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子どもの自由を育てる 

 子育てとは、要するに子ども自身が「望んで」善いことをするよ

うに導くこと。そのために、子どもたちが納得しながら善いことを

するよう教えて行くのである。 

 

 私たちは、信頼を示されると行動する気になります。逆に、信頼

されていないと感じると、立ち止まってしまうものです。ですから、

子供たちが自由を発揮できるよう、信頼を示すことは、非常に有益

なことなのです。 

 神は、自由な存在者を創造することを望まれましたが、このこと

に全ての意味があります。良い父親であればするように、私たちは

神から道徳法という指針を与えられました。それは、私たちが自由

を正しく、つまり、私たち自身の善を促進しながら、自由を用いる

ことができるためです。そのようにして、「神は人間の自由という

危険を冒されたのです」（『知識の香』113）。 
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 ある意味、ご自身の計画を私たちの承認に従わせることを、全能

者が受け入れたと言えるかもしれません。「神は、人間の自由、不

完全さ、そのみじめささえも尊重し譲られるのです」（同上）。な

ぜなら、神は、操り人形の奴隷の境遇ではなく自由に与えられる私

たちの愛を好まれるからです。神は、私たちの応答を支配するより

も「一見したところ」失敗に見えるご自身の計画を望まれるからで

す。 

 『道』で、聖ホセマリアは、イエスがアビラの聖テレジアに話し

たと言われる言葉を引用しています。「テレジアよ、わたしは望ん

だのだ…。しかし人々は望まなかった」（『道』761）。キリストの

十字架上のいけにえは、まさに、神がどれほど人間の自由を尊重す

る覚悟ができているかを示す最も雄弁な印です。また、主ご自身が

そこまで自由を尊重されたのですから、キリスト者の親として同じ

ようにしないならば、自分は何者かと考えるべきでしょう。 

 子供を愛するとは、子供の自由を愛することです。しかしそれは、

危険を冒すことでもあります。子供たちの自由に「自分自身をさら

す」ことですから。しかし、ただこうしてのみ、子供たちの成長は

ふさわしく子供たち自身のものとなります。そこには、内側で、自

分で吸収していくプロセスがあります。それは、強制や操りによっ

て左右された自動的な応答ではありません。 

 植物が育つのは、庭師が外的に「伸ばす」からではなく、植物が

栄養を自分のものにするからです。それと同じように人間も、最初

に受けた模範を自由に吸収することで成長します。したがって、「ア

ドバイスや提案を示した後、誠実に子供たちの善を愛し求める両親

であれば、上手に、目立たないところへ退き、自由という素晴らし

い贈り物をさえぎるものが何も無いようにすべきでしょう。人は自

由のおかげで、神を愛し、神に仕えることができるのですから。神

ご自身が自由に愛され仕えられることを望まれており、いつも私た

ちの個人的な決定を尊重されるということを、両親は覚えておくべ

きでしょう」（『Conversaciones』104）。 
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愛され導かれた自由.  

 子供たちの自由を愛するということは、子供たちが自由をどのよ

うに使うかということに無関心でいるということとは全く違うこと

は確かです。父性や母性には、子供を教育する責任があり、自由を

導き、自由に対する「要求」見極めさせる必要があります。神が人

間に対して、suaviter et fortiter （優しく強く）接するように、両親

も、子供たちが自分の能力を用い、価値ある人として成長できるよ

う、どうやって導くべきか知るべきでしょう。子供たちが自分の計

画について許可を願いに来るときは、良い機会かもしれません。状

況について、しかるべき考察を経た後は、どうすべきか決めるのは

自分次第であると応えることが適切かもしれません。しかし、子供

たちは、自分がしているお願いは本当にふさわしいことなのかどう

か、自らに問いかけるよう励まされるべきです。本当に必要なこと

か単なる気まぐれにすぎないのか区別できるよう助けられるべきで

しょう。また、多くの人にとって経済的な余裕のないことにお金を

かけるのは公平ではない、という

ことも理解できるよう導かれる

必要があります。 

 自由を本当に尊重するとは、自

分自身を克服する助けとなる倫

理的要求を育てるということで

す。どんな人もそうやって成長し

ます。例えば両親は、子供たちの

年齢によって、限界を配慮しなが

ら、子供たちに要求すべきでしょ

う。賢慮と節度をもって、適切な

理由を説明して、また当然ながら

暴力には訴えず、罰が必要なこと

も時にはあるかもしれません。忍

耐を示しながら支え励ますこと

で、最良の結果が得られます。「子
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供が決心したことが間違いであると、両親の目には明らかで、将来

不幸になるとみなされるような極端な場合であっても、強制ではな

く理解によって両親は対応します。自分の子供の支え方を知ってい

ることで、子供が困難を克服するよう助けることができます。また

必要であれば、不幸な状況からあらゆる助けを引き出すこともでき

るでしょう」（同上）。 

 子育てという仕事は、結局のところ、子供たちが善いことを「し

たいと思う」ように育てるということです。そのために知的道徳的

源を提供しますが、それによって一人ひとりが自分自身で確信しな

がら、善を行うことができるようになります。 

 

 

正し方を知る 

 人や人の自由を尊重するということは、彼らが考えることは何で

も正しいとみなすという意味ではありません。両親は、善いことと

悪いことについて子供たちと対話する必要があります。そして時に

は、必要なエネルギーを費やして、正す力が必要となるでしょう。

それは、子供を尊重するだけでなく愛するからであり、子供が決め

るどんな行動も「大目に見る」ということは絶対にしません。 

 愛とは、人間関係に見られる、大目に見ると言うことでも黙認さ

れる強制でもありません。誰かを欠点と〈共に〉愛することができ

るといっても、それらの欠点〈ゆえ〉に愛するということはできま

せん。愛は、一人ひとりにとっての本当の善を望むのであり、最も

良いものを与えたいと思い、幸せになることを望むものです。した

がって、本当に愛する人は、人々が欠点と戦えるよう努力し、彼ら

を正して助けることを望むのです。 

 一人ひとりにある肯定的な面は、それが少なくとも潜在的なもの

であっても、常に欠点よりたくさんあるもので、そういった良い素

質によって人は愛される者となります。しかしながら、私たちは、

そういった肯定的な素質を愛しているのではなく、それらを所有す
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るその人自身を愛するのであり、その人はおそらく肯定的でない性

質も備えているのです。「正しい」ふるまいができるのは、通常は、

何度も、「間違っていることを正してもらった」おかげです。肯定

的に、正されるならば、より効果的でしょう。特に、これからもっ

と良くなる可能性を強調することです。 

 子供を教育することは、自由に対する働きかけであることは、容

易に理解できるでしょう。これこそ、訓練や指示と、教育するとい

うことを区別するポイントです。したがって、「自由について教育

する」という表現には余分な言葉が入っています。ただ「教育する」

と言うだけでそこには「自由について」という意味がすでに入って

いるのです。 

 

 

信頼についての教育的価値 

 それでもやはり、「自由について教育する」という表現によって、

人は信頼の雰囲気の中で形成される必要性があるということが明白

になります。すでに強調したように、私たちの行いに関する他者か

らの期待は、道徳的に行動するための動機として働きます。他の人々

が自分に示してくれる信頼によって、私たちは行動に駆り立てられ

ますが、一方で、信頼されていないという感覚は麻痺させるもので

す。若者や思春期の子供たちの場合は特にこのことが顕著になりま
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す。彼らは、まだ性格の形成途上にあり、他の人々の意見や批判に

重きを置くものです。 

 信頼するとは、信仰を持つことです。誰かを信頼することであり、

その人には「真理を受け入れる能力がある」と考えることです。状

況に応じて、真理を表し守り、そして真理を実践する能力です。誰

かに信頼が示されることによって、通常は、二重の効果がもたらさ

れます。大事なものを受け取ったと分かるので感謝の気持ちが育ま

れ、責任感も育ちます。誰かが私に大切なことを頼むときには、そ

の人は、私にはそれが可能であるという信頼を示しているのであり、

私について高く評価をしてくれているということになります。誰か

が私のことを信頼してくれているなら、私はその人の期待に応えよ

うと動かされ、自分の行動に責任を持つようになります。人を信頼

することは、人に何かを任せるためのとても効果的な方法です。 

 教育者が達成できることの大部分は、いかにそのような態度を育

てることができるかということにかかっています。特に両親は、子

供たちの信頼を勝ち得る必要がありますが、まずは子供たちを信頼

することから始まります。小さなころから、子供たちの自由の用い

方を育てるのは良いことです。例えば、子供たちにまず尋ね、それ

から、良いことと悪いことについて説明するということをすべきか

もしれません。しかし、信頼が無ければ、意味がありません。相互

的な心情のおかげで、誰かに心の中のことを開くことができるよう

になります。それがなければ、人としての成長に役立つ目標や課題

を設定することは難しくなります。 

 信頼は与えられ、勝ち取られ、成し遂げられるものであり、押し

付けられたり、要求されるものではありません。誠実さの模範を示

すことで、人は信頼するに値する者となります。〈模範によって導

かれます。〉今、人々に求めている誠実さを先に与えることです。

それによって、誰かに何かを要求するために必要とされる実際的な

権威が得られます。このように、自由の中で教育することによって、

自由を教育することができるのです。 
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子供たちの自由を教育する 

 教育とは、「自由を可能にすること」として理解されることにな

るでしょう。自由が可能になることによって、どんなことに本当の

価値があるのか理解し、何が質的に向上させるもので、何が成長に

導くものなのか知ることができるようになるでしょう。また、自由

が実際に必要とするものに対して、大胆に立ち向かうこともできる

ようにもなります。このようなことは、自由の使い方を提示し、意

味のある課題を提案することによって獲得されます。 

 人生の各段階には、肯定的な側面があります。若い人たちにとっ

て、最も気高いことの一つは、愛すべき要求に対して、積極的に信

頼し応える能力があることです。若い人たちは、比較的短い期間で、

顕著な変化を遂げるかもしれません。例えば、困っている人を手伝

うとか、弟や妹の面倒を見て良心を助けるなど、取り掛かることが

可能で大切なことだと分かるような課題を任されると、すぐに成長

するものです。 

 逆に、両親が、

子供たちの気まぐ

れに負けてしまう

ようになると、表

面的には楽かもし

れませんが、長い

目で見れば、もっ

と重い損害をこう

むることになります。なんといっても、子供たちが成熟する助けに

はなりません。人生に対する用意に欠けてしまうことになるからで

す。こうなると、早い時期から、努力や自制無しに、あらゆること

は自動的に解決されるものだと考えるようになります。そして、決

して成熟することはないでしょう。人生に避けられない強風が吹く

と、こういった状況を解決するには、もう遅すぎるということにも

なりかねません。 
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 確かに、快楽主義や消費主義の雰囲気の中に、たくさんの家族が

浸されています（それは、いわゆる先進国と言われるところだけで

なく、発展途上国でもみられることです）。そのような環境によっ

て、徳の価値を認めることが妨げられたり、より良い善を獲得する

ために、目の前にある満足を後回しにすることの大切さを理解する

ことができなくなっています。 

 しかし、そのような不都合な環境にあっても、精一杯努力して、

雰囲気に逆らうことが重要であることは、常識があれば明らかです。

今日、特に重要なことは、蔓延する雰囲気に対して戦う道徳的活力

を持つ人が、そうでない人よりも「もっと自由」であることを、説

得力をもって示すことです。 

 私たちは皆、そのような「道徳的活力」を手に入れるよう呼ばれ

ています。それは、自由を道徳的に善く使うことによって勝ち取る

ことができます。教育者にとって、特に親にとっては挑戦ですが、

自由を本当に人間らしく使うというのは、気が向くことをするとい

うことではなく、本当に善いことを「望むから」するということで

あると、説得力をもって示して行くことです。これこそが、聖ホセ

マリアが言うように、「最も超自然的な理由」です（『神の朋友』

27）。 

 感情や「気持ち」を野放しにするほど盲目なことはありません。

一見魅力的だと思えることだけを望む人は、道徳的善を理論的にも

実践的にも根気よく追求する人よりも、幸せではありません。 

 つまるところ、自由の本当の意味を見出せるのは、「救いをもた

らす真理を得るために使うとき、あらゆる種類の奴隷状態から解き

放つ神の無限の愛を疲れをいとわず求めるとき」なのです。■ 
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親の権威 

子どもたちに、自由を尊重することと規則を守らせることを両立

させるのは簡単ではない。 

  

神は命の主であり、すべての権威の源であるが、権威を振われる

際には憐れみを存分に示される。被造物の権威はこの神の権威から

来ている。その中に親の愛のこもった権威もある。親の権威の行使

には、確かに困難がつきまとうことがある。親は日々の生活の細か

いことにまで口出しをすることは避けられない。子供を教育しよう

とするとき、「行動や生活にルールがなく、日々の生活の細かいこと

を子供の好き勝手にさせるなら、その性格を形成することも、大人

になって遭遇するであろう試練に立ち向かうための準備をすること

もできなくなる」（ベネディクト 16 世、2008 年 1 月 21 日の講話）

という経験は誰にもある。しかしながら、私達は自由を尊重するこ

とと規則を守らせることを両立させるのがそう簡単ではないことも



12 

 

知っている。実際、多くの親は、おそらく彼ら自身がその経験をし

ているのだが、子供に何か強制することからよくない結果が生じる

のではと恐れている。例えば、家族内の平和が損なわれたり、子供

がそれ自体は良いことも受けつけないようになったりするのではな

いか、と。 

 ベネディクト 16世はこの表面的なジレンマを解決する道を示され

る。その秘訣は「人を教育するのには、相手の尊敬を勝ち取ること

が必要です。それがあれば、相手の抵抗なく権威を行使することが

できます。その権威が備わるためには、経験と仕事上の優れた技術

が必要ですが、とくに言行一致した生き方と問題に正面から取り組

む姿勢を示すことが有効です」と（ベネディクト 16 世、2008 年 1

月 21 日の講話）。 

 

 

権威の光 

 権威を行使することと、ただ相手に自分の意見を押しつけること

や無理矢理にでも従わせるということは別である。一定の権威者に

従うのは、罰を恐れるからというより、たとえそれが理解できない

ときがあっても、その権威者が何が正しく何がよいのかを教えてく

れると感じるからである。権威は真理を示すという意味で、真理と

深く結ばれている。 

 こういうふうに考えると、権威はこの上なくポジティブな意味を

持ち、奉仕であることが分かる。つまり、権威は何かを探す人を導

く光と言える。実際、語源的には、権威 autoritas はラテン語の「成

長する、発展する」という言葉 augere から派生している。権威を認

める人は、なによりも権威者が示す価値や真理に接近するのだ。「教

育者とは真理と善を証しする人です」（ベネディクト 16 世、前掲講

話）。言い換えれば、人が探し求める真理をすでに見つけ、自分の

ものとした人のことである。他方、教育される側は、教育者を信頼

する。それは単にその人が多くのことを知っているからだけはなく、



13 

 

それらの真理に達するように自分を助けてくれると感じているから

である。 

 

 

親の役割 

子供たちが明らかに親に求

めていることは、言うこと

と行うことに矛盾がなく、

自分たちに愛を示してくれ

るということである。子育

てのために親が必要とする

権威と評判はいかにして得

ることができるのだろうか。

権威は親子の関係の中で自

然に生まれる。ゆえに、権威をいかに獲得しようかと心配するより、

いかにそれを保ち上手に使うかに心を配るべきである。親子の間で

権威が自然生まれることは、特に子供が小さいとき明らかだ。もし

家族が一致しているなら、子供たちは自分よりも親に信頼を置く。

親の言うことを聞くのは抵抗を感じることもあるが、家族の一致と

暖かさの中では子供はそれを自然に受け入れる。つまり、両親は自

分を愛していて、自分が幸せになることを望んでいて、そうなるよ

うに助けるために言ってくれるのだと考えるので、自然に従うのだ。

そうなると、不従順は何かおかしいこととして、信頼と愛に欠けて

いることとして、理解される。というわけで、権威を強めたければ、

親は本当の親になる以外のことを試みる必要はない。つまり、生き

ることが喜ばしくすばらしいことだと示し、あるがままの子供たち

を愛していることを行いで見せるのである。当然のことだが、そう

するためには家にいる必要がある。現代社会の生活リズムではそれ

は容易なことではないが、子供たちと一緒に時間を過ごすこと（『そ

して親になる』で電気屋さんが言っていた）、「神と人々に対する
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愛と敬虔の心で満たされた家庭環境を作り出すこと」（第二バチカ

ン公会議「キリスト教的教育に関する宣言」３）は大切だ。例えば、

家族一緒に夕食をするように努めることは、たとえかなりしんどい

ことであるにしても、価値がある。それは、家族のみんなが互いに

知り合うすばらしい仕方である。子供たちは、その日にあった出来

事を話し合いながら、両親の話を聞きながら、何か問題があっても、

それを大げさに考えないことを学ぶ。 

 このような会話の中で、その上、必要ならば、子供たちにはっき

りと何が善で何が悪かを示し、そして子供の年齢に合わせて、なぜ

こうするか、こうしないかの理由を説明することが容易になる。な

ぜある行いをするかの理由の中で、神の子として振る舞うという理

由も教える必要がある。「子供たちが神の御前で自分の行動を考え

ることを学ばせなさい。彼らに超自然的な理由を教え、自分の行動

について自分で考え、責任を感じるようにさせなさい」（聖ホセマ

リア、1972 年 11 月 17 日の団らん）。権威を行使するとは、つまる

ところ、小さいときから子供たちに人間として成長するために必要

な材料を提供することである。最も大切な材料は生きる模範を見せ

ることである。子供たちは親のすることを逐一見つめ、それを真似

ようとするからだ。 

権威を行使することは、家庭の温かさを守るために必要な決定を

下すことと、受けるより与える方が喜ばしいことであることを子供

たちが発見させることに表れる。この意味で、子供たちが小さいと

きから、互いに心配りができる雰囲気を作るため手伝いの仕事を任

せることが役に立つ。各自に担当の仕事を与える。例えば、例えば、

テーブルの準備をする、一定の時間を使って家の片付けをする、ベ

ルが鳴ったらドアを開けに行くなどなど。それらは家族みんなが気

持ちよく過ごせるために役立つことで、子供たちもそれを理解でき

る。ただ何かをさせるために仕事を与えるのではなく、子供が自分

がしていることが家のためになっている（親の仕事を代わりにする

から、兄弟を助けるから、家の何かを世話するから・・）ことを理
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解させ、自分に任せられた仕事であるという責任を感じさせるため

である。こうして従うことを学んでいく。 

 親は子供と話すだけで十分役目を果たしたというわけではない。

彼らに誤りを犯した場合、その過ちの意味と影響を理解させねばな

らない。事が起こる前、あるいは起こった後で、親は子供に注意を

し、彼らがすることが彼ら自身と他の人たちに悪い影響を与えるこ

とを教えるのである。多くの場合、やさしくはっきりした言葉で足

りるだろう。しかし、時には、反省だけでは足ら、償いを必要とす

る場合もあり、その時には何らかの処置を講じるべきである。罰は

犯した悪事を償う手段となるべきである。例えば、何かを壊した場

合、それを賠償するために小さな仕事をさせるのも一つの可能性だ

ろう。時には償いにある程度時間かけた方がよい場合もある。例え

ば、学校の成績が悪かった場合、一定の期間、外出を禁じることが

良いかも知れない。しかし、この場合も、この措置がしなければな

らないこと（勉強）をするために必要な時間と手段を捻出するため

であることを忘れてはならない。この場合、外出はしないが、家で

ぶらぶらしているなら意味がない。あるいは、その必要はないのに、

ただそれに行きたがっているからという理由で、それ自体よい活動

（形成の手段とか）にも参加することを禁じることもいかがなもの

かと言わざるを得ない。  

 

 

信頼と権威 

 親が子に伝えたいと望む大切なことを、子供の自由と個性を尊重

しながら理解させることも親の権威の一部である。このためには、

第一に子供が親から愛されていると感じること、そして親が自分の

いうことを理解してくれると感じること、つまり子供が親を知り親

に信頼することが求められる。これはしても良い、あれはしたらだ

めと、何ができて何ができないかを明確に示すことは、もし愛情と

信頼が伴っていなければ、おそらく絶えず口答えを引き起こすだけ
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で役に立たない。「親

が権威を持つことは

教育のために欠かせ

ないが、それは子供

と同じレベルにまで

下りていくことによ

って子供の友達にな

ることと完全に両立

します。子供たちは、

最も反抗的で愛想の

ない子供さえ、親と親しくなりたいと望んでいるのです」（聖ホセ

マリア『Conversaciones』100）。 

 子供が成長するにつれ、親の権威はますますこの信頼関係の有無

に左右されるようになる。子供は誰でも親が自分に対してまじめに

接してくれることを必要としているが、思春期の子供はなおさらで

ある。彼らを当惑させる肉体的精神的変化に遭遇し、その変化の中

にいることを示す。自分からは認めないが、自分の参考になる大人

を探している。しっかりした考えを持ちたい、首尾一貫した生活を

したいと望むので、それを体現している大人を求めている。これと

ともに、大人になるという仕事は自分以外にできる人はいないこと

も感知している。それゆえ、親の言うことを無批判に受け入れるこ

とはしない。これは親の権威を疑っているというのではなく、その

裏付けになる真理をよりよく理解することを助けてくれと頼んでい

るからだ。 

 そのために、彼らに必要な時間を割くこと、一緒にいる機会を作

り出すことが重要である。車でどこかに一緒に行くこと、テレビの

番組や学校での出来事を種にして会話を始める。そういう機会に、

彼らが関心を持つテーマについて、明快な考えを要する重要なテー

マについて話すことができる。ときどき子供たちはその会話に興味

を示さないように見えても心配するには及ばない。父親が、うるさ

く言うことを控え、また無理に相手に話すよう強要せずに、必要な
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ことだけ話すなら、その話は子供の頭に残る。後で子供が親の助言

を実行に移すかどうかは問題ではない。大切なのは、子供があるテ

ーマについての親がどう考えているのかを確認でき、自分がどのよ

うに行動するかを決める際のヒントを得ることである。父親は子供

のそばにいて、彼が関心を持っていることについて話す用意がある

ことを示した。それは教皇の次の教えを実践したことになる。「私

達の持っているものを互いに与え合いましょう。私達の時間を互い

に与え合いましょう」という勧めである（ベネディクト 16 世、2012

年 12 月 24 日講話）。 

 親が子供にノーと言って許可を与えないことのいくらかは、実際

は対して重要ではなく、言い合いをするほどのことでもなく、短い

コメントをすればそれで終わるはずのこともある。そのようにすれ

ば、子供は自分の価値観を自分で作り上げていき、重要なこととそ

うでないことを区別することを学ぶ。親が望んでいることは、自分

たちが親と同じような大人になることではなく、幸せになること、

一人前の社会人になることだと発見するだろう。それゆえに、親は

子供の尊厳や家族に直接関わりのないことなら、それに興味を示し

はすれど、干渉することは控える。つまるところ、子供を信頼する

ということ、「（子供が）自由を悪用する危険を無視することなし

に、子供たちが間違った考えや決定をした場合、それを正すことを

助けようと身構えていることです。反対に決してしてはならないこ

とは、彼らの過ちを見てみるふりをすることで、ましてやそれを肯

定することは言語道断です」（ベネディクト 16 世、2008 年 1 月 21

日謁見）。 

 子供はこういうふうに信頼されていると実感すれば、その信頼を

裏切ることはできないと考える。問題は「親が子供を家庭的な雰囲

気の中で育てることができること、子供に不信感を与えないこと、

彼らに自由を与えると同時に、個人的な責任をもって正しく使うこ

とを教えること。時には子供にだまされたままでいる方が望ましい

場合もあります。子供に信頼しているなら、子供自身がその信頼を

裏切ったことを恥じ入り、自ら改めるでしょう」（聖ホセマリア
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『Conversaciones』100）である。親子の間では、当然小さな喧嘩や

不仲は時には起こるだろうが、平静さを失わずにユーモアをもって

対処することが可能だ。そうすれば子供たちは、あることをダメと

言われても、親の愛と理解には何ら変わりがないと知るだろう。 

 聖ホセマリアは子育ての任務は夫婦両方の肩にかかることを強調

した。もちろん、彼らだけがそれを担うのではない。子供を天国に

導く使命を与えた神がその任務の遂行を助けて下さる。それゆえ、

親になるという召命は子供たちのために祈るということを含む。神

との対話（祈り）の中で、子供たちについて、彼らの徳と欠点につ

いて話したり、どのように彼らをよりよく助けることができるかを

尋ねたり、また彼らのために恵みを、また自分のために忍耐を頼ん

だりするのだ。教育の実りを神の御手に任せることができれば、心

の平安が生まれ、それは周囲にも広がるだろう。教育の仕事におい

ては、聖ホセマリアがある母親に忠告したように、「乱暴なことは

避けて柔和に行動しなければいけません。お母さんたちはそれをす

るための聖なるずるがしこさと、神の特別の恵みをお持ちです。そ

れは身分の恩寵というものです。いつもご主人と同意の上で行動し、

ことがうまく行くように神に願い、小さな犠牲を捧げ、自分の性格

を制御するようにして下さい。そうすれば、子供たちは変わるでし

ょう。心配無用です」と。なんと言っても、子供たちは神のものな

のである。■ 

 

（注、ベネディクト 16 世の 2008 年 1 月 21 日の講話と 2012 年 12 月 24 日の

講話の邦訳は、『霊的講話』にも司教協議会のホームページにも掲載されてい

ない） 
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マナー 

 礼儀正しさ、丁寧さ、などの小さな徳は、より大きな徳と深くつ

ながっている。家庭はこれらの徳を学ぶための最良の場である。 

  

 

 作法というものが時代とともにどのように変化したかを考えるな

ら、またそれが場所によって変わることを考えるなら、マナーとい

うものが人間社会の作り上げたもので、それゆえ好き勝手に修正し

たり、取り除いたりできると考える人もいるだろう。しかし、礼儀

という点では基本的なことは変わらない。例えば、「あの人の振る

舞いを見ると、良い家庭に育ったことが分かる」とか、「しつけの

良い子だ」とか普通に言われるし、もし私達にそのようなことが言

われたら嬉しいだろう。 

 人間徳というものは、超自然徳の土台であるが、世間でよく上品

さとかよいしつけとか言われる、社会の行動の仕方や習慣の基礎に

ある。人と楽しくつきあうための条件である愛想良さという徳が、
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最も大切な徳であるとは言えないだ

ろう。しかし、愛想良い人は、相手

に親近感や心が通じ合うものがある

と感じさせる。上品さは、それがな

ければ社会生活が何となくぎすぎす

するもので、私達をより人間的に、

よりよい市民にしてくれる。行儀正

しさ、親切さ、上品さとそれらに類

した習性は、より大きな徳の「小さ

い兄弟」とも呼べる。しかし、その

特殊性は、それらなしには社会生活

が嫌なものになるというところにあ

る。また、下品で無愛想な人が愛徳

を実践するのは困難である。 

 

 

イエス・キリストの模範 

 私達は、自分が何か無礼な態度や行動をしてしまった後で、「ど

う思われただろう」とか「なぜこんなことをしたのだろう」とか「恥

ずかしい」とか思ったことがあるだろう。福音書には、対照的な態

度の人を並べる箇所がある。一人は当時の名士、他方は罪深い女で

ある。シモンと言うファリサイ派の人が、預言者の評判のある人の

ためにそれ相応の宴会を催した。きっと招待客の席順を決め、給仕

に気を配り、ご馳走のメニューや師にどういう会話をしようかなど

について頭を巡らしたであろう。地域の有力者である招待客と主賓

の前で、面目を施さねばならなかった。しかし、いくらかの心遣い

を忘れ、主はそれを残念にお思いになり、こう言われた。 

 「この女をご覧なさい。私が家に入ってきても、あなたは足を洗

う水さえくれなかったが、彼女は涙で私の足をぬらし、自分の髪の

毛でふいてくれた。あなたは私に接吻しなかったが、彼女は私が入
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ってきたときから、私の足に接吻してやまなかった。あなたは私の

頭に油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれ

た」（ルカ７、44-46）。 

 一見したところでは、これは取るに足らない些事のように見える。

しかし、完全な神であり完全案人であるイエスは、そのさりげない

無礼を見逃さなかった。聖ホセマリアは、神の子が人になられたと

いう受肉は一体どういう意味を持つのかについて深く黙想し、その

一挙一動に現れる深遠な意味を見つけ、この場面についてこうコメ

ントした。「（イエス・キリストは）救いをもたらすお方であって、

人間性を破壊するようなことはなさいません。キリストから他人を

あしざまにあしらってはならないことを学びましょう。私達は例外

なく神に造られた存在であり、神のかたどり、神の似姿なのですか

ら」（『神の朋友』73）と。 

 ここに、社会の様々な小道において、神に近づきたいと望む人に

とって有益な教えがある。つまり、どんなに小さく意味のないよう

に見えても、神に捧げることのできないものはありません。「あな

たがたは、食べるにしても、飲むにしても、また何かするにしても、

すべて神をほめ称えるために行いなさい」（1 コリント 10、31）。

人間のするまっとうな活動はすべて、すでに浄化されている。だか

ら神との一致のうちにそれらを成し遂げるなら、人々の救いの業に

役立てることができる。同じように、恩恵のうちに生きようと努め

るキリスト教徒が実行する諸徳も、自然的であり同時に超自然的で

ある。言い換えるなら、純粋な自然のレベルにだけあるのでも、純

粋な超自然のレベルだけのものでもない。 

 受肉の秘儀を考えるとき引き出されるもう一つの結論は、個人的

な徳と社会的な徳の区別は難しいということだ。集団に埋没して個

性がない人はなく、集団とは無関係の孤立した人間もない。私達は

社会との関係の中で生活し、他の人々と肘をつきあわせながら生き

る。人は各々独立の存在であると同時に、周囲に依存している。と

いうことは、「ペルソナ（人）」というものは、暗黙裏に他人との

繋がりを持っているということである。「徳は徹底的に個人的なも
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の、パーソナルなものであると言わねば

なりません。…（しかし同時に）お互い

何らかの方法で助け合い、また迷惑を掛

け合っているのです。誰一人孤立した存

在ではなく、みな一つの鎖の環を作り上

げているのです」（『神の朋友』76）。

どうして甲さんと一緒の時は楽しく、乙

さんとではそれほどではないのか。ひょ

っとしたら、甲さんは私の話に耳を傾け、

私を理解してくれ、急かせないし、落ち

着いていて、自分の意見を押しつけるの

ではなく、助言をしてくれる、敬意を払

い、控えめで、必要なことだけを質問す

るなどの特徴を持っているからではな

かろうか。徳とは、人々に見せびらかすため、自尊心を満足させる

ためにあるのではなく、つまるところ他人のためのものである。 

 人と仲良くやる、好みを合わせる、思いを共有する、何かの奉仕

を申し出る、相手を受け入れる、落ち着きを周囲に広げる、こうい

ったことができる人は本当の有徳の人間になる道を歩んでいる。イ

エスは、もしこれらの条件の何かがかけるなら、社会生活にも支障

をきたすことを教えている。社交の徳とでも呼べる徳は、愛徳とい

う宝石をはめ込む基盤である。 

 

 

テーブルのマナー（徳） 

 今日、父親も母親も家の外で働くという現象が広がっている。家

計を維持するために二人の収入が必要という事情もあろう。そのた

め家族全員が家で一緒になるということがますます困難になってい

る。多くの母親は、「子供たちが学校で給食を食べるんだったら、

ラッキーだわ」と考えるだろう（注。ラテン系の国では昼食は家に
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帰ってとるのがこれまで普通であった）。以前家族で昼食をしてい

た頃は、すべてがバラ色であったというわけでは毛頭ない。という

のは、子供たちは喧嘩、食事の文句、そこで両親は彼らを絶えずし

からねばならない、という風景も珍しくなかったからである。この

ことは、だいたい今と変わらない。しかし、日常生活で普通に見ら

れる機会を利用し、難しい時間を教育を与える機会に変えるために

努力することは価値がある。 

 毎日の夕食、あるいは土日の昼食を家族が一緒に集まる機会にし

ようと考えたことは、どれほどあるだろうか。多くの若者が男女を

問わず、自分たちにとって最も大切なことはと尋ねられ「家族で一

緒に食べること」と答えているという社会学者の見逃せない調査結

果がすでにある。私達を愛してくれる人たちと一緒にいること、何

かを分かち合うこと、自分のことをわかってもらえること、このよ

うな経験によって、私達は文明化され、他の人との接し方や、互い

に自分を与え合うことを学んでいく。また、家族の関係を改善し、

親たちには子供とざっくばらんに話す機会を提供する。それによっ

て親は子供たちをよりよく知り、困難を予想して事前に助けの手を

さしのべることが可能になる。 

 それだけでなく、家族の食事の中でどれほどの行儀作法が教えら

れることか。「塩をとってくれない」、

「テーブルに着く前に手を洗いな

さい」「背筋を伸ばしなさい。食べ

るときは足を組まないこと」「食事

の準備（かたづけ）を手伝ってくれ

ない」「パンは捨てません」「ちゃ

んとお箸を使いなさい」「肉は小さ

く切って、口を一杯にして話しては

いけません」「出されたものは、好

き嫌いせずに、残さず全部食べなさ

い」「口を茶碗に近づけるのではな

く、逆です」「スープを飲むときは
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音を出さない」「テーブルでは肘をつきません」。これらのうちの

あるものは場所によって異なるだろうが、多くのものは万国共通だ

ろう。これらすべてを、ましてや絶えず言う必要はないが、これら

の注意は周囲の人のためにどのようなことを注意すべきかを表して

いる。つまり、上品に、正しい作法で、清潔な振る舞いをすること。

またなおざりにすれば他人に不快感を与えるかもしれない小さなこ

とへの配慮など。 

 食事のなかで、基本的な生活習慣を学ぶことができる。例えば、

他の人にも残るように考えて自分につぐ分量を加減する。出された

ものをより美味しく食べるために間食を避ける方が良いこと、など。

他方、一緒に食事をすることは単なる社会的な行為に過ぎないわけ

でもない。それは、言葉の最も高貴で厳密な意味で、文化でもある。

よく言われるように、文化 culture は礼拝 cultus と関係がある。神

にふさわしい礼拝を捧げることは人間の本性に従ったことである。

礼拝は、儀式や制度の形をとるとき、文化となる。食事を祈りで始

めるなら、それは主にすべての栄光を帰す立派な行為となろう。も

し神の祝福を家族と頂く物の上に求めるなら、日々与えられる糧を

主に感謝するなら、食事を準備してくれた人々のためや食べる物が

なく苦しんでいる人々のために祈るなら。食前食後の祈りは、神が

いつもそばに居て下さることを思い出すように、またもらった物を

感謝するように、日々の生活の中で周囲の人に敬意を払うように助

けてくれる習慣である。 

 

 

よい雰囲気を維持する 

 食卓や家族の団らんにおいて、子供たちは社会でどうやって振る

舞うかを学んでいく。昨今「なんでもいい」ということが本当では

ないことが、ますます明らかになっている。どんなことにも不満を

言う人、どんなことについても議論したがる人は、つきあいにくい

人である。人前に出るとき、身だしなみに気をつけない人は、自分
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自身と周囲の人に対する敬意を欠いていることを示し、少なくとも

第一印象として、信頼できる人とは見られない。正しい言葉遣いで

話すこと、会話において必要な時に話し、あるいは聞くことができ

ること、身だしなみと立ち居振る舞いにおいてきっちりしているこ

と、これらは社会生活に要求される態度である。 

 低俗さから人を遠ざけるのは、衣服そのものよりも、洗練された

生活様式と品格である。その特徴とは、極端や対照的なものを上手

に調和させることができるゆえに現れるバランス感覚と質実さであ

って、決して流行を追うことはしない。この品格は私達のパーソナ

リティーの一部である。この意味で、状況に応じた服装を学ぶこと

は大切である。おしゃれとは高価な衣服やブランド品を揃えること

ではなく、むしろ清潔でアイロンのかかった衣服を羽織ることであ

る。このことは、子供たちは家庭で親たちの上品で控えめな振る舞

いを見て、自然に学んでいくのである。晩餐に行く時と友達と一緒

に食べる時、あるいは家族水入らずの食事の時とでは、身につける

服は同じではない。朝起きたばかりのときパジャマ姿で居るのはい

いが、廊下を歩くときは異なる。 

 家族の集まり（食事もその一つだが）はまた、子供たちが学校で

起こったことを話す機会でもあり、親にとっては、ためになるコメ

ントをしたり、あることについては行動の基準を教えたりする機会

でもある。その他に、趣味について話したり、アウトドアの活動や

読書の話しを聞いてうきうきしたり、また子供たちが上手に話すよ

うに導くこともできる。休みの日のためにハイキングや散歩の計画

を話し合うこと、少しずつ家系の歴史や宗教的伝統を教えていくこ

ともできる。子供たちは大声を出したり叫んだりしたりせずに落ち

着いて話すことを学び、もっと大切なことだが、人の話を静かに聞

くように努め、会話の腰を折らないことや自分の意見や要求を強硬

に言い張るのを控えることに慣れていく。 

 家族の中で、互いに気を配ることができる細かなことは一杯ある。

見苦しい格好をしない、だらしない姿勢で食事をしない。お母さん

は、誰かの記念日には、その人の好きな食事を考える。食卓で大盛
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りの皿が回されるとき、第一に自分の食べたいものを考えるより、

他の人たちのことを考える。自分の皿につぐ前に、パンや水をそば

の人についであげる。感謝の言葉を言う。感謝は人と人を結び、喜

びと笑顔を生む。家族一緒によい食事をしたあとは、みんな満足す

る。それは健康な動物の生理的喜びではない。私達が最も愛してい

る人たちと心を分かち合ったことで感じる喜びである。精神的に、

一人一人が豊かになったからである。 

 これらのことは、私達の内面を形成し、神に対して、隣人に対し

て心を向けてくことに役に立つ。成熟した男女はしっかりと現実に

根ざした行動をする。そのため、持っている物で満足し、それを十

分に楽しむことができる。自分自身を大事にし、自分の霊魂と体を

支配することを学んだ人なので、どんな状況の中でも、変わったこ

とをすることなく、分別とバランスを保って行動する。友情におい

ても、仕事においても、立てた目標においても、途中で放り出すこ

とはせず、最後まで忠実にやり遂げる。なぜなら、人から受けるよ

りもむしろ与えることができるからである。寛大になることを学ん

だ。そして毎朝「勇士のように喜び勇んでその小道を走る」（詩編

19、6）ために出て行く。■ 
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情報化社会において如何に内面性を涵養すべきか？ 

 メール、ツィッター、アラーム、電話、コンピューターなどが現

実とのかかわり方を変えてきた。これらの手段が、日々の生活にお

いて、神と人々への奉仕に本当に役立つためにはどのような使い方

をすべきか。 

   

 

情報技術の進歩により、私たちが日々受け取る情報の量は格段に

増えました。世界のどこか遠い国で起こっていることをリアルタイ

ムで知ることはもはや当たり前のこととなり、世の中で起きている

ことについて情報を得るのは日に日に簡単になっています。このよ

うな新たな社会環境において、私たちは情報とそれを獲得するため

の道具と上手に付き合っていかなければなりません。 

 巷に溢れんばかりの情報量を前にして、まず私たちは内省的な姿

勢を保つ必要があります。つまり、有用な情報とそうでないものを
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見極め、振り分ける力です。しばしばこの見極めが難しいのは「情

報伝達の速度は、わたしたちが考察したり判断したりする能力を超

えていて、よりバランスのとれた適切な自己表現をする」ことを困

難にしているからです（フランシスコ教皇「世界広報の日」2014 年

1 月 24 日）。更にテキストメッセージ、画像や音楽データなどをや

り取りする技術も発達し、それらが私たちの注意を惹きつけて止み

ません。気を付けないと本来すべきことをそっちのけにして、それ

らの対応に追われてしまう危険性があります。 

 それゆえ、沈黙はコミュニケーションにおいて不可欠な過程であ

ることを考えるべきでしょう。内省する時間を置くことで、受け取

ったメッセージを正確に理解し、適切な返答をすることが可能にな

ります。「沈黙のうちに、わたしたちはよりいっそう自らに耳を傾

け、自分自身のことを理解できます。考えがひらめき、深まります。

また、自分が何をいいたいのか、他者に何を求めているのかをより

明確に認識し、どのように自分自身を表現するかを選びます」（ベ

ネディクト 16 世「世界広報の日」2012 年 1 月 24 日）。 

 キリスト者の生活において落ち着きや沈黙は一層重要な役割を果

たします。それは、内面性を養い、聖霊の声を聴き、神の御旨に従

って行動するために必要な条件だからです。聖ホセマリアは沈黙、

内的豊かさ、霊的実りを関連付けていました（『拓』300、530 参照）。 

また、教皇フランシスコは、「騒音に押しつぶされそうな今日、沈

黙の価値を再発見し、神の声、身近な人々の声に、耳を傾け」るよ

う招いておられます（「世界共通の意向」2013 年 9 月）。技術の進

歩と新たな社会環境を前に、私たちは一体どのようにして内面性を

豊かにすることができるのでしょうか。 

 

 

節制の徳を味方につける 

 聖ホセマリアは以下のような分かり易い勧めを記しています。

「『およそ都合の悪いときに色々な事柄が頭の中を駆けめぐります』
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とあなたは言う。だ

ら、内的な沈黙の一

時をもて、内的感覚

と外的感覚を見張れ、

と勧めるのだ」（『拓』

670）。なすべき事柄

に集中し、その事柄

を聖化するためには、

感覚を見張る必要が

あると言っています。

膨大な情報をもたらす情報機器についても、他の全ての物的善がそ

うであるように、節度をもって使う必要があるのです。 

 節制の徳は、デジタル社会において内的な自由を維持するための

強い味方になります。「節制とは自らの主人であることです」（『神

の朋友』84）。なぜなら私たちが、持っている道具を善のために使

うことができるよう、度が過ぎた使い方を防いでくれるからです。

神の子としての尊厳をもって、それぞれの道具にそれ相応な価値を

認め、それらを適切に使えるようにしてくれるのです。 

 電子機器の選択やサービスの契約、無料ソフトの使用などにおい

て、適切でありたいと思うのであれば、そうした手段の魅力や有用

性について考えることは勿論ですが、一方でそれらが節度ある生活

のスタイルに合うかどうかについても考えてみる必要があります。

「この道具は時間の活用に役立つだろうか？それとも私の注意を散

漫にしてしまうだろうか？」「新しい機能が加わったあのモデルに

買い換えるべきだろうか？それとも今の手持ちのもので十分だろう

か？」 

 聖性を目指すには、単に「してもよいから」という理由だけで物

事を判断するのではなく、更に高い次元で考える必要があります。

「この道具は私が神様に近づくのを助けてくれるだろうか？」と自

問すべきでしょう。聖パウロの次の言葉は多くの気付きを与えてく

れます。「『私なら何をしてもよい。』けれども、すべてがために
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なるとは言えない。『私なら何をしてもよい』というが、しかし私

は何の奴隷にもなりたくはない」（1 コリント 6, 12）。聖パウロが

自制について語ったこの言葉は、現代において新たな意味合いを帯

びています。情報技術は私たちの好奇心や欲求を非常に早く満たし

てくれるため、私たちはそれを必要以上に頻繁に繰り返し使いがち

です。情報技術の使用に一定の限度を設けることで、それを使わな

いと不安になったり、極端な場合それに依存したりすることを避け

られます。次の短い勧めがとても役に立つでしょう。「『ノー』と

言う習慣を身につけなさい」（『道』5）。この勧めには、聖ホセマ

リア自身が次のように語る肯定的な意味合いが含まれています。「内

面において勝利をおさめてこそ、心の平安が生まれます。そしてそ

の平安を私たちは、それぞれの家庭に、私たちが生きる社会に、こ

の世界にもたらすのです」（聖ホセマリア、1972 年 10 月 28 日団欒

でのメモ）。 

 ある新しい技術を使うべきか否かは各々が置かれた状況や必要に

よります。ですから、この分野においては各々が、信頼できる人々

の助言を仰ぎながら、自分に合った適切な対処方法を見つけなけれ

ばなりません。「節度をもって使っているだろうか？」といつも自

問してみると良いでしょう。たとえばメッセージを送信することは、

友達に親しみを伝えるのに大変役立ちます。しかしながらメッセー

ジのやり取りがあまりに頻繁で、私たちが仕事や勉強に集中できな

いとしたら、それは軽佻浮薄か時間の無駄に陥っているのではない

でしょうか。集中力を必要とする作業をしているときや誰かと話し

ているときなど、受信したメッセージに直ぐに返事をしたい衝動を

抑え少し後まで我慢する。そうした自制心をもつことが大切です。 

 幾つかの具体的なルール作りもこの分野で節制を生きるのに役立

ちます。たとえば次のようなものが挙げられるでしょう。インター

ネットを使う時間を決める。一日にソーシャルメディアやメールを

チェックする回数を決める。パソコンやスマートフォンを夜間は使

用しない。食事中はそれらの使用を控える。黙想会に参加している

など、一層の潜心を必要とするときはそれらの使用を断つ。インタ
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ーネットの使用を適切な時間と場所に限ることで、無目的なネット

サーフィンで時間を浪費したり、軽佻浮薄なコンテンツ、キリスト

者としての生き方に反するようなコンテンツに出くわしたりするこ

とを避けることが出来ます。 

 私たちの人生の最終目標は、ワンクリックで即欲求や好奇心が満

たされることではなく、もっと先にあります。節制を生きるのもそ

の最終目標のためです。節制の徳は私たちをより堅固な人間にして

くれます。節制を生きることで、「不節制によっていわばぼやけて

しまった生活が色合いを取り戻します。人々に心を配り、自分のも

のをひとと分かち合い、大きな仕事にも取りかかる」ことができる

ようになるのです（『神の朋友』84）。 

 

 

勉学の価値 

 本来勉学は私たちの知的好奇心をより崇高な知へと秩序づけてく

れるもので、従って節制とも深い関係があります。聖トマス・アク

ィナスによれば、勤勉の徳とは安楽や怠惰に克ち「物事についての

知識を得ようと努める或る熱心さ」なのです（聖トマス･アクィナス

『神学大全』II-II、166 問、2 項、3）。思考がある事柄に集中すれば

するほど、学びたい、知りたいという知的欲求は秩序正しく広がっ

ていくものです。 

 知的好奇心は他者への奉仕に向けられるとき、より豊かな実を結

びます。また、奉仕の精神から生まれる知的好奇心は、私たちがこ

の世を正しく愛し神へと向かわせるために、社会の発展に貢献する

よう促します。しかし、このことは世の中に埋没してしまい、物珍

しさから全ての事象について知っておきたいと思うこととは違いま

す。秩序を欠いたそのような態度は、結果的に私たちを軽佻浮薄で

知的散漫な人間、神となかなか親しくなれない人間、使徒職の熱意

に欠ける人間にしてしまいます。 
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新しい情報技術によって私たちがアクセス出来る情報の量は格段に

増えました。それらの情報自体は、たとえば学術研究や家族旅行の

行き先の選択など、様々な場面で私たちを助けてくれます。しかし

ながら、一方で乱れた知識欲が存在するのもまた事実です。知識欲

を乱れたまま放置すると、ある人は当人にとって義務である勉学を

途中で放棄し、「あまり有益でないものを知ろうと努めて、彼等が

本来の務めとして必ずしなければならないものを学ぶ努力を怠る」

こともあり得るのです（ 聖

トマス･アクィナス『神学大

全』II-II、167 問、1 項、主

文）。たとえば届いたメッ

セージや最新の情報に返信

することに心が奪われてし

まい、本来なすべき勉強や

仕事に身が入らないなどは

その典型でしょう。 

 放縦な知識欲とは、聖トマス・アクィナスによれば、「精神の誤

った不安状態」であり、人を怠惰へと陥れることにもつながります

（聖トマス･アクィナス『悪について』11 問、4 項）。心が悲しみに

囚われたり、神と隣人に対する愛を生きるように要求する召し出し

に応えることができないほどに心が鈍くなってしまうこともあり得

るのです。ここで言う怠惰は、精神や身体の高揚を伴うこともあり

ますが、いずれにせよ不安定な内面であることには変わりありませ

ん。一方で、勉学の習慣があると、仕事や他の人たちとの付き合い

において活力を保ち、時間を活用し、果ては集中力を必要とする活

動を心地よいと感じるまでになります。 

沈黙の時間を確保する 

 節制は聖性への道における大きな助けになります。節制の徳を身

に付けることで、私たちの内面の秩序が保たれ、知性と意志はなす

べき事柄に集中出来るからです。「本気で聖人になりたいのか。各

瞬間の小さな義務を果たしなさい。すべきことをし、今しているこ
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とに専念しなさい」（『道』815）。神の恩寵を受けたい、聖性にお

いて成長したいと思うのであれば、キリスト者は聖化の対象である

日常の活動に集中しなければなりません。 

 新しい情報技術は人々を表面的で薄っぺらい人間にしてしまうの

でしょうか？答えはそうした技術や道具をどのように用いるかによ

るかによって変わってくるでしょう。しかしながら、私たちの気が

散逸してしまわないように予め警戒しておくのに越したことはない

でしょう。「あなたは気を散らしている。感覚と能力はどんな水溜

りからでも飲んでしまう。そして、その後、落ち着きがなく注意は

散漫、意思は眠っているが情欲は目覚めて生きている」（『道』375）。 

 たしかに、電話やインターネットの無秩序な使用によって私たち

の内面が散漫になると、祈りの生活に支障を来すようになります。

その一方で、現代社会のあらゆる場面においても落ち着きを失わず、

自由闊達に行動するのがキリスト者の精神であることも忘れてはな

りません。「神の子らは観想生活を営まなければならない。すなわ

ち、人ごみの喧噪のなかで主と絶えず語り合いを続けるため心の沈

黙を持てる人」でなければならないのです（『鍛』738）。 

 聖ホセマリアは「沈黙は内的生活の門番である」と教えていまし

た（『道』281）。それゆえ、この世界で生活するキリスト信者たち

に対して、全身全霊を込めた仕事と両立可能な、一層の潜心の時間

を設けることの大切さを訴えていました。特にミサの準備における

潜心はいくら強調しても過ぎることはないと考えていました。新し

い技術が日進月歩で進歩する現代において、キリスト者は意識的に

神と付き合う時間を見つけ、そこでは感覚や想像、知性や意志をふ

さわしく自制するよう努めることが求められています。預言者エリ

アのように、私たちは騒がしいところにではなく、そよ風のように

囁く声の中に主を見つけるのです（1 列王 19,11-13 参照）。 

 イエス・キリストと対話するためには潜心が必要ですが、そのた

めにはその他の活動を一旦わきに置かなければなりません。祈りの

間は私たちの注意を逸らす物事から離れるようにします。往々にし
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て、物理的にそれらの物事から離れることが勧められています。つ

まり、携帯電話のアラーム機能をオフにする、起動中のソフトウェ

アを閉める、必要であれば電源を切るということです。祈りの時間

には、主に私たちの視線を向け、主の御手に全てを委ねるのです。 

 一方、沈黙を身に付けると他の人たちのことがよりよく分かるよ

うになり、「助けや愛情、親密さを必要としている人々」に対して

手を差し伸べることが出来るようになります（『Conversaciones』

96）。便利な技術や道具が手元にあり、私たちの一日が活動や喧噪

で一杯になってしまいがちな今日こそ、敢えて自らの外面と内面の

両方で沈黙を保とうとするのは非常に有意義なことであると言える

でしょう。教皇フランシスコは、現代社会におけるメディアの役割

について考え、キリスト者に向けて次のように語りかけました。「熟

慮し平穏でいる感覚を取り戻す必要があります。このためには、沈

黙し、聴き入る時間と能力が必須です。（…）もしわたしたちが、

本当に注意深く人の話を聞いているなら、世界を異なる視点で見る

ことを学び、異なる文化伝統の中で表された人間経験の豊かさを理

解するようになるでしょう」（フランシスコ教皇「世界広報の日」

2014 年 1 月 24 日）。耳を傾ける態度を培い、沈黙の時間を持つよ

う努めるならば、私たちは他者へ開かれた者となり、とりわけ、私

たちの心と世界の中で働く神の御業に開かれた者となることでしょ

う。■ 
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慎みを育てる（１） 少年期 

 人は自己の内面をより深く知るに従って、慎ましさの感覚に目覚

めて行くものである。自分自身を大切にする心（自己に対する尊敬）

は、まず家庭において学ぶのである。 

  

 

慎みとは何か。まず、それは他人に何か私達の個人的なものを他

人の目から隠したいと望む恥じらいの感情のように思える。多くの

人が、慎みを単にみだらなことに対して反射的に自己をも守ろうと

する感情と考え、また慎みを偽善と混同する人もいる。しかし、こ

のような考えは表面的に過ぎる。軽薄な人や内部の世界を持ってい

ない人には、慎みは必要がなくなることを考えれば、この徳のもつ

価値が分かるだろう。実際、動物には慎みは無縁である。それだけ

でなく、慎みは悪いことやみだらなことだけに関するのではない。
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よいことについての慎みもある。例えば、自分が受けたよい資質を

表すことに対する自然の抵抗がそうである。 

 感情としての慎みは、この上ない価値をもつ。なぜなら、人がプ

ライバシーを持つこと、つまり他人の目から隠すべき何かを持って

いるという自覚を前提とするからである。しかし、その他にも、こ

の感情から生まれる、慎みという真の徳が存在する。その徳によっ

て、人は自分の内部を、それをちゃんと理解してくれる人にいつど

のように表すべきかを学ぶのである。 

 

 

内部の世界の価値 

 かくして慎みは深い人間的価値をもつ現実として理解される。つ

まり、人の最も価値のある部分である、内面を守り、適切な分量で、

適切な時に、適切な仕方で、適切な状況の中でそれを表すことがで

きるようになる。そうでなければ、人はぞんざいに扱われる危険に

さらされ、あるいは少なくとも自分に値するだけの尊敬を持って扱

われない危険に陥る。それどころか、個人的問題としても、慎みは



37 

 

自分を正当に愛するために不可欠な要素である、正しい自己評価を

下し、それを保つために必要である。「慎みがあれば、人は正しい

価値観に従って、この『自己』を肯定し受け入れる必要性をほとん

ど『本能的に』表す」と言える（聖ヨハネ・パウロ２世、1979 年 12

月 19 日一般謁見）。慎みがないということは、自分が個性もなく重

要性もない人間なので、自己の内部には普通の人には隠す価値のあ

るものがないのだということを示す。 

 

 

慎みの魅力 

 慎みという言葉は、―感情であっても徳であってもー 様々な分

野で使うことができる。最も厳密な意味においては体を好奇の目か

ら守ることを意味する。最も広い意味にとると、人の内面の他の側

面 ―例えば、自分の感情を表すことのそれ― も含む。いずれの

場合も、慎みはつまるところ人の神秘と愛を守ると言える（『カト

リック教会のカテキズム』2522）。 

 一般的な原則として、慎みは私達の中にはより個人的なものがあ

ることを他人に認めさせようとする。体を例にとれば、人は、自分

だけがもつと考えるよいものを他人に知らせることができる手段

（顔、手、視線、ジェスチャーなど）に注意を引かせるが。こう見

てくると、衣服はこれらの手段を補完するものであることが分かる

だろう。服装によって他人に自分は自分をどう見ているかを知らせ、

同時に他人に払うべき尊敬を表すのである。かっこよさと上品さ、

清潔さとおしゃれは、慎みの表れであると言えよう。慎みは、周囲

の人々に私達に対する尊敬を要求すると同時に彼らに尊敬を払うか

らだ。逆に言うと、慎みが欠けると、容易に身繕いにかまわず下品

な格好をしても平気になる。パドレはいろんな機会に「慎みに気を

配り、それを保持するように、また人間の品位を尊重するファッシ

ョンを創り広げ、真の美しさをないがしろにする空気に抵抗を示す

ように」励ましている。 
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両親の模範と家庭の雰囲気 

 周知のことだが、教育においてよい模範はいつも決定的な要素で

ある。もし両親が、また祖父母のように同じ屋根の下で暮らす他の

大人が、互いに慎ましい仕方で接することができるなら、子供たち

は互いに繊細で慎ましい接し方をするのが家族の一人一人が大切な

人だからそうするのだと理解する。例えば、両親は子供たちの前に

互いの愛情を示すことができるし、そうしなければなら ないが、

一定の節度を守るべきことを自覚せねばならない。これに関して創

立者は自分の両親が作り上げた家庭の雰囲気を思い出してこう言っ

ている。「彼らは子供の前ではたまにキスをするくらいで軽薄なこ

とはしませんでした。子供たちの前では慎みを保ってください」と。

冷たく振る舞うことで夫婦の愛情を隠すと言うことではなく、子供

たちに大人らしく品位をもって振る舞う必要性を示すことである。 

 しかしながら、聖なる慎みの表現はこれだけで終わるのではない。

家族の中で生まれる信頼感は、各自の品位を尊重して生活すること

と両立する（親しき仲にも礼儀あり）。子供たちの前で着替えをし

たり下着のままでいたりするような、だらしのない生活態度を許し

ていると、遅かれ早かれ家庭の人間的な格調が低下し、だらしのな
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さが支配的になる。特に暑い夏には注意が必要である。なぜなら、

気候や薄手の着物、あるいは夏期休暇の最中であることなどがかさ

なって、けじめのない生活に陥る危険が高くなるからである。確か

に、季節や場所によって適切な服装は異なるが、いつもきちんとし

た身だしなみを保つ必要がある。このように努めると、時に周囲の

雰囲気とぶつかることもある。しかし、「だからこそ、あなたたち

は固有の雰囲気を身につけ、〈自らの調子〉を自然に周囲の社会に

与えることのできる形成を受けるべきなのである」（『道』376）。 

 もし慎みがなによりも内的な世界（プライバシー）の表明と関係

があるなら、それを育てるためには人の思いや感情や意向というよ

うな精神的な分野まで問題にせねばならないことは当然である。そ

れゆえ、例えば、自分のプライバシーと他人のそれに関することを

どう扱うかということにも触れねばならない。例えば、誰かから打

ち明けられた話を家族の中でおおっぴらに話したり、噂話に花を咲

かせたりすることは教育的ではない。このような会話は正義に反す

る罪を犯す危険もあるし、子供たちに他人のプライバシーに入り込

んでも構わないという誤解を与えることになる。 

 同じように、メディアを通じて家庭に入ってくるものにも注意が

必要である。慎みとの関連では、気をつけるべきことはみだらなこ

とだけではない。なるほど、みだらなことは常に避けねばならない

とはいえ、より危険なのは、あるテレビの番組や雑誌において人々

のプライバシーを軽々しく侵害することである。ある場合には、報

道関係者の持つべき倫理に反する厚かましい仕方で、また別の場合

には、キャスター自身が不道徳な振る舞いをし、それで軽薄で不健

全な好奇心を満足させようとしたりする。キリスト教徒の両親は、

この「プライバシーをねたにして設ける商売」が家庭の中に侵入し

てこないように手段を講じるべきである。そして、どうしてこうい

うことを許してはならないかを説明する。「主体性を確立し、むや

みに人目にさらされたくない、家庭内の悲喜こもごもはそっと秘め

ておきたいという正当な望み」（『知識の香』69）を尊重するべき

だからだ、と。この種の番組を流すためによく出される言い訳（知
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る権利、本人の了承があるなど）は、無制限ではない。人間の尊厳

から生まれる権利は不可侵であるという制限がある。人の尊厳に不

正に損害を与えることは、たとえ本人が承諾していても、決して倫

理的に許されるものではない。 

 

 

小さいときから 

 慎みの感覚は物心がつく頃に芽生え、その後人は自分のプライバ

シーを少しずつ発見していく。それに反して幼児は、その時その時

の感覚に支配されるままである。そのために、信頼しきった雰囲気

の中で、あるいは遊びの感覚の中で、何の邪心もなく簡単に慎みに

欠く行動をする。それゆえに、幼児期の初段階では教育の作業は、

後に慎みの徳を育むのに役に立つであろういくらかの習慣を身につ

けさせることにある。例えば、独りで体を洗い、衣服を着ることを

学ぶこと。この習慣を身につける練習をしている間に、幼児は兄弟

たちの目から隠されているようにすることが大切である。また、可

能な限り、着替えをする間は部屋のドアを閉めること、トイレにい

るときはドアの鍵をかけるなども心がけるのがよい。 

 これらは良識に属することである（ひょっとしたら悪い意味での

自然主義が幅をきかせる社会において忘れがちになっているかもし

れない）。また将来本当の徳を身につけるのを助ける生活習慣を形

づくっていくことを目的としている。それゆえ、もしあるとき幼児

が家の中で慎みのない姿で現れたり走り回ったりするのを見つける

なら、大げさにしかるべきことはないが、かわいいと言って笑って

すませる（これは本人のいないときにするべき）べきではない。そ

うではなく、優しく注意をして、そのように振る舞うのはよくない

ことを明らかにするべきである。教育の問題においては、それ自体

はつまらないように見えることや、その年代の子供には大した意味

を持たないことがあるにせよ、そういったことも含めてすべてが大

切である。 
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 それと同時に、子供

たちは他人のプライ

バシーを尊重するこ

とも学んでいかねば

ならない。子供は生ま

れつき自己中心であ

るが、他人は自分のた

めにあるのはないこ

と、自分たちと同じよ

うに優しく扱われる

のに値することを徐々に「発見」していく。このゆっくりとした成

長は無数の細かいことに具体化される。例えば、部屋に入る前にノ

ックする（当然、答えがあるまで待つ）ことを教える。あるいは大

人だけで話があるので、子供たちは外に出るように言われたときは

部屋を出て行かねばならないことを説明する。また、他人の部屋の

タンスや棚に何があるかを全部調べたいという欲求（小さい子供に

はありがち）を抑えることを教えねばならないだろう。このように

して、他人のプライバシーの範囲を尊重することに慣れていき、か

つ自分のプライバシーを発見していくのだ。こうして、大きくなっ

てから他人をその人が神の子であるがゆえに尊重するだけでなく、

自分もそのよい慎みを持つことができるための土台が据えられる。

「人と父なる神の間にある、よいキリスト教徒になろうとするべき

子供とその子を腕に抱きしめる聖母との間にあるプライバシーのた

めに霊魂の奥底をとっておこうとするよい慎み」（聖ホセマリア、

『ピラールの聖母』）である。■ 
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慎みを育てる（２） 少年期と青年期 

 青年期は一人ひとりの人生にとって基盤となる時期。自由を味わ

うと同時に、他者との絆を確かにすることも必要である。したがっ

て、この時期に与えられるべき教育は、おのずから違うものである。 

   

 

 ７歳から１２歳（思春期の徴候が現れる）までの間は、親にとっ

ても子供にとっても、なかでもそれ以前の段階できっちりと子育て

をしていた場合は、もっとも楽しい発育段階である。子供はもう自

分のことは自分でできるようになっているが、まだ親を頼りにし、

何でも親に打ち明ける。知的好奇心が旺盛で、知らないことわから

ないことを尋ねてくる。大人が適切な言葉を使えさえすれば、教え

られることをよく理解するようになる。 

 この比較的落ち着いた状況にあるため、子供は自然に成長するも

のだと高をくくって教育の努力を怠ってもかまわないというわけで

はない。それとは反対に、この時期は大人になってからも消えるこ
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とのない堅固な考え方と基準を頭にたたき込むのに適した時期なの

である。あらゆることを説明する時期、ときにはまだ将来遭遇する

であろう問題も先回りして教えることにもよい時期なのである。 

 

 

楽しい時期 

 慎みを教えることにおいても同じである。この時期は、子供たち

に慎みがどういうところに現れるかを教えるだけでなく、なんのた

めに慎みを生きるのがよいのかを説明するのにとっておきの時期で

ある。例えば、衣服は単に体を包み隠すだけではなく自分を表現す

るものであること、つまりどのように自分を他人に知ってもらいた

いかを示すこと、そしてだらしない格好を避けることは他人を尊重

することで、同時に自分に敬意を払うように求めることになるのだ

ということも理解できるだろう。 

 同時にプライバシーを上手に管理すること、つまりプライバシー

は誰にでも露わにするのでも、いつも隠すものでもなく、適切な仕

方で適切な人にだけ、伝えるべきであることも教えねばならない。

ここで大切になる徳が賢慮であるが、この徳は、よく生きようとい

う正しい心構えと経験とよい助言によって得られ、子供がこの徳を

身につけて行くにあたって両親の役割は大きい。子供たちは大人に

なる道の最初の段階で確実な歩みができるために必要な心配りと導

きを親に求めている。試行錯誤と失敗を繰り返しながら、何を、誰

を、なぜ信頼するべきなのかを学んでいくである。 

 この時期に出くわす危険は、知りたいという欲求が無制限の好奇

心、ときには節操のない好奇心、自分の体に関しても今までなかっ

た経験をしてみたいという好奇心に変わることである。このために、

両親が子供の質問に対して、逃げたり煙に巻いたりするのではなく、

いつもまじめに答えてあげることが大切となる。子供の年齢に合わ

せた仕方で答えることである。この年齢は、正しい性教育を与える

絶好の時期である。「子供たちをごまかすことのないようにしなさ
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い。私はコウノトリというコウノトリを処分しました。神様があな

たたちを使って彼らに生命を与えられたこと、彼らはあなたたちの

愛と献身と犠牲の実りであることを教えなさい。それが上手にでき

るためには子供たちのよい友達になって、彼らが何でも信頼して話

せるような関係を作っておかねばなりません」（聖ホセマリア、1972

年 10 月 31 日の話）。このような親しい会話ができれば、その中で

人間の体が価値あるものであること、体は丁寧に扱わねばならない

こと、体を快楽や遊びの道具と考えてはいけないことを教えること

ができる。 

 その他に、思春期に起こる肉体的精神的変化を事前に説明してお

くことも大切である。そうすれば、事が起こったとき子供はそれを

普通のこととして受け入れることができる。「この問題に関して悪

意ある人々の影響から子供を守る必要がある。そうしないと、それ

自身は尊く聖なるものであることを、友達や知り合いの下品な説明

から知るということになる」（聖ホセマリア『Conversaciones』100）。

ここでも否定的な見方に支配されてはいけない。性に関する情報が

氾濫している現実を無視することなく、またそれでなくても子供は

小さいときからこういったことを知るのが普通であるが、大切なこ



45 

 

とは子供におけるこういった変化を体と心の成長の一段階と捉える

ことである。もし健全な生き方をしようと努め、悪い刺激に対して

素早く抵抗しようするなら、慎みは心の清さを守るための効果的な

助けとなるだろう。 

 

 

困難な時期（思春期） 

 本稿のテーマに関しては、思春期の初めと思春期そのものは親に

とって最もやっかいな時期である。まず子供たちは自分のプライバ

シーを守るのにより神経質になる。時には、反抗的な態度をとり、

ただ単に反対したいから反対するというようなこともある。この態

度の裏には、自分はもう子供ではないので、一人前の大人として扱

って欲しいという望みがある。この態度の変化は親を当惑させるこ

ともある。もう子供たちはプライバシーの一部を自分たちではなく

友達に打ち明けているという現実にうすうす気づく。そのほかにも、

子供の気移りの激しさにも当惑させられる。あるときは、誰に対し

てもかたくなに心を閉ざすかと思えば、別の時には不釣り合いなほ

ど自分に構って欲しいと要求することがある。この最後の状況は見

過ごさないように注意する価値がある。彼らの言うことにできるか

ぎり親身になって耳を傾けることである。というのは、次にそのよ

うに求めてくるのがいつになるかわからないからだ。 

 この独立したいという望みと自分だけの世界に籠もりたいという

望みをもつ時期は、大人になるために必要なだけでなく、人格の成

長を促すための新しい機会でもある。青年は自分の内面の世界を深

める必要があり、状況によってあるときはそれを見せ、あるときは

それを隠すことを学ばねばならない。この点に関して親が子供に提

供できる助けは、大部分の場合、彼らの信頼を勝ち取ることと、待

つことを学ぶことにある。彼らのことに関心をもち、彼らのために

は何でもするという態度を保つこと、子供たちが親を探すときや状
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況が子供との話を要求するときを待っているという態度を保つこと

である。 

 信頼とは勝ち取るもので、強制するものではない。ましてや、子

供を監視したり、その手帳や日記を盗み読みしたり、友達と何を話

したのかと尋ねたり、あるいはソーシャルネットワークで別の人物

になりすまして彼らとつきあったりして、埋め合わせできるような

ものではない。子供が、親のそのような行動は自分のためだと考え

たとしても、そういう手段は互いの信頼関係をつぶす最悪の方法で

あり、普通の状況の中では正義に反するやり方である。 

 青年は自分について大きな関心をもつ。それはあらゆる面におい

てであるが、なかでも肉体についての関心が強い。そのため、彼ら

がまず心を配るべき慎みとは自分自身に関する慎みである。このこ

とは男女どちらにも当てはまるが、その表れは男と女によって多少

の違いがある。女の子においては、皆があこがれるモデルと自分を

比較し、異性の目に魅力的であることに気を配る傾向が強い。男の

子においては、女の子からもよく見られたいという望みもあるが、

どちらかというと男友達からかっこよく強い肉体を持っていると見

られたいという望みが強い。青年期のこの自己陶酔は大部分自分の

中だけで実行されるが、よく観察すると、この態度の徴候を見つけ

るのは難しくない。例えば、男の子では、時には道を歩いていると

きでさえ、自分を映し出す何かをどうしても見てしまうこと。女の

子では、自分の服装をどう思うかをしつこく聞いてくることなどが

そうである。 

 「そんなことはその年頃だけの問題」ですぐに過ぎ去ると考えて

傍観することは間違っている。確かにそれらは思春期に特有の現象

だが、だからといって教育を受けないでいいというわけではない。

思春期は、大きな理想を抱く時期で、そういうことは励ましてやる

べきことである。子供たちは自分のことで頭と心を一杯にするなら

周りの困っている人に気づかなくなるといことを理解する。そうす

れば、慎ましい行動をすること（自分の体を適当に世話すること、
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悪い好奇心を避けること）が、自分が望んでいる寛大な心を持つた

めに必要な要件であると考えるようになるだろう。 

 

 

慎みとファッション 

 このほかに思春期は隣人に対する慎みを生きる仕方、特に他の人

とどのようにつきあうか、どのような会話をするか、どのような服

装をするかを学ぶ新しい機会でもある。いろいろな要因があろうが、

また場所によって度合いは異なるが、現代社会の雰囲気は退廃的で、

かつその影響をきわめてアグレッシブに社会習慣に押しつけてくる。

しかし、見間違えてはいけないことは、大部分の場合、だらしない

振る舞い方のいくらかは、子供たちが望んでしているのではないと

いうことだ。青年たちは、いくら個人的な自立を要求しても、実際

は個性のない群衆根性から抜け切れていない。友達と違っていると

何か落ち着かないのだ。男の子がだらしない格好をするときそれを

特別に好きだからしてい

るのではない、あるいは

女の子が慎みに欠けた服

装をするとき、そうした

いからしているのではな

い、というようなことは

珍しくない。彼らがそう

するのは、ただ友達から

のけ者にされるのが怖い

からなのだ。 

 それに対する対策は、子供を友達グループから引き離すことでは

ない。成長するためには友達も欠くことのできない要素なのだ。必

要なのは、周囲に流されずに生きることを教えることだ。そして、

どのようにしてそれができるかを学ぶことである。もし子供が「だ

ってみんなこうするんだもの」と言うなら、親はまず自分の個性を
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大切にすることの重要性を説明し、よい友人を持つように助けるべ

きである。その次に、親自身が子供の友達の親と友達になるように

努める。それができれば、色んな問題について意見を同じくするこ

とが可能になる。 

 いずれにしても、譲歩してはいけない。ふしだらな服装や最低限

のよい感じにさえ反する服装はどんなものでも、家庭内に入れては

ならない。両親はそのことを見過ごすべきではなく、時が来たら子

供たちにやさしく、しかしはっきりと話さねばならない。聖ホセマ

リアは子を持つ親にこう言っている。「もしあなたたちがしっかり

した考えを持たず、『他の家でもしているよ』と言われて、『自分

の家の中ではそれはだめ』と言えないなら、残念なことです。あな

たは子供たちに上手に話すことができると思います。彼らの耳元で、

もし家でそんなことを許すならそのうちどうなるか、説明してやり

なさい。きっとあなたの言うことを聞くでしょう」（聖ホセマリア、

1974 年 7 月 25 日の団らん）。子供たちが腹を立てている間は黙っ

ていて、気持ちが落ち着くのを待って、なぜそうするのかの理由を

説明することが大切である。幼年期にはこれらのテーマについて説

明するのは子供と同性の親がふさわしいが、青少年期ではしばしば

もう一方が関わるのがよい場合がある。例えば、なぜ露出が過ぎる

服を着るのはよくないのかを理解しない女の子に対して、父親が話

してその理解できない部分を説明するのがよい。つまりそんな格好

をすれば、確かに男の子の視線を引くことができるが彼らの尊敬を

受けることはできないと。 

他の問題と同じく、親は自分たちが若かったときに経験したり学ん

だりしたことを、言葉を慎重に選びながら子供に話すのはよいこと

だ。結婚しようと考えた相手に何を望んでいたかなども。これらの

会話は、最初は何の効果もないかのように見えるが、後に理解でき

るときが来ると彼らは親に感謝するようになるだろう。 

 慎みの教育において、両親は、できる範囲の中で、子供たちの生

活圏の周辺にも気を配るべきである。まず、休暇の場所の選択とい

うことがある。多くの国々で夏の海辺で休暇を過ごすのは賢い選択
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ではない。子供に見せるのがはばかられるような情景を避けるため

に手段を講じたとしても、夏の海辺の雰囲気は非常に堕落しており、

品位ある生活を送ることが難しい。これと同じように、子供が何か

の組織の主催するキャンプや他の活動に参加する場合、そのリーダ

ーたちが健全な雰囲気を保つためにどのような手段を講じるかを前

もって知るべきである。 

もう一つの分野は子供たちの遊びの場所である。というのは青少年

にとって友達グループから受ける圧力は尋常ではないからである。

子供たちが遊ぶ場所の雰囲気がどんなものであるかを知り、もしよ

くないものなら他の親と話し合って別の可能性を示唆するように努

めることは大切である。三つ目はより身近なもの、すなわち子供た

ちの部屋である。子供が自分の好きなものを部屋に飾りたいと思う

のは当然であるが、この自由も無制限ではない。品位に欠けるもの

を部屋に飾ることはよくない。 

 いずれにせよ、親が子供の抵抗に遭うことも珍しくない。青少年

が親や大人から独立したいというのは自然の傾向であり、また彼ら

には親の考えを理解できるために必要な経験に不足しているから。

彼らを完璧に従わせようとするのは不可能であるし、賢いことでも

ない。しばしばこの種の不従順から子供は失敗を犯し、そこから色

んなことを学び反省することがあるが、それを利用するべきである。

そういうことが起っても、落ち着きを失ってはいけない。親も、自

分がその年代の少年であったとき、同じ経験をしたことを思い出す

べきだろう。教育の作業にはいつも並々ならぬ忍耐が必要であるが、

特にこの慎みの徳のような、子供たちに伝えたい基準が最初は彼ら

の基準とはかけ離れているように思えるような分野においてはなお

さらである。やがて彼らがこのことを理解し、自分のものとする時

がくるだろうが、そのためには、愛情とユーモアと信頼をもって、

本当に子供のためになると確信している親が何度も繰り返して教え

る必要がある。■ 
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結婚の神秘 

    

 

結婚という人間の現実 

 結婚は“自然の”現実であり、男と女というペルソナの存在に呼応す

るものである。その意味で、「神ご自身が婚姻の創設者である」（『現

代世界憲』48,1）と、教会は教える。「結婚への召し出しは創造主に

よって造られた男女の本性に刻みこまれている」（『カトリック教

会のカテキズム』1603）。 

 根本的なことであるが、結婚を単なる文化的な所産とみなすわけ

にはいかない。というのも、結婚のみが男女の結合の尊厳を十全に

表しているからである。結婚の特性は、宗教や社会制度、法律、人

的権限によって定められたのではなく、また時代の流行とか嗜好に

そって結婚や家族の様々な“形態”が選ばれ形成されたのでもない。 

 神の計画において、結婚は人間の本性に“即した”ものであり、人間

の本性を反映している。 
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結婚という特別な関係 

 結婚は、ある程度持続的な共同生活を望む二人が合意を交わして

生じるようなものでもない。それは“配偶者同士の契り”である。すな

わち、ひとつの家族の基礎であり源である夫婦となるために、一組

の男女が相互に授受する、自由な行為のことである。 

 この“全面的”相互授与が、結婚を成立させる鍵である。なぜなら、

その相互授与から結婚の本質的特性と固有の目的が生じるからであ

る。 

 したがってそれは、撤回不能の“自己譲渡”（献身）である。夫も妻

も、それぞれ配偶者としての立場をわきまえ、決して自分が自分の

主人であろうとはせず、夫も妻も自分は相手のものであるであうか

のようにふるまう。自分は相手に“尽くす義務がある”。つまり自分た

ちが“結婚している”だけでなく、お互いがまさに“配偶者なのである”。

自己の独自性（アイデンティティー）は、連れ合いとの関係によっ

て規定され、その絆は“死によって二人が切り離されるまで”続く。こ

の“二人の一体性”は、この世のいかなるものより緊密である。その一

体性のゆえに、夫であり妻であることをやめることはできない。“一

体（一つの肉）”（マタイ 19,6）となったからである。 

 配偶者間でいったん絆が生ずれば、その絆はもはや自分の自由な

意思にではなく、結婚の本性に依拠し、──最終的には、“二人を一

体とさせた”創造主なる神に──依拠することになる。その自由は夫

婦で“あること”か“ない”かの自由でなく、夫婦の真実にかなうように

努めるか、夫婦の真実にもとる生き方をするかの自由となる。 

 

 

結婚を特徴づける献身──自然な“全面性” 

 実に、自己の《全面贈与》および《全面受容》を意味する“献身”

のみが、人格の尊厳の要請に対して応えることができるのである。 
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 この夫婦間の全面性は、

単なる“排他的な”関係に

留まらず、その夫婦が生

存している限り、二人が

同時に、あるいは片方が

変えてしまうことはでき

ない。 

 それはまた、夫婦が将

来においても各々自己譲

渡と受容を行なうことを意味する。つまり人は時と共に成長するの

だから、一時の出来事で終わるわけではないのである。永久に続く

全面的な献身こそが（人格の尊厳に）ふさわしい。この全面的な献

身とは、配偶者双方の自由を肯定することである。 

 全面的であるとは、さらに、夫婦がそれぞれ自己の人格を明け渡

し、相手の人格を受け取ることを意味する。それはいくつかの面を

選んで与えることではなく、配偶者としてのあらゆる側面を授受す

ることである。 

 具体的にいえば、結婚とは性の違いと補完に基づく男女の結合で

あり、──偶然の結果としてでなく──いのちを伝播するための（“全

面的に”与え尽くすために必然的な）自然の道である。結婚はその本

性から豊かな実りをもたらし得るもので、それがおのずから家族を

つくるための基礎となる。 

 十全な人間としての意味で、男女相互の献身、独占的かつ永続的

な実り多い献身が、男女間の愛の特長である。 

 結婚について昔からキリスト教で深く考察され、結婚の“本質的特

徴”（一致と不解消性）および結婚の“目的”（夫婦と子供の善益のた

め）と呼ばれてきたことは、“結婚のモデル”を独断的に押しつけるた

めではなく、むしろ、“初めから”（マタイ 19,4.8 参照）の真理を徹

底的に表明しようとしたからである。 
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聖なる結婚 

 男女の結婚の誓約に基づく、いのちと愛の親密な共同体は、人格

の尊厳と愛への根源的な召命を反映しており、結果的に幸福への召

命を表している。結婚は本来的に、ある種の“神聖な”性格をもってい

る。そのため教会は“結婚の神秘”（エフェソ 5,22-23 参照）について

語るのである。 

 神ご自身が、聖書において、人間に対する神の愛を知らせ表すた

めに、結婚のイメージを用いられる（『カトリック教会のカテキズ

ム』1602 番参照）。神に似せて造られた男女の一致は、神とのある

種の類似を意味しており、われわれの直接的知覚に及ばない神の愛

の神秘を垣間見せてくれる（ベネディクト 16 世『神は愛』11）。 

 しかしながら、被造物である人間は、罪によって大いに損なわれ

深い傷跡を残した。そして結婚の意味も不明瞭になり混乱をきたし

た（『カトリック教会のカテキズム』1608 参照.）。結婚の真理に関

する理論的・実践的誤謬が生じたのはそのためである。 

 それにもかかわらず、“創造の真理”は依然として人間の本性に根差

し存続している（同）。つまり、善意の人たちは、男女の結合を低

級のものとみなす考えに“甘んじたくない”と感じている。このような

愛についての真実の感覚があれば、キリストにおいて頂点に達する

救いの計画について、──困難を経験するとしても何らかのかたち

で──人々に徐々に知らせその計画を実現させるという神の働きか

けが可能になるのである。 

 

 

イエス・キリストによって贖われた結婚 

 イエスは宣教の中で、結婚の原初の真理を新たに決定的に教えら

れた（マタイ 19,3-4 参照）。堕罪の結果、人の“心は頑なに”なり、

配偶者として求められる献身の意味を“充分に理解し”、それを、“実

行可能なこととみなす”ことができなくなっている。 
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 しかし、“時が満ちる”におよび、神の子は、「結婚の本来の真理、

《最初の》真理を明らかにし、人々を心のかたくなさから解いて、

この真理全体を理解できるようにされたのです」（聖ヨハネ・パウ

ロ 2 世『家庭──愛といのちのきずな』13）。なぜなら、夫婦は「キ

リストの後に従い、自分を捨て、自分の十字架を背負ってこそ、は

じめて結婚の本来の意味を“受け入れ”、キリストに助けられながらそ

の教えに基づいて生活することができるのです」（『カトリック教

会のカテキズム』1615）。 

 

 

結婚──新約の秘跡 

 受洗者同士の結婚を秘跡として制定するにあたり（『カトリック

教会のカテキズム』1617 参照）、イエスは創造と旧約の掟のもとで

の結婚の意義に、完全な“新しさ”、超自然的意義をもたらし、内的に

閉じていた世界に十全な意味をもたらされた（聖ヨハネ・パウロ 2

世『家庭──愛といのちのきずな』13 参照）。 

 婚姻の秘跡は、キリストの聖化の御業を夫婦が受けとり──受洗

者が個人的に受けとるだけでなく──キリストと教会が結合した

（エフェソ 5,25-27 参照）新約において、“二つの一致”に与るための

道に変わったのである。その結婚の秘跡を第二バチカン公会議は、

「キリストと教会の間の、愛の契約にかたどられ、それに“あずかる”」

ものと語っている（『現代世界憲章』48）。 

 この意味において、夫婦とキリストとの一致は、“付帯的な”もの（す

なわち、結婚が人生のひとつの状況に過ぎないかのようなもの）で

はなく、聖化する秘跡の効力によって、また結婚の現実そのものに

よって、もたらされる“本来的な”ものである（『カトリック教会のカ

テキズム』1638 以下参照）。神は夫婦を訪れ、共に留まられる。そ

して夫婦の愛と一致が効力をもつために神の愛が保証人として人間

の間に留まり、現存されるのである。 
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 さて、結婚の秘跡は本来、“婚礼”の祭儀で終わるのではなく、“婚

姻”すなわち、“二人の一致”であり、キリストと教会との一致の“恒久

のしるし”(不解消の一致)である。それゆえ秘跡の恩恵は、夫婦の生

涯を通じて伴う（聖ヨハネ・パウロ 2 世『家庭──愛といのちのき

ずな』56 参照）。 

 こうして「キリストの生命にあずかるということも特有のことで

す。夫婦愛は、（…）人格のすべての要素を含む全体に及んでいる

のです。（…）一言でいえば、それらは自然な夫婦愛の典型的な特

徴ですが、それを純化し強めるばかりでなく、キリスト者固有の諸

価値を表現するところまで高めていく新しい意義を持っています」

（聖ヨハネ・パウロ 2 世『家庭──愛といのちのきずな』13）。 

 神の計画の中で普通の生活がもつ価値を理解できるようにと、神

がお与えになった恩恵と信仰の光によって、聖ホセマリアはとても

早い時期から結婚の意味について考察し、結婚がとりわけキリスト

信者にとって真の召命であることを理解した。「結婚した人は、そ

の一致の中で、結婚生活そのものと自己を聖化するように召された

といえます。それゆえ、家庭生活を無視して霊的活動を築こうとす

るのは大きな誤りに陥ることになります」（聖ホセマリア,知識の香』

23）。■ 
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家庭は成長の場（１） 

一人として偶然に生まれてくる人はいない。一人ひとりは大きな

価値を持つ存在である。人格の調和のある成長のために、子供が最

初の瞬間から家族の中で愛されていると自覚することは決定的であ

る。 

   

 

あの子はお母さんそっくりだ。笑い方や話すときの手の動かし方、

そして歩き方なども・・。このようなコメントはよく耳にする。そ

れというのも、実際私たちはほとんど気づかないままに、両親や兄

弟の人となりから多くのことを真似ているからだ。その中には目の

色とか気質とか体つきのように遺伝的な面もあるだろう。他方、日々

の人との付き合いや教育を通して、身につけたものもある。 

 このシリーズで見てきた成熟した人の資質は、家族の中で生まれ

育つ。それを考えると、家族の役割がいかに重要かが分かる。家族

は、そこで私たちが生まれ、育ち、死んでいく良い場である。「わ
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たしたちはどんな時期にも、どんな状態にあっても、どんな社会的

状況に置かれても、自分が子供であり続けることを深い喜びのうち

に認識するのです」（教皇フランシスコ、2015 年 3 月 18 日一般謁

見）。 

 神が望まれた家族という制度には、父であろうが兄弟であろうが、

また子供であろうがみんなが責任を分担する。 

  

 

家庭とはみなで支えるもの 

 私たちは自分の家族を選んだのではない。神がそれを選ばれた。

神は、私たちをキリスト信者にするため、両親や兄弟の徳だけでな

く、欠点も考慮に入れておられた。「このことについては誰もが経験

したことですが、家族の中では、今の私たちが、手にしているもの

で、奇跡が起こります。・・多くの場合、それは理想的なものでもな

く、こうあって欲しいというものでも、こうあるべきだというもの

でもありませんが」（教皇フランシスコ、2015 年 7 月 6 日説教）。 

 家族の全員、すなわち祖父母、両親、子供たち、孫たちは、家族

にキリスト教的な雰囲気を醸し出すために、各瞬間に自分自身の最

もよいものを与えるよう呼ばれている。家族というものはみんなで

支え合うものだ。両親も子供とともに成長し、年が経つにつれて、

家族内での役割は変化していくこともある。みんなを支えていた人

が、支えてもらう側になったり、先頭に立っていた人が最後になっ

たりする。家族は衣食住などの基本的必要性を満たす場よりもずっ

と重要なもので、そういうことの他に、本当の人間的な価値の美し

さを見つける場である。克己の精神や隣人への敬意といった健全な

人間関係を保つために必要な価値を見つける場である（参考：聖ヨ

ハネ・パウロ２世、使徒的勧告『家庭』66）。あるいは、責任感や

忠実さや奉仕の精神を身につける場とも言える。これらの価値は、

ゆっくりと陶冶されていくものだが、あるグループに属していると

いう単純だが堅固な感覚を必要とする。それは単に世界に投げ出さ



58 

 

れているのではなく、最初から愛情によってできた世界の一部、す

なわち家庭の中で受け入れられていると感じることである。 

 神ご自身が「この世に来られるにあたり、ご自分がお造りになっ

た人間の家庭の中に来ることをお選びになりました。神は、その家

庭をローマ帝国のはずれの人里離れた村にお作りになりました。帝

国の中心地であったローマではありません。（…）こう言う人もい

るかもしれません。『わたしたちを救うために来られた神は、その

ような辺境の貧しい土地で 30年間を無駄に過ごしたのではないでし

ょうか』と。イエスは 30 年を費やしました。イエスにそれが必要だ

ったのです。イエスの道はその家庭の中にありました」（教皇フラ

ンシスコ、2014 年 12 月 17 日一般謁見）。 

 

愛されていることを知ること 

 この地上では、今日も大勢の人が生まれている。しかしながら、

各人は唯一無二の存在で、永遠から望まれて生まれてきた存在だ。

「私たち一人ひとりは、神の計らいに基づいて生まれたのです。私

たち一人ひとりは、神から望まれ、愛され、必要とされています」

（教皇ベネディクト 16 世、教皇就任ミサ説教、2005 年 4 月 24 日）。 

 ひとりとして偶然に生まれてくる人はいない。一人ひとりは大き

な価値を持つ存在だ。それは両親を知らない場合でも、あるいは別

の家族に養子にもらわれた場合でもまったく同じである。「一人ひ
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とりの霊魂は、かけがえのない宝、一人ひとりの人間は唯一の存在

です。キリストは一人ひとりのために御血を流してくださったので

すから」（聖ホセマリア『知識の香』80）。両親が誰であろうと、

どんな欠点を持っていようと、両親から受けた恩は大きい。 

 子供が生まれてまだ間もないのに、母親はもうあかちゃんが泣く

とき何を求めているのか、眠たいのかお腹か減っているのかを見分

ける。次にあかちゃんが微笑み始める。それは個性の芽生えで、同

時に子供らしい特徴である人まねの最初の現れである。幼児は見る

物を何でも自分のものにしてしまう。両親は子供にとって安心が生

まれるところである。幼児が知らない人が近づくと、父親や母親の

足にしがみつくというよく見られる光景は、それを明快に示す。こ

の守られているという安心感から、子供は自由に動き自己を出て世

界を探求し、隣人に心を開くことを学んでいく。 

生まれつきの性質と教育だけによって人の人格が全面的に決定さ

れるというわけではないが、人格の調和のある成長のために、子供

が最初の瞬間から家族の中で愛されていると自覚することは決定的

である。まず愛を受けて初めて、後で隣人を愛することができるよ

うになるのである。愛情と世話 －誰もが持っている自己中心の傾

きを直していくための要求と剛毅も含まれるが－ を受けることに

よって、子供は自分と隣人が価値あるものであることを知るように

なる。両親の優しく強い愛は、子供が自分を正しく評価し、それゆ

えに隣人を愛し、利己主義を捨てることを可能にする。 

 キリスト信者の家庭で生まれる愛の絆は、死によってさえ消滅し

ない。もしまだ小さいときに親を失うことがあっても、その場合信

仰によって、すでにこの世でイエス、マリア、ヨセフが、多くの場

合寛大な他の人たちを通して、親代わりになってくれることを知る。

聖家族にならって、非常に人間的に、同時に非常に超自然的になる

ように努めよう。そして、聖テレジアが書いたことが実現する日が

来ることを期待しよう（『自叙伝』38） 
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真の自己実現 

 「おかあさんは食事を作ることが好きだったの。洗濯は。お掃除

は。私たちを学校に連れて行くことは」などと娘から尋ねられ、も

う年老いた母親の脳裏に昔の思い出がよみがえってきた。家族の問

題に悩んだ日々、家事に疲れてぐったりした日々、家計が火の車で

家計簿とにらめっこしたこと、小さな子供たちが高熱を出した冬の

日々などなど。時にはいらいらが募って皿を何枚か壁にぶつけたこ

ともあった。そのような思い出にふけって、こう簡単に答えた。 「好

きだったかと言えば、そうね、それほど好きではなかったわ。でも

確かなことはあんたたちを愛していたということかな。あんたたち

が大きくなるのを見ると嬉しかったわ」と。世の中のどれほど多く

の母親や父親が同じことを言うだろうか。教皇は、これらの親は立

派な賞を受けるに値すると言われる。なぜなら、彼らは「偉大な数

学者でさえ解けないような難解な問題を解く方法を知っています。

彼らは 24 時間でその２倍分の仕事をこなします。それはノーベル賞

に値するくらいです。２４時間で４８時間分の仕事をするのです。

私は一体どうやってそれをするのかわかりませんが、ともかくやっ

ているのです。家庭にはそれほど多くの仕事があるのです」と（教

皇フランシスコ、2015 年 8 月 26 日一般謁見）。  

 家族は完全ではないが、調和を保ち、家族の一人ひとりの個性を

よく見極める。両親は権威を持つが、それを子供に押しつけようと

はしない。子供を自分たちの望み通りの人間にしようとするのでは

なく、親の指導と愛情の下に彼らの可能性を伸ばすように導く。家

族のよい雰囲気を作る責任は父親にも母親にもある。それぞれが互

いに譲り合い、また自分を子供に与えることによって、家庭は人間

的な成長の場となる。 

 また、家族の共同生活は個人の才能を見つけることを助けてくれ

る。それは、本人はなかなか気づかないが、周囲の人は容易に発見

する、優しさ、元気のよさ、ユーモアなどである。家族を愛するこ

とによって、困難の最中でも、各人は自分の性格の最もよいもの、

肯定的な面を引き出しことができるようになる。疲れや緊張のため
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に、悪い面が現れたなら、赦しを願って再びやり直す時がきたのだ。

「自らの過ちを認めることによって、また失われたもの －敬意、

誠意、愛－ を取り戻したいと願うことによって、人は赦されるに

値する者となります。このようにして、病が癒やされます。謝るこ

とができなければ、赦すこともできません。謝ることができない家

庭は、息苦しく、よどんだ雰囲気になってしまいます。『ごめんな

さい』というこの大切なことばが失われると、家庭内に多くの苦し

みや傷が生じ、涙が流れます」（教皇フランシスコ、2015 年 5 月 13

日一般謁見）。 

 女性は母親としての自分のもつ資質が代替不可能なものであるこ

とを発見するだろう。この母親の役割を果たすことで神に忠実にな

ろうと努めるなら、家庭が居心地のよい場となり、家族皆が愛情や

他者への敬意や、犠牲と自己放棄の精神を身につけ、個人的に成長

することに貢献するだろう。「女性に託されている使命とは、家庭

や社会や教会に、女性だけが持ち、提供することのできる何か女性

に独特の貢献をすることです。細やかな優しさ、疲れを知らぬ親切、

具体的なものへの愛、素早い機知と直感、謙遜で篤い信仰心、粘り

強さなどは、女性のもつ貴重な特質です。」（聖ホセマリア『女性

社会と教会における女性の役割』） 

 父親も自分が子供たちの導き手であることを発見するだろう。父

親も子供が成長するのを手助けし、彼らと遊び、一人ひとりが個性

を伸ばせるように見守る。キリスト教徒の父親は家族が自分の第一

の事業であること、その中であらゆる次元において自分を成長させ

るビジネスであることを知っている。そのため、あまりにも心身共

に消耗させる生活リズムには注意しなければならない。それによっ

て、最も価値のある目標を見失い、精神的に崩れ、家族の関係を破

壊する可能性があるからだ。 

 それゆえ、両親が子供のそばにいること、子供たちに心の智恵を

伝えることの誇りをたえず培うことは、非常に大切である（教皇フ

ランシスコ、2015 年 1 月 28 日と 2 月 4 日の一般謁見参照）。両親

が子供のそばにいないことは多くの問題を引き起こす。「明るく楽
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しい」家庭において、父親と母親はそれぞれ自分の役割を果たす。

この父と母の役割は、誰かに代わってもらうことができず、互いに

補い合いながら、心を満たすのである。このことは、神が何人の子

供を送って下さるかとは関係ない。子供が一人も来ない場合、家族

の他の人たちや友人たちに対して霊的な父親や母親の役割を果たす

ことができる。 

 

 

待つことと約束すること 

 「私たちは普段はあまり意識していないかもしれませんが、この

世界に兄弟愛を伝えるのは何あろう家族なのです」（教皇フランシ

スコ、2015 年 2 月 18 日一般謁見）。民族の基本的な構造や国々の

平和などは、一生の間忠実を保ち男女が互いに自己を捧げ合う家庭

の上に築かれる。 

 今日では、多くの人が冒険を夢見ている。その望みに応じようと

する企画は無数にある。これ以上ないほどの種類の、刺激的で、瞬
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間的、感動的なもの、例えば深海への潜水、大空の飛翔、高いとこ

ろからの飛び込みなどが人々を魅了する。結婚して家庭を持つとい

う約束は、それらと比べてずっと目立たないが、いつも驚嘆を引き

起こす。なぜなら、私たちは永遠に愛するために作られており、と

どのつまりそれ以外のものは苦い味しか残さないからだ。永遠に続

かない愛は、小文字の愛、つまり本当の愛ではない。 

 家族生活では様々な逆境や危機に直面するが、家庭を作る約束へ

の忠実はいつもいかなる逆境や危機よりも強い。「愛は死と同じく

強い」（Ct､9､6）。大きな困難があっても、しっかりした動機があ

れば、それをたえることができる。しっかした動機とは、単なる思

想や制度ではない。それは何よりも人である。愛に応えることは各

人の心の最も深いところに及ぶので、それを拒否するとき、私たち

自身が傷を負う。 

 言うまでもないことだが、偉大な計画はつねに大きな危険を伴う。

今日では多くの若者が、間違うことを恐れて、いつまでも続く約束

をすることに二の足を踏む。しかし実際、心に呼びかけを感じなが

ら愛の扉の前で留まることはより大きな誤りである。それゆえに、

心を固めること、心を成熟させることが必要である。これが婚約期

のキリスト教的な意味である。「婚約期は、果実のように熟する人

生の一時期です。それは、結婚する時まで、愛のうちに成熟する道

なのです」（教皇フランシスコ、2015 年 5 月 27 日一般謁見）。結

婚に対して「はい」と言えるための最もよい訓練、またその堅固さ

を得るための最もよい試験は、教会が婚約期にある二人に疲れるこ

となく求める待つ能力である。ときにそのわけが正しく理解されな

いこともあるが・・。「あらゆるものを性急に――直ぐに――求め

る人は、最初の試練（第一段階）で、すぐにすべてをあきらめます。

（…）婚約期には、たとえどんな誘惑されても、決して売ったり、

買ったり、裏切ったり、捨てたりしてはならないものを一緒に守ろ

うとする心が重要なのです。」（教皇フランシスコ、2015 年 5 月 27

日一般謁見） 
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 その愛を夫婦そろって守ろうとする両親から子供は学ぶ。そうい

う家庭から最良の市民が生まれる。共通善のために自分を犠牲にす

ることを厭わない人、自分の仕事であろうが他人のための仕事であ

ろうが、いつも心を込めて働く人、高い目標を目指す職業人、首尾

一貫した政治家、依怙贔屓をしない弁護士、献身的な医師、料理を

芸術に変える料理人などなど。このような家庭の中で成長する子供

は、忠実な母親、忠実な父親になり、あるいは、共通の家族である

人類に奉仕するために自己のすべてを神に捧げる。この独身の召し

出しを受ける者たちも、別の仕方でよき母、よき父の役割を立派に

果たす。 

 この冒険は時間が過ぎても継続する。家は狭くなり、新しい愛と

家庭が生まれる。活気が、生きる喜びが再び生まれる。「人々の希

望と世代間の調和は強く結びついています。子供が喜ぶことにより、

両親の心は躍り、未来が再び開けます」（教皇フランシスコ、2015

年 2 月 11 日一般謁見）。■ 
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家庭は成長の場（２） 

「家庭は成長の場」の後半では、マナー、規律、ユーモアのセンス、

祈りの生活などの家族で習う要素を取り上げる。 

 

昔の合戦について暖炉のそばで熱い議論が交わされている。一人

が誰も思ってもみなかった発言をした。「そういった武勲に引けを取

らないような、困難でかつ輝かしい勝利や戦いや偉大な犠牲や英雄

的な高貴な行為（一見すると、軽率で矛盾に満ちたように見えるが）

がある。それが難しいのは、それについての報道もないしそれを見

る観衆もいないからだ。しかし、毎日社会の最も隠れた隅っこで、

小さな家庭の中で、大勢の男女の心の中で行われている。ここれら

の目立たない戦いのどんなものでも、もっと反抗的でひねくれてい

る人にも生きる喜びを取り戻させ、人間への信頼と希望で満たすこ

とができる。 
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 人類の将来は外交の重要な条約によってだけ決められるのではな

い。日々の戦いにおいて、平凡な家庭のなかの「忍耐強い愛」（教

皇フランシスコ、2013 年 10 月 27 日の謁見）の仕事よって作り上げ

られる。生涯にわたる人間の成長、特に「中に向かって成長する」

（聖ホセマリア『道』294）ためには、どうしても多くの人の協力が

不可欠である。みんなが一緒になって、霊魂の帆に神の息吹を受け

ながら、神のペースで前進するのである。 

 

 

同じ空気を呼吸する 

 キリスト教的な家庭では、仕事や心配、成功と失敗などは皆で分

かち合う。皆がすべてに関わり合い、同時に一人一人の独立も大切

にされる。子供たちはのびのびと生きるように教えられるが、各自

の好き嫌いの中に閉じこもらないように注意される。家庭では、み

んなを結びつけるものが評価される。それは、みんなが心地よく呼

吸でき、それによって成長しいくことができるようになるきれいな

空気のようである。 

 家族のよい雰囲気を維持するという仕事には、全員が重要な役割

を持つ。最も小さい子供も例外ではない。そのため、小さい子供た

ちにもその年齢に見合った責任を分担させるのがよい。それは、彼

らが自己中心にならず、家はみんなの協力で支えられることを理解

させるためである。たとえば、庭に水をやること、テーブルの準備

をすること、布団を敷くこと、自分の部屋を片付けること、下の兄

弟の面倒を見ること、買い物に行くことなどなど。また、少しずつ

家族の話し合いにも参加させていくこともよい。家族の計画を押し

つけるのではなく、彼らの意見を聞きながら決めていくことで彼ら

にも魅力のある計画となるだろう。こうすれば、誰も蚊帳の外に置

かれることはなく、他の人々にも関心を払う開放的で寛大な態度を

涵養できるだろう。 
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 愛情があれば、他の人の生活に歩調を合わせることができる。そ

のためには、休暇を一緒に過ごすことや、人を結びつけ多くのよい

ことを楽しむことを可能にする活動を一緒にすることなどは役に立

つ。逆に、苦しいことに直面するとき、愛情はその重荷を分け持つ

ようにさせる。「互いに重荷を担い合いなさい。そのようにすれば、

キリストの律法を全うすることになります」（ガラテヤ 6, 2）。自

分の家では誰も他人のように生きることはできない。つまり、自ら

進んで何ができるかを考え、目を上げて周囲の人に注意を払う必要

がある。他の人たちは何が好きなのか、どういう計画を考えている

のか、どういう友達がいるのか、仕事は何か、何か心配ごとがある

のか、など。これらのことを考えるには時間が必要である。しかし、

まさにこの時間こそ、父親が子供に与えることのできる、また子供

が親に与えることのできる最も価値あるものなのである。 

 キリスト教的家族にも規律や秩序が必要だ。しかし、その規律は

優しさを感じさせるものである。そうであれば、子供は年上の家族

の背中を見ながら、自然に少しずつ学んでいく。子供をしかるとき

には、愛情を裏に秘めた丁寧な仕方でするべきである。それだけで

なく、なぜしかるのかそのわけを説明し、「自分の不機嫌を他の人々

にぶちまけない」（聖ホセマリア『知識の香』174）ように努める。

はっきりと物を言うべきときもあるが、子どもが徳や価値観を本当

に身につけるのは、親がそれを実践しているのを見るときであるこ

とを忘れてはならない。日常生活の中で親が剛毅、節制、慎み、質

素などを実践しているなら、子供はそれらを本当に大切なものと自

覚するだろう。彼らにとって、それらの徳は空気のように当たり前

のことになるからだ。これは特に愛情の教育（性教育）において言

える。つまり、両親が日常生活の中で細やかな愛情を互いに示すな

ら、―もちろん夫婦の間の親密さの中にしまっておくべきものは別

として― 子供たちに性の正しい積極的な意味を理解させることが

容易になるだろう。 

 「親であるあなたに忠告するとすれば、何をおいても次のことを

言いたいと思います。あなたがたが信仰に従って生きようと心を配
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っていることを子どもたちが感じとるように。子どもは、小さいと

きからすべてを見、判断しています。神が単に口先だけではなく、

行いにも現れるように努力してください。そしてお互いに信頼し合

い、心から愛し合いなさい。これが子どもたちを真のキリスト信者

に育てる最もよい方法なのです」（『知識の香』28）。 

 

 

ありがとう、すみませんが、ごめんなさい 

 明るく楽しい家庭には、うちとけた単純な人間関係が存在する。

同時に親しいからといって、細やかさに欠けた無礼な態度を取るわ

けではない。私たちは誰でも欠点があり、してはいけないことをし

たり、他人を傷つけたりする可能性がある。他方、他人の無理解や

誤解を前にしても、恨み心を抱かず、気にしないという能力も持っ

ている。親子、兄弟の間など、あらゆるレベルで、ポジティブな面、

分離させるのではなく一致させるよい面に目をやるよう努める。ど

のような共同生活でも、時々口論やけんかが起こるが、その日のう
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ちに仲直りするべきである。「よく聞いてください。夫婦げんかを

したことがありますか。子どもの皆さん、皆さんは両親とけんかを

したことがありますか。大げんかになったことがありますか。それ

はよいことではありませんが、本当に問題なのではありません。問

題なのは、その気持ちのまま次の日を迎えることです。けんかをし

たとしても、家族と仲直りをしないで一日を終えないようにしまし

ょう」（教皇フランシスコ、2015 年 5 月 13 日の謁見）。 

 本当に隣人を愛する人は、隣人を理解し赦すことができる。いや、

理解し赦すことを必要としていると言える。そういう人はこの振る

舞いを家庭から社会に伝えていく。ジャングルを開拓したいなら、

まず自分の庭から始めよう。つまり、「自分の部屋で、自分の家で、

自分の職場で」表される「日常生活のエコロジー」から手をつける

のだ（『ラウダート・シ』147）。家庭とは、「人格的成熟における

調和のとれた成長を可能にする全人的な教育を受ける」場である。

「家庭の中でわたしたちは、無理強いせずに頼むこと、受けたこと

に対する心からの感謝の表現として『ありがとう』ということ、攻

撃や強欲を慎むこと、傷つけてしまったらゆるしを請うことを学び

ます」（『ラウダート・シ』213）。 

 こういう態度を身につけるなら、家族生活に起り得る問題を相対

化でき、違った状況ならもっと簡単だろうにという幻想に陥ること

を免れる。わたしたちには外の人のことを理想化する傾向がある。

均衡のとれた精神の持ち主でさえ、友人や知人のよい点を過大評価

し、身近な家族の欠点や過ちを必要以上に厳しく見ることも珍しく

ない。我々がこのような傾向を持っていることを自覚し、矯正する

ことは極めて大切である。たまにしか見ない人が笑顔や親切な行為

を示したとしても、それが彼の常の姿というわけではない。逆に兄

弟姉妹が、いやな一日を過ごしたりよく眠れなかったりしたため、

無愛想な態度をとったとしても、それが彼らの真実の姿でも、心中

の思いを表しているのでもない。それだけでなく、人は信頼してい

る人の前では、自分の本当の姿をさらけ出しやすくなり、そのため

に容易に否定的なコメントが出てくることがあることも思い出すの
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がよい。そのような状況では、真の愛情を持つ者は、相手の苦しみ

を理解しようと努める。時には、その人の愚痴や不満の聞き役を買

って出ることも敢えてするだろう。 

 人の成長ということは、それぞれの困難を伴う諸段階を経ながら

達成されるもので、多大の忍耐が要求される。人は一朝一夕に成熟

するものではない。とりわけ思春期の子どもは、ある程度の期間、

家庭の空気をぴりぴりさせ、時には対立を作りだし、大人も子ども

も緊張した雰囲気に包まれる。しかしそれも時間が解決してくれる。

その危機を上手に乗り越えるなら、それが終わると家族はより強固

になる。水は河床に戻るだけでなく、より豊かにきれいな水になる

のだ。 

 自然の法則に従って、思春期に入った子どもたちはより大きな自

由を主張し始め、家族とは離れて、閉鎖的な友人グループを作り、

一人で行動しようと試みる。しかし、たとえ本人は認めなくても、

彼らは両親のことを忘れたわけではない。それゆえ、親は強権的な

振る舞いを避けるようにし、話しやすい友達のような関係を築くこ

とが重要である。親は子どもが自分で決定するように励まし、気を

つけるべきことを示す。どこに危険な岩礁があるかだけでなく、行

く価値のある港の方向も教えるのである。確かに言葉や規則を作る

ことも役に立つが、こういうことは多くの言葉や規則より、行いの

模範によってよりよく伝わる。 

 いずれにして、子どもを信用することが重要である。というのは、

相互の信頼関係があるところでのみ自由は成長するからだ。聖ホセ

マリアは次のように言う。「時にはだまされるのもよいでしょう。

子供への信頼があれば親の信頼を濫用したことを、子供自身が恥じ

て改めるときがくるからです。しかし自由もなく、信頼されていな

いと感じるような状態なら、子供はいつも嘘をつきたい衝動にから

れるのではないでしょうか」（聖ホセマリア『Conversaciones』100）。 
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一緒に祈る家族は一致を保つことができる 

 家族はまた神とのつきあいを学ぶ場、祈りの学び舎でもある。聖

ホセマリアは子どものとき母親から習った祈りをとても大切にして

いた。「母親なしには、新しい信者は生まれません。それだけでな

く、信仰そのものからも、純粋で深い温かみがほとんど失われてし

まいます」（フランシスコ、2015 年 1 月 7 日謁見）。普通は両親が

子どもに信仰の道を教える。しかし逆の現象も珍しくない。神の御

摂理は、時に子どもを使って父親や母親が信仰の素晴らしさを発見

させることもある。 

 多くの場合、家族が一緒に祈ることは可能であり、有益である。

「ともに祈る家族は一致を保ちます」（聖ヨハネ・パウロ 2 世、使

徒的書簡『おとめマリアのロザリオ』41）。気取りのない普段着の

信心行為は家族の内部だけでなく外部をも照らし、知らず知らずの

うちに日常生活の他の活動にも影響を及ぼしていく。あちこち動き

回る子どもたち、家の多くの仕事などによってときどき気が散るこ

とがあってもかまわない。わたしたちの側でできるだけの努力をし

ているなら、天の神様はこれらの注意散漫の祈りをご覧になって微

笑んでくださるに違いない。 
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 忠実な夫婦の家庭からは新たな忠実な夫婦になる若者が生まれる。

また神の召命に答え、独身の召しだしの道を進む多くの若者も生ま

れる。異性への愛も神への愛も家族の中の愛情と競合するのではな

く、むしろそれを強化する。いつも、人生のいかなる場面でも、わ

たしたちの体には同じ血液が流れている。たとえ色んな仕事や義務

によって遠くに離れて暮らしているとしても、家族は一致している。

成熟の一つの印は、妻や子どもへの義務と、自分の両親や兄弟への

愛情を両立させる能力である。それは時とともに身につけていくも

のである。この二つの家族は祈りによって助け合う。それは単なる

慰めではない。「兄弟に助けてもらう人は強い城のようだ」（格言

の書 18､19）。 

 

 

家庭から周囲の世界に 

 家庭という豊かな泉は、家庭内で枯れ果ててしまうのではない。

人は自分を忘れて回りに奉仕することによって成熟するのと同じく、

家庭も外の世界に開くことで成長する。キリスト教的家庭は、成長

のために必要な家族の雰囲気とプライバシーを守る扉を持つが、そ

れは息ができないような堅苦しさでも、外の世界に目をふさぐこと

でもない。 

 それゆえ連帯の精神はキリスト教的家族の使命の重要な部分であ

る。つまり、創造性をもって自らの殻を破り、最も困っている人々

を探しに出て、社会の文化や教育の発展のために働き、共通の家で

ある地球の保護などにも気を遣うのである。人類が直面する困窮は

多種多様で、多くの場合、あるイデオロギーや少数派が緊急の課題

として声高に訴えるものとは別物である。家のない難民を助けよう

とする家族、すでに子どもがたくさんいるのに新たに養子を引き受

ける家族、英雄的に経済的困窮に立ち向かい、自分の家族や他の家

族のために自己を犠牲にする親たち、他の家族を助けるために働く

子どものない夫婦、など、なんと素晴らしい模範がわたしたちの周
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りに見られることだろう。最もよいことに、「すべては家族に返っ

てくる」。つまり、これらの活動で一番利益を受けるのは家族自身

なのだ。そして、このような家族によって社会は変わっていく。無

償で誠実な愛を学ぶ場である家族は「自己中心的な個人主義の蔓延

への特効薬です」（フランシスコ、2015 年 1 月 7 日謁見）。「常に

ひとのことだけを考える。――このような、いわば〈健全な心理的

偏見〉」（聖ホセマリア『鍛』861）の中で育った人は、他人の話に

耳を傾けること、理解すること、一緒に生活すること、自分の兄弟

である人間の具体的な問題を解決することに喜びを見いだす。 

 

 

家族は孤立していない 

 家族がその成員に、また教会と世界にどれほどの善をなすことが

できるかを考えると心が高鳴る。同時に、現代の家族が困難な時期

に遭遇していることも誰の目にも明らかである。しかし、家族はひ

とりぼっちではない。多くの人々が、子どもの教育の仕事において

親を助けるために時間とエネルギーを費やしている。学校、若者の

ためのクラブ、その他の多くの活動、それらは若者の教育や高齢者

の世話にとって、時には欠くことのできない支えとなる。また家事

（母親だけの仕事ではない）を支えることも、キリスト教的家庭の

もう一つの使命である。それゆえ、この分野での知識と経験を伝え

るために尽力する人たちは、「多くの大学教授よりも教育的にはは

るかに有益なことができるのではないかと私は思っている」と聖ホ

セマリアは言っていた（聖ホセマリア『Conversaciones』88）。 

 この小論を終わるに当たって、子育てに多大の時間とエネルギー

を費やしたのに、結果が思わしくなく、やり方を間違ったのではと

か、もっとできたはずではないかという後悔の念に打たれる場合を

取り上げよう。実際、悲しいことだが、なんと多くの親が可能な限

りの善意をもって子どもを育てたのに、成長した我が子が肉体的精

神的問題を抱え、あるときには信仰から離れたり乱れた生活に陥っ
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たりするのを見て苦しんでいることか。もしこういう状態になった

ら、これからの対策を考えるだけでなく、あの放蕩息子の父親をま

ねるときだと考えよう。子どもの自由を尊重しつつも、彼が過ちを

正したいという望みの発端が現れたら即座に助けの手をさしのべる

心構えをもって彼に会いに出向くのである。そして天に向かってこ

う言おう。「私の神よ、次はあなたの番です」と。「父親は忍耐強

くなければなりません。待つよりほかに何もできないときもしばし

ばあります。祈りながら忍耐、優しさ、寛大さ、そして慈しみをも

って待つのです」（フランシスコ、2015 年 2 月 4 日謁見）。■ 
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「生命の擁護者」としてのあり方 

 命を軽視しているような人をどのように助けるか、極限状態に直

面して中絶、安楽死などの悲劇的な解決法を選んだ人たちをどのよ

うに導くか。 

第４回プロ・ライフ世界会議での講演 

スペイン・サラゴサ、2009 年 11 月 6 日開催 

               

ナバラ大学神学部教義神学教授 

ユタ・ブルッグラフ教授 

 

 

始めに 

 ドイツ人作家カリン・ストラ

ックを思い出します。彼女の生

涯の終りの頃に知り合い、友だ

ちになりました。早世（2006

年帰天）しなかったら、必ずや

この生命に関する会議に出席し

ていたはずです。 
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 カリンは長年小説家とし

て名声を馳せていました。大

学時代には共産党員として

熱心に活動し、その後、自由

恋愛と同性愛を推奨してい

ました。夫も恋人も持たず、

4 人の子どもたちと過ごす

ことを決意していました。あ

る日、５番目の子どもを中絶

しました。宗教も持たず伝統

的な倫理規範にも気を留め

ることなく過ごしていたにもかかわらず、自分のやってしまったこ

とに心底驚愕したのです。そして、1992 年、作家としての感受性か

らこの苦悩を『夢に現れた私の息子』という本にまとめました。 

 この本を出版したことで、彼女の生活は根本的に変わりました。

これまで彼女に好意的だった大手の出版社だけでなく、著名な雑誌

社、ラジオやテレビも、彼女をボイコットしてしまったのです。カ

リンは全く孤立状態になり、人々から顧みられなくなりました。そ

して、次第に深まっていく現代社会の病を、身をもって知るように

なりました。 

 彼女は急進的で勇敢な女性でした。社会的な安寧のためだけ、間

接的だけであったにしろ多くの中絶を支援していたことに気づくと、

四人の子どもたちと彼女は名声を放棄しました。ところで、数週間

後、末っ子と一緒に交通事故に

遭ってしまったのです。彼女も

子どもも危篤状態に陥り、様々

な手術が必要で、長期間の入院

を余儀なくされました。彼女の

経済状態からするとそれは大

変なことでした。カリンは困窮

していたからです。 
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 しかし、彼女は一人ではありませんでした。ドイツ、スイス、オ

ーストリアのプロ・ライフのグループと、中絶に反対する彼女の本

を読んだ多くの人たちが、カリンを助けるためのネットワークを作

り、彼女を精神的にも経済的にも援助しました。そして、抜本的に

生活を変えて再出発する力を彼女にもたらしたのです。カリンはこ

の世を去る少し前の手紙で私にこう語りました。「今、私は他の人

たちの家庭を清めています。私もそろそろ学び終えていい頃だと思

っています。私はもう著名人ではなく、また著名人になりたいとも

思っていません。ついに私は平和を得たのです」と。 

 カリンを助けた人たちに目を向けることにしましょう。彼らは困

窮していた彼女を経済的に助けました。が、それ以上に、痛ましい

状況にあった彼女に、新たな喜びと新たな希望をもたらしたのです。

彼女をよりよい生き方に目覚めさせ、全面的に彼女の命を守ったと

いえるでしょう。 

 これから話すことは、

「命の擁護者」として、

圧力団体や政治的なグ

ループに対して言うた

めではなく、パンフレ

ットに書いたり、何ら

かの組織を作ったりす

るためでもありません。

ただ、皆さんと共に、

「反対派」の人たち、つまり中絶経験者、あるいは中絶や安楽死を

願っている人に対する、私たちの日々の振る舞い方について考えて

みたいと思っています。 

 「擁護者」のある人たちは会を組織していますが、そうでない人

もいます。命を守るためにグループに属することはよいことですが、

必ずしも必要なことではありません。グループの力はそのメンバー

一人ひとりの人間性によることを忘れてはなりません。ですから、
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効果的に命を護ろうと思うのなら、まず私たち自身を守ることから

始めることが非常に大切です。 

 

 

I. ふさわしい態度 

 私たちは皆互いに異な

った人間ですし、生活環境

も違います。さらに、一人

ひとりの振る舞い方もそ

れぞれです。しかし、命を

守る方法の中で「擁護者」

各自が培うべき共通の要

素がいくつかあります。 

 

 

1. 剛毅 

 今の世で密かにあるいは白日のもとにまかり通っていることに対

して、命の尊厳を主張するためにかなりの勇気と強さが必要です。

いくつかのことをお話しします。 

 ベルリンの壁が崩壊した時、東ドイツは、突然、新しい法律の下

に自由な国となりました。そして、秘密警察の書類が公開されたの

です。数多くの恥知らずな問題と共に、市民には知らされていなか

った多くの特別に重要な事実が発

覚しました。ドイツ共産党の秘密警

察は西ドイツにおける公衆道徳や

私生活での道徳の荒廃に注目して

いました。そして、人間の尊厳や、

結婚と家庭の尊厳を守ることにブ

レーキをかけるために必要な方法

を入手したのです。例えば、誰かが
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テレビやラジオ、あるいは新聞に命を守るための発言をすると、あ

らゆる報道機関から辛辣な批判を浴びせられました。厳格で高慢な

「ファシスト」と呼ばれました。そして軽蔑され、からかわれ、最

終的に黙殺されたのです。多くの批判が偽名でドイツ共産党から届

きました。 

 私たちが命を守るために働くつもりなら、自由で逞しい心が必要

です。周りの思惑に振り回されないようにならなければなりません。

本物の「擁護者」なら、ばか者扱いされても、落ち着いてそれを受

け止めます。現代社会に順応することが「正常」だと考えてそれに

順応するよりも、命を守ることのほうがずっと健全です。自身の考

える能力や自然さを放棄することなく、困難があるにもかかわらず

自身の内的光に従って、人間を卑小化・大衆化し、騙したり操作し

たりする全てのことに反対するからです。 

 また、発展途上国では、安楽

死が公認される前から、多くの

病院で安楽死は習慣的に行われ

ていました。秘密裡に危篤状態

の病人を死なせていたのです。

当時、知人のピエトの母親は痛

ましい病気で瀕死の状態でした。

最後の数日間はひどく苦しんで

いました。母親を家族全員が見守っている時、主治医が姿を現して

皆を見回した後、ピエトを廊下に呼び、こう言ったのです。「聞い

てください。あなたのお母さんが安らかに死んでいくように注射を

したいと思います。しかし、あなたが異なる信念を持っていること

を知っています。それで、あなたの同意が必要です。問題を作り出

さないために」。ピエトは許可せず、医者は注射を断念しました。

母親の臨終は長く苦しいものになりました。のちに、ピエトは私に

言いました。「私にはこのことがトラウマになりました。母が死ん

でいくのを見ても助けることができません。そのうえ、家族の者は

その苦しみを私のせいにし、私の頑固さを咎めました」と。 
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 現実には極めて厳しい状況があります。よろめいてしまう危険が

あります。命に関する完全な視点に基づく固い信念を自分のものに

していなかったなら、落伍してしまうこともあり得るのです。 

 

 

2. 謙遜 

 「生命の擁護者」はこの世

の悪に対立する心づもりでい

ます。ですから、社会的な名

声を失っても、最後まで力を

尽くすことには価値があると

考えます。 

 しかるに、私たちは皆、弱

い者であり、疲れてしまうこ

とを弁えておくべきです。皆

が悪に加担します。第二次世

界大戦中、アメリカのトラピ

スト修道士トーマス・マート

ンは痛悔の心と共にこう強調しました。「各人、自らの大きな過ち

を認めるべきです。私たち皆が何らかの形でこの戦争の責任を負っ

ています…。皆、ヒットラーの業に加担し、彼を力づけたのです」

と。 

 マートンの伝記を書いた人によると、彼は次のことをよく理解し

ていました。「世の中に見られる罪、悪や暴力と同じものが自分の

心に隠されていた…。世の穢れは汚い自分の心を写し出したもの」

だと。孤独と沈黙のうちに、マートンは自分の中に全人類の惨めさ

が息づいているのを自覚しました。同時に、彼は愛を焦がれ求める

心も持っていました。自分の心の中に世界を見たのです。 

 こういう体験談を聞くと、人間性を深く見つめるように、また複

雑な状況を軽はずみに判断しないように促されます。黒と白の二色
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だけがあるのではありません。世の中は、大罪人だけでもないし、

一方、他人のために歌いつつ死んでいく殉教者だけでもありません。 

 ヨハネ・パウロ二世教皇はアウシュビツ収容所訪問の際に身をも

ってこの点をお示しになりました。教皇は、ご自分の数多くの友人

や幼い頃の同級生たちが亡くなったこの恐怖の場所にお入りになる

と、説教をなさることも訓戒をお与えになることもなさらずに、「私

は告白します」と、神にご自分の罪の赦しを願うお祈りをなさった

のです。 

 私たちは皆、この世の出来事に個人的に深く係わっているのです。

この事実を謙遜に受け入れるなら、自己の奥深くを見つめるように

なり、社会の一隅を占めている自分の周りだけでもよりよい環境に

することができます。そうすれば、あらゆる偽りを退けてより清ら

かな目で、人々の中にある多くのよいものや美しいものを見いだす

ことができるようになります。 

 また、ロバート・リー将

軍は、ある集会で指揮下の

ある士官について最高の

賛辞を持って話しました。

出席していたある兵隊は

あっけにとられて言いま

した。「将軍、あなたが今

お褒めになった人は、あな

たをこき下ろす機会を狙

っている最も質の悪い敵の一人なのをご存じないのですか」。リー

将軍は答えました。「知っていますよ。しかし、私が頼まれたのは

彼についての私の意見であって、私に対する彼の意見ではないはず

です」と。 

 私たちが謙遜になるよう誠実に戦っている時だけ、人は私たちに

心を開く気になるものです。まず自分の欠点や過ちを認めて話すこ

とが大切です。中国の賢人、老子が 2500 年も前にこう言っています。
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「河や海が数知れぬ渓流の注ぐ所となるのは、身を低きに置くから

である」と。真理を伝えたいと思うなら、このようにしなければな

らないでしょう。それぞれの人に合ったやり方をすべきです。そう

すると、人々は真理を重たく感じることなく、また侮辱的な言葉と

して受け取ることもありません。一人ひとりの人は、確かにいろん

な面で私たちよりも優れています。ですから、私はあらゆる人から

学ぶことができます。 

 

 

3. 傾聴する 

 謙遜なら、他人と温かく

接し、他人の話に耳を傾け

ることができます。自分の

思いをすぐに表さないた

めには、強さと克己心が必

要です。怒ったり咎めたり

することは役に立ちませ

ん。それは通常、相手に自

己防衛の機会を与え、自己

を正当化させてしまいま

す。辛辣な批判で人を傷つけても、人を正せないばかりか、状況を

悪化させてしまうものです。傷つけられることは恨みの原因となり、

時には何十年も恨み続け、死ぬまで続くこともあり得るのです。 

 間違いを犯した時、人は内心その間違いに気づいているはずです。

そんな時、私たちがその人に優しく上手に対応することができたな

ら、私たちの前でもその間違いを認めるはずです。しかし、正しく

ないことだと必死になって認めさせようとするなら、決して自分の

間違いを認めないことでしょう。 

 落ち着いて振る舞うための秘訣は、人そのものと、その人の振る

舞いを混同しないことです。全ての人はその過ちに勝る存在です。
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アルベルト・カミューが説得力のある例を示しています。彼はフラ

ンスにおける蛮行に関するナチ宛の公開書簡でこう語っています。

「皆さんのなさったことにもかかわらず、皆さんは人間であり続け

ます…。皆さんは他の人々を尊敬なさいませんでしたが、私たちは

皆さんを人として尊敬するように努めます」と。一人ひとりの人間

は、その幾多の過ちにも勝る存在なのです。 

 私たちの多くは、私たちの考えに人々を同調させようと話しがち

です。しかしまずは、当事者が話さなければなりません。抱いてい

る問題について、また戦いや苦しみについて、当事者は私たち以上

によく知っているからです。非難されるのではないかと恐れたり遠

慮したりせずに話せるような雰囲気、自分の弱点を表明できるよう

な雰囲気を作り出すことが大切です。 

 難しいことですが、私た

ちは人々の心の奥深くま

で入り込む術を心得るよ

うに招かれているのです。

言っていることだけでは

なく、言いたいと思ってい

ることを推し量り、言葉だ

けではなく、言葉に込めら

れたメッセージを聞き取

らなければなりません。度々、ゴミ箱の役割を担うことが求められ

ます。この「ゴミ箱のような聴き手」が非常に少なくなっているの

で、多くの苦しむ人たちが孤独に陥っているといえるでしょう。破

滅的な感情と恐ろしい経験でいっぱいになっているのに、誰にも話

すことができないからです。 

 私たちが上の空で話を聞いているような態度をとるなら、話して

いる人の話の腰を折ってしまうことになります。これはあるまじき

態度です。そのような態度では、話している人を助けることなどで

きません。相手は、話したいと思っている自分の考えや体験を言い
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尽す前に、そっぽを向くことになるでしょう。まず私たちのすべき

こと、それは助言ではなく相手に寄り添うことです。 

 落ち着いて最後まで相手の話を聞かなければなりません。人が言

い残している言葉こそ、決定的な言葉であり得るのです。まさに、

そうだからこそ、それを引き出さなければならないのです。それゆ

え、グアルディーニは忠告します。「『見、聞き、感じるため』の

練習をしなければなりません。表明された気持ちや考えの後ろには

多くの気持ちや考えが隠れています。隠れていたことが最終的に明

かされても、さらにその後ろには隠れている事柄があるものです」

と。対話が上手だと言われる人は、立派に話す人ではなく、他人の

言うことに関心を持って聴く人です。 

 

 

4. 理解する 

 懐胎したのに中絶

を強制されて自暴自

棄になっていたある

女性を思い出します。

数週間、助けてくれる

人を探しましたが、誰

に助けを求めるべき

か分かりませんでし

た。彼女と話したとき、

どうして命を守る会

で一所懸命協力している友だちに話さなかったのかと尋ねました。

すると彼女はこう答えたのです。「無理です。このことに関して話

すことはできません。友だちにとっては言語道断のことですし、私

たちの友情は壊れてしまうでしょう」。しかし、とてつもない苦し

みに陥った人がいたなら、その人のため、その人と共に戦う友だち
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が必要なのではないでしょうか。フランスのことわざに「同じ罪を

犯した者同士の連帯より強いものはない」とあります。 

 落胆したり失敗や苦悩に陥ったりした時、何にも増して重要なこ

とは理解してくれる人に出会うことです。叱ったり冷たい態度で決

めつけたりせず、外見とは異なる人間の内なる思いを共有すること

が大切です。人間は誰しも、残忍な殺人者でさえ、慰められたりほ

っとしたりすることを願うものです。アメリカの犯罪者クローリが、

度重なる殺人により電気椅子で処刑される直前にこう書いています。

「私は疲れきった心、よい心を上着の下に持っている。この心は誰

をも傷つけないことだろう」と。その人の生い立ちを知っています

か。幼少時から、内的な空しさや怠け心を助長し、彼を操っていた

事柄が分かりますか。何が彼を自暴自棄に陥らせ、憎しみを植えつ

けたのでしょうか。一人ひとりの考えや行動には隠れた理由があり

ます。この理由を見つけたなら、彼の行動の手がかり、多分、その

性格を知るための手掛かりをつかむことができるかもしれません。 

 様々なひどい状況が溢れている世の中で、私たちは同情できる可

能性を見いだすよう招かれています。英国の著述家グレアム・グリ

ーンが書いています。「物事を奥底まで知るならば、星にさえ同情

することだろう」と。 

 もちろん私は、公の裁判に関

して述べているわけでも、罰を

云々しているわけでもありませ

ん。ただ、間違いを犯した人に

対する私たち一人ひとりの態度

について述べているに過ぎませ

ん。日々の生活の中で、他人を

断罪することも他人の意向を裁

くこともすべきではありません。このようなことを「街中で」つま

り公にするとなれば、ファリサイ的と言えるでしょう。それだけで

なく、新たな暴力や迫害の渦が始まるでしょう。このような状態か
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ら真の解放されて自由になるには、はただ一つ、神の恩恵に助けら

れて心に触れ、変わるよう働きかけることです。 

 辛辣なあるいは嘲笑的なコメントは全く助けにならないばかりか、

相手をより惨めな状態に陥らせるだけです。逆に、心から相手に関

心を持ち、相手の人となりや状況を気遣うなら、相手も好意的に応

えてくれます。理解することは健全な結果をもたらします。 

 一人ひとりの人は、自分が受けるに値する愛以上の愛を必要とし、

また思ったよりもずっと傷つき易いものであると知る必要がありま

す。最も乱暴な人に至るまで、

人は生きている間、自らの過ち

を悔い、生活を立て直し、成長

することができます。「将来の

ない罪人はなく、過去のない聖

人はいない」と諺にあります。 

 理解するとは、各々は自らが

犯したすべての悪とは別の存在

であり、善をなし得る人間であ

ると、固く信じることなのです。腐敗しきった人間など皆無です。

一人ひとりのうちで光が輝いています。理解できたとき、私たちは

次のように言います。「決してあなたはそういう人ではありません。

あなたがどんな人かを知っています。実際、あなたはもっともっと

素晴らしい人です」と。他人のためにできる限り全ての善を望みま

しょう。人々の全人格の成長、最高の幸せを望むよう心底誠実に努

めましょう。 

 実際、人々に愛情を示し、希望を与えることのできる人がいるも

のです。その人がいると穏やかな雰囲気が醸し出されます。そうい

う人たちと一緒にいると、自分が信頼できる人に委ねられているこ

とが実感できます。人々は自らの失敗にもかかわらず尊重され愛さ

れていることを感じます。こうして、心の重荷を下ろして落ち着き、
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これまで知ることのなかった価値あることを見いだすことができる

のです。 

 

 

II 友情を培う 

 過ちや間違い、卑劣さや悪徳に陥っている人がそこから抜け出て、

新たな識別を持つよう願うのならば、まずその人と友情関係を築く

ことが必要です。信頼があれば相手の助言を受け入れ、誰よりもよ

い友だちであり続けるでしょう。 

 友情は私たちの生活に新たな光を投げかけ、生活をより潤いのあ

るものにします。ゲーテはそれを詩的にこう述べています。「世界

が、山や川、町だけで成り立っているなら、想像することさえ、限

りなく空しい。けれども、私たちには、あちこちに自分に協調する

誰かがいること、黙っているとはいえ一緒に住む誰かがいることを

知っている。まさにそれだけで、この世は居住可能な楽園になる」

と。 

 現代の特徴とも言える大衆化や匿名状態を前にして、私たちは心

温まる場所や家に居るように感じることのできる空間を必要として

います。友だちの中で信頼が生まれ、家庭を体験します。祖国と家

庭のない現代、多くの人にとって友情は家庭であり祖国なのです。 

 

 政党や職業、宗教や国籍の違う友人のいる人は幸せです。その人

の前には果てのない大海原が広がっています。様々な人と付き合い、

愛しつつ、思いは広がり、心は大きくなります。多くのものを受け、

多くのものを差し出します。こういう人こそ、解決策のないような

状況に立たされている人を最もよく導くことができます。もちろん、

友情を強制することはできません。それは天からの賜物です。しか

し、この賜物を頂けるよう努めなければなりません。 
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1. 不可欠な条件 

 人の生活の中に大胆に入り込むには、自分自身が平和に過ごして

いなければなりません。自分自身とよく付き合い、ある意味で「自

分自身の友だち」にならなければならないのです。 

 中絶を繰り返していた女性を知っていますが、彼女は素晴らしい

思考の転換後、命を守るため果敢に働きました。あるとき、私に打

ち明けました。「率直に言って、私は自分を憎んでいます。中絶し

た全ての女性を憎んでいます。この罪を犯した人には、二つの道し

かありません。良心の声を沈黙させるために命を守るために戦うか、

それとは反対のために戦うかです」と。                         

 しかし、命を守るのは自分自

身の問題解決のためではなく、

人々を助けるためなのです。私

たちの内部に渦巻く苦々しく

嫌な思いを伝えるだけなら、人

を息苦しくさせるだけで効果

的な働きはできません。そんな

ことをすれば、人々は自分を守

るために私たちから逃げていくでしょう。 

 自分自身に喜びを感じていなければ、どこにいても喜びを感じる

ことはできません。自分自身ときちんと向き合っていなかったら、

誰とも真実の出会いは実現しません。自分自身が落ち着いていない

のなら、周りに平和を振りまくことはできません。 

 中絶の経験のある人には、第三の可能性があります。「自分自身

の友」になることができれば、落ち着いて命を守ることができると

いうことです。ところで、どのようにすれば、そうできるのでしょ

うか。友情には真に誠実な態度が不可欠です。嘘に基づいて友情を

築くことはできません。ですから「自分の友」になるには、正しい

意向で振る舞うことが必要です。自身の中に起こってくる大きな問

題を押さえつけてはなりません。自身の心を整えて善の方に向け、
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自らの存在の意義を全面的に捉えるようにしなければならないので

す。 

 人が神と、また自分自身と仲直りすれば、自らの「証言」を、説

得力を持って世に発信する幸運を手に入れることになります。これ

は素晴らしい仕事であり、償いの機会でもあります。これはまた、

日毎に自身の傷を深みから癒すための方法でもあります。 

 

 

2. 優しさの価値 

 私たちの会話には力を示す二つの形があります。相手を突き落と

すか、あるいは引き上げるか、言い換えれば、破壊的な態度か建設

的な態度で振る舞うかです。 

 攻撃的な言い方や皮肉、横柄で無愛想な言葉、権力を誇示したり

人を非難したりすることは、破壊的な態度です。そのような態度で

は、反抗心を起こさせ、時には公然と反逆が生じます。 

 相手を打ちのめすためのテクニックなど必要ではありません。ど

んなことでも相手を打ちのめすことができます。時には立腹よりも

無関心によって人は傷つきます。高い代償を払わなければなりませ

ん。議論すると、対立し、反論し、よそよそしくなってしまいます。

内心のざわつきに引っ張られるままにしていると不快感を与え合う

ことになります。時には、何らかの勝利を手にするでしょうが、そ

れは空しい勝利です。人は自分の意思に反して強制されても意見を

変えることはありません。そして自分がはまり込んでいる悪の輪か

ら抜け出さずに相手を非難する傾向が出てきます。 

 確かに強制的な態度で悪を避けることもあるでしょう。たとえば、

無罪の人の死を回避することなどです。しかし、それは人を善に向

かわせるためのふさわしい手段ではありません。普通の場合、強制

によって得た変化は、心からのものではなく長続きしないものです。

誰に対しても、よくなれと強要することはできません。 
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 中国人は「静かに歩む者は、素晴らしいことを極める」と言いま

す。同じことを「太陽と北風」の寓話も語っています。太陽と北風

の間で、どちらが強いかと議論が始まりました。まず北風が言いま

した。「向こうからマントを羽織った青年が来ます。賭けてもいい

ですが、あなたより私の方が早くマントを脱がすことができますよ」。

北風は、全力で青年に吹きつけ、まるで台風のように、吹き荒れま

す。ところが全力で吹きつければ吹きつけるほど、青年はいよいよ

強くマントに包まります。ついに北風は静まり、敗北宣言をします。

そこで太陽が青年に微笑みかけます。それほど経たないうちに暖か

くなり、青年はマントを脱ぎました。 

 確かに、優しさは猛々しさよりも力があります。心を通してのみ、

相手の知性に訴えることができます。相手が私たちを避けるなら手

の施しようがありません。私たちにとって最も重要なことは、相手

を心から愛し、相手の幸せを望むことです。それを相手が感じ取っ

たなら、そのときこそ、友人になる可能性が生まれるときです。こ

うして、一人ひとりが相手の言葉に耳を傾け、一人ひとりが相手か

ら学ぶことでしょう。 

 他人に対する先入観をなくすとき友情が生まれ、その友情は深ま

ります。友情は、非常に親密に時間とともに育まれるものですから

落ち着きと強い感受性を必要とします。愛する人は、自分自身の命、

自分に備わっているものなど、相手に与えるものです。喜びや悲し

み、夢や失意、経験や計画、考えや出合った真理を、喜んで分かち

合います。一言で言うなら、自分に関することを全て話そうとしま

す。そのような雰囲気があるなら、あらゆることを、自分の過失が

どれほどひどかろうと、全てを話す気になるものです。 

 

 

3. 真理を伝える 

 人との交わりを建設的なものにするには、すでに双方の間にある

つながりを積極的に深めるようにすることが大切です。相手のよい
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点を見なければなりません。私たちは皆、他人から期待されている

ことに従って行動しがちだからです。だから、世間にはこんな金言

があるのです。「ある人に善人になってもらいたいなら、すでにそ

の人が善人であるかのように相対しなさい」。 

 私たちは常に自分の言葉で話さなければなりません。使い古され

た言い回しでは、そっぽを向かれてしまいます。言葉というものは、

最良の例に至るまで、使われ過ぎ

ると陳腐なものになってしまうこ

とを忘れてはなりません。命を擁

護するため主張されている言葉も、

度々使われると印象が薄くなって

しまいます。同じことを言い表す

にしても創造性のある言い方を考

える必要があります。 

 相手を真に愛する人は相手の犯した悪を軽く見たり見過ごしたり

はしません。それぞれの状況に合わせて、誠意をもって道徳的に要

求されていることを伝えるように努めるでしょう。偽りの約束を求

めたりはしません。偽りの約束では、恒久的な平和をもたらさない

ことを知っているからです。ナタリア・ホルストマンとエンリケ・

スエイロが強調しています。「基本的な倫理規範を避けるのは正当

なことではありません。善いことがあり悪いことがあります。その

善性と悪性は人々の合意のもとに決められるものではありません。

タバコが人に有害なのは箱にそう書いてあるからではない。男尊女

卑が忌むべきことだというのは政府がそれを禁じるからではない。

いずれもそれ自体が害を及ぼすのであって、誰かがそう言うとか言

わないとかの問題ではない」と。 

 一見苦々しく思うことであったとしても、人には真実を知る権利

があります。それゆえ、私たちは寛大な人たちのお陰で手に入れる

ことのできた光を、他の人にもたらす重大な義務があるのです。 
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 同様に、人々とのあらゆる関わりを誠実なものにするには、自分

がどんな人間であるかを知らせることが必要です。私が相手を知り

たいように、相手は私を知りたがっているのです。私たちが違いを

表さないようにするなら、誰もそれを口に出さなくなってしまいま

す。そうすると、平穏な状態が暫くは続くでしょうが、それは外面

だけのことで、心の底ではお互いにあるがままの状態を受け入れて

いないのです。そして私たちの関わりは日毎にますます外面的なも

のになって失望し、遅かれ早かれ関係は壊れてしまうでしょう。 

 錯綜した関係ができてしまうと、誰の助けにもなりません。です

から、真理を明確に、できる限り完全に説明することが必要です。

私たちが細やかに相手を尊重しつつ振る舞うなら、友だち関係は難

しくならないばかりか、友情は深まっていくのです。「愛に欠ける

ことを真理として受け入れてはなりません。また真理に欠けること

を愛として受け入れてはなりません。いずれが欠けていても破壊的

な嘘になってしまいます。」これは哲学者ユデット・シュタインの

言葉です。特に命を守るため、ふさわしい言葉のように思えます。

全ての真理が偽りと混ざり合わされると、偽り以外の何ものでもな

くなるのです。 

 

 

4. 障害を乗り越えるよう助ける 

 ソクラテスは、誰にも何も教えないのがよいといいます。この偉

大な先生は同時代の人たちを自ら見つけた真理に導いていました。

彼の方法は人間の心を深く理解していたことを反映しています。

度々、私たちは人々が便宜を図って伝えてくれたことよりも、自分

のやり方で見つけ出した真理を重要視するものです。 

 心理学では「奪われた意向」というものについて話します。熱意

を込めて何かをしようと思っているとき、誰かがそれは確かにあな

たがすべきことです、などと言おうものなら、とたんにやる気をな

くしてしまいます。そのとき私は仕事の立役者ではなく、部下のよ
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うに感じるのです。することを決意した事柄について、他人から命

令されることを喜ぶ人は誰もいません。 

 このように、何よりもふさわしい事は、当事者の高貴な動機を大

切にし、当事者自身でよいことをしたり悪いことを痛悔したりする

ように助けることです。落ちた井戸から出ようと決断することはそ

の人自身であり、またそうでなければなりません。これは、友の傍

らに寄り添うことによって可能になります。人は友の傍らにいると

き、本物の自分自身との関係を打ち立て、自らの心に誠実なものと

真なるものを受け入れることができるのです。山の空気に包まれて

いると感じ、そのお陰で普段とは異なった呼吸ができるのです。普

段どおりにそれぞれのやり方で呼吸できているお陰で、山の清浄な

空気に包まれているように感じます。その空気のお陰で、そこにあ

る崇高で高貴なものとの交わりが築かれていきます。 

 私たちの役目は何よりも、人の最も親密で真実な思いと関わり、

その心に秘めている衝動を表すよう勧めることです。私たちが傍ら

にいて助ける人であることを、認めてもらえたら、そのときこそ私

たちは救いの道が実現可能であるという固い信念を伝えることがで

きます。 

 夜の闇に包まれていても、よき友は元気づけ光と希望を与えます。

大きな過ちを犯して意気消沈している人をそこから抜け出るよう助

けます。自らの過ちとそれから波及している全てのことを認める強

さと立ち上がる力を与えます。そして、あらためて生きる決意の素

晴らしさに気づかせます。日本のことわざにあります。「旅は道連

れ、世は情け」。 

 

 

結び 

 命を愛することは、度々、勇気と剛毅、正義のうちに表われます。

同時に、謙遜、傾聴と憐れみによって示されます。いつも真理を擁

護しますが、その最もよい面は、本物の友情が築かれることです。 
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 私たちは、身体的に命を失う危険にいる人にも、霊的に命を奪わ

れる危険のある人にも、生きてほしいと望んでいます。誰もが私た

ちの心遣いを必要としています。そして、悪事を働いた人はその害

を被った人よりももっと傷ついていることを忘れてはなりません。 

 こういうわけで、中絶された子どもや安楽死で世を去った老人よ

りも、ひょっとすればもっとずたずたになっている犠牲者たちに目

を向けてお話ししました。中絶や安楽死の責任者たちにも命につい

て考えてもらいたいと思います。彼らが自らの過ちから抜け出て、

自分の行動を見直すよう助けなければなりません。それとともに、

「真理は強要されるものではなく、真理自体の力によって」伝えら

れることを、しっかりと認識している必要があります。 

 「擁護者」が、全ての人の最もよい点を見抜き、悪事を働いた人

と出会うことに慣れると、自分自身の生活をも高めることになるで

しょう。人々との誠実な付き合いは生き方を向上させるものです。

アイディアが豊かになり、ますます力強くなります。「擁護者」は

より深く愛することができるようになり、より正しく導くことがで

きるようになります。混沌とした世の中で、理解するための知恵、

戦うための忍耐、そして言葉に尽くせない喜びを身につけることが

できるでしょう。それらは、人々を暗闇から光へ導くための熱意か

らもたらされるのです。その生き方を要約すると、アントニオ・マ

チャドの有名なモットー「考えは高く、思いは深く、話は明確」と

いうことになります。■ 

 

 

 


