yōni watakushitachiwa ōkuno hitobitono okagede kōshite benkyō 

dekiruno desukara atarashiku shuppatsusuruni atatte ōkina kesshinwo/ shi kuinaki gakusei-

seikatsuwo okutte itada-kitai to omoimasu.  →7 

Owarini Tsugini mata honkōno kyōiku hōshinwo kantanni mōshiagemasu.  Honkōwa 

sōritsusha Ninomiya-Kunijiro senseini yotte meiji-sareta yōni Kirisutokyō-shugiwo motte 

joshiwo kyōiku suru gakkōde arimasu.  [Jirai 60 nen ijō] Kotoshide 65 nenkan tsuneni ka-

miwo osoreru kenjitsu enman-katsu yūnōna fujinno kyōikuwo mokuhyōtoshite konnichini 

itarimashita.  [Tannaru ningen-kyōikude/ shinno ningen kyōikuno dekinai-kotowa akiraka 

desu.] 

Watakushitachiwa shūkyō-tokuni Kirisutokyōwo tōshite 

 

4 

 

のように思って､まるで遊びにでもゆくような気持で､平気でいてはなりません｡また社会も私た

ちの学問のために､多くの犠牲を払ってくれています｡また学校があることにも､多くの犠牲､すな

わち建築のための犠牲､教師の犠牲があります｡私たちはその尊い犠牲に対して､じゅうぶんに感

謝したいと思います｡ 

以上申し上げたように､私たちは多くの人々のおかげで､こうして勉強できるのですから､これ

から新しく出発するにあたっ､て大きな決心をし､悔いなき学生生活を送っていただきたいと思い

ます｡ 

終わりに､本校の教育方針を簡単に申し上げます｡本校は創立者･二宮邦次郎先生によって明示

されたように､キリスト教主義をもって女子を教育する学校であります｡今年で 65 年間､つねに神

をおそれる堅実､円満､かつ有能な婦人の教育を目標として､今日
こんにち

に至りました｡単なる人間教育

で､真の人間教育のできないことは明らかです｡ 

私たちは宗教､とくに 
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Kirisutokyōwo tōshite jinseino mokutekiwo manabi shinni igiaru jinseiwo miidasu kotoga 

dekirunode arimasu.  Nikushimiwa shakaiwo hakaishimasu.  Akuni-katsu-monowa/ zen 

nomi desu.  Chikarawo awasete shūino hitobito/ shakaino hitobitono kōfuku no tameni 

ikirukoto/ -koso shinni kachiaru jinseidewa naideshōka. 

Honkōwa seitoga gakumonwo manabi giwo migaku-uchini jinseino mokutekiwo hakkiri-

toshiri/ kachiaru seikatsuwo itonamō-tosuru ketsuiwo nashi, hibino seikatsuwo chickarazuke-

ru reino chikarawo yutakani ukete moraitai.  Kesshite shūkyōwo kyōsei-suru nodewa ari-

masenga Kirisutokyōwo tōshite shinno yorokobi shinnno heiwawo shiri meni mienai seishin-

tekina chikarawo yŭtakani ete moraitaito setsubō shite irunode a-su. 

Iumademonaku ∧tsuneni iu gatokoku Nippon kokuniwa ta-koku-minno kyōikuseido, 

seikatsuhō, mono-no-kangae-katawo sono-mamani ukeireru kotowa fukanō desu.  Yueni 

kyōshitsuni oitemo mata kyōshitsugaino katsudōni oitemo tsuneni Nipponbunka no mottomo 

utsukushii-mono mata kachiaru-mononi-taisuru rikaiwo fukame/ masumasu korewo aisuru-

yōni seito ∧wo michibikitaito kokorogakete imasu, soshite 

 

 

5 

 

キリスト教を通して､人生の目標を学び､真に意義ある人生を見いだすことができるのでありま

す｡憎しみは社会を破壊します｡悪に勝つものは､善のみです｡力をあわせて周囲の人々､社会の

人々の幸福のために生きることこそ､真に価値ある人生ではないでしょうか｡ 

本校は生徒が学問を学び､義をみがくうちに､人生の目的をはっきりと知り､価値ある生活を営

もうとする決意をなし､日々の生活を力づける霊の力を豊かに受けてもらいたい｡決して宗教を強

制するのではありませんが､キリスト教を通して真の喜び､真の平和を知り､目に見えない精神的

な力を豊かに得てもらいたいと､切望しているのであります｡ 

いうまでもなく､つねにいうごとく日本
にっぽん

国には他国民の教育制度､生活法､ものの考え方を､その

ままに受け入れることは不可能です｡ゆえに教室においても､また教室外の活動においても､つね

に日本文化のもっとも美しいもの､また価値あるものに対する理解を深め､ますますこれを愛する

ように生徒を､導きたいと心がけて 
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imasu, soshite taezu yokimonowo mamori nao issō korewo-yori-yoimononi surutameni fudan-

no doryokuwo haraitaito omoimasu.   6 

[Futsū jigyōwa getsuyōbi kara kinyōbimade-no itsukakanni jikanwariwo kimete okonai/ 

Doyōbiwa tokubetsuna grūpuno benkyō/ arui-wa shūkai, aruiwa sagyōno tameni atete ari-

masu.  Yueni seitowa sono shum∧ini-shitagai ongaku, kaiga, ikebanano kenkyū, pinpon, 

tenis, sonotano kurabu-katsudōni doyōbiwo shiyōshite imasu.  Tozanya eiga-kanshōmo Doyo-

bini okonawarete imasu.  Sonohoka tokubetsuni jikanwo yōsuru shigotowa subete Doyōbi 

notameni keikaku sarete imasu-kara kakujini tsuite kangaeru narabe kakushūni shusseki 

suru-kotoni/naru deshō, mata kateino sagyō tokubetsuna shuk∧udai, jyūkenkyū nadomo 

Doyōbini surukotoga dekimasu.  Shitagatte nichiyōbino asawa nichiyōgakkōka Kirisuto-

kyōkaino reihaini shusseiki shiyō to sorewa jiyūde atte kakujinga bengina kyōkaiwo erandara 

yoi-nodesuga, kyōkaishussekiwa taisetsuna kotodeatte tsutomete maishū shusseki shite mo-

raitainodesu.  Amerika oyobi Nipponni okeru watakushino nagai kyōiku keikenni yoreba 

kyōkaini tsutomete shusseki suru seito to 

 

 

6 

 

います｡そして絶えずよきものを守り､なおいっそうこれをよきものにするために､不断の努力を

払いたいと思います｡ 

普通､授業は月曜日から金曜日までの 5日間に､時間割を決めて行い､土曜日は特別なグループ

の勉強､あるいは集会､あるいは作業のためにあててあります｡ゆえに生徒はその趣味に従い､音

楽､絵画､生け花の研究､ピンポン､テニス､その他のクラブ活動に土曜日を使用しています｡登山や

映画鑑賞も土曜日に行われています｡そのほか特別に時間を要する仕事は､すべて土曜日のために

計画されていますから､各自について考えるなれば､隔週に出席することになるでしょう｡また家

庭の作業､特別な宿題､自由研究なども土曜日にすることができます｡したがって日曜日の朝は､日

曜学校か､キリスト教会の礼拝に出席しようと､それは自由であって､各人が便宜な教会を選んだ

らよいのですが､教会出席は大切なことであって､努めて毎週出席してもらいたいのです｡アメリ

カおよび日本における私の長い教育経験によれば､教会に努めて出席する 
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seito to sōdenai seito towo hikakushite-mitatoki kyōkaini shusseki shita seitowa tano dokoni 

oitemo urukotono dekinai taisetsude shikamo isshō ushinau kotono dekinai takarawo ete 

kateini oitemo shakaini oitemo tarenimo yorokobare, sonoue rippana kotogarawo nashite iru-

kotowo taiken shite kimashitanode Nichi-yōbiwo kyōkaide kurasu kotowa mottomo yuekina 

kotodearuto jishinwo motte osusume surunode arimasu.  

)Tsugini kōshani tsuite hitokoto setsumei itashimasu.  Honkōwa Amerika no yūshino 

katagatano kōini-yotte goranno tōri is-sakunen akini (kono) Piasukanga deki* -6a imadewa 

chūgakuseimo kono Piasukanno (kono) ∧Horu to aru tokubetsu kyōshitsuwo tsukatte imasu. 

Sorewa rika, butsuri, seibutsu, zuga, saihō, ongaku shitsu de arimasu.  Keredomo sore-

dakedewa mada fujūbunde-aru-to senseimo seitomo kanjite/ ima-no-tokorodewa chūgakkō-no 

futsū kyōshitsumo kotoshi-jūni atarashiku suru keikaku de arimasu.  Sono-hoka atarashiku 

kaseikan, taiikukan-nadoga taterareyō-toshite iroironakatano doryokuga harawarete ori-

masuga,mamonaku □watakushi-tachiwa 

 

7 

 

生徒と､そうでない生徒とを比較してみたとき､教会に出席した生徒は､他のどこにおいても得る

ことのできない大切で､しかも一生失うことのできない宝を得て､家庭においても､社会において

も､たれにも喜ばれ､その上､立派なことがらをなしえていることを体験してきましたので､日曜日

を教会で暮らすことはもっとも有益なことであると､自信を持ってお勧めするのであります｡ 

次に校舎について一言説明いたします｡本校はアメリカの有志の方々の好意によって､ごらんの

通り一昨年秋にピアス館ができ､今では中学生もこのピアス館のホールと特別教室を使っていま

す｡それは理科､物理､生物､図画､裁縫､音楽室であります｡けれどもそれだけでは､まだ不十分であ

ると先生も生徒も感じて､今のところでは中学校の普通教室も､今年中に新しくする計画でありま

す｡そのほか新しく家政館､体育館などが建てられようとして､いろいろな方の努力が払われてお

りますが､まもなく私 

続くページが不明 
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(Nyugakushiki - 4/10/50 & 4/11/51) 

deki, sakunen, Kaseikan, soshite kotoshi kono tai-ikukanga dekimashita.  W-t-wa kono-

atarashii koshade mata setsubino totonotta kyōshitsude benkyōga dekiru-kara hontōni ureshii 

kotodesune.  W-t-wa kono kōfukuwo kansha-shite mata chikarawo awasete isshokenmeini 

benkyōwo shiyō-dewa arimasenka. 

Kono-nendo kara seito no bengaku oyobi jinkaku no kōjōwo shorei suruto tomoni jissai 

gakuryoku, jinkaku tomoni hiidetaru seitoniwa 3 kanenwo heikin shite sotsugyō no sai ¦ 

shōshoni, saiyūshū, yūshū, shū no san dankai no meiyowo kiroku suru kotoni kimari-mashita 

kono hōhōwa w-t-wa Nippon-no kuni-niwa hajimete no kokoromi da to omoimasu.  Kono 

sotsugyo-shōshowo shimeseba sugu seiseki, jinbutsu tomoni yokatta koto-ga shomei saremasu. 

Minasan-mo imakara sono-tsumori de mainichi no benkyō, kodo-ni tsuite shōjin seraren ko-

towo kibo shimasu. 

Kyō mite-imasuto fukeiya dososei-no 

> ０ → ７ 

 

9 

(入学式   1950/4/10    &1951/4/11) 

 

でき､昨年､家政館､そして今年この体育館ができました｡私たちはこの新しい校舎で､また設備の

整った教室で勉強ができるから､本当にうれしいことですね｡私たちはこの幸福を感謝して､また

力を合わせて一生懸命に勉強をしようではありませんか｡ 

この年度から生徒の勉学及び人格の向上を奨励するとともに､実際学力､人格ともに秀でたる生

徒には､3ヵ年を平均して卒業の際､証書に､最優秀､優秀､秀の 3段階の名誉を記録することに決ま

りました｡この方法は､私たちは日本の国には初めての試みだと思います｡この卒業証書を示せば､

すぐ成績､人物ともによかったことが証明されます｡みなさんも今からそのつもりで毎日の勉強､

行動について精進されんことを希望します｡ 

 

前のページが不明 
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tachiwa kono sono-atarashii kōshade mata setsubino totŏnotta kyōshitsude benkyōga 

dekirukarayōni narunodesu; hontōni ureshii kotodesune.  Watakushitachiwa kono kōfukuwo 

kansha-shite ∧mata chikarawa awasete ishhokenmeini benkyōwo shiyō-dewa arimasenka. 

*Shinchiku to-tomoni shokuin-no jūjitsumo hakatte orimasu. 

Kyō mite-imasuto (ōzeino) fukeiya dōsō-seino katagataga miete orimasunode kono-

kikaiwo riyōshite hitokoto mōshiagetaito omoimasuga sorewa futsū/ minasanwa benkyō-wa 

gakuseijidai-ni-suru-monode sotugyō-sureba mō-benkyōshinakutemo iiyōni kangaete irassha-

runo-dewa naideshōka.  Amerikadewa gakuseijidai yorimo sotsugyōshite-karano-hōga nao-

issō benkyō-surubekidato iwarete-imasu.  Deskara watakushitachino PTAya dōsōseimo tada 

okanewo atsumeru dakedewa naku motto shinmitsuni renrakuwo tori gakkōya mata chihōde 

atsumatte otagaini kenkyūshi hagemashiatte itsumademo shinpŏshite-yamanai seikatsuwo 

shitaito omoimasu. 

Ijyō (iroirona kotowo) nobemashita(ga,)[ minasamano kenmeina atamade motte (korera-

no) kotowo yoku rikaishite× kudasaru yō onegai-itashimasu.  Korewo motte aisatsuni to 

itashimasu.  Kaesasete itadakimasu. 

×itadaki taito omoimasu. 

10 

 

たちは､この新しい校舎で､また設備の整った教室で､勉強ができるようになるのです｡本当にうれ

しいことですね｡私たちはこの幸福を感謝して､また力を合わせて一生懸命に勉強をしようではあ

りませんか｡新築とともに職員の充実も図っております｡ 

今日､見ていますと､父兄や同窓生の方々がみえておりますので､この機会を利用して一言申し上

げたいと思いますが､それは､普通みなさんは勉強は学生時代にするもので､卒業すればもう勉強し

なくてもいいように考えていらっしゃるのではないでしょうか｡アメリカでは学生時代よりも､卒

業してからのほうが､なおいっそう勉強するべきだと言われています｡ですから､私たちのPTAや

同窓会もただお金を集めるだけではなく､もっと親密に連絡を取り､学校やまた地方で集まってお

互いに研究し､励ましあって､いつまでも進歩してやまない生活をしたいと思います｡ 

以上述べましたこれらのことを､よく理解してくださるよう､お願いいたします｡これをもって挨

拶といたします｡ 
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KŌMON no KOTOBA              5/30/56 

317 1&3, 300 1,2,(3),5 

Shitogyouden 17:23-28(211) 

 

 Minasanwa mai/asa kōmonwo hairu toki kōmonno ryōgawani tsugino yōna mijikai ko-

tobaga kakarete irunowo gozonji deshō.  Mukatte hidarigawaniwa “Kōennaru risō, Keik-

ennaru shinkō, Shinshi/naru doryoku” toari, migigawaniwa “Let only the Eager Thoughtful, 

Reverent enter here” to arimasu.  Korewa, “Kono gakuenni manabō to suru monowa takai 

risō wo meza-shi keikenna shinkōwo motome/ shinshi/na doryokuwo tsumu tameni/ kono 

monwo kuguru” toiu imide arimasu. 

Mata, minasanga kōmonwo deru toki mukatte hidari-gawaniwa “Seijunnaru aijō, 

Shishin/naki hōshi,” to kakare/ sono aidani jūjikaga shirusarete arimasu.  Sōshite migigawa-

niwa “And go forth prepared to serve God and thy neighbors,” to kakarete orimasu.  Sorewa 

“Kono ga-kuenni mananda monoga fukai shinkōto  

 

使徒 17:23-28    讃美歌 317(1､3)､ 300(1､2､3､5)                                     1 

校門の言葉          1956/5/30 

 

みなさんは毎朝､校門を入る時､校門の両側に次のような短い言葉が書かれているのをご存知で

しょう｡向かって左側には｢高遠なる理想､敬虔なる信仰､真摯なる努力｣とあり､右側には｢Let only 

the Eager Thoughtful, Reverent enter here｣とあります｡これは､｢この学園に学ぼうとする者は

高い理想を目指し､敬虔な振興を求め､真摯な努力を積むためにこの門をくぐる｣という意味であ

ります｡ 

また､みなさんが校門を出る時､向かって左側には｢清純な愛情､私心なき奉仕｣と書かれ､その

間に十字架が記されてあります｡そして右側には､｢And go forth prepared to serve God and 

thy neighbors｣と書かれております｡それは｢この学園に学んだん者が深い信仰と 
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hiroi gakumon/ wo minitsuke/ kōketsuna jinkakuwo yashinatte/ yo/nidete kamito hitotoni tsu-

kaeru/ hōshino seishinwo uchini/ yutaka/ni shite/ kono monwo dete-yuku/toiu imide arimasu. 

Futatsuno aidani jūjikaga arunowa kono kotobano imiwo sarani akiraka/nishi/ ‘Christian’ no 

seishinwo arawasu tamede arimasu. 

Sunawachi, Jesus ga Yohaneden 17-shō 19-setsu no nakade “Karerano tameni watashi-

jishinwo seibetsu suru,” to iwareta kotobaniwa/ jitsuni fukai imiga arunodesu . Jibunno ko-

towo kangaenaide taninno tameni tsukusu/ sunawachi watakushi-gokorono nai hōshiwa/ tada 

itazurani jibunno risōwo sutete/ karadawo giseini suru/ toiu imidewa naku/ kamikara eta fu-

kai shinkōno takarawo sasagete/ hitono tameni/ shakaino tameni/ hōshi suru toiu kotode ari-

masu. 

 

2 

 

広い学問を身に着け､高潔な人格を養って世に出て､神と人とに仕える奉仕の精神を内に豊かにし

て､この校門を出て行く｣という意味であります｡二つの間に十字架があるのは､この言葉の意味を

さらに明らかにし､｢クリスチャン｣の精神を表すためであります｡ 

すなわち､イエスがヨハネ伝 17章 19節の中で､｢彼らのため私自身を聖別いたします｣と言われ

た言葉には､実に深い意味があるのです｡自分のことを考えないで他人のためにつくす､すなわち

私 心
わたくしごころ

のない奉仕は､ただいたずらに自分の理想を捨てて､体を犠牲にするという意味ではなく､

神から得た深い信仰の宝を捧げて､人のために､社会のために､奉仕するということであります｡ 
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Kokoni kakareta eigoto onaji yōna kotobaga/ watakushino bokōno Pomona College no 

kōmonni kakarete iruno-desuga kōmonwo deru tokino kotobawa soreni motto fukai igiwo 

motaseru tameni Mrs. Gilletto to watakushiiga imano yōni kaeta node arimasu. 

Tokoroga chōdo koreto hotondo onaji imiwo motsu kōkunga Nishimura senseino otōsan-

no Yodaime kochō Nishimura Ikuo sensei niyotte/ Kōkunto shite/ tsukurarete ita kotowo shiri, 

Hoyt senseiya hokano senseigatato sōdanshita kekka/ genzaino yōna kōmonga dekiagatta 

node arimasu. 

Sokode/ minasanwa hitori-bitoriga kōkunni shitagatte/ jibunno shinkōwo fukame/ 

shinkenni gakumonwo osame/ takai jinkakuno hitoto natte/ shakaini dete/ hitono tameni 

hōshi dekiru hitoto naru-kotoga naniyori taisetsude arimasu. 

Korede minasanwa kono kōmoni kaka- 

 

3 

 

ここに書かれた英語と同じような言葉が､私の母校のポモナ･カレッジの校門に書かれているの

ですが､校門を出る時の言葉はそれにもっと深い意義を持たせるために､ミセス･ジレットと私が

今のように変えたのであります｡ 

ところが､ちょうどこれとほとんど同じ意味を持つ校訓が､西村先生のお父さんの4代目校長西

村郁夫先生によって､校訓として作られていたことを知り､ホイテ先生やほかの先生方と相談した

結果､現在のような校門ができ上がったのであります｡ 

そこで､みなさんは一人びとりが校訓に従って､自分の信仰を深め､真剣に学問を修め､高い人格

の人となって､社会に出て人のために奉仕できる人となることが何より大切であります｡ 

これでみなさんはこの校門に書か 
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④ 
rete iru kotono i(g)miga yoku owakarini natta kototo omoimasu. 
Korekarawa otagaini kono kotowo kokoroni tomete/ kono kōmonwo kuguritai monoto 

omoimasu. 
Inori 

Ichinichino wazawo hajimeru maeni/ zenkōichidō no monoga kokoni atsumari/ anatano 
mioshiewoni tsuite kiku kangaeru hitotokiwo motasete kudasatte/ arigatō gozaimasu.  Kono 
(tokubetsuni megumareta) gakkō-ni ari/ benkyōshi/ shinkōwo ataerare/ kōmonnin kakareta 
mioshiewo/ mini tsuke, yoni deteyuku kotoga/ dekimasu yōni negauto tomoni/ kono gakkōni 
aru/ shiawasewo/ kansha itashimasu. 

 
Kamisamawa watakushitachiga iroirono kotowo yōkyū-suru maeni/ watakushitachini/ 

naniga hitsuyōde arukawo/ gozonjide ari/ sorewo ataete kudasai-masu.  Sōshite□ tsuneni 
watakushitachiwo tasuke/ michibiite kudasai-masu.  Sono mikokoroni kotaete/ yoku 
kamisama-karano shimeiwo kanji/ isshōgai anatano shimobeto shite kamito hitotoni hōshi 
suru kotoga deki-masu yōni.  

 
Kono-kgorowa tsu/yuno kisetsuni nari, sotowa uttōshiku kurai higa ōku gozai-masuga, 

(arimashitaga) watakushitachiwa kokoroni shinkōto kibōno yorokobiwo motte, uchikarano 
akarukui kagayakashii hikaride hito-bitowo terasu yōna seikatsuga dekimasu yō omichibiki 
kudasai. 

 
Kono taranai inoriwo tōtoki shu-‘Jesus Christ’ no minawo tōshite osasage itashi-masu.                             

300:1,2,(3)5 
 

4 

 

れていることの意味がよくお分かりになったことと思います｡ 

これからはお互いにこのことを心に留めて､この校門をくぐりたいものと思います｡ 

 

祈り 

一日の業
わざ

を始める前に一同が集まり､あなたのみ教えについて考える時を持たせてくださって

ありがとうございます｡この学校にあり､勉強し､信仰を与えられ､校門に書かれたみ教えを身につ

け､世に出てゆくことができますように願うとともに､この学校にある幸せを感謝いたします｡ 

神様は私たちが色々のことを要求する前に､私たちになにが必要であるかをご存知であり､それ

を与えてくださいます｡そして常に私たちを助け､導いてくださいます｡そのみ心に応えて､よく神

様からの使命を感じ､一生涯あなたの僕として､神と人に奉仕することができますように｡ 

このごろは梅雨の季節になり､外はうっとうしく暗い日が多くございますが､私たちは心に信仰

と希望の喜びを持って､内からの明るい光で人々を照らすような生活ができますよう､お導きくだ

さい｡ 

この足らない祈りを､貴き主｢イエス･キリス｣トのみ名を通してお捧げ致します｡ 
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Soshite otonani naruni shitagai/ hiroku/ tameni naru mokutekiya/ kibōwo motte hito-

bitoto sesshi/ seikatsu-shite yukaneba narimasen.  

Minasan-gatawa gakumonwo minituke-ruto tomoni/ kono yōna seishin-teki seichō nimo 

doryoku seneba narimasen.  

Minasanwa mainichi gakkōni kite iru-to/ dōshitemo gakuseito-iū mibunwo tsuyoku ishi-

kishi/ kazoku yama∧no hitori toshiteno ishikiga/ jūbunde naiyōni omoware-masu.  Mata 

kazoku toshiteno ishikiga attemo/ sorewo jissaini/ kazokuno ichi-in toshiteno seikatsu-taidoni 

arawasa-nakereba sorewa dandanni usurete yuki-masu kara, kono natsuyasumito-iū kikaini/ 

ryōshin kyōdai shimai/ sono hokano kazokuno katagatato chikarawo awasete/ sono ‘teem’no 

tameni/ jikanto chikaratowo tsukai-taito omotte iru kata-mo aruto omoimasuga, soreni kizu-

kanai-kataga areba/ zehi sōshite hoshiito omoimasu. 

 

1 

そして大人になるに従い         1956/7/20                                                         

 

そして大人になるに従い､広くためになる目的や希望をもって､人々と接し､生活してゆかねば

なりません｡  

みなさん方は学問を身につけるとともに､ このような精神的成長にも努力せねばなりません｡  

みなさんは毎日学校に来ていると､どうしても学生という身分を強く意識し､家族の一人として

の意識が､じゅうぶんでないように思われます｡また家族としての意識があっても､それを実際に

家族の一員としての生活態度に表わさなければ､それはだんだんに薄れてゆきますから､この夏休

みという機会に､両親､兄弟､姉妹､その他の家族の方々と力を合わせて､その｢チーム｣のために時

間と力とを使いたいと思っている方もあると思いますが､それに気付かない方があれば､是非そう

してほしいと 

1)､2)が見当たらない｡ 
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omoimasu. 

Mō hitotsu iitai kotowa/ koremade ×××× areba/ meno-maeni/ mieru koto dakeshika/ rikai-

shitari kangae-tari shika deki-masenga/ otonani seichō shita naraba/ mie-nai shōraino ko-

towomo kangae/ handan suru chikaraga dekiru hazu desu, dakara yuki-atari-battarini sono-

hi-sonohino seikatsu wo surunodewa naku/ chanto/ mitōshiwo tsu-kete/ keikakuwo tate/ jik-

kōsuru yōni kokoro-gake nakereba narimasen.  

Tatoe kajino tetsudaini kyōmiga nai toshitemo anatagataga kazokuno ichi-inde/ aru 

majiwarito/ mata kazokuno hito-bitoeno kanshawo arawasu tame/ zehi jūbun otetsu-daiwo 

shite kudasai. 

Mata aru hitowa benkyō shinakereba naranaito/ sore bakari kangae/ kenkōwo gaishi/ 

kazokuno kankeiwo mushishite/ jibunno tensūno kotoshika kangae-rarenai to sureba/ sorewa 

hijōni kodomo-rashii kotodesu.  Natsuyasumiwa karadani/ chūi shite 

 

2 

 

思います｡ 

もう一つ言いたいことは､子どもであれば目の前に見えることだけしか､理解したり考えたりし

かできませんが､大人に成長したならば､見えない将来のことをも考え､判断する力ができるはず

です｡だからゆき当たりばったりに､その日その日の生活をするのではなく､ちゃんと見通しをつ

けて､計画を立て､実行するように､心がけなければなりません｡  

たとえ家事の手伝いに興味がないとしても､あなた方が家族の一員である交わりと､また家族の

人々への感謝を表わすため､ぜひじゅうぶんお手伝いをしてください｡ 

またある人は勉強しなければならないと､そればかり考え､健康を害し､家族の関係を無視して､

自分の点数のことしか考えられないとすれば､それは非常に子どもらしいことです｡ 夏休みは体

に 
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chūi shite/ kenkōni naru kikai demo aru kotowo wasuretewa ikemasen. 

Mata higoro gakkono kotoga isogashiku/ jibunno sukina shumiwo/ ikasu kotoga deki-

masenga sono tamenimo jikanwo riyō shite kudasai. 

Aru-jikan benkyōshi sarekara kateino tameni hataraki/ shumiwo yutakanishi/ kenkō-ni 

chūi-shita seikatsuwo suru naraba sono hitowa yori-yoi ningenni seichō-shite kuru node ari-

masu. 

Ima iimashita kotowo yoku rikai-shite/ yoku ∧benkyoshi tetsudaiwoshi yoku asonde 

hitori-hitoriga kachino aru natsuyasumiwo okutte kudasaru kotowo nozonde orimasu. 

 

3 

 

注意して､健康になる機会でもあることを忘れてはいけません｡  

また日頃学校のことが忙しく､自分の好きな趣味を生かすことができませんが､そのためにも時

間を利用してください｡ 

ある時間勉強し､それから家庭のために働き､趣味を豊かにし､健康に注意した生活をするなら

ば､その人はよりよい人間に成長してくるのであります｡ 

今､言いましたことをよく理解して､よく勉強し､手伝いをし､よく遊んで､一人ひとりが価値の

ある夏休みを送って下さることを望んでおります｡ 

 



Gillett Note -4 

 - 104 - 

 

 

 



Gillett Note -4 

 - 105 - 
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Nagai natsuyasumimo iyoiyo kyōde owarōto shiteimasu. 

Kotoshino natsuwa tokuni atsui natsu deshitaga minasan ogenkide sore-zareno 

gokeikakuni shitagatte osugoshini narukotoga dekitato omoimasu.  Tokuni yasumichū-nimo 

kakawarazu P.T.A.no chiku-betsukaigō, kŏshūkai, kagai-jugyō, aruiwa kyanpuni chikarawo 

otsukushi kudasatta minasangatani kokorokara kansha mōshi-agemasu. 

Mata Shiraishi-sensei, Sekiya-sensei, nado College-eiyōshikatei shinseino tame 

chōjikanwo saite gojinryoku kudasari hontōni arigatō gozai-mashita. 

Kyō kokoni minasamano ogenkisōna okaowo haikenshi sono nakani afureru dai-nigakki-

eno atarashii kibōto kesshin-wo kanji hontōni ureshiku kanshani taemasen.  Dai-nigakkimo 

kono afururu  

chikarawo atsumete 

 

  1 

職員会          1956/8/31  

 

長い夏休みもいよいよ今日で終わろうとしています｡ 

今年の夏は特に暑い夏でしたが､みなさんお元気で､それぞれのご計画に従って､お過ごしにな

ることができたと思います｡特に休み中にも拘らず､PTAの地区別会合､講習会､課外授業､あるい

はキャンプに､力をおつくしくださったみなさん方に心から感謝申し上げます｡ 

また白石先生､関谷先生､などカレッジ栄養士課程申請のため長時間を割いてご尽力くださり､

本当にありがとうございました｡ 

今日ここにみなさまのお元気そうなお顔を拝見し､その中にあふるる第 2学期への新しい希望

と決心を感じ､本当に嬉しく感謝にたえません｡第 2学期もこのあふるる 
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chikarawo atsumete yoi “team” wo tsukuri ichiganto natte tasaina kongakkiwo mattō-shitaito 

negatte orimasu. 

Kyō watakushiwa gakkōno kotomo iroiro kangaetaito omoimasuga tokuni minasamato 

tomoni kangaetai-kotowa watakushidomo shokuin kojinkojinno konponteki mondaide ari-

masu.  Shinonome-gakuenwa shūkyō-gakkō toshite tokubetsuna shimeiwo motte iru dakeni/ 

watakushi-domo shokuinwa sono shimeiwo jikaku-shite nichijyō-seikatsu, tokuni seishin-

seikatsuni chūi-shite subeteno chikara-no minamotowo yashinaitaito omoimasu.  Watakushi-

kojinno keiken kara mitemo mainichi jikanwo tori shizukani kamito majiwari hanseino tokiwo 

motsu-kotoga dore-hodo taisetsude arukawo kanjite imasu.  Watakushimo tokidoki namakete 

toranakatta tokiwa kanarazu○*  sorega (*tekimenni) arawarete kimasu. Isogashi-kereba  

isogashii hodo shizukana 

 

 

2 

 

力を集めて､よいチ－ムを作り､一丸となって多彩な今学期を､全うしたいと願っております｡ 

今日私は学校のこともいろいろ考えたいと思いますが､特にみなさまとともに考えたいことは､

私ども職員､個人個人の根本的問題であります｡東雲学園は宗教学校として､特別な使命を持って

いるだけに､私ども職員はその使命を自覚して､日常生活､特に精神生活に注意して､すべての力の

源を養いたいと思います｡私個人の経験から見ても､毎日時間を取り､静かに神と交わり､反省の時

を持つことが､どれほど大切であるかを感じています｡私も時々怠
なま

けて取らなかった時は､必ずそ

れが表れてきます｡忙しければ 
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isogahii hodo shizukana jikanwo ∧mota-nakereba taisetsuna shigototo, sōdenai shigotono 

shusha-sentakuga dekizu, mata iroiro shippai surukotoga arimasu.  Minasamamo kitto koiū 

keikenwo shite irassharu koto-to omoimasu.  Kono nakaniwa made Kamiwo shinrai suru 

kesshinwo shite inai kataga aru nodewa naikato omoi-masuga, kono koto-wa rikutsudewa 

arimasen omoikitte kesshin shinakereba sorewo ajiwau kotowa dekinai nodesu.  Tabitabi 

kono reiwo agemasuga, chōdo kono kotowa, shokumotsuwo mite oishiika doka kangaeru 

dakedewa wakaranai/ noto onajidesu.  Tabete mite hajimete wakaru node ari tonikaku tabe-

nakereba karadano tameni narimasen.  Konoyōni watakushidomono seikatsuno nakaniwa 

rikutsuya risō dakedenaku jibun-jishinno kesshinto kōdōni yotte soreno taisetsuna kotoga 

hakkiri wakarunodesu. 

Sōshite tonikaku shokumotsuwo taberu- 

noto onajiku 

 

3 

 

忙しいほど､静かな時間を持たなければ､大切な仕事と､そうでない仕事の取捨選択ができず､また

色々失敗することがあります｡みなさまも､きっとこういう経験をしていらっしゃることと思いま

す｡この中にはまだ神を知らない､する決心をしていない方があるのではないかと思いますが､こ

のことは理屈ではありません､思い切って決心しなければそれを味わうことはできないのです｡

度々この例を挙げますが､丁度このことは､食物
しょくもつ

を見て美味しいかどうか考えるだけでは分から

ないのと同じです｡食べて見て初めて分かるのであり､とにかく食べなければ体のためになりませ

ん｡このように私どもの生活の中には､理屈や理想だけでなく､自分自身の決心と行動によって､そ

れの大切なことがはっきり分かるのです｡ 

そしてとにかく食物を食べる 
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noto onajiku/ tonikaku Kamiwo shinji tayoru kotoni yotte Kami karano chikara-ga atae-rareru 

node arimasu.  Sodesu kara daredemo Shizukana jikanwo totte jimon jitou shite mimashoō ∧

nikagetsu tsuzuite mainichi tsukatte kudasattara koreniyotte kōkaga agaru to utagau  

1) Itsu - asani - yoruni -– nededokoni Hairu  

                                wo hanareru  

itsunomanika nemuttemo mata mewo samashitara tsuzuite shitemo 

2) Yarikata : Seisho *5 yōkyū-jimonjitō shite seito  

  Kokorogame wo motte iru ka dōka 

* Yori yoki jyugyowo surutame niwa koredakeno jyunbide yoi darōka? 

* Jibunniwa koiū kettenga aru. ga *(Koiū kotowo motte hanseishinakeraba naranai. Sorewo  

dōdureba yoku naru darōka. 

* Tano senseito yoku chōwa-shite iukareruda irudarōka? 

  ⇒nado/to iroiro kangaeta ukende kuru deshō.  Sōshite sonoato nisanpun shi-zukani 

meisō shite ireba kitto yoi chikara, yoi michibikiga ataeraremasu.  

(Yoyū motte ireba tamini narudeshō.) 

Mata kojinno kototo tomoni gakkōni okeru jibunno sekininwo omoi/ dōshitara  

gakkōga yoku narukawo 

 4 

 

のと同じく､とにかく､神を信じ､頼ることによって､神からの力が与えられるのであります｡そう

ですから､誰でも2か月続いて毎日静かな時間を取ってくださったら､これによって効果が上がる

と言えます｡ 

 *より良き授業をするためにはこれだけでよいか？ これだけの準備でよいだろうか？ 

 *自分にはこういう欠点があるが､それをどうすればよくなだろうか？ 

 *他の先生と良く調和しているであろうか？ 

などと色々考えが浮かんでくるでしょう｡そうしてその後
あと

､2､3 分静かに瞑想していれば､きっと

よい力､よい導きが与えられます｡また個人のこととともに､学校における自分の責任を思い､どう

したら 
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GAKKOga yoku narukawo kangae/ jibunno motteiru chikarawo dashikitte/ tagaini tasukeai, 

yoi “team”wo tsukutte susumeba kanarazu yoi kekkaga ataerareruto shinjimasu. 

Kono mondaiwo kyō kono kikaini/ watakushimo mata minasan hitori-bitorimo aratamete 

kangaetaito omoimasu.  Amari kojin-kojinno seikatsuni kuchiwo irete shitsureide atta kato 

omoi-masuga sono tenwa oyurushi kudasai-masuyōni.  Ichigon goaisatsuni kuwaete/ wataku-

shino kibōwo nobesasete itadaki mashita. 

 

Pin to kanjita tokoroni kureba sore yori yomanaide sorewo kangaetara yoi deshō. 

 

 

5 

 

学校がよくなるかを考え､自分の持っている力を出し切って､互いに助け合い､よい｢チ－ム｣を作

って進めば､必ずよい結果が与えられると信じます｡ 

この問題を今日この機会に､私もまたみなさん一人びとりも､改めて考えたいと思います｡あま

り個人こじんの生活に口を入れて､失礼であったかと思いますが､その点はお許しくださいますよ

うに｡一言
いちごん

ご挨拶に加えて､私の希望を述べさせていただきました｡ 
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SHIGYŌSHIKI                    9/1/56          ○1  

Minasanwa kuroku natte genki-de gakkōga hajimarunowo machini matte orare-ta yō 

desu.  ( Korekara otagaini isshōken-meini benkyō shimashō. ) 

Kono dai-nigakki/ga hajimaruni atari hitotsu futatsuno kotowo hanashitaito omoimasu.  

Sono hitotsuwa, “Garateyabito-eno tegami” 6-shō 2-setsuno “Tagaini omoniwo oiainasai” toiū 

kototo 5-setsuno “Jibunno omoniwo oubekide aru” toiū kotoni tsuitede arimasu.  Omoshiroi 

kotoniwa kono 2-setsuno hōwa “ Aitagaini tasukeru” toiū imide ari/ 5-setsuwa/ minasanga 

tsukatteiru seishoniwa/ onaji “Omoni” toiū kotobaga tsukatte ari-masuga, genbunde-aru Pōro 

no tegami-niwa “Kojinno nōryokuwo jyūbunni hatasu” toiū kotobaga tsukatte arimasu.  

Kono shakaini okeru seikatsuwa dōshitemo hitorino chikarade dekiru-monodewa naku/ 

otagaiga tasukeai/ taranai-tenwo oginai-nagara seikatsushite yukanakereba 

 

1 

始業式          1956/9/1 

 

みなさんは黒くなって､元気で学校が始まるのを､待ちに待っておられたようです｡ 

この第 2学期が始まるにあたり､一つ二つのことを話したいと思います｡その一つは､｢ガラテヤ

人への手紙｣6章 2節の､｢互いに重荷を負い合いなさい｣ということと､5節の､｢自分自身の重荷を

負うべきである｣ということについてであります｡おもしろいことには､この 2節のほうは､｢相互

いに助ける｣という意味であり､5 節はみなさんが使っている聖書には､同じ｢重荷｣という言葉が使

ってありますが､原文であるパウロの手紙には､｢個人の能力を十分にはたす｣という言葉が使って

あります｡ 

この社会における生活は､どうしても一人の力でできるものではなく､おたがいが助け合い､足

らない点を補いながら生活して 
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yukaneba-naranai kotowo minasanwa yoku shitte orareru deshō. 

Gakkō toiū shūdan-seikatsudewa nao-sarano kotodesu.  Minasanwa kono ataerareta 

natsuyasumi-chūni jibun-jishinno kotowo hanseishi kentoshite/mita kototo omoimasu. Moshi 

shinakatta hitoga areba/ ima atarashii gakkiga hajimaru tokini atatte yoku hanseishi kan-

gaete-miru hitsuyōga arimasu.  Watakushitachiwa kamisama-kara ataerareta chikarawo 

tsukushite isshō-kenmei yatte kitade-shōka?  Jibunno chikarato jikanwo yoku riyōshite isshō-

kenmei jibunno sekininwo hatashite iru/naraba tatoe sono chikarawa chiisaku-tomo 

kamisamamo/ hitomo/ sore-ijyōno monowo kitai-suru kotowa nai hazu desu.  Desukara hoka-

no hitoto jibunwo kurabete mite/ jibunno hōga ototte iruto shitsubō-shitari mata hantaini 

hokano hitoyori jibunga sugurete iruto takabuttari shinaide/ jibunni atae-rarete iru nōryokuwo   

2 

 

ゆかねばならないことを､みなさんはよく知っておられるでしょう｡ 

学校という集団生活では､なおさらのことです｡みなさんは､この与えられた夏休み中に､自分自

身のことを反省し､検討してみたことと思います｡もししなかった人があれば､いま新しい学期が

始まるときにあたって､よく反省し考えてみる必要があります｡私たちは神様から与えられた力を

つくして､一生懸命やってきたでしょうか？ 自分の力と時間をよく利用して､一生懸命自分の責

任をはたしているならば､たとえその力は小さくとも､神様も､人も､それ以上のものを期待するこ

とはないはずです｡ですから､ほかの人と自分を比べてみて､自分のほうが劣っていると失望した

り､また反対にほかの人より自分が優れていると高ぶったりしないで､自分に与えられている能力

を 
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100 % hakki suru kotoga taisetsuna koto desu. 

Tsugini futatsumeno kotowa “ Jibun-jishinga isshōkenmeini narunaraba sono-ueni ka-

mino megumiga kuwae-rareru toiū koto desu. Jibun-jishinno chikarawo 100% tsukautoiū 

kotowa taihen mutsukashii kotodesu, Keredomo shizukani inori/ kami-wo shinraisuru kotoni 

yotte/ yori-ijyōno chikaraga ataerarete kite/ igaina hodo jyūjitsu-shita seikatsuwo suru kotoga 

dekimasu. 

Jibun-toshite dakede, watakushiwa isshō-kenmei yatte iruto-iū jishinga arutoshi-temo 

sono ueni nao Kami karano chikaraga ataerareru kotowo inori shinjiru naraba mudana 

chikarawo tsukawazu ochitsuite benkyōya sonotano kotono kōkaga agarunode arimasu.  

Watakushiwa tabitabi sonoyōna kotowo mitari mata taiken shitari shite kimashita. 

 

3 

 

100％発揮することが大切なことです｡ 

次に二つ目のことは､｢自分自身が一生懸命になるならば､その上に神の恵みが加えられる｣とい

うことです｡自分自身の力を 100%使うということは､たいへん難しいことです｡けれども静かに祈

り､神を信頼することによって､より以上の力が与えられてきて､意外なほど充実した生活をする

ことができます｡ 

自分だけで､私は一生懸命にやっているという自信があるとしても､その上になお神からの力が

与えられることを祈り､信じるならば､むだな力を使わず､落ち着いて勉強やその他のことの効果が

上がるのであります｡私はたびたび､そのようなことを見たりまた体験したりしてきました｡ 
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Konoyōni otagaiga tasukeai nagara sorezore jibunni ataerareta sekininwo hatasuto,/ 

tomoni Kami karano megumito chikarawo shinji,/ inoritsutsu kongakkimo yoriyoi gakusei-

seikatsuwo okurareru kotowo inotte imasu. 

 

4 

 

このように､お互いが助け合いながら､それぞれ自分に与えられた責任を果たすとともに､神か

らの恵みと力を信じ､祈りつつ､今学期もよりよい学生生活を送られることを祈っています｡ 
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70thKINEN                    9/15/56                                 1) 

 Honjitsu honkō 70-shŭnenno kinen-shikiwo okonai/masuni Atari, raihin, P.T.A. dōsōseino 

katagataga, (tasū) goshusseki oatsumari kudasai-mashita kotowo kokorokara kansha itashi-

masu. 

Kyō kokoni 70-nenkanno kotowo kaeri/mimasutoki futatsu, mitsuno taisetsuna kotoni 

omoi/atari-masu.  Mazu-kangaeru kotowa, watakushidomowa genzaino jibun-jishinno 

shūino semai-mondaini bakari kodawatte iruyōna kotoga tabitabi ari-masuga, motto hiroku 

monogotowo kangae 70-nenno keikenni yori shōraiwo handan seneba narimasen.  Mainichi 

mainichino watakushitachino yatteiru kotowa chisaku tsumaranai kotode amari eikyōga nai-

yōni kanjiru kotoga aruto shitemo/ nagai rekishino nakade mireba/ imawa sasaina kototo 

omoeru kotodemo taisetsuna kotode ari soreniyōri iroirona kotoga nasare  

nokosarete irunode 

 

   1 

70 th 記念         1956/9/15  

 

本日､本校70周年の記念式を行いますに当たり､来賓､PTA､同窓生の方々がご出席くださいまし

たことを､心から感謝いたします｡ 

今日ここに 70年間のことを顧みます時､二つ､三つの大切なことに思い当たります｡先ず考える

ことは､私どもは､現在の自分自身の周囲の狭い問題にばかりこだわっているようなことが度々あ

りますが､もっと広く物事を考え､70 年の経験により将来を判断せねばなりません｡毎日､毎日の私

たちのやっていることは､小さくつまらないことで､あまり影響がないように感じることがあると

しても､長い歴史の中で見れば､今は些細
ささい

なことと思えることでも大切なことであり､それにより

色々なことがなされ 
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nokosarete irunode arimasu.  Imamadeni-shitemo sonoyōna doryokuto giseini yotte gakkōwa 

shinpo shite kimashita.  San,(3) yomeino seitono jidai kara mireba/ genzai madeni hatten 

shitekita toiū kotowa/ sokoni kono gakkōni taishite Kamino gokitaiga attato shinjiru kotoga 

dekimasu. 

Futatsumeno kototoshite iitai kotowa ima/ sōritsu-iraino rekishiwo furikaerutoki sono-

tōji ichiban kurushiku giseiwo harawanakereba nara-nakatta kotowa/ imadewa ichiban tai-

setsuna hokoru-beki kotode ari/ gakkōno ishizueno hitotsu-hitotsito natteiru toiū kotode ari-

masu.  

Tatoeba, sekenno hito-bitoga jyoshi-kyōikuni hantaide atta jidaini oitemo/ sorewo norikoe 

gakkōwo sōritsu saretakoto, Sonogono iroirona konnanni makezu Nishimura Sugao sensei- 

 hajime/ semsem, dōsōseiga  

 

2 

 

残されているのであります｡今までにしても､そのような努力と犠牲によって､学校は進歩してき

ました｡3､4名の生徒時代からみれば､現在までに発展してきたということは､そこにこの学校に対

して神のご期待があったと信じることができます｡ 

二つ目のこととして言いたいことは､今創立以来の歴史を振り返る時､その当時､一番苦しく犠

牲を払わなければならなかったことは､今では一番大切な誇るべきことであり､学校の礎の一つひ

とつとなっているということであります｡ 

たとえば､世間の人々が女子教育に反対であった時代においても､それを乗り越え､学校を創立

されたこと｡その後
ご

の色々な困難に負けず､西村清雄先生 
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HAJIME/ sensei, dososeiga chikarawo awase-te gakkōno keieini atatta-koto, mata sensaigono 

tachiagare-sōmo-nai nakakara nozomiwo ushinawazu sensei, seitoga chikarawo awase sen-

saigo sankagetsude jugyōwo hajimeru kotoga dekita-koto nado-ga ageraremasu.  Sōshite 

sonoyōna seishinga ikiteiru naraba kanarazu gakkōwa Kamino gokitaini soukotoga dekiruto 

shinjite orimasu. 

Tsugini 70--nenkanno kotowo kangaete mimasuto hontōno ∧Xnno shimeito taidowa 

meimeino seitono seikatsuto gakkōno arikatano nakani ikiteiru kotowo hakkiri kanjiru kotoga 

dekimasu.  Kono yōni gakkōni Kami karano inochiga ataerarete ori, gakkōni kankei-aru 

katagata, seito, shokuin, P.T.A., dōsōseiga hitotsuno inoriwo motte sono inochiwo tayasazu 

mochitsuzukete yuku kotoni yotte shōraino shinpo-hattenga aru kotowo shinjite orimasu.  

Kuwashiku  

 

3 

 

始め先生､同窓生が力を合わせて学校の経営に当たったこと､また戦災後の､立ち上がれそうもな

い中から望みを失わず､先生､生徒が力を合わせ､戦災後3か月で授業を始めることができたことな

どがあげられます｡そうしてそのような精神が生きているならば､必ず学校は神のご期待に沿うこ

とができると信じております｡ 

次に 70年間のことを考えてみますと､本当のクリスチャンの使命と態度は､銘々の生徒の生活

と学校の在り方の中に生きていることをはっきり感じることができます｡このように学校に神か

らの命が与えられており､学校に関係ある方々､生徒､職員､PTA､同窓生が一つの祈りをもって､そ

の命を絶やさず持ち続けていくことによって､将来の進歩･発展があることを信じて 
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ORIMASU.  Kuwashiku ohanashi sureba mada iroirona kotoga arimasuga, raishun/no 

Shukuga-kai madeni gakkōno enkakushiga hakkō sare, minasama-nimo goran ita-dakeruto 

zonji-masunode kyōwa kantanni korewo motte goaisatsuni kaesasete itadaki masu.  

 

4 

 

おります｡詳しくお話すれば､まだ色々なことがありますが､来春の祝賀会までに学校の沿革史が

発行され､みなさまにもご覧いただけると存じますので､今日は簡単にこれをもってご挨拶に代え

させて頂きます 
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“COMMUNITY  SPIRIT”                              1) 

Shokuin-kai,  Nov. 6, 1956 

Seisho: Matai, 5-sho, 13--16 

Sanbika:  17,  317 (1,3,4)  

Kono maeno kitōbino toki “Jibunno kotoyorimo motto hiroi kotono tameni inoraneba nara-

nai” toiū kotowo hanashi-mashitaga, kyōwa soreto yoku niteiru “Community Spirit” toiū ko-

toni tsuite mōsukoshi hanashite mitaito omoimasu. 

Community Spirit toiū kotobawa jibikide mimasuto / “kyōdō-seishin” toari-masu. Shikashi 

kono kotobano motsu imi-wa “Kyōdō” toiū imidake towa sukoshi chigau iminomo fukumarete 

inakereba narima-sen.  Nipponnohonno kotobani shitewa amari tekisetsuna imino kotobaga 

naiyōni omoe, watakushiwa konogoro sonokotoni tsuite taihen kangae-saserarete imasu. 

Kono kotobano motsu imiwa tada kyōdo toiū dakeyorimo jikochūshinno hantaide ari/ semai 

imideno jibunno zokushite-iru ‘group’ to chigau ‘group’ no nakani haitte 

 

マタイ 5:13-16    讃美歌 17､ 317(1､3､4)                                             1 

COMMUNITY SPIRIT          1956/11/6  

 

この前の祈祷日の時､｢自分のことよりも､もっと広いことのために､祈らねばならない｣という

ことを話していましたが､今日はそれとよく似ている｢Community Spirit｣ということについて､も

う少し話してみたいと思います｡ 

Community Spiritという言葉は､字引で見ますと｢共同精神｣とあります｡しかしこの言葉の持つ

意味は｢共同｣という意味だけとは少し違う意味も含まれていなければなりません｡日本
にほん

の言葉に

してはあまり適切な意味の言葉がないように思え､私はこの頃そのことについて大変考えさせら

れています｡ 

この言葉の持つ意味はただ､共同というだけよりも自己中心の反対であり､狭い意味での自分の

属している｢グル－プ｣と違う｢グル－プ｣ 
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no nakani haitte –iru-kotowo kanji/ sono ‘group’ gano (yokunaru kotono) tameni tsukusu ko-

tode arimasu.  Tatoeba semaku jibunno katei toiū ‘group’ wo kangaeru dakedenaku soreyori 

motto hiroku tonaribitono kotowo omoi, mata chiiki-shakaiya, kōkyō-dantai nadono nakani 

jibunwo oki/ sono fukushino tameni tsukusu kotode arimasu.  Sōshite sonokotoni shizaiya 

chikarawo tsukushi/ semai ‘group’ yorimo motto hiroi ‘group’ tono majiwariwo motanakereba 

narimasen. 

Ningenwa tokidoki jibunno mondaini bakari kakawatte ite/ nayan-dari kuru-shindari 

shite iru kotoga arimasuga sonotoki sorewa sateoki/ motto hiroi kokoroni nari/ jibun-yorimo 

shūino hitobitono koto, tatoeba gakkōno tameya seitono tamenadowo shinkenni kangaeru 

naraba shizenni kojino mondaiwa kai-kersu surunode arimasu.  Watakushi-jishin tokidoki 

sonokotowo taiken shite kimashita.  Desukara moshi shokuin-kannono aida no  

chowaga torenai-  

 

2 

 

中に入っていることを感じ､その｢グル－プ｣のよくなるために､つくすことであります｡たとえば

狭く自分の家庭という｢グル－プ｣を考えるだけでなく､それよりもっと広く隣人
となりびと

のことを思い､

また地域社会や､公共団体などの中に自分を置き､その福祉のためにつくすことであります｡そう

してそのことに私財や力をつくし､狭い｢グル－プ｣よりも､もっと広い｢グル－プ｣との交わりを持

たなければなりません｡ 

人間は時々､自分の問題にばかり関わっていて､悩んだり､苦しんだりしていることがあり

ますが､その時それはさておき､もっと広い心になり､自分よりも周囲の人々のこと､たとえば

学校のためや生徒のためなどを真剣に考えるならば､自然に個人の問題は解決するのであり

ます｡私自身時々､そのことを体験して来ました｡ですから､もし職員の間の 
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chōwaga torenai-kotoga aruto shitemo/ sonokotowo amari shinpai shinaide mōsukoshi ōkii 

kokoroni nari/ hitori=bitori-ga gakkōno tameni (yokunaru kotowo) kangae/ sono tameni jibun-

no surubeki kotowo yarunaraba/ sono mondaiwa nakunaruto omoimasu.  Sōshi-te sono kimo-

chiya okonaiwa gakkōni todo-marazu gakkōwo tōshite Matsuyamano tameni soshite kyōdō-

aini todomarazu kunie, sono/ue kokkyōwo koete/ zen-jinrui-eto hokano kunibito emo hiro-gatte 

yukanakereba narimasen. 

Futsū hito-bitono nichijyōwa jibunno kazokuka shōbaino riekini naranakereba/ amari 

kyōmiga naku tatoeba kifuwo suruto shitemo sono kifuni yotte jibunni kaette-kuru hankyōwo 

kini/shite surunode ari/ ataeneba naranai aiteno monono (yokunaru kotodekewo nozonde) 

tamewo kangaete suru bawaiwa amari nainodewa naikato omoimasu.  Beikokudewa kojin-

shugito tomoni jibunno riekiwo mondainoi shinaide kifuwo shitari jibunno chikarawo dashitari 

surukotoga tabitabi 

arimasu. 

 

3 

 

調和が取れないことがあるとしても､そのことをあまり心配しないでもう少し大きい心になり､一

人びとりが学校のために考え､そのために自分のするべきことをやるならば､その問題はなくなる

と思います｡そうして､その気持ちや行いは学校にとどまらず､学校を通して松山のために､そして

郷土愛にとどまらず国へ､その上国境を越えてほかの国人
くにびと

へも広がって行かなければなりません｡ 

普通､人々の日常は､自分の家族か商売の利益にならなければ､あまり興味がなく､たとえば寄付

をするとしても､その寄付によって自分に返って来る反響を気にしてするのであり､与えねばなら

ない相手のもののためを考えてする場合は､あまりないのではないかと思います｡米国では個人主

義とともに､自分の利益を問題にしないで寄付をしたり､自分の力を出したりすることが､度  々



Gillett Note -4 

 - 122 - 

 

4) 

arimasu.  Sonōyona okonaiwa kazoku-kankei dakara toka jibunni chikai tsunagariga 

arukara toka iū kimochi-dewanaku tagaini ningende arukara, mata tonari-bitode arukara toiū 

kimochide inakutewa narimasen.  Chūi subeki kotowa jibun-ji-shinno hyōbanya rieki yorimo 

kamisamano aiwo arawasu kotoga taisetsu nanode ari-masu. 

Yoki Samariya-bitono hanashiwa kurikaesu mademonaku yoku goshōchide=shōga 

sonojidaini attemo anoyōna okonai-no hitowa amari nakatta nodesu/.   Shikashi ‘Christ’ no 

seishinni yotte sonoyōna taidowa dandan okotte kitanode ari hontō-no ‘Christian’ no taidowa 

jibinno kotowo kangaeruto tomoni hokano ‘group’ no kotowo kangaeneba naranainodesu.  

Jibunno inochiwo sukuōto surunaraba kaette moto-meru monowo ushinatte shimai, mazu 

Kamino kuniwo motomeru naraba hokano kotowa 

 soreni tsurete ataerarete 

 

4 

 

あります｡そのような行いは､家族関係だからとか､自分に近い繋がりがあるからとか､いう気持ち

ではなく､お互いに人間であるから､また隣人
となりびと

であるから､という気持ちでいなくてはなりませ

ん｡注意すべきことは自分自身の評判や利益よりも､神様の愛を表すことが大切なのであります｡ 

よきサマリヤ人の話は繰り返すまでもなくよくご承知でしょうが､その時代にあって､もあのよ

うな行いの人はあまりなかったのです｡しかし｢キリスト｣の精神によって､そのような態度はだん

だん起こってきたのであり､本当の｢クリスチャン｣の態度は､自分のことを考えるとともに､ほか

の｢グル－プ｣のことを考えねばならないのです｡自分の命を救おうとするならば､かえって求める

ものを失ってしまい､先ず神の国を求めるならば､ほかのことは 
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soreni tsurete ataerarete kurunodaato ‘Jesus’ wa itte oraremasu. 

Jibunno koto bakariwo kangaete iru-naraba jibunno kangaeya okonaiga tadahiku naito 

shitemo tsuitsui jibunno tsugono iiyōni okonai/ jibunno yokubōwo mitashite shimai-masuga, 

konotoki tonari-bitoya motto hiroi ‘group’ no kotowo omounaraba naniga yokikotode ari do-

noyōna okonaiga futekitōka toiū kotoga hakkiri wakatte kimasu.  Sōshite dandanto jibuno 

kangae-kataya okonaino hyōjyunga takaku hiroku natte kimasu.  Konoyōni shite ‘Christ’ ni 

shitagai kojinno kototo tomoni watakushi-tachini motto hiroku kankeino aru hito-bitono ko-

towo omoi hiroku shakaiya zen-jinruino yokunaru kotowo nozonde kokoro-wo awasete 

seikatsu suru kotoga hontōno “CommunitySpirit” deari sono kotoni yotte Kamino chikarato 

megumiga ataerarete kuru kotowo fukaku kanjite imasu. 

Oinori                                Ima watakushitachiga   

 

5 

 

それにつれて与えられてくるのだと､｢イエス｣は言っておられます｡ 

自分のことばかりを考えているならば､自分の考えや行いが正しくないとしても､ついつい自分

の都合のいいように行い､自分の欲望を満たしてしまいますが､この時､隣人
となりびと

やもっと広い｢グル

ープ｣のことを思うならば､何がよいことであり､どのようなことが不適当かということがはっき

り分かって来ます｡そうして段々と自分の考え方や行いの標準が､高く､広くなってきます｡このよ

うにして｢キリスト｣に従い､個人のこととともに､私たちにもっと広く関係のある人々のことを思

い､広く社会や全人類のよくなることを望んで､心を合わせて生活することが､本当の

｢Community Spirit｣であり､そのことによって､神の力と恵みが与えられてくることを深く感じて

います｡ 

 

 お祈り 
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Ima watakushitachiga anatano mimaeni shizukani shite orimasu tokini watakushidomo 

kojin-kojinno seikatsuno hitsuyōni ōjite anatano mikoewo okikase kudasai.  Negawakuwa 

watakushi-domowo tōshite anatano aito chikarawo hatara-kase anatano eikōwo arawasuyō 

omichibikib kudasai.  ‘Jesus Christ’ no minani yotte negai tatematsuri-masu.       Amen. 

 

 6 

 

今､私たちがあなたのみ前に静かにしております時に､私ども個人こじんの生活の必要に応じ

て､あなたのみ声をお聞かせください｡願わくは､私どもを通して､あなたの愛と力を働かせ､あな

たの栄光を表すよう､お導きください｡｢イエス･キリスト｣のみ名によって､願い奉ります｡  

ア－メン｡ 
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                                 1) 

SHOUSHOKU NI TSUITE                            11/7/56 

           (Godo Reihai nite)       Kōkō no Hyōshō 

Kono hanashiwa aru kaishano shūshoku-shikenno tokino kotode arimasu.  Ōzeino 

shūshoku-kibōshaga hikaeshitsude matte imashita.  Soshite hitori-hitori junbanwo yobarete 

mensetsu-shitsuno nakae yuki, sononakade mensetsuwo ukerukotoni natte imashita.  Hikae-

shitsuniwa matsu-aidani miru-tameka zasshiya,,shinbun nadoga zatsuzento oite arimashi-

tanode jukenshawa shiken maeno ochit/sukanai kimochino mama sorewo tenitotte mitari shite 

imashitaga sononakano hitoriga sono atariwo chotto katazuke mashita.  Sonohino shikenno 

kekka sono chirakatta nowo katazuketa hitoga saiyō sareru-kotoni narimashita.  Sono kai-

shadewa ikura shūsaide/ atamaga yokutemo hitoni iwareta-koto dakeshika-shinai hitowa 

dameda toiū node hajimekara wazato hikaeshitsuwo chiramashite oita- 

                                      nodeshita. 

 

1 

就職について         1956/11/7 

 

この話は､ある会社の就職試験の時のことであります｡大勢の就職希望者が控え室で待っていま

した｡そして一人ひとり順番を呼ばれて面接室の中へゆき､その中で面接を受けることになってい

ました｡控え室には待つ間に見るためか､雑誌や新聞などが雑然とおいてありましたので､受験者

は試験前の落ち着かない気持ちのまま､それを手に取って見たりしていましたが､その中の一人が

あまり雑然としているのに気が付き､その辺りをちょっと片付けました｡その日の試験の結果､そ

の散らかったのを片付けた人が､採用されることになりました｡その会社ではいくら秀才で頭がよ

くても､人に言われたことだけしかしない人は駄目だというので､初めからわざと控え室を散らか

しておいた 
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dodeshita.  Soshite sono hitowa hitokara iware-nakutemo jibun-kara yoikotowo shita toiū 

nowo kaishano hitokara mitome-rarete saiyō saretanode arimasu. 

Futsū hitowa meirei sareta tōrini shitagau kotowa dekiruto shitemo jihatsu-tekini 

susunde shigotowo suru kotowa nakanaka naiyōdesu.  

Chōdo imakara sannen mae (Kokumin taiiku taikai/ga) Kokutaiga Ehimekende okona-

ware/ kono tai-ikukanga “Fenshinggu” no kaijōni nari minasan gatano senpaide aru tōjino 

zaikōseiga iroiroto otetsudaiwo shita-kotoga arimasuga sono-toki taihen kimochi-yoku iware-

nai kotomo yoku-kiwo-tsuke sekkyoku-tekini tetsu/daiwo shite kudasatta to “Asahi-

Shinbun”ni kijiga detari, mata “fenshingu” kyōkaino kata-kara oreijōwo itadaitari shita-kotoga 

arimashita. 

Sono hitobitowa sotsugyo-shite  

mō gakkōni 

 

2 

 

のでした｡そしてその人は人から言われなくても､自分からよいことをしたというのを､会社の人

から認められて採用されたのであります｡ 

普通､人は命令された通りに従うことはできるとしても､自発的に進んで仕事をすることは､な

かなかないようです｡ 

ちょうど今から3年前､国体が愛媛県で行われ､この体育館が｢フェンシング｣の会場になり､みな

さん方の先輩である当時の在校生が色々とお手伝いをしたことがありますが､その時大変気持ち

よく､言われないことをよく気を付け､積極的に手伝いをしてくださったと､｢朝日新聞｣に記事が

出たり､また｢フェンシング｣協会の方からお礼状を頂いたりしたことがありました｡ 

その人々は卒業して 
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mō gakkōni oraremasenga menasanno naka-nimo sono hitobitoto onaji taidono kataga 

arukototo omoimasu.  Senjitsu honkan/no genkan maeni aru gomiwo noke/ daremo torana-

katta kusawo totte-ita hitowo mimashita.  Mata rōka-nadode jihatsu-tekini gomiwo hirottari 

mata iwarenakutemo jibun-kara kigatsuite susunde/ yoi-kotowo shite-iru hitowo toki-doki 

mikakemasu.*  Tanoma-reta kotowa mochiron yaraneba narimasenga nao sono-ueni jibun-

kara sekkyoku-tekini yarōto-iūkotowa taisetsuna kotode arimasu.  [Mata senjitsuno Bazā no 

tokinimo sonoyōna katawa takusan arimashita. 

Kono-kotowa gakkōya kateini oitemo onaji taidode aru yōni/ donna kankyōno nakani iru-

toki demo yaraneba narimasen.  (Kateini aru-tokiwa tokaku tayori gachide jibun-kara 

susunde monogotowo surutoiū kotowa tomosureba okotari gachini nari-masuga,)  I tsudemo 

sonoyōna taidode iru-yōni surunaraba sorewa uwabe-dakeno 

 kotode naku 

 

3 

 

もう学校におられませんが､みなさんの中にもその人々と同じ態度の方があることと思います｡先

日､本館の玄関前にあるゴミを除け､誰も取らなかった草を取っていた人を見ました｡また廊下な

どで自発的にゴミを拾ったり､また言われなくても自分から気がついて､進んでよいことをしてい

る人を､時々見かけます｡頼まれたことはもちろんやらねばなりませんが､なおその上に自分から

積極的にやろうということは､大切なことであります｡また先日のバザーの時にも､そのような方

はたくさんありました｡ 

このことは学校や家庭においても同じ態度であるように､どんな環境の中にいる時でも､やらね

ばなりません｡いつでもそのような態度でいるようにするならば､それはうわべだけの 
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kotode naku shizenni sono hitono ji/∧nkaku-toiū yōna mononi narimasu. 

Seishoniwa “ Ichi-mairu ikaseyōto surunaraba sono hitoto tomoni ni-mairu ikinasai.” to 

kaite arimasu.  Tokubetsuna hito, kagirareta hito dakede-naku watakushi-tachi hitori-

hitoriga sono yōna taidoni× naritaito omoimasu. 

(naru k-wo negatte imasu.) 

Senjitsu-kara Shimbun-de mō-sudeni minasan goshōchino yōni KōKō-no seito-kaiwa 

kenka-dai-ichino katsudowo shite-iruto chiji-kara hyōshō saremashita.  Korewa ima 

mōshiagete ji/shutekina seishinwo senseigata-to minasanga kokorowo awasete jissen shite 

orareta kekka de aru to omoimasu. 

Konoyōni shakaino hitobitoni mitome-rareta kotoni yori iyoiyo watakushi-tachiwa jichō 

shite sono kitaini somuka-nai yōni shitai-to omoimasu. 

 

4 

 

ことでなく､自然にその人の人格というようなものになります｡ 

聖書にも､｢1マイル行かせようとするなら､その人と共に2マイル行きなさい｣(マタイ5:41)｡  特

別な人､限られた人だけでなく､私たち一人ひとりがそのような態度になりたいと思います｡ 

先日から､新聞でもう既にみなさんご承知のように､高校の生徒会は県下第一の活動をしている

と､知事から表彰されました｡これは今申し上げて､自主的な精神を先生方とみなさんが心を合わ

せて､実践しておられた結果であると思います｡ 

このように社会の人々に認められたことにより､いよいよ私たちは自重してその期待に背かな

いようにしたいと思います｡ 
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Kodokubun #40                                                   355           1) 

(Isa 55) 

    Math.5 13-16                ATARASHI SEKAI 

           Sōten Kitokai                               11/14/ '56 

  Kirisutoni yoru seikatsuno hōhōtoiū monoga ichiban kanzenna monode-ari/sono- yōna 

seikatsuga ∧hōntōni ningenno seikatsuni auhazude arimasuga, keredono gendaino shakai-

toiū mono-wo yoku kangaete mimasu toki sononakani fuheiya, arasoi, matawa fuseina okonai 

nado, nozomashiku-nai jōtaiga takusan ari/ Kiri-sutoni yoru seikatsutowa amarinimo kake-

hanarete iru kotoni omoi/atari masu.  Kono kotowa watakushitachino kateiya yūjin, mata 

jibun-jishinno seikatsuni oitemo ieru kotodesu.  Desukara watakushitachiga Kirisutoni yoru 

seikatsuno hōhōwo motte seikatsu surunaraba futsū ippanno seikatsu-hōhōto shōtotsu shite, 

toki-doki giseiwo harawaneba naranai kekkani narimasu.  Mata jibun-jishinno nakanimo 

futatsuno kokoroga ari/ Kirisutoni yorumonoto yoranai monotono tatakaiga arimasu.  Sokode 

watakushitachi-wa kono fukanzenna shakaiwo dandanni  

atarashii Kirisutoni yoru  

 

マタイ 5:13-16   交読文 #40(イザヤ 55)    讃美歌 355                                1 

新しい世界          1956/11/14(早天祈祷会) 

 

キリストによる生活の方法というものが､一番完全なものであり､そのような生活が本当に人間

の生活に合うはずであありますが､けれども､現代の社会というものをよく考えてみます時､その

中に不平や争い､または不正な行いなど､望ましくない状態がたくさんあり､キリストによる生活

とはあまりにもかけ離れていることに思いあたります｡このことは､私たちの家庭や友人､また自

分自身の生活においても､言えることです｡ですから､私たちがキリストによる生活の方法をもっ

て生活するならば､普通一般の生活方法と衝突して､時々犠牲を払われねばならない結果になりま

す｡また自分自身の中にも二つの心があり､キリストによるものとよらないものとの戦いがありま

す｡そこで私たちは､この不完全な社会を段々に 
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2) 

atarashii Kirisutoni yoru kanzenna shakai ni tsukuri-kaete yukaneba narimasen. 

 

Kono yōni atarashii shakaiwo tsukurutoiū kotowa/ ima kokode tada risōno yōni 

iūdakedenaku “Mokushiroku” 21shō 1-setsuni “Watashiwa mata atarashii tento atarashii 

chiwo mita.  Sakino tento chitowa kie-satta.” to kaiteari kanarazu Kamimo konoyōna ata-

rashii monowo nozonde hataraite kudasaru kotowo shinjite imasu.  

Ima kokode yoku chūi seneba naranu-kotowa konnanni atta tokidemo sono mokuhyōto 

kibōno kienai yōni suru koto-desu.  Sōshite mohitotsuwa bōryoku-nadoni yorazu, tanohitoto 

chikarawo awase shinsetsu-toka ai-nadoni yotte atarashii shakaiwo tsukutte yukanakereba 

naranaito iūkotodesu.  Yoi shakaiwo tsukuru tameni-wa yoi hōhōde-motte aratamete yuka-

nake-reba narimasen. 

‘Mataini-yoru Fukuin-sho 7-shō 

17-setsuni: 

 

2 

 

新しいキリストによる完全な社会に創り替えてゆかねばなりません｡ 

このように新しい社会を創るということは､今ここでただ理想のように言うだけでなく､｢黙示

録｣21章1節に｢わたしは､また新しい天と新しい地とを見た｡先の天と地とは消え去り｣と書いてあ

り､必ず神もこのような新しいものを望んで､働いてくださることを信じています｡ 

今ここでよく注意せねばならぬことは､困難にあった時でもその目標と希望の消えないように

することです｡そうして､も一つは暴力などによらず､他の人と力を合わせ､親切とか愛などによっ

て､新しい社会を創っていかなければならないということです｡よい社会を創るためには､よい方

法でもって改めてゆかなければなりません｡ 

マタイによる福音書 7章 
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17-setsuni: “Subete yoi kiwa yoi miwo musubi, warui kiwa warui miwo musubu.  Yoi kiga 

warui miwo naraseru kotowa, naishi/ warui kiga yoi miwo naraseru kotowa deki-nai.  Yoi 

miwo musubanai kiwa kotogotoku kirarete hino nakani nagekomareru.  Kono yōni anataga-

tawa sono mini yotte karerawo miwakeru nodearu.” to arimasu.  Eda to mi sorewa iikaeru-

naraba hōhōto kekkatoiū koto nanodesu.  Hitobitowa sorezore sei-katsuno hōhōwo erabu 

kotoga dekimasu.  Shikashi sono hōhōto kanrenno nai kekkawa eraremasen.  Yokunai 

seikatsuno hōhōwo erandara, mochiron sono kekkawa waruku/nari yoi seikatsuno kekkawa 

kanarazu yoi mono-ga Kami kara ataerareru node arimasu. 

Konoyōni byōryokuya murina kotowo shinaide ‘Jesus’ni arawasareta aini yotte hontōno 

igiaru atarashii shakaiwo tsukutte yukuto surunaraba watakushitachiwa hitori hitoriga yoku 

jikakushite seikatsuwo  

shinakereba narimasen. 

 

3 

 

17節に｢すべて良い木は良い実を結び､悪い木は悪い実を結ぶ｡良い木が悪い実をならせることは

ないし､悪い木がよい実をならせることはできない｡良い実を結ばない木はことごとく切られて､

火の中に投げ込まれる｡このように､あなたがたはその実によって彼らを見分けるのである｣とあ

ります｡枝と実､それは言い換えるならば､方法と結果ということなのです｡人々は､それぞれ生活

の方法を選ぶことができます｡しかし､その方法と関連のない結果は得られません｡よくない生活

の方法を選んだら､もちろんその結果は悪くなり､よい生活の結果は必ずよいものが神から与えら

れるのであります｡ 

このように暴力や無理なことをしないで､｢イエス｣に表された愛によって､本当の意義ある新し

い社会を創ってゆくとするならば､私たちは一人ひとりがよく自覚して生活を 
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shinakereba narimasen. 

‘Mataini-yoru Fukuinsho/ 5-sho 13-setsu karano, [Shikai-shani yonde ita-daita tokoroni,] 

“Anata-gatawa chino-shio, yono hikaride aru.” to aruyōni watakushitachiwa hitori-bitori yono 

hikari, chino-shio dearuyō doryokushi gakkōya, katei mata shakaini arutokimo  

hatashi/ sono hikarito chikarani yotte atarashii shakaiwo 

yoku sono shimeiwo ∧kizuite yukanakereba narimasen.  Akarui hikariwo hitobitowa 

masuno shitae kakushite okazu sono hikari-ni yotte subeteno monowo teraseru-yōni wataku-

shitachiga ‘Jesus’ni shitagatte Kamino aito chikarawo arawasu naraba hitobitowa sono yoi 

okonaiwo mite Kamiwo agame ‘Jesus’ni shitagatte kuruyōni narimasu.  Sonotoki shinni Kiri-

sutono-aiga watakushitachini sematte kurunode arimasu.  

Watakushitachiga ‘Kurisuchan/ toshite- 

no Kaitakushade aruto 

 

4 

 

しなければなりません｡ 

マタイによる福音書 5章 13節からの､｢あなたがたは､地の塩････世の光である｣とあるように､

私たちは一人びとり､世の光､地の塩であるよう努力し､学校や家庭また社会にある時も､よくその

使命を果たし､その光と力によって新しい社会を築いてゆかなければなりません｡明るい光を人々

は枡
ます

の下へ隠しておかず､その光によってすべてのものを照らせるように､私たちが｢イエス｣に従

って神の愛と力を表すならば､人々はそのよいい行いを見て､神を崇め､｢イエス｣に従ってくるよ

うになります｡その時､真
しん

にキリストの愛が私たちに迫ってくるものであります｡ 

私たちが｢クリスチャン｣として 
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no Kaitakushade aruto kangaetemo kesshite machigaidewa naideshō. 

Imano mamano shakaino nakani kōfuku-ga aruyōni toki-doki kanjiru kotoga atta-

toshitemo sorewa hontōno kofukudewa naku chiisana jikomanzokuni sugizu, motto hiroku/ 

fukai kōfuku, shinno heiwana sei-katsuno tame, sōshite Kirisutno aiga hitobitono ueni 

sematte kuru atarashii sekaino tame watakushitachiwa motto, motto inori, chikarawo tsu-

kushite yukitaito omoimasu. 

 

5 

 

の開拓者であると考えても､決して間違いではないでしょう｡ 

今のままの社会の中に､幸福があるように時々感じることがあったとしても､それは本当の幸福

ではなく､小さな自己満足に過ぎず､もっと広く深い幸福､真の平和な生活のため､そうしてキリス

トの愛が人々の上に迫ってくる新しい世界のため､私たちはもっともっと祈り､力を尽くしてゆき

たいと思います｡                    
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‘Christmas/ no Yorokobi                                1) 

Dec. 24, 1956  (Shūgyō-shiki) 

Iyoiyo dai-ni-gakkimo kyōde owari-ninarimasu.  Sōshite watakushitachiwa mamonaku 

‘Christmas’wo mukaemasu.  Sokode ima shibarakuno aida, minasanto goisshoni ‘Christ-

mas’no seishinni tsuite kangaetai-to omoimasu. 

Iesusamano go-kōtanni yotte hito-bitoga Kamisamani misuterarezu ai-sarete iru/ toiu ko-

toga hakkiri wakarimashita.  Soiū shinnenwo moteba dōiū kotoga okotte mo kokoroniwa 

heiwato yorokobiga arimasu. 

Kon∧nanga attemo, kono tanoshimi, yorokobiwo motte ita hitorino mazushii shōjoga, 

kegawo-shite// nyūin-shite iru toki-demo, shōjowa kōfukusō deshita.  Sōshite aru-hi kan/go-

funi Konna kotowo iimashita: 

“Anone, ima watakushiwa hontōni tanoshii no-desu.  Anatawa Iesusamano  

oumareni natta kotoni 

 

 

1 

クリスマスの喜び    1956/12/24/(終業式) 

 

いよいよ第2学期も今日で終わります｡そうして､私たちは間もなく｢クリスマス｣を迎えます｡そ

こでしばらくの間､みなさまとご一緒に｢クリスマス｣の精神について考えたいと思います｡ 

イエス様のご降誕によって人々が神様に見捨てられず､愛されていることがはっきり分かりま

した｡そいう信念を持てば､どういうことが起こっても､心には平和と喜びがあります｡ 

困難があっても､この楽しみ､喜びを持っていた一人の貧しい少女が怪我をして､入院している

時でも少女は幸福そうでした｡そうしてある日､看護婦にこんなことを言いました｡ 

｢あのね､いま私は本当に楽しいのです｡あなたはイエス様の 
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o-umareni natta kotoni tsuite kiita kotoga aru-kashira, do? deshō ka? 

“Hai arimasuga… demo, ima, anatawa amari hanashiwo shinai-hōga iinodesuyo.” 

“Ee, Demo anatawa kiita kotoga nai yōni mieta-kara hanashite ageyōkato omotanodesu.” 

“Sō desuka, donnna yōni miemashitaka?” 

“Ma- hokano hitoto onaji-yōni, sā - - - shibui kaowo shite iru deshō?” 

 

Mata aru hitorino on-nanokowa, sake-ni yotte iru otō-sanno maede nichiyō-gakkōno 

utawo utaimashita. 

(Watakushino utai-katawa taihen heta desuga - dōzo oyurushi kudasai.) 

“Shu warewo aisu… Shuwa tsuyo/kereba..”  

to nichiyō gakkōde naratta sambikawo utatte iruto otō-sanni shikarare-mashita.  Chotto 

yamete orimashitaga, mata, 

“Shu warewo aisu…” to utai dashi-mashita. 

“Urusai! … Yamero! ” 

Shibaraku 

 

2 

 

お生まれになったことについて､聞いたことがあるでしょうか？｣ 

｢はい､ありますが･･･でも､今あなたはあまり話をしないほうがいいのですよ｣ 

｢でもあなたは聞いたことがないように見えたから､話してあげようかと思ったのです｣ 

｢そうですか､どんなように見えましたか？｣ 

｢まあ､ほかの人と同じように､さあ､･･･渋い顔をしているでしょう？｣ 

またある一人の女の子は､酒に酔っているお父さんの前で､日曜学校の歌を歌いました｡ 

(私の歌い方は大変下手ですが､どうぞお許しください)｡ 

｢主われを愛す･･･｣(讃美歌 461番) 

と歌っていると､お父さんに叱られました｡ちょっとやめておりましたが､また｢主われを愛

す･･･｣と歌い出しました｡ 

｢うるさい！ ･･･やめろ！｣ 



Gillett Note -4 

 - 137 - 

 

3) 

Shibaraku damatte mata, 

“Kodomono tomowa donata, donata…” to utai hajime-mashita. 

“Yamero!  Yamenaito, naguruzo! ” 

“Demo oto-san, shikataga-naino--hitori-deni utaete kurun-desu-mono.” 

‘Christmas’no seishinno hitotsuwa kono yōna koto desu.  Yorokobito, aiga izumino yōni 

shizenni kokoro-kara afureru nodesu.  Kono sanbikano yōni; 

“Amatsu yorokobi ukuru-mi tote, 

     Nanino osoremo, ware oboe-ji, 

Sotowa arashino aruru, orimo, 

     Kamino mima-mori wareni tareri.” 

Mata: 

“Kokomo Kamino mi-kuni nareba, 

   Ame-tsuchi, mi-itawo, utai kawashi.” 

Aruiwa seishoni aru kotoba(no yōna) ni yotte heiwa-na kokorowo motsu kotoga dekiru-

deshō. 

“Tokoshieni imasu Kamiwa, sumika nari. 

  Shitaniwa eienno ude ari.”  Shinmeiki 33 27 

Mata, “Waga yorokobino nanjirani ari, 

Katsu nanjirano 

 

3 

 

しばらく黙って､また､ 

｢子どもの友はどなた､どなた･･･｣と歌い始めました｡ 

｢やめろ！ やめないと殴るぞ！｣ 

｢でも､お父さん､仕方がないの･･･ひとりでに歌えてくるんですもの｣ 

クリスマスの精神の一つは､このようなことです｡喜びと愛が､泉のように自然に心からあふれ

るのです｡この讃美歌のように､ 

｢天つ喜び受くる身とて､何の恐れもわれ覚えじ｡外は嵐の荒るる折も､神のみ守りわれに足れ

り｣(讃美歌 297番) 

また 

｢ここも神のみ国なれば､天地み歌を歌い交わし｣(讃美歌 90番) 

あるいは聖書にある言葉によって､平和な心を持つことができるでしょう｡ 

｢永久
とこしなへ

に在
いま

す神は住所
す み か

なり下には永遠の腕あり｣  申命記 33:27 

また｢我が喜悦
よろこび

の汝らにあり､ 
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4) 

Katsu nanjirano yorokobino mitasaren tame nari.” (Yohane-den15:11) 

Koiū yorokobino kokorowa darenidemo ata-erareru koto-deshō. 

‘Christmas’no hontōno imito soreni-yoru/ Kamino aiwo ukeru yorokobiwo shitte/ itadaki-

taito omoimasu.  Sōshite kono fuyu-yasumiwa, yoku kiwo tsukete tada mu-imini sugosu-

nodewa naku fukai tanoshimiwo ajiwatte, yoi, atarashii toshiwo mukaeru kotowo inotte ori-

masu. 

4 

 

かつ汝らの喜悦の滿されん爲なり｣(ヨハネ傳 15:11) 

こういう喜びの心は誰にも与えられることでしょう｡ 

｢クリスマス｣の本当の意味と､それによる神の愛を受ける喜びを､知っていただきたいと思いま

す｡そうしてこの冬休みは､よく気をつけてただ無意味に過ごすのではなく､深い楽しみを味わっ

て､よい新しい年を迎えることを祈っております｡      
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1 

TEAM WORK                      JAN./1957 

Kyō san-gakkino hajimeni atari, mata rai-nendono atarashii gakunenwo chikaku 

mukaeruni atari, watakushiwa mō ichido team workni tsuite hanashitaito omoimasu.  Kyō 

totsuzen konna kotowo moshi-agemasu kotowa tōwo ete inai-kamo wakarimasen.  Sono-yōna 

kotowo ima iunowa imamade team workga naka nakattato iunodewa-naku imayorimo motto 

otagaiga shitashiku-nari nōritsuga agari yoi hatarakiga dekiru tameni team workni issō 

chikarawo irete yatte itadaki-taito omou-karade arimasu. 

Team work to ieba sono makuhyōwo chanto kimete minnaga soreni mukatte yuka-

nakereba narimasenga sorewa iumademo-naku gakkōno shōraito seitono fukushini arunode 

arimasu.  Korewo hatasu tameni watakushi-tachiwa kazokuno yōni naranakereba nari-

masen.  

Sunawachi, dareka yosono hitoga jibun-no kazokuwo hinan suru-kotoga areba sono-

kazokuno hitoriwa narubeku iiyōni benkai shite iiyōni tori-atsukau deshō.  Mata kazokuno 

nakano hitoriwa jibun-jishinwo yoku miseru tameni jibun-yori hokano kazokuno hitowo wa-

ruku mieru yōni waruku hanasu kotowa naideshō.  Soreto onaji yōni aru senseiga hokano 

senseiwo waruku hihan  

                                 suru yōna kotoga 

 

 

1 

チームワーク          1957/1/?  

 

今日､3学期の初めに当たり､また来年度の新しい学年を近く迎えるに当たり､私はもう一度チー

ムワークについて話したいと思います｡今日､突然こんなことを申し上げますことは､当を得てい

ないかも分かりません｡そのようなことを今言うのは､今までチームワークがなかったというので

はなく､今よりももっとお互いが親しくなり､能率があがりよい働きができるために､チームワー

クに一層力を入れてやっていただきたいと思うからであります｡ 

チームワークといえば､その目標をちゃんと決めて､みんながそれに向かってゆかなければなり

ませんが､それは言うまでもなく､学校の将来と生徒の福祉にあるのであります｡これを果たすた

めに､私たちは家族のようにならなければなりません｡ 

すなわち､だれかよその人がじぶんの家族を非難するすることがあれば､その家族の一人はなる

べくよいように弁解して､いいように取り扱うでしょう｡また家族の中の一人は自分自身をよくみ

せるために､自分より他の家族の人を悪く見えるように､悪く話すことはないでしょう｡それと同

じようにある先生が､ほかの先生を悪く批判 
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suru yōna kotoga aruto shitemoˇ kaette sono senseino tameniwa narazu/ kekkyokuwa mi-

nasanga sonwo suru-dakede aruto omoimasu.  Soiu kotowo tada kotoba-dakedewa nakute/ 

taidomo okonaimo chūi-shinakereba nara-naideshō.  Kore yori gutai-tekini iwa-nakutemo 

yoku owakarini naru-kototo omoimasu. 

Soshite sensei-gatanimo kazokuno baaito onaji yōna kimochiga areba mondaiwa naito 

omoimasu. 

Kono baai tanohitono hihanni taishi bengoshi tasukeru yochiga nai ba-aiwa damatte ite 

kudasareba kashikoito omoi-masu.  Soshite tasukeru kotoga dekireba hokano senseini 

hanasa-naide sono sensei dakeni hanasu-noga ichiban jozuna hōhō de aruto omoimasu. 

Sono yōna baai chūi sareta-katawa kazokuto shiteno onaji team desu-kara son-nani 

moshiwakeanku ‘omoi sugi-naide’ mata amari omoi sugoshiwo shinaide/ ki-garuni kokorowo 

hiraite/ otagai-dōshi/ sōdanshi kanjōni hashira-naiyōnide hanashi aeba iideshō.  Tatoeba 

hanasu monomo kiku monomo yōfukuni ito-kuzuga tsuite irutokini chūi suruto onaji kimo-

chide 

ireba iideshō. 

 

 2 

 

するようなことがあるとしても､かえってその先生のためにはならず､結局はみなさんが損をする

だけであると思います｡そういうことをただ言葉だけではなくて､態度も行いも注意しなければな

らないでしょう｡これより具体的に言わなくても､よくおわかりになることと思います｡ 

そして先生方にも､家族の場合と同じような気持ちがあれば､問題はないと思います｡ 

この場合､他の人の批判に対し､弁護し助ける余地がない場合は､黙っていてくだされば賢いと

思います｡そして助けることができれば､ほかの先生に話さないで､その先生だけに話すのが一番

上手な方法であると思います｡ 

そのような場合､注意された方は家族としての同じチームですから､そんなに申し訳なく思い過

ぎないで､またあまり思い過ごしをしないで､気軽に心を開いてお互い同士相談し､感情に走らな

いように話し合えばいいでしょう｡たとえば話すものも､聞くものも､洋服に糸屑がついている時

に注意すると同じ気持ちで 
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ireba iideshō.  Mochiron gakkō seikatsuni keiken aruhito, nai-hito, mata jōzuna hito hetana-

hito nado kojinsawa arimasu.  Mata jōzuna hitodemo chūi-sareru baaimo aru-deshōshi he-

tana hitowa dekiru-dake jōzuni naritaito shidō-sareru kotowo nozonde irudeshō. 

Ima shin-nenni atari kono-kotowo yoku kangaete shigotowo shite itadakitaito omoimasu.  

Kore-kara gakunen-shuninno kototo nyūgaku -shikenno kotoni tsuite hanashi taito omoimasu. 

Ima-made gakunen-shuninno shigototo iu-monoga amari gutai-tekini hakkiri sezuni 

imashitaga korewa gakkō-tōkyokuno sekininde ari/ kesshite minasanno sekininde-mo ari-

masenga konosai yoki team workno tameni kono-kotoni tsuite iroiro ohanashi aiwo shitaito 

omou-node arimasu. 

 

3 

 

いればいいでしょう｡もちろん､学校生活に経験ある人､ない人､また上手な人､下手な人など､個人

差はあります｡また上手な人でも注意される場合もあるでしょうし､下手な人はできるだけ上手に

なりたいと指導されることを望んでいるでしょう｡ 

今､新年に当たりこのことをよく考えて仕事をして､頂きたいと思います｡これから学年主任の

ことと､入学試験のことについて､話したいと思います｡ 

今まで学年主任の仕事というものが､あまり具体的にはっきりせずにいましたが､これは学校当

局の責任であり､決してみなさんの責任でもありませんが､この際よきチームワークのために､こ

のことについて色々お話し合いをしたいと思うのであります｡ 
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                                           1a 

375     Shokuin Seisho Kenkyu kai    1/29/57  

 281 

and 338         Shinko 

   

  

 

Tsugi no yōna k-wo kangaete mirunowa shinko toiu monowo shirunoni hijōni benride-

aru to tasuke ni ∧naruto omoimasu. 

 Busshitsu oyobi shizenno sekaino nakanimo reino chikaraga kayotteori, busshitsu mo 

shizen ∧mo rei mo ∧jitsu wa hitotsuno monono deari keshite bekko no mono dewa naito iu 

iroirona mende ari sonnani betsu-betsuno monodewa naito kangaete ∧kangaekata wo 

shite mimashō. 

                                     →P1 

讃美歌 375､ 281､ 338                                                                1 

職員聖書研究会          1957/1/29(信仰)                                          

      

次のようなことは考えてみるのは､信仰というものを知るのに非常に助けになると思います｡  

物質および自然の世界の中にも､霊の力が通っており､物質も自然も霊も実は一つのものであ

り､決して別個のものではないという､考え方をしてみましょう｡  
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aru kashowo                                          １29/57       (1b) 

Shinkō no Chikara 

      

 Tsugino yōna kotowo kangaete mirunowa shinkō toiū monowo shirunoni hijōni benride 

aruto omoimasu. 

 

Mazu busshitsu oyobi seishin no sekaini reiwo kayowaseru kotoga dekiruto kangaete mi-

mashō. 

w t↓Warewarewa busshitsuno sekaito shizenkaiwo shinjitsuna genjitsutekina monoto kan-

gae, reino sekaiwo hi-genjitsu-tekinamono kūsōno monoto kangae-gachide aru. 

 

Keredomo “Poro” ga “Korinto-bito-eno ∧dainino tegami 4-shō 18setsu ni kō nobete imasu.  

gotoku “Mieru-monowa” karino sugatade ari, miezaru mono koso eienno monode aru.” to wa-

takushiwa shinjite imasu. 

 

Mata kō kangaete mirunomo yoi daroeshō.  Sunawachi ware-warega mede mi, hakari 

kansatsu-shi-uru monowa makotoni eienno reino sekaino gaimentekina/ hitotsuno arawarede 

aruto. 

 

Kono yoni kangaeru tokini warewareno monono  1 a 

 

 

 
1 

信仰の力          1957/1/29 

 

我々は､物質の世界と自然界を現実のものと考え､霊の世界を非現実的なもの､空想のものと考

えがちである｡ 

けれども､パウロが｢コリント人への第 2の手紙｣4章 18節に述べています｡｢見えるものは一時

的であり､見えないものは永遠につづくのである｣と｡ 

またこのように考えてみるのもよいでしょう｡すなわち､我々が目で見､測り､観察し得るものは

まことに永遠の霊の世界の外面的な一つの表れであると｡ 

このように考える時に､ 
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(2) 

Warewareno monono ∧futsuno mikata kangae-katani kakumeiga okoru nodearu.  Kōiū 

kaku-meiwo Shinyaku-jidaino Kirisuto-kyōtowa sudeni ∧sono kakumeiwo taiken-shite ita 

node aru. 

 

Kaminokunino jitsugenwa ∧mitome (kanchishi) sono mokutekito chitsujo toni shitagai 

katsu konoyono soshikino nakani sono chikaraga hataraite irukotowo mitomeru kotoga/hiroku 

itte/Seishono oshieru shinkō nanode arimasu. 

 

“Kyūyaku-seisho” no seishi∧nwa eienno kamino kuniwo shinji-te/seikatsu-shita hito-

tachino kōdōwo kiroku shita kotode aru. 

 

“Shinyaku-jidai”ninaruto∧naruto kono “Shinkōno chikara”ga hijōni tsuyoku takame/-

rarete iru kotoga wakaru.  Saiwaini shite Sono hitotachiwa ningen “Christ”no nakani Ka-

miwo mi, Kamiwo shiru mononi tottewa korega issō tsuyoi monoto natte iru node arimasu. ↓ 

[Tatoeba Peteroga Miezaru sekaiwo 

 
2 

 

我々の普通の見方､考え方に革命が起こるのである｡こういう革命を､新約時代のキリスト教徒は､

すでにその革命を体験していたのである｡ 

神の国の実在を認め､その目的と秩序とに従い､かつこのような組織の中にその力が働いている

ことを認めることが､広く言って聖書の教える信仰なのであります｡ 

｢旧約聖書｣の精神は､永遠の神の国を信じて生活した人たちの行動を記録したことである｡ 

｢新約時代｣になると､この｢信仰の力｣が非常に強く高められていることが分かる｡その人達は幸

いにして､人間｢キリスト｣の中に神を見､神を知るものにとっては､これが一層強いものとなって

いるのであります｡ 
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1/29/57    (3) 

iru∧.  Tatoeba “Peter” Petero ga “John” Yohane 6-shō 68-setsuni “Anatawa eienno kotobawo 

motte orareru.” to itta tokiniwa “Jesus”no oshiewa eienno chitsujono ichibu de aruto mitomete 

itanode aru.  Sarani “Peter”ga “Nanjiwa “Christ” ikeru kami-no-ko nari” to sakenda toki niwa 

miezaru eienno sekaino chūshinga miru sugatato natte konoyoni arawareta noda toiū kotowo 

imishite ita node aru. ]  

 

* Miezaru sekaiwo ha/akushi sorewo ikiru-/yori-dokoroto suru chikarawo “Shinko” toiū ko-

tobade arawasaneba nara-nai nowa aru imi-dewa zannen demo aru.  

 

Sorewa Shojikini ieba, ∧gendaino daraku shite “Shinko”wa warewarega shinjitsude aru-

to omotte iru mononi shigami-tsuku toiū kotoni mde daraku-shite shimatta node ∧dake no  

imini natte shimaimashita.arimasu. dake no imini* ＊natta node arimasu. 

Shikashi warewarega kangae; 

                       Con. 4) page  4 → 

 

3 

 

いる｡たとえば､｢ペテロ｣がヨハネ6章68節に､｢永遠の命の言
ことば

を持っているのはあなたです｣と言

った時には､｢イエス｣の教えは永遠の秩序の一部であると認めていたのである｡さらに｢ペテロ｣が

｢なんぢはキリスト､活ける神の子なり｣(マタイ16:16)と叫んだ時には､見えざる永遠の世界の中心

が､見る姿となってこの世に現れたのだ､ということを意味していたのである｡ 

見えざる世界を把握し､それを生きるより所とする力を｢信仰｣という言葉で表さねばならない

のは､ある意味では残念である｡ 

それは正直に言えば､現代の堕落した信仰は､我々が真実であると思っているものにしがみつ

く､ということだけの意味になってしまいました｡ 
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(4) 

Shikashi moshi warewarega kono shinkōwo ∧kangae/ atamade shinjiru shinkō dewa 

naku warewareno gōkanni yotte monowo mitari, kiitari, kangaetari mata teni-furetari suru to 

kikarato onajiyōni genjitsunotekina monoto-shite kangaeru naraba＊shinriwo aratani tsu-

kamu k ga dekiru no de narunode arō. ＊kono mienai chikara no hatarakiwo taiken suru 

naraba 

Warewarewa tsuneni kono “Reitekina-Sekai” ni kakomare sorega sumizumi mademo 

shimi-konde iruto kangaete miyō.  Tashikani watakushiwa kono kotowo kanjite imasu.  

Mata kono sarani “Fukai Reino chikara”wo rikai suru tame niwa “X naru toiu aru tokubetsu-

na kinō” ga hitsuyō de aruto kangaete miyō.  Kono “X naru to iu kinō”wa daredemo motte 

imasuga, “Shinyaku-Seisho”ni akirakana yōni, korewa mienai sekai to,×mieru, yōni tasukete 

kurerushi mata ×mireu ichiji-tekina sekaitowo tsunagu nakute-wa naranai taisetsuna kinō 

(kankaku) mono nanodesu.  
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Shinkōwa                                  1/29/57   (4) 

Shikashi warewarega kangae/
∧

 atamade shinjiru shinkō mono dewa naku, warewareno 

gŏ-kanni yotte monowo mitari, kiitari, mata teni-furetari suruto onaji-yōni genjitsu-tekina 

monoto-shite/ kono mienai chikarano hatarakiwo taiken suru (naraba) monodesu.  Sosureba 

shinriwo tsukamu kotoga dekirunode arimasu. 

Warewarewa tsuneni kono “Reitekina-Se-kai”ni kakomare/ sorega sumizumi-mademo 

shimikonde iruto kangaete mimashō.  Tashikani watakushiwa kono kotowo kanjite imasu.  

Mata kono sarani “FukaiReino Chikara”wo rikai suru tame-niwa “aru tokubetsuna kinō//ga 

hitsuyōde aruto kangaete mimashō.  Kono kinōwa daredemo motte imasuga, “Shinyaku-

Seisho”ni akirakana-yōni korewa meinai-sekaito/ mieru, ichiji-tekina, sunawachi gense towo 

tsunagu/ nakutewa-na/ranai tai-setsuna mono(jintai) nanodesu. 

Shikashi ōkuno-bawai kyōkaini oite kono tsunagu(shinkōno) chikara∧kinōga tadashiku 

tsu-kaware, soshite jissen sarenakatta kotoga kono shinkōno chikarawo yowame/, teika-

sase/te, rei-tekina chikarawo ushinau-yōni natta-nowa makotoni zannenna kotode arimasu. 

 

Warewarewa nikutaiteki, 

                                               (over) 

 

 4 

 

しかし､信仰は我々が考え､頭で信じるものではなく､我々の五感によってものを見たり､また手

に触れたりすると同じように､現実的なものとしてこの見えない力の働きを体験するものです｡そ

うすれば心理をつかむことができるのであります｡ 

我々は常にこの｢霊的な世界｣に囲まれ､それが隅々までも染み込んでいると考えて見ましょう｡

確かに私はこのことを感じています｡またこの更に｢深い霊の力｣を理解するためには､｢ある特別

な機能｣が必要であると考えてみましょう｡この機能は誰でも持っていますが､｢新約聖書｣に明ら

かなように､これは見えない世界と､見える一時的､なすなわち現世とを繋ぐなくてはならない大

切なものなのです｡ 

しかし多くの場合､教会においてこの繋ぐ力､機能が､正しく使われそして実践されなかったこ

とが､この信仰の力を弱め､低下させて､霊的な力を失うようになったのは､まことに残念なことで

あります｡ 
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5) 

Warewarewa nikutai-teki, ∧futsuno seishin-teki nōryokuwo tsukau hōga, kono ∧tsuna-

gu shinkōno chikarawo mochi-iru yoriwa yasashii deshō.  Kono-yono shūkanwa kono 

chikarawo tsukatsukattari korewo tekiyō suru kotowo konomi-masen.  Warewaredemo kono 

chikarawo tsukau bawai-niwa seken-tekina monono kangae-kataya aruiwa jibun-jishino 

nakani isshuno teikōwo kanjimasu.  Sorewa chōdo warewarega nagai-aida tsukawa-nakatta 

kinnikuwo tsukatta bawai isshuno itamiwo oboeru noto onaji kotode arimasu. 

Shikashi, kono seimeino kongentomo naru kono chikarawo katsuyō-shiyōto omou naraba 

ano saishono teikōwo seifuku shite doryoku shinakereba narimasen. 

 

“Shinyaku-Seisho”ni okeru 

             Con. 6)  page → 

 

5 

 

我々は肉体的､普通の精神的能力を使う方が､このつなぐ信仰の力を用いるよりは優しいでしょ

う｡このような習慣は､この力を使ったり､これを適用することを好みません｡我々でも､この力を

使う場合には､世間的なものの考え方や､あるいは自分自身の中に､一種の抵抗を感じます｡それは

ちょうど我々が長い間使わなかった筋肉を使った場合､一種の痛みを覚えるのと同じことであり

ます｡ 

しかし､この生命の根源ともなるこの力を活用しようと思うならば､あの最初の抵抗を征服して

努力しなければなりません｡ 
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                                   1/29/57 

6)) 

“Shinyaku-Seisho”ni okeru hitobitowo ippen sase, mattaku aratana seikatsuwo saseru 

monowa masani kono taikenni yoru shi∧nkōno-chikara nanode arimasu. 

“Christ”ni tottewa “miezaru-sekai ”to chitsujowa tsuneni genjitsuna monode ari, kamino 

aito kanyōto chikarawa tsuneni kawa-ramunai jitsuzai nanode arimashita.  Sōdesukara 

hitoga shinkōwo motanai kotowa karewo Iesuwo kanashi-maseta node arimasu. 

“Christ”wa tsuneni “Kamiwo shinzeyo”to nobe, kono-yŏno/ monoyorimo/ miezaru-tenno 

chitsujowo shinraise-yoto oshie, hanwo shimesareta nodeshita.  Sunawachi reino-sekaiga 

kono gense yori sarani taisetsude aruto omotte ikiru-kotoga “Christ”no oshieno kihonde atta 

nodesu.  “Shinkōni yotte ikiru”toiū kotoga “Christ”ni oitewa makotoni shizenna iki-katade 

atta node arimasu.  Shi∧nko-aru mononiwa ‘miezaru-sekai’wa mugenno takarade arukara 

tsuneni “Tataki, motome, negae”to oshie-rareta node arimasu. 

Shi∧nkō-towa kanarazushimo nanikawo shinji-nakereba naranaito-iū nodewa nakute 

mienai sekaiwo tsukami, mienai-chikarawo riyō-suru tameno hitotsuno chikara/, kinōwo tsu-

kau kotode arimasu.  Kono-yōni kangaeru naraba, Kirisutono iwareta “Anatagatano shinkō-

dōri, anatagatani naru yōni”toiū kotobano motsu ∧imiga zutto fukai, atarashii mono-ni natte 

kuruto omoimasu. 

 

  Matta. 9:29 

 

6 

 

｢新約聖書｣における人々を一変させ､全く新たな生活をさせるものは､正にこの体験による信仰

の力なのであります｡ 

キリストにとっては､｢見えざる世界｣と秩序は常に現実なものであり､神の愛と寛容と力は､常

に変わらない実在なのでありました｡そうですから､人が信仰を持たないことは､イエスを悲しま

せたのであります｡ 

キリストは常に｢神を信ぜよ｣と宣べ､この世のものよりも見えざる天の秩序を信頼せよと教え､

範を示されたのでした｡すなわち霊の世界がこの現世より更に大切であると思って生きることが､

｢キリスト｣の教えの基本であったのです｡｢信仰によって生きる｣ということが､｢キリスト｣におい

ては､まことに自然な生き方であったのであります｡信仰あるものには､｢見えざる世界｣は無限の

宝であるから､常に｢叩き､求め､願え｣と教えられたのであります｡ 

信仰とは､必ずしも何かを信じなければならないというのではなくて､見えない世界をつかみ､

見えない力を利用するための､一つの力､機能を使うことであります｡このように考えるならば､キ

リストの言われた｢あなたがたの信仰通り､あなたがたになるように｣という言葉の持つ意味が､ず

っと深い､新しいものになってくると思います｡   
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23 - 186                                                    Godo Reihai    2/20/57 

                           SHINKŌ                               ① 

Kyōwa korekara seishono sankashowo yomi, soreni tsuite hanashite miru-kotoni shi-

masu. 

Mazu hajimeni 9-Page{kyupēji }no Mataini yoru Fukuinsho 7(nana)-shō, 7-setsu 

8(hassetsu) no tokorowo hitaite kudasai. 

“Motomeyo, sōsureba atae-rarerude arō. 

Sagase sōsureba miidasude arō;*  Subete motomeru monowa e, Sagasu monowa 

mida-shi, monwo tataku-monowa akete moraeru karade aru” *monwo tatake, sōsureba, 

akete moraeru de arō.  

Tsuginiwa 71-‘page’no “Marukoni yoru Fukuinsho” 11-shō 24-setsuno tokoroni, 

 “Sokode anata-gatani iūga nandemo inori-motomeru kotowa sudeni kanae-

raretato shinji nasai, sōsureba sono-tōrini narude arō.” 

to kaite arimasu.  

Kokode yoku chūiwo shinakereba naranai kotowa inori-motomeru toiū tokorode ku-

chisaki-dakede inoru dakede-naku kokoro-kara motome-nakereba narimasen.  Mata “Sudeni 

kanae-rareruto shinji nasai” toiū tokoronokakarete aru ga kono ‘sudeni’ toiū kotobawa 

shinkōni okeru zettaina jishinwo/ arawasu monode arimasu. 

Soshite saigono tokorowa 13-‘page’no 

Mataini yoru 

 

讃美歌 23､ 186                                                                       1 

信仰          1957/2/20(合同礼拝) 

 

今日は､これから聖書の3か所を読み､それについて話してみることにします｡ 

先ず初めに､9ページのマタイによる福音書7章7節､8節の所を開いてください｡ 

｢求めよ､そうすれば､与えられるであろう｡捜せ､そうすれば､見いだすであろう｡門をたたけ､そ

うすれば､あけてもらえるであろう｡すべて求めるものは得､捜すものは見いだし､門をたたくもの

は､あけてもらえるからである｣ 

とあります｡ 

次には71ページの｢マルコによる福音書｣11章24節の所に､ 

｢そこで､あなたがたに言うが､なんでも祈り求めることは､すでにかなえられたと信じなさい｡

そうすれば､そのとおりになるであろう｣ 

と書いてあります｡ 

ここでよく注意をしなければならないことは､祈り求めるという所で､口先だけで祈るだけでな

く､心から求めなければなりません｡また｢すでにかなえられたと信じなさい｣と書かれてあるが､

この｢すでに｣という言葉は､信仰における絶対な自信を表すものであります｡ 

そして最後の所は 13ページの 
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2) 

Mataini yoru Fukuinsho 9-shō 20-setsuno tokorode, 

“Suruto sono-toki 12-nen-kanmo nagachiwo wazuratte iru on-naga/ chikayotte kite 

‘Jusus’no ushiro-kara mikoromono fusain sawatta.  Mikoromoni sawari sae-sureba naoshite 

itadakeru darōto kokorono nakade omotte ita/karade aru.  ‘Jesus’wa furimuite kono on-nawo 

mite iwareta.  ‘Musumewo, shikkari shinasai.  Anatano shinkōga anatawo sukutta nodesu/ ” 

to kaite arimasu. 

Kono san/kashoni oite shinkōwa taisetsuna kagito onaji yōni/ mienai Kamino kunino tobi-

rawo/ hiraku kotoga dekirutoiū koto, mata mienai Kamino chikarani yoru-naraba/ nanigotomo 

dekinai kotowa nai, to shinji/ kokorowo hiraki, setsuni motomeru naraba/ sono shinkōni yotte 

Kamino chikara-wa hataraki sukuwareru noda toiū kotoga akirakani oshie-rarete arimasu.  

‘Pōro’ga “Shitogyōden 17-shō 28-setsuni 

“Warewarewa Kamino uchini iki, ugoki, sonzai-shite iru monode aru.”  

to kaite imasuga sono jijitsuwo shiri/ taiken-suru kotowa toki-doki mutsukashii node ar-

imasu.  Shikashi watakushitachiga 

 mede monowo mitari, 

 

2 

 

マタイによる福音書9章20節の所で､ 

｢するとそのとき､12年間も長血をわずらっている女が近寄ってきて､イエスのうしろからみ衣

のふさに触った｡み衣にさわりさえすれば､なおしていただけるだろうと､心の中で思っていたか

らである｡イエスは振り向いて､この女を見て言われた｡『娘よ､しっかりしなさい｡あなたの信仰

があなたを救ったのです』｣ 

と書いてあります｡ 

この3か所において､信仰は大切な鍵と同じように見えない神の国の扉を開くことができるとい

うこと､また見えない神の力によるならば､何事もできないことはないと信じ､心を開き､切に求め

るならば､その信仰によって神の力は働き､救われるのだということが､明らかに教えられてあり

ます｡ 

パウロが｢使徒行伝｣17章 28節に､ 

｢われわれは神のうちに生き､動き､存在しているからである｣ 

と書いていますが､その事実を知り､体験することは､時々難しいのであります｡しかし私たちが 
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3) 

mede monowo mitari, mimide otowo kiitari, tede mononi sawattari shite/ iroirona kotowo 

shirukotoga dekirunoto onaji-yōni shinkōni yotte/ mienai Kamino chikarani renrakushi/ sono 

chikaraga watakushitachini hataraku kotowo/ taiken suru kotoga dekiru node arimasu. 

Watakushitachino nichijō-seikatsuni reiwo torimasuto jibunno mimi-dake-dewa kiku-

kotono dekinai/ tōku-karano otowo/ rajio toiū kikaini yori/ kiku-kotoga dekimasu.  Soreto 

onaji-yōni futsūno gokan-dake-dewa renraku dekinai Kamino chikaramo chōdo sono rajio-ga 

arunoto onaji-yōni watakushitachino kokoroni/ shinkō to motomeru kokoroga arisae sureba/ 

ataerare hataraki-kakete-kurunode arimasu.  Watakushitachiwa tada bakuzento sono-

chikarano kuru-kotowo matsu-dake-denaku kokorowo hiraki/ sekkyoku-tekini motome/ negai-

wo shinakereba narimasen.  Sono tameniwa kotobani dashite inoru dake-yorimo, yoruno 

sorawo aogi, Kamino chikara, megumiga jibunno nakani hairu kotowo kokoro-kara negai/, 

mata/ asa, mega sameta-toki, tokono ueni suwari madokara sashi-komu taiyōno yōni kyō 

ichinichi Kamino  

chikaraga watakushitachino uewo   

 

 

3 

 

目でものを見たり､耳で音を聞いたり､手でものに触ったりして､色々なことを知ることができる

のと同じように､信仰によって見えない神の力に連絡し､その力が私たちに働くことを体験するこ

とができるのであります｡ 

私たちの日常生活に例を取りますと､自分の耳だけでは聞くことのできない遠くからの音を､ラ

ジオという機械により聞くことができます｡それと同じように､普通の五感だけでは連絡できない

神の力も､ちょうどそのラジオがあるのと同じように､私たちの心に信仰と求める心がありさえす

れば､与えられ働きかけてくるのであります｡私たちはただ漠然とその力のくることを待つだけで

なく､心を開き積極的に求め､願いをしなければなりません｡そのためには言葉に出して祈るだけ

よりも､夜の空を仰ぎ､神の力､恵みが自分の中に入ることを心から願い､また朝､目が覚めた時､床

の上に座り窓から差し込む太陽のように､今日一日神の 
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4) 

chikaraga watakushitachino uewo terasu kotowo negaunomo/ iikoto-desu. 

Mata watakushitachiga toki-doki jibunno gaimenno yōbōya, teno utsukushiku naru ko-

towo kangaeru yorimo Kamisamaga watakushitachiga yoi ningenni naruyō kitaiwo kakete 

irasshari, ∧w-t-no kokorono sumi-zumimade hairi/ sono tameni chikarawo/ ataete kudasatte 

iru kotowo shinji, mata sono-kotowo negau hōga zutto yoi hōhō nanodesu. 

 

Mō hitotsuno kotowa sono yōna shinkōni yori Kamino megumiwo taikenshite iru hitoto 

hanashiwo shi, majiwariwo motte ireba/, shizenni sono hitoto onaji yōni kangae/ shinjiru koto-

ga dekiru yōni nari/ onaji chikarato meumiwo taiken suru kotoga dekimasu node arimasu.  

Tokuni ‘Jesus’wa [Kamino mikode ari-nagara watakushitachino tameni] rekishi-tekina 

hito toshite/ jitsuzai-sareta katade ari shinkōno chikarawo risōto-shite kangaeru dakede-naku, 

sono mienai Kamino chikarato tomoni itsumo seikatsushi/ sono nakani ikite korareta hitode 

arimasu-kara ‘Jesus’ni tsuite seishowo yomi, mata shiru-kotowa shinkōni totte taisetsuna 

kotode ari  

sōshite yuku uchini 

 

4 

 

力が私たちの上を照らすことを願うのもいいことです｡ 

また私たちが､時々､自分の外面の容貌や､手の美しくなることを考えるよりも､神様が､私たち

がよい人間になるよう期待をかけていらっしゃり､私たちの心の隅々まで入り､そのために力を与

えてくださっていることを信じ､またそのこと願う方がずっとよい方法なのです｡ 

もう一つのことは､そのような信仰により神の恵みを体験している人と話をし､交わりを持って

いれば､自然にその人と同じように考え､信じることができるようになり､同じ力と恵みを体験す

ることができだすのであります｡ 

特に､｢イエス｣は歴史的な人として実在された方であり､信仰の力を理想として考えるだけでな

く､その見えない神の力とともに､いつも生活し､その中に生きてこられた人でありますから､｢イ

エス｣について聖書を読み､また知ることは､信仰にとって大切なことであり､ 
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5)  

sōshite yuku uchini / ‘Jesus’ni fureru dakede/ megumito iyasu-chikaraga atae-rareru kotowo 

shinjita/ byōkino on-nato onaji-yōni/ mienai chikarano hatarakiwo taikenshi, zettaino shinkō-

wo motsu kotoga dekiru-node arimasu. 

Kono-yōni shite/ Kirisutoni shitagau naraba/’ Kirisuto-kyōwo takai risōto-shite kangae-

tari, mata seishono oshiewo gimuto shite hatasu dakedenaku, fushigina-yōni miezaru Kamino 

chikaramo, aimo, heiwamo, atae-rarete kuru-node arimasu. 

Watakushimo anatagata hitori, hitorimo, sōiū kotowo masu, masu taiken-suru-kotoga 

dekiru-yōni kibō-shite orimasu.  

****   ****   **** 

INORI 

W-t-wa Chichinaru Kamino ∧Anata no aino nakani iki (ugoki) ikite iru k-wo kansha 

shite orimasu.  sonzai shiteiru nodearuto iu kotowo/ yoku jikaku shite sono Kamino mikoko-

roni kanau seikatsuga dekiruyōni omamori kudasai.  Soshite kokorowo hiraki (in-

ori/motomeru shinkōni yori yotte) biyoki sae yamaisae iyasareru/ yutakana anata no Kami 

yorino chikarato megumiwo oatae-kudasaru kotowo setsuni onegai itashimasu. 

Tarazaru kansha to nagai inoriwo tōtoki Jesus (Kirisuto) no minani yori yotte sasage 

tatematsurimasu. 

 5 

 

そうしてゆくうちに､｢イエス｣に触れるだけで恵みと癒す力が与えられることを信じた病気の女

と同じように､見えない力の働きを体験し､絶対の信仰を持つことができるのであります｡ 

このようにして､キリストに従うならば､キリスト教を高い理想として考えたり､また聖書の教

えを義務として果たすだけでなく､不思議なように見えざる神の力も､愛も､平和も､与えられて来

るのであります｡ 

私も､あなた方一人ひとりも､そういうことをますます体験することができるように､希望して

おります｡ 

 

祈り 

父なる神よ､あなたの愛の中に生き､動き､存在しているのであるということをよく自覚して､あ

なたの御心に適う生活ができるようにお守りください｡そして心を開き､祈り求める信仰によっ

て､病気さえ癒される豊かなあなたの力と恵みを､お与えくださることを切にお願いいたします｡ 

足らざる感謝と願い､祈りを､イエスの御名によって捧げ奉る｡ 
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10 am 

Kōtō Sotsugyōshiki                       3/19/57   1 

Kyō kōtōgakkōno sotsugyō-shikiwo mukae mashite watakushiwa kokorokara mi-

nasangatani omedetōto iuto tomoni ashitakara sorezoreni chigatta atarashii kankyōno nakade 

seikatsushite yukareru shoshini minasan ni hitokoto ohanashi shitaito omoimasu. 

Sorewa Korinto bitoeno tegami dainino yon-shō jūhasetsuno juhassetsuno tokoroni 

tsuitede arimasu.  Sokoniwa｢Watashitachiwa mieru mono/nidewa naku mienaimononi mewo 

sosogu.  Mieru monowa ichiji tekide ari mienai monowa eienni tsuzukunode aru. to kakarete 

arimasu. 

Mieru monoto mienaimono, sonokotoni  

tsusite 

 

1 

高等卒業式         1957/3/19(10:00 am)                                             

 

今日､高等学校の卒業式を迎えまして､私は心からみなさん方におめでとうと言うとともに､

明日
あした

からそれぞれに違った新しい環境の中で生活してゆかれるみなさんに､一言お話したいと思

います｡ 

それは､コリント人へ第2の4章18節の所についてであります｡そこには｢わたしたちは､見えるも

のにではなく､見えないものに目を注ぐ｡見えるものは一時的であり､見えないものは永遠につづ

くのである｣と書かれてあります｡ 

見えるものと見えないもの､そのことに 
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2 

 

tsusite minasanwa jibunno seikatsuni tsuite yoku kangaete mite kudasai.  Mieru monotowa 

zaisande ari chiide ari sonota konoyo tekina monode arimasu.  Zenzen sonoyōna monowo 

hiteishite shimaunodewa arimasen.  Korerano monomo Kami kara ataerareru baaimo ari 

mochiron sonotokiwa kanshawo shite sorewo ukenakereba narimasenreba yoroshiideshōga 

watakushi tachiga seikatsuwo shiteyuku ueni oite jitto mitsume nakereba narazu soshite 

naranaimono, - mata ichiban taisetsuna monowa konoyōna mieru monoyorimo mienai monode 

arimasu.  Mienaimonoto ieba “yūjō ” “aijō” “kibō” mata yoito omoukotoni taishite jihatsu-teki 

2 

 

ついて､みなさんは自分の生活についてよく考えてみてください｡見えるものとは財産であり､地

位であり､そのたこの世的なものであります｡全然そのようなものを否定してしまうのではありま

せん｡これらのものも神から与えられる場合もあり､もちろんその時は感謝をしてそれを受ければ

よろしいでしょうが､私たちが生活をしてゆく上において､じっと見つめなければならないもの､

また一番大切なものは､このような見えるものよりも見えないものであります｡見えないものとい

えば｢友情｣､｢愛情｣､｢希望｣､またよいと思うことに対して自発的､ 
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sekkyoku tekini hataraki kakeru kokoroˇ kōjōshin nadoga arimasu.  Soshite ima sotsugyōto 

iutokini atari minasanga imamadeni manandekita gakumonga tensūno ueni arawareta mon-

omo taisetsude arimasuga soreyori motto taisetsuna kotowa san-nen matawa rokunenno ai-

dani dekita/minasanno seikatsuto iūkaˇ monono kangaekatade ari sorega shōraino seikatsuno 

kisoni narunode arimasu. 

Mieru monowa ichijitekide ari shūino jōtaiga kawattari suruto soreni tsurete hendōga ar-

imasuga mienai monowa eien/ni tsuzukunode arimasu.  Soshite  

 

3 

 

積極的に働きかける心､向上心などがあります｡そして今卒業という時に当たり､みなさんが今ま

でに学んできた学問が点数の上に表れたものも大切でありますが､それよりもっと大切なことは3

年または6年の間にできたみなさんの生活というか､ものの考え方であり､それが将来の生活の基

礎になるのであります｡ 

見えるものは一時的であり､周囲の状態が変ったりすると､それにつれて変動がありますが､見

えないものは永遠に続くのであります｡そして､ 
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4 

 

soreto tomoni meinai chikarani yotte kon/nan/ni uchikatsu kotoga dekimasu.  Iikaeru naraba 

shinkōni yotte mienai-chikarade aru “Kami”ni tsunagari sono chikarawo shinrai surukotoni 

yotte kon/nan/ni uchikatsu kotoga dekirunode arimasu.  Watakushitachiwa mimide otowo 

kiki tede mononi fure mede monowo mirukoto ga dekimasu.  Soreto onaji yōni shinkōni yotte 

mienai chikara “Kami”ni renraku suru kotoga dekirunode arimasu.  Watakushiwa mi/nasa-

nno gakusei seikatsuno aidani sonokotowo tabitabi taikenshite itadaku kotowo kiboshite 

imashita.  Soshite kyō sotsugyōni atarimashite 

4 

 

それとともに見えない力によって困難に打ち勝つことができます｡言い換えるならば､信仰によっ

て見えない力である｢神｣につながり､その力を信頼することによって困難に打ち勝つことができ

るのであります｡私たちは耳で音を聞き､手でものに触れ､目でものを見ることができます｡それと

同じように､信仰によって見えない力｢神｣に､連絡することができるのであります｡私はみなさん

の学生生活の間に､そのことを度々体験していただくことを希望していました｡そして今日卒業に

当たり 
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5 

 

minasanwa asukarano mieru tokorono kankyōni yotte henka surukoto naku jibun jishinno 

nakani imamade kizuite kita kisoˇ, mienai chikarani yotte seikatsushite yukareru kotowo 

setsubōshite orimasu.  Kono kotowa kojin kojinde jibun hitoridakede yarukotowa mutsuka-

shii kotode arimasu. shōgaˇ ni-san nisan-nin/no onaji shinkōto kibōwo motteiru ∧hitoga tomo-

dachiga chikarawo awasete group ni narunaraba hitorino chikara yorimoˇ zuttoyoi hatarakiga 

dekirunode arimasu.  Shōrai dokoe yukaretemo mata donoyōna seikatsu jōtaini attemo 

 

5 

 

みなさんは､明日
あ す

からの見える所の環境によって変化することなく､自分自身の中に今まで築いて

来た基礎､見えない力によって､生活してゆかれることを切望しております｡このことは自分一人

だけでやることは難しいいことでしょうが､2､3人の同じ信仰と希望を持っている友達が力を合わ

せてグル－プになるならば､一人の力よりもずっとよい働きができるのであります｡将来どこへゆ

かれても､またどのような生活状態にあっても 
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6                             Kōtō 

kesshite wasuretewa naranai kotowa busshitsuni yoru seikatsu jōtai toka chii nadowa ichiji-

tekina monode atte ichiban taisetsuna koto mata eien/ni tsunagaru igiaru monowaˇ sono hi-

tono kokorode ariˇ jinkakude ariˇ chikaradato iukotowo kasanete mōshiagemasu.  Soshite 

shingaku saretemo kateini attemo hitoti hitoriga konokotowo yoku kokoroni tomete hontono 

shiawase ∧to heianwo erareru kotowo inotte orimasu. 

6 

 

決して忘れてはならないことは､物質による生活状態とか地位などは一時的なものであって､一番

大切なことまた永遠につながる意義あるものは､その人の心であり人格であり力だということを

重ねて申し上げます｡そして進学されても､就職されても､家庭にあっても､一人ひとりがこのこと

をよく心に留めて､本当の幸せと平安を得られることを祈っております｡ 
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3 

 

mieru monoyorimo mienai monode arimasu.  Mienai monoto ieba “yūjō” “aijō” “kibō” mata 

yoito omoukotoni taishite jihatsu-tekinani ∧mata sekkyoku tekini hataraki kakeru kokoroˇ, 

kōjōshin nadoga arimasu.  Mieru monoˇ konoyotekina monowa tede sawattari mede mitari 

mimide kiitari dekimasuga mienai monowo shiru kotowa mutsukashii koto-kamo shirema-

sen.  Kono mienai monowo hontōni jibunno mono to suru-tameniwa kokorode torae sorewo 

dandan seichoga sasete ikan(aker)eba narimasen.  Minasanwa chūgakkōwo sotsugyōsuru 

toiu hitotsuno seichōno tokini atari imamadeni oite kono mienai monono taisetsuna kotowo 

7 

 

見えるものよりも見えないものであります｡見えないものといえば､｢友情｣｢愛情｣｢希望｣､またよ

いと思うことに対して自発的にまた積極的に働きかける心､向上心などがあります｡見えるもの､

この世的なものは手で触ったり､目で見たり､耳で聞いたりできますが､見えないものを知ること

は難しいことかも知れせん｡この見えないものを本当に自分のものとするためには､心で捕らえ､

それをだんだん成長させていかねばなりません｡ 

みなさんは中学校を卒業するという一つの成長の時にあたり､今までにおいてこの見えないも

のの大切なことを 

1､2 が見当たらない｡ 



Gillett Note -4 

 - 166 - 

 

4 

 

kanjite itahitowa ima ichido sonokotowo yoku kangae mata imamade soreno neuchiwo shi-

ranakatta hitowa aratamete sonokotoni kokorowo mukete kudasai.  Mieru monowa ichiji-

tekide ari shūino jōtaiga kawaruto soreni tsurete hendōga arimasuga mienai monowa eienni 

tsuzukunode arimasu.  Soshite mienai chikarani yotte “Kami”ni tsūji sono chikarawo shinrai 

surukotoni yotte kon/nan/ni uchikatsu kotoga dekirunode arimasu.  Watakushiwa mina-

sanga honkōni ns nu nyūgaku sarete kara imamadeno aidani konokotowo tabitabi taiken 

sareru kotowo kibōshite orimashita. 

 

8 

 

感じていた人は､今一度そのことをよく考え､また､今までそれの値打ちを知らなかった人は､改め

てそのことに心を向けてください｡見えるものは一時的であり､周囲の状態が変わるとそれにつれ

て変更がありますが､見えないものは永遠に続くのであります｡そして見えない力によって､｢神｣

に通じ､その力を信頼することによって困難に打ち勝つことができるのであります｡私はみなさん

が本校に入学されてから今までの間に､このことをたびたび体験されることを希望しておりまし

た｡ 
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5 

Konoyōna monono kangaekata kono taikenga minasan gatano shōraino seikatsuno tai-

setsuna kisoni narunode arimasu. 

Konokotowo yoku kokoroni tomete kongono kōkōseikatsu mata shakai-seikatsu, katei 

seikatsuni hairi yoriyoi ningento natte kudasaru kotowo setsubō shite orimasu. 

Kantan dewa arimasuga korewo motte aisatsu to itashimasu 

 

 

9 

 

このようなものの考え方､この体験が､みなさん方の将来の生活の大切な基礎になるのでありま

す｡ 

このことをよく心に留めて､今後の高校生活また社会生活､家庭生活にはいり､よりよい人間と

なってくださることを切望しております｡ 

簡単ではありますが､これをもって挨拶といたします｡ 
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Chū 

10 

中 
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NANAJISSHŪ-NEN                                   1) 

RAKUSEI-SHIKI                          3/26/57 

Honjitsu/ kono atarashii kōshano kendō(rakusei)-shikito tomoni/ sōritsu/ nanajisshū-

nenno kinenshikiwo/ kyokō suruni atari, raihin hajime ōkuno katagataga goshŭsseki-kudasai-

mashita kotowo kokokara kansha itashimasu.  

Kokoni oatsumarino minasamawa/ sudeni tabitabi okikini narareta kototo omoi-masuga 

kono gakuenwa Meiji jūku-nen, shodai kōchōde-aru Ninomiya kunijirō senseini yotte/ sōritsu-

saremashita.  Sono tōjiwa shōgakkō ijōno gakkōto iumonowa senmonno benkyōwo-shite 

shōbaiga jōzuni naruka, mata gijutsuwo mini-tsukeru-toka tonikaku otokoga shakaide hata-

raki/ kanewo mōkeru tamenidake/ hitsuyōde-ari/ onnaga kateide hataraki/ kodomowo sodateru 

tame-niwa/ betsuni gakkōde benkyōwo shinaku-temo yoi-kateiga dekiruto omowarete imashi-

ta. 

Shikashi/ sono-koroni atte/ Ninomiya senseiwa shakaide hataraka-nakutemo, mata 

kanewo mōke-nakutemo yoi ∧katei- seikatsuwo kizuku-tameniwa/ joshinimo kyōikuno 

hitsuyōga aru-kotowo mitome-rare-mashita. 

Sōshite, genzaidewa katei-seikatsuni oitemo, “hoiku” toka “ryōri” “eiyō” mata 

“wasai, yōsai”nado 

 

    1 

70周年･落成式          1957/3/26 

 

本日､この新しい校舎の献堂式とともに創立70周年の記念式を挙行するに当たり､来賓始め多く

の方々がご出席くださいましたことを心から感謝致します｡ 

ここにお集まりのみなさまは､すでに度々お聞きになられたことと思いますが､この学園は明治

19年､初代校長である二宮邦次郎先生によって創立されました｡その当時は小学校以上の学校とい

うものは､専門の勉強をして商売が上手になるか､また技術を身に付けるとか､とにかく男が社会

で働き､金を儲けるためにだけ必要であり､女が家庭で働き子どもを育てるためには､別に学校で

勉強をしなくても､よい家庭ができると思われていました｡ 

しかしそのころにあって､二宮先生は､社会で働かなくても､また金を儲けなくても､よい家庭生

活を築くためには､女子にも教育の必要があることを認められました｡ 

そして､現在では家庭生活においても､｢保育｣とか｢料理｣､｢栄養｣また 
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2)               ↓ 

“wasai, yōsai”nado sorezore senmonno benkyōni yori kagaku-tekini kangae, shori suru-kotoga/ 

kateiwo tsukuri/ kodomowo sodatete-yuku aijōto tomoni nakutewa naranai monoto natte ki-

mashita. 

Watakushino kanaiwa izen aru toki ‘Beikokuno’ “Bosuton-shide” katei-kara katei/eˇ 

mawariˇ yoi seikatsuwo suru-tameno shidōwo shite-ita kotoga ari-mashita.  Sono-toki aru 

Itariya-jinno kateide akachyanakanbōga naite imashita-node itanode yoku miruto okāsanwa 

hahaoya ga akachanakanbōni namano kyūriwo ataete imashita.  Kono kotowa aijōga naito 

iūyorimo hahaoya-no muchi-kara kite-iru monode arimasu.  Kono-yōni muchina aijōde-nakuˇ 

aijōno ueniˇ kyōikuni yotte kagaku-tekina chishikiwo tsumi tatete-koso |hontōni yoi kateiga 

dekiru-node arimasu.  Shinonome Gakuenno shimeiwa soiū imideno yūyrokuna fujinwo 

yashinawa-nakereba naranai-kotodato omotte orimasu. 

 

Sōritsuno tōji-kara, konnichi-made nanajū-nenno aida-niwaˇ shakaino hendōga ari/ 

gakkōno naiyōga hijōni utsuri-kawatte kimashitaga konpon-tekina shimeiwa izento shite 

kawaru-koto-naku tomoshibino yōni gakuenno hattenno michiwo terashite kimashita. 

Kono yoni Shinonome 

 

2 

 

｢和裁､洋裁｣などそれぞれ専門の勉強により､科学的に考え､処理することが､家庭を創り子どもを

育ててゆく愛情とともに､なくてはならないものとなって来ました｡ 

私の家内はある時米国のボストンで家庭から家庭へ廻り､よい生活をするための指導をしてい

たことがありました｡その時あるイタリヤ人の家庭で､赤ん坊が泣いていたのでよく見ると､母親

が赤ん坊に生のキュウリを与えていました｡このことは愛情がないというよりも､母親の無知から

来ているものであります｡このように無知な愛情でなく､愛情の上に教育によって科学的な知識を

積み立ててこそ､本当によい家庭ができるのであります｡東雲学園の使命は､そういう意味での有

力な婦人を養わなければならないことだと思っております｡ 

創立の当時から今日まで､70年の間には社会の変動があり､学校の内容が非常に移り変わってき

ましたが､根本的な使命は依然として変ることなく､灯のように学園の発展の道を照らしてきまし

た｡ 
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3) 

Kono yōni Shinonome gakuenwa Nihon-jinga Nihonno bunkano/ yoi tokorowo mamoriˇ 

sono dentōwo sonchō-shite Nihon-jinno tameni sōritsushi, kisowo tsukutta node-arimasuga, 

saiwaini “Judson”-kōchō, “Hoyt” kōchō hoka gaikokuno hitobitomo kono gakkōni taisuru 

shimeiwo kanji, kyōryoku-shite kimashita.  Genzaimo gaikokuno hitobitono naka-niwa kono 

gakkōwo minakutemo kono gakkōno arikataˇ, shimeiwo shinjite Nihonno fukushino tameni 

kokkyōwo koeta aini yotteˇ, zaisanmo, inochimo, sasageta takusanno hitoga arimasu.  Sono-

yōna seishinwaˇ semai kimochide-naku watakushi-tachino/sekaiga hitotsuni nattato onaji-

kotode ari, kono kotono kontei-niwa/ Kamino aiga kisoni natte inakutewa dekinai-kotode ari-

masu.  Kono-yōna ōkii aitoˇ hiroku monowo kangaeru-kikaiga/ atae-rarete iru-kotoni yotte 

sono naka-kara kamino aiwo shiri/ jinrui-aiwo shiriˇ hontōno monono kangae-kata, mikatawo 

taikenshi, sorewo motte/ yoi joseito-shite shakaini dete-yuku kotowo negatte orimasu. 

Konotabi Shinonome Gakuenwa kono shin-kōshawo ataerare, eiyō-gakuin “College” 

toshite, kōtōgakkō chūgakkō to-tomoni, chiiki-shakai no-tameni hiitewa Noppon notameni 

hōshi dekiru-kotowo ureshiku 

omoimasuga 

 

 3 

 

このように東雲学園は日本人が日本の文化のよい所を守り､その伝統を尊重して日本人のため

に創立し､基礎を創ったのでありますが､幸いに｢ジャドソン校長｣､｢ホイテ校長｣ほか外国の人々

もこの学校に対する使命を感じ､協力してきました｡現在も外国の人々の中には､この学校を見な

くてもこの学校の在り方､使命を信じて日本の福祉のために国境を越えた愛によって､財産も､命

も､捧げたたくさんの人があります｡そのような精神は狭い気持ちでなく､私たちの世界が一つに

なったと同じことであり､このことの根底には神の愛が基礎になっていなくてはできないことで

あります｡このような大きい愛と広くものを考える機会が与えられていることによって､その中か

ら神の愛を知り人類愛を知り本当の物の考え方､見方を体験し､それをもってよい女性として社会

に出てゆくことを願っております｡  

この度､東雲学園はこの新校舎を与えられ､栄養学院｢カレッジ｣として､高等学校､中学校ととも

に､地域社会のために､ひいては日本のために奉仕できることを嬉しく 
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4) 

omoimasuga ichiban-taisetsu nakotowa kono meni-mieru katachi no nakani aru mono, - Shi-

nonome Seishinwo, setsubi-no jūjitsuni otorazu sodatete yukaneba naranu-to omotte orimasu. 

 

Ninomiya Kunijirō sensei hajimeˇ shodaino hito-bito karano dentō-seishinwo mamori/ 

Nihonno shakaini/ yoi fujinwo okuri-dasa-nakereba imamade kurushimiwo tae inoriwo motte 

gakkōno tameni giseiwo haratta hito-bitono kitaini somuku-kotoni narimasu.  Sōshite omoi-

wa sōritsu tōjini sakanobori/ shōraini taishitewa doryokuwosa sageneba shinakereba nari-

masen.naito omoimasu.  

 

Kono yōna shimeiwo kanjite minasanwa zaikō-sei-toshite, riji, P.T.A., dōsōsei toshite, 

shokuin-toshite subete gakuenni tsunagaru katagatawa otagaini dortokuwo oshimazu Ka-

mino michikarani yotte, kongo susundē itadaki yuki -taito omoimasu. 

 

Korewo motte goaisatsuni kaesasete itadakimasu. 

 

4 

 

思いますが､一番大切なことは目に見える形の中にあるもの､東雲精神を､設備の充実に劣らず育

ててゆかねばならぬと思っております｡ 

二宮邦次郎先生始め､初代の人々からの伝統-精神を守り､日本の社会によい婦人を送り出さなけ

れば､今まで苦しみに耐え､祈りをもって学校のために犠牲を払った人たちの期待に背くことにな

ります｡そうして思いは創立当時にさかのぼり､将来に対しては努力をしなければならないと思い

ます｡ 

このような使命を感じてみなさんは在校生として､理事､PTAとして､同窓生として､職員とし

て､すべて学園につながる方々はお互いに努力を惜しまず､神の導きによって､今後進んでゆきた

いと思います｡ 

これをもってご挨拶に代えさせて頂きます｡                                                                   
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5 

 

dakara Shinonome chūgakkōe nyūgaku sasete okeba/ iidarōto iu shingaku shidōwo surunode-

wa naikato omowareru keikōga miete iruyōde arimasu.  Rainendono chūgaku nyūgaku shi-

ganshano fukeiga gakkōe kite iroiroto hanashite miruto hotondo seisekiga chū-ikano monode 

arimasu.  Korekara kangaete miruto yohodo chūi shinaito chūgakkō nyūgakushawa seiseki 

furyono monoga dai tasūwo shimeru yōni narukamo wakarima sen.  Moshi konoyōna uwasa-

ga hiromaruto gakkōto shitewa torikaeshino tsukanai kotoni narimasu.  Konoten chūishite 

sembatsu shinakutewa 

 

 

5 

 

だから東雲中学校へ入学させておけばいいだろう､という進学指導をするのではないかと思われ

る傾向が見えているのであります｡来年度の中学入学志願者の父兄が学校へ来ていろいろと話し

てみると､ほとんど成績が中以下の者であります｡これから考えてみると､よほど注意しないと中

学校入学者は成績不良の者が大多数を占めるようになるかもわかりません｡もしこのようなうわ

さが広まると､学校としては取り返しのつかないことになります｡この点注意して選抜しなくては 
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naranaito omoimasu.  Konokotoni tsuitemo minasanno goikenwo yoku kiite okitaito omoi 

masu. 

Tsugini kōkōno nyūgaku shiganshato iedomo kesshite yūshūna seitoga shigan suru-

nodewa naito omoimasu.  Nakani yūshūna seitomo orimasuga chūgakkōno shingaku shidōno 

moku-hyōwa seiseki jun/iwo kimete koreyori ijōwa kōritsu/ kore ikadewa shiritsuto shidō 

surunode arimasu.  Shiritsuno nakadewa jōino monowo honkōni shingaku shidōwo shimasu, 

ga kesshite sono chūgakkō zentaino jōino monowo honkōe shigan sasemasen.  Kotogotokuno 

chūgakkōga 

 

 

6 

 

ならないと思います｡このことについてもみなさんのご意見をよく聞いておきたいと思います｡ 

次に高校の入学志願者といえども､決して優秀な生徒が志願するのではないと思います｡中に優

秀な生徒もおりますが､中学校の進学指導の目標は成績順位を決めて､これより以上は公立､それ

以下では私立､と指導するのであります｡私立の中では上位の者を本校に進学指導をしますが､決

してその中学校全体の上位の者を本校へ志願させません｡ことごとくの中学校が 
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7 

 

sonotōride arutowa moshimasenga chūgakkōno shingaku shidōwa daitai konoyōde arimasu.  

Dakara kōshi-heigan shite ryōhōni pasu surutoki kōritsue yukumonoga ōinowo mitemo yoku 

wakaru node arimasu.  Shiritsuwa gakuhino ōku kakarukarato iu riyūmo arimashōga shi-

kashi sorega ichidai geninde arutowa kangae-raremasen.  Kōritsuwa shiritsuno gakkōyorimo 

rippana kyōikuga dekiruto kangaete irunode arimasu.  Korewa konnichi madeno nippon-

jinno kangae katade arimasu.  Z Zenkoku-tekini mireba kōritsuyorimo masaruto ippanno 

hitobitomo shinjite iru 

 

 

7 

 

その通りであるとは申しませんが､中学校の進学指導は大体このようであります｡だから公私併願

して両方にパスするとき､公立へゆく者が多いのを見てもよくわかるのであります｡私立は学費の

多くかかるからという理由もありますが､しかしそれが一大原因であるとは考えられません｡公立

は私立の学校よりも立派な教育ができると考えているのであります｡これは今日
こんんち

までの日本
にっぽん

人の

考え方であります｡全国的にみれば公立よりも勝ると､一般の人々も信じている 
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shiritsu gakkōmo wazukadewa arimasuga sonzai surukotowa jijitsude arimasu.  Watakushi-

wa yoku dekiru seito bakariwo nyugaku sasete kyoiku surunomo, mata amari dekinai seitode 

dokono gakkōemo nyugaku dekinai seitowo atsumete kyoiku surunomo izurega yoitoka 

waruitoka iunodewa arimasen.  Izuremo kyōiku toiu tachibakara kangaereba onaji kotode 

arimasu.  Watakushiwa kyomade iiseitowo nyugaku sasete kyoikusuru toiu tachibawo tot-

tekita tsumoride arimasu.  Sorede imawa shiritsudewa iiset iiseitode nakutewa Shinonomeni 

 

 

8 

 

私立学校もわずかではありますが､存在することは事実であります｡私は よくできる生徒ばかり

を入学させて教育するのも､またあまりできない生徒でどこの学校へも入学できない生徒を集め

て教育するのも､いずれがよいとか悪いとか言うのではありません｡いずれも教育という立場から

考えれば､同じことであります｡私は今日
きょう

までいい生徒を入学させて教育する､という立場を取っ

てきたつもりであります｡それで､今は私立ではいい生徒でなくては､東雲に 
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nyūgaku dekinai toiū kotoni naritsutsu arimasu.  (Tadashi kōtōgakkōde arimasuga)  Wa-

takushiwa shiritsudewa toiū kono jōkenwo torinozoite Shinonome-kōkōewa iiseitode nakute-

wa nyūgaku dekinaito iuyōni aritaito omoimasu. 

Soroni Sarani watakushino risōwa kōkōewa nyūgaku boshūwo shinaide-sumuyōni 

shitaitosae omotte imasu.  Kon∧okotono ichinichimo hayaku jitsugen surukotowo inotte iru-

node arimasu.  Kono risōwo jitsugen sento-suruto/ maeni nobeta chūgakkōno nyūgaku shi-

ganshano shitsuto ryōtoni kankei surunode arimasu.  Yueni  

 

9 

 

入学できないということになりつつあります｡(ただし､高等学校でありますが)｡私は私立ではとい

うこの条件を取り除いて､東雲高校へはいい生徒でなくては入学できないというように､ありたい

と思います｡ 

さらに､私の理想は高校へは入学募集をしないですむようにしたい､とさえ思っています｡この

ことの一日も早く実現することを祈っているのであります｡この理想を実現せんとすると､前に述

べた中学校の入学志願者の質と量とに関係するのであります｡ゆえに 
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10 

 

chūgakkono nyūgakuni kansuru kotoga jūyōna mondaini natte kurunode arimasu.  

Ichinichimo hayaku kono taisakuni tsuiteˇ yoi kangaewo atsumete/ yatte yukitaito omoimasu.  

Sono tameniwa chūgakkōno keiei-hōhōno gutaitekina kotoni tsuite kokenkyū suru hitsuyōga 

aruto omoimasu. 

 

10 

 

中学校の入学に関することが､重要な問題になってくるのであります｡一日も早くこの対策につい

てよい考えを集めて､やってゆきたいと思います｡そのためには､中学校の経営方法の具体的なこ

とについても､研究する必要があると思います｡ 
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                                              1) 

SHIGYŌSHIKI                       ALL - April 8, 1957  

Shizenkaimo fuyuno nemuri-kara mezame, atarashii katsudōwo hajimeru tokini, mi-

nasan-gatawa sorezore ichinen shinkyūshi atarashii keikakuto kibōni moete-orareru-

kotodeshō.  Minasanwa gakuseide arimasukara ichiban taisetsuna-kotowa benkyō-suru ko-

tode arunowa iūmademo-arimasen.  Keredomo benkyō-surukoto-dakede nakuˇ minasanga 

tsukutte-iru kono gakkō toiū shakai-seikatsuwo yokusuru kotowomo kangaete itadakitaito 

omoimasu. 

Minasanwa gakumonowo mini-tsukeruto tomoni yoi jinkakuwo motsu-kotowo nozoma-

nakereba narimasen.  

Saikinwa ryokka-undōde yamani kiwo uemasuga chīsana naekiwo uetemo suguni 

ōkikuwa narimasen.  Ueni nobiru yorimo mazu sakini shikkarito tsuchino nakani newo oro-

shite, sorekara ue-e ōkiku nobite yukimasu. 

Koreto onaji-yōni ∧yoi jinkakuwo mochi rippana hitoto naru tameniwa hyōmenni mieru 

koto-yorimo kokorogake-toiūka, monono kangaekatani shikkarito shita, kisoni-naru-monowo 

motaneba narimasen. 

Yono-nakaniwa byōkini nattari omowanu fukōni attari mata kikenna kotoga  

tokidoki arimasu. 

 1 

始業式          1957/4/8(全校) 

 

自然界も冬の眠りから目覚め､新しい活動を始める時に､みなさん方はそれぞれ1年進級し､新し

い計画と希望に燃えておられることでしょう｡みなさんは学生でありますから､一番大切なことは

勉強することであるのは言うまでもありません｡けれども勉強することだけでなく､みなさんが作

っているこの学校という社会生活をよくすることをも､考えていただきたいと思います｡ 

みなさんは学問を身につけるとともに､よい人格を持つことを望まなければなりません､ 

最近は緑化運動で山に木を植えますが､小さな苗木を植えてもすぐに大きくはなりません｡上に

伸びるよりも､まず先にしっかりと土の中に根を下ろして､それから上へ大きく伸びてゆきます｡ 

これと同じように､よい人格を持ち立派な人となるためには､表面に見えることよりも､心がけ

というか､ものの考え方に､しっかりとした基礎になるものを持たねばなりません｡ 

世の中には､病気になったり､思わぬ不幸に遭ったり､また危険なことが 



Gillett Note -4 

 - 180 - 

 

2) 

tokidoki arimasu.  Gakkōno shikenwa itsu, donoyōni, shite suruka daitaino yokokuga ari-

masuga, sakini itta-yōna byōki, fukō-nadono shirenwa nanno maeburemo-naku kyūni okotte 

kimasu.  Sono-tokini fudan-karano kokorono yōiga nakereba shippai shitari, itazurani 

kanashin-dari suru-koto shika dekimasen.  Mata hokano reide iūto maitsuki sukoshi sukushi 

zutsu-demo chokin shite-iruto hitsuyōna toki sorewo dashite tsukau kotoga dekimasu.  Soreto 

onaji-yōni gakumonmo jinkakumo mainichi sukoshi-zutsu-demo yokunaru yōni kokoro-gakete 

seikatsu sureba itsuno manika sono chikaraga takuwae-rarete nanika kotoga okotta tokini/ 

yakuni tachimasu. 

Ima minasanwa sono chikarawo motomeyō-to-suru naraba hokano donna kankyōnimo 

yorimo zutto eyasui kankyōni arimasu.  Desukara kono gakkō-seikatsuno aidani sono kisoni-

naru chikarawo jūbunni tsukuri, takuwaete oite itadaki-taito omoimasu. 

Hitori hitoriga shizukani kangae/ motomeruto tomoni, otagaiga chikarawo awase-te 

ichiban yoi gakusei-seikatsuwo okuri, ˇ sono nakani tanoshimiga aruyōni kokoro-gakeruto 

yoito omoimasu. 

Korewo motte shigyō-shikino goaisatsuto itashimasu.  

 

2 

 

時々あります｡学校の試験は､いつ､どのようにしてするか大体の予告がありますが､先に言ったよ

うな病気､不幸などの試練は何の前触れもなく急に起ってきます｡その時にふだんからの心の用意

がなければ､失敗したり､いたずらに悲しんだりすることしかできません｡またほかの例で言うと､

毎月少しずつでも貯金していると､必要な時それを出して使うことができます｡それと同じよう

に､学問も人格も､毎日少しずつでもよくなるように心がけて生活すれば､いつの間にかその力が

蓄えられて､なにかことが起った時に役に立ちます｡ 

今､みなさんはその力を求めようとするならば､ほかのどんな環境よりもずっと得やすい環境に

あります｡ですから､この学校生活の間にその基礎になる力をじゅうぶんに作り､蓄えておいてい

ただきたいと思います｡ 

一人ひとりが静かに考え､求めるとともに､お互いが力を合わせて一番よい学生生活を送り､そ

の中に楽しみがあるように心がけるとよいと思います｡ 

これをもって始業式のご挨拶と致します｡ 
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NYŪGAKU-SHIKI                  Apr. 8,  ’57      1) 

Minasan gonyūgaku omedetō gozaimasu.  Gofukeino katagatamo sazo oyorokobino-

kototo omoimasu.  Watakushi-domomo kokorokara minasangatano gonyūgakuwo kangei-

shite orimasu. 

 

Minasangatawa sorezore yoku benkyō-shi, ōkuno shiganshano naka-kara erabarete kono 

gakuenni nyūgaku-sareta nodesugaˇ ima yoku kangaete miruto kesshite jibun-hitorino chika-

rade nyūgaku-dekita-nodewa naito omoimasu. 

 

Dai-ichini goryōshinwo hajime, kazokuno katagataga anatano jukenno tameni ōkuno 

doryokuto giseiwo harawareta kototo omoimasu.  Mata maeno gakkōno sensei-gatawa anata-

gatano sōzōijōni, anatagatano nyūshini kokorowo kudakareta koto-deshō.  Mata watakushi-

domomo anatagata hitori-bitorino tamewo kangaeteˇ, eranda nodesu.  Konoyōni kazokuwo 

hajime iroirona hito-bitowa minasanno tameni kongomo issō chikarawo tsukusareru koto-

deshō. 

 

Korerano kotowo kangaete mitemo yoku wakaru-yōniˇ jibun-dakede dekiru-tokaˇ jibun 

hitoride dekitatoka omotte itemoˇ jitsuwa iroirona hito-bitono kyōryokuga atte-kosoˇ hajimete 

dekiru-node arimasu.  Kono-kotowo yoku kangaete kongono gakkō- 

seikatsuni oitemo 

 
1 

入学式          1957/4/8 

 

みなさん､ご入学おめでとうございます｡ご父兄の方々もさぞお喜びのことと思います｡私ども

も､心からみなさん方のご入学を歓迎しております｡ 

みなさん方はそれぞれよく勉強し､多くの志願者の中から選ばれて､この学園に入学されたので

すが､今よく考えてみると､決して自分一人の力で入学できたのではないと思います｡ 

第一にご両親をはじめ､家族の方々があなたの受験のために､多くの努力と犠牲を払われたこと

と思います｡また前の学校の先生方は､あなた方の想像以上に､あなた方の入試に心を砕かれたこ

とでしょう｡また私どもも､あなたがた一人びとりのためを考えて選んだのです｡このように家族

をはじめ､色々な人々は､みなさんのために今後も一層力をつくされることでしょう｡ 

これらのことを考えてみてもよく分かるように､自分だけでできるとか､自分一人でできるとか

思っていても､実は色々な人々の協力があってこそ､初めてできるのであります｡このことをよく

考えて､今後の学校 
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seikatsuni oitemo kesshite jibun hitori-dake-toiū kangaewo sutete, tomodachito tomoni kyōry-

oku-shite susumaneba narimasen. 

 

Korekarano seikatsuni oiteˇ yūjin-dōshino kokorono tsunagari, mata sensei-tono tsuna-

gariga donnani taisetsuna kotoka dandanto taikenshi, sōshite wakatte kuruto omoimasu.  

 

Kono-kototo tomoni mōhitotsu kangaeneba naranai-kotowa anatagatawa hitori-bitoriga 

minnani yorokobareˇ, minnano yakuni tatsu-hitoni naraneba toiū naranai kotodesu.  Kono 

kotowo seishodewaˇ,  

“Anatagatawa yono hikaride aru.” 

to kaite arimasu.  Sorenimo kakawarazu watakushitachiwa toki-doki fuheiwo ittariˇ, waga-

mamawo shitari shite, kazokuya yūjinni kurai-kagewo atae-tari, mata nanikano atsumarino 

nakade hitoni kiraware-tari suru kotoga arimasu.  Konoyōna kotowa yono hikaridewa ari-

masen. 

Jiko-chūshinno seikatsuwo suru-hitowa shūino hito-bitoni fuyukaina kimochiwo atae-

masu.  Sokode minasanwa gakumonwo osameruto tomoni ‘team’no hitorito-shite tanoshii, 

mata igi-aru gakusei-seikatsuwo okuruyōni doryoku-shite itadakitaito omoimasu.  Kōiū yoi-

seikatsuwa tada  

mukanshinde itewa eraremasen kara 

 
2 

 

生活においても､自分一人だけという考えを捨てて､友達とともに協力して進まねばなりません｡ 

これからの生活において､友人同士の心のつながり､また先生とのつながりが､どんなに大切な

ことか､だんだんと体験し､そうして分かってくると思います｡ 

このこととともに､もう一つ考えねばならないことは､あなた方は一人ひとりがみんなに喜ば

れ､みんなの役に立つ人にならねばならないことです｡このことを聖書では､ 

｢あなた方は世の光である｣(マタイ5:14) 

と書いてあります｡それにもかかわらず､私たちは時々不平を言ったり､わがままをしたりして､

家族や友人に暗い影を与えたり､また何かの集まりの中で人に嫌われたりすることがあります｡こ

のようなことは世の光ではありません｡ 

自己中心の生活をする人は､周囲の人々に不愉快な気持ちを与えます｡そこでみなさんは学問を

修めるとともに､｢チ－ム｣の一人として周囲の人々とよく協力して､楽しい､また意義ある学生生

活を送るように､努力していただきたいと思います｡こういうよい生活はただ 
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mukanshinde itewa eraremasen-kara korewo mezashite susumaneba narimasen. 

 

Yono-nakani ōkuno hito-bitoga ori-masuga, ∧jibunto onaji hitowaˇ jibun igai-niwa ari-

masen.  Ningenwa hitori-hitoriga mina chigau yōni, hitori-hitorini kanarazu hokano hitoniwa 

dekinai shimeiga aru-*∧- kotowo yoku jikakushi sono shimeiwo hatasu-yōni doryoku-sureba 

kanarazu anata-gatawa hitobito-kara yorokobareru hitoni nareru nodesu. 

 

Minasanwa kyō-kara Shinonome-Gakuenno seito, aruiwa gakuseito natte benkyō-suruto 

tomoniˇ kono gakkōtoiū shakaino ichi-in-de aru-kotowo/ yoku jikaku-shiteˇ yoi jinkakuwo ki-

zuku-yōni otagainiˇ yoi ‘team’wo tsukutte seikatsu-shite itadaki-taito omoimasu. 

 

Gakkōwa nanata-gatano motte-iru nōryokuga seichō-shite mei-meini atae-rarete iru 

shimeiwo jūbun hatasu kotoga-dekiru yōni dekiru-dake tasukete yukitaito omotte orimasu. 

 

Korewo motte nyūgaku-shikino goaisatsuto itashimasu. 

 

*-hazu desu. Jibunno shimeiwa jibunga hatasanakerebaˇ hokano hitodewa kesshite 

dekimasen.  Sono yōni ataerareta shimeiga aru-kotowo 

 

3 

 

無関心でいては得られませんから､これを目指して進まねばなりません｡ 

世の中に多くの人々がおりますが､自分と同じ人は自分以外にはありません｡人間は一人ひとり

が皆違うように､一人ひとりに必ずほかの人にはできない使命があるはずです｡自分の使命は自分

が果たさなければ､ほかの人では決してできません｡そのように与えられた使命があることをよく

自覚し､その使命を果たすように努力すれば､必ずあなたがたは人々から喜ばれる人になれるので

す｡ 

みなさんは今日から東雲学園の生徒､あるいは学生となって勉強するとともに､この学校という

社会の一員であることをよく自覚して､よい人格を築くようにお互いによい｢チ－ム｣を作って生

活していただきたいと思います｡ 

学校は､あなた方の持っている能力が成長して､めいめいに与えられている使命をじゅうぶん果

たすことができるように､できるだけ助けてゆきたいと思っております｡ 

これをもって入学式のご挨拶と致します｡ 
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BY THEIR FRUITS                                  (1 

(En-dōi)                        College,  5/7/57 

 Matt. 7:16-20                    Hymn  270,  244 

 

Futsūˇ hito-bitoga Jesusno oshie.  Kirisuto-kyōto iū-monowa taihen yoi-kotoda keredo, 

sorewa tannaru risōde atteˇ jibun-tachino jissai-seikatsuniwa endōi mono-datoˇ kangae-yasui 

mono-desuga, kyō watakushiwa Kirisuto-kyōwa hi-genjitsu-teki mata risō-dakede-daku juis-

sai-seikatsuno ichiban yoi hōhōde ari, ichiban yoi taidode arutoiū kotowo iitai node arimasu. 

 

Ima yonde itadaita seikuwoˇ kangaete mitemo sono mini yotte yoi-monoka warui mono 

monoka miwake-rareru toiū-kotowa donnani genjitsu-tekina kotoka wakaru hazudesu. 

 

Ningenwa hitori hitori chigatta monode ari sorezoreni jibunno jiyūwo motte imasu.  

Kyokutanni ieba naniwo shiyōto jiyūda toiū hito-saeˇ aru kurai-desu.  Shikashi kono-baai 

yoku kangaeneba naranai kotowa kotobaya okonaiwa mochi-ron jiyūdato iemasuga sorekara 

kuru kekkawa kesshite jibunno jiyūde erabu wakeniwa yukimasen. 

 

Reiwo iimasuto watakushi-tachiwa tabe-monowa naniwo taberuka jiyūni erabu kotoga 

deki-masuga sono tabeta monoga jibunno taishitsuni auka awanaikato-iū 

 kotowa watakushi- 

 
マタイ 7:16-20    讃美歌  270､ 244                                                   1 

BY THEIR FRUITS(縁遠い )          1957/5/7(カレッジ) 

 

普通､人々がイエスの教え､キリスト教というものは大変よいことだけれど､それは単なる理想

であって､自分達の実際生活には縁遠いものだと考えやすいものですが､今日
きょう

私は､キリスト教は

非現実的また理想だけでなく､実際生活の一番よい方法であり､一番よい態度であるということを

言いたいのであります｡ 

今読んでいただいた聖句を考えてみても､その意味によってよいものか悪いものか見分けられ

るということは､どんなに現実的なことか分かるはずです｡ 

人間は一人ひとり違ったものであり､それぞれに自分の自由を持っています｡極端に言えば何を

しようと自由だという人さえあるくらいです｡しかしこの場合よく考えねばならないことは､言葉

や行いはもちろん自由だと言えますが､それから来る結果は､決して自分の自由で選ぶ訳にはゆき

ません｡ 

例を言いますと 私たちは､食べ物はなにを食べるか自由に選ぶことができますが､その食べた

ものが自分の体質に合うか合わないかという 
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2)*Mata ningen-dōshino aida-demo kōdōwa jibunno sukina yōni furumau k-ga dekimasu.  

→kotowa watakushi-tachino ishide kimeru kotowa dekizu, jibunno taishitsuni awanai 

monowo tabeta kekkawa nozoma-nakutemo chanto arawarete kurunode ari-masu.   Kere-

domo kenkawa suru-kotoni yotte nakayoku naru toiū kekkawa ari-masen.  Konoyōna koto-

waˇ kojinno aida, mata gurūpno aida, kunito kunitono kan-keini oitemo onaji kotoga iemasu.  

Otagaino seikatsuni okeru kotobaya okonai-ga jibunni motarasu-eikyō mata hokano hitobitoni 

ataeru eikyōwo yoku kangaeˇ ichiban ningenno honshitsu, tenseini au seikatsu-hōhōwo era-

banakutewa narimasen. 

 

Shitogyō-den 26-shō 14-setsuno kohanni “Togeno aru muchiwo kerebaˇ, kizuwo oudakede 

aru,” to kaite arimasuga iikaeru-naraba “Ningenno tensei, jibunno ryōshinni hantai-shita 

kotowo sureba kizutsuku dakede aru, toiū kotode ari-masu.” 

W-t-niwa 

Ningen-niwa ryōshinga ari/ Kamini chikazuki, yoki-monoto shite seikatsu-shitai toiū ne-

gaiga ari-nagaramo iroirono jōkende sorega samatage-rareˇ kokoroto hantaina warui hōe su-

sumōto suru-kotoga arimasuga, Kirisutoni yotte kaerareˇ 

yononakano konpn- 

 

2 

 

ことは私たちの意志で決めることはできず､自分の体質に合わないものを食べた結果､自分が望ま

なくてもちゃんと表れてくるのであります｡また人間同士の間でも､行動は自分の好きなように振

る舞うことができます｡けれども喧嘩はすることによって仲良くなるという結果はありません｡こ

のようなことは個人の間､またグループの間､国と国との関係においても､同じことが言えます｡お

互いの生活における言葉や行いが､自分にもたらす影響､またほかの人々に与える影響をよく考

え､一番人間の本質､天性に合う生活方法を選ばなくてはなりません｡ 

使徒行伝26章14節の後半に､｢とげのあるむちをければ､きずを負うだけである｣､と書いてあり

ますが､言い換えるならば｢人間の天性､自分の良心に反対したことをすれば､傷つくだけである｣

ということであります｡ 

私たちには良心があり､神に近づき､よきものとして生活したいという願いがありながらも､

色々の条件でそれが妨げられ､心と反対な悪い方へ進もうとすることがありますが､キリストによ

って変えられ､ 
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yononakano konpon-tekina genrini shitagatteˇ seikatsu shite-yuku kotoga nozomashii node 

arimasu. 

 

Kono-yōni hitotsu ∧hitotsu yoku kangaete miru-naraba Kirisutoni shitagau kotowa wa-

takushi-tachino jissai seikatsuni ichiban tekitona yoi hōhōnanode ari-masu. 

 

Yohaneni yoru Fukuin-sho 14-shō 6-setsuni Jesuswa “Watashiga michide ari shinride-

ari, inochide aru,” to itte orareru-tōri Jesusno oshiewa hi-genjitsu-tekina risōya, furui 

mukashino koto-de-naku, genzaini oite watashi-tachiga aruku michide-ariˇ, ningen-seikatsuni 

ichiban yoku atta shinride ariˇ imamo mata shōraimo tsuzuku inochino aru mono-nanode 

arimasu. 

 

Sōshite kono michiwo atae-rareru-node arimasu.  Giseiwo harattari kurushii yōni omoe-

ru kotoga attemo heiwato yorokobino aru seikatsudato shinjite oarimasu. 

 

*aruku kotoni yotte w-t-wa chikarawo 

 

3 

 

世の中の根本的な原理に従って､生活してゆくことが望ましいのであります｡ 

このように一つひとつよく考えてみるならば､キリストに従うことは､私たちの実際生活に一番

適当なよい方法なのであります｡ 

ヨハネによる福音書14章6節に､イエスは｢私は道であり､真理であり､命である｣と言っておられ

る通り､イエスの教えは非現実的な理想や､古い昔のことでなく､現在において私たちが歩く道で

あり､人間生活に一番よく合った真理であり､今も､また将来も､続く命のあるものなのでありま

す｡ 

そうしてこの道を歩くことによって､私たちは力を与えられるのであります｡犠牲を払ったり､

苦しいように思えることがあっても､平和と喜びのある生活だと信じております｡ 
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317 1,3,4                                                    College  5/30/57         1) 

300 1,2 (3) 5                                                Dorm 2-14-61 

aisatsu                    “Shuyo-Shuyo”           hiketsu 
// 82    Aru tokini 

Kono aida chūgakkōno reihaide, Ruka-niyoru fukuinsho 6-shō 46-setsuno “Watashiwo 

shuyo, shuyoto yobinagaraˇ naze watashino iūkotowo okonawa-nainoka?”  toiū seikuga in-

yōsare watakushiwa fukaku kanmei shimashita. 

Jissai imamadeni kono tokorowa nandobenmo yomi, mata kangaeta kotowa arimashita-

keredomo kono-toki-hodo  ̌tsuyoku, pinto kanjita kotowa arimasen deshita. 

Watakushi-tachiwa mainichi inoriwo-shite orimasu/noni naze, soreni atta kōdōwo 

shinainode-shōka?  Watakushitachiwa inoru-kototokiniˇ jibunno hanseito tomoniˇ iroirona 

kotowo kamini negaudeshō.  Sono yōni negai-nagaraˇ watakushitachiwa jibunno chikarade 

dekiru kotosae shinai tokiga arimasu. 

Tatoebaˇ kenkōno tameni inorudeshō.  Keredomo inori-nagaramo mudani monowo 

tabetari, amari osokumade okite itari-shimasu.  Mata shikenga yoku dekiru-kotowo kokoro-

kara negatte itemoˇ mainicchi tekitona benkyōwo sezu, namakeru kotoga arimasu.  Mata 

shitewa ikenai kusegaˇ aruto kanjite inagaramo sōiū kotowo kurikaeshi, kurikaeshi surushi, 

sono kuseno genin-ni naru-kotowo heikide, tokiniwa yorokonde ∧shite irukoto saeˇ arimasu.  

Konoyōni, watakushimo iroirona hōmem-kara miteˇ 

讃美歌 317(1､3､4)､ 300(1､2､3､5)                                                      1 

主よ主よ          1957/5/30(カレッジ)   1961/2/14(寄宿舎) 

 

この間､中学校の礼拝で､ルカによる福音書6章46節の｢わたしを主よ､主よ､と呼びながら､なぜ

わたしの言うことを行わないのか｣という聖句が引用され､私は深く感銘しました｡ 

実際､今までにこの所を何べんも読み､また考えたことはありましたけれども､この時ほど､強

く､ピンと感じたことはありませんでした｡ 

私たちは毎日祈りをしておりますのに､なぜそれにあった行動をしないのでしょうか？ 私たち

は祈る時に､自分の反省とともに､色々なことを神に願うでしょう｡そのように願いながら､私たち

は自分の力でできることさえしない時があります｡ 

たとえば健康のために祈るでしょう｡けれども､祈りながらも無駄に物を食べたり､あまり遅く

まで起きていたりします｡また試験がよくできることを心から願っていても､毎日適当な勉強をせ

ず怠けることがあります｡またしてはいけない癖があると感じていながらも､そういうことを繰り

返し､繰り返しするし､その癖の原因になることを平気で､時には喜んでしていることさえありま

す｡このように､私も色々な 
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2) 

hōmem-kara miteˇ inoru kotoni au, mata inotta kotowo tasukeru yōna okonaiwo shinakatta 

kotowo kanji-mashita. 

Watakushitachiwa nanigoto-demo Kamaini tayori/ shinraishite omakase suru-noga mot-

tomo tekitōde aruto omoi-masuga soreto tomoni watakushitachi, hitori hitorini atae-rarete-iru 

sekininwa jibunde hatashiite yukaneba narimasen.  Seishono iroirona tokoronimo sono koto-

ni tsuite kaite arimasu. 

Rukani-yoru fukuinsho 4-shō 11-setsu 12-setsuni “Anatano ashiga ishini uchitsuke-rare-

nai-yōni, karerawa anatawo tede sasa/erude aro.”  toiū akumano kotobani tai-shite “Jesus”wa 

“Shu-naru anatano Kamiwo kokoro-mitewa naranai.” to itte Kami-eno shinraito jbunno 

okonau-beki kōdō-towo hakkiri shimesare-mashita. 

            Pōrono kaita 

Onaji yōni ∧“Garateya bito-eno Tegami/ 6-shō 5-setsuni “Hitowa sore-zore jibun-jishinno 

omoniwo oubekide aruto kaite aru-nonimo sono imiga aru-nodesu.  

Poroga Nihon yakuno “omoni” toiū kotobawno tsukatta hontōno imiwa Girishagode “ fu-

ne” nadono “shūyō” jin-in ryoku toiū kotode arimasu. 

Tatoeba, fune, jidōsha, erēbētā nadono norimono-no shūyō jin-in ryoku toiūnoto onaji 

imide, sunawachi 

 

2 

 

方面から見て､祈ることに合う､また祈ったことを助けるような行いをしなかったことを感じまし

た｡ 

私たちは何事でも神に頼り､信頼してお任せするのが､最も適当であると思いますが､それとと

もに私たち一人ひとりに与えられている責任は､自分で果たしてゆかねばなりません｡聖書の色々

な所にも､そのことについて書いてあります｡ 

ルカによる福音書4章11節､12節に､｢あなたの足が石に打ちつけられないように､彼らはあなた

を手でささえるであろう｣という悪魔の言葉に対して､｢イエス｣は｢主なるあなたの神を試みては

ならない｣と言って､神への信頼と自分の行うべき行動とを､はっきり示されました｡ 

同じように､パウロの書いたガラテヤ人への手紙6章5節に｢人はそれぞれ自分自身の重荷を負う

べきである｣と書いてあるのにも､その意味があるのです｡ 

日本訳の｢重荷｣という言葉の本当の意味は､ギリシャ語で船などの収容力ということでありま

す｡ 

たとえば､船､自動車､エレベーター､などの乗物の収容力というのと同じ 

300 

547 

 89  

171 
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imide, sunawachi (jibun jishinno chikarano saidai gendo, chikara ippaiwo dasu toiū node ari, 

hokano hitoni kurabete jibunno hōga omoni datoka, jibunno hōga rakuda nadoto iūnodewa 

naku Kami kara sorezoreno nōryokuni taishite atae-rareta sekininwo jibunde hatasu kotode 

arimasu. 

 

Kekkyokuwa inoreba chikaraga atae-rareru kotowo utagatte iru-nodewa ari-masenga 

chikarawo tsukushite inorini atta kōdōwo shite-koso chikaraga atae rareru-node ari, kuchide 

inori-nagara heikide nanimo shinaide itari mata inorito hantaina kōdōwo shinagara Kamino 

chikaraga atae-rareruto omou-nowa ōmachigaide arimasu. 

＞Korewo iu to --------- ichinichi--------- 

Konoiu kotowa zutto maekara wakatte ita-koto-desuga hajimeni iimashita yōni “Shuyo-

Shuyo” to iinagara naze watashino iūkotowo okonawa-nai/noka?”  to kiita toki watakushiwa 

imasarano yōni sono kotowo tsuyoku kanji=mashita. 

 

Kyō kono kotowo minasan-ni hanasuto tomoni watakushimo jibun-jishinno chikarani 

natta kotowo ureshiku omotte orimasu. 

 

3 

 

意味で､すなわち自分自身の力の最大限度､力いっぱいを出すというのであり､ほかの人にくらべ

て自分の方が重荷だとか､自分の方が楽だなどというのではなく､神からそれぞれの能力に対して

与えられた責任を自分で果たすことであります｡ 

結局は祈れば力が与えられることを疑って祈るのではありませんが､力をつくして祈りにあっ

た行動をしてこそ力が与えられるのであり､口で祈りながら平気で何もしないでいたり､また祈り

と反対の行動をしながら､神の力が与えられると思うのは大間違いであります｡ 

このことはずっと前から分かっていたことですが､初めに言いましたように､｢主よ､主よ､と言

いながら､なぜ私の言うことを行わないのか？｣と聞いた時､私は今さらのようにそのことを強く

感じました｡ 

今日このことをみなさんに話すとともに､私も自分自身の力になったことを嬉しく思っており

ます｡         
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Inyō bun   (“fu”) 

Preu 

   244 – 270 

                               3 

  183             300  1.2.5  317  1.3.4 

 

4 
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Rome 6 14-17 

KITŌ – Kyokai - 12/27/53 

Zennō naru Chichi naru K s  

Warewarewa anata no uchini iki, ugoki, mata aru no de arimasu.  Anatawa monowo at-

arashiku tsukuridasu chikara, kenkō no minamoto, izukue-mo shintō suru ai, kanzen-na rikai, 

kegari naki hikari, heiwa de ira-ru. 

Ima anata no mimaeni hirefushite kono shizukana tokorode keiken-na omoide hansei 

suru kikaiga ataerarete iru k-wo kansha shite orimasu. 

Warewarewa sugisatta ichinen nichi( wo kaeri-miteˇ ii tokoro to machigatta tokorowo 

anatani yori shimeshite itadaki mukaeru-toshiwa ashita wa yoriyoki mono to nasashime-tamō 

k-wo negatte orimasu. 

Jiko-chūshinni monogotowo okonai/ tano hitobito no hitsuyōwo kanjinagara minai-furiwo 

shite nige-dashita toki no atta k-wo kanjimasu.  Iroiro na tokoroni-oite shippai shita kotomo 

arimasu.  Mata shirazuni ayamachiwo okashita koto ikuramo atta k- to omoimasu.  Hontōni 

jibun-jishin no chikara dake de yoi seikatsuga de-sen.  Keredomo warewarewa hokano hitowo 

yuruseba wareware no ayamachi-mo yurusarete iru to shinjite kansha shite orimasu.   

Kore kara 

 

1 

祈祷･教会          1953/12/27 

 

全能なる父なる神様､  

我々はあなたの内に生き､動き､またあるのであります｡あなたはものを新しく創り出す力､健康

の源､いずくへも浸透する愛､完全な理解､汚れなき光､平和でいらっしゃる｡ 

今あなたのみ前にひれ伏して､この静かな所で､敬虔な思いで反省する機会が与えられているこ

とを感謝しております｡ 

我々は過ぎ去った 1日を顧みて､いいところと間違ったところを､あなたにより示していただ

き､あしたはよりよきものとなさしめたもうことを願っております｡ 

自己中心に物事を行ない､他の人々の必要を感じながら､見ない振りをして逃げ出した時のあっ

たことを感じます｡いろいろな所において失敗したこともあります｡また知らずに過ちを犯したこ

といくらもあったことと思います｡本当に自分自身の力だけで､よい生活ができません｡けれども､

我々はほかの人を赦せば､我々の過ちも赦されていると信じて感謝しております｡  
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Kore kara Iesu no teni hikarete anata no chikarawo shinrai shi mijikani aru hito to 

tomoni yoki sei-katsuga dekiru yōni michibiki tamae. 

(Kotoshi saigo no reihaini yori tada kandaeru korewo inoru bakari de naku/ (aru k-wo 

kataku kesshin shi) anata no aiwo kansha shite w-t-no seikatsu no nakani arawashite yuku k-

no dekiru shinkō to chikarawo atae tamae.  

 

 

2 

 

これからイエスの手に引かれて､あなたの力を信頼し､身近にある人とともによき生活ができる

ように導きたまえ｡ 

今年最後の礼拝により､これを祈るばかりでなく､あなたの愛を感謝して､私たちの 生活の中に

表わしてゆくことのできる信仰と力を与えたまえ｡ 
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31           KAMI NO AINI TSUITE      Bikk  St                  (1 

(187)                                            College   2/11/57 

(234A)                             (570)312    Phil 4:12-13(Eph3:16) 

183                                         Eph 3:11-20  304(554) 

 Imamadeni watakushiwa minasanni futatsuno kotowo hanashite kimashita.  Hitotsu-

wa shinkō-seikatsuwa risōya chūshō-tekina kotodewa-nakuˇ ichiban jissai-tekina kotode ari, 

sono seikatsuga yoika waruikato iū-kotowaˇ sono mi-niyotte wakaruto iū-koto deshita. 

Tsuginiwa jinseiniwa iroirona michi, sunawachi takai michiya hikui-michi, sono-tano 

michiga atte, sono-uchi dono michiwo erande arukuka-toiū kotowa jibun-jibunde kimenakere-

ba naranaito-iū kotode arimashita. 

Kyōwa watakushi-tachiwa tsuneni Kamino (aino) nakani iki, sonzai-shite-irunode aruto 

iū-kotoni tsuite hanashi-taito omoimasu.  Kono-kotowa [imamadeno hanashino shime-

kukurini-naruˇ] mottomo taisetsuna kotodato omoimasu. 

Aru hitowa shūkyōya Kami toiū-kotowa asaka, yoruka, matawa toki-doki inori-negau to-

ki-dake hitsuyōde ari, sono hokano tokiwa Kamito jibun tono kankeiya, mata watakushi-

tachino ueni Kamino eikōga aruto-iū-kotowa wasureteˇ seikatsu-shite-iru yōdesu.  Shikashi, 

sorewa tada watakushi-tachiga wasurete iru toiū dakede, sono-aidawa Kamino chikaraga 

hataraite inaitoiū-koto-dewa arimasen.  Kono-kotowa 

ピリピ 4:12-13､ エペソ 3:11-20    讃美歌 31､ 183､ 312､ 304                          1 

神の愛について          1957/2/11(カレッジ) 

 

今までに､私はみなさんに二つのことを話してきました｡一つは､信仰生活は理想や抽象的なこ

とではなく一番実際的なことであり､その生活がよいか悪いかということは､その実によって分か

るということでした｡ 

次には､人生には色々な道､すなわち高い道や低い道､その他の道があって､そのうちどの道を選

んで歩くかということは､自分自分で決めなければならないということでありました｡ 

今日は､私たちは常に神の中に生き､存在しているのである､ということについて話したいと思

います｡このことは今までの話の締めくくりになる最も大切なことだと思います｡ 

ある人は宗教や神ということは､朝か､夜か､または時々祈り願う時だけ必要であり､そのほかの

時は神と自分との関係や､また私たちの上に神の影響があるということは忘れて生活しているよ

うです｡しかし､それはただ私たちが忘れているというだけで､その間は神の力が働いていないと

いうことではありません｡ 
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Kono-kotowa shizen-kaini reiwo tori-masu-naraba, mazu taiyōni tsuite kangaete mirutoˇ 

yoku wakaruto omoimasu.  Tenkino warui-hi, kumono-nakani haitte iru taiyōwa chokusetsu-

ni watakushi-tachiwa miru-kotomo, mata atsuito kanjiru-kotomo ari-masenga ningenya 

hokano seibutsuni zenzen taiyōno eikyōga naito iū-kotowa arimasen.  Kumotta hidemo wa-

takushiwa kaiganni ite, kumowo tōshita shigaisenka, hakkiri wakarimasenga moshika-suruto 

sekigai-senka, tonikaku iroga kuroku natta kekenwo motte imasu. 

Tsugini inryokuni tsuite onaji kotoga iemasu.  Monoga ochita-tokiˇ watakushi-tachiwa 

inryokuwo ishiki-shimasuga, monowo otoshita-toki-dake inryokuga aru-nodewa-naku 

itsudemo kawarinaku ariamsu. 

[Mata asano kimochiga iitokiya, tsukareta-toki watakushi-tachiwa ishiki-shite 

shinkokyūwo shite kūkiwaˇ kimochiga iito kanji-masuga, sono hokano tokiwa kūkino aru-

kotowomo jibunga kokyūwo shite-iru kotomo kanjitewa imasen.  Keredomo daremo kūkiwa 

naitomo ikiwo shinakute iitomo omottewa imasen-deshō.] 

Kateino nakademo [minasanga] otōsan, o-kāsanni monowo nedattari okozukaiwo morat-

tari, mata iroirona kotoga okotta-tokidake, oyano aijōwo kanjirukamo  

shiremasenga nandemo nai 

 

2 

 

このことは自然界に例を取りますれば､先ず太陽について考えてみると､よく分かると思いま

す｡天気の悪い日､雲の中に入っている太陽は､直接に私たちは見ることも､また熱いと感じること

もありませんが､人間やほかの生物に全然太陽の影響がないということはありません｡曇った日で

も私は海岸にいて､雲を通した紫外線かはっきり分かりませんが､もしかすると赤外線か､とにか

く色が黒くなった経験を持っています｡ 

次に､引力について同じことがいえます｡ものが落ちた時､私たちは引力を意識しますが､ものを

落とした時だけ引力があるのではなく､いつでも変わりなくあります｡ 

また朝の気持ちがいい時や､疲れた時､私たちは意識して深呼吸をして､空気は気持ちがいいと

感じますが､そのほかの時は空気のあることも､自分が呼吸をしていることも感じてはいません｡

けれども誰も空気はないとも､息をしなくてよいとも思ってはいませんでしょう｡  

家庭の中でも､みなさんがお父さん､お母さんにものをねだったり､おこづかいをもらったり､ま

た色々なことが起こった時だけ､親の愛情を感じるかも 
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shiremasenga nandemo nai toki-demo oyawa iroirona kotowo tōshite kodomono tameni ko-

korowo tsukatte imasu. 

 

Takusanno reiwo tori-mashitaga Kamino chikaramo korerano kototo onajide arimasu.  

Paulmo Kamino chikarato iū-monowa shijū watakushi-tachino uchini, mata hikano hito-

bitono uchinimo, sekaijū-nimo hataraite ite, tsuneni watakushi-tachino seikatsuni eikyōga 

aruto shinji, sono-tsumoride mainichi seikatsu-shite imashita-shi (Dakara) watakushi-tachi-

nimo sono-yōni oshiete imasu.    → 

 

Kono-yōni Kamino aiˇ Kamino chikarano nakaniˇ watakushi-tachiga ikite irunode ariˇ 

sono chikarawa Kamiwo shinjiruto, shinji-nai toni kakawarazu subeteno monono ueni hata-

raite irunode arimasuga, shikashi sono chikarawo shirazu, muishikini sugosu hitotachiwa 

sono Kamino chikarawo jibunno monoto suru-kotoga dekizu, tokubetsuno megumiwo ukeru 

kotowa dekimasen.  Konotoki Kamino chikarawo shinji, sono chikarani kyōryoku-suruyō, 

Kamito-tomoni aru-yōni seikatsu-surunaraba donnani uyūwakuga arōto kon-nanga aroto 

kokoroni heiwaga ariˇ sorewo nori-koeru chikarawa fushigini atae-rarete kurunode arimasu. 

Jesusno oshieni yoreba, Kamiwa  

watakushi-tachiga inoru 

 

3 

 

しれませんが､なんでもない時でも､親は色々なことを通して子どものために心を使っています｡ 

たくさんの例を取りましたが､神の力もこれらのことと同じであります｡パウロも神の力という

ものは始終私たちのうちに､またほかの人々のうちにも､世界中にも働いていて､常に私たちの生

活に影響があると信じ､そのつもりで毎日生活していましたし､私たちにもそのように教えていま

す｡ 

このように神の愛､神の力の中に､私たちが生きているのであり､その力は神を信じると信じな

いとにかかわらず､全てのものの上に働いているのでありますが､しかしその力を知らず､無意識

に過ごす人達は､その神の力を自分のものとすることができず､特別の恵みを受けることはできま

せん｡この時､神の力を信じ､その力に協力するよう､神とともにあるように生活するならば､どん

なに誘惑があろうと､困難があろうと､心に平和があり､それを乗り越える力は不思議に与えられ

てくるのであります｡ 

イエスの教えによれば､神は 



Gillett Note -4 

 - 198 - 

 

(4 

watakushi-tachiga inoru-maeni, watakushi-tachini naniga hitsuyōde aruka chanto shitte ite 

kudasaru-node arimasu.  Mata takusanna kotobaya tada “Shuyo, Shuyo” toiū dakeno inoriwo 

kiki tamōnodewa naku, hontōni kokorowo hiraki, Kamino chikaraga watakushi-tachino ueni 

itsumo hataraite ite kudasaru kotowo kansha-suru kotoga ichiban taisetsuna kotode arimasu. 

 

Paulwa itsumo inorito, kanshato, yorokobino seikatsuwo okuri-nasaito kuri-kaeshi ku-

rikaeshi itte orimasu.  Kamiga tomoni ite-kudasaru kotowo shinji, soreni tai-suru kanshano 

inoriwoˇ tsuneni wasure-naide iru-koto-kosoˇ watakushi-tachiga tsuneni Kamito tomoni iru-

kotode ari masu. maeni hanashita ‘Takai michi’ wo aruku monoto naru-node arimasu.  

Sōshite soko-kara hajimete hontōni Kamino chikarawo shiru-kotoga dekiru-node ari, hokano 

hito-bito-emo Kamino aiwo arawashite seikatsu dekiru-nodato watakushiwa kanji, taiken-

shite orimasu. 

4 

 

私たちが祈る前に､私たちに何が必要であるか､ちゃんと知っていてくださるのであります｡また､

たくさんな言葉や､ただ｢主よ､主よ｣というだけの祈りを聞きたまうのではなく､本当に心を開き､

神の力が私たちの上に何時も働いていてくださることを感謝することが､一番大切なことであり

ます｡ 

パウロは､いつも祈りと､感謝と､喜びの生活を送りなさいと､繰り返し､繰り返､し言っておりま

す｡神がともにいてくださることを信じ､それに対する感謝の祈りを常に忘れないでいることこ

そ､私たちが常に神とともにいることであり､前に話した｢高い道｣を歩くものとなるのでありま

す｡そしてそこから始めて本当に神の力を知ることができるのであり､ほかの人々へも神の愛を表

して生活できるのだと､私は感じ､体験しております｡ 
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  329 1-2           FUTATSU NO MICHI     8 9, -15 

Mataini-yoru Fukuinsho 6-shō 24-setsu setsuni “Daremo futarino shujinni kanetsuka-

eru kotowa dekinai.  Ippōwo nikunde tahōwo aishi, aruiwa ippōni shitashinde tahōwo uton-

jiru karade aru.  Anatakatawa Kamito, tomi toni kanetsuka-eru kotowa dekinai.” to kaite 

arimasu. 

Kamito tomi toiū iikatawa mada (minasan-niwa) Anatagata-niwa amari pinto kanji-nai∧

hitogaaru- kamo shiremasenga, tomi towa zaisanya busshitsu dakewo iū-nodewa naku, motto 

hiroku kairaku toiū-kotomo imishite imasu.  Iikae-masuto Iikaeru-naraba ｢wata-

kushitachino mainichi, mainichino seikatsuniwa kanarazu futatsu-no michiga aruto iū-

kotodesu.  ｢Igino-aru seikatsuto kairakuwo-ou seikatsu, kono-yōni futatsu aru michidesu-ga 

dōshitemo futatsuno michiwo ichidoni yuku-kotowa dekimasen.  Dochirakano michi hitotsu-

dakewo eraba-nakereba narimasenga, sorewa mochiron hitori-bitorideˇ kangae-kimeru 

hazudesu.｣  Konotoki yoku kangae nakereba naranai kotowaˇ sono michiga iika waruika toiū 

kotodenaku * sono michiwo aruite yukebaˇ dokoe yuku-kotoga dekirukaˇ toiū kotoga taisetsu-

na kotode-ariˇ sono yukitsuku tokoro, jibunno yukitai me/ateni  

                                      yotteˇ aruku 

 

 マタイ 6:24    讃美歌 326(1､3､5)､ 329(1､2)                                         1 

二つの道          1957/6/20 

 

マタイによる福音書6章24節に､｢だれもふたりの主人に兼ね仕えることはできない｡一方を憎ん

で他方を愛し､あるいは､一方に親しんで他方をうとんじるからである｡あなたがたは､神と富とに

兼ね仕えることはできない｣と書いてあります｡ 

神と富という言い方は､まだあなた方にはあまりピンと感じない人があるかもしれませんが､富

とは財産や物質だけを言うのではなく､もっと広く快楽ということも意味しています｡言い換える

ならば､私たちの毎日まいにちの生活には､必ず二つの道があるということです｡意義のある生活

と快楽を追う生活､このように二つある道ですが､どうしても二つの道を一度にゆくことはできま

せん｡どちらかの道一つだけを選ばなければなりませんが､それはもちろん一人びとりで考え決め

るはずです｡この時よく考えなければならないことは､その道がよいか悪いかということでなく､

その道を歩いてゆけば､どこへゆくことができるかということが､大切なことであり､その行き着

く所､自分の行きたい目当てに 
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yotte aruku michiwo erabu-noga mottomo kenmeina yari-kata desu.   

Tatoeba michino ryōgawani kireina kusabanano saite-iru michi, aruiwa aruki-yasui 

dekobokono-nai michiwo yoi-michidato ∧omotte erandari shitemoˇ, sono yukisakiwa, yukido-

mari dattari, mata dan-dan michiga waruku nattari mata yukitsu-ita tokoroni nanimo na-

kattari suru-kotoga arimasu.  Hantaini semai aruki-nikui michiwo aruitato-shitemo sono 

yukisakini subarashii keshikino tokoroga attari miharashino yoi tokoroe deraretari shimasu. 

Jinseino michimo koreto onaji yōna monode kekkyokuwa hyōmenno utsukushisaya 

rakuna michiwo erabu koto yorimo, kekkawo mi-tooshite (chanto-shita)tadashii mokutekiwo 

motte soreni yukitsuku-tameno michiwo eraba-nakutewa narimasen.  Mottomo mijikana 

kotowo iimasu-naraba eigawo miru-kotowa kesshite warui-kotodewa arimasen.shi,  Mata 

shōsetsu nadomomo yomu-kotomo warukuwa arimasenga, sono-toki yoku kangae-neba nara-

nai kotowa sorerano kotono shōraini oyobosu kekkawo kangae, jūbun jibunde handan shite-

kara suru-beki desu.  × 

Kono-yōni futatsuno 

 

2 

 

よって歩く道を選ぶのが最も賢明なやり方です｡ 

たとえば､道の両側にきれいな草花の咲いている道､あるいは歩きやすい凸凹のない道をよい道

だと思って選んだりしても､その行き先はゆき止まりだったり､まただんだん道が悪くなったり､

またゆき着いた所に何にもなかったりすることがあります｡反対に狭い歩きにくい道を歩いたと

しても､そのゆき先に素晴らしい景色のところがあったり､見晴らしのよい所へ出られたりしま

す｡ 

人生の道もこれと同じようなもので､結局は表面の美しさや楽な道を選ぶことよりも､結果を見

通して正しい目的をもって､それに行き着くための道を選ばなくてはなりません｡最も身近なこと

を言いますならば､映画を観ることは決して悪いことではありませんし､また小説なども読むこと

も悪くはありませんが､その時よく考えねばならないことは､それらのことの将来に及ぼす結果を

考え､自分自分で判断してからするべきです｡ 
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Kono-yōni watashitachiga (seikatsu) seikatsu shite yuku-baai  ̌itsumo dono michiwo yukukawo se-

mararete imasu. 

Kokoni “Oxenham” toiū hitono taihen kaita yoi shiga arimasu node  ̌sorewo yonde mimaashō. 

“Dareno maenimo michiwa hirakete-iru, 

   Sama-zama ∧na tadoru-beki michiga, 

Takakiwo nozomu hitowa, takai michiwo,  ̌

   Hikukiwo erabu monowa, hikui michiwo,  

Sono chūkanwo, tada atemo-naku, 

   ooŌkuno hitowa samayoi aruku, 

Subeteno hitono maeni hirakareta 

   michi - wa futatsu 

Takakii michito, hikukii-mochi, 

Tamashiino tabdoru-beki mochiwo 

   Mizu-kara erabi, kime-nakereba neba naranai.”  

Kono shini takakiwo nozomu monowa takakii michiwo aruku to kaite aru yōni sore-zoreno moku-

tekini sotta michiga aru hazudesu.  Yoi kotowo nozomi-nagara  ̌yoku-nai michiwo aruita nodewa dōshite-

mo yoi tokoroe yukitsuku kotowa dekimasen.  Naniwo mokutekini suruka, naniwo chūshinni-shita 

seikatsuwo surukani yotte  ̌aruku michimo shizen chigatte kuru hazudesu 

Kono yono nakaniwa 

 

2 

 

このように私たちが生活してゆく場合､いつもどの道をゆくかを迫られています｡ 

ここに｢オクソナム｣(Henry Nutcombe Oxenham? 1929.11.15～1888.3.23  神学者 聖公会か

らローマンカトリックに改宗)という人の書いたよい詩がありますので､それを読んでみましょう｡ 

   ｢誰の前にも道は開かれている､様々な辿るべき道が､ 

  高きを望む人は､高い道を､低きを選ぶ人は低い道を 

    その中間を､ただ当てもなく､多くの人はさまよい歩く､ 

  すべての人の前に開かれた道は二つ､ 

  高い道と､低い道､魂の辿るべき道を 

  自ら選び､決めねばならない｣ 

この詩に､高きを望むものは高い道を歩く､と書いてあるように､それぞれの目的に添った道が

あるはずです｡よいことを望みながら､よくない道を歩いたのでは､どうしてもよい所へゆき着く

ことはできません｡なにを目的にするか､なにを中心にした生活をするかによって､歩く道も自然

違ってくるはずです｡ 
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Kono yono nakaniwa iro-irona tanoshimiga arimasushi mata tabe-monono kotoˇ kiru-

momonono koto nadowa taisetsu desuga gochisowo tabeyō toka, utsukushii monowo kitai-surō 

toka tanoshimitai toka iu kotowo mokutekito sezu “Kamini yoru sei-katsuwo chūshintoshi, 

mokutekito-shite sono meateni mukatte aruku michiwo erabu koto//koso ichiban taisetsuna 

kotode arimasu. 

Iesu shitagatte-  to tomoni 

4 

 

この世の中には色々な楽しみがありますし､また食べ物のこと､着るもののことなどは大切です

が､ご馳走を食べようとか､美しいものを期待するとか､楽しみたいとかいうことを目的とせず､

｢神｣による生活を中心とし､目的としてその目当てに向かって歩く道を選ぶことこそ､一番大切な

ことであります｡ 
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ENPITSU NO HANASHI     College              8/26/57 

Garateya : Ⅵ 3-5                                  23-1,2 ; 3-5 

         299(F_547) 

Americani Konna hanashiga arimashita.  Senseōno toki, senjōni dete/ita heitai-tachiwa  ̌

toki-doki jibunno uchie tegamiwo kakimashita.   Sono/uchi hitorino heitaiwa okāsanni ∧im-

pitsu de iroirona kotowo kaita atoni “Kono tegamino nakani machigaiga arukamo shire-ma-

senga, sorewa watashino sekinin-dewa-naku, kono kaite-iru enpitsuno sekininde-aru”.  to 

kaki-soe/mashita. 

Korewa kyokutanna reide arimasuga, yoku kangaete-miruto watashitachi-nimo tokidoki 

konoyōna kotoga arimasu.  

“Gakkōno jikanni mani-auyōni iewo dekakeyōtoˇ shite/ita-nodesuga, okāsanni chotto 

yōjiwo tanomareta-node osoku nari-mashita.” toka, “Watakushiwa hayaku dekaketa-noni 

denshaga konakatta.” toka-iū/ iiwakewo yoku kikimasuga, sono-toki/ hatashite jibun-niwa 

mattaku sekininga nai-noka, matawa jikanni yoyūwo tora-nakatta kotowa jibunno sekinin-

dewa naika, yoku hansei-shite-mireba, wakaruto omoimasu.  Mata “anataga soba-kara 

hanashi-kakeru-kara arai-kakete-ita chawanwo  

otoshite watte-shimatta 

 ガラテヤ 6:3-5    讃美歌 354､ 23(1､3､4)､ 299                                        1 

鉛筆の話          1957/8/26 (カレッジ･中学校) 

 

アメリカにこんな話がありました｡戦争の時､戦場に出ていた兵隊たちは､時々自分の家
うち

へ手紙

を書きました｡そのうち一人の兵隊は､お母さんに鉛筆で色々なことを書いた後に､｢この手紙の中

に間違いがあるかも知れませんが､それは私
わたし

の責任ではなく､この書いている鉛筆の責任である｣

と書き添えました｡ 

これは極端な例でありますが､よく考えてみると､私たちにも時々このようなことがあります｡ 

｢学校の時間に間に合うように､家を出かけようとしていたのですが､お母さんにちょっと用事

を頼まれたので遅くなりました｣とか､｢私は早く出かけたのに､電車が来なかった｣とかいう言い

訳をよく聞きますが､その時果たして自分には全く責任がないのか､または時間に余裕を取らなか

ったことは自分の責任ではないか､よく反省してみれば､分かると思います｡また､｢あなたがそば

から話しかけるから､洗いかけていた茶碗を 
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otoshite watte-shimatta,” nadoto,  ̌reiwo agereba kiriga naihodo, watakushi-tachiwa nani-

goto-kanoˇ sekininwo jibunno-nakani miyōto-shinaide  ̌jibun-igaini motte yuku kotoga ōi-no-

dewa-naide-shoka? 

Mochiron watashi-tachiwa hitori-dakede seikatsu-suru kotowa naku, otagaiga sekininwo 

mochi-awaneba narimasenga, watashi-tachiwa aru teido made jibunni sekininga-aru kotowo  ̌

jikaku-shite, jibunde chanto hatasa-nakereba narimasen.  Hitori, hitoriga  ̌sono-yōni kokoro-

gakete ireba/ shizenni gakkō-seikatsuga yoku-natte  ̌subeteno kotoni kōkaga agaru node ari-

masu. zentaino tameni naru totomoni minasan hitori hitorino yoi jn∧kaku jinkaku to naru no 

de a. 

Inori                                                               299(654 7) 

Seishono, Garateya-bito-eno Tegami 6-shō 3-setsu kara 5-sedtsu-nimo, ‘Paul’wa “Moshi 

aru hitoga jijitsu sōde nainoni, jibunga nanika erai monode aruyōni omotte iruto sureba, sono 

hitowa jibunwo aza-muite iru-node aru.”  “Hitori-bitori jibunno okonaiwo kentō-shite miruga 

yoi.  Sōsureba jibun dake-niwa hokoru kotoga deki-temo, hokano hito-niwa hokore-naku 

narude arō.  Hitowa sore-zore jibun-jishinno omo-niwo oubekide-aru”.  to-nobe  ̌sakino-

hanashito onaji kotowo itte 

orimasu.    prayer 

             Prayer  

 

2 

 

落として破ってしまった｣などと､例を挙げれば切りがないほど､私たちは何事かの責任を自分の

中に見ようとしないで､自分以外に持ってゆくことが多いのではないでしょうか？ 

もちろん､私たちは一人だけで生活することはなく､お互いが責任を持ち合わねばなりません

が､私たちは自分に責任があることを自覚して､自分でちゃんと果たさなければなりません｡一人

ひとりがそのように心がけていれば､自然に学校生活がよくなって全体のためになるとともに､み

なさん一人ひとりのよい人格となるのであります｡ 

聖書のガラテヤ人の手紙6章3節から5節にも､｢パウロ｣は｢もしある人が､事実そうでないのに､

自分が何か偉いものであるように思っているとすれば､その人は自分を欺いているのである｣｡｢ひ

とりびとり､自分の行いを検討してみるがよい｡そうすれば､自分だけには誇ることができても､他

の人には誇れなくなるであろう｡人はそれぞれ､自分自身の重荷を負うべきである｣と述べ､先の話

と同じことを言っております｡ 
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                 Inori    

W-t-wa korekara no seikatsuni oite  

② * Dai nigakkino hajimeni-atari enpitsuni sekininwo owasu-yōna iiwakewo shinaide 

jibunde yatta kotoniwa jibunde sekininwo motsuyōni kokorogakete- kesshin-shite -seikatsu-

shite ∧yuku kotoga dekiru yōni  itadaki-taito kibōshite orimasu.**   

①→Ware-wareno Chichi-naru Kamiyo, watakushi-tachiwa itsumo anatano uchini iki, ana-

tano mimaeni orinasu kotowo fukaku kansha-itashimasu. *  

** 

③  o-michibiki-wo ataete-kudakusai.  Shu-Jesus’no mina-ni yotte, kono mijikai kansha-to, 

negai-wo o-sasage-itashimasu. 

A-men 

 

Watakushiga shuyō 

Shiken-know when! 

Help us know weak pts 

Helps us study 

3 

 

祈り 

 

我々の父なる神よ､私たちはいつもあなたのうちに生き､あなたのみ前におりますことを､深く感

謝いたします｡ 

私たちは第 2学期の初めに当り､これからの生活において､鉛筆に責任を負わすような言い訳を

しないで､自分でやったことには自分で責任を持つように心がけて､生活してゆくことができるよ

うに､お導きを与えてください｡ 

主イエスのみ名によって､この短い感謝と願いをお捧げ致します｡      ア－メン 
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Shikenni tsuitemoˇ koreto onajiyōna kangaeya  ̌taidoga aruto omoimasu.  Watakushiwa 

byōkiwo shita-karaˇ jūbunni benkyōga dekinakatta, mata aru hitowa  ̌watakushino uchiwa 

amari yakamashii-node ochitsuite benkyōga dekinai, nadotoˇ shikenno dekinakatta kotowo 

jibunno sekininde naiyōni iū-kotoga arudeshō. 

Shikashi, kangae-katani yoreba  ̌shikenwa higoro-karano junbiga ichiban taisetsuna-

kotode ari, shikenno tameni ˇbenkyō-suru-nodewa-naku, gakuseino sekinin-to-shite benkyō-

shinakereba naranaitoˇ kangae-nakereba-narimasen. 

Kotoshino dentō-shūkanno mokuhyōwa “Watashiga-shiyō!” to –iū-node ari-mashitaga, 

kangaete-miru-naraba, kono “Watashiga-shiyō” toiū-kotowa jibun-jishinga sekininwo  ̌

motsutoiū-kotoni fukai kankeito tsunagariga aruto omoimasu.   

 

4 

中学校          1957/8/26 

 

試験についても､これと同じような考えや態度があると思います｡私は病気をしたからじゅうぶ

んに勉強ができなかった､またある人は私の家
うち

はあまりやかましいので落ち着いて勉強ができな

い､などと試験のできなかったことを､自分の責任でないように言うことがあるでしょう｡ 

しかし､考え方によれば､試験は日ごろからの準備が一番大切なことであり､試験のために勉強

するのではなく､学生の責任として勉強しなければならないとならないと､考えなければなりませ

ん｡ 

今年の伝統週間の目標は､｢私
わたし

がしよう！｣というのでありましたが､考えてみるならば､この

｢私がしよう｣ということは､自分自身が責任を持つということに､深い関係とつながりがあると思

います｡ 
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SŌRITSU  KINENBI                    9/16/53 

9/16/57 

Kyo kokoni Sh K Gakkōno sōritsu 6771 shūnen no kinenbiwo mukae minasama to 

tomoni ∧mukae  ̌makotoni yorokobashii k to om-su. 

Kono hiwo mukae 67 nen izen no sōritsu-tōji no jōtaiwo kangaete mitai to om-su.  Kore-

wo amari kuwashiku shiraberu k-ga dekimasen deshitaga tonikaku tōji joshi-no kyōiku 

kikanwa/ shogakkō no hokawa amari ar-sen de-ta.  Mata joshi no seikatsu-kenga amari mi-

tomerarezu ippan-niwa kyōiku no hitsuyōga nai to made sarete im-ta. 

Sōritsusha no Ninomiya Bokushiwa Xn no tachiba kara mite joshi∧nimo danshi to onaji 

yōni  ̌kyōiku senenba naranai shimeiwo okanjini nariˇ wazuka no joshiwo atsumete juku no 

yōna monowo  ̌hajimeraremashita.  Sono bashowa Ide-bushi-machi no | genzai Kyōdō Kyōkai 

no aru atari no  ̌kojin no iewo tsukatte im-ta. Seitowa san-yonin-de sensei no kazu to onaji 

gurai data deatta to no k- desu.  

Futsū no kateidewa joshiga gakkōe yuku k-ni rikaiga naku/ kajiteino hantaiwo oshikitte 

gakkōe yuku k-wa nami-nami-naranu-kurōga ari-ta.  Tatoeba hitori no seito nadowa asa 

hayaku okite ieno shigo-towo shi/ ofuro no mizukumimo (imagoro no yōni suidōya pumpudewa 

naku) ido-mizuwo kumi-agete kara/ gakkōe kuru to iū yōna jōtai deshita.  Kono yōni benkyō-

wo suru seitomo kurushimi 

 1 

創立記念日          1953/9/16    1957/9/16  

 

今日ここに東雲高等学校の創立 67(71)周年の記念日を､みなさまとともに迎え､まことに喜ばし

いことと思います｡ 

この日を迎え､67年以前の創立当時の状態を考えてみたいと思います｡これをあまり詳しく調べ

ることができませんでしたが､とにかく､当時女子の教育機関は､小学校のほかはあまりありませ

んでした｡また女子の生活権があまり認められず､一般には教育の必要がないとまでされていまし

た｡ 

創立者の二宮牧師は､クリスチャンの立場からみて､女子にも男子と同じように 教育せねばな

らない使命をお感じになり､わずかの女子を集めて塾のようなものを始められました｡その場所は 

出渕町の､現在協同教会のあるあたりの個人の家を使っていました｡生徒は 3､4人で､先生の数と

同じぐらいであったとのことです｡ 

普通の家庭では､女子が学校へゆくことに理解がなく､家庭の反対を押し切って学校へゆくこと

は､なみなみならぬ苦労がありました｡ たとえば､一人の生徒などは朝早く起きて家の仕事をし､

お風呂の水汲みも(今頃のように水道やポンプではなく)井戸水を汲み上げてから､学校へ来るとい

うような状態でした｡このように勉強をする 
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(2) 

seitomo kurushimi sōritsu tōji no senseigatamo gakkōno keiei no tameni kurushinde orareru 

nakade’ inorino seikatsuga donnani chikara-zuyoi k- dattaka genzaini oitewa sōzō-saie-mo 

dekimasen. 

→ Kono sōritsusha Ninomiya Sensei kara genzai madeni rokunin no kōchōwo hete 67 

nen tachimashita. ↓ Ninomiya shodai kōchōni oai shita k-wa a-senga nidai-me no Judson-

sensei kara ato no kōchōwa yoku shitte im-ta.  

Yushū naru seisekide daigakuwo sotsu-   yashinga naku-  Shimeiwo kanjite 

Kono rokunin no 

Kono yōni rekidai kōchō no seikakuwa sorezoreni chigatte oraremashitaga sono konteini 

nagareru seishin/ kono gokkōwo keiyei-shite yuku mokutekini oitewa/ ikkan shita monoga ari-

ta.  Sunawachi sorewa K-kyōno dodai no ueni emman na-ji∧nkaku no ∧de katsu kenmeina 

fujinwo tsukuru k- de a-su.  Sono dodai towa Iesu no go-seikatsu de ari seisho de a-su.  Kono 

yōna Iesuni yoru shinkōwa Kami no aiwo uke  ̌sono aiwo motte  ̌rinjin to no majiwaruwo suru 

k- de ari sunawachi Kami to Iesu to Kirisutosha oyobi Kirisutosha de nai hito to tomoni 

shitashii tanoshii kiyoi majiwariwo seikatsuwo suru koto de a-su.  

Korewo dodaini shite/ kizuki-ageta jinkakuwa emman naru jinkaku de ari 

 kono yōna fujinwo 

 2 

 

生徒も苦しみ､創立当時の先生方も学校の経営のために苦しんでおられる中で､祈りの生活がどん

なに力強いことだったか､現在においては想像さえもできません｡ 

この創立者二宮先生から現在までに 6人の校長を経て 67年経ちました｡二宮初代校長にお会い

したことはありませんが､2代目のジャドソン先生から後
あと

の校長はよく知っていました｡  

優秀なる成績で大学を卒業､ 野心がなく､使命を感じた､この 6人の校長の性格はそれぞれに違

っておられましたが､その根底に流れる精神､この学校を経営してゆく目的においては､一貫した

ものがありました｡ すなわち､それはキリスト教の土台の上に､円満でかつ賢明な婦人をつくるこ

とであります｡その土台とはイエスのご生活であり､聖書であります｡このようなイエスによる信

仰は神の愛を受け､その愛をもって隣人との交わりをすることであり､すなわち神とイエスとキリ

スト者およびキリスト者でない人とともに､親しい楽しい清い生活をすることであります｡  

これを土台にして､築き上げた人格は円満なる人格であり 

続く文が見当たらない｡ 
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(3)       57                              9/16/57 

Kōshite kizuite-yuku jinkakuto tomoni gakusei-toshite taisetsuna kotowa gakumonni hagemu 

kotode arimasu. 

 

Joshiga danshi-yorimo rettōshi-sarete-ita sōritsu-jidaini oite-sae  ̌Ninomiya-senseiwa 

joshino kyōikuno hitsuyōwo kan-jirare-mashitaga kono-kotowa genzaini-oite  ̌nao issō kyōchō 

sareneba naranai kotodesu.  Joshino chiiga takamerareta towa/ie jissaini oitewa madamada 

danshito dōtōni naru-kotowa mutsukashii-shi maeno jidaini okeru, joshiwa ichidan shitano 

dankaini aru-monoto sarete-ita kankakuya kangaekataya joshiwa dan-shi-hodo benkyō-

shinakutemo iito-iu kimochiga tabunni nokosarete iruto omoimasu. 

 

Shikashi shakaino jōtaiwa koko jū-sū-nenno aidani monosugoi “speed”de utsuri-kawari, 

kagakumo shinposhi, kenmeina handanya jikkōryōkuno aru hitode nakereba dandanto yono-

naka-kara torinokosareru yōni narimashita. 

 

Kono-kotowa sekaino ugokiya, kokunai-no-seiji, keizaino yōni ōkii mono-kara (fuj) fujinno 

shigotode-aru kateino nakano ikujiya ryōriya mata denkino setsubini itaru-made eikyō 

3 

 

こうして築いてゆく人格とともに､学生として大切なことは学問に励むことであります｡ 

女子が男子よりも劣等視されていた創立時代においてさえ､二宮先生は女子の教育の必要を感

じられましたが､このことは現在においてなお一層強調されねばならにことです｡女子の地位が高

められたとはいえ､実際においてはまだまだ男子と同等になることは難しいし､前の時代における

女子は､一段下の段階にあるものとされていた考え方や､女子は男子ほど勉強しなくてもいいとい

う気持ちが多分に残されていると思います｡ 

 

しかし､社会の状態はここ十数年の間にものすごい｢スピード｣で移り変わり､科学も進歩し､賢

明な判断や実行力のある人でなければ､だんだんと世の中から取り残されるようになりました｡ 

 

このことは世界の動きや､国内の政治､経済のように大きいものから､婦人の仕事である家庭の

中の育児や料理や､また電気の設備に 
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4(57)                              9/16/57 

itaru-made eikyō sarete orimasu. 

 

Kono-yōna-kotowo omou-toki, danshito joshi-toga kanzenni onaji kamokunowo (kotowo 

onajini) benkyō-suru hitsuyōwa naito shitemo, joshi-niwa joshi-narino benkyōwo-shite-  ̌

danshini makenai-dakeno doryokuwo suruto-iu-kotowa taisetsuna kotode ari, kono-kotoni oiteˇ 

hontōni danshito onaji “Level”ni tatsu-kotoga dekiru-node arimasu. 

 

Kono-yōni-suru-kotowa  ̌minasan hitori hitorino tameni-naru dakedenaku  ̌kore-kara 

nochino jidaino hito-tachino tamenimo-naru kotode arimasu.  Kishano kikanshuwa tada 

jibunno notteiru kikanshawo hashirasu tameni-dake∧ni hataraite-iru-nodewa-nakuˇ ushironi 

hippatte-iru kamotsu-resshaya kyakushano tameni hataraite iru-toiu hanashiwo kiita kotoga 

arimasuga, minasanmo chōdo sono kikanshuto onaji yōni  ̌ato-kara kuru hitono tamenimo zehi 

chikarawo tsukushite itadakitai monodesu. 

 

Kōshite gakumonto jinkakuga “balance”wo totte seichō-shite-yuku-noga mottomo 

nozomashii-node ari, konouchi dochirakano ippōga kaketa-toshitemo sorewa ningen-toshite 

kanzende-naito omoimasu. 

Minasanwa tetsudōno 

 
4                 

 

至るまで影響されております｡ 

このようなことを思うとき､男子と女子とが完全に同じ科目を勉強する必要はないとしても､女

子には女子なりの勉強をして､男子に負けないだけの努力をするということは､大切なことであ

り､このことにおいて本当に男子と同じ｢レベル｣に立つことができるのであります｡  

このようにすることは､みなさん一人ひとりのためになるだけではなく､これから後
のち

の時代の人

達のためにもなることであります｡汽車の機関手はただ自分の乗っている機関車を走らすために

だけに働いているのではなく､後ろに引っ張っている貨物列車や客車のために働いているという

話を聞いたことがありますが､ みなさんもちょうどその機関手と同じように､あとから来る人の

ためにもぜひ力をつくしていただきたいものです｡ 

こうして学問と人格が｢バランス｣をとって成長してゆくのが､最も望ましいのであり､このうち

どちらかの一方が欠けたとしても､それは 人間として完全でないと思います｡ 
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5(57)                                     9/16/57 

Minasanwa tetsudōno “rail”wa nihonga “balance”wo totte-ite hajimete “rail”no yakumega 

kanzenni hatasareru kotowo shitte orareru-deshō. 

 

Konokotowo yoku kangaeteˇ kono tokushoku-aru gakkōni nyūgaku-shita -kara niwaˇ 

shinkōni neza-shita gakusei-seikatsu-wo okuri, issō benkyō-nimo seiwo-dashi doryoku shite-

yuku-kotowo setsubō-shite orimasu. 

 

Korewo motte kyō-no yorokobino-hi-no kotobani itashi-masu. 

 

5                  

 

みなさんは鉄道の｢レール｣は 2本が｢バランス｣を取っていて初めて､｢レール｣の役目が完全に果

たされることを知っておられるでしょう｡ 

このことをよく考えて､この特色ある学校に入学したからには､信仰に根ざした学生生活を送り､

一層勉強にも精を出し､努力してゆくことを切望しております｡ 

これをもって､今日の喜びの日の言葉にいたします｡ 
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1 

 

七
十
一
周
年
創
立
記
念
日      

昭
和
三
十
二
年
九
月
十
六
日 

今
日､

こ
こ
に
東
雲
学
園
の
創
立
七
十
一
周
年
の
記
念
日
を  

       

皆
様
と
共
に
迎
え 

眞
に
喜
ば
し
い
事
と
思
い
ま
す｡ 

創
立
者
の
二
宮
牧
師
は
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
立
場
か
ら
み
て
女
子
に
も

男
子
と
同
じ
様
に
教
育
せ
ね
ば
ば
ら
な
い
使
命
を
お
感
じ
に
な
り 

僅
か

の
女
子
を
集
め
て 

塾
の
様
な
も
の
を
創
め
ら
れ
ま
し
た｡

そ
の
場
所
は
出

渕
町
の
現
在
協
同
教
会
の
あ
る
あ
た
り
の
個
人
の
家
を
使
っ
て
い
ま
し
た｡ 

こ
の
創
立
者
二
宮
先
生
か
ら
現
在
ま
で
に
六
人
の
校
長
を
経
て
七
十
一

年
た
ち
ま
し
た｡

こ
の
様
に
歴
代
の
こ
の
六
人
の
校
長
の
性
格
は
そ
れ
ぞ
れ

に
違
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が､

そ
の
根
底
に
流
れ
る
精
神
―
こ
の
学
園
を
経

営
し
て
ゆ
く
目
的
―
に
於
て
は
一
貫
し
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た｡

即
ち
そ

れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
土
台
の
上
に
円
満
で
且
つ
賢
明
な
婦
人
を
創
る
こ
と

で
あ
り
ま
す｡

そ
の
土
台
は
イ
エ
ス
・キ
リ
ス
ト
の
御
生
活
で
あ
り､

聖
書
で

あ
り
ま
す｡

こ
の
様
な
イ
エ
ス
・キ
リ
ス
ト
に
よ
る
信
仰
と
は､

神
の
愛
を
浮

け､

そ
の
愛
を
も
っ
て
隣
人
と
の
交
わ
り
を
す
る
事
で
あ
り､

即
ち
神
と
イ

エ
ス
・キ
リ
ス
ト
と
キ
リ
ス
ト
者
及
び
キ
リ
ス
ト
者
で
な
い
人
と
共
に
親
し
い､

楽
し
い､

清
い
生
活
を
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す｡ 

こ
う
し
て
築
い
て
て
ゆ
く
人
格
と
共
に
学
生
と
し
て
大
切
な
事
は
学
問

に
励
む
事
で
あ
り
ま
す｡

女
子
が
男
子
よ
り
も
劣
等
視
さ
れ
て
い
た
創
立

時
代
に
於
て
さ
え､

二
宮
先
生
は
女
子
の
教
育
の
使
命
を
か
ん
じ
ら
れ
ま

し
た
が､

こ
の
事
は
現
在
に
於
て
な
お
一
層
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
で

す｡

女
子
の
地
位
が 
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2 

高
め
ら
れ
た
と
は
云
え､

実
際
に
於
て
は
ま
だ
ま
だ
男
子
と
同
等
に
な
る

こ
と
は
難
し
い
し､

ま
え
の
時
代
に
お
け
る
女
子
は
一
段
下
の
段
階
に
あ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
た
考
え
方
や､

女
子
は
男
子
程
勉
強
し
な
く
て
も
い
い
と

云
う
気
持
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す｡ 

然
し
社
会
の
状
態
は
こ
こ
十
数
年
の
間
に
物
凄
い
ス
ピ
ー
ド
で
移
り
変

り､

科
学
も
進
歩
し､

賢
明
な
判
断
や
実
行
力
の
あ
る
人
で
な
け
れ
ば､

だ

ん
だ
ん
と
世
の
中
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た｡ 

こ
の
事
は
世
界
の
動
き
や
国
内
の
政
治､

経
済
の
様
に
大
き
い
も
の
か
ら

婦
人
の
仕
事
で
あ
る
家
庭
の
中
の
育
児
や
料
理
や
又
電
気
の
設
備
に
至
る

ま
で
影
響
さ
れ
て
お
り
ま
す｡ 

こ
の
様
な
事
を
思
う
時､

男
子
と
女
子
と
が
完
全
に
仝
じ
課
目
を
勉
強

す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
も､

女
子
に
は
女
子
な
り
の
勉
強
を
し
て､

男
子

に
負
け
な
い
だ
け
の
努
力
を
す
る
と
い
う
事
は
大
切
な
事
で
あ
り､

こ
の
事

に
於
て､

本
当
に
男
子
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
立
つ
事
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す｡ 

こ
の
様
に
す
る
こ
と
は､

皆
さ
ん
一
人
一
人
の
た
め
に
な
る
だ
け
で
な

く､

こ
れ
か
ら
後
の
時
代
の
人
達
の
た
め
に
も
な
る
事
で
あ
り
ま
す｡

汽
車

の
機
関
手
は
唯
自
分
の
乗
っ
て
い
る
機
関
車
を
走
ら
す
た
め
だ
け
に
働
い
て

い
る
の
で
は
な
く､

後
に
引
っ
張
っ
て
い
る
貨
物
列
車
や
客
車
の
た
め
に
働
い

て
い
る
と
い
う
話
を
き
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が､

み
な
さ
ん
も
丁
度
そ
の

機
関
手
と
同
じ
様
に
後
か
ら
来
る
人
の
た
め
に
も
是
非
力
を
盡
し
て
い
た

だ
き
た
い
も
の
で
す｡ 

こ
う
し
て
学
問
人
格
が
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
成
長
し
て 
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270             Shokuin no Seisho-             13mei 

Rom 12. 9-21       Gakusei  Kitobi                                    11/19/57  1 

Kyō minasanni hanashiwo suru kikaiga atae-rareta kotowo yorokonde oarimasuga, 

korekara iimasu yōna kotoni tsuitewaˇ motto hi-kōshikitekini shitashiku hanashiatte mitaitoˇ 

higoro-kara omotte irukotode arimasu. 

Watakushi domoga gakkōno kyōshokuinto shiteˇ, seitowo shidō shinakereba naranai ko-

tono nakaniˇ gakkawo oshieˇ gakumonga dekiru yōni/ doryoku seneba naranai kotowa ium-

ademo arimasenga, sonokototo tomoniˇ jinbutsuwo tsukuruto iuka jinkakuwo tsukuru tamen-

imoˇ omoi sekininga aruto watakushiwa kanjite orimasu.  Desu 

Desukara gakumonwo oshieruto tomoni ｢seikatsuno taido, monono mikata, 

kangaekata｣ni tsuiteˇ shidō surukotoga taisetsude arimasu. 

                            Sōiu shidōga 

ローマ 12:9-21    讃美歌 270                                                          1 

職員の聖書    学生祈祷日          1957/11/19 

 

今日､みなさんに話をする機会を与えられたことを喜んでおりますが､これから言いますような

ことについては､もっと非公式に親しく話し合って見たいと日頃から思っていることであります｡ 

私どもが学校の教職員として､生徒を指導しなければならないことの中に､学科を教え学問がで

きるように努力せねばならないことは言うまでもありませんが､そのこととともに人物を創ると

いうか､人格を創るためにも､重い責任があると私は感じています｡ですから学問を教えるととも

に､｢生活態度､ものの見方､考え方について指導することが大切であります｣ 
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Soiū shidōga dekiru tameniwa watakushi-tachiwa onaji mokuhyōwoˇ motte iru-hazu-de-

arimasu.  Dakara sono-mokuhyō-ni kanō kangae-kata seikatsu-taidowo motte otagaini yatte 

yuka-nakereba narimasen. 

Kono-koto koso shūkyō gakkō-no shimei de ari mata igiga aruto omoimasu. 

Sōiu shidoga dekiru tamenihaˇ watakushi domoga onaji yōna kangae katato taidowo 

motte otagaini yatte yukanakereba narimasen.  Soshite sonokotoni oite shūkyō gakkōto 

shiteno igiga aruto omoimasu. 

 

Sono seikatsu-taidoto iu monowa aru kokorono mochikata, hitotsuno kakushinwoˇ sono 

kisotoshi, konponto shite yukaneba narimasen.  Sonokotowa aru teido madewa ishiki tekini 

kangaeˇ doryoku shinakereba narimasen. 

Kyūyaku-seishono saishoni ｢Hajimeni Kami tenchiwo tsukuri-tamaeri｣to iu kotobaga 

arimasuga, sono kotobano imiwa, sekainiwa hitotsuno mokuteki, igiga aruto iu kotodesu.  

Kono Kamini yotte tsukurareta uchū matawa  

 

2 

 

そういう指導ができるためには､私たちは同じ目標を持っているはずであります｡だからその目標

に適う考え方､生活態度をもって､お互いにやってゆかなければなりません｡ 

このことこそ宗教学校の使命であり､また意義があると思います｡ 

その生活態度というものは､ある心の持ち方､一つの核心をその基礎とし､根本としてゆかねば

なりません｡そのことはある程度までは意識的に考え､努力しなければなりません｡ 

旧約聖書の最初に､｢元始
は じ め

に神天地を創造
つ く

り給へり｣(創世記1:1)という言葉がありますが､その言

葉の意味は世界には一つの目的､意義があるということです｡この神によって創られた宇宙または 
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3 

sekai (ka)wa muimina monodewa naku, Kamini yoru nanrakano mokutekiwo motte sonzai 

shiteiru hazudesu.  Kono baai Kamito ittemo mata ShuTsukuri-nushi to iu kotobawo tsu-

kattemo, amari kagaku tekiya, gutai tekini hakkiri setsumei suru kotowa dekiamsenga, da-

karato-itte “Kami”ka mienai chikarano hatarakiga naito iu kotoniwa naranaito omoimasu. 

Kono hiroi uchū no kotowa kanzenni tetteitekini watashi tachino atamade kangaeˇ set-

sumei shitsukusareru monodewa arimasen. 

Kami niwa iroirona menga arudeshōga Christian wa sono Kamiwo daihyō tekini ara-

wasu tameni futsū mistsuno menwo ageˇ sorewo “Chichinaru Kami” “Seirei” “Miko”to 

itte orimasuga 

3 

 

世界は無意味なものではなく､神によるなんらかの目的を持って存在しているはずです｡この場合

神といっても､また造
つくり

主
ぬし

という言葉を使っても､あまり科学的や具体的にはっきり説明すること

はできませんが､だからといって｢神｣か見えない力の働きがない､ということにはならないと思い

ます｡ 

この広い宇宙のこのことは､完全に徹底的に私たちの頭で考え､説明しつくされるものではあり

ません｡神には色々な面があるでしょうが､クリスチャンはその神を代表的に表すために､普通三

つの面を上げ､それを｢父なる神｣､｢聖霊｣､｢御子｣と 
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4 

itte orimasuga, jissaiwa tsukurinushi to iukototo aiwo motte ningento tomoni imashiˇ wataku-

shi-tachiwa sono nakani iki ugoki sonzaishiteiru to iukotode arimasu.  Futsūno kateino baaiˇ 

hitorino chichi to iu ningendemo sono hitowa chichioyade aruto tomoniˇ shakaini dereba 

kaishano shachōdearu hitoga ari, mata yakuninde aru hitomo ari senseide aru hitomo ari-

masuga, sono shakaini okeru tachiba dakega sono hitono zenbudewa nakuˇ mata chichioyato 

iu koto dakega sono hitono zenbudewa arimasenga, kodomotoshitenoˇ tachiba karawa, jibunni 

ichiban kankeino fukai “otōsan” to iu kotobade sono hitowo hyōgenshiˇ sesshite irunodesu.  

Watakushitachito shitemo uchūno subete Kamino subetewo shitteiru 

 

4 

 

言っておりますが､実際は造
つくり

主
ぬし

ということと､愛をもって人間とともにいまし､私たちはその神の

中に生き､動き､存在しているということであります｡普通の家庭の場合､一人の父という人間で

も､その人は父親であるとともに､社会に出れば会社の社長である人があり､また役人である人も

あり､先生である人もありますが､その社会における立場だけがその人の全部でなく､また父親と

いうことだけがその人の全部ではありませんが､子どもとしての立場からは､自分に一番関係の深

い｢お父さん｣という言葉でその人を表現し､接しているのです｡私たちとしても宇宙の全て､神の

全てを知っている 
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5 

wakedewa arimasenga, watashi tachini ichiban kankeino aru “Chichinaru Kami”to iu koto-

bade sesshite irunode arimasu. 

Kono Kamino sonzaiwo kakushinshita seikatsu taidowo konpontoshite, subeteno kotowo 

yatte yukaneba narimasenga, kono “Chichinaru-Kami”to tomoni seikatsu shiteiru mono-

toshite Kami no tsukurareta sekaini auyōnaˇ, Kami no gokitaini souyōna yarikatawo shina-

kereba narimasen. 

Sono hitotsuwa “zenwo motte akuni katsu”to iukotode arimasu.  Boryoku toka kenryo-

ku to iumonowa hitono kokorowo shidōshi, yoi mononi tsukuri-naosu kotowa dekimasen.  Ai 

to zen niyoru shidōwa jikanno kakaru 

 

 

5 

 

わけではありませんが､私たちに一番関係のある｢父なる神｣という言葉で､接しているのでありま

す｡この神の存在を確信した生活態度を根本として､全てのことをやってゆかねばなりませんが､

この｢父なる神｣とともに生活している者として､神の創られた世界に合うような､神のご期待に添

うようなやり方をしなければなりません｡ 

その一つは｢善をもって悪に勝つ｣ということであります｡暴力とか権力というものは､人の心を

指導し､善いものに創り直すことはできません｡愛と善による指導は 
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JIKanno kakaru 

shigoto kamo shiremasenga, bōryokuya kenryokuni yoru shidōdewa uw uwabe dakeno hen-

kadeˇ hitori hitori kokorokara yokunaru kotowa arimasen.  

Mō hitotsuwa yoi team-work ni yotteˇ watashi-tachi zentaiga yokunaruto tomoni kojin 

kojinno seikatsuga yokunariˇ igiaru monoto naruto iu kotodesu.  Hokano kotobade ieba jiko-

chūshin-no taidowo motte seikatsu suru kotowa jibunga yokunaru-dokorokaˇ kekkyokuwa 

subeteni shippai surushika nai to iukotodesu.  Watakushi domoga jibun jishinde ichiban 

sonkei shiteiru jinbutsuwo kokorono nakani omoi ukeberu toki sono hitowa jiko chūshinde 

naku hokano hitono kotowo kangaete seikatsu shita hitodewa naide shōka.  Kono. jibunno 

kotowo kangaezuni seikatsu suruto 

 

6 

 

時間のかかる仕事かもしれませんが､暴力や権力による指導では､うわべだけの変化で､一人ひと

り心からよくなることはありません｡ 

もう一つは､よいチームワークによって､私たち全体がよくなるとともに､個人こじんの生                                     

活がよくなり､意義あるものとなるということです｡ほかの言葉で言えば､自己中心の態度をもっ

て生活することは､自分がよくなるどころか､結局は全てに失敗するしかないということです｡私

どもが自分自身で一番尊敬している人物を心の中に思い浮かべる時､その人は自己中心でなく､ほ

かの人のことを考えて生活した人ではないでしょうか｡この､自分のことを考えずに生活すると 
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iukotowa, tanni jibunwo korosu toka, jibunno ishimo nanimo kamo suteruto iukotodewa naku 

seikatsuno mokutekiwoˇ jibunno nakani okanaideˇ jibun igaino motto ōkii, motto yoi moku-

tekino tameniˇ sekkyoku tekini jibunno chikarawo ikashite tsukau kotode arimasu. 

Iikaeru naraba jibunno kotowo chūshinni shinaide Kamiwo aishi, Kamino mikokoroni 

shitagai, rinjinwo aishi sono tameni seikatsu suru kotode arimasu. 

Jesus ga iwareta yōni hito/tsubuno mugiga chini ochite shinanakereba ookuno miwo 

musubu kotowa dekinainodesu. 

Kono “shi” “giseiwa” tadabo “shi”ni todomarazu ōkuno-monowo ikasu tameni kaette 

 

 

7 

 

いうことは､単に自分を殺すとか､自分の意志もなにもかも捨てるということではなく､生活の目

的を自分の中に置かないで､自分以外のもっと大きい､もっとよい目的のために､積極的に自分の

力を活かして使うことであります｡言い換えるならば､自分のことを中心にしないで､神を愛し､神

の御心に従い､隣人を愛し､そのために生活することであります｡ 

イエスが言われるように､一粒の麦が地に落ちて死ななければ､多くの実を結ぶことはできない

のです｡ 

この｢死｣､｢犠牲｣はただの｢死｣にとどまらず､多くのものを生かすために 
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kaette 

yokimonoto shite ikite kurunode arimasu. 

Jesus wa kōiu seikatsuni yotte nomi shakaimo mata kojinmo sukū kotoga dekirunodato 

hakkiri mitomete orare mashita.  Ningenno seikatsuno nakaniwa kōiu kangae katano hoka-

niwa mottomo igiaru kōfukuno aru seikatsuwa arimasen.   

Desukara Jesus gojishin Kamino mikokoroni shitagatte, sonoyōna seikatsuwo sare 

jūjikani made inochiwa sasagerareta nodesu.  Kono taido Kono hōhōni yoruyoriˇ hokawa 

hitori hitorimo gakkōmo shakaimo, mata sekaimo yokunaru kotowa nai to hakkiri mitome 

sono hitono kokorono henkani yotte seikatsuga yoi monoto naruyō doryoku shinakereba nari-

masen. 

Yohaneden jūyon shō jūroku setsuni 

 

8 

 

かえってよきものとして､生きてくるのであります｡イエスはこういう生活によってのみ､社会も

また個人も救うことができるものだとはっきり認めておられました｡ 

人間の生活の中には､こういう考え方のほかには最も意義ある幸福な生活はありません｡ですか

ら､イエス御自身､神の御心に従ってそのような生活をされ､十字架にまで生命を捧げられたので

す｡この態度､この方法によるよりほかは､一人ひとりも､学校も､社会もまた世界も､よくなること

はないとはっきり認め､その人の心の変化によって､生活がよいものとなるよう､努力しなければ

なりません｡ 

ヨハネ伝 14章 6節に 
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‘Watashiwa michide ari shinri deari inochide aru, to kaite arimasuga mō hitotsuno seishoniwa 

‘Watashiwa makotono seikatsuno michide aru, to yakusarete arunowo kangaetemo yoku 

wakaru kotodeshō.  “Daremo watashini yoranaidewa chichino mimotoni yukukotowa 

dekinai” to aruyōni kono michiwo tōri kono seikatsu taidoni yoruyoriˇ hokani michiwa ari-

masen.  

Shodai christian wa sonokotowo hakkiri mitomete imashitaga watashi tachimo sonoko-

towo ima hakkiri shinakereba narimasen. 

Soredesukara gakusei-kitōbiwa taisetsuna kotode ari konohiga ataerareta kotoni yori 

watakushi-tachi-mo 

9 

｢私は道であり､真理であり､命である｣と書いてありますが､もう一つの聖書には｢私はまことの

生活の道である｣と訳されてあるのを考えてもよく分かることでしょう｡ 

｢だれでもわたしによらないでは､父のみもとに行くことはできない｣(ヨハネ14:7)とあるよう

に､この道を通り､この生活態度によるよりほかに道はありません｡初代クリスチャンはそのこと

をはっきり認めていましたが､私たちもそのことを今はっきりしなければなりません｡ 

それですから､学生祈祷日は大切なことであり､この日が与えられたことにより､ 
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10  

watakushi tachimo ∧seitoto tomoni yoku hanseishi Kamino megumini yotte Jesus to tomoni 

seikatsu suru kotowo aratani kesshin suru kotowo kibōshite orimasu.  

 

10 

 

私たちも生徒とともによく反省して､神の恵みによってイエスとともに生活することを､新たに決

心することを希望しております｡                              
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SHŪKYŌ TO RINRI                           12/23/ ’57            1) 

Hito-bitowa shūkyōto rinri toka, shūkyōto dōtoku toka, iūkotoni tsuite shiba-shiba 

hanashi-masuga, watakushitachi-wa shūkyō-gakkō toiū-tokoroni irunimo-kakawarazu sono-

kotoni tsuitewa amari kangae-nai-nodewa naikato omoimasu. 

 

Chōdo issakujitsuˇ Xmasno reihaiwo mamoriˇ mata dai nigakkiwo oeru-toiū kikaini ata-

riˇ tokuni shūkyōto rinri, mata jinkakuwa dono-yōni chigatta mono-nanoka kangaete-miru-

kotoni shimashō.  Mata, nenmatsuni narutoˇ daredemo kako-ichinenno kotowo hansei-shite-

mite, rai-nenwa motto yoi-seikatsuga dekiruyōni (kibō-suru) keikakuwo tateru noga-noga 

tōzenno kotodeshō.  Sono ten-kara ittemo kyō kokodeˇ chantoshita kangae-katato kesshinwo 

motte kitaru-beki atarashii-toshiwo mukaete hoshiīto omoimasu. 

 

Aru hitowa shūkyōwa ningen seikatsuni okeru dōtokuno risōdato-iūkamo shiremasen.  

Shikashi shūkyōwa tada tannaru dōtokuteki risō-towa mattaku chigau monode arimasu.  

Sono shūkyōto dōtoku-teki risōwa iroiro kubetsu-suru-kotoga dekiru-deshō, keredo Wataku-

shitachiwa Kirisuto-kyōni yoru- 

monoto shite kono-yōni 

 

1 

宗教と倫理          1957/12/23 

 

人々は宗教と倫理とか､宗教と道徳とか､いうことについて､しばしば話しますが､私たちは宗教

学校という所にいるにも関わらず､そのことについてはあまり考えないのではないかと思います｡ 

ちょうど､一昨日クリスマスの礼拝を守り､また第2学期を終えるという機会に当たり､特に宗教

と倫理､また人格はどのように違ったものなのか､考えてみることにしましょう｡また､年末になる

と､誰でも過去1年のことを反省してみて､来年はもっとよい生活ができるように計画を立てるの

が当然のことでしょう｡その点からいっても､今日ここでちゃんとした考え方と決心をもって､来

たるべき新しい年を迎えてほしいと思います｡ 

ある人は､宗教は人間生活における道徳の理想だというかもしれません｡しかし宗教はただ単な

る道徳的理想とは全く違うものであります｡その宗教と道徳的理想は色々区別することができる

でしょう､けれど私たちはキリスト教による 
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2) 

monoto shite kono-yōni kangae-tara-yoito omoimasu.  Sorewa “Yohane dai-ichino Tegami” 4-

shō 19-setsuni, “Watashitachiga aishi-aunowa Kamiga, mazu watashitachiwo aishite kudasat-

ta karade-aru.” toiū kotobade arawa-sarete imasu. 

Mata “Jesus”wa tatoewo motte, chichinaru-Kamino aiwo setsumei-suru-tameni, hōtō-

musukono hanashiwo motte oshiete orareru koto kotowa “Luke-niyoru Fukuinsho” 15-shō 11-

setsu ikani kakarete aru-kotowo, minasanwa yoku shitte orareru koto-deshōga, korewa fu-

shinkō-monode-aru hōtō-musukoga chichino motoni kaette-yuku-toiū koto-yorimo / chichi-

naru Kamiga ikani hōtō-musukowo aishi, sono kaeriwo ikani matteˇ-orareta-katoiū-kotoga 

kakarete arunodesu.  Sorewa kono 15-shō 20-setsuni “Mada tōku hanarete itanoni, chichiwa 

karewo mitome, awareni-omotte hashiri-yuki, sono kubiwo daite seppun-shita.” toiū kotobade 

wakaru kotodato omoimasu. 

Kono yōna imino oshiewaˇ hokanimo takusan arimasuga wakari-yasuku ieba, dōtokuya, 

rinriwaˇ watakushi-tachi ningen-no chikara-dakede risōwo daite watakushi-tachino hōkara 

dake doryoku-suru kotodesuga shūkyō-towa chichinaru Kamiga sonzai-shite  

Kamino hōkara 

 

2 

 

ものとしてこのように考えたらよいと思います｡それは｢ヨハネ第1の手紙｣4章19節に､｢わたした

ちが愛し合うのは､神が､まずわたしたちを愛して下さったからである｣という言葉で表されてい

ます｡ 

また｢イエス｣は譬えをもって､父なる神の愛を説明するために､放蕩息子の話をもって教えてお

られることは｢ルカによる福音書｣15章11節以下に書かれてあることを､みなさんはよく知ってお

られることですが､これは不信仰者である放蕩息子が父のもとに帰ってゆくということよりも､父

なる神がいかに放蕩息子を愛し､その帰りをいかに待っておられたか､ということが書かれてある

のです｡それはこの15章20節に｢まだ遠く離れていたのに､父は彼を認め､哀れに思って走りより､

その首をだいて接吻した｣という言葉で分かることだと思います｡ 

このような意味の教えは､ほかにもたくさんありますが､分かりやすく言えば､道徳や倫理は私

たち人間の力だけで理想を抱
だ

いて､私たちの方からだけ努力することですが､宗教とは父なる神が

存在して 
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(3 

Kamino hōkara / ningenwo aishi yokunaru-yō kitaiwo kakete kudasari, chikarawo ataete 

kudasariˇ watashi-tachi hitori-hitorito Kami-toga tagaini chikarawo awasete sei-katsu-suru 

kotode arimasu.  Ningen-dakeno risōya doryoku-niwa genkaiga ari, shippaiya shitsubōmo 

arimasuga, Kamito-tomoni chi-karawo-awaseteno seikatsu-niwa shippaiga atta/to-shitemo, 

tsugi-niwa yoku-naru-yōni tono Kamino gokitaito sekkyoku-tekina chikarawo ataete kudasaru 

kotoni yotte kibōwo mochiˇ yoriyoi seikatsuga dekiru-node arimasu. 

Sono-kotowo tatoete mimasuto, sensei-gatawa sono senmonno kamokuwo oshieruto-

tomoni, seito hitori-hitoriga dono-yōna taidode iru-kato (shinpaishi) tsuneni kokoroni kake yoi 

gakushūto jinkakuga dekiru-yōni shidowo shite= [tame, chikarawo ataete] iru-koto-desuga, 

moshi seito(ga)ni nanikano ∧kettenga ari, mata shippaiga areba, senseimo kanashimi, futata-

bi shippai-suru-kotoga naiyō kitaiwo kake, mata sono tameni sensei-jishinmo chikarawo tsu-

ku-(sareru-koto-deshō) shiteiru no de arimasu. 

Kaminoˇ ningenni taisuru ari-katamo chōdo konoyōna monode ari-masuga, ningenno 

hōde kono Kamino chikara, Kamino mi-kokoroni  

kyōryoku-shite yukō-to 

3 

 

神の方から人間を愛し､よくなるよう期待をかけてくださり､力を与えてくださり､私たち一人ひ

とりと神とが互いに力を合わせて生活することであります｡人間だけの理想や努力には限界があ

り､失敗や失望もありますが､神とともに力を合わせての生活には､失敗があったとしても､次には

よくなるようにとの神のご期待と積極的な力を与えてくださることによって､希望を持ち､よりよ

い生活ができるのであります｡ 

そのことを例えてみますと､先生方はその専門の科目を教えるとともに､生徒一人ひとりがどの

ような態度でいるかと常に心にかけ､よい学習と人格ができるように指導をしていることですが､

もし生徒になにかの失敗があれば､先生も悲しみ､再び失敗することがないよう期待をかけ､また

そのために先生自身も力をつくしているのであります｡ 

神の人間に対するあり方も､ちょうどこのようなものでありますが､人間の方でこの神の力､神

のみ心に 



Gillett Note -4 

 - 228 - 
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kyōryoku-shite yukō-to-suruˇ doryokuga nake-rebaˇ kono-kotomo amari kōkano-nai kotoni 

natte shimai-masu. 

Yūjin-dōshino aida-demo aru seitowa hokano seitoto naka-yoku-shiyōto-omoi, itsu-demo, 

jibunno hōkara shinsetsuni-shite tomo-dachini narōto doryoku-suru-nodesuga, aru baai, aiteno 

hitowa sono taidoni kotae naide, dōshitemo kochirano kimochiwo uke-totte moraenai tokiga-

ari, sono-yōna toki, ippō-dakede ikura doryoku-shitemo hontōno yūjōwa waite kimasen.  

Konna-toki ryōhōga otagaini doryokuwo shinakereba nanno yakunimo tatanai-noto onaji-yōni, 

Kamino chikarani taishitemoˇ watashitachiwa sorewo uke-ire kyōryoku-suru taidoga nakere-

ba narimasen. 

 

Mata aru kateini oite, okāsanwa kazokuno-tamewo-omotteˇ iro-irono kotowo yaritaito 

omotte-iruto-shitemo otōsan, matawa kyōdai-shimaino-uchi tarekaga sono-kotoni mukanshin-

de/ite, nanno kyōryokumo shinake-reba, doredake okāsanga doryoku-shitemo nan-nimo nari-

masen.  Kateino nakano hitori hitoriga minna onaji shimeiwo kanji, onaji taidode seikatsu-

suru-kotoga taisetsuna-yōni, gakkō, shakai, motto okii baaiwo kan-gae-temo onaji 

 

4 

 

協力してゆこうとする努力がなければ､このこともあまり効果のないことになってしまいます｡ 

友人同士の間でも､ある生徒はほかの生徒と仲良くしようと思い､いつでも自分の方から親切に

して友だちになろうと努力するのですが､ある場合､相手の人はその態度に応えないで､どうして

もこちらの気持ちを受け取ってもらえない時があり､そのような時､一方だけいくら努力しても本

当の友情はわいてきません｡こんな時､両方がお互いに努力をしなければ､なんの役にも立たない

のと同じように､神の力に対しても､私たちはそれを受け入れ､協力する態度がなければなりませ

ん｡                          

またある家庭において､お母さんは家族のためを思って､色々のことをやりたいと思っていると

しても､お父さんまたは兄弟･姉妹のうちたれかが､そのことに無関心でいてなんの協力もしなけ

れば､どれだけお母さんが努力してもなんにもなりません｡家庭の中の一人ひとりが､みんな同じ

使命を感じ､同じ態度で生活することが大切なように､学校､社会､もっと大きい場合を考 
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gae-temo onaji koto-dato omoimasu. 

Kono-yōna Kamino chikarawa Christian no ueni dake hataraite iru-nodewa-naku tatoe 

Christiande naku-temo Kamiwa ningen subeteno ueni kono chikarawo motte hataraki kakete-

ite kudasaru-nodesu.  Tada Christian to sōdenai hitotono chigaiwa jibunwa Kamino mikoko-

rono nakani sonzaishi chikarawo atae-rarete-iru kotowo mitomeˇ shi∧njiˇ kan-sha-shite 

seikatsu-shite iruka-inai/kani yoru-monode ari, sono Kamino chikarani kyōryokushi, watashi-

tachi hitori-hitori jibunno chikarawo tsukusu tokoroni hontōno shinkō-seikatsuga ari donna 

kotoni attemo shitsubōmo, kodokumo nainode arimasu. 

Koiū kotowa wakari-sugite iru tameka amari hito-bitoga iwanai-yōni omoimasuga kono-

kotowa Kirisuto-kyōno konpon-tekina koto-de-ari, shinzuide arimasu-node Xmasno “season”ni 

atari minasan-nimo hakkiri wakatte itadaki, atarashii toshiwo mukaeˇ dai sangakkini 

hairuto-tomoni yoi shūkyō-teki seikatsu-taidowo motte gakkō-demo katei-demo seikatsu-shite 

itadaku kotowo nozonde orimasu. 

 

5 

 

えても同じことだと思います｡ 

このような神の力はクリスチャンの上にだけ働いているのではなく､たとえクリスチャンでな

くても､神は人間全ての上にこの力をもって､働きかけていてくださるのです｡ただクリスチャン

とそうでない人との違いは､自分は神のみ心の中に存在し､力を与えられていることを認め､信じ､

感謝して生活しているかいないかによるものであり､その神の力に協力し､私たち一人ひとり自分

の力をつくす所に､本当の信仰生活があり､どんあことにあっても失望も､孤独もないのでありま

す｡              

こういうことは分かり過ぎているためか､あまり人々が言わないように思いますが､このことは

キリスト教の根本的なことであり､心髄でありますので､クリスマスの｢シ－ズン｣に当たり､みな

さんにもはっきり分かっていただき､新しい年を迎え､第 3学期に入るとともに､よい宗教的生活

態度をもって､学校でも家庭でも生活していただくことを望んでおります｡ 
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Mk 2-17   (517) 

kōjō-shin-ga naku genzai-ni 

amanjite iru 

 

kenkō-ni naru 

 

マルコ 2:17    讃美歌  517                                                           1 

テーマなし          (日付記載なし) 

 

向上心がなく現在に甘んじている｡ 

 

 

健康になる｡ 
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Mk 2-17                                                               RⅢ2-9-61 

517                       KESSHIN  NI  TSUITE      Jan./8  /1958          1) 

Minasanwa  fuyu/yasumiwo tanoshiku sugoshi, soro-soro tomodachi-tomo aitaku-nari, 

atarashii kibōwo motte gakkōni korareta kototo omoimasu. 

Shin-nenni atari Minasanwa iroiroto kesshin-shi, shinkōno koto, mata benkyōno ten, 

katei kyōdō -seikatsuni okeru-koto nadoni-tsuitemoˇ sakunen ima yoriˇ motto yoi seikatsuga 

dekiruyō kibō-shita kotodeshōga, kyō-madeno aidanimo sono kesshinwa sukoshi-zutsu 

kuzurete kitewa inaide-shōka?  Dare-demo keiken-suru kotowa, nanikano kikaini atari tsuy-

oku kesshin-suru kotowa attemo, sono kesshinwo nagai-aida mochi-tsuzukeru kotowa naka-

naka dekinai monodesu. 

Sonokotoni tsuite ima sukoshi hanashi-te mitaito omoimasu. 

Nipponno kotowazani, “Mikka-bōzu”toiū kotobaga aru/sō-desuga, minasanmo imamade-

ni tabitabi sono kotobawo iwaretari, mata jibun-demo/itta kotoga aru-deshō.  Watashitachi-

wa omoshiroi monode, dorehodo katai kesshinwo-shitemo sorega tada aa-shiyō, kō-shiyō-toiū 

kesshin-dakedeˇ nanika kibōshi nozonde-iru mokutekini chokusetsu-kankeiga nakerebaˇ 

amari naga-tsuzuki-suru-monodewa naideshō.  Keredomo dōshitemo kō-aritai toiū kibōwo 

tassei- 

suru tameniˇ yaranakereba 

 マタイ 2:17    讃美歌 517                                                            1 

決心について          1958/1/8 

 

みなさんは冬休みを楽しく過ごし､そろそろ友だちとも会いたくなり､新しい希望を持って学校

に来られたことと思います｡ 

新年に当たり､みなさんは色々と決心し､信仰のこと､また勉強の点､共同生活におけることなど

についても､今よりもっとよい生活ができるよう希望したことでしょうが､今日までの間にも､そ

の決心は少しずつくずれて来てはいないでしょうか？ 誰でも経験することは､何かの機会に当た

り強く決心することはあっても､その決心を長い間持ち続けることはなかなかできないものです｡ 

そのことについて､今少し話してみたいと思います｡ 

日本
にっぽん

のことわざに､｢三日坊主｣という言葉がありますが､みなさんも今までに度々その言葉を言

われたり､また自分でも言ったことがあるでしょう｡私たちは面白いもので､どれほど固い決心を

してもそれがただ､ああしよう､こうしようという決心だけで､なにか希望し､望んでいる目的に直

接関係がなければ､あまり長続きするものではないでしょう｡けれども､どうしてもこうありたい

という希望を達成 
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2) 

suru tameniˇ yaranakereba nara-nai kotode arebaˇ yorokonde kesshin-shita kotowo suru-yoni 

narudeshō. 

Tatoeba tada kozukaiwo kenyaku-shiyōto kesshin-shitato shitemo oishii tabemonoya 

hoshii tebukuro, ‘bag’, sonota eiga nado, meno-maeni yokubōno taishōga arawareruto, sono 

kesshinwa niburi, mata wasurete shimau-deshō. 

Sono hantaini atarashii ‘sweater’ya kutsuwo kaitaitoka, mata shōraino gakushi/no tame-

toka, hakkiri-shita, setsujitsuna kibōga areba eigaya sono-hokano tanoshimimo sonnani 

miryokuga nakunari, kenyaku shiyōto-iū kesshinmo nagatsuzuki-suru-node arimasu. 

Watakushino shitte-iru/ aru Beikokuno kōkōno onnano senseiwa (achira kochira ryo-

kōwo-sare) Nipponni korare, watashino uchini shibaraku taizai-sareta kotoga ari-mashita.  

Sono hitowa taihen kimochino yoi hitodeˇ iroiro hanashiwo shimashitaga, aru-toki, “Beikoku 

demo Senseito iū-monowa amari taku-sanno kyūryōwo morawanai-noni, dōshite sonnani 

(hōbō) ryokōga dekiru-nodesuka?” to kiite mimashitara, sono okyakusanwa senseiwa waratte, 

“Sonna kotowa kantanna kotodesu,” to-itte, “Watashiwa 7-nen maeni Nipponwo hajime, hoka-

no kuni-guniwo ryokō-suru kesshinwo shimashita.  Sōshite gakkōno tsutomega owari, uchie 

kaeru-toki  

denshani-noru kanewo 

 2 

 

するためにやらなければならないことであれば､喜んで決心したことをするようになるでしょう｡ 

たとえば､ただ小遣いを倹約しようと決心したとしても､美味しい食べ物や､欲しい手袋､｢バッ

グ｣､その他映画など､目の前に欲望の対象が現れると､その決心は鈍り､また忘れてしまうでしょ

う｡ 

その反対に新しい｢セーター｣や靴を買いたいとか､また将来の学資のためとか､はっきりした切

実な希望があれば､映画やそのほかの楽しみもそんなに魅力がなくなり､倹約しようという決心も

長続きするのであります｡ 

私の知っている米国の高校の女の先生は､あちらこちら旅行をされ日本に来られ､私の家
うち

にしば

らく滞在されたことがありました｡その人は大変気持ちのよい人で､いろいろ話をしましたが､あ

る時､｢米国でも先生というものは､あまりたくさんの給料を貰わないのに､どうしてそんなに旅行

ができるのですか？｣と聞いてみましたら､その先生は笑って､｢そんなことは簡単なことです｣と

言って､｢私は 7年前に日本
にっぽん

をはじめ､ほかの国々を旅行する決心をしました｡そうして学校の勤め

が終り､家
うち

へ帰る時､ 
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(3 

denshani-noru kanewo kenyaku-shite, mainichi aruku kotoni kime-mashita. →◎→ Sōshite 

kesshinga niburi-sōna tokiwa meno-maeno chiisana yokubōde-aru ∧tatoeba denshani noru-

kototo shōraino ōkii moku-tekide-aru ryokōno kotowo kangae, dochirani-suruka-to jibunde 

jibunni kiki, tōtō sono kesshinwo hatashita nodesu,” to hanasare-mashita. 

Imama-deni hanashita kotowa busshitsu-tekino kotodesuga, korewa mainichino sei-

katsuno-taido, seishin-tekina menni oitemo, mata jikanno tsukai-katani oitemo onaji kotode 

arimasu. 

Itsudemo kesshinwo niburasu yōna mondaiga areba, yoku kangae, ōkii moku-teki, 

taistsuna mokutekiwo ishikino nakani hakkirito dashi, soreni mukatte dakeˇ kōdō-sureba 

yoito omoimasu. 

Minasanwa [atarashii toshito, atarashii gakkiwo mukae] benkyō-shiyōto kataku kes-

shin-shitato-shitemo, tada benkyō-shiyōto-suru dakedewa sono kesshinwoˇ mochi-tsuzukeru 

kotowaˇ mutsukashii kotodesu.  Shikashi sono benkyōni yotte donoyōna Fujinhitoni naruka, 

mata gakkō-demo katei-demo shakai-demo gakuseito-shiteno sekininwo hatasu-kotoni yotte 

donoyōna hitoni naru-ka-toiū moku-tekiwo hakkiri kangaete ireba fushigina yōni chiisana 

yokubōwa naku-nari, ōkii moku-tekiwo hatasu 

 
3 

 

電車に乗る金を倹約して､毎日歩くことに決めました｡この電車賃を倹約したというのは､一つの

例であり､このほか洋服や化粧品なども､このような気持ちで倹約されました｡そうして決心が鈍

りそうな時は､目の前の小さな欲望である､たとえば電車に乗ることと将来の大きい目的である旅

行のことを考え､どちらにするかと自分で自分に聞き､とうとうその決心を果たしたのです｣と話

されました｡ 

今までに話したことは物質的のことですが､これは毎日の生活態度､精神的な面においても､ま

た時間の使い方においても同じことであります｡ 

いつでも決心を鈍らすような問題があれば､よく考え､大きい目的､大切な目的を意識の中には

っきりと出し､それに向かってだけ行動すればよいと思います｡ 

みなさんが新しい年と､新しい学期を迎え､勉強しようと固く決心したとしても､ただ勉強しよ

うとするだけでは､その決心を持ち続けることは難しいことです｡しかしその勉強によってどのよ

うな人になるか､また学校でも､家庭でも､社会でも､学生としての責任を果たすことによって､ど

のような人になるかという目的をはっきり考えていれば､不思議なように小さな欲望はなくなり､

大きい                           
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4) 

moku-tekiwo hatasu tameno chikaraga atae-rarete kuru-kotowo keiken-suru kotoga dekiru-

nodesu. 

Kyō minasanga motte iru kesshinwo nagaku tsuzukaseru tameni, sono kesshinga ōkii 

mokutekini kankeiga ari, renrakuga aru-kotowo kangae, sono-tameni kōdō-sureba kanarazu 

yoi seikatsuga deki, seikō-suru kotoga dekiru-node arimasu. 

Anata-g-mo Sōiū okii mokutekiga minasan hitori hitorino nakani ari, sorega hatasareru 

kotowo setsuni inotte orimasu. 

W-wa sono Beikoku no sensei no k-wo tabitabi kangaetara chikarani natta k-ga ari-

masu. 

◎ Kono densha-chinwo kenyaku-shita-toiū nowa hitotsuno reide ari, konohoka yōfuku-

ya keshō-hin nadomo kono-yōna kimochide kenyaku-sare-mashita.  

 

4 

 

目的を果たすための力が与えられてくることを､経験することができるのです｡ 

今日､みなさんが持っている決心を長く続かせるために､その決心が大きい目的に関係があり､連絡が

あることを考え､そのために行動すれば､必ずよい生活ができ､成功することができるのであります｡ 

私は､その米国の先生のことをたびたび考えたら､力になったことがあります｡ 

あなた方も､そういう大きい目的がみなさん一人ひとりの中にあり､それが果たされることを切

に祈っております｡ 
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Mar. 17 ’58 

Honjitsu, Shinonome-gakuen, Kōtō-gakkō 9-kaino (College go-kai∧ni nen katei dai ikkai 

no me) sotsugyō-shikowo mukae-mashite sotsugyō-sareru minasama, mata go-fukeino kata-

gatani kokoro-kara oyorokobiwo mōshi-agemasu.  

 

Mata raihin, P.T.A. (Dōsōseino)no minasamawa go-tabōchū-nimo kakawari-maseze, 

tasū goresseki-kudasai-mashita kotowo kansha itashimasu. 

 

Sotsugyō-shikini atari/ minasamano shōraino-tame/ watakushino kangaewo sukoshi 

hanashite/ goaisatsuni kaetaito omoimasu. 

                                                         

Kyō (Collegewo) sotsugyō-shite yukareru-katano wa zen jinkō ni hikaku sureba kazuwa  

sukunakutemo, sorewa chōdo ōkina ikeni ishiwo nagerunoto onaji-yōna monode, tatoe sono 

ishiwa chiisaku-temo hamonga dandan hirogatte yuku-yōni minasanga kono gakuende erare-

ta yoi ji∧nkaguga shakaini yoi eikyōwo oyoboshi, dan-danto ōkiku hirogatte yuku kotowo 

kibōshite orimasu. 

 

1 

卒業式          1958/3/17 

 

本日､東雲学園 高等学校 9回の(カレッジ 5回､2年課程第 1回の)卒業式を迎えまして､卒業さ

れるみなさま､またご父兄の方々に､心からお喜びを申し上げます｡ 

また､来賓､PTA(同窓生)のみなさまは､ご多忙中にもかかわりませず､多数ご列席くださいまし

たことを感謝いたします｡ 

卒業式にあたり､みなさまの将来のため､私の考えを少し話してご挨拶に代えたいと思います｡ 

 

今日(カレッジを)卒業してゆかれる方の数は､全人口に比較すれば､数は少なくても､それはちょ

うど大きな池に石を投げるのと同じようなもので､たとえその石は小さくても波紋がだんだん広

がってゆくように､みなさんがこの学園で得られたよい人格が､社会によい影響を及ぼし､だんだ

んと大きく広がってゆくことを希望しております｡ 
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Seisho- owarini   (New)         326 – 452 

                             1-2-5 

        NEZUMI                                     5/7/51 

                      College            3/12/58 

Zutto maeni w-wa kō iu hanashiwo kiita kotoga a-ta. 

Kawarimono no ojiisan to sono musukoga nōgyōwo shite imashita.  Karerawa ōkina 

komegurawo motte ori-ta.  Sono komegura no nakaniwa nezumiga takusan ita yō desuga 

kono ojiisanwa nezumiwo mita kotoga nai to yoku iimasu.  Sokode musukowa aru hi ojii-

sanwo tsurete komegurani yuki tashikani nezumiga iru to iu kotowo shirasō to shi-ta.  So-

shite ojiisanwo to-no sotoni tatasete jibunwa kura no nakani haitte yukimashita. 

Sō-shite nakade tawarawo ugokashitari ashi-otowo batabata sasetari shite nezumiwo 

oidashimashita.  Tashikani nezumi-no chūchū to nige-mawaru otowo kiita node, ojiisanni 

“Nezumiwa miemasuka” to kiku to Ojii-sanwa “Iie-mienai” to kotaemashita. 

Musukowa futa-tabi ashiotowo sasetari tawarawo ugokashitari shite nezumiwo machi-

gainaku oidashi-taga ojiisanwa mata yahari mienai to kotaemasu. 

Tugini sarani ōkina otowo tatete nezumiwo oidashi-taga sohitemo “Mienai” to iimasu 

node musukoga sotoni dete miru to ojiisanwa mewo tsumutte ita no deshita. 

Kō iu hanashi no yōni 

 
詩篇 34-8､ ヨハネ 7-17､ 1テサロニケ 5-21    讃美歌 326(1､2､5)､ 452                  1 

ネズミ          1951/5/7   1958/ 3/12(カレッジ) 

 

ずっと前に､私はこういう話を聞いたことがありました｡ 

変わり者のお爺さんとその息子が農業をしていました｡彼らは大きな米蔵を持っておりました｡

その米蔵の中にはネズミがたくさんいたようですが､このお爺さんはネズミを見たことがないと

よく言います｡そこで息子は､ある日､お爺さんを連れて米蔵にゆき､確かにネズミがいるというこ

とを知らそうとしました｡そしてお爺さんを戸の外に立たせて､自分は蔵の中に入ってゆきまし

た｡ 

そうして中で俵を動かしたり､足音をバタバタさせたりして､ネズミを追い出しました｡確かに

ネズミのチュウチュウと逃げ回る音を聞いたので､お爺さんに｢ネズミは見えますか｣と聞くと､お

爺さんは｢いいえ､見えない｣と答えました｡ 

息子は再び足音をさせたり､俵を動かしたりして､ネズミを間違いなく追い出しましたが､お爺

さんはまたやはり見えないと答えます｡ 

次にさらに大きな音を立ててネズミを追い出しましたが､どうしても｢見えない｣と言いますの

で､息子が外に出てみると､お爺さんは目をつむっていたのでした｡ 
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miga ataerarete kuruka keiken suru kotomo dekiru deshō.             5/7 51 

Kō iu hanashi no yōni aru hitowa mawari-no hitoga iroiro na keikenni yotte K.s no 

chikara-wo taiken shite iruga sono hitowa K.s-ga irassharuka irassharan∧aika wakara-nai to 

yoku iimasu.  Keredomo mewo akete mireba hokano hitoga keiken shite iru kotowo wakaru 

hazu desu.  Soshite jibun-jishin-mo sorewo kokoromita naraba-hokano hitoga machigatte 

iruka inaikaga wakaru-deshō.  Tatoeba imamade kiratte ita hitoni shinsetsuwo sureba jibun 

no kokorono nakade sorega tadashiika dōka wakaru deshō.  

Mata imamade iede nogarete ita shigotowo kimochi yoku sekininwo hataseba sorewa 

iika waruika sugu wakaru desho. 

Keredomo kō iu kotowa dekinai to ieba mada-shiranai K.sni inotte, “Dozo, dekiru-yōni 

chikarawo atae-tamae,” soshite dekiru to shinjite yarō to sureba atarashii chikaraga atae-

rarete iru kotowo sugu wakaru deshō.  Mada gakkōni iru-uchini kō iu kotowo kokoromiru 

kotowa ichiban yoi kikai de aru to omoimasu.  Seishoniwa kono-yōna kotowo tabitabi ka-

karete arimasu.  

Sunawachi Shihen 34-8 Nanjira (Ehoba) Shu no megumi-fukakiwo ajiwai shire. 

Mata Yohane 7:17 Iesuno oshie no uchide* … Mochiron sono ojiisan no yōni doshitemo 

mewo tsumutte seikatsu suru tsumori naraba shioganai.  Keredomo kono kikaiwo riyō-

shitara mewo akete mireba ikani K.no megu-  

2 

 

こういう話のように､ある人は周りの人が色々な経験によって神様の力を体験しているが､その

人は神様がいらっしゃるかいらっしゃらないか分からないとよく言います｡けれども目を明けて

みれば､ほかの人が経験していることを分かるはずです｡そして自分自身もそれを試みたならば､

ほかの人が間違っているかいないかが分かるでしょう｡たとえば今まで嫌っていた人に親切をす

れば､自分の心の中でそれが正しいかどうか分かるでしょう｡ 

また今まで家で逃れていた仕事を､気持ちよく責任を果たせば､それはいいか悪いかすぐ分かる

でしょう｡ 

けれどもこういうことはできないと言えば､まだ知らない神様に祈って､｢どうぞ､できるように

力を与え給え｣､そしてできると信じてやろうとすれば､新しい力が与えられていることをすぐ分

かるでしょう｡まだ学校にいるうちに､こういうことを試みることは､一番よい機会であると思い

ます｡聖書には､このようなことをたびたび書かれてあります｡ 

すなわち詩篇 34:8 ｢なんぢらヱホバの恩恵
め ぐ み

深きを嘗
あぢは

ひしれ｣ 

またヨハネ7:17 イエスの教えのうちで､･･･もちろんそのお爺さんのように､どうしても目をつ

むって生活するつもりならばしようがない｡けれどもこの機会を利用したら､目を開けてみればい

かに神様の恵みが与えられてくるか経験することもできるでしょう｡ 
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Seisho 

1. Shihen 34-hen, 8-setsu 

Shuno megumi fukaki-kotowo ajiwai-shire. 

2. Yohaneni-yoru Fukuinsho:7-shō, 17-setsu 

Kamino mikokorowo okonaōto omou-monode areba dare-demo watashino kattatte-iru 

kono oshiega Kami-karano monoka, soretomo watashi-jishin-kara deta-monoka wakaru-

de arō. 

3. Tesaronike-bito-heno Dai-ichino Tegami: 5-shō 21-setsu 

     Subeteno monowo shikibetsu-shite, yoi monowo mamore. 

3 

聖書  

1. 詩篇 34篇 8節 主の恵み深きことを味わい知れ｡ 

2. ヨハネによる福音書 7章 17節 

神のみこころを行おうと思う者であれば､だれでも､私の語っているこの教が神からのも

のか､それとも､わたし自身から出たものか､分かるであろう｡ 

3. テサロニケ人への第1の手紙5章21節 すべてのものを識別して､良いものを守り､ 
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Sotsugyo shiki 

AS JESUS SAID                                              3/17/1958 

Rukani-yoru Fukuinsho 22-shō 13-setsu-ni, “Deshi-tachiwa dete-itte miruto, Jesus-ga 

iwareta-tōride atta-node, sugikoshino shokujino-yōiwo-shita.” to kaite arimasu.  (Kono-

tokorode watakushiwa ima seikuno zengono tsuzuki-kata yorimo) Kyōwa “Jesusga iwareta 

tōride attanode,” toiū hitotsuno bunshō-dakewo kangae, sono shinrini tsuite hana-shite 

mitaito omoimasu. 

Ningenno seikatsuya, ningenno taido-nado, genzaino watashitachino shūino sama-

zamana kotowo yoku kangaete miruto, mukashi/ Jesusno iwareta tōrini-natte iru-kotoni kiga-

tsuku hazudesu. 

Watakushiwa izen daigakuno hōgakubude/ benkyōwo shite kimashitaga, Eikoku, Bei-

kokuno hōritsuno kisowa/ zutto izen-karano keiken(ni) ∧ya kanshūni yotte okotte kitamonowo 

hyōjunto-shite/ sadame-rarete iru-node arimasu. 

Hyaku/nen, nihyaku/nen, motto sore-izenno hanzaiwo mitemo, sono hanzaino kon-

teide-aru kanjō-mondai-nadowa genzaimo amari kawatte imasen.  Gakumonno tenkara 

mireba/ sorewa hyakunen dokoroka, koko sūnenno aidade-sae odoroku-hodo shinpo/ shi, hen-

ka-shite imasu-ga ningenno jinkakude-aru kanjō, tatoeba yokubō, nikumi, arasoi-nadowa 

amari kawatte kitatowa iemasen. 

Kono-yōna koto-kara 

 1 

AS JESUS SAID    卒業式          1958/3/17(卒業式) 

 

ルカによる福音書22章13節に､｢弟子たちは出て行ってみると､イエスが言われたとおりであっ

たので､過越の食事の用意をした｣と書いてあります｡今日は｢イエスが言われた通りであったの

で｣という一つの文章だけを考え､その真理について話してみたいと思います｡ 

人間の生活や､人間の態度など､現在の私たちの周囲のさまざまなことをよく考えてみると､昔

イエスの言われた通りになっていることに気がつくはずです｡ 

私は､以前大学の法学部で勉強して来ましたが､英国､米国の法律の基礎は､ずっと以前からの経

験や習慣によって起こって来たものを標準として､定められているのであります｡ 

100 年､200年､もっとそれ以前の犯罪を見ても､その犯罪の根底である感情問題などは､現在も

あまり変わっていません｡学問の点から見れば､それは 100年どころか､ここ数年の間でさえ驚く

ほど進歩し変化していますが､人間の人格である感情､たとえば欲望､憎み､争いなどはあまり変わ

ってきたとは言えません｡ 
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Kono-yōna koto-kara miruto/mukashino furui kotode attato-shitemo ningenno konpon-

tekina mondaini oitewa/ Jesusga deshi-tachini oshietareta tōjimo mata genzaini oitemo ka-

wariwa-naku/ kono seiku/ni aruyōni Jesusga iwareta tōride aru toiu-kotoga dekiru-node ari-

masu. 

Kono-kotowa hijōni taisetsuna kotode atte, watashi-tachiwa imamade gakkōni oite ga-

kumonwo osameru-dakede-naku, soreno kisoni-naru jinkakuno shidōya, ningen-seikatsuni 

okeru konpon-tekina kotowo kangaeru kikaiga atae-rareta kotowa/ taihen megumarete itamo-

nodewa naikato omoimasu. 

Ima sotsugyō-shite-yuku hitotachiwa gakumonto tomoni/ mini-tsukeru kotoga dekita/ Je-

susno mi-kotobani shitagatte/ Kamino sonzaito megumiwo shinji, rinjinwo aishite seikatsu/shi, 

shōraino shakaino shinpoto heiwana sekaiga dekiruyōni/ chikarawo tsukushite itadakitaito 

omoimasu. 

 

Sotsugyō-suruto iu-kotowa sokoni tokubetsuna omoi sekininga aru-hazudesu.  Ono-ono-

no jidaiwa sore-zore tsugino/ motto yoi jidaino jinbutsuto shakaiwo tsukuru kisoto naranakere-

ba narimasen.  Anata-gataga shakaini detare, sono seikatsuno shikatani-yori/ tsugino jidaino  

kotoga kimatte kuru 

 

2 

 

このようなことからみると､昔の古いことであったとしても､人間の根本的な問題においては､

イエスが弟子たちに教えられた当時も､また現在においても変わりはなく､この聖句にあるよう

に､イエスが言われた通りであるということが､できるのであります｡ 

このことは非常に大切なことであって､私たちは今まで学校において学問を修めるだけではな

く､それの基礎になる人格の指導や､人間生活における根本的なことを考える機会が与えられたこ

とは､大変恵まれていたのではないかと思います｡ 

今､卒業してゆく人たちは､学問とともに身につけることができたイエスのみ言葉に従って､神

の存在と恵みを信じ､隣人を愛して生活し､将来の社会の進歩と平和な世界ができるように､力を

つくしていただきたいと思います｡ 

卒業するということは､そこに特別な重い責任があるはずです｡おのおのの時代は､それぞれ次

のもっとよい時代の人物と､社会を作る基礎とならなければなりません｡あなた方が社会に出ら

れ､その生活の仕方により､次の時代の 
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kotoga kimatte kuru-node arimasu.  Desu-kara anatagatawa kojintoshite, mata kazokuya, 

shakaino (hitori) ∧ichiin to-shite/ tokubetsu-na omoi, igino-aru, sekininwo motaneba narima-

sen.  Soshite, gakumon yorimo, sono tsukurareta jinkakuto shakaino ari-katani yotte/ hei-

waga dekiruka dōka-toiu kotoga kimatte kurunode arimasu. 

Kō-ieba, amari ōkii kotono-yōni omowareru-kamo shiremasenga sorewa watashi-tachi 

hitori-hitorino mijikana mondaini taisuru chottoshita kangae-kata-kara hatten shite-yuku 

monode arimasu.  Watashitachi hitori-hitorino chiisai shakaino oite heiwa-ni naru-yōni 

shinakereba ōkii sekaino heiwamo kangaerarenai-deshō. 

Tatoeba dareka watashitachino aitega okotte iru-toka, nanikano mondaiga areba aiteno-

hōga waruitoiu sennyūkan/wo sutete/ jibun-jishinno hōni sekininga donokurai-aruka, yoku 

hansei shite-kara/ hokano hitono kotowo kangaeruto/ yoito omoimasu.  Kono-yōna toki kochi-

rano kino-mochi-katani eikyō sarete/ mukōno hitono taidoga okotte kuru-noga tōzenno koto-

deshō. 

Asa okāsanga kimochino warui-tokiwa kazokuno kimochimo shizen waruku-nari, sono  

hantaini okāsanga akaruku 

 

3 

 

ことが決まってくるのであります｡ですから､あなた方は個人として､また家族や､社会の一員とし

て､特別な思い､意義のある､責任を持たねばなりません｡そして､学問よりも､その創られた人格と

社会のあり方によって､平和ができるかどうかということが決まってくるのであります｡ 

こう言えば､あまり大きいことのように思われるかもしれませんが､それは私たち一人ひとりの

身近な問題に対するちょっとした考え方から､発展してゆくものであります｡私たち一人ひとりの

小さい社会において､平和になるようにしなければ､大きい世界の平和も考えられないでしょう｡ 

たとえば､だれか私たちの相手が怒っているとか､なにかの問題があれば､相手の方が悪いという

先入観を捨てて､自分自身の方に責任がどのくらいあるか､よく反省してから､ほかの人のことを考

えるとよいと思います｡このような時､こちらの気の持ち方に影響されて､向こうの人の態度が起こ

って来るのが当然のことでしょう｡ 

朝､お母さんが気持ちの悪い時は､家族の気持ちも自然悪くなり､その 
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hantaini okāsanga akaruku kimochino yoi-tokiwa hokano hitono kimochiga warukutemo 

okāsanno kimochini eikyō sarete kawatte kuru-kotoga arimasu. 

Jesus no oshieni yoreba hitono meno chiisana chiriwo mitsukeru yorimo jibunno meno utsu-

bariwo toru kotowo/ mazu suru-yōni iwarete imasu. 

Hitotsu shitotsuwo hanashite ireba kirino nai-hodo Jesusuwa sono-yōni iroirono kotowo 

oshiete orare-masuga subetewa Jesus no iwareta tōride aru-kotowo hito-bitowa shirukotoga 

dekiruto omoimasu. 

Watashi/tachiwa gakkō-kara-dete/ shakai-jinni nareba imamadeno gakkōno tokito onaji-yōna 

taidode seikatsu-suru-kotowa mutsu-kashii koto-dato omoimasuga, mutsukashii dakeni 

subetewa Jesusga iwareta tōridato iu-kotowo yoku kangae, hontōno michiwa/ hokani nai-

kotowo mitome-nakereba narimasen.  Kō kangaeruto Jesus go-jishinde, “Watashiwa hontōno 

ikite-iru michide aru.” to iwareta mikotobawa kono/uemo-nai shinri-nanode arimasu. 

Donoyōna jōtai, dōiu mondaiga attemo gakkōde keikenshi, mini-tsuketa kotoni yotte issō igi-

no-aru shiawasena seikatsuwo okurareru kotowo shinji/ inotte orimasu. 

 

4 

 

反対にお母さんが明るく気持ちのよい時は､ほかの人の気持ちが悪くても､お母さんの気持ちに影

響されて変わって来ることがあります｡                                      

イエスの教えによれば､人の目の小さなちりを見つけるよりも､自分の目の 梁
うつばり

を取ることを先

ずするように言われています｡ 

一つひとつを話していればきりのない程､イエスはそのように色々のことを教えておられます

が､すべてはイエスの言われた通りであることを､人々は知ることができると思います｡ 

私たちは学校から出て社会人になれば､今までの学校の時と同じような態度で生活することは

難しいことだと思いますが､難しいだけにすべてはイエスが言われた通りだということをよく考

え､本当の道はほかにないことを認めなければなりません｡こう考えるとイエスご自身で､｢私は本

当の生きている道である｣と言われたみ言葉はこの上もない真理なのであります｡ 

どのような状態､どういう問題があっても､学校で経験し､身につけたことによって､いっそう意

義のある幸せな生活を送られることを信じ､祈っております｡ 
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John 7:17(will)  (1 

AI TO ISHI   Coll                               4/22/1958 

Wedding Cer.                               326:1-2,345, 

Minasanno uchi-niwa Kirisuto-kyōno kekkon-shikini shusseki-shita kotono-aru hitomo 

aruto omoi-masuga, daibubunno hitowa mada sono keikenga naito omoimasu. 

 

Kekkon-shikino program-niwa sōgakuwo hajime, iroirona kotoga okonaware-masuga, 

sono nakani shinrō, shinpuno seiyakuga-ari, kokode futariwa Kamito hitono maeni futariga 

chikarawo awasete seikatsu-shite-yuku kotowo chikai-masu.  

 

Sono seiyakuno nakani, “Yokini tsuke, ashikini tsuke, yorokobino tokimo, kana-shimino 

tokimo, byōkino tokimo, kenkōna tokimo, tsuneni tsumawo, matawa ottowo aishi, nagusame, 

mamori, kataku sono sessōwo mamoru kotowo chikauka?” toiū imino kotowo bokushiga shinrō 

shinpuni tazuneru tokoroga arimasu. 

 

Watashiga kyō kokode kekkon-shikino hanashiwo mochidashita-nowa, kono seiyakuno 

nakani, genzai aishi-atte iruka toiū kotobawa-naku, yokini tsuke, ashikini tsuke, sunawachi, 

dono-yōna jōtaini attemo toiū imiga kyōchō-sarete iru-kotowo minasanni shitte itadaki-tai 

karade arimasu. 

Sōshite kono-kotowa 

 

ヨハネ 7:17    讃美歌 326(1-2)､ 345                                                   1 

愛と意志          1958/4/22(カレッジ) 

 

みなさまのうちにはキリスト教の結婚式に出席したことのある人もあると思いますが､大部分の

人はまだその経験がないと思います｡ 

結婚式のプログラムには､奏楽をはじめ､色々なことが行われますが､その中に新郎､新婦の誓約

があり､ここで二人は神と人の前に､二人が力を合わせて生活してゆくことを誓います｡ 

その誓約の中に､｢善きにつけ､悪しきにつけ､喜びの時も､悲しみの時も､病気の時も､健康な時

も､常に妻を､または夫を愛し､慰め､守り､固くその節操を守ることを誓うか？｣という意味のこと

を､牧師が新郎､新婦に尋ねるところがあります｡ 

私が､今日ここで結婚式の話を持ち出したのは､この誓約の中に､愛し合っているかという言葉は

なく､善きにつけ､悪しきにつけ､すなわち､どのような状態にあっても､という意味が強調されてい

ることを､みなさんに知っていただきたいからであります｡ 
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Sōshite kono-kotowa aijō-toiū kanjōto tomoni tabunni ishiki-shite, matawa riseini-yoru 

ishino chikarawo awasete seikatsu-shite yukaneba-naranai bubunga aruto-iū imiga fuku-

marete iru-node arimasu. 

Korewa kekkon-shikino tokino kotode ari-masuga kono-kotowa kekkon-seikatsu-dakeni 

todomarazu, futsūno nichijō-sei-katsu-nimo sono tōrino kotoga ierunode arimasu. 

Minasanwa sakunen, matawa kotoshi, kono eiyōka, kateikani hairi, min-nade hitotsuno 

‘team’wo tsukuri, chikarawo awasete yatte yukōto omottato shitemo, jibunto au hito, kimochi-

no ii/hito dake-dewa naideshō.  Mata onaji aiteni shitemo sono-toki sono-tokini yotte sukina 

tokimo ari mata kiraidato omou tokimo arimasu.  Sukidato omou dakeno majiwaride 

seikatsu-shite-yuku kotowa tayasui kotode-shōga, sokoniwa tadano kanjō-dakede atte, suko-

shimo, ishino chikara, riseino chikaraga, hataraite imasen. 

Kirisuto-kyō-dewa tonari-bitowo aise-yo toka, matawa sore-ijōni anatano tekiwo ai-

shinasai toka oshiete arimasuga,  

korewa kantanni 

 

2 

 

そうしてこのことは愛情という感情とともに､多分に意識して､または理性による意志の力を合

わせて､生活してゆかねばならない部分がある､という意味が含まれているのであります｡ 

これは結婚式の時のことでありますが､このことは結婚生活だけにとどまらず､普通の日常生活

にもその通りのことが言えるのであります｡ 

みなさんは昨年､または今年､この栄養科､家庭科に入り､みんなで一つの｢チ－ム｣を作り､力を合

わせてやってゆこうと思ったとしても､自分と合う人､気持ちのいい人だけではないでしょう｡また

同じ相手にしても､その時､その時によって､好きな時もあり､また嫌いだと思う時もあります｡好き

だと思うだけの交わりで生活していくことはたやすいことでしょうが､そこにはただの感情だけで

あって､少しも意志の力､理性の力が､働いていません｡ 

キリスト教では､隣人
となりびと

を愛せよとか､またはそれ以上にあなたの敵を愛しなさいとか､教えてあ

りますが､ 
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korewa kantanni dekiru kotodewa-naku ōkuno doryokuto inoriwo hitsuyōto shimasu.  Shi-

kashi, sono doryoku ishino chikara, inoriga atte-koso, sono hitono aiwa kansei-sare, jibun-

jishinmo takame-rare, mata aitemo hitono tame, mata, zentaino hitono tamenimo naru-

nodesu. 

Kōshita taidoni yotte, kojinmo mata zentaimo purasu ‘plus’ni naru-kotoga dekiru-yōni-

tono mokutekiwo idaite, ima gakuenno hajimeno atarashii kimochino toki, katai kesshinwo-

shite seikatsu-shite yukareru kotowo kibō-shite orimasu.  

Soshite kono kesshinwo ima dakeno monoto-sezu, mainichi sukoshidemo kono-kotowo 

kangae, sono-tameni meisōshi, atarashii kimochide kono kesshinwo tsuzukasete yukunaraba, 

fushigina yōni sono kōkawa atawarete kuru-node arimasu. 

 

3 

 

これは簡単にできることではなく､多くの努力と祈りを必要とします｡しかし､その努力､意志の力､

祈りがあってこそ､その人の愛は完成され､自分自身も高められ､また相手も人のため､また､全体の

人のためにもなるのです｡ 

こうした態度によって､個人もまた全体も｢プラス｣になることができるように､との目的を抱
いだ

い

て､今学園の初めの新しい気持ちの時､固い決心をして生活してゆかれることを希望しております｡ 

そしてこの決心を今だけのものとせず､毎日少しでもこのことを考え､そのために瞑想し､新しい

気持ちでこの決心を続かせてゆくならば､不思議なようにその効果は表れて来るのであります｡  
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534 – 394 445                                          (Chu) 

354   NANJI MOSHI . . . SHIRI              Feb.26，’51 

                      ”May ‘58 

Kyōnenn no chōdo imagoro no koto deshita.  Mitsukosanwa kyōkaideˇ bokushini kieta 

hitotsu no kotobawa imademo wasurerarezu kiokuni nokotte hanaremasen deshita. 

 

Ohanashi toiū-nowa, Yohaneden 4:10 dake-no tokoro deshita.  Minasanto isshoni yomi-

mashō.  “Jesuswa kotaete iwareta.  ‘Moshi anataga Kamino tamamono-no kotowo-shiri 

mata, “Mizuwo nomasete-kure” to-itta-monoga darede aruka shitte ita-naraba, anatano hōka-

ra negai-dete sono-hito-kara ikeru-mizuwo moratta kotode arō.”  Mata onaji imide mochi-

irarete iru, Mataiden 7:7-8(9) “Motomeyo, sōsureba atae rarerude arō.  Sagase, sōsureba mi-

idasude arō.  Monwo tatake, sōsureba akete-moraerude-arō.” 

Soshite Mitsukosanwa kyōmo sorewo omoi-dashite kurikaeshi kokorono nakade tsubu-

yaite imashita. 

 

Sorewa asu kara hajimaru shikenni ochitsukanakute munega dokidoki shite iru kara de-

shita.  Shikashi M.wa kokorowo torinaoshite shizukani mewo tojite inori-mashita. 

 
讃美歌 534､ 394                                                                     1 

汝もし･･･知り          1951/2/26(中学校)   1958/5/? 

 

去年のちょうど今頃のことでした｡光子さんは､教会で牧師に聞いた一つの言葉は､今でも忘れ

られず､記憶に残って離れませんでした｡ 

お話というのは､ヨハネ伝4:10だけのところでした｡みなさんと一緒に読みましょう｡イエスは答

えて言われた､「もし､あなたが神の賜物のことを知り､また､『水を飲ませてくれ』と言った者

が､だれであるか知っていたならば､あなたの方から願い出て､その人から生ける水をもらったこ

とであろう｣｡また同じ意味で用いられている､マタイ伝7:7-9｢求めよ､そうすれば､与えられるであ

ろう｡門をたたけ､そうすれば､あけてもらえるであろう｣ 

そして光子さんは今日もそれを思いだして､繰り返し心の中でつぶやいていました｡ 

それは､明日
あ す

から始まる試験に落ち着かなくて､胸がドキドキしているからでした｡しかし､光子

さんは心を取り直して､静かに目を閉じて祈り 
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mashita.  “Jibunno zenryokuwo shūchū shiteˇ dekiru kagiri no kotowo shirabeteˇ benkyōwo 

shiyōˇ sohite atowa K.ni makasete okō” to omoimashita.  Sorekara isshinni bengakuni mo-

tomete yukimashita. 

Yoku asawa hijōni hareta asa deshita.  M.wa kokoroga midarerunowo naosu tameniˇ 

mata asa-no inoriwo shimashita.  Sono tokini M.wa kansha shiteˇ K.no maeni tewo awasete 

ii-mashita, “K.sama hontoni arigatō gozaimasu.  Kokorowa kanshade ippai desu.  Dōka 

kyōno shikenni chikarawo okashi kudasai.”  Kōshite kansha shite inotte iru uchiniˇ fushigini 

kokorono nakaniwa K.no chikaraga waite kuru yōni oboemashita. 

Soshite gakkōni tsuiteˇ shikenni nozonda tokiwaˇ hitoga chigatta yōni ochitsuiteˇ fu-

shigina chikaraga waite kuru yō deshita.  Hokano tomodachiwa ochitsukanakute sensei-ga 

haitte irasshitemo kiya-kiya to ōkina koewo tatetari dō shiyōkaˇ mo dame dawa to sakendeˇ 

yakamashikuteˇ heyawa senjō no yō deshita. 

Shikashi M.niwa K.ga subetewo ataete ii yōni michibiite kureru to shinjite  

utagaimasen deshita. 

 

2 

 

ました｡｢自分の全力を集中して､できる限りのことを調べて勉強をしよう､そして後
あと

は神に任せて

おこう｣と思いました｡それから一心に勉学に求めてゆきました｡ 

翌朝
よくあさ

は非常に晴れた朝でした｡光子さんは心が乱れるのを直すために､また朝の祈りをしまし

た｡その時に光子さんは感謝して､神の前に手を合わせて言いました｡｢神様､本当にありがとうご

ざいます｡心は感謝でいっぱいです｡どうか､今日の試験に力をお貸しください｣｡こうして感謝し

て祈っている内に､不思議に心の中には神の力が湧いてくるように思えました｡ 

そして学校に着いて､試験に臨んだ時は､人が違ったように落ち着いて､不思議な力が湧いてく

るようでした｡ほかの友達は落ち着かなくて､先生が入っていらっしてもキャ､キャと大きな声を

立てたり､どうしようか､もうだめだわと叫んでやかましくて､部屋は戦場のようでした｡ 

しかし､光子さんには神が全てを与えて､いいように導いてくれると信じて 
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utagaimasen deshita.  Fushigini sakuban benkyōshita kotoga ochitsuite sura-sura to kaite 

yukemashita.  Jibunno zenryokuwo tsukushite atowa K.ni makase hontōni dare-nimo haji-

nae ryōshintekina shikenwo okonau kotoga dekinashita.  Mochiron M.mo itaru tokoroni 

fumei na mondaiga dete kimashitaga sukoshimo kokoroga dōyō shinaishi dekinaku-temo K.ni 

makasete fuan de arimasen deshita. 

Kaowo agete maeno hōwo mimasu to funesshinna )higoro benkyō shinai tomodachi no ni-

san ninga *[notowo tsukue-kara dashite nozoite imashita node M.wa kyūni muramura to 

kokoroni ikariga waite kimashita.  Jibunwa konnani shinkenni shikenni torikunde saku-

banmo zenryokuwo tsukushite benkyō shita-noni ano hitotachiwa ittai dō iu shinri nanoka 

shira - hontōni keshikaran to hara-ga tatte shikataga arimasen deshita.  Shibaraku sonnani 

ikatte ita kokorowa ano seikuwo omoidashite yawaragi-mashita.]                  beruga 

Soshite moichido jibunga isshōkemmeni toanwo yomikae-shimashita.  Soshite ano to-

modachino fusei/koiwo shita hitotachiwo awaremi kawaisōni omoimashita.  Jibunwa subete-

wo K.ni yudanete (hontōni (tadashiku ) 

shikenwo  

 

3 

 

疑いませんでした｡不思議に昨晩勉強したことが落ち着いてスラスラと書いてゆけました｡自分の

全力をつくして､後
あと

は神に任せ､本当にだれにも恥じない良心的な試験を行なうことができまし

た｡もちろん､光子さんもいたるところに不明な問題が出てきましたが､少しも心が動揺しないし､

できなくても神に任せて不安でありませんでした｡ 

顔を上げて前の方を見ますと､不熱心な､日頃勉強しない友達の2､3人が困っている様子を見て､

お気の毒に思いました｡ノートを机から出してのぞいていましたので､光子さんは急にムラムラと

心に怒りが湧いて来ました｡自分はこんなに真剣に試験に取り組んで､昨晩も全力をつくして勉強

したのに､あの人達は一体どういう心理なのかしら､本当にけしからんと､腹が立って仕方があり

ませんでした｡しばらくそんなに怒っていた心は､あの聖句を思い出して和らぎました｡ 

そして､も一度自分が一生懸命に答案を読み返しました｡そしてあの友だちの不正行為をした人

達を憐れみ､かわいそうに思いました｡自分は全てを神に委ねて､本当に正しく 
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shikenwo uketa no da kara to omou to kokoroga hontōni hareyakade tamarimasen deshita.  

Soshite ano hitotachi no ayamachimo yurushite agerubeki da to omoimashita.  Kokorodewa 

ryōshinga togamete iru ano-hitotachiga kino-doku da to omoimashita.]  

Soshite beruga naru madeni moichido yukkuri to toanwo yomikaeshite tokoro-dokoro no 

machigaemo naosu kotoga deki-mashita.  

Ano seiku to inotta kotowo omoidashite arigataku kanshade ippai deshita.  

Sono kotowa shiken dakeni kagirazu tabitabi kō iu kotowo M.wa taiken shite kimashita.  

Sunawachi monogotowo motomeru tokiniwa kansha-shite sono kotoga naru yōni inorimasita.  

So sureba shibashiba K.wa ataete kudasai-mashita keikenwo aratani omoidasu no deshita. 

 

 

* komatte iru yōsuwo mite okinodoku ni omoimashita. 

 

4 

 

試験を受けたのだからと思うと､心が本当に晴れやかでたまりませんでした｡そして､あの人達の

過ちも許してあげるべきだと思いました｡心では良心が咎
とが

めているあの人たちが気の毒だと思い

ました｡ 

そして､ベルが鳴るまでにも一度ゆっくりと答案を読み返して､ところどころの間違いも直すこ

とができました｡ 

あの聖句と祈ったことを思い出して､有り難く感謝でいっぱいでした｡ 

そのことは試験だけに限らず､たびたびこういうことを光子さんは体験してきました｡すなわ

ち､物事を求める時には感謝して､そのことがなるように祈りました｡そうすれば､しばしば神は与

えてくださいました経験を､新たに思い出すのでした｡ 
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See  10/30/50  & 10/31/53 (1 

SHIZUKANA  MEISŌ-NO-TOKI                  June 24/ '58  

SEISHO : Matt.7:24-27                                    College 

SANBIKA : 289 & 270                                 Pat & Mike! 

Watashi-tachino kenkōno tameni, watashi-tachiga iro-irona kotowo sureba kōkaga aru-

toiū-nowa yoku shitte imasu.  Keredomo, watashi-tachiwa toki-doki shinai kotoga arimasu.  

Seishin-teki kenkōno tameni, mata jibunno jinkakuno tameni-naru kotowo suru-nowa tai-

setsude-aru-toiū kotomo yoku shitte iru-nodesu. 

 

Sorerano uchiniwa shizukani meisō-suru koto, jibun-jishinno seikatsuwo hansei-suru ko-

to mata jibun dakeno chikarani yoranaide mienai chikarawo shinjite seikatsu-suru koto, kore-

to tomoni Seishowo yomi, inoru koto-deshō.  Korewo hitokuchide “Shūkyō” to ie-mashō.  

Mata, watakushiga “shūkyō” to ie-ba kōiū kotoga fukumarete iru-nodesu. 

 

Koono “shūkyō”wa Bitaminto yoku nite imasu.  Chotto mita tokoro-dewa Bitaminga 

naku-temo seikatsuga dekiru-nodesu.  Keredomo B-ga attemo, nakutemo, dō-demo ii-to 

omou-nowa amari kenmeina kangae-kata-dewa-naito omoimasu.  [Mochiron, donata-demo 

aru-teido made shizenni B-wo totte iru-nodesu.  Mata hitoni yotte sono teidowa chigau-node 

arimasu.]  Imano  

kagakuno kenkyūni 

 
マタイ 7:24-27    讃美歌 289､270                                                    1 

静かな瞑想のとき          1958/6/24(カレッジ)   1950/10/30&1953/10/31 

 

私たちの健康のために､私たちが色々なことをすれば効果があるというのはよく知っています｡

けれども､私たちは時々しないことがあります｡精神的健康のために､また自分の人格のためにな

ることをするのは､大切であるということもよく知っているのです｡ 

それらのうちには､静かに瞑想すること､自分自身の生活を反省すること､また自分だけの力に

よらないで見えない力を信じて生活すること､これとともに聖書を読み､祈ることでしょう｡これ

を一口で｢宗教｣と言えましょう｡また､私が｢宗教｣といえば､こういうことが含められているので

す｡ 

この｢宗教｣は､ビタミンとよくにています｡ちょっと見たところでは､ビタミンがなくても生活

ができるのです｡けれどもビタミンがあっても､なくても､どうでもいいと思うのは､あまり賢明な

考え方ではないと思います｡もちろん､どなたでもある程度まで､自然にビタミンを摂っているの

です｡また人によってその程度は違うのであります｡今の 
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kagakuno kenkyūni yoreba donata-demo B-ga nakereba amari nagaku kenkōna seikatsuga 

dekinai-sō-desu. 

 

Desu-kara, watakushi-tachiwa toki-doki jibunno seikatsuwo kaeri-mite dokoni dono-yōni 

shitara yoku naruka toiū kotowo kangae nakereba, dasei-tekina hitoni-nari, aru-katani ha-

matta ningenni-natte, seikatsuni shinpoga ari-masen.  Kotobawo kaeru-naraba, jinkakuwo 

migaki ageru koto-wa deki-masen. 

 

Kokoni omoshiroi hanashiga arimasu.  Sorewa Patto to Maiku toiū Airu-ran-do-jinni 

tsuite desu.  Futariwa nakano-yoi tomo-dachi-deshita.  Aru-toki Pattoga byōkini narimashi-

ta.  Sokode Maikuwa karewo mimaini yuki-mashita.  Soshite Maikuwa Pattoni: 

“Oisha-sanni mite moratta-ka?” 

“Kusuriwa moratte-iru-noka-ne.” to tazune mashita.  Pattowa “E-e, moratte iru-yo.” to 

kotae-mashita.  Mata, Maikuga, 

“Soshite, sono kusuriwo nonde irun-dane.” to iūto, Patto-no kaoga henni natte, 

“Sa- sorewo bokuwa nomanakatta.” to ii-mashita. 

Watashi-tachiwa koreto onaji yōna  

kotoga arimasu. 

 

2 

 

科学の研究によれば､どなたでもビタミンがなくなれば､あまり長く健康な生活ができないそうで

す｡ 

ですから､私たちは時々自分の生活を顧みて､どこにいい点があるか､どこに悪い点があるか､ど

のようにしたらよくなるかということを考えなければ､惰性的な人になり､ある型にはまった人間

になって､生活に進歩がありません｡言葉を変えるならば､人格を磨き上げることはできません｡ 

ここに面白い話があります｡それはパットとマイクというアイルランド人についてです｡二人は

仲のよい友だちでした｡ある時､パットが病気になりました｡そこでマイクは彼を見舞いに行きま

した｡そしてマイクは､パットに､ 

｢お医者さんに診て貰ったか？｣ 

｢薬は貰っているのかね｣と尋ねました｡パットは､｢えぇ､貰っているよ｣と答えました｡また､マ

イクが､ 

｢そして､その薬を飲んでいるんだね｣と言うと､パットの顔が変になって､ 

｢さー､それを僕は飲まなかった｣と言いました｡ 

私たちはこれと同じような 
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kotoga arimasu.  Kotoni seishin-tekina kotoni ōito omoimasu.  Asaka, yoru, shi-zukani, 

ochitsuite: yoru-nara sono-hino kotowo, asa-nara maeno-hino kotowo furi-kaette ii tento warui 

tenwo hanseishi, sore-kara tsugino ichi-nichino kotowo sōzō-shite dokoni chikarawo iretara 

yoi-ka matawa dokoga tarinai-ka yoku kangae, sokoni mie-nai chikaraga atae-rareru koto-wo 

shinjite kansha-suru kotoga ii-to wakatte iru-deshō.  Sōsureba machigai-naku toku-betsuno 

chikaraga dete-kuru toiū-nowo amari utagatte inai-deshō.  Minasanno naka-niwa kono yōna 

keikenwo-shita hitomo aruto omoimasu.  Keredomo aru-hitowa sō shimasen. 

 

Kono reihaino tokidake suru nowa amari yoi koto-dewa arimasenga, zenzen shinai yori-

wa, kono-jippun-kan hodo-no jikanwo dekiru-dake yoku tsukau kotowa kashikoi to omoimasu. 

 

Jibun-jishinwa so shinakutemo hokano hito-tachini meiwakuwo kakenai-de shizukani 

kono tokiwo mamori-tai monodesu.  Aru hitowa amari hakkiri sō-iū kimochide naku-temo 

hokano hitoga ochitsukeba shizenni ochitsuiteˇ yoi tokiwo motsu kotoga deki-ru deshō.  

Soshite fushigini shizukana uchini 

 

3 

 

ことがあります｡ことに精神的なことに多いと思います｡朝か夜､静かに､落ち着いて､夜ならその

日のことを､朝なら前の日ことを振り返って､いい点と悪い点を反省し､それから次の1日のことを

想像してどこに力を入れたらよいか､またはどこが足りないかよく考え､そこに見えない力が与え

られることを信じて､感謝することがよいと分かっているでしょう｡そうすれば間違いなく特別の

力が出てくるというのを､あまり疑っていないでしょう｡みなさんの中には､このような経験をし

た人もあると思います｡けれども､ある人はそうしません｡ 

この礼拝の時だけするのは､あまりよいことではありませんが､全然しないよりは､この10分間

ほどの時間をできるだけよく使うことは､賢いと思います｡ 

自分自身はそうしなくても､ほかの人たちに迷惑を掛けないで､静かにこの時を守りたいもので

す｡ある人はあまりはっきりそういう気持ちでなくても､ほかの人が落ち着けば自然に落ち着い

て､よい時を持つことができるでしょう｡そして 
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fushigini shizukana uchini iro-iro tameni naru kotoga ukande kuru-kamo shiremasen.  

Soreto tomoni asaka, yoruni, shizukani meisō-suru tokiwo mochi, tameni-naru, yoi kotobaya, 

shiya, hitono hanashiwo yon-dari, seishowo yonde inoriwo-suru shūkanwo mini-tsukeru nowa 

yoi koto-to omoimasu. 

 

Soshite minasanga Pattono yōni kusuriwo nomanakatta toiū yōna hitoni nara-zu, yoi-

koto, tameni-naru kotowa sugu jikkōni utsushite yuku naraba, kenmeina hitoni-nari, kōfuku-

na, igino-aru seikatsu-wo okuru kotoga dekiru-to Shinjimasu. 

 

- Oinori - 

 

4 

 

不思議に静かなうちに､色々ためになることが浮かんで来るかもしれません｡それとともに朝か､

夜に､静かに瞑想する時を持ち､ためになるよい言葉や､詩や､人の話を読んだり､聖書を読んで､祈

りをする習慣を身につけるのはよいことと思います｡ 

そしみなさんがパットのように､薬を飲まなかったというような人にならず､よいこと､ために

なることをすぐ実行に移してゆくならば､賢明な人になり､幸福な､意義のある生活を送ることが

できると信じます｡                                               

お祈り 



Gillett Note -4 

 - 259 - 

 

HONTŌNO TAIDO                          July /15 / ’58  

113    Seisho : Luke 13, 33-34           (& 10/2/56) 

       Sanbika : 308  

Kokoniwa Jesusga kokoro-kara Erusaremu-no kotowo shinpai-sare, aisare, oyadoriga 

hinawo tsubasano shitani atsumeru yōni kabatte, sono hitobitoga kui-aratame, yoku-naru 

kotowo donnani nozonde oraretaka-toiū kotoga yoku wakarimasu. 

Mata 19-shō 41-setsu ikanimo sono kotoga yoku-wakaru-yōni kaite arimasu.  Jesusga 

Erusaremuno tameni “naite iwareta” to ari masuga, nakareta toiū kotowa yowaku, memeshii 

kotode-naku, donnani shinpai-sare kokorowo itamerareta-ka-toiū kotono ara-warede armasu.    

Toki-ori Jesuswa kensonya kanyōno-amari, yowa-yowashiku ikujino-nai katato-shite 

ukeire-rareru baaiga arimasuga, jissaiwa tsuyoi kata-de-ari, seigino tame-niwa kokoro-kara 

shinkenni omotta-kotowo iware, mata jikkō-sareta katade arimasu.   

Watakushitachiwa jibunno koto, mata jibunno kazokuya, “group”no tame-niwa naku-

hodo shinpai-shitari-suru-kotoga ari-masu.  Shikashi, taihen komatte iru hitoga itemo, jibun-

ni kankeino-nai hokano hitono tameni namidawo nagasu-hodo shinpai-suru kotowa naka-

naka dekimasen. 

Keredomo sono- 

ルカ 13:33-34    讃美歌 308                                                         1 

本当の態度          1958/7/15    & 1956/10/2 

 

ここにはイエスが心からエルサレムのことを心配され､愛され､親鳥が雛を翼の下に集めるよう

にかばって､その人々が悔い改め､よくなることをどんなに望んでおられたかということがよく分

かります｡ 

また19章41節以下にも､そのことがよく分かるように書いてあります｡イエスがエルサレムのた

めに｢泣いて言われた｣とありますが､泣かれたということは､弱く､女々しいことでなく､どんなに

心配され､心を痛められたかということの表れであります｡ 

時折イエスは謙遜や寛容のあまり､弱々しく意気地のない方として受け入れられる場合があり

ますが､実際は強い方であり､正義のためには､心から真剣に思ったことを言われ､また実行された

方であります｡ 

私たちは自分のこと､また自分の家族や､｢グル－プ｣のためには､泣くほど心配したりすること

があります｡しかし､大変困っている人がいても､自分に関係のないほかの人のために､涙を流すほ

ど心配することはなかなかできません｡ 
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Keredomo sono-yōni hiroi, tsuyoi aide ōkuno hitono tameni kokorowo mochii nakereba na-

kereba narimasen.  Kamiwa watakushi-tachi, minnawo hiroku yutakani aishite-ite kuda-

saimasu.  

 

Jesusga oshie-rareta inorini, “Warerano Chichinaru Kami” toiū kotobaga arimasuga, 

kono “Warera” toiū kotobawa kojin ∧dake de nakute, sarani hijōni hiroi imiga fukumarete 

imasu.  Shikashi jissaini hanseishite-mimasuto watakushitachino kimochiwa semai han-i-no 

koto-nomini kagi-rarete iruto omoimasu.  Aru-tokiwa jibun hitoride ari, aru-baai-niwa jibun-

no kazokuya, “group”no nakani iru-tokimo aruno-desuga, jibun-igaino hitono tameni inoru-

kotowa amari naito omoimasu.  Watakushitachiga shinkenni kono-kotowo hansei-shi, kan-

gaeru-naraba motto hiroi kokorowo mochi, Jesusno yōna kokoroni itami-sae kanjiru kotoga 

dekiru hazudesu.  Sōshite sono taidoga inorini nari, sarani okonai, kotobato natte-kuru-noga 

hontō-dato omoimasu.  

 

Mata ima utaimashita sanbikani aru-tōri “inoriwa kotobade-naku, kokoro-karano netsu-

bode arimasu.” Koto-bawa tanni wataku-shitachiga hyōgen-suru-noni benrina-yōni arunodesu.  

Kamiwa watakushitachino kokorono netsubōwo kiite kudasai-masu. 

 

 2 

 

けれども､そのように広い､強い愛で､多くの人のために心を用いなければなりません｡神は私たち

みんなを､広く豊かに愛していてくださいます｡ 

イエスが教えられた主の祈りに､｢我らの父なる神｣という言葉がありますが､この｢我ら｣という

言葉は個人だけでなくて､さらに非常に広い意味が含まれています｡しかし､実際に反省してみま

すと､私たちの気持ちは､狭い範囲のことのみに限られていると思います｡あるときは自分一人で

あり､ある場合はには自分の家族や､｢グル－プ｣の中にいるときもあるのですが､自分以外の人の

ために祈ることは､あまりないと思います｡私たちが真剣にこのことを反省し､考えるならばもっ

と広い心を持ち､イエスのような心に痛みさえ感じることができるはずです｡そしてその態度が祈

りになり､さらに行い､言葉となってくるのが本当だと思います｡ 

また､今歌いました讃美歌にある通り､｢祈りは言葉でなく､心からの熱望であります｣｡言葉は､

単に私たちが表現するのに､便利なようにあるのです｡神は､私たちの心の熱望を聞いて 
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kudasai-masu.  Dakara kireina kotobade hitoni kanshin-sareru yni inora-naide, tsutanaku-

temo, makotono kokoro-karano inori-koso hontōno inoride arimasu.   

 

Doshitemo jibunno kokorono-nakani jiko-chushintekina kangaega aru-narāba, sorewo 

yame, motto hiroi kokorowo mochi hokano hitono kotowo kangaeru atarashii hōkō-eto 

mezashite yuku-toki, Kamino michibiki-to megumini yotte ∧fushigini watakushitachiwa hon-

tōno, kensonna taidoni kae-rarete yuku node arimasu.  Kono kotowa matano kikaini 

ohanashi-suru kotoni-shite, ima shibaraku kamino maeni hanseino tokiwo mochimashō.  

************** 

PRAYER*INORI 

Watakushitachino chichinaru Kamisama! watakushitachiwa itsumo kono tokini shi-

zukani, Kamino mikotobawo manabi, kiki, soshite watakushitachiwa dōsureba yoikawo kan-

gae, hansei-suru kotoga deki, - kansha shimasu.  Watakushitachiwa hiroi kokorowo mochi 

ōkuno hitono tamenimo kokorowo itame tomoni susunde yuku kotoga deki-masu-yōni omamo-

ri kudasai.  Mata mazushii kotoba-taranai inoridemo makotono netsubōwo Kamiga kiite 

kudasaru kotowo shinjimasu.  Dōzo watakushitachiga makotono inoriwo sasageru-kotoga 

dekiru yōna, makotono hitoni nare- 

 

3 

 

くださいます｡だからきれいな言葉で人に感心されるように祈らないで､つたなくても､真
まこと

の心か

らの祈りこそ､本当の祈りであります｡ 

どうしても自分の心の中に自己中心的な考えがあるならば､それをやめ､もっと広い心を持ち､

ほかの人のことを考える新しい方向へと目指してゆく時､神の導きと恵みによって不思議に私た

ちは､本当の謙遜な態度に変えられてゆくのであります｡このことはまたの機会にお話しすること

にして､今しばらく神の前に反省の時を持ちましょう｡ 

 

PRAYER 祈り 

私たちの父なる神さま！ 私たちはいつもこの時に静かに､神の御言葉を学び､聞き､そして私た

ちはどうすればよいのかを考え､反省することができ､感謝します｡私たちは広い心を持ち､多くの

人のためにも心を痛め､ともに進んでゆくことができますようにお守りください｡また貧しい言

葉･足らない祈りでも､真の熱望を神が聞いてくださることを信じます｡どうぞ私たちが真の祈り

を捧げることができるような､真の 
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hitoni-nare-masu yōni, hitori, hitorini chikarato megumiwo ataete kudasai. 

Kono mijikai inoriwo, (kiyoki) Jesusno mina-ni yotte onegai shimasu. 

                                              Amen 

 

4 

 

人になれますように､一人ひとりに力と恵みを与えてください｡ 

この短い祈りを､イエスのみ名によってお願いします｡ 

            ア－メン 
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(1 

NATSUYASUMI-WO-MUKAERU-NI-ATARI               7/19/58  

                     Seisho : Phil. 3:12-16 

Kyōwa dai-ichi-gakkino shūgyō-shikiwo mukae, asu-karawa nagai natsuyasumiga 

hajimarō-to shite imasu.  Ima minasanwa tori-kago-kara hanareta kotorino yōni, nobi-nobi-

shita kimochide ippai-deshō. 

Natsuyasumiwa jūbunni karadawo kitae, gakkō-seikatsu-to chigatte, katei, oyobi 

shakai-seikatsuno nakani atarashii keikenwo motsuto tomoni, zen-gakkino hanseiwo-shi, rai-

gakkino tameni jūbunna junbiwo-suru kikaide arimasu. 

Minasanga natsuyasumiwo yūigini sugo-sareru tame-niwa, mazu shikkari-shita moku-

hyōto soreni fusawashii keikakuwo tateru-koto desu.  Natsuyasumino mainichiwa taihen 

atsuku, karadaga daruku, seikatsuga fukisokuni nari-gachi desu.  Keredomo minasanga 

mokuhyōni mukatte ichi-nichi matawa isshū-kanno keikakuwo tatete sei-katsuwo-suru-

naraba, mainichiga tanoshiku hariaiga dete-kuru-deshō.  Shikashi, yasumiwa nagai-noda-

karato yudan-shite asude ii-darō, asu-shi-yō-to, dara-dara sugoshite shimatte, yasumino-

owari chikaku natte-kara yama-no-yōna shukudaiwo ō-awateni, ase-mizu-nagashite yatta  

tokorode, kanzenna 

 

ピリピ 3:12-16                                                                       1 

夏休みを迎えるにあたり          1958/7/19 

 

今日は第1学期の終業式を迎え､明日からは長い夏休みが始まろうとしています｡今み､なさんは

鳥籠から離れた小鳥のように､のびのびした気持ちでいっぱいでしょう｡ 

夏休みはじゅうぶんに身体を鍛え､学校生活と違って､家庭および社会生活の中に､新しい経験

を持つとともに､前学期の反省をし､来学期のためにじゅうぶんな準備をする期間であります｡ 

みなさんが夏休みを有意義に過ごされるためには､先ずしっかりした目標と､それにふさわしい

計画を立てることです｡夏休みの毎日は大変暑く､身体がだるく､生活が不規則になりがちです｡け

れども､みなさんが目標に向かって､1日または 1週間の計画を立てて生活をするならば､毎日が楽

しく張り合いが出てくるでしょう｡しかし､休みは長いのだからと油断して､明日でいいだろう､明

日しようと､ダラダラ過ごしてしまって､休みの終わり近くなってから､山のような宿題を大慌て

に､汗水流してやった 
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2) 

tokorode, kanzenna yoi “report”wa nozome-nai-deshō.  Sorewa “Daruma-Tataki”no ‘game’ni 

nite imasu.  Mekakushiwo-shite-iru-node mokuhyōno Darumawo mezashite massuguni 

sokoe yuki, sono atamawo ‘po-kon’to tataku kotowa konnande arimasu.  Moshi, minasanga 

mokuhyōni mukatte keikakuno-aru seikatsuwo sureba, migotoni Darumano atamawo tata-

keru-yōni, natsuyasumimo tameni-nari, ōkina shūkaku-no-aru tanoshii omoideni michita 

monoto-naru-deshō. 

Kokode chūi-subeki kotowa, keikakuwa yasashiiga, jikkō-suru kotowa muzukashii toiū 

kotode arimasu.  Mokuhyō-to-keikakuga aru dake-nara, sorewa namimani tadayou ‘boat’no 

yōna monode arimasu.  Jikkō-towa ro-wo shikkarito nigitte mokutekichini mukatte isshō-

kenmeini koide yuku koto-nanodesu.  ‘Boat’ga ōnamiya shio-no-nagare-no henka-nado, iro-

irona konnanni de-au yōni, minasanmo sama-zamana konnanwo keiken-suru-deshō.  Shi-

kashi ōkuno-hitowa moku-hyōwo shikkari mitsume-tsutsu keikaku-dori-ni susunde yukitaito 

omowareru deshō.  Sore-niwa tsuyoi ishito, tayumanu doryokuga hitsu-yō-de arimasu. 

Ijōno kotowo kokoroni tomete, tanoshii  

asobi, benkyō, 

 

2 

 

ところで､完全なよい｢レポート｣は望めないでしょう｡それは､｢だるまたたき｣のゲームににてい

ます｡目隠しをしているので､目標のだるまを目指してまっすぐにそこへゆき､その頭を｢ポカン｣

とたたくことは困難であります｡もし､みなさんが目標に向かって計画のある生活をすれば､みご

とにだるまの頭をたたけるように､夏休みもためになり､大きな収穫のある楽しい思い出に満ちた

ものとなるでしょう｡ 

ここで注意すべきことは､計画はやさしいが､実行することは難しいということであります｡目

標と計画があるだけなら､それは波間に漂う｢ボート｣のようなものであります｡実行とは櫓
ろ

をしっ

かりと握って､目的地に向かって一生懸命に漕
こ

いでゆくことなのです｡｢ボート｣が大波や潮の流れ

の変化など､いろいろな困難に出あうように､みなさんもさまざまな困難を経験するでしょう｡し

かし､多くの人は目標をしっかり見つめつつ､計画通りに進んでゆきたいと思われるでしょう｡そ

れには､強い意志とたゆまぬ努力が必要であります｡ 

以上のことを心に溜めて､楽しい 
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3) 

asobi, benkyō, otetsudai nadono keikaku-wo tate, mokuhyōni mukatte kuino nai, yūigina 

natsuyasumiwo okurareru kotowo nozonde yamimasen. 

 

3 

 

遊び､勉強､お手伝いなどの計画を立て､目標に向かって悔いのない､有意義な夏休みを送られるこ

とを望んでやみません｡ 
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                                               9/16/58 

(1) 

Kyôwa watashi-tachi Shinonome Gakuen-no sôritsu 72-shûnen-Kinenbi-ni atarimasu. 

Sōritsu-kinenbi-to ieba suguni “Dentô” “Rekishi” to iukoto-ga atamani ukande kimasu.  Shi-

kashi genzaino watashi-tachi-wa fudan, nichijô-seikatsu-ni oite dentô-ya shûkanto iukoto-ga 

donnani taisetsu-na monode arukato iukoto-wo amari kanjite inainodewa naikato omimasu.  

Keredomo, dentô-ya shûkan-wa watashi-tachi-ga sôzô-suru ijōni shirazu shirazuno aidani 

wata-shitachi kojinno jinkakuya taido-ni eikyô-wo oyoboshi, sorega itsuno manika watashi-

tachino seikatsuno nakani katachini natte arawarete kuruno-de arimasu.  Sore-wa chôdo 

watashi-tachi-ga kûkiwo suunoto onaji yôna monode arimasu.  Konoyôni, gakkô-ya shakai-

mo, dentô-wa tokubetsu taisetsuna monode aruto watashi-wa kanji-te orimasu.  Dentô-to 

iumonowa furui mukashi-ni sakanobotta kotode arimasu-ga, sore-wa tannaru kakono omoide-

de naku kakono koto-wo chûshin-ni shite, sono keikenwo ikashi yoriyoki shôraiwo mezashi-te 

genzaino seikatsuwo surunode nakereba sono dentôwa shinde irunode atte, ikita dentô-towa 

iemasen. 

Ningenga kakoni sumi omoideni ikite iru-nodewa nanno yakunimo tachimasen.  Yoku rôjin-

tachiwa kakono kotowa yokattayôni omoi, mukashiwa aadatta kôdatta, mukashi-wa yokatta-

to hanashite, itsudemo kakono kotowo kangaete imasu.  Shikashi genzaini ikiteiru hitowa, 

soredakedewa nanno imimo naku, yoriyoi shôraino tameni hatarakaneba narazu, sonotameni 

yakudatsu dentôkoso, hontôno ikita dentô nanode arimasu. 

 1 

創立 72 周年記念日          1958/9/16 

 

今日は私たち東雲学園の創立 72 周年記念日にあたります｡ 

創立記念日といえば､すぐに｢伝統｣､｢歴史｣ということが頭に浮かんできます｡しかし現在の私

たちは､ふだん日常生活において､伝統や習慣ということがどんなに大切なものであるかというこ

とを､あまり感じていないのではないかと思います｡けれども､伝統や習慣は私たちが想像する以

上に､知らず知らずの間に私たち個人の人格や態度に影響を及ぼし､それがいつのまにか私たちの

生活の中に､形になって表れてくるのであります｡それはちょうど私たちが空気を吸うのと同じよ

うなものであります｡このように､学校や社会でも､伝統は特別大切なものであると私は感じてお

ります｡伝統というものは古い昔にさかのぼったことでありますが､それは単なる過去の思い出で

なく､過去のことを中心にして､その経験を生かし､よりよき将来を目指して現在の生活をするの

でなければ､その伝統は死んでいるのであって､生きた伝統とはいえません､ 

人間が過去に住み､思い出に生きているのでは､何の役にも立ちません｡よく老人たちは過去の

ことはよかったように思い､昔は､ああだった､こうだった､昔はよかったと話して､いつでも過去

のことを考えています｡しかし現在に生きている人は､それだけではなんの意味もなく､よりよい

将来のために働かねばならず､そのために役立つ伝統こそ､本当の生きた伝統なのであります｡ 
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(2) 

Mata môhitotsu kangaeneba naranai kotowa, ima watashi-tachino yatte-iru kotoga, shira-zu 

shirazu-no aidani shûkanto nari, shôrai-ni nanrakano eikyowo ataeruto iukotode arimasu.  

Genzaino shakaiwo mimasutoki, itsuno manika konoyôni natte kitanode amari kanjizu mis-

ugosare gachini natte imasuga machigatta koto, yugame rareta iroirona kotoga arimasu.  

Sono nakade seikatsusuru watashi-tachino jinkakumo dan dan yugame rarete kurukotode-

shôga shakai zentaiga yu-gande iruto shitara jibuntachi hitori hito-rino machigaini-ya 

yugamini kiga tsukanai-nodewa naideshôka.  Watashi-tachi ningenwa donnani shikkari 

shiteiruto ittemo shûino jôkyo, kankyôni yotte zuibun henkashite kurumonode arimasu.  

Konoyôna toki Christ no chikarano arutokoro-wa sono yugamiwo shiri sorewo naoshi otagai-ni 

yoi jinkakuto narukotowo nozomi, Kamino aiwo taikenshi sorewo hokano hito-bitonimo wake 

ataete seikatsu shiteyukunode arimasu.  Korega futsû ippanno tetsugakuya, dôtokuwo 

motteiru hito-to chigattekuru tokorode ari-masu. 

Kono konpontekina chigaini yori watashi-tachiwa atarashiku sarerunode arimasu.  Kôiu 

hatarakiwa kikai-tekinimo dekinaishi, mata group toshitemo dekimasen.  Hitori hi-toriga 

zensekaiwo shihaisuru hitotsuno Kamini sesshi, atarashiku futatabi umare-kawaru kotoga 

dekirunode ari, seikatsuno mokuhyôto yoi jinkakuga umarete kurunode arimasu. 

Shûino kankyôni yori dandanto jinkakuga yugamerarete machigatta hôkôni mukatte yuku-

kotowa watashi-tachi jibunno chikara, mata iikaeru-naraba jiyûno chikarade dekimasuga, 

korewo tadashii hôkôni mukenaosu kotowa 

2 

 

またもう一つ考えねばならないことは､今私たちのやっていることが､知らず知らずの間に習慣

となり､将来に何らかの影響を与えるということであります｡現在の社会を見ますとき､いつのま

にかこのようになってきたので､あまり感じず､見過ごされがちになっていますが､間違ったこと､

歪められたいろいろなことがあります｡その中で生活する私たちの人格も､だんだん歪められてく

ることでしょうが､社会全体が歪んでいるとしたら､自分たち一人ひとりの間違いや歪みに気がつ

かないのではないでしょうか｡私たち人間はどんなにしっかりしているといっても､周囲の状況､

環境によって､ずいぶん変化してくるものであります｡ 

このような時､キリストの力のあるところは､その歪みを知り､それを直し､お互いによい人格と

なることを望み､神の愛を体験し､それをほかの人々にも分け与えて生活していくのであります｡

これが普通一般の哲学や道徳を持っている人と違ってくるところであります｡ 

この根本的な違いにより､私たちは新しくされるのであります｡こういう働きは機械的にもでき

ないし､またグループとしてもできません｡一人ひとりが全世界を支配する一つの神に接し､新し

く再び生まれ変わることができるのであり､生活の目標とよい人格が生まれてくるのであります｡ 

周囲の環境によりだんだんと人格が歪められて､間違った方向に向かってゆくことは､私たち自

分の力､また言い換えるならば､自由の力でできますが､これを正しい方向に向けなおすことは 
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(3) 

jiyûno chikaradewa dekimasen.  Ningenga yatta-koto-dakara, ningenno chikarade naoruto 

kangaerukamo shiremasenga sorewo suru tameniwa ningen igaino ôkii chikara, Kamino 

michibikito megumini yoranakereba narimasen. 

Konoyôna reiwo kangaereba yoku wakaruto omoimasu.  Ishiwo ikeni nagetara hamonga 

dekimasu.  Shikashi sono ishiwo ikeno nakakara torinoketato shitemo, mata hokano hôhôwo 

motte shitemo, ningenno chikara dewa sono hamonwo nakusu kotowa dekimasen.  Ishiwo 

nageru kotowa jiyû desu.  Shikashi ichido dekita hamonwo nakusu kotowa jiyû-niwa deki-

masen. 

Konoyôna ôkii chikara, Kamino megumini sessuru kotoga dekita toki, watashi tachiwa 

tadashii hôkôni mukatte atarashiku umare kawaru kotoga dekirunode arimasu.  Kono me-

gumiwa atamade kangae, sôzôshita dakede wakaru monode naku, chôdo aru hitoni aumade 

sono hitoto jibunno aidani dôiu yûjinga aruka sôzôshitemo wakaranainoto onaji yôna mono-

desu.  Sono hitoni sesshite-mite haji-mete, sono hitono hontôno kokoroga wakari jibunto 

sono hitotono aidani dôiu fukai igiaru kotoga aruka wakarunode arimasu. 

Konoyôni watashi-tachiwa watashi-tachini katari-kakete kudasaru Kamini sekkyoku-tekini 

sesshi, sono megumiwo uke, Kamino nakani ikasarete seikatsu shiteiru kotowo keikenshi, 

gakumonwo suruto tomoni mata yoi dentôto shûkanwo shôrainni nokoshi, mada mirukotono 

nai shôraino yoi shakaiwo umidashite yuku tameni doryoku shite yuka-nakereba narimasen.  

Sôshite kakono omoide dakede naku, Kamino mikokoroni kanauyô 

3 

 

自由の力ではできません｡人間がやったことだから､人間の力で治ると考えるかもしれませんが､

それをするためには人間以外の大きな力､神の導きと恵みによらなければなりません｡ 

このような例を考えればよく分かると思います｡石を池に投げたら､波紋ができます｡しかしそ

の石を池の中から取り除けたとしても､またほかの方法をもってしても､人間の力ではその波紋を

なくすことはできません｡石を投げることは自由です｡しかし一度できた波紋をなくすことは自由

にはできません｡ 

このような大きい力､神の恵みに接することができたとき､私たちは正しい方向に向かって新し

く生まれ変わることができるのであります｡この恵みは頭で考え､想像しただけで分かるものでな

く､ちょうどある人に会うまで､その人と自分の間にどういう友情があるか想像してもわからない

のと同じようなものです｡その人に接してみて初めて､その人の本当の心が分かり､自分とその人

との間にどういう深い意義あることがあるか､わかるのであります｡ 

このように私たちは､私たちに語りかけてくださる神に積極的に接し､その恵みを受け､神の中

に生かされて生活していることを経験し､学問をするとともに､またよい伝統と習慣を将来に残

し､まだ見ることのない将来のよい社会を生み出してゆくために､努力してゆかなければなりませ

ん｡そして過去の思い出だけでなく､神のみ心にかなうよう 
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doryoku shite korareta sôritsu-iraino hito bitono seishinwo imamo watashi-tachino nakani 

ikasu kotoni yori atarashii rekishi-wo watashi-tachino teni yotte tsukuri dashite yuki taito 

omotte orimasu. 

 

4 

 

努力してこられた創立以来の人々の精神を､今も私たちの中に生かすことにより､新しい歴史を私

たちの手によって､作り出してゆきたいと思っております｡ 
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SORITSU*KINENBI                            9/16/58 (1 

Kyōwa watashi-tachi Shinonome gakuenno soritsu 72-shūnen kinenbini atarimasu. 

 

Sōritsu-kinenbi-to ieba suguni ‘dentō’ ‘rekishi’ toiū kotoga atamani ukande kimasu.  

Shikashi genzaino watakushi-tachiwa fudan, nichijō-seikatsuni oite dentōya shūkanto-iu-

kotoga donnani taisetsuna monode arukato iū-kotowo amari kanjite inaino-dewa- nai-kato 

omimasu.  Keredomo, dentōya shūkanwa watashi-tachiga sōzō-suru ijōni/ shirazu, shirazuno 

aidani watashi-tachi kojinno jinkakuya taidoni eikyōwo oyoboshi/ sorega itsuno-manika wa-

tashi-tachino seikatsuno nakani katachini natte arawarete kuru-node arimasu.  Sorewa 

chodō watashi-tachiga kūkiwo su-u-noto onaji yōna monode arimasu.  Konoyōni, gakkōya 

shakaimo, dentōwa tokubetsu taisetsuna monode aruto watashiwa kanjite orimasu.  Dentōto 

iu-monowa furui mukashini sakanobotta kotode arimasuga, sorewa tannaru kakono omoide-

de naku, kakono kotowo chūshinni- shite, sono keikenwo ikashi/ yoriyoki shōraiwo mezashite/ 

genzaino sei-katsuwo suru-node nakereba sono dentōwa shinde iru-node atte, ikita dentō-

towa ie-masen. 

Ningenga kakoni sumi, omoideni ikite iruno/dewa nanno yakunimo tachimasen.  Yoku  

 

1 

創立記念日          1958/9/16 

 

今日は､私たち東雲学園の創立72周年記念日にあたります｡ 

創立記念日といえば､すぐに｢伝統｣､｢歴史｣ということが頭に浮かんできます｡しかし現在の私

たちは､普段､日常生活において､伝統や習慣ということがどんなに大切なものであるかというこ

とを､あまり感じていないのではないかと思います｡けれども､伝統や習慣は私たちが想像する以

上に､知らず知らずの間
あいだ

に私たち個人の人格や態度に影響を及ぼし､それがいつの間
ま

にか私たち

の生活の中に形になって現れてくるのであります｡それは､ちょうど私たちが空気を吸うのと同じ

ようなものであります｡このように､学校や社会でも､伝統は特別大切なものであると､私は感じて

おります｡伝統というものは古い昔に遡ったことでありますが､それは単なる過去の思い出でな

く､過去のことを中心にしてその経験を生かし､よりよき将来を目指して､現在の生活をするので

なければ､その伝統は死んでいるのであって､生きた伝統とは言えません｡ 

人間が過去に住み､思い出に生きているのでは､何の役にも 
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tachimasen.  Yoku rōjin-tachiwa kakono kotowa yokatta-yōni omoi, mukashiwa aa-datta kō-

datta, mukashiwa yokattato hanashite, itsudemo kakono kotowo kangaete imasu.  Shikashi 

genzaini ikite-iru hitowa, sore-dakedewa nanno imimo naku, yoriyoi shōrai-no tameni 

hataraka-neba-narazu, sono-tameni yakudatsu dentō-koso, hontōno ikita dentō-nanode ari-

masu. 

Mata mohitotsu kangaeneba naranai kotowa, ima watashi-tachino yatte-iru kotoga shi-

razu, shirazuno aidani shūkanto nari, shōraini nan/rakano eikyōwo ataeru-toiu kotode ari-

masu.  Genzaino shakaiwo mimasu-toki, itsuno manika/ kono yōni natte kita-node/ amari 

kanjizu misugosare-gachini natte imasuga machigatta koto, yugame-rareta iro-irona kotoga 

arimasu.  Sono nakade sei-katsu-suru watashi-tachino jinkakumo dan-dan yugame-rarete-

kuru kotode-shōga. shakai zentaiga yugande iruto-shitara jibun-tachi hitori-hitorino machi-

gai-ya, yugamini kiga-tsukanainodewa nai-de/shōka? 

Watashi-tachi nengenwa donnani shikkari shite-iruto ittemo shūino jōkyō,kamkyōni 

yotte zuibun henka-shite kuru-monode seimasu. 

Kono yōna toki, ‘Chrisut’no chikarano 

2 

 

立ちません｡よく老人たちは過去のことはよかったように思い､昔はああだった､こうだった､昔は

よかったと話して､いつでも過去のことを考えています｡しかし現在に生きている人は､それだけ

では何の意味もなく､よりよい将来のために働かねばならず､そのために役立つ伝統こそ本当の生

きた伝統なのであります｡ 

また､も一つ考えねばならないことは､今私たちのやっていることが､知らず知らずのあいだに

習慣になり､将来に何らかの影響を与えるということであります｡現在の社会を見ます時､いつの

間にかこのようになって来たので､あまり感じず見過ごされがちになっていますが､間違ったこ

と､歪められた色々なことがあります｡その中で生活する私たちの人格も､だんだん歪められてく

ることでしょうが､社会全体が歪んでいるとしたら､自分たち一人ひとりの間違いや歪みに気がつ

かないのではないでしょうか｡ 

私たち人間はどんなにしっかりしているといっても､周囲の状況､環境によって､ずいぶん変化

してくるのであります｡ 

 



Gillett Note -4 

 - 273 - 

 

(3 

Kono yona toki, ‘Christ’no chikarano aru-tokorowa sono yugamiwo shiri, sorewo naoshi, 

otagaini yoi jinkakuto-naru-kotowo nozomi, Kamino aiwo taikenshi sorewo hokano hito-bito-

nimo wake-ataete seikatsu-shite yuku node arimasu.  Korega futsū ippanno tetsu-gakuya, 

dōtokuwo motte-iru hitoto chigatte kuru tokorode arimasu. 

Kono konpon-tekina chigaini yori watashi-tachiwa atarashiku sareru node arimasu.  

Kōiu hatarakiwa kikai-tekinimo dekinai-shi, mata ‘group’ toshitemo deki-masen.  Hitori 

hitoriga zensekaiwo shihai suru hitotsuno Kamini sesshi, atarashiku futatabi umare-kawaru 

kotoga dekiru node ari, seikatsuno mokuhyōto yoi jinkakuga umarete kuru-node arimasu. 

Shūino kankyōni yori dandanto jinkakuga yugamerare machigatta hōkōni mukatte yu-

ku-kotowa watashi-tachi jibunno chikara, mata iikaeru naraba jiyūno chikarade dekimasuga 

korewo tadashii hōkōni muke-naosu kotowa jiyūno chikaradewa dekimasen.  Ningenga yat-

ta-koto-dakara, ningenno chikarade naoruto kangaerukamo shiremasenga, sorewo suru 

tameniwa ningen igaino ōkii chikara, Kamino michibikito megumini yoranakereba  

narimasen. 

 

3 

 

このような時､キリストの力のある所は､その歪みを知り､それを直し､お互いによい人格となる

ことを望み､神の愛を体験し､それをほかの人々にも分け与えて生活してゆくのであります｡これ

が普通一般の哲学や､道徳を持っている人と違ってくるところであります｡ 

この根本的な違いにより､私たちは新しくされるのであります｡こういう働きは機械的にもでき

ないし､また｢グループ｣としてもできません｡一人ひとりが全世界を支配する一つの神に接し､新

しく再び生まれ変わることができるのであり､生活の目標とよい人格が生まれて来るのでありま

す｡ 

周囲の環境により､だんだんと人格が歪められ､間違った方向に向かってゆくことは､私たち自

分の力､また言い換えるならば自由の力でできますが､これを正しい方向に向け直すことは､自由

の力ではできません｡人間がやったことだから､人間の力で直ると考えるかも知れませんが､それ

をするためには人間以外の大きい力､神の導きと恵みによらなければ 
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narimasen. 

Kono yōna reiwo kangaereba yoku wakaru-to omoimasu.  Ishiwo ikeni nagetara 

hamonga dekimasu.  Shikashi sono ishiwo ikeno naka-kara torinoketato-shitemo, mata 

hokano hōhōwo motte shitemo, ningenno chikara-dewa sono hamonwo nakusu kotowa deki-

masen.  Ishiwo nageru kotowa jiyūdesu.  Shikashi ichido dekita hamonwo nakusu kotowa 

jiyū-niwa dekimasen. 

Kono yōna ōkii chikara, Kamino megumi-ni sessuru kotoga dekita toki, watashi-

tachiwa tadashii hōkōni mukatte atarashiku umare-kawaru kotoga dekiru node arimasu.  

Kono megumiwa atamade kangae, sōzōshita dakede wakaru monode naku, chōdo aru 

hitoni aumade sono hitoto jibunno aidani dōiu yūjōga aruka sōzō-shitemo wakara-nai-noto 

onaji yōna monodesu.  Sono hitoni sesshite mite hajimete, sono hitono hontōno kokoro-ga 

wakari jibunto sono hitotono aidani dōiu fukai igi-aru kotoga aruka wakaru-node ari-masu. 

Kono yōni watashi-tachiwa watashi-tachini katari-kakete kudasaru Kamini sekkyoku-

tekini sesshi, sono megumiwo uke, Kamino nakani ikasarete seikatsu-shite iru kotowo keik-

en-shi, gakumonwo 

4 

 

なりません｡ 

このような例を考えればよく分かると思います｡石を池に投げたら波紋ができます｡しかしその

石を池の中から取り除けたとしても､またほかの方法をもってしても､人間の力ではその波紋をな

くすことはできません｡石を投げることは自由です｡しかし一度できた波紋をなくすことは自由に

はできません｡ 

このような大きい力､神の恵みに接することができた時､私たちは正しい方向に向かって､新し

く生まれ変わることができるのであります｡この恵みは頭で考え､想像しただけで分かるものでな

く､ちょうどある人に会うまでその人と自分の間にどういう友情があるか､想像しても分からない

のと同じようなものです｡その人に接してみて初めて､その人の本当の心が分かり､自分とその人

との間にどういう深い意義あることがあるか､分かるのであります｡ 

このように私たちは､私たちに語りかけてくださる神に積極的に接し､その恵みを受け､神の中

に生かされて生活していることを 
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keiken-shi, gakumonwo suruto tomoni mata yoi dentōto shūkanwo shōrainni nokoshi mada 

miru kotono-nai shōraino yoi shakaiwo umidashite-yuku tameni doryoku-shite yuka-

nakereba narimasen.   

Sōshite kakono omoide dakede naku, Kamino mikokoroni kanau-yō doryoku-shite 

korareta sōritsu-iraino hito-bitono seishinwo imamo watashi-tachino nakani ikasu kotoni-yori 

atarashii rekishiwo watashi-tachino teni-yotte tsukuri-dashite yuki-taito omotte orimasu. 

5 

 

経験し､学問をするとともに､またよい伝統と習慣を将来に残し､まだ見ることのない将来のよい

社会を生み出してゆくために､努力してゆかなければなりません｡ 

そして過去の思い出だけでなく､神のみ心に適うよう努力して来られた創立以来の人々の精神

を､今も私たちの中に生かすことにより､新しい歴史を私たちの手に創り出してゆきたいと思って

おります｡ 
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326:1&5                                                                 (1 

Ps 34:8(13-14)                Shu-ni Shitagau-koto           Sept./15 /58 

Gendaino shakaini oitewa, kagaku-tekini iroirona kotowo kenkyūshi, riron-zukete 

mono-gotowo shori-suru kotoga ōku narimashi-ta.  Soshite kagakuni yotte/ nan-demo dekiru-

to omou keikōga umarete kimashita. 

Keredomo ippan-tekina kotoni tsuitewa kono-yōna kotomo ie/masuga, ningenni kankei-

no aru-kotoni tsuitewa/ sorezoreni kojin-sa-ga ari ikura jōzuni kagaku-tekini shōmeishi riron-

zuketa-to-shitemo, sorewa kekkyoku jibunga taikenshiteˇ ajiwatte minakereba hontōno ko-

towa wakarazu, mata jibunno monoto suru-kotowa dekimasen-desho.  

Tatoeba, shokumotsuni tsuite, korewa oishii-shi, eiyōga aruto, ikura kotobawo tsu-

kushite setsumei-shita-tokorode sono setsumeiwo kiita dakede∧-wa, karadano tameni-nari-

masen.  Yahari jissaini jibunga tabe-te minakereba narimasen. 

Mata sui-eini tsuitemo/ onaji-yōna kotoga ieruto omoimasu.  Hokano hitoga oyoide 

irunowo miruto tanoshi-sōni miemasu-ga/ jibunga omoikitte mizuni tobikonde oyoide mite/ 

hajimete oyogu-kotono tanoshisaga wakaru-node arimasu. 

Mata yūjōto-iū-monomo/ shijinni yotte sono utsukushisaga shini utaware-tari, mata 

shōsetsu nadonimo kakaretari shite-imasu. 

Keredomo, sorewa 

詩篇 34:8(13-14)    讃美歌 326(1&5)                                                   1 

主に従うこと          1958/9/15 

 

現代の社会においては､科学的に色々なことを研究し､理論づけて物事を処理することが多くな

りました｡そして科学によって､なんでもできると思う傾向が生れてきました｡ 

けれでも､一般的なことについてはこのようなことも言えますが､人間に関係のあることについ

ては､それぞれに個人差があり､いくら上手に科学的に証明し理論づけたとしても､それは結局自

分が体験して味わってみなければ､本当のことは分からず､また自分のものとすることはできませ

んでしょう｡ 

たとえば､食物について､これは美味しいし､栄養があると､いくら言葉をつくして説明したとこ

ろで､その説明を聞いただけでは､体のためになりません｡やはり､実際に自分が食べてみなければ

なりません｡ 

また､水泳についても､同じようなことが言えると思います｡ほかの人が泳いでいるのを見ると

楽しそうに見えますが､自分が思い切って水に飛び込んで泳いでみて､初めて泳ぐことの楽しさが

分かるのであります｡ 

また友情というものも､詩人によってその美しさが詩に詠
うた

われたり､また小説などにも書かれた

りしています｡ 
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Keredomo, sorewa jibunga taikenshite minakutewa, donnani tanoshiku utsukushii 

monode aruka wakarazu kagaku-teki kenkyūni yottewa/ yūjōno utsukushisawa shōmei-suru 

kotowa dekinai-deshō. 

Hokano hito-bitoto majiwari, chikarawo awasete hataraka-nakereba,/ iikaeru naraba, 

omoi-kitte aiteno hitoto isshoni-natte minakereba hontōno kotowa wakaranai deshō.  

Tokuni Christ-kyōni tsuitewa kono-kotoga tsuyoku ieru kotode arimasu.  Christ-kyōno 

genri, Christian-no seikatsuwo yoku shirabe, kenkyūshi kotobade rironzuketa-to-shitemo/ 

mata hokano shūkyōto Christ-kyōno chigau-tenwo shirabeta-to-shitemo, soreni] yotte/ Ka-

mino chikarato megumi, Christ-no aiga watashi-tachini wakaru-nodewa ari-n. 

Omoi-kitte Christ-ni shitagai/ shinkono sekaini tobi-konde jikkō-shite minakereba Ka-

mino megumito, chikara, Christ-no aiwo aji-wau kotowa dekinai-node arimasu.∧ 

Christ-ni shitagauto yoku iimasuga, sore-niwa iroirona kotoga fukumarete ori-masu.  

Shi-yasui kotomo aru/shi,/ mata sōtōni konnanna kotomo arimasu.  Kono nakade mazu 

hajime-niwa watashi-tachino mottomo mijikani aru, wakari-yasui koto, tayasuku-dekiru ko-

to-kara yari-hajimete miru-koto-desu.  

Gutaitekini iimasuto, 

 

2 

 

けれども､それは自分が体験してみなくては､どんなに楽しく美しいものであるか分からず､科

学的研究によっては､友情の美しさは証明することはできないでしょう｡ 

ほかの人々と交わり､力を合わせて働かなければ､言い換えるならば､思い切って相手の人と一

緒になって見なければ､本当のことは分からないでしょう｡ 

特にキリスト教については､このことが強く言えることであります｡キリスト教の原理､クリス

チャンの生活をよく調べ､研究し言葉で理論づけたとしても､またほかの宗教とキリスト教の違う

点を調べたとしても､それによって神の力と恵み､キリストの愛が私たちに分かるのではありませ

ん｡ 

思い切ってキリストに従い､信仰の世界に飛び込んで実行して見なければ､神の恵みと､力､キリ

ストの愛を味わうことはできないのであります｡ 

キリストに従うとよく言いますが､それには色々なことが含まれております｡しやすいこともあ

るし､また相当に困難なこともあります｡この中で､まず初めには私たちの最も身近にある､分かり

やすいこと､たやすくできることからやり始めてみることです｡ 
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Gutaitekini iimasuto, dareka aru-hitoni taishite hankanwo motte irunaraba/sorewo yameteˇ 

shinsetsuni suru-koto, matawa warui kotowo shite/ita-nowo/ yamete/ sorewo tadashi-ku na-

osu koto, mata imamadeni hatashite-inai sekininya, gimuga areba sorewo hatasu-yōni suru-

koto, mata shizukani meisō-shite kokorono nakano koewo kiku-koto, nadode arimasu.  Ko-

rerano kotodakede naku, seisho-wo yomuto hokani dōiū kotowo sureba yoika dandan waktte 

kimasuga, minasanga kesshin-shite/ ima itta kotowo jikkō-suru naraba sono kotoni yotte wa-

tashi-tachiwa Kamino megumi Kamino chikarani sasaerarete iru-kotowo/ taiken-suru kotoga 

dekirunode ari-su. 

Saki-hodo suieino reiwo totte hanashi-mashitaga mizu-niwa ukasu-chikara furyokuga 

arimasu.  Shikashi hajimete oyogu hitowa sono furyokuno aru kotowa amari ishiki-sezu 

sonna kotowo kangaeru yo-yū-mo nai-kuraini hotondo jibunno chikara dakede oyoide iru-

yōna kimochide/ isshōkenmei oyoide imasu-ga sono-uchi dandanto rakuni oyoge-dasu-to 

suieiwa/ jibunno chikara dakede-naku ukasu-to ieiū mizuno chikarani yotte rakuni oyoide-iru 

kotoni kiga-tsuki/ sono furyokuwo jōzuni riyō-suru kotoni yotte rakuni oyogeru/shi oyogu-

kotono tanoshimiga wakatte kuru-node arimasu.  Furyokuwo riyō-sezu jibunno chikara-

dakede oyoide  

iru-naraba hayaku 

 

3 

 

具体的に言いますと､だれかある人に対して反感を持っているならば､それをやめて親切にするこ

と､または悪いことをしていたのをやめてそれを正しく直すこと､また今までに果たしていない責

任や､義務があればそれを果たすようにすること､また静かに瞑想して心の中の声を聞くこと､な

どであります｡これらのことだけでなく､聖書を読むとほかにどういうことをすればよいか､だん

だん分かって来ますが､みなさんが決心して今言ったことを実行するならば､そのことによって私

たちは神の恵み､神の力に支えられていることを､体験することができるのであります｡ 

先程､水泳の例をとって話しましたが､水には浮かす力･浮力があります｡しかし初めて泳ぐ人は

その浮力のあることはあまり意識せず､そんなことを考える余裕もないくらいに､ほとんど自分の

力だけで泳いでいるような気持ちで､一生懸命泳いでいますが､その内だんだんと楽に泳げだす

と､水泳は自分の力だけでなく浮かすという水の力によって泳いでいることに気がつき､その浮力

を上手に利用することによって､楽に泳げるし､泳ぐことの楽しみが分かってくるのであります｡

浮力を利用せず､自分の力だけで泳いで 



Gillett Note -4 

 - 280 - 

 

4) 

iru-naraba hayaku tsukarete/ oyogu kotoga iyani natte kurudeshō. 

 

Jesus-ni shitagau-toiū kotomo koreto onaji yōni, hajimewa sōtōna doryokuwo hitsuyōto 

shimasuga dandan jishinga-dekite kuruto/ imamade jibun-dakega doryoku-shite ita yōni 

omotte-ita kotomo ōkina Kamino chikarani yotte sasaerare, tasuke-rarete iru-kotoga wakari/ 

dandanto sono Kamino chikarani kyōryokushi tanoshii seikatsuga dekiru yōni narunode ar-

imasu.  Soshite kotobade setsumei-suru kotono dekinai heiwana kokoroto, tsuyoi chikaraga 

ataerarete kuru-node arimasu. 

                 34:8 

Shihenni “Shuno megumi fukaki kotowo ajiwai-shire, Shuni yoritanomu hitowa Sai-

waide aru,” to kaite arimasu. 

Minasanwa mazu mijikani-aru Jesus-ni shitagau kotowo jikkō-shite kudasai. 

Sōshite imam/ade Jesus-ni tsuite kiite-kita/ iroirona kotowo jibunno monoto-suru tameni, 

iikaeru naraba, “Shu-no megumi fukakiwo ajiwai-shiru tameni” doryoku” kotono dekiru 

seikatsuwo sareru kotowo kibō-shite orimasu. 

 

Ima w-t-ga kokoroni kesshin shita k-wo jikko s chikarawo ate tamae 

4 

 

いるならば､早く疲れて､泳ぐことがいやになってくるでしょう｡ 

イエスに従うということも､これと同じように､初めは相当な努力を必要としますが､だんだん

自信ができてくると､今まで自分だけが努力していたように思っていたことも､大きな神の力によ

って支えられ助けられていることが分かり､だんだんとその神の力に協力し､楽しい生活ができる

ようになるのであります｡そして言葉で説明することのできない平和な心と､強い力が与えられて

くるのであります｡ 

詩篇に｢主の恵み深きことを味わい知れ､主に寄り頼む人はさいわいである｣(詩篇34:8)と書いて

あります｡ 

みなさんは､まず身近にあるイエスに従うことを実行してください｡ 

そうして今までイエスについて､聞いてきた色々なことを自分のものとするために､言い換える

ならば､｢主の恵み深きを味わい知る｣ことのできる生活をされることを希望しております｡ 
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College     9/30/58  453. 

Follow Me!                                                                 Mt 9:9 

Phil 4:9   “Watashini shitagatte kinasai”  

                     Kakareteori 

Why Xn Way-?  How 

Chūshotek 

Shitagau 

                      Kotae 

人wo uramu 

uramiwo motsu       tsugunai wo suru 

shikaeshi suru 

                    ttara 

Sekinin wo okotaru 

Gimu 

Fuan ga aru 

Kenko 

Ochitsuite iru 

Omonjitai 

Xn ni人ni  hihan sarete 

Anatagataga watashikara mananda koto/uketa koto kiita koto/ mita kotowa/ korewo jikkō shinasai.  So 

sureba/heiwa no Kamiga anatagata totomoni imasu dearo.  Phil 4:9 

 マタイ 9:9    讃美歌 453                                                             1 

Follow Me!          1958/9/30(カレッジ) 

 

         ピリピ 4:9   “私に従って来なさい”  

書かれており 

Why Xn Way-?  How 

抽象的 

従う 

答え 

人を恨む 

恨みを持つ          償いをする 

仕返しする 

                    たら 

責任を怠る 

義務 

不安がある 

健康 

落ちついている 

重んじたい 

人に批判されて 

あなたがたが､わたしから学んだこと､受けたこと､聞いたこと､見たことは､これを実行しなさい｡

そうすれば､平和の神が､あなたがたと共にいますであろう｡ ピリピ 4:9 
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