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一生をかけて学ぶもの

　人が生まれたその瞬間から、するようになる一つのこと。それは、何だと思

いますか ?　コミュニケーションです。赤ん坊は言葉はしゃべれないものの、泣

き声や表情で母親とコミュニケーションをするようになります。次第に子供は

言葉を学び、成長するにつれて、しっかりとした言葉で自分の気持ちを表現す

るようになります。そしてやはり、表情や態度、行動を通してもコミュニケーショ

ンをします。人はこうして、この地上を去るまで、周りの人たちとコミュニケー

ションを続けるのです。

　ですから、コミュニケーションは、人が一生使う必要のあるツールなのです

が、その割には、それについて経験を積み、学ぶチャンスが減ってきているの

が現代社会です。ハイテク社会、価値観の多様化の中にあって、人と会話を交

わさなくてもやっていけるようになり、家庭での会話もめっきり減ってしまっ

ています。学校では言語を学びますが、コミュニケーションというのは、それ

以上のものです。コミュニケーションは人間関係の基礎であり、それを築くには、

言語を学ぶだけでは十分ではなく、こころの教育が必要とされるのです。

　さて、神様は言葉やコミュニケーションを重要視していたに違いありません。

聖書の有名な一節、ヨハネの福音書の冒頭で、こう言っているのです。「初めに

言
ことば

があった。言は神と共にあった。言は神であった。」　神様は言葉によってこ

の世界を創られました。そして、聖書の中には、コミュニケーションの秘訣が

満載されています。それは、人間がお互いに幸せに生きていく上でとても大切

なことの一つだからです。

　そこで今回は、コミュニケーションについて特集してみました。その中で、

異なる世代とのコミュニケーションについてもふれています。自分の家庭に

ティーンエージャーがいる人、あるいは、職場で若い世代と共に働いている人

もいらっしゃることでしょう。このコミュニケーション特集が、皆さんの家庭

や職場や付き合いにおいて、より良い人間関係を築く助けとなりますように。

アクティベート編集部
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　ガブリエルに出会ったのは、私がまだ 14歳の時で

した。彼はほんの少し年が上なだけで、私と同じく、

十代の悩みをいろいろ抱えていました。そんな私たち

は、よい友だちになり、楽しく過ごしていました。

　けれど、ある時、何が原因だったのかも思い出せま

せんが、激しい言い合いをして、私は泣いてしまった

のです。仲直りしたかったけれど、どうしていいかわ

かりませんでした。状況が複雑すぎて、解決するのは

難しく思えたからです。そして、ガブリエルと私は次

第に疎遠になっていきました。

　何年か経つと、もう連絡を取ることもなくなりまし

た。ところが 1998 年 4 月、突然、私たちの両方と

連絡をとっていたある友人から、ガブリエルが昏睡状

態だと聞かされました。登山中に 30メートルも転落

したのです。私は心臓が止まりそうでした。その瞬間、

この地上で彼に会うことはもうないだろうという予感

がしました。そして数週間後、医師たちの努力もむな

しく、ガブリエルは亡くなったのです。

　それから長いこと、「あの時、仲直りしていたらよ

かった」と悔やまれて、眠れない夜をすごすこともよ

くありました。仲直りするチャンスはもうなくなって

しまったのです・・・。彼は、私が彼の心を傷つけた

ことをゆるしてくれているだろうか、と思わずにはい

られませんでした。天国から彼が私を見て、この心痛

をわかってくれるだろうか・・・と。

　しかし、ある夜、答を受け取ったのです。それは、短

くシンプルなものでしたが、後悔の念をきれいさっぱ

り洗い流してくれました。頭の中で、ガブリエルの声

が聞こえたのです。「いつも君のこと、友だちだと思っ

ていたよ！」　その声を聞いて、すべてゆるされたの

だという感覚に満たされ、心に安らぎを覚えました。

アンドリア・クレイ

仲直り

　その時私は、「これからは、自分が誰かを傷つけたり

怒らせたりしておきながら、仲直りもしないまま一日

を終わらせるようなことは絶対にするまい」と誓った

のでした。その機会は二度と訪れないかもしれないの

ですから。この人生で、誰かに思いやりを示して、仲

直りするチャンスは、今日が最後かもしれないのです。

アンドリア・クレイは、ファミリーのフルタイムのボランティ

アです。

時があるうちに・・・

怒ることがあっても、罪を犯してはなら

ない。憤ったままで日が暮れるようで

あってはならない。(聖書　エペソ4:26)

v  v  v

　1855年にアメリカで亡くなったステ

ファン・グレレを知る人はほとんどいな

い。しかし、彼が祈った次の短い祈りは、

今も語り継がれ、多くの人に親しまれ、励

みとなってきた。

ただ一度しかないこの人生。

私にできる親切な行いがあるならば

後ではなく、今できますように。

人生のこの道を通るのは

一度きりなのだから。
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　職場でも家庭でも、良い人間関係を持つにはコミュニケーション

が欠かせません。ところが、いわゆるハイテク世代の中には、ＴＶ

やインターネット、コンピューターゲームと共に育ち、人とどう

接したらいいのかわからないと感じる人が増えています。また、

誰かと一緒にいても会話がない、沢山の人に囲まれているけれ

ど孤独に感じる、という人も少なくありません。

　さて、コミュニケーションについて、日本には、「口は災

いのもと」ということわざもあります。口をどう使うかで、

良い関係を築く助けにもなるし、災いの元にもなるのです。

　聖書には「箴言」という書がありますが、そこには、口

の言葉について多くが記されています。正しい人の口は、「命の泉」で

あり、「多くの人を養い」、「人を救う」、「人をいやす」と。私たちもそのような口

を持ちたいものです。逆に、言葉は人を傷つけ、死に追いやることさえあります。まさに、「死

と生とは舌に支配される」のです。

そこで今回は、様々なコミュニケーションに役立つ秘訣について、おもに聖書の箴言からポイントをあげてみました。

ない、自分のくちびるを制す

る者は知恵がある。（10:19）

u  つるぎをもって刺すように、

みだりに言葉を出す者がある、

しかし知恵ある人の舌は人を

いやす。（12:18）

u  親切な言葉はその人を喜ばせ

る。（12:25）

　

３．相手の話に耳を傾ける。話の

途中で、やたらと「つっこみ」を

入れたり、話の腰を折るばかりだ

と、結局、議論になるか、相手が

貝のように押し黙るかのどちらか

です。うなずいたり、質問したり

すると、相手の話に関心を持って

いる、相手を一人の人間として尊

重していることを伝えます。あな

た自身、その人の話から教えられ

ることもあるでしょう。

u  事をよく聞かないで答える者

は、愚かであって恥をこうむ

る。(18:13)

u  勧めを聞き、教訓をうけよ、

そうすれば、ついには知恵あ

る者となる。(9:20)

u  人の心にある計りごとは深い

井戸の水のようだ、しかし、

さとき人はこれをくみ出す。

（20:5）

４．自分の声の調子に気をつける。

穏やかに話されると緊張も和らぎ

ますが、鋭い口調で、頭ごなしの

言い方をされると、相手はハリネ

ズミのように防御態勢に入って構

えてしまいます。

u  優しい舌は命の木である、乱

暴な言葉は魂を傷つける。

(15:4)

u  ここちよい言葉は蜂蜜のよう

に、魂に甘く、からだを健や

かにする。(16:24)

どんなコミュニケーションしていますか？

１．ありのままの自分でいて、シ

ンプルかつ誠実に。話す前から、

人にどう思われるか気にしたり、

何を話そうかと考えすぎると、言

葉が出なくなります。人が心おき

なく話せるのは、気取ったり、もっ

たいぶった態度をとる人ではなく、

自然に振る舞う人です。

２．相手への気づかいを忘れない。

自己中心的になって、相手の関心

のないことを延々と話すのは禁

物です。また、たとえ親しい人で

も気づかいを忘れないようにしま

しょう。たとえば、疲れて帰宅し

た途端、近所の人の悪口を長々と

聞かされたりしたら、ますます疲

れてしまいます。自分の言いたい

事をそのまま口から出してしまう

代わりに、まず相手への気づかい

を言葉にしてみましょう。

u  言葉が多ければ、とがを免れ
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５．スマイルとユーモアのセンス

を忘れない。この二つは、会話を

円滑にする強力なツールです。気

むずかしい顔で話せば、相手も気

むずかしくなるでしょう。たとえ

気の利いた言葉が出てこなくとも、

温かな微笑みは声高に語ります。

インドで最も貧しい人々に奉仕し

たマザー・テレサは、共に働くシ

スターたちに、微笑みを絶やさな

いようにと教えました。また、ユー

モアのセンスがあると、その場の

雰囲気をなごませ、相手も話しや

すくなります。

u  目の光は心を喜ばせ、よい知

らせは骨を潤す。(15:30)

６．相手に合った話題や共通の話

題を選ぶ。人間関係の一連の著書

で有名なデール・カーネギーは、

自分はミルクをかけたイチゴが好

きだが、魚釣りに行った時には、

イチゴではなく、ミミズを針にか

ける、人間関係も同様だと言いま

した。イエス・キリストも、元漁

師や取税人の弟子たち、役人、遊

女、ローマ軍の指揮官、子供など、

あらゆる階層の人と話をし、それ

らの人々が親近感を覚えるような

たとえ話をしました。その使徒パ

ウロも、こう言いました。

u  「すべての人に対しては、すべ

ての人のようになった。なん

とかして幾人かを救うためで

ある。」（第一コリント 9:22）

７．批判やゴシップ、誰かを傷つ

けるようなジョークは避ける。た

とえ本人がその場にいなくとも、そ

の種の会話は良い人間関係を築く

助けにはなりません。また、誰かが

信頼して心を打ち明けてくれたの

に、それを他の人に言いふらすのは、

友情や信頼関係にくさびを打ち込

むようなものです。話した相手か

らも信頼を失うことでしょう。

u  隣り人を侮る者は知恵がな

い、さとき人は口をつぐむ。

（11:12）

u  愛を追い求める人は人のあや

まちをゆるす、人のことを言

いふらす者は友を離れさせる。

(17:9)

u  たきぎがなければ火は消え、

人のよしあしを言う者がなけ

れば争いはやむ。(26:20)

８．議論がましくなったり、感情

的にならない。

u  愚かな人は、すぐに怒りをあ

らわす、しかし賢い人は、は

ずかしめをも気にとめない。

(12:16)

u  怒りをおそくする者は大いな

る悟りがあり、気の短い者は

愚かさをあらわす。(14:29)

u  柔らかい答は憤りをとどめ、

激しい言葉は怒りをひきおこ

す。(15:1)

u  口と舌とを守る者はその魂を

守って、悩みにあわせない。

(21:23)

９．あなたの内に愛と思いやりが

宿っていること。最後になりまし

たが、これは一番大切なポイント

で、これができれば、他のポイン

トも楽に実行できることでしょう。

「心からあふれることを、口が語る」

と、イエスは言いました。大切な

のは心です。心に優しさや愛がな

いなら、そのことが声の調子や言

葉に現れ、人はそれを感じること

でしょう。

 イエスはあらゆる階層の人と話が

できましたが、それは単なるテク

ニックではありませんでした。イ

エスは、誰にもわかるやさしい言

葉を使い、そこにはウソも見せか

けもなく、磁石のように人を引き

つける力がありました。二千年たっ

た今でも、世界中の大勢の人が聖

書の言葉に感銘するのは、イエス

の言葉が、語りかけている人々へ

の愛と励ましにあふれているから

なのです。

 あなたも下の祈りを祈ることに

よってイエスを心に受け入れ、神

の愛で心を満たして下さい。そう

すれば、もっと自然に心からの愛

と知恵の言葉を語れるようになれ

ます。そして、あなたの家庭も、

まわりの人との関係も、より良く

なることでしょう。

　「イエス様、私の過ちをゆるし

て下さい。今、私の心に入って、

永遠の命と永遠の愛を与えて下さ

い。また、私の心を聖霊で満たし

て、言葉や行いを通して人に愛や

優しさを示せるように助けて下さ

い。イエス様の名前で祈ります。

アーメン。」

どんなコミュニケーションしていますか？
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ある親子の拒食症との闘い
――愛と祈りが命を救う！

はじめに

　最近、「拒食症」や「過食症」にかかる人が増えています。

どちらも摂食障害 ( 食行動の異常 ) という病気で、こころの

病とされています。やせ型の女性がもてはやされることやダイ

エットの流行、そして子供も大人もストレスを抱え込むことが

増えたことも、増加に関係していると考えられています。必要

な栄養を摂取しないので、ついには死亡するケースもあるほど

深刻な病気で、多くの場合、不安や抑うつ症状、不眠、疲労感

などを伴います。病的にやせていても自分は太っていると思い

込むなど、健全な見方ができなくなる傾向があります。

　ここで紹介するのは、小学生からひそかに極端なダイエット

を始めて拒食症になったＥさん ( 現在 14 歳 ) とその父親の手

記です。彼女は長い闘いの末、家族や親しい人の必死の祈りと

サポートによって回復に向かっています。経験した人やそのご

家族なら理解できると思いますが、それはまさに闘いでした。

その最中には、強情で反抗的になり、怒って食べ物を投げたこ

ともあるそうです。でも今、彼女は、笑顔の輝く優しい女の子

です。自分たちの手記を通して、摂食障害だけでなく、引きこ

もりやリストカットなど、深刻な問題を抱えた人でも、愛と祈

りによって希望を見つけられるという励ましになれたら、とい

うのが、彼女と父親の祈りです。

Ｅさん (中学生 )による手記

　食いしん坊だった私が容姿を気にするようになっ

たのは、小学校の頃です。やせている子のほうが注

目を浴びているように見えたし、まわりにもダイエッ

トをしている人がいたので、こっそり極端なダイエッ

トを始めました。その時は、拒食症について何も知

りませんでしたが、ダンスが大好きだった私は、自

分の体型を思い通りにコントロールできるのだと思

いこんで、それにはまってしまったのです。ひたす

ら野菜や低脂肪のものばかり食べて、時間を見つけ

ては運動をしました。

　体重がどんなに減っても満足せず、誰にも邪魔さ

れたくないので、家族にはやせていることを隠そう

としました。でもしばらくして、身体の異常に気づ

きました。このままでは死んでしまうと不安になり、

夜、ずっと泣いたりしていたのですが、誰にも言い

ませんでした。食事のことであれこれ言われたくな

かったからです。

　ある時、「せめて卵でも食べないと」と思い、食

べようとしましたが、どうしても喉を通りません。

もう自分でコントロールできなくなったのを知って
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ショックでした。ただ拒食症と過食症の間を行った

り来たりしていました。そんな私の状態に気づいた

家族は、心配して、祈ったり励ましたりしてくれま

したが、プライドの高い私は、素直になれず、イエ

ス様や天使たちが、「それは良くないよ」と語りかけ

るのを感じても、無視していました。

　しかも、ダイエットを始めて数年後、自分が拒食

症だと認識しても、私はそのまま続けると決めたの

です。それがどんなに大変なことか、わかっていな

かったからです。

　両親が、話したり祈ったりしてくれても、私は頑

固に拒否するばかりで、頭の中でこんな声を聞いて

いました。「おまえがその祈りを一緒に祈ったりする

と、イヤなものも食べさせられるぞ。拒食症でいら

れなくなるぞ」と。

　そして、去年の夏、病気の深刻さを悟った父は、

私を拒食症から救い出すために、私に付き添って真

剣な闘いを始めました。私が父に反抗しても、私の

ために祈り続け、他の家族も協力を惜しみませんで

した。

　その頃、私にとって心安らぐ唯一の時は、父との

毎朝の散歩でした。美しい自然を見ながら、一緒に

神様に感謝したのです。でもそれ以外の時は、ひど

い状態でした。炭水化物は一口も食べず、一日でも

運動する時間がないとわかると、人が変わったよう

に怒り出しました。でも、階段を駆け上がる体力も

なく、呼吸もおかしくなり、平衡感覚まで狂ってき

ました。なのに、身体を動かすのをやめられず、ま

るで、悪魔に身体を引きずり回されて、死へと向かっ

ているかのようでした。

　クリスマスシーズンになり、父と家族の何人かが、

中越地震の避難所を訪問してボランティアをするこ

とになりました。私は、いつも私に付いてくれてい

た父と離れるのが不安だったし、他の幾つかの理由

もあって、思い切って父と一緒に行くことにしまし

た。ただ、新潟に行くには、皆と同じものを食べる

ことが条件だったので、ずいぶん悩みました。でも、

行ってよかったです。私は、避難所の人たちにプレ

ゼントを渡すのを手伝ったのですが、それがきっか

けで、また誰かの役に立てるようになりたいと思い

ました。「助ける」ために行ったのですが、実際には、

殻に閉じこもっていた私が「助けられた」のでした。

一夜にして変わったわけではありませんが、確かに

私の心の中で何かが起こったのです。

　それから体重も少しずつ増え、何よりも、あんな

に絶望的な気持ちだった私が、今はとても幸せです。

私が反抗的だった時も、忍耐と微笑みを持って真剣

に私のために戦ってくれた父に感謝しています。そ

して、神様が私たちの祈りに答えていやして下さっ

たことを心から感謝しています。

　もし同じ悩みを抱えている人がいるなら、こう言

いたいです。「どんなに長いトンネルの先にも必ず終

わりがあって、そこには明るい光がさしている」と。

時にはそのトンネルは曲がりくねっていますが、イ

エス様を信じるなら、必ず助けてくれます。だから、

もうだめだと思ったら、どうぞ、このことを思い出

して下さい。

父親の手記

　娘の拒食症がかなり深刻だと気づいたのは、昨年

夏、家族で実家に行った時のことでした。引越し直

後で大忙しだったこともあり、家族そろって夏休み

の数日を過ごせたことを、みんな喜んでいました。

子供たちは、帰りの車中でも元気におしゃべりした

り歌ったりしていたのですが、四女のＥだけは違い

ました。ふさぎ込んで、誰とも話そうともしません。

顔つきまで違っていて、半分死んだようなぼーっと

した感じでした。

　夜遅く自宅に着いてから、娘に訳を聞いてあ然と

しました。「もう私は拒食症から治ろうと思わない。

このままでいい」と言うのです。彼女が拒食症であ

ることは知っていて、もちろん気にかけていました

が、明るく振舞っていたし、家族の前では食べてい

たので、良くなっているのだろうぐらいにしか考え

ていなかったのです。それに引っ越しも重なり、じっ

くり話す時間もありませんでした。

　しかしこの時、今度こそ何があっても娘のために

戦うと堅い決意をしました。娘を滅ぼそうとしてい

るこの拒食症――その原因が何であれ、私はそれと

戦って娘の命を奪い返すと決意したのです。
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　目に見えない悪魔の手が娘の命を狙っていて、底

なしの闇に引きずり込もうとしていました。聖書に

こうある通りです。「あなたがたの敵である悪魔が、

ほえたけるししのように、食いつくすべきものを求

めて歩き回っている。」

 それまで何年も続いていた娘の食習慣を断ちきる

のは厳しい闘いでしたが、その聖句の後には、「こ

の悪魔にむかい、信仰にかたく立って、抵抗しなさ

い」とあります。私たちは、聖書の中でイエスが行っ

たいやしの奇跡を読み、その奇跡を娘のためにも起

こして下さいと必死に求めました。そして私は、自

分が鈍感な親で、彼女がそんな孤独な戦いを経験し

ていることも気づかなかったことを、心から謝りま

した。

 しかし、彼女が実際に目に見えるほど急速にやせ始

めたのは、その後でした。私達の懸命の救助策も、彼

女には邪魔らしく、根気比べのように思える時もあ

りました。頑として食べようとしない娘と向かいあっ

て、食べるまで動かんぞとふんばっている私。私たち

は、ひたすら祈り続けました。そして、朝早くから夜

遅くまで、家族の誰かが一緒にいて、話し相手になっ

たり、食事を助けたりするようにしました。

 そして奇跡が起こったのです。昨年の冬、中越地震

の被災者の方たちのためにボランティア活動をする

ことになりました。私もチームの一人として行く話

が出たのですが、娘を置いていくことに躊躇してい

ました。とは言え、身体の弱っている娘を冬の被災

地に連れて行くのも、無茶に思えまし

た。しかし祈ってみると、「彼女を連れ

て行きなさい。いやされるから。そし

て彼女の兄弟姉妹も連れて行きなさい」

という主の声が聞こえたのです。

　娘にこのことを話すと、自分にも何か

ができるということに興味を持ったら

しく、「一緒に行きたい」と言いました。

それも、「行くなら、私たちと同じ物を

食べなくてはいけないよ」という条件

をつけたにもかかわらずです。この限ら

れた紙面では、この旅でどれだけ素晴ら

しいことが起こったか書ききれません

が、三つの避難所をまわって、子供たち

は、パフォーマンスを交えながら、被災者や他のボラ

ンティアの方たちと心に残るふれあいの時が持てま

した。この慰問活動を通して、娘の心に大きな変化が

起こったのは確かです。

　帰ってから、以前は死にたいと思っていた彼女が、

「生きたい」と言い始めました。「生きて、他の人の

助けになることをしたい！」と。その時から多くの

進歩を遂げ始めました。今は拒食症になる以前より

も明るくなり、再び、みんなと楽しい時を過ごして

います。まだ体重を取り戻すための道のりは幾らか

ありますが、今年のゴールは、クリスマスにもう一度、

大好きなダンスのパフォーマンスをすることだと彼

女は張り切っています。

　共にこの拒食症と戦うことによって、私は自分の

娘をもっと深く知ることができました。それは苦し

い戦いでしたが、私たちの間には以前には無かった

絆が築かれています。私は多くの教訓を学びました。

時間を取ってコミュニケーションをすることの大切

さ、最後まであきらめないこと、信じ続け、祈り続

けること・・・。今、彼女の美しい微笑みを見ると、

戦う価値があったと確信するのです。

　そして何よりも、娘が生きるという決断をしてく

れたこと、イエスが娘の命を救ってくれたことを感

謝せずにはおれません。このことで私は､もっと「今」

という時を大切にして、すぐ近くにいる子供 ､ 家族、

周りの人を思いやる者になりたいという決意を新た

にしたのでした。

Vol.3-48
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　あるユースカウンセラーがこんなことを言って

いました。「僕はまだ 24 だけど、今のティーンエ

イジャーと話していると、周りの環境も悩みも考

え方も、自分が十代だった頃とはずいぶん違う。

前に助けになったことが、今ではうまくいかない

ことがよくあるんです。」　さほど年齢差がなくて

も、このようなことがあるのだったら、大人が自

分の若かった頃を尺度にティーンエイジャーと接

するならば、あまり効果は期待できません。

　そして、若者は、大人から「十
じっ

把
ぱ

一
ひとから

絡げ」にさ

れるのを嫌います。大人はつい、「今の若い人は・・・」

と言ってしまいますが、子供から大人への過渡期

にある十代の若者は、自分の人格や個性を認めて

もらいたがっています。そして、自

分の悩みに気づき、思いやってく

れる人を必要としているのです。

　それでは、そんな若者たちが

幸せで充実した十代を過ごす

助けになる秘訣をご紹介しま

しょう。

１外見で判断しない

外見が必ずしも心

の中を反映しているわ

けではありません。

眉をひそめるような

格好をしたり、み

んながぎょっとす

るようなことを

口にしたりする場合で

さえ、「自分の存在を認めてほし

い」「ねえ、こっちを向いてよ」「寂しい

んだ」というメッセージである場合もあります。

２子供扱いをやめる　

以前に、テレビで、かなり高い厚底靴をは

いていた十代の女性が、その理由をきかれると、

いつも大人から見下されているから、せめて、背

を高くして対等になりたいんだと答えていました。

子供扱いをすると、かえって若者をイライラさせ

るだけです。または、子供扱いされるのに慣れて、

自立するのが難しくなるケースもあるでしょう。

しかし、対等に話をするなら、それは信頼のしる

しであって、若い人が自信をもつ助けになります。

３役割の変化に気づく

子供が十代になり、大きくなるにつれ、ま

ず周りの大人が変わっていかなければなりません。

親は自分の役割を変えていく必要があるのです。

親にとって、いつも一緒にいる子の変化は目立た

ないので、なかなかその必要に気づかないもので

すが、彼らはこの時期、親とは別な自分なりの人生

を歩み始める準備をしています。だから、人生の先

輩や良き友人となってあげることも大切なのです。

十代の危機を、
幸せな十代に変える秘訣!

１
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４彼らの身

になって

 考える

十代は、かなり

不安定な時期にな

りえます。子供でも

ない、大人でもない、

そのどっちつかずの時

に、身体は大変化を遂げ、

自分で感情面でのコントロー

ルができないこともあります。

まさしく、本人にとっても、家

族や身近な人にとっても、ジェット

コースターに乗った気分です。彼ら

は、子供扱いを嫌がり、一人立ちを望

みながらも、それに伴う責任や決断に直面し、様々な

圧力がかかってきます。そんな彼らの悩みやとまどい、

不安を理解してあげることも、彼らの心を開く鍵とな

るでしょう。

５比べずにサポートする

大半のティーンエイジャーは何か劣等感を抱え

ています。大人はよく、はっぱをかけようとして、成

績や能力などについて他の子と比べがちですが、それ

は逆効果です。また、容姿についての何気ない一言が、

問題を助長することもあります。ありのままの彼らを

受け入れ、できるだけ良い所を見つけて、ほめてあげ

ましょう。そのような無条件の愛とサポートが、困難

な時期を乗り越える助けになるのです。

６冷静に！

若い人の不愉快な言動に、すぐにカチンと来て

言い返したり、あわてたりするのは禁物です。彼らは、

大人の反応を見たいがために、わざと変なことを言う

場合もあるでしょう。また、自分の気持ちをどう表現

していいのかわからないのかもしれません。とにかく、

落ち着いた態度で対応すると、彼らも冷静に考える助

けになります。

７耳をダンボに！

せっかく一緒にいる時には、話を聞いてあげま

しょう。若い人は、心の中に色々あっても、誤解されたり、

笑われたりするのがいやで何も言わないことがありま

す。「何をバカなことを！」とか、「何でそんなこと気に

するの」と言ったり、話を最後まで聞かずに結論づけ

たり、忠告を与えようとするのは、大人がよく犯す間違

いです。意見や忠告は控えめにして、本人が自分で正

しい結論に至るよう助けるほうが、はるかに有益です。

８ゆるし、忘れる

いつまでも彼らの失敗や間違いについて話し

たり、何かあるたびにそのことを引き合いに出すのは、

レッテルを貼るようなもの。間違いをしても、

ゆるし、忘れてあげれば、もっと

頑張ろうという気持

ちになります。それ

に、ゆるしてもらえ

ると知っていれば、何

か言いにくいことが起

こった時に正直に話し

てくれることでしょう。

９言いふらさない

自分のことがゴシッ

プや冗談の種になるのは嫌

なものです。十代の若者が何

か打ち明けてくれたなら、不

必要に他言しないことです。一

旦、彼らの信頼を失うと、それ

を取り戻すのには時間がかかることでしょう。

１０自分の弱さも認める

大人のほうが間違ったり、良くない態度を

とることもあります。そんな時は、素直に謝ることが

大切です。日本では、目上の大人が若者に謝るという

のは、ぎこちなく感じるため、そんなことをしたら余

計に若い人の尊敬を失ってしまうと思うかもしれませ

ん。でも、自分の弱さや失敗を認め、謝ることができ

るのは強さであって、大人がそうすれば、若者もそれ

にならうことでしょう。

１１一緒に何かをする

子供が小さい頃はよく一緒に何かしたのに、

十代になってめっきり減ったということはありません
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か。もう大きいから、「そんなに一緒にいなくても大

丈夫」、または、「親の出る幕なんてない」と考えがち

です。でも、彼らには新しいチャレンジとそのための

サポートが必要ですし、様々な面で導きコーチしてく

れる人が必要です。それには、何か一緒にすることや

会話が不可欠です。それは、彼らの将来のため、また、

親子の絆を築くための投資なのです。

　　
信念を持って行動

する

難しい時期だけに、若い人を

腫れ物に触るように扱った

り、甘やかしたり、ご機嫌

取りをしてしまうこともあ

るでしょうが、それは百

害あって一利なしです。

彼らは、周りの人がどう

決断するかを見て学ん

でいくので、大人が妥

協するなら、彼らも

同じ態度をとるよう

になってしまいかね

ません。若者は理想主義的

なので、嫌がられても正しいと思うこ

とのために信念を貫く大人を尊敬するものです。

１３不必要な決まりを作らない。

決まりが多すぎると破りたくなるもの。で

も、放任主義も良い結果を生みません。秘訣は、一緒

に話し合って決まりを作ることです。そうすれば、そ

れを守るのもより簡単になり、話し合いの過程を通し

て、若い人は、もっと全体的な見方をしたり、正しい

決断をする方法を学びます。

１４責任を任せる　

ティーンエイジャーは責任を任されること

も必要です。一人前のように行動しようと、いっそ

う努力することでしょう。「誰かに立派な人間になっ

てほしいなら、すでにその人が立派な人間であるか

のように接しなさい。そうすると、その人がなれる

はずの人になるのを助けることになる」という言葉

の通りです。

１５ユーモアのセンス

いつも真剣で、難しい顔をしているのでは

なく、時には肩の力を抜き、ユーモアが出てくると彼

らは感心します。ただし、センスの良いユーモアであ

るよう気をつけて下さい。

１６からかわない！ 

若い人のぎこちなさや不安をからかったり

するのはやめましょう。からかうことで、元気を出さ

せたり、笑わせようと思うのでしょうが、悪い冗談は

知らぬ間に大きな傷を残すことがあります。

１７祈る

祈りの効果は、実践してみればわかります。

母親のひそかな祈りが子供の人生にどんなに影響を与

えたかという感動のストーリーは、数え切れないほど

あります。また、「何て言ったらいいかわからない」

といった日々の状況でも、祈るなら神は言うべ

き言葉を教えてくれるでしょう。

１８あきらめない

十代の若者は、

心の中では、導き

や励まし、理解を切

望しています。自分の

ことを気づかい、助けた

いと思っている人がいて

くれるのは、大きな支えに

なります。子供を愛し、語り

かけ、助けの手をさしだそうと

する親がついていてくれると、子

供が難しい時期を乗り越える可能性

が高くなります。

１９共に成長しよう !　
毎日一緒にいる人への接し方を変

えるのは、そう簡単ではありません。でも、十代の大

切な時期にどう助けるかは、彼らの一生に関わると理

解するなら、大人も変わる努力をする意欲がわくこと

でしょう。若者に成長を期待するだけではなく、共に

成長しようとすることは、お互いの絆を深め、将来、

共に喜びを分かち合うことにつながるのです。

１２
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偏見のない愛
マリア・フォンテーン

［編集者注：］日本は、他の多くの国々ほど民族や宗

教の対立が問題になることはありませんが、それでも

差別や偏見がないわけではありません。外見や成績、

職業、国籍、生い立ちなどで人を判断したり、冗談

の種にしたり、それはとても悲しいことです。そして、

この地球共同体において、大勢の人の苦難に目をつ

ぶっていることはできません。今こそ、日本でも世

界でも「偏見のない愛」が必要とされています。

Vol.3-4

神は、人をそれぞれ異なって

創られました。そして、

すべての人を愛しています。

神の大いなる愛と恵みは、

すべての創造物に同じように

注がれています。

最近、世界中で、少数民族や宗教や信条的少

数派など、様々な少数派への差別や偏見

について、よく耳にします。それには、偏見の目

で見られている人が無礼な冗談を言われたり、悪

質な行為の対象となったり、さらには支配者層か

らの差別や迫害を受ける場合もあります。これは、

神の教えとも、神が人に望んでいることとも、正

反対です。聖書には「神は人をかたよりみない」

とあります。(使徒行伝 10:34) 

　多くの国では、富める者と貧しき者、多数民族

と少数民族、主流派の宗教と少数派の宗教は、明

確に区別されています。多数派であり主流派であ

る人々が、少数派をさげすみ、虐
しいた

げている例をあ

げるなら、キリがありません。 

　人種的及び宗教的差別や、特定の人々に対する

嫌悪が、今日の世界の至る所に存在します。聖書

には、終わりの時には、「多くの人の愛が冷える」

とあります。( マタイ 24:12)　これは、ますま

す憎しみが渦巻いている社会で明白となっていま
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す。ニュースでも、主流派と異なる人や、考え方の異

なる少数派に対する偏狭かつ残忍な行為や犯罪などの

見出しが多々あります。

　自分と異なる人々を差別的に扱う人がどんなに大勢

いたとしても、私たちは、それに影響されて自らも同

じことをするようになったりすべきではありません。

神は私たちに、より良い方法を教えています。それは、

互いに愛し合うことです。

　他の人たちと接する時に、「うわべで人をさばかな

いで、正しいさばきをする」( ヨハネ 7:24) よう、心

しなければいけません。人から聞いた話だけで判断

してしまうのは賢明ではなく、誤っていることがよく

あります。どんな事にも、少なくとも二つ以上の側面

があります。少しでも悪いことを聞いた途端、それ

またはその人の内に少しでも良いことがあるのを否定

するなら、「事をよく聞かないで」判断するという過

ちを犯し、「恥をこうむる」ことになります。( 箴言

18:13)　誰かを理解しようともしないなら、その人を

愛するどころか、同情すらできません。そして、その

人の立場になって考えたり、その人の見方で物事を見

ようとしないなら、理解することは不可能でしょう。

　また、人種や宗教の違いのゆえに偏見を持たないよ

う気をつけるほかに、「罪を憎んで人を憎まず」とい

う言葉を覚えておくことも大切です。間違いを犯した

からと言って、その人を愛するのをやめてしまっては

いけません。「愛は多くのとが ( ＝非難や罰を受ける

ような行為 ) をおおう」からです。( １ペテロ 4:8)　

聖書にある通り、「義人はいない、ひとりもいない。」

(ローマ 3:10)

　だから、一人一人の内にある罪を越えて、その人の

内にある良いものを見る必要があります。完全に悪い

人はおらず、完全に悪いものもありません。人々や状

況の内に、良いものや可能性を探すようにしましょう。

　間違いをした人を愛するよりも、間違いを責め立て

てばかりなら、要注意です。神は、愛をもって人を天

に導くために、あらゆることをされます。人の過ちを

あれもこれも暴露して、「おまえは腐りきった罪びと

だ」と言われたりはしないし、過ちのゆえに人を見下

したり、非難したりもされません。愛にあふれる父な

る神は、人が何をしたとしても、永遠に神のもとで平

和に暮らせるよう、わざわざ自分の息子を地上に送っ

て人々の罪を背負って死ぬようにさえさせられまし

た。「まだ罪人であった時、わたしたちのためにキリ

ストが死んで下さったことによって、神はわたしたち

に対する愛を示された」(ローマ 5:8)

　「罪やあやまちや欠点のない人でないと愛せない」

と言うなら、あなたから愛される人はいなくなります。

そのような基準に合格する人などいるでしょうか。聖

書にも「( 神が ) もろもろの不義に目をとめられるな

らば、だれが立つことができましょうか」とあります。

( 詩篇 130:3)　神の愛なしには、誰にも希望はありま

せん。神の愛だけが私たちを救うことができるのです。

神は、罪を憎むよう教える一方で、過ちを犯したり、

失敗してしまった人に大いなる愛を示しています。

　神は、人をそれぞれ異なって創られました。そして、

すべての人を愛しています。神の大いなる愛と恵みは、

すべての創造物に同じように注がれています。誰かを

他よりも多く愛したり、愛さなかったり、ということ

はありません。ですから、私たちが他の人たちを偏見

や軽蔑の目で見るなら、神は心を痛めることでしょう。

　私たちはすべての人を思いやり、尊敬するべきです。

イエスは全人類のためにその命を捧げ、そうすること

で最大の愛を示したのだから、私たちもえこひいきな

どしないよう気をつけましょう。

　親なら、子供が何人いても、一人一人を最大限に愛

することでしょう。それぞれの子供の必要に応じて、

できる限りのことをします。一人生まれるたびに自分

の人生を捧げ、どの子にも精一杯、愛を与えるのです。

　神が愛するのもそれと同じです。私たちも同じよう

な愛を持つことができますように。
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頭が悪くて学べない ?

　小さな子供が、学校の先生からの手紙をもらって

帰って来た。それには、その子供は、「頭が悪くて何

も学べない」から、学校に送るのをやめるようにと書

かれていた。

　母親はそれを読んでこう言った。「アルが学べない

なんて、そんなことは絶対ないわ。私が自分で教えま

しょう。」　そしてそれを実行した。

　長い歳月が過ぎて、アルが亡くなった時には、アメ

リカの国民が、国中の電灯を消して、彼の業績をたた

えた。そう、アルは電球を発明したのだ。それだけで

はなく、映写機や蓄音機も。トーマス・エジソンがそ

の生涯の発明で取得した特許は、千件を超えた。

　母のおかげで、今の私がある。母は、とても誠

実に私の可能性を信じて疑わなかった。だから、

母を失望させることなど考えられなかったし、母

のためにもがんばりたいと思ったのだ。母の想い

出はこれからも私の宝であり続けるだろう。

トーマス・エジソン (1847-1931)

親の愛があったからこそ･･･

父の信念

　十代のジムは、ミズーリ州のハミルトンにある食料

品店で働いていた。彼はその仕事が気に入っていたの

で、自分も、将来、店を持ちたいと思っていた。ある

夜のこと、仕事から戻ったジムは、自慢げに、商売上

手な店主のことを家族に話して聞かせた。その店では、

こっそりと高価なコーヒーに安物のコーヒーを混ぜ

て、儲けていたのだ。ジムは食卓で、笑いながらその

話をした。

　しかし、父親は、そんな話を面白いとも何とも思わ

なかった。「ジム、もしお前の店の主人が、誰かから

不良品を高値でつかまされたと知ったら、何と商売上

手なんだろうと、笑ってすますと思うか。」

　ジムは、父親の失望を見て取ると、こう答えた。「そ

れもそうだね。僕、そこまで考えてなかったよ。」

　父親はジムに、翌日には店主に仕事をやめることを

話し、今まで働いた分の給料をもらってくるようにと

言った。当時、ハミルトンでの職探しは楽ではなかっ

たが、父親は、自分の息子が不正を働くような店主と

関わり合うよりは、失業するほうを選んだのだった。

　というわけで、Ｊ.Ｃ. ペニーは、もう少しで食料

品店の店主となるところだったが、その代わりに彼は、

チェーン店を創業し、それには今なお彼の名前がつい

ている。その成功の秘訣は、Ｊ.Ｃ.ペニーの自伝であ

る「黄金律 * を守った 50 年間」という本の題名に表さ

れている。

*「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。」という新約聖書のキリストの戒め［詳し

くは、バイマンスリー・アクティベート Vol.3-3 参照］

「家に帰って

    家族を愛しなさい。」

-- カルカッタのマザー・テレサ (1910-1997)

は、1979 年度ノーベル平和賞を受賞した際

に、世界の平和を促進するために、自分た

ちに何ができるかとたずねられて、こう答

えたのだった。
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「アクティベート」を読んで、あなたの人生に輝きを！

〒 262-0025

千葉県千葉市花見川区花園 1-15-10-12

アクティベート　ジャパン　購読係

TEL:(043)274-6683 FAX:(043)274-6682

ホームページ http://www.activate.jp
Ｅメール activate@activate.jp

ディストリビューター：

「アクティベート」は、英語の「Activated」誌をもとに製作されています。

Activated という言葉には、活性化されるという意味があります。私たちはこの

アクティベート誌を読む皆様の心が元気づけられ、人生に活気がもたらされるこ

とを願って、世界中の長年のベストセラーである聖書の言葉をはじめ、心にふれ

る話や、日常生活に役立つ秘訣などをまとめて出版しています。

現在「Activated」誌は、世界 100 ヶ国以上で読まれ、数々の言語で毎月発行さ

れています。日本語版では、二種のアクティベート誌を用意させていただきました。

 バイマンスリー・アクティベート(隔月刊)購読料1年間2,000 円
　心を養い、日々の生活に役立つアドバイスなどを満載した「Activated」誌からの

選り抜きの記事を、日本の皆様にも分かりやすくまとめました。１年に６回、奇数

月にお届けします。 

 バイブル・スタディ１年コース 購読料1 年間 3,500 円

　聖書の基礎や、クリスチャン・ライフについて知りたい方のためのコースです。

毎月一冊のアクティベート誌（１年コース用）が送られてきます。

　バイマンスリー・アクティベート誌（隔月刊）は、バイブル・スタディ 1年コース

とは内容が異なりますので、同時に両方ご購読いただくこともできます。詳細は、申

し込み用紙をご覧下さい。もしくは、下記までお問い合わせ下さい。
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★ 英語でも覚えてみよう！

 今月のバイリンガル・モットー
　一日一句の美しい画像入りの名言集。世界各国で愛用されている日めく

りカレンダー Mottos for Success が、バイリンガルで登場。ご注文は、

アクティベート・ジャパンまで。（曜日なしの３６５日分ですので、毎年ご

利用いただけます。）

思いやりは凡人を優れた人とし、 

思いやりのなさは優れた人をも 

凡人とする。 

Kindness and courtesy can 
make an average person 
superior; indifference and 
lack of concern can make a 
superior person average.

プレッシャーによって自分の 

スケジュールを支配され、 

家族や友人と楽しむ時間まで 

奪われてはならない。 

Don’t let pressure dictate 
your schedule to where you 
are deprived of time to enjoy 
your family and friends.

優しい言葉を口に出せば、 

誰かの一日が幸せになり、 

心にしまっておくなら、 

誰かの心が空っぽのまま。 

A kind word spoken can 
make another's day. A 
kind word not spoken 
leaves an empty hole. 



誰にでも必ず良い所があるもの･･･

　人の欠点ばかりにとらわれることなく、その人の可能性を見るには、

信仰と楽天性が求められる。それは天
てん

与
よ

の能力であって、ただわたしに

たずねさえすれば、大勢の人がその能力をうけとれる。 

 人々の良い所を探せば探すほど、もっと見つかる。こんな昔の名言の

ように。「彼に素晴らしいと言えば、彼は素晴らしくなってくる。彼女

に美しいと言えば、彼女は美しくなってくる。」明るい態度で、あなた

がその人を信じていることを示すなら、おそらくその人はあなたの期待

に添うように努力するだろう。

 あなたが、誰かの悪い癖や欠点ばかり気にしているなら、いずれは

頭の中でそれが大
おおごと

事になってしまい、その人の良い所など何も見えなく

なってしまうだろう。しかし、その逆も言える。たった一つであっても

良い所に注目するなら、他の良い所も見えてくる。

 一つの良い点につき 20 の欠点があるとしても、誰にでも必ず良い所

はあるものだ。すぐに思い浮かばなくても、ちょっと考えてみよう。た

とえそれが、その人の欠点に比べれば 小さくて大したことではないと

しても、ほめるに値するものを見つけよう。どうしても見つからないな

ら、わたしか他の人に助けてもらうといい。一つでもその人の良い所を

感謝すると決めるなら、他にも良い所が見えてくるから。やがて、好意

がイヤな思いを上回って、その人との関係も上向きになり、有意義なも

のになるだろう。

 一人の人について良い所を探していると、他の人の良い所も見つけや

すくなる。その内にあなたは、まわりの人から、一緒にいて楽しい人、

幸せで明るい人と見られるようになるだろう。

                                          イエスより、愛を込めて


