
日本福音主義神学会西部部会 2015年 度春期研究会議

「社会に生きるキリス ト者～職業倫理」
20,15年 4月 20日 (月 )ネ申戸ルーテル神学校

<プログラム>

9:30       受付開始

日本福音主義神学会西部音F会理事会

10100～ 10:30 開会礼拝  司会 口奨励 坂井純人氏 (コ ーディネーター長)

10:30～ 11:15 発題講演 l  司会 鎌野直人氏 (コーディネーター)

①  「聖書は職業倫理について何と言つているか」

瀧浦 滋氏 (改革長老教会岡本契約教会牧師、神戸神学館代表)

11:15～ 12115 分科会  (発表各 20分+質疑 10分)

実践分野 1:  東聖士氏、「日本人への宣教二文脈化と混合主義からの一考察」 (司会 石崎伸二氏)

清間寿仁氏、「現代における子ども伝道の現状とその考察」

実践分野2:  酒井啓氏、「個人主義文化における、キリス トのからだのイメージによる共同体観の

再構築」(司会 杉貴生氏)

朴徹氏、「パウ回は宣教戦略をもつていたか?～シュナーベルの見解を中心として～」

歴史・組織分野 :安黒務氏、「福音主義イスラエル論一神学的 口社会学的視点からの一考察」

(司会 金井由嗣氏)

(歴史・組織分野は、発表者が一人の為、後半は、移動可)

12:15～ 13:15 昼食 (事前申し込みが必要、500円 )

日本福音主義神学会西部部会理事会

13115～ 13:45 日本福音主義神学会西部音F会総会

13:45～ 15:15 発題講演 ll  司会 鎌野直人氏 (コーディネーター)

②  「教会の歴史の中で職業倫理はどのように考えられてきたか」

橋本昭夫氏 (神戸ルーテル神学校教授、宝塚ルーテル教会牧師)

③  「職業倫理は現代の社会のなかでどのように実践されてきているか」

高木 実氏 (キ リス ト者学生会総主事)

15:15～ 16100 質疑応答

16100～ 16:30 総括・献金 口閉会の祈り  進行 正木牧人氏 (コーディネーター)

16:30      散会



2015年 4月 21日 (火 )神戸ルーテル神学校 日本福音主義神学会西部春期研究会議

「聖書は職業倫理について何 と言っているか ?」

瀧浦 滋 (日 本キ リス ト改革長老岡本契約教会牧師・神戸神学館代表 )

序 多 くの内外の識者が、 日本は優れた職業倫理によって豊かな国となったという。

しかし、聖書 によると、クリスチャンの職業倫理はこの国のものとは違う。

職業倫理であれば何でも良いのではない。キ リス ト者の職業倫理を深 く把握せよ。

この国で働 くキ リス ト者は職業倫理をどう自覚 し、変えて行かなければならないのか。

散在する聖書倫理の模倣物で満足せず、真のキ リス ト者の倫理を聖書に見いだそう !

(新聞記事、M.ヴェーバー「儒教とピュー リタニズム」世俗人の完成 vs神 による合理

化 )

1.出発点 :職業倫理の主体 としてのク リスチャンの生活の聖書的原理 (天国への助走 )

1)ロ ーマ人への手紙前半の文脈と6:4_12
(cf.ウ エス トミンスター信仰告自の基本構造 )

2)ガラテヤ人への手紙 2:20、 ピリピ人への手紙 1:21
3)マ タイの福音書 16:24

(cf.カ ルバ ン「キ リス ト教綱要」第二巻 or「 生活綱要」 )

4)ロ ーマ人への手紙 8:1_2、 8-11
5)ロ ーマ人への手紙 12:lf.

2.職業倫理の前提 としての労働についての聖書の教え (エ デ ンの園か らの遺産 )

(ア イルランド改革長老教会の見解、ジ ョン・マレーの見解 :Principles of

Conduct)

◎ 健全な職業倫理が養われる背景としての聖書的労働の教理の復権 :創世記 1_3章
1)働 くもの自身が満たされる労働 (働 き )の復権

2)共同体の益のための労働 (働 き )の復権

3)神のご栄光のための労働 (働 き )の復権

4)失業の痛み :Shock,Denial,Frustration,Depression/Pessimism,Despair,

Resignation

5)労働 (働 き )と 報酬を得ることを区別する場合と知恵

3.職業倫理についての聖書の記述の理解 (今、キ リス トに生きる Col.3:3、 17)
(ジ ョン・マレーの見解、Dr.Robert Mooreの 見解 )

1)倫理の主体 :十字架でキ リス トと共に死んだ。肉の私は罰を受け既に滅んでいる。

今、生きているのは、ただ主と共にあって天国への助走を生きている。

2)倫理の前提 :職業の必要、職業への神の召し、収入の正 しい位置、 :義・召命 。奉仕

3)ク リスチャン人生で職業以外の神の求めから来る職業の自制 (家庭・安息 日と礼拝 )

4)愛の十戒を職業に適用 して主に仕える :単純で、真直 ぐで、そのままのこと

(神 を恐れる 。偶像に仕えない 。誓いを守る 。安息 日を守る 。

父母を敬 う 。殺さない・姦淫 しない 。盗まない 。嘘をつかない 。むさぼ らない )

5)し もべ として主に仕える職業 :こ の世の主人に仕える場を通 して

cf.労働組合のあり方

テサ ロニケ人への手紙第-4:11_12、 第二 3:6_13、
テモテヘの手紙第-6:1_10、 ヘブル人への手紙 13:5_6、
ヤコブの手紙 4:1_5:11、 ペテロの手紙第-2:18_21、 3:8_18



日本人への宣教

 `  一文脈化 と混合主義か らの一考察 一

」EC堺福音教会

東 聖士

第一章 聖書から見る宣教

I 宣教の定義 (マ タイ 28:19‐20a マルコ 16:15‐ 16)

① 任務を背負う者は誰か ?

命令形は第二者には適用されない。つまりこの御言葉を聞く者全員が命令されている対象とい

うことになる。聞く者とは誰か。それは羊飼いの声を見分ける羊のことである。

② ターゲットは誰か ?

マタイは「最後まで」という時間的な視点から、マルコは「全員に」という伝える対象から語

られている。共通点は「全ての人に福音が伝えられて、世の終わりが来るまで」ということ。

この「全ての人」とは、文字通りあらゆる国の人々を指している。地域や民族に限定されない。

境界線を越えた全世界であり、全ての国に住む人々を表している。例外なく誰一人漏れること

なく全世界に存在する全ての人が福音を運ぶべき対象となる。

③ 個人に対する宣教のゴニルは ?

ギリシャ語原文を確認すると「弟子としなさい」が唯一の動詞となっている 。それ以外は厳

密に言うと全て分詞となる。ギリシャ語や英語における分詞の役割はそれぞれの行為が独立し

たものではなく、主要動詞に係っている。つまり行って伝えるのも、バプテスマを授けるのも、

また教えることも、全ては弟子とすることに集約される。イエスキリストを信じることがゴー

ルではない。弟子となることがゴール。

旧約から見る文脈化 (ヨ セフ.と ダニエルからの考察)              .

① 本目違点

この世に対する反応:ヨセフは自分の身に起こった事柄に対して自身の主張をしていない。全

てを受け入れているような感じさえ受ける人生である。それに対してダニエルは自分の信仰に

関する事柄に対して断固拒否の姿勢を貫いている。

② 共通点

一つは異国の生活スタイル。彼らの服装や食べ物、日常の習慣は異国人そのものである。ヨセ

フは奴隷としてダニエルは捕虜としての身分であり、大臣になってからも生活文化はその国の

人と同様であった。もう一つは人に認められたということ。直接の要因は夢を解き明かしたこ

とだが、根本は神がともにおられたからである。神に対する信仰。ヨセフはすべてを裁かれる

神に委ねた (イ ザヤ 53:7)。 ダニエルは信仰を脅かす事柄が数多く迫って来た時「神を一番に

する」ことを誠実に保ち続ける姿勢を貫いた (マ タイ 16:25)。 どちらもイエスキリス トの品

性を体現したものと言える。

③ 分析・考察

ここから神が指し示す方向性は・・・相違点は「信仰の表し方」であり、共通点は「生活スタ

イル」と「神に対する信仰」である。ということは、神に対する信仰が明確であるならば、信



仰の表し方には幅があってもよいと言える。さらに二人とも「生活スタイル」は外見から見れ

ばユダヤ人と判別出来ないものであったが神に受け入れられている。

現代のクリスチャンにとって、ダニエルの信仰の表し方tま クリスチャンにとって参考となるようなも
のではないだろうか。逆にヨセフの反応は周りに流されているように感じて好感が持てない。生活スタ
イルは二人とも完全にNGである。特にヨセフの生活スタイルは完全にエジプトに染まっていた。いわ

ゆるクリスチャン文化を強く持っている人であればあるほど、生活スタイルがあまりにも異教的なため

に二人とも認めたくない。大きく譲歩してダニエルの姿に賛同は出来ても、ヨセフの姿には賛同出来な

いと感じるのだと思う。ヨセフの在り方は妥協しすぎていて真理が曲げられてしまっている。またはや

がで真理を真理と呼べなくなってしまうものに変質していくのではないだろうか、と。しかしもう一度

確認しておきたい。神はそのようなヨセフを愛した。ヨセフとともにおられ、恵みを惜しみなく注ぎ続

けたのである。

神に喜ばれる F信仰の表し方」と「生活スタイル」は表現に幅があり、「神に対する信仰」はなくて

はならないものである。それが自分の文化から見て NGであっても神の目から見て OKと いう領域は確

実に存在する。なぜならば文化は相対的であり、信仰の表し方は 1つ ではないからだ。

Ⅲ 新約から見る文脈化 (パ ウロの宣教)

1 基本姿勢について

① 私たちの信じる神は唯一であり絶対の神である (Iコ リント8:4‐ 6)

この唯一の神がおられるだけであり、偶像の神々は存在しないものだと語った。

② 神への忠誠を守る (Iコ リント10:21)

唯―の神を信じるのであれば、当然偶像礼拝は拒否する姿勢を貫くのが基本姿勢となる。ここ

で出てくる「悪霊の杯、悪霊の食卓」とは「異教の祭儀に参加し、ご利益があると主張してい

る食事を喜んで受けること 」を指しているのであろう。唯一の神以外に頼り、存在しない神々

に祈り求めるごとが偶像礼拝である。偶像礼拝とは心の姿勢である 。

③ 何をするにも神の栄光のために生きる (Iコ リント10:31)

生活全てを神の栄光のためにすると宣言している。これは救われた者は自分の思いや他人の評

価ではなく、神に喜ばれることを選ぶべきであるということである。救われた者にとって最も

奥の深い究極の基本姿勢ではないだろうか。

2 方法選択の基準

① 宣教のための原則 (Iコ リント9:19-22)

肉を食べるか食べないかの判断を宣教に役立つかという基準で判断している。これによって幾

人かでも救うことが出来るのであれば選ぶという覚悟である。

② キリストにある自由の原則 (Iコ リント6:12)

神によって真の自由を得たクリスチャンは「神との関係」という一点において自由に選択する

ことが出来る。

③ 建徳の原則 (Iコ リント10:23)

神の前に有益であるか、また人々の徳を高めるために選択すること。



④ 愛による他者への配慮の原則 (Iコ リント8:12‐ 13)

以上パウロの異教や問題に対する方法選択の判断基準が複数存在する。このように解釈するならば 1

つのFH5題 に対して判断基準が複数存在することもあり得る。しかも2つ の判断基準が互いに対立すると

堕ユニと二企昼塾二壁ない。例えば「完全に自由であり支配されない」という原則と、「愛の故に奴隷

になる」という原則。「宣教のために弱い者のようになる」という基準と「拒否する自由」を用いる基

準。また「神の栄光のために」という基準と「他者への愛を配慮する」という基準もそうである。

もう一つ、判断基準が複数であるならば答えも 1つではなく複数選択することが出来る状況も存在す    .
る。基準が相反すれば矛盾する 2つの方法から選択しなければならないことも起こる。具体的には他者

への愛からの判断と宣教の基準から見るならば、異なる回答を導き出せるということである。

以上を踏まえて世界宣教の歴史にスポットを当てると、確かにこのような複数の判断基準の中から選

択してきたということは事実である。しかし選んできた方法は異文化が偶像ネL拝につながる恐れのある

表現や風習に対しては批判的で、結果伝える側の文化を持ち込み過ぎたのではないだろうか。

第二章 宣教方法の分析 。評価

I 宣教方法の種類

① 保持・・・ 。その文化圏の習慣や通過儀礼を、そのまま保持すること

無宗教の習慣など人間が生活する上で関わる事柄に対してよく用いられる方法。

② 追加・・・・従来の儀礼や習慣を保持しつつその上で必要な意味を付け加えること

例としては瓦屋根の日本の家に十字架をつけて教会とする

③ 修正・・・・従来のものをそのまま保持するが、再解釈すること

クリスマスの起源に関すること

④ 部分交換・・従来の一部分を拒否し、その部分を取り替えてしま.う こと

この方法は日本の教会でもしばしば見られる方法。例えば日本の初詣の習慣を用いて、元

旦に礼拝に集う「元旦ネL拝」

⑤ 克服・・・・異教的な旧儀礼を弱小化し、新儀ネLを強調すること

聖書では Iテモテ 3:2(多妻について)、 Iコ リント7:20‐ 22(奴隷制度)で出てくる。イ

ンドネシアのイスラム教 (ス ーフィー)における伝道にこの方法が見られる。キリス ト教宣

教の歴史にはあまり見られない。この方法を後で詳しく取り上げる。

⑥ 交換・・・・旧儀礼全体を新儀礼と交換すること

例)結納から婚約式に。キリスト教宣教において近年多く用いられている方法

⑦ 新倉1造・・・従来存在していなかった新儀礼を持ち込むこと

例)洗礼や聖餐式。キリスト教宣教の歴史において従来から用いられて来た方法

⑧ 拒否・・ 。・旧儀礼を拒否し、消滅させること

キリスト教宣教の歴史において従来から用いられて来た方法

キリスト教における世界宣教の歴史

①保持 ②追加 ③修正 ④部分交換 :生活や枝葉の部分に対して用いられてきた傾向が強い



⑤克服 :事例ほとんどなし

⑥交換 :近年用いられつつあるが、依然害」合が低い

⑦新倉1造 ⑧拒否 :用 いられてきた

様々な方法を用いているが、真理と異教の信仰に深く関わる文化や儀礼に対しては依然非常に保守的

な姿勢を保ち続けているということが言える。当然人間の反応は相手の姿勢によって異なる。自分たち

の姿勢と相手の反応は反比例することが多い。表にすると図1のようになる。

図1 クリスチャンの姿勢と社会の反応

否定的 肯定的

反抗的 好意的

度程Ю
小
令

＝

―

―

↓

大

変

保持

追加

修正

部分交換

克服

交換

新倉1造

拒否

1日 儀礼に対するクリスチャンの姿勢

クリスチャンに対する社会の反応

クリスチャンは異文化の現われに対してはある程度寛容であっても、真理に直接関わる部分に対しては

否定的である。伝える側が相手に肯定的であると相手は好意的である。しかし伝える側が否定的である

と相手の反応は反抗的になる。これらの方法は自分たちが考える結果を想定して選び取る。しかし自分

たちが「意図する結果」とは別に「意図しない結果」が起こり得る。以下にまとめてみるとこうなる。

図2方法と結果についての一覧

方 法 意図する結果 意図しない結果

保持 無宗教のまま 異教的なものが残る

追加 新が追加される 新が埋没して意味を失う

修正 旧が再解釈される 意味の混乱が起こる

部分交換 1日 がヤ肖え、新が追力日される 新の意味が不明瞭になる

克服 新が旧に勝っていく 両者の融合が起こる

交換 新儀式が根付く 新が異質で根付かない

新創造 新の紹介と導入 異質で拒否される

拒 否 旧が消える 旧が地下に潜って残る



いずれの方法も意図しない結果 (望 まない結果)が起こり得るという危険性を含んでいることが分か

る。つまりどの方法を用い の真理が るいは 4つ らに

L拒否されたり、反 のが地下に う可 宣教の方法を用いても、完全

ではなく、危険性を含んでいるということを理解しなければならない。

Ⅱ 克服について

「克服」における意図しない結果は「両者の融合が起こる」。キリス ト教会の中では混合主義に陥る

とされ、特に危険視されてきた方法だと言える。克服は「伝える倶1か ら見ると変えなければならないも

のであっても、全面的に拒否するのではなく、その存在を容認し、その上でやがではそれを克服しよう

と、自分たちの信仰の意味合いをより強力に設定する方法」である。この方法はスーフィーと呼ばれる

イスラム教の神秘主義者が実践した記録がある。驚くべき事実だが、ヒンズー王国だったジャヮ島全域

がわずか約 200年の間に 100%ィ スラム教化された。さらにヒンズー教社会がイスラム教社会へと変革

され、現代ジャワ文化へと継承されたのである。この社会が変革した要因の一つに、ヮヤンを一工夫し

たこの方法の存在があった。

興味深いことにイスラム教化したワヤンには、もともとヒンズー教のワヤンで登場する神々がそのま

ま残っているという。しかしィスラム教化されたヮヤンには根本的な違いがある。1ワャンに登場する最

高神の上に「唯一なるお方」の存在を付け加えた:こ の「唯一なるお方は」は姿だけでなくアラー (唯

一神)と いう言葉すら出てこない。スーフィーは姿も直接の言葉も出さずに、アラーの神概念をジャヮ

の人々の心に静かに、そして見事に植えつけた。ジャヮに住むムスリムを見ると、他のイスラム文化と

は明らかに異なり、彼ら自身が「私たちは異端だ」と自虐的に笑いながら語るほどであるという。イス

ラム文化が浸透したとは言い難い。しかし「アラーの神を信じる」という点を考えると、間違いなく成

功したと言える方法である。

Ⅲ 分析・考察        .                         .
イスラム教の改宗をキリス ト教に置き換えると「救い」を受け取ることとなる。しかし救われた者全

てが弟子であるのかというとそうではない。弟子とは救われた者が生活の中で起こってくる事柄に対し

て、イエスキリス トに従う者としての決断、行動をすることによってはじめて呼ばれるものだからであ
る。よって「救われた者全てが直ちに弟子となるわけではない。救われたもの全てが弟子となりうる」
と表現するのが適切であろう。ゆえにスーフィーが用いたこの方法は、確かに多くの者を「改宗」させ

たが、私たちが大宣教命令を基盤として宣教を進めていく場合、同じように受け止めることは出来ない。
「救い」をスター ト「弟子になるJを ゴールとして、仮に全ての人が同じプロセスを通らなければなら

ないとするならば、下図 3のように表すことが出来る。

少なくとも全員が救われた後、弟子になるまでに幾つもの異教文化に対するゲー トを通過しなければ

ならない。そしてゴールである「弟子となる」の位置は変わることがない。しかしスター トの「救い」
は救われ方によって異なる。なぜならば多くの場合、否定的な方法で救われた方が多くの異教的儀礼か

ら離れているからである。逆に異教儀礼にあいまいな部分が多ければ多いほど:救われた後でキリス ト

の弟子として生きるまでに開かなくてはならない扉が多い。



図 3 救われた方法によるスター ト位置の差
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大切なのはどの方法を用いて救われたとしても、弟子となるまでの訓練が必要であることを認識し、

実践するということである。扉の数は異なるが、救われたものが弟子となるには必ず異教とキリスト教

が対立し、真理を選ばなければならないというプロセスを通る。聖書の中では偶像に捧げた肉や割礼な

どが、実際の生活に現れる問題として取り上げている。現在でも海外では一夫多妻制や魔術師の存在な

ど、異教との狭間でゆれる問題が存在する。では日本には存在しないかと言えばそうではない。日本に

も宗教的儀式が溢れており、クリスチャンになれば少なからず、それらとどのように関わるかというこ

とが問われるのである。

相手の文化に迎合すればするほど「クリスチャンという視点から見れば歪んで見えるクリスチャンが

生まれやすい」と発想してしまいやすい。救いを「瞬間的」なものと考えると確かにその通りである。

しかし救いを「プロセス」として考えるとそうとは言い切れない。救いを「プロセス」として考えた場

合、全でを拒否するところから始めるのではなく、選び取るという選択肢が生まれる。そうすると宣教

方法にも選択肢が増える。キリスト教界はこのグレーゾーンと思われる部分を避けて宣教してきた。こ

の 21世紀は今まで以上に異文化というグレーゾーンヘ積極的に飛び込んでいくことが鍵を握っている

のである。

① 日本人の特徴

I 日本人のベースにある世界観

(ア)曖昧な宗教観

日本人の宗教観を一言で言い表すのは難しい。多くの宗教行事に関わっているが、自分が無宗

教であると信じて疑わない人が多い。大抵の日本人はそれらを「宗教的行為」ではなく「日本

の習慣」として解釈している。初詣も祭りも意志を表現するという領域でしかない。これが現

代の日本的宗教理解の根底に流れているものである。



② 「集団主義」と「絶対的存在の不在」

地理的な環境が生み出した性質が集団主義。集団が個人よりも優先される。この傾向は日本人
が農耕民族であることが関係していると考えられる。地域が協力することを必要不可欠という
環境によってお軍いうまくやっていくための理解と表現形態が生まれてきた。このアイデンテ
イティは「状況主義」という価値観を生み出した。これは「絶対」という存在、コンセプトが

不在であることを指す。ゆえに絶対的な権威と人格を持つ神を受け入れることは難しい。超越
的な存在や出来事にあまり関心がない。「変わらない中で生きる」よりも「移り変わる中で対
応して生きる」方が日本人に31染 む。

③ 祖先崇拝

日本人の心に昔から現在に至るまで一貫して流れているのは祖先を敬う心である。これが日本
人の心のよりどころと言ってもよいほど大きいものである。人間の人生は誕生で始まって死で

終わるが、日本の通過儀礼および人生儀礼は死後においても続く:

④ 近年見られる日本人の傾向

西洋文化に影響されやすい。本質を見ようともせず表面上よいと思える欧米文化は何でも受け
入れ、それ以外の文化は避ける傾向にある。もはや信仰心という本質は形骸化しており、宗教
でなくコミュニケーションの場という位置付けと考えられる。特定の信仰を持てば「制限され
る」「縛られる」という危機感を生み出す。

日本人の世界観は古くて新しい。滑稽な表現だがそう表現するのがあっている。日本人は原始的なア
ミニズム思考と近代的な合理的思考が混在する世界観を持っているのである。この思考は地域的には都
市部、年代では若いほど強い傾向にある。

Ⅱ 日本人に対する伝道

① コミ尋ニティ単位での救いを考える            .
日本人の中に出来上がっている「教会」という文化の中に飛び込ますことをしないというメリッ
トがある。逆に自分たちが生活しているところに教会を持っていくという発想を積極的に現した
もの。この場合所属しているコミュニティとの関わり方を修正する必要は、個人として考える必
要はなくなる。そのコミュニティ全体が新しい価値観を持つようになるからである。もちろん言
うのは簡単だが実践するのは非常に難しいのも事実である。鍵は平安の子 (ルカ 10:6)。

② 押し付けるのでなく寄り添う

例えば海を絶えず見張り、必要であればすぐに海に飛び出して行かなければならない漁師にとっ
て、曜日より天気を優先するのは自然なことである。しかし関わる時に押し付けではなく寄り添
うことを心がけ、聖霊に聞き決断するものでありたい。

③ 日本の文化を尊重する

,々 は文化と偶像が混ざっている風習や習慣に対して知らず知らずのうちに拒否する姿勢をと
りやすい。日本人が持っている文化や考え方を尊重すること。例として日本文化の特徴である「骨
の吸引力」を用いて、納骨堂や納骨室を設ける。



結 論

① 自分が持つ文化は絶対ではない認識を持つ

神から見れば世界の文化に優劣は存在しない。そして真理は文化を越えて全ての人に適応される

普遍的なものである。

② 早急に評価を下さない

宣教の実を収穫するまでには時間がかかることが多々ある。実がなる前に枝を落としてしまって

は本当の判断も出来ない。宣教方法も今は “良い"と思われる方法が時を経て “悪い"と いう認

識に変わることもある。実際かつて “良い"と信じて行われてきたが、現代では「真理ではなく

西洋文化を押し付けた」と言い “悪い"と言われている宣教方法も存在する。逆もまた然り。“悪

い"と感じる方法が “良い"評価を受けることも有りうる。

③ 愛を持った行動を

本当に大切なもの、どんなに正しいものを持っていても、相手に聞いてもらえなければ救われる

可能性は皆無である。その人を尊重し、自分が正しいという土俵から降りて心から関わろうとす

るところから糸口が見つかるのではないだろうか。ぜひとも押し付けではなく、教えるのもなく、

愛するところから生まれる関係の中で伝えることを選び取りたい。

イエスは真理をこの世界に完全なかたちで文脈化した。その姿は、ご自身は完全な自由を持ちながら

一人ひとりに足並みを合わせ、寄り添い、尊重して下さり、忍耐強く愛された。決してあきらめること

なく。・・である。

目に見える現われに縛られ過ぎず柔軟に伝道したい。極端に言うと外見は仏事に見えても礼拝を捧げ

ていることだってありえるのだ。世俗的に見えるが情熱に燃えたクリスチャンも存在しうる。私が望強

のは日本中が形式的に礼拝を捧げるのではなく、キリストの弟子となって自らの心を注ぎだして礼拝を

捧げるようになることである。それが現実に起こることを信じていきたい:



序論      、

個人主義に偏つた共同体観を、キリス トのからだ

のイメージを用いて再構築したい。

第 1章 個人主義の影響

もともと日本の文化には、地縁・血縁 。封建制度

など共同体を重視する価値観が存在 していた。 しか

し、近代化の中で個人主義が浸透 し、人の繋がりが

希薄化 している。一方で、真の共同体を体現すべき

教会も個人主義の影響を免れていない。 日本の多く

の教会は、北米教会の宣教を背景としているため、

その宣教が内包 していた文化も含めて継承している。

個人主義の影響は個人の救いだけの強調、個人的な

聖書の読み、自己充足を目的とした共同体観などに

見られる。

第 2章 キ リス トのからだというイメージ

1)イ メージを用いる理由

共同体の在 り方を分かりやすい明確なイメージを

共有することによつて、実践へ繋がる第一歩とした

い。ここでは教会を表すイメージとして代表的なも

のであるキリス トのからだを取 り上げる。

2)コ リン ト12章の分析 (特 に lCor.12:12‐ 31)

からだとい うイメージの特徴は以下の通 りである。

① lつのか らだが多くの器官か ら成 り立っている

(Ⅵ 14‐ 20。 故に他者 と比較する必要もない。一人一

人に与えられている違いが必要なのである。そして、

②その各器官は神によつて備えられたこと(v18)。 ③

そのよ うなイメージをもつて互いを捉 えること

(v21‐ 2の、それ らのイメージがもたらす④共同体の

本来の姿は25-26)を 提示 している。

これ らのことは、相対主義のそれぞれの違いを単

純に認める事ではない。それは、神が各器官を備え

たからこそ、多様性の中にも一致を見ることができ

る。また、前後の文脈からも、その共同体が秩序を

個人主義文化における、キ リス トのか らだのイ メージ |ご よる共同体観の再構築

日本メノナイトTブ レザレン教団 土山キリスト教会 酒井 啓

重視 していたことがわかる。 (lCor.14)基本的には

どの賜物も等しく尊いが、共同体に寄与する賜物が

優先される。 (預言と異言の賜物比較から)

第 3章 アナバプテイス トにみる共同体の実践

アナバプティス トの神学においては、共同体意識

が常に存在 していた。それは神学が知識 としてでは

なく、如何に現実の日々の生活の中において、実践

されるのかとい うことを意識 していたからである。

その具体的な取 り組みとして相互説明責任がある。

これは、アナバプティス トの完璧主義の証拠だと誤

解され、批難されてきた。しかし、本来の意味は、

互いの霊性を支え合 うために愛をもつて戒め合つて、

共に純粋な教会を追求するためであつた。そのよう

な互いの霊性に責任を持ち合 う関係性が必要である。

結論

私たちはキリス トのからだに連なる各器官 として

の自己理解 と相互理解を持つ必要がある。それによ

つて私たちは自分の為に生きるのではなく、キリス

トの働きの一端を担う一器官としての自己理解をも

つことができる。そして、他者を替えが利かない同

じキリス トに連なる尊い器官だと捉えることができ

る。それは私たちの共同体観を自分中心からキリス

ト中心の理解への転換を迫る。私たちがそのイメー

ジに従つて互いに支え合 う時、私たちの内に神が意

図した調和を見ることができる。このキリス トのか

らだからくる共同体観を如何に具体的に自分の人生

や共同体において反映させていくかが重要である。

参考文献      ‐

J・ H・ ヨーダー『社会を動かす礼拝共同体』2002

フリー ドマン『アナバプティズムの神学』1975

スチュアー ト・マレー『素顔の再洗礼派』2013

Ⅳlark D.Baker,RELIGIOUS NO 1/10RE,1999
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「現代における子ども伝道の現状とその考察」

そこから生まれる、今後の提案と展望

神戸ルーテル神学校 39期卒業

現 ;西 日本福音ルーテル教会

出雲福音ルーテル教会伝道師

清間 寿仁

子 ども伝道の歴史は、旧新約聖書の時代から始まります:それは、新約聖書の時代を経

て、現代のキリス ト教会へと受け継がれています。宗教改革の中頃に日曜学校導動が始ま

り、プロテスタント宣教と共に世界へ拡がり、日本にも伝わりました。その歩みの中には、

常に 「礼拝」と「教育」が共にあつたとことが見えてきます。子ども伝道によつて、教会

に多くの子ども達が導かれていきました。

しかし、今の教会からは、子ども達の声は消え、元気よく遊ぶ姿も見ることが少なくな

っています。少子化、部活動、インターネットの普及など様々な原因が挙げられるでしょ

う。それでも、教会は献身的に子ども達に仕え続けているのです。

このまま教会から子どもが消えてしまつたらどうなるでしょう。それは大きなダメージ

であり死活問題です。教会で育まれた彼 らだからこそ、教会の将来を担 う担い手、これか

らの日本と世界を担 う大切な存在なのです。

私自身、子ども伝道を見つめ直していかなければならないと思わされました。なぜなら、

子 どもも大人と同じく御言葉を与えられ、イエス・キリス トの十宇架によつて救われなけ

ればならない同じ人間、同じ存在だからです。

そのため、本論文において子ども伝道の歴史、聖書的な視点、教育、訪1練を見つつ、子

ども伝道の現状と具体例を取 り上げ考察 し、今後の提案と展望をルターの教育論的視点、

神学的視点から考察し論 じていきます。

子ども達が、小さいころから家族と共に、教会に親 しむ教会形成と聖書の御言葉による

礼拝、教育の伝道、そして救いこそ最重要課題です8

「みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしつかりや りなさい。寛容を尽くし、

絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。」Ⅱテモテ 4:2

教会全体で、御言葉に一致し伝道がなされ、救われ、愛され、育まれた彼 らが、将来、

日本に世界に証人として遣わされ、大きな影響を与え、世俗的なこの世を大きく変える者

となることを信じています。
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1

1章.歴史から見る子どもへの視点

ここでは、子ども伝道の歴史に目を向け、歴史的、聖書的な子ども達に対する視点を見

る。

詢   古代世界の子どもに対する視′点

紀元前一世紀ごろの地中海沿岸世界では、嬰児の生存率は極めて低く、命を受け生まれ

てきたとしても、5歳まで生き延びられるその確率は 50パーセント以下でした。 1

後の古代口‐マ時代では、生まれてきた子どもを認知 し育てて行くかどうかの決定権を

家長である父親が持つていました。特に障害児、女児は、養育権から外されやすく、経済

的問題、純粋な家督制度を守ろうとする当時のヘレニズム文化思想が要因に挙げられます。

その反面、残された子 ども達は家督を継 ぐ者、女児は子孫を増やしてくれる大切な者 と

して、家庭でも国家でも手厚く育てられたのです。

古代世界において子ども達に対する視点は、一つの物、所有物のように見られ命を軽視

される面と、そうではない面の、二面的な性質を持ち合わせていたのです。

B)  旧約聖書の子どもに対する視点

旧約聖書の時代、子どもは、創世記 1章 28節 「生めよ。ふえよ。地を満たせ。・・・」

神からの祝福の贈 り物であり喜びの源です。

出エジプ ト記 21章 22節 23節の「流産に対する律法の裁定」や、エレミヤ 1章 5節「胎

内に形作る前から、あなたを知 り、産まれる前から、あなたを聖別する。」とあるように、

子どもは母の胎内に居る時から守られて来ました。2 子どもは、神が備え与えられる、神

からの純粋な贈 り物です。神から預かつた尊い命です。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。」

の通 り、大家族は理想であり喜びであつたのです。それは新約聖書の時代にも受け継がれ

て行きます。しかし、新約聖書の中にも子ども達に対する二面的な視′点が存在するのです。

鞭木由行著『子どもも一緒の礼拝 ―たしかな信仰継承をめざして一』第 2章「聖書に見るこどもたち」

古代社会の子どもたち20頁  1行 日、2行 日参照。

タルムー ドにおいて妊娠が母体にとつて危険である場合において、避妊は許されていた。この問題につ

いての法規は次のようである。「(避妊のための)吸収剤を使 うべき女性には三種類ある。少女、妊娠者、

乳母である。少女は妊娠が致命的にならないように、妊娠者は流産しないように、平L母は自分が妊娠 し

たために、乳飲み子を性急に乳離れさせてその子が死んでしまうことがないようにするためである。」

A・ コーヘン著 市川 裕 藤井悦子訳『 タルムー ド入門Ⅱ』第 5章 家庭生活 3 子供 99頁 9
行から 13行引用、三好 迫翻訳監修『 タルムー ドーケ トゥボー ト篇』ケ トゥボー ト第 3章 39a 148
頁下段 12行から23行参照



C)  新約聖書、イエスの子どもに対する視点

新約聖書ρ 中で、マルコ 10章 13節～16節のニピソー ドを見て見ましょう。

イエスから親達が、子ども達に祝福を頂く為に連れて来た場面です。この時、弟子達は、

彼 らを快く思いませんでした。「離縁」についてのファリサイ派の者達とのや り取りをイエ

スに質問し、答えを得ようとする自分達の重要な時が中断されてしまうからです。

ここから見えてくることは、「大人優先」という考えです。イエスからお言葉を頂こうと

する時を邪魔するものが現れた、それが子ども達であつた。そして弟子達は彼 らを追い払

お うとします。まさに二面性の見方がイエスの時代にも存在していたのです。

民達は、子どもと共にイエスの言葉を聞いていました。だからこそ祝福を受けようと近

づいてきた、彼らの純粋な信仰の姿と、それに反する弟子達の姿の対比がそれを証明して

います。この二面性は、現代の教会にもあり得るのではないでしょうか。

イエスはt親や子ども達を追い払お うとする弟子達に「憤うて」(「子どもたちを、私の

ところに来させなさい。」と言われます。さらに「なぜなら、神の国はこのような者達のも

のである。」、すなわち「神の国は子ども達のものである。」と祝福されるのです。

すなわちイエスは、「子ども」も「罪人」であると見られ、連れて来た両親、大人と同じ

く、罪の赦 しと祝福を与えられるべき一人の人間として、見ておられるのです。

さらに、イエスは、彼 らを連れて来た両親達の信仰も見られたのです。「子ども」は介助

者がなければ、イエスの御許に来ることは出来ません。現代の子ども達も、信仰者である

両親の介助が必要です。教会に来ていない近隣の「子どもJは尚更のこと、イエスの御許

に来るという行為にキリス トの信仰者達の介助がなければ来ることは出来ないのです。

イエスは御言葉を通して、キリス ト者である両親に大人達に介助者、伝道者としての格

別な重荷を永遠に背負つていることを教えられます。私達はこのことを深く自覚し、私達

が二面性の見方に陥つていないか幾度も振 り返 り、主なる神イエス・キリス トが教えられ

ていることを再認識する必要があるのです。

2章。 子 ども伝道の歴史 と現状

D   日本の子ども伝道の歴史

1864年、.江戸末期外国人居留地から始まつたとされる日本の教会学校の歴史を見ていく

と、戦前戦後の混乱期の中、キリス ト教教育における重要性 とその責務は、再認識 され活

発に行われてきたことが解 ります。しかし 1969年頃から日本の教会に大きな変化が訪れま

す。それは、教会学校へ来る子ども達の急激な減少でした。

その理由として 1960年代における高度経済成長、東京オリンピック開催による家庭への

カラー5Z進出 、娯楽の普及と多様化、また学校のクラブ、部活動などの要因が挙げられ

ます。その外的要因と、教会の内的要因も考えられるのです。それは、奇しくも教会教育



の重要性を再認識 し、日曜学校を教会学校と改名3し た時が大きな転換点になつているよう

です。   1
NCC教育部の文献の一節にこうあります。「これらの問題意識 (「共に」の概念と「脱学

校化」非学校化と言 うテーマ)は単に教会学校のスタイル問題にとどまらず教会において

『子どもたち』の存在意識を、将来教会を担 う予備軍としてではなく、神の恵みを受け止

める主体として捉え直す作業でもあつた。」4 この記述の通 り、教会教育と子どもに対する

意識改革は意義あるものであり、教会に子どもが入 りきれないといつた現状まで生れまし

た。しかし、教会がその急激 ともいえる変化に対応 し切れ /1Xか つたと考察できるのです。

急激に増えた子ども達への対応に追いやられ、教会は集会を熟す事だけに意識が向き、

大人中心となり、次第に本来の教会学校の目的、理念から逸れ、形骸化、マンネリ化 した

教会学校へと変わつていつたのではないかと考えられるのです。その教会学校が普ι推 も

のは、子どもの教会離れでした。教会は、時代と共に変貌する様々な流行や社会に流され

る子ども達に気づかず、敏感に反応 し、対応 し切れていなかったのです。      .

B)  日本の子ども伝道の現状

これは、現代の教会も同じです。少子化問題、経済の低迷、その閉塞感に責任を被せ、

子 ども達が減るにつれ、教会学校を開鎖する教会も出てきています。それと同時に活発に

行われて来た教師養成講座や教師研修会も減少 していき、拍車のかかった減少は止まりま

せん。

教会で、子どものいない大人だけの礼拝を毎週のように守っても、神の民、神の家族の

礼拝ではないのです。いまの現状を放つておいてはいけません。これまで歴史の中で繰 り

返されて来きた失敗を私たちは繰 り返してはいけないのです。歴史から学び、聖書の御言

葉から見つめ直し、今一度問いたださなければならないのです。

3章。 現在の子 ども伝道への提案 と展望

内越言平は著書にこう記します。「『国にお友達 (子 どもたち)がいなくなると国は滅ぶ』

といわれます。それと同じように、『教会にお友達がいなくなると教会は、滅ぶ』のです。」

5 この現状は教会の滅びへとつながるのです。。そのような中、問題に気付き、御言葉によ

って立たされ、子ども伝道を推進 している教会、団体があります。そのいくつかの事例を

見ていき、そこにおける課題を検証して行きます。

3 NCC教育委員会発行『教会教育の歩み 日曜学校から始まるキリス ト教教育史』第一部 年表 80頁
参照。 日曜学校、教会学校へ ;1940年代後半からこの運動は盛んになる。 1948年 4月 14日 、旧 NSSA
の総会において、日曜学校の呼び名を教会学校 と変える決議をしたが日本基督教団は、常議委員会と総会

を経て決定することとする記述がみられる。
4 NCC教育委員会発行『教会教育の歩み 日曜学校から始まるキリス ト教教育史』第一部年表の Vキ リ

ス ト教教育の再検討 脱学校化という問題提起 115頁
5 内越言平著『楽しくいこう |』 「まえがきJ7頁 1行～2行引用



⊃   「現在における子ども伝道」礼拝と教育

① 礼拝とは

「礼拝」とは『聖書に示された神と神の民である教会とが公に全体として会見すること

です。』6キ リストを信仰する神の家族が全体で神と出会い、恵みの手段である御言葉を聞き、

聖礼典を共にうけ、罪の赦しと永遠の命を授かる場であります。

ルターは、「ネL拝」を「それは神に対しての行為ではなく、神がわれわれに対して『見よ、

これは契約の保証である。』これ (キ リス トの肉と血)に よつて罪の赦しと永遠の命を与え

る」7 ものとして示しています。更に、御言葉の説教こそが礼拝にとつて重要であるとし

「み言を欠くことは出来ない。み言によるほどにわれわれが糧をうけることはない」8 と

主張するのです。それ程に礼拝では説教が重要です。

礼拝の対象者は大人、子ども、性別、人種といつた区別はなく神の創造された子どもも

含む全ての人間が対象者です。9信仰者である私達は、キリス トの十字架を知らない人々に

伝道し、共にネL拝の喜びを受ける神の家族を一人でも多く、教会の礼拝へと導かなければ

ならない責務を負つています。子どもと両親がともにネL拝 を受け、御言葉を受ける「親 :

子ども一緒の礼拝」は、重要な意味を持つのです。同じ御言葉によつて、律法と福音を聞

き、励まし、慰めを受け、家族共に教会から祝福を受け、派遣される。まさに、旧約新約

聖書時代から行われて来た、礼拝と信仰継承が現実のものとなつて行われている事になる

のです。育まれた子ども達は (大人達も同じ)遣わされる場において、隣人や友達に御言

葉の証人として用いられるのです。

6 編岸本羊一 。北村宗次『キリス ト教礼拝辞典』由木 康 礼拝 375頁参照
7 編岸本羊一 。北村宗次 前掲書 前田貞一 ルター派の礼拝 370頁  16行
8 編岸本羊一・北村宗次 前掲書 前田貞一 ルター派の礼拝 370頁  20行
9 本論文 2章 子ども伝道の歴史と現状、B)日 本の子ども伝道の現状 17頁 22行～26行

照 (今橋朗『礼拝を豊かに対話と参与』180頁 引用文)

脚注 37参



,

生田丘の上キリス ト教会の場合 「神奈川県川崎市」

それでは、「親 。子ども一緒の礼拝」「次世代への信仰継承」が現実のものとして

行われている二つの教会事例を見ていきましょう。

鞭木由行牧師は、教会から子ども達が離れ始めた頃の礼拝には、彼 らを受け入れる態勢

やスペースが無かつた事、牧師自身が子 ども達の事を教会学校に一任 したきりで、真剣に

子ども達と向き合い、救いへと導く事を責任 として受け止めてこなかつた事を覚え、子ど

もと一緒に礼拝を守る事、そこに信仰継承への第一歩がある事に目を向けられました。

それによつて 「子どもと大人が共に守る礼拝」を実現されたのです。

子どもと一緒の礼拝を現実にする為、それまでの教会学校、礼拝の時間帯を改変してい

かれました。10 この時間帯編成により、結果的に全体の時間が短縮され、開始時間にも余

裕が出来、大人と子どもに対する時間的負担も軽減 されました。中間で休憩時間を入れた

事により無理なく礼拝へと出席出来るようになつたのです。

愛隣チャペキリス ト教会 MEBIG(メ ビック)の場合 「北海道札幌市」

1985年、愛隣チャペルキリス ト教会から生まれた MEBIQ「子どもとい う子どもはいな

い。子どもという人間がいる。」の理念と「楽しく、嬉 しく」をモットーに、子ども達を「お

友だち」11 と呼び、教会全体でお友だちを中心とした礼拝・伝道・牧会・教育訓練に取 り

組む教会です。そこには二つの特徴があります。

① MEBIGの MEは「Memo野 J「弟子化」のプログラム 恵みの分かち合い 。暗唱聖句。

② MEBIGの BIは 「Bible」 「礼 拝」メッセージ・賛美 ・祈り。

鞭木由行著『子どもも一緒の礼拝 ―たしかな信仰継承をめざして一』5章 「子どもも一緒の礼拝」子

どもも一緒の礼拝、その実際.98頁内表引用、参照のこと。

以下、MEBIGに対しての記述の場合のみ 「子ども」を「お友だち」と記す。

第 I部

分級

10:00～ 10:40

(9:00-9140)

幼児、小学生(中学生、高校生、成人クラス、受洗クラス

全員が出席できる学びの時間、他

休憩時間

10:40-11:00

(改変前はなし)

子どものゲーム時間、おやつタイム

上記をふくめる時間と礼拝への移動時間。

第 Ⅱ部

礼拝

11:00～ 12: 10

(10:30～ 11:40)

大人も子どもも全員が出席する礼拝。



r

③ MEBIGの Gは 「Game」 「遊 び」ゲーム遊びを礼拝だと考える。

MEBIG'ま 、教会学校ではなく、礼拝です。大人と同じ御言葉による説教が牧師によって

語 られます。信仰を与えられたお友だちは、自分の教師と、また、クリスチャンホームの

親達と共に大人の礼拝に参加するようになり、御言葉をしらかりと受け取ります。生田丘

の上キリス ト教会の礼拝スタイルとは違いますが、幼稚科 。小学生科 。中高生科・青年一

般信徒、各クラスを全て礼拝と位置づけ、同じ御言葉による説教が語 られ、祝福を受け押

し出される。「親 。子ども一緒の礼拝」「次世代への信仰の継承」が行われています。

両教会には、大きな共通′点が二つあります。

① 子ども伝道に対する、牧会姿勢の誤 りに気づき、悔い改め、危機感もつた。

② 両者 とも親と子どもが同じ御言葉の説教により、恵みを受けている。

③ 一般の子ども達も、教会で楽しく過ごせる場が設けてあるという′点。

教会は神と出会 う「喜びの場」であり楽しい場です。生田丘の上教会では、ゲ‐ムや、

おやつタイムといらた誰もが楽しめる場、愛隣チャペルキリス ト教会では MEBIGの 中に

「遊び」ゲームを取 り入れ、一般の子どもが自然に教会へ入 り、礼拝に参加 しやすいよう

に配慮がなされています。 しかし問題点もあります。それは、多くの教師、スタッフが必

要になる事です。彼 らに対して教育の時間も要します。12 教勢の小さな教会では、難 しい

面もあるでしょう。 しかし、その全てではなく、自分達が出来る事から少しずつ取 り入れ

チャレンジしていく事、何よりも、礼拝において、同じ御言葉が語 られ、家族伝道が成さ

れて行くことが大切ではないでしょうか。

② 教育とは

コロサイ 1章 28節 「それは、すべての人を、キリス トにある成人として立たせるためで

す。」全ての人間を、キリス トの栄光を表す事の出来る成熟した人間として育むこと、それ

はキリス ト者としての責任です。

ルターは、修道院生活において、「修道士生活を規則正しく実践することによって人間的

完成に近づき救いに預かることが出来る。」13 と考えていました。しかし「ネ申の義と恵み」

についての理解を「神はその義をもつてく人間がその義の水準に達することを要求するの

ではない。神はその義をもつて、人間を製υぶものにしてくださるのだ。 (中 略)神の義を

恵みの賜物として受けて、義 しい者に造 りかえられるとい う理解である。114 と大きく変

られるのです。

この「信仰義認」は、ルターの宗教改革的意識の発端であり、教育的視′点の中心です。「人

間は神 との人格的交わりにもう一度、引き戻され、結びつけられるということ。すなわち

12教育については 3章の Bにおいて論ずる              |
13 大曾根良衛『山梨英和短期大学 紀要 第 13号 「ルターと■ラスムスの教育的視′点
一De seⅣ o arbitrioと De hbero arbitriOを 中心に一」26頁  11行～13行  引用

14 大曾根良衛  前掲書 26頁 19行～24行 引用



子どもが父の持つ忠実性に全く信頼 しながら生きる事を学ぶことが課題である。」15 ルタ

=は
これを中ゃに置き、彼の場唱したキリ不 卜教学校において、神の言葉で青少年たちに

このことを教えたのです。ルターは、「世的教科の教育」16も 用いました。若い世代がこの

世で生きる為、世に遣わされt与えられた職業において、その使命を責任もって遂行する

ことが出来るようにと教え育んでいったのです。これがルターの教育論です。

この責任は、同時に両親にも「子どもの教育こそ、両親の最も大切な任務である」。17 と

ルターは勧告しているのです。私たち現代のキリス ト者も、子どもに教育を与えるべき者

として、キリス ト教教育をしつかりと受け、その神の義と恵みよつて、世俗に仕える者と

して変えられなければなりません。そして全ての人、子ども達が成熟したキリス ト者へと、

教え育んでいかれなければいけないのです。

KYM(キム)に見るパラチャーチとの連携の場合 F兵庫県神戸市の超教派の団体」

これまで、子どもを教育するのは両親 と教会の責任であることを再度確認 しました。 し

かし、高齢の牧師の場合、年齢、感覚、体力差などの違いから青少年教育が出来ないと悩

む教会も少なくないのです。

そのような中、新 しい展望を模索している団体があります。それが で出[です。2013年

秋、『 21世紀 青年伝道 ～教育、共育、協育～』 信仰継承を含む青少年伝道をキリス トに

ある成長 と位置づけ、教会形成の視点から各年代別の課題 と展望について分かち合 う、と

題した ⅨⅣMのセミナーが開かれました。

内容と狙いは、其々の教会と、パラチャーチ18と 呼ばれる「KGK・ hi‐b.a.・ CSKo MEBIG」

19 と連携 し、青少年への信仰継承と教会の担い手としての成長と育成が狙いです。

こう言つた発想から新 しい展望が生れ、議論、実践されることはとても素晴らしいこと

です。このシステムを大いに利用していくべきです。しかし、問題点も二つほどあります。

①   「テーマや理念に共通点があるのか」

②   「成長しt教会に戻つて来た彼 らに居場所があるのか」

①の問題について、KGKの 三本柱20・ hi‐b.a.三つの目的 21 基本理念 22 ⅥsiOn 23・

15 大曾根良衛 前掲書 40頁参照。
16「神の霊的支配のもとにあるキリス トの人格 として生きながら、同時に神の世俗的支配に奉仕する世俗

の人格として生き、生長する人間になるために」          ・

大曾根良衛『山梨英和短期大学 紀要 第 7号 「ルターにおける教育責任についての考察」一両親 と市

政府をめぐって-67頁参照
17 大曾根良衛 前掲書 63頁参照
18パ ラチ ャーチ (Parachurch organization);ク リスチャンが、主の働きにおいて超教派で協力し、世

に対する福音伝道と社会責任の使命を果たしていくこと。
19 KGK(キ リス ト者学生会)。 hi・ bia.(高校生聖書伝道協会)。 CSK(中学生聖書クラブ協力会)、

。MEBIG
(今論文 3章現在の子ども伝道への提案と展望 A「現在における子ども伝道」礼拝と教育 ①礼拝とは

愛理チャペルキリス ト教会MEBIG(メ ビック)の場合参照)  .
20 KGKキ リス ト者学生会ホームページ httpツハw‐kgkiapan.net/about kgk.html

KGK(ケージーケー)の三本柱 ;①福音主義=聖書を誤りない神のことばとして信じる聖書信仰を土台

とする。②超教派=福音主義に立った諸教派、諸教会から祈 り派遣された者で、お互いの教会を尊重し、



CSK 24・ MEBIGの 理念 25 二っの変革 26 特徴 27。 以上それぞれのビジョン、テーマ、

理念を見ると、大きな 3つの共通点を見出すことが出来ます。

①  「御言葉による教育と訓練」

②  「御言葉による信仰継承と弟子化」

③  「対象者を下人の人間、信徒として見る」

です。其々の主事、また牧師が主体的に関わり、各リーダー、スタッフに教育と訓練が

なされ、パラチャーチに於けるイベント、キャンプ、定期集会などで三つの共通点に添つ

た教育と御言葉による信仰継承がなされ、育まれた子ども達が其々の教会に戻る。これは

超教派 n~lvIに所属する各教会とパラチャーチの、大きな神の家族としての連携の枠組みで

あり「親子ども一緒の礼拝」と「次世代への信仰継承」へと導かれていく、新たなる一歩

と言えるでしょう。

②ついて見ましょう:こ の考察から見えてくるものは、子ども達だけではなくt教師も

共に学ぶ必要性であるということです。「教育」とは、先述したように、28私たち教会の大

人も、子どもに教育を与えるべき者としてキリス トの教育と学びをしつかりと受け、その

神の義と恵みよつて、世俗に仕えるキリス ト者として変えられなければならないのです。

その方法は、牧師による教育。また 「教会学校教師修養会・セミナーJに参加 し学ぶこと

も良いでしょう。

福音宣教のために協力する。③学生主体=新しく造りかえられた者として、神の石しに学生自らが応答

し、責任ある活動と継承をする。
21 hi_b.a.(ハ イビーエー)2013、 パンフレット「目的と方針」参照

hi・ b.a。 三つの目的 ;①高校生を救い主キリス トに導くこと。②新生した高校生に聖書に基づく信仰生活

の引1練 を与えること。③彼らをキリス トの証人として送り出すこと。
22 hi_b.a.ホームページ「基本理念」タグ参照

http:〃www,hi・ba com/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%90%86%E5%BF%B5/
hi‐b.a.基本理念 ;①神に信頼する。②人を重んじる。③高校生伝道を使命とする 。④教会に仕える。

23 hi.b.a.2013、 パンフレット参照「h‐b.a。 のⅥsion」 参照

hi・ba.Ⅵ sion i「 私たちは日本にいる全ての高校生に福音をとどけます。」hi‐ b.a..は 高校生 (と その世

代)に福音を伝え、高校生が同年代の高校生に福音を伝えることを促し、教会に仕えること、世界宣教
への思いが育まれることを目指します。

24 csK(シ ーエスケー)の紹介「聖書同盟全体の歴史と使命」参照

ht"7/homepage3.niti vcom/su/aboutSU.htlnl

CSK;CSKの発足は聖書同盟の「SUク ラブ」、女子中学生のための 「パイオニア・クラブ」、男子中学

生のための「ボーイズ・プリゲー ト」等の働きが合併し誕生した。そのビジョンは母体である聖書同盟

のビジョンと準じているためそれを書き記す。

①聖書通読運動の推進=日 本において、世界において、聖書通読運動の推進。②次世代を担 う若者への

伝道=CSKを とおしての中学生伝道。③健全なクリスチャンホーム建設への手助け。
25 内越言平著 『MEBIGの原理原則』「MEBIGと は」 1、 MEBIGの理念 12頁参照

MEBIGの理念 ;「子どもという子どもはいない。子どもという人間がいる。」
26 内越言平著 『MEBIGの原理原則』「まえがき」3頁参照

MEBIGの三つの変革 ;①プログラムの変革。②教師の変革。③おともだちの変革
27 内越言平著 『MEBIGの原理原貝」』「MEBIGと は」2、 MEBIGの特徴 14頁参照

MEBIGの特徴 ;①ME=MEMORY、 恵みの分かち合い 。暗唱聖句・御言葉の受肉 :弟子化。②BI=
BIBLE、 メッセージ・賛美・祈り :礼拝。③G =GノⅧIE、 遊び

28本論文 3章 「現在の子ども伝道への提案と展望」 Al二 ② 教育とは 22頁 25行～28行参照
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しかし、す番はパラチキーチーの元
^預

けられた子ども達と,緒に、牧師や教師も共に参

日々し子ども澤暉寄り添い、ともに学ギことです。子どもが成長していく姿を直に見ること

が出来る。それは非常に有効な教育訪1練であり、今後の「子ども伝道」1こ対する喜びと希

望、励ましを与えられ、預けられた子どもだけでなく、親である牧師、教師も、教えられ

育まれるものとなるでしよう:         |
子ども伝道に教会全体が主体的に関わる時(誰よりもまず牧師自身が真貪颯こ子ども達と

向き合う事、救いへと導く事が、牧師の責任です。でnlに集 う牧師先生達を見ると、其々

がそのことに痛感し、意識を変えていかなければならないtと いらた意気込みを感じます。

今後の進展を祈りつつ期待します。



結論

子ども伝道を、聖書と歴史、また現代に至る様々な角度から見てきました。それらから

見えてきたものは、親と子ども、家族が教会の礼拝において、共に御言葉を聞き、御言葉

から律法と福音、励まし、慰めを与えられ一致をもつて教会からこの世へと遣わされて行

く「親・子ども一緒の礼拝」です。それは、旧約新約聖書時代から行われてきた、全年齢、

全生涯に於ける、キリス ト教礼拝と教育による信仰継承であり、これこそが、真の議会の

姿です。

更に、教会全体が主体的に教会内外の子ども伝道に関わつていかなければならないこと

です。その為には、教会全体に教育が施されt牧師のリーダーシツプの許、大人たちが、

キリストの教育の学びと神の義と恵そよつて、世の証人として、整えられなければならな

いのです。そこで問われる事は、牧師の伝道に対する姿勢です。まず、牧師自身が真剣に

子 ども達と向き合い、救いへと導くことへの責任がある事、その意識改革がなされなけれ

ばいけません。

教会は、牧師の語る御言葉による礼拝、伝道、牧会、訓練によつて全ての教会信徒が主

の弟子化 とされる場です。教会全体で子 ども達に伝道 し、救いへと導く責任を果たす。牧

師は、その中心であり最大の責任者であることをしつかりと自覚し、教会全体を率いるリ

ーダーとして教会を導いていかなければならないのです。

本論文にて「親 。子ども一緒の礼拝」を推奨してきました。あくまでも一つの方法です。

其々の教会において遣わされた地域特性、教会教勢などの違いがある限り同様にという訳

にはいかないでしよう。だからこそ教会の立場を吟味し、事例も参考にしつつ、子ども伝

道の最善の方法が与えられるよう、祈り求めていかなければならないのです。

この様に、整えられ教育訓練された教会全体の伝道により、クリスチヤンホームの子ど

もは、自らの家庭でも教育され、キリス トの福音と栄光をあらわすことの出来る成熟した

キリス ト者へと育まれる。更に、ノンクリスチヤン家庭の子どももまた、教会に導かれ、

礼拝において与えられた御言葉を持ち帰り、まだイエス 。キリス トを知らない家族へ福音

.を伝える者として遣わされるのです。        .

彼らが御言葉の証人として世に遣わされる時、子どもから家族へ、社会へと伝道がなさ

れるcやがて、教会の良き担い手となり日本を支えるキリス ト者として、成長した彼らの

中から、御言葉を語る特別な職務として召された牧者も起こされ、大きな伝道の波が広が

っていき、喜びとなる。これは、本論文で考察し、論じてきた 「子ども伝道」こそが、成

し遂げるものだと信じるのです。

９

“
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『パウロは宣教戦略を持つていたか?』

～シュナーベルの見解を中心 として～

2015.0420

神戸改革派神学校 特別研究生 朴徹

初めに)

キリス ト者に対するイエス・キリス トの至上命令は、福音の宣教である。

イエスが弟子たちに「だから、あなたがたは行つて、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と

子と聖霊の名によつて洗礼を授け、 あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わた

しは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」 (マ タ 28:19‐20)、 また「あなたがたの上に聖霊が

降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、

地の果てに至るまで、わたしの証人となる」 (使徒 1:8)と 言われたことによって、宣教は教会が行うベ

き至上課題であることを宣言して以来、今日ほど、宣教の重要性が浮き彫りにされたことはなかつた。しか

し、問題は、「実質的に効果的な宣教が今日、なされているのか」ということである。

宣教学者ハーバート・ケーン(Hcrbe■ Kaneメ は、次のように指摘する。

私たちは、人間中心的な社会に生きている。その結果、私たちは、数多くの教会的機能_委員会、協議会、

講習会、 セミナー などなしでは、効率的に働くことができないと思つている。その反面、初期のキリス ト者

は、人間の知恵と専門知識に依存していたのではなく神の主導権と導きに依存していた。しかし、行つていた

働きは明白に良い結果に結びついた。現代の宣教運動 (宣教の働き)においても、何よりもまず必要なのこと

は、そのような初代教会の宣教に戻ることである。
2

ある意味で、初代キ リス ト教会の宣教の歴史は、使徒パウロの宣教の歴史の記録であり、パウ回は、その

時代において最も重要な人物であるとも言える。それは、初代キ リス ト教の形成にパウロほど大きな影響を

与えた人物はいなかつたか らである。すなわち、宣教師としても地中海世界にキ リス ト教を拡張 させるのに

大いに貢献をし、また、福音宣教の使命を遂行する上で一番成功 した人物でもあつたとされているか らであ

る。もし、そうであるならば、今度は「使徒パウロは、どのような宣教戦略を持っていたのかJと いう疑問

が生じる。

これまで「使徒パウロの宣教 (戦略)」 に関しては、長きにわたり、多くの学者たちによつて研究されて

きた。

いくつかの例を挙げれば、使徒パウロは次のような宣教戦略を持つていたことが知られている。

□都市を中心とした宣教
3

□会堂を中心とした宣教
4

三異邦人宣教を中心とした宣教
5                  .

1ハニバート・ケーン (Dr J Herben

Kane 1 1910～ 1988)は 、アメリカのムーデイー聖書学院を卒業し、中国で15年 間、宣教師として活動した。帰国後はトリニテイ神学校

(Trintt EvangeHcd Divintt School)な どで、宣教学教授として務めた。
2 Hcrbett Kane,Christian Missions in Biblical Pcrspective(Grand Rapids:Bよ er,1976),p.73.
3 HcrbCtt Kanc,C力″な′力4コ協ssノο″sノ″βノ′タブιαノP′rψθι′″′(Grand Rapids:Bakcr,1976),pp.76～ 78
4 Hcrbett KanQ C力′な′ね4コ隆ssノοηs″ Bめ′ノια′P′′ψιε

`ブ

νι(Grand Papids:Bakcr,1976),pp.78～ 79・

ダマスコ体離の前こ、
=ゝ

口は、率論を進墜していた名であり、稗戦を熱酬こ芍ろうとしていた者であつたが、(ガラテヤ1:13～ 14、 フイリピ3:5～6)、 その体験こよつて

彼ま、騎 馴 こ告ず矢陽せるように召し仕された(ガ

.ラ

テヤ1:15～ 16)。 この点こおいて、ノリ日のダマスコ体験ま、初身のキリスト宅たちに野 し堕 鋼 られた

、村から与えられた一つの載講繁となるものであつたとも言える。



本研究は、このような一般的に知られているパウロの宣教戦略は、「果たして彼の緻密な計画によるもの

なのか ?」 、それとも「パウロは、実際に戦略を持つて宣教に臨んだのかJな どの質問について答えようと

するものである。

そのため、先のケーンと同じトリニティ神学校で教鞭を取りつつ、今世紀に出版された、宣教学者エクハ

ル ト・シュナーベル (Ecnard J.schnabel)6の 著書「Pαガ励θν納ノ0″α7r Rια′ノ′″s,S″α′θgノ銭 αη″プ嘘物ο赤

i宣教師ノくク′ r熱 、戦略、そιて、力とノ」
7を

主な資料として、彼の見解を紹介 しつつ、まず、「パ

ウロの宣教戦略」について、その後、「パウロの宣教の成功要因」について、考察 したい。

1.パウロの宣教戦略

(1)パ ウロは、宣教戦略を持つていたのか ?

パウロには、実際に「宣教戦略」があつたのか?と いう問いに対しては、人によつて見解が異なるが、そ

れは戦略という言葉をどのように定義するかによって変わる。 「戦略」とは、「戦争や政治・社会運動な

どを実行するための計画・方法」
8、 _般的には特定の目標を達成するために、長期的視野と複合思考でカ

や資源を総合的に運用する技術・科学であると定義される。

ハーバT卜 ・ケーン(Hebett Kane)は 、「パウロの宣教戦略」について、次のように述べる。

「それは戦略という言葉の定義にかかつている。 もし、戦略という言葉が人間の観察と経験に土台を置いた意図的で適

切に実行された行動計画を意味するとすれば、パウロには戦略が殆どなかつたか、あるいは、最初からなかつたと言え

よう。 しかし、もし、私たちが戦略という言葉を御霊の導きの下でなされるものとして、また、御霊の指示に従う柔軟

な進み方という意味で受け入れるならば、パウロには戦略があつた。」
9

ローランド・アレンЮ
(Rolland Allen)も また、「使徒パウロが事前に宣教旅行の計画を立てたのではな

い(St Paul did not deliberateサ plan his missiom7 tollrs)、 しかし、3度 にわたった宣教旅行で私たちが注目しな

ければならないことがいくつか(の戦略が)ある」
11と

、ケーンと同じような主張をしている。

彼らの主張のように、パウロは戦略や方法などの詳しい定義とは関係なく、一般的な戦略という脈絡で宣

教活動を計画したことは明らかである。

聖書を見れば、パウロは頑回な者でもなく、我が強い者でもなく、神秘主義者でもなかつた。 なお、彼

に柔軟性がなかつたとすれば、パウロは働きの初期において‐ダマスコ、または、エルサレムですでに―殺さ

れていただろう。
2

パウロが単純に内的な衝動だけに従つたならば、アテネでは説教しなかつたはずであるし、ほば 2年間も

コリント地域に留まつていることもなかつただろう。
13

6ェ クハル ト・シユナーベル(Ecttard J Schnabcl,1955-、  ドイツ生まれ):

現、ゴードン・コンウエル神学校の新約学教授、アメリカのトリニテイ神学校 (Trintt Evangelical D市 inけ SCh001)や Frcic

Theologisё he Akademic(ト イツ )、 アジアン神学校(フ イリピン )な ど、7カ 国の神学校で教授として務めた。
7 Eclね

ard J Sclmabel,Pα″ r/2′ 颯 ssブοれα4ソ」Rιαノノにs,Stra′ιgたs,α″グjZυttοab(usA,IntcrVarsiサ PrcSS,2008)
8角

川国語辞典(角川書店、1979)

9」 Hcrbert Kanc,C″ ls′われ1´ssブο′sブれβめノノεα′Pa′島ριι′ノνθ(Grand Rapids:Baker,1976),p73.
10ロ ーランド・アレン(Rollad Alen,1868‐ 194“∋ 1895年から1903書まで

奥コ聾雉0仁譴担■して中国で私 た後 イングランドに帰匡し、以黎0錆苛を宣致方剰こ唐する著イ偏こ賛した。アレンの増書のうち、
『

使タノヾ ク′の方策″ヽ

なたらの方策カソ劫術 ブο′の
“
′J/7赫 :&物2r7懲 ο″ο郷 21α sルのグカ′σ力に カプ″″ψ ″″″ονttοοSy

(1912句 および『 挙会の自然発生Ёな最 、それを妨する雷雲素―ルθシοれ′
"σ

O″sEフ
"sわ

れげr/70働ク′ε力′И″グ①クs`sr/ta`厳 ″″′
ル』(1912年 )の2イ爛ま現賄も出晰されている。
H RoHand Ancn,1′

ssブ。″αηゴ睦′力οttr"Pα″ゝο″οz浴 7(CJrand Rapids,Wm.B Ecrdmans Publishing,1962),p.12.
12ダ

マスコに関しては、ガラテヤ1:15～ 17、 Ⅱコリン トH32,使徒言行録9:19～ 25,エリ♭サレムに関しては

使徒言行録9:26～ 30を参照
13ァ

テネに関しては、使徒言行録 17:15～ 16,18:1,5コ リントに関しては 使徒言行録 18,～ 11を 参照



何の計画もなしにパウロが単純に内的な衝動だけに従つて宣教 したならば、彼の宣教の働きは、今日知ら

れているものとは大いに異なつていたと思われる。

(2)パ ウロの宣教戦略

くそのような視点で聖書に現れたパウロの宣教を見るならば、彼の宣教の戦略(方法)は、(す でに良く知ら

れている、また始めのところで述べたように、次のようないくつかの点で要約 して提示することができるだ

ろうが、ここでは、その中でひとつだけ「都市を中心とした宣教」についてのシュナーベルの見解を紹介す

ることにする。>

(a)都市を中心とした宣教

「すべての人はイエス・ キ リス トのメッセージを聞く必要がある。」

これは、福音を伝えるためには人々を訪ねていく必要があるということを意味する。 人々は様々な都市

(C■ ieS)、 町(townS):村 落(villages)に 住む。 結局、人々に福音を聞かせるためにパウロは人が住む都市や町、

村落に行かなければならなかつた。 パウ回は、人々が自身のところまで来るのを期待 していなかつた。 そ

の代わりに人々が住んでいるところを訪れた。 地中海の都市と村はローマ帝国の政治的構造(p01■iCal

strllcture)の 一部だつたので、福音を伝える使徒たちがローマの様々な州(prOvhCes)を おとずれなければなら

なかつたことは明白である。
И                    .

> 従来の一般的な見解

そのような前提に基づいて、パウロは「都市中心の宣教戦略をもつていた。Jと 、今まで様々な研究発表

が出されてきた。 これと関連 した学者たちの意見を探すのは難 しいことではない。

例えば、イ・ヨンオンによれば、パウロが全ての地域を訪れて、福音を伝えることは、実際に不可能であ

つたので、当時、繁栄した四つの地域、すなわち、アジアに属 したガラテヤと小アジアtヨ ーロッパに属し

たマケ ドニアとアカヤ地方での伝道活動に集中した。 このような都市を中心とした宣教活動を通 じてパウ

ロは約 10年 で、全く教会が存在 しなかつたこれらの地域に、多くの教会を強国に立てるという驚くべき成

果を成し遂げたのである。
15

また、ケーン(Kane)は次のように述べるとパウロの宣教は 、アンティオキア教会から始まった。 アンテ

ィオキアは、日―マとアレクサン ドリア に続く、ローマ帝国で第二の規模を誇る大都市であつた。 アンテ

ィオキアは色々な民族が入り混 じつて暮らす都市であり、東西の交易を結ぶ要衝として、エルサ レムから広

がり始めたキリス ト教信仰の拡散において、最も重要な位置を占めていた。 したがつて、アンティオキア

は、新 しい宗教であつたキリス ト教が四方に広がつていくための最適な戦略基地になつたのだ。“

さらに、シン・ソンジョンによれば、パウロは、ローマ帝国の迅速な福音化のために、重要な拠点と見な

される幾つかの都市を選別して福音を伝えた。パウロと彼の同労者たちは、中心都市で集中的に伝道した。

そして、その周辺都市と村に対する福音化は新 しく設立された教会に一任 した。 そのような働きによつて、

福音は自然に大都市から周辺地域に流れていつた。
曰

> いくつかの疑問 (シ ュナーベルの見解 )

幾つかの見解を通じて分かるようにパウロは明らかに村落よりは都市に焦点を合わせていた。

“
Eckhard J Schnabcl,Pα ″ r/2′ Mtssプο″αッrRια′プた

',S′

′αたgノθs,αηグルを訪ο株(USA,IntcrVarsiv PrcSS,2008),p.257:
15ィ .ョ ンオン(。l=毯),「パウロと宣教(口}=斗 担・VL)」 (ソ ウル:宣教と神学,1998),p l10.
16J.Hcrbc■

Kane,Chnstian Missions in Biblicd Pcrspcctivc(Grand RapidsiBよ cr,1976),p.76

17シ
ン・ソンジヨン(d電 子),新約神学(社・ l社・ 4),(ソ ウル:キ リスト教文書宣教会,1983),p153.



だとすると、パウロは大都市に教会を立てれば、そこから自動的にほかの都市にまで広がっていくだろうと

いう期待もつて都市に焦点を合わせたのか?

ローラン ド・アレン(Rolland Allen)は 次のように推定した。「パウロの福音化理論」は自分がいるすべて

の所で福音を伝えるのではなく、2、 3箇所の重要な拠点にキリス ト者の集まりを作つて、さらにそこから

周囲の国へとキ リストヘの知識が広がつていくようにすることだ。
18

しかし、シュナベールは、以下のような根拠を提示することよつて、アーレンの主張は疑間の余地があると

指摘する。

第一に、パウロが福音を伝えた都市は、殆どではないが、多くの都市が自治体のように、自分たちの

生活の拠点を管理するポリス(poliS)の 社会形態として組織されたギリシア的都市であつた。 ある特定の都市、

発展の「放射効果 (Radiation effecつ 」は、一般的にその都市が主管する領土境界線を越えて広がることはな

かった。 したがって、このような効果は山脈や海、またはほかの都市の領土境界線にまでしか至ることが

できなかったと思われる。

特に、ギリシアの都市は、州の中で互いに競争関係であつたので、ある「戦略的中心都市 (siategic urban

centers)」 に教会をたてることが持つ「放射効果(Radiation effect)Jは農村地域の小さな村のようなところで

しか有効でなかつただろうと推定される。 例えば、アタリアに住む人々は、ペルゲの都市で起きた事件に

多く影響を受けることはなかつただろう(使徒 1425)。 り

また、社会的アイデンティティ(SOCial identけ)は :その人が生まれて生きている都市と密接に結びついて

いるので、どんな意味での「共同体(colllmllnけ)」 であれ、一般的に自身が属 している都市の共同体に限定

されていた。 一例として、それはローマ帝国各州の都市が鋳 造 した貨幣からもうかがうことができる。 貨

幣に刻まれている肖像は(エ フェソのアルテミス,ま たは、ラオデイキのゼウスなど)現地の神々、その都市

の神殿、地域の神話、地理などを描写している。 このように、閉鎖性が存在 した自分たちだけの地域文化

を維持していた都市の文化は、イエス・ キリス トの福音が特定の都市から他の地域にまで自然に広がるよ

うに役に立つことはなかつたと思われる。かえつて、ローマ世界での都市生活の標準的な特徴は、ある特定

の州を宣教的に浸透するのに役に立つよりは邪魔になる場合がむしろ多かつたであろう。
20

そのような点などを踏まえて、考えてみれば、パウロには、都市の中心地、またはローマ帝国の「戦略的

都市」に教会を建てようとする情熱があつたという主張は、非常に誇張されたものと見なされる。

都市は,確かにコミュニケーションの中心地であつた。 そして都市に教会を建てるのは明確に戦略的な価

値を持っていた。 ところが、このような利点は「福音が都市から田合まで広まる」という保障にはならな

かつた。もちろんパウロは都市での宣教の働きに集中していた。 しかし、小さい村や村落でも福音を伝え

ることを避けてはいなかつたはずである。

イエスは、ガリラヤの小さい町と村落を訪問した。それと同じように使徒たちもそのようなキリス トの模

範に従つた違いない。 一方で、イエスは数千人に達する聴衆の前で説教されたことが聖書には描写されて

いる。 つまり、イエスは、人々が住む所ならば、どこでも行かれた。そして、可能ならば、多くの人々の

前でみ言葉を伝えられたのだ。 パウロもまた、そういう重荷を感 じていただろう。 イエス・ キリス トの福

音のうちにある救いのメッセージを持って、人々が住んでいる所であれば、どこでも行つてできるだけ多く

のユダヤ人と異邦人に福音を伝えようとしたのだ。
21

実際に使徒言行録に記録されたパウロの宣教旅行の旅程を見ても、アンティオキアのような地域でのパウ

ロの働きは明らかに「大都市宣教」であつた。 しかし、彼がキプロスを訪れた時、キプロスの首都であう

18 Rollalld Allcn,Missionatt Methods:St.Paul｀
s or ours?(Grand Rapids,n/m.B Ecrdmans PubIShing,1962),p.12.

19 Ecnard J.sclmabcl,Pα

“
′″′ル″ss′ο″αッfR′α′ブたs,S″αたgたs,α″′』嘘 r/2ο 法(US/ヽ IntcrVarsiサ PrCSS,2008),pp 282～ 283

20 EcIKhard J Schnabel.Pα
″ r/oι ルウssノοれαク:R′α′″ιs,S′″α″gたs,α4α コイθr/2ο ゐ(USへ IntcrVarsiサ PreSS,2008),p283

21 Eckhard I Schnabel,Pα
z′ r/7′ 逸 ss,ο″α7:Rια′′たs,Strα″gたs,αれグコイθ″ο法(USA,InterVarsiサ PreSS,2008),p.282.



たバルイエスまで直接行かず、サラミスを始め、島の東側と南側の海岸にある地域へ行つた (使徒 13:6

「島全体を巡つて。…」彼らは多分サラミスとバルイエスの間にある小さい都市で宣教活動をしたのだろう)。

小アジアに着いた時は南ガラテヤにある比較的小さい村(ピ シディア州のアンティオキア、イコニオン、

リカオニア州のルストラとデルベ)を福音化するためにバンフィリア州の大都市を通り過ぎた上に、北側に

あるガラテヤ州の首都であつたアンキュラ (現在 トルコの首都アンカラ)には行こうとする試みもしなかつ

た (使徒 13:14～ 14:23)。

マケドニア州に着いた時、パウロは船で行けるテサロニケにまつすぐ行かず、フイリピに向かつた。 彼

はフィリピからテサロニケヘの旅の間、途中にあつたアンフィポリスとアポロニアには寄らず通過した。

(使徒 17:1)なお、テサロニケを離れなければならなかつた時、パウロは西側にあるより大きな都市に移

動するためにエグナティア街道(Ettatian wり )を 通して東の方へ向かわなかつたし、アカヤ州の首都であつた

コリントにも向かわなかつた。その代わりに、長い歴史と高い評判は持つているがよりみすばらしい都市で

あったアテネに移動した (使徒 16、 17章 )。

結論として言えば、パウロの宣教の働きの地理的範囲は、どの都市で新しい宣教の働きを開始すれば良い

だろうかという「壮大な戦略(grand Siat%"Jに よつて、定められたものではなかつた。

パウロは、宣教の働きの機会が開かれている地理的に隣接した地域に移動しただけであつた。これは、州

や地方都市など、どこでも該当するものであつた。
22

パウロの福音伝播への燃える情熱は、ユダヤ人であれ、異邦人であれ、すべての人がイエス キリス トを

信じる信仰を持つように (Iコ リント9:20～ 21)、 より多くの人を得るように (Iコ リント9:19)す るこ

とであったため、彼は福音を必要とする地域なら、大小を問わず訪ね、宣べ伝えていたと言える。

(b)会堂を中心とした宣教

・  従来の一般的な見解

, いくつかの疑間 (シ ュナベルの見解)

(c)異邦人宣教を中心とした宣教 (人種的アイデンティティ、階層、文化などを考慮した宣教)

□人種的アイデンティテイ :ユダヤ人と異邦人

口社会的階層 :エ リー トと、そうではない人たち

2.パウロの宣教の成功要因

(1)神 を中心とした宣教 (聖霊中心の宣教)

(2)祈 りを中心とした宣教

結び

「戦略」とは、一般的には特定の 目標を達成するために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運

用する技術・科学であるという辞典的定義を先に考えるならば、パウロの宣教が戦略的に行われたというこ

とを証明する確かな証拠はない。なぜならば、現在の私たちに与えられている資料というのは、 ごく限 られ

ていて一一例えば、使徒言行録やパウロ書簡など一一パウロの宣教 (戦略)について推論する程度の研究 し

かできないか らである。

22 Eclchttd I Schnabcl,Pα ″ r/1′ 』西ssプο4αη:Rυα″たs,Srrα たgたs,αれグル々 訪ο法(USA,IntcrVarsi,PreSS,2008),p.287



tか し、逆に彼の宣教が戦略的ではなかつたと否定できる十分な根拠をもつていないことも事実である |

(fllえば、パウロが旅行計画を持らそしヽたことはtロセi32」ん24、 iコ リント1:15ん 1と などふ:萌 らかをお
る)。            | || ■  ‐  ‐    ||        ‐   ‐   |   ‐   ‐

したがうて、
|パ

ウ¬の宣教が「戦略的であったか、そうではなかつたか」についての論議はこれからもさ

れ続ける必要があると考えられる。| |     ‐
■

パウロの宣教において、何よりも一つ確かなことはt彼は主の御霊が宣教の働きに直接関与されるよう、

すべてのことを主にゆだねた上で、そのために祈る宣教師であつたということである。  |
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F福蕃主義神学』轟が売り憐れ命場合、アマゾン書通のス:nd:e販『福音主義イスラ五ル譲』

¥120があつ横ずゅ

「PCでアマゾンのKindle本 を読む」は、一般サイトのものを使用するよりは、アマゾン書

店のものを使用するのが良いと思います。アマゾン書店のもののダウンロードの仕方・登録は

以下の順序です。

①アマゾン書店を開く。

②右上の、「アカウント・サービス」をクリックする。

③右側の「Kindleヘ ルプホーム 」をクリックする。

④一番の「Kindle無料アプリ」の中から

・PCの場合は、「Kindle for PC」 をクリックし、あとは画面の指示に従つて手続きと登

録する。

・アンドロイド携帯の場合は、「Kindle for Andloid(電 話)」

・ダブレットの場合は、「Kindlё foF Android(タ ブレット)」

・ Mac PCのもあります。

※わたしは、Kindleと ともに、PCでも携帯でも、「Kindle本」を共有し、いつでも読め

るようにしています。エリクソンやラッドの著作もたくさん入れています。重たい本を持ち

運ばなくて良いので重宝しています。用語の検索も一瞬でできますので、翻訳作業でも欠か

せない武器ですね。



日本福音主義神学会

西部々会 ◆1春の研究会議

於 神戸ルーテル神学校

(2015.04.20) 神戸ルーテル神学校

橋 本 昭 夫

「教会の歴史の中で職業倫理は

どのように考えられてきたか」

1.は じめに

あ)労働 (labOr)と 職業 (occupatiOn)を めぐつて

い)労働形態の諸相

い)労働観 と職業 (労働)倫理の成立要件

2.教会史における職業倫理 (ス ケッチ)

あ)聖書における労働の意味の二面性

い)古代から中世における労働 (ora et labOra)

う)宗教改革者の 「召命」 (vocatio,Berut Calling)と しての労働観

え)近代における労働状況 と倫理的課題

お)現代の経済システムの中の労働

か)現代の 日本における労働観 とその背景

3.ルターの召命 としての労働 とその背景

あ)ルターの召命観の宗教改革的背景

い)ルターの愛のわざ・隣人への奉仕 としての労働理解

う)奉仕 としての労働の意味とその貴賤の否定

4.歴史の中の労働そ して現代

あ)歴史の推移 と労働形態のその意味の変遷

い)現代的労働形態の新たな人間性 「疎外」の状況

う)「召命」としての宗教改革的職業倫理の現代的意義



日本福音主義神学会

西部々会 。春の研究会議

於 神戸ルLテル神学校

(2015.04.20) 神戸ルーテル神学校

橋 本 昭 夫

「教会の歴史の中で職業倫理は

どのように考えられてきたか」

1.は じめに

筆者に委ね られた上述のテーマを構成 している要素は、いずれ も茫洋たる概
念である。言わず もがながら、力量的にも時間的にもおよそ学的なものは期待

すべくもない。筆者は、神学校で教会史を講 じ倫理を教えている。 これまで教
会史と職業倫理を直接的に結びつけて考えることはあま りなかったが、今回、
そのことをわずかなが ら考える機会の与えられたことを感謝 し、また神学会の

諸兄姉 とともに、このテーマについて学べることを感謝 している。なお標題に

おける「教会の歴史」は、私たちプロテスタン ト教会の源流である西方キリス

ト教会の歴史 とい う意味であることも、また言わず もがなとして断っておきた
い。

あ)労働 (labOr)と 職業 (occupatiOn)を めぐって

「職業倫理」をとりあげるとき、若干考えておかねばならないのは 「労働 J

という概念 と「職業」とい う概念の関係であろう。「労働」とは、端的に働 くこ

と、とにもかくにも活動 して有形 。無形のなんらかを生み出すことを意味し、「職

業」は、その語源的にはともかく、現代的用法については労働の種類を言 うと

考えられる。そのように見ると、前者は具体的な働きであり、後者はそれにつ

けられた名称であると言える。そこから、「職業」は職種、職責、職域などに熟

するが、前者は後者 と重なる面はあるが、それ とは異なってより具体的な、よ

り否定的な方向に熟するような印象も理解できる。つまり労働問題、労働組合、
「労働党」 と言つた具合にである。「職業」には、とくにいく「暗いイメージ」
は感 じられないが、「労働」にはそれに加えて常に緊張の要素が見 られる。「職

業倫理」を考えるとき、これ ら二っの概念の関係を考えておく必要がある。

い)労働形態の諸相

労働の形態はさまざまに分類 される。精神労働 。肉体労働、あるいはホワイ

トカラー・ブルーカラー とい う具合にである。 しか し「労働」 とい うとき、そ

れは主 として農業・漁業・工業 。商業などの領域で言われると言えよう。政治

家、芸術家、文筆業などは、「活動」と言われても、労働 とは言われないであろ



う。政治家、
.芸

術家 (ス ポーツや芸能界を含めて)な どは労働者とはふつう言
われない。かうて内村は、『聖書之研究』の定期的刊行に関連する諸作業を述ベ

て、「自分ご労働者である」と言つたことがあるが、やはりそう断らねばならな
いとい うところに、ふつ うの意味での労働 とは違 うとい うことに暗に言うてい

るように思われる。 したがって労働 とい うのは、主 として 「肉体労働」の短縮

形であると考えてよいのではないか。そ してそのような労働観 こそ、たとえば

かつて隣国の 「文化大革命」のときに、「知識」階級が肉体労働に従事するよう

強制されたことの背景にあるのではないか。それは具体的労働の蔑視の反動 と

考えられるが、そこには労働 とはなにか、いかなる意味をもつのか、いかなる

価値をもつのか、かの問いが潜んでいると考えられる

う)労働観 と職業 (労働)倫理の成立要件

職業は英語の occupationの意味にとるとき、人それぞれの働きが人間社会の

一部を占めている (occupy)と 考えること。ができる。そ してそれぞれの職業を

通 して社会が成 り立ち、その中で人間が人間として生きていく環境が成 り立つ

とい う理解が前提 となっているのであろう。そして労働をとお し職業 として果

たされる役害Jが規範のもとにおかれねばならない、つま りそこに職業倫理なる

ものがあってそれに服 さねばならないとするとき、労働そのもの。積極的な評価

が前提 となる。具体的労働を非本来的なもの、場合はよっては極端に身体的存

在の維持のための 「必要悪」であると考えられる場合は、職業倫理なるものの

必要はない。 さらに言 うならば、人間の心身一如の存在形式を本来的なもの と

しない二元論的な思想のもとでは、職業倫理成立の必然性はないとい うことで

ある。それに深 く関連 しているのであろうが、人間の関係性を欠いた、いわゆ

る 「自己実現」を旨とするところでは、職業倫理は成立 しない、とい うことで

ある。その意味で、職業倫理を論 じようとするとき、労働をどうとらえ、どう

評価するか、つま り労働観を吟味することが必要となる。

2.教会史における職業倫理 (ス ケッチ )

あ)聖書における労働の意味の二面性

聖書の労働観は、二義的 (alnbivalent)で ある。それは神の創造の本来的な

祝福の一つでありなが らも、罪によってそのそれが苦役 とな り呪いとなってい

るとい うことである。そのことは、一方において働 くことが人間存在を意義あ

らしめるもの、自己実現の具体形 として経験される (「仕事が生きがい」)と 同

時に、仕事はつらい苦役であると経験される (「苦 しいものは、仕事か死に病か」。
「地を耕せ」 (創世記 :15)と い う祝福の定めと、「額に汗 して糧を得る」 (同

3:19)と い うこと、活動の徒労であること (詩篇 90:10)の 二面性で

ある。 しか し「地を耕す」 とい うことが人間のありかたの原初的な祝福である

ところから、いわゆる肉体労働は卑下されてはいないとい うことを理解する。

2



そして 「働 く」 とい うことは、神 ご自身の活動の似ることであり(神の活動に

参与することであつて、それは根源的な肯定 。積極的な評価のもとにある。神

の栄光のたち、隣人の福祉のための活動は、人間存在の基本的な規定とされ、

そこには貴賤・優劣はないとされる。神は働 くお方である (ヨ ハネ 5:17)
である。主イエスは大工の子 と呼ばれ、弟子たちは漁師などであり、使徒パ ウ

ロはテン ト職人である。聖書世界においては、労働は蔑視の対象ではない。

い)古代から中世における労働 (ora et labOra)

古代ギリシャにおいては、労働はn/1ぃ と理解 された。労働に相当するギリシ

ャ語 ponOsで 、「つ らぃ働き」を意味し、「処罰」から派生 したと言われる。 し

たがって、いわゆる 「労働」は自由人が従事すべきものではなく奴隷の職分で

あつた。いわゆる 「精神」労働 もギリシャ文化では忌避 されるべきもので、技

術操作の仕事も、精神的なことではなく実際的ことに心を砕 くとい うことで、

真理探究の妨げとして価値あることとされなかつた。医もおおむね奴隷の仕事

であつた。初代教会の異端 として拝 されるグノーシス的思想において、旧約的

創造ネ申は、造物主 (デ ミウルゴス)と してむしろ悪的存在 と見 られたとい うと

ころにギリシャ的観点が認められる。

古代教会の歴史が進んでキリス ト教が優勢になるコンスタンティヌス体制の

もとでは、社会全体が 「キリス トのからだ」と理解 され、教会および帝国 (そ

して社会)は、その二つの異なる面とされ、いわゆる 「世俗」の職業 (皇帝、

騎士 。兵士、農民など)は 「キリス トのからだ」の本来的な機能 として位置づ

けられた。そこには、それぞれの職分の遂行にあたつていかなる規範に沿わね

ばならないかは重要な関心となる。

西方キリス ト教世界は、東方のそれ とは異なり、実際的な労働を重視す傾向

が顕著である。Ora et labora(祈 りそして働け)は、ベネディク ト修道会の創

始者であるヌルシアのベネディク ト (480～ 543年 頃)の修道院規則に由

来するが、その精神を現 している。この規則は、修道士はもとより修道院長 も

ある二定時間農作業を義務づけている。修道士から大司教 とな り、 しかも高齢

であった 「ボニファティウス」 とい う人物は、毎年一定期間、具体的労働に従

事下とい うエピソー ドが残つている。 とは言え、世俗の具体的労働は、不断に

神を崇め、祈 りに専心 し、永遠の真理に求め、救いを広 く及ぼしていくとい う

とあり方の下に位置づけられたのは、古典時代からの延長であつたと考えるこ

とができよう。

中世に起つた修道院運動で関心を引くのはアッシジのフランシスコである。

彼は徹底 した清貧 と献身を貫き、中世教会の最盛期の混乱 と倫理的退廃の中で

教会の 「再建」を志 した人物であるが、彼は終始一貫 してフランシスカンたち

が世俗に出て農民たちの作業に加わることを求め、徒食を厳に戒めている。 も

つともフランシスコ会 もまた大きくなるにつれてその原始的な気風が失われる

のであるが.

トマス 。アクイナスによれば、人間は、神の設定になる調和世界の中のそれ

ぞれの身分に生まれ、その身分にふさわしい生き方 と働きをなすことが求めら



れる。 トマスはア リス トテ レスの哲学を基本範疇に壮大な神学の大系を打ち立

てたのであゎが、そこにtま ギリシャ的な宇宙観 (コ スモス)力 神`学的倫理にも

反映 したと理解できよう。

う)宗教改革者の 「召命」 (vocatio,Berut Calling)と しての労働観

宗教改革時代は、近代への胎動期で社会構造も大きく移 りつつあるとは言え、

なお中世的世界観が優勢である。ルターはその意味では中世的であつて、前述

の トマス的な社会構造の理解から、それぞれの身分における 「召命」を考えて

いる。 もともと vocatioも Berufも 、修道院あるいは聖職階級への召 しとい う

ことで用い られていたが、ルターはそれを「世俗」のごくごく日常的な労働 こ

そが神のみ心にそ う「召命」だとした。

そのような 「召命」理解転換の背景にあったのは、福音の再発見 と言われる

信仰義認であり、人間存在にまつわる二重性、善なるものと悪なるものの分ち

がたい並存にっいての深い洞察である。福音の再発見とい うこと。から言えば、

救いはいかなる聖なるわざにもよらない、とい うことであり、さらに人間のな

すわさ・働きに価値の高低などもない、とい う観点である。神に奉仕 し、人の

福祉に寄与するものこそ『善きわざ』である。つま り、善なるものを行い :勧
め、悪なるものをとどめ 。罰すること、それこそが神のみ心であ り、それへの

奉仕 と考えられたのである。人間の働きは、「神のマスク」であると、ルターは

理解 した。神は人間の働きの背後に隠れていて、ときには過酷 と思われる「職

務」もまた、この罪の世界を混沌から守ろうとされる、人をとお してなされる

神の隠れた働きと理解 された。彼は、『軍人 もまた救われるか』とい う (著作で

問われている)問いは、修辞的な問いであつて肯定する。家畜小屋で牛乳を搾

る少女や、家庭にあつて赤子のおむつを洗濯する母親 こそが、そのことを通 し

て神を礼拝 しているのだ、とい うのも同じ考えの中から生まれてきたものであ

る。 どの人であれ、その人の存在が神に向けられ、そのいのちがそのもとで生

きられるとき、その一つ一つの働 きが神をネL拝する行為であるとされる。また

神に仕えるとい うのは、神を愛 し崇め、またこの世界で自分に与えられた召 し

に忠実に生きることこそ神礼拝なのである。 ここに召命 としての職業倫理が認

められよう。

カル ヴァンもまた信仰義認の教理に立ち、キリス ト者の働 きは信仰の実であ

る。そこにおいては、ルター と変わるところはない。ただカル ヴァンは、総 じ

て神の恵みによつて新 しくされた者の倫理的可能性については、はるかに肯定

的である。「ネ申の栄光のために」は、キリス ト者の具体的な生の形成に反映され

ねばならないとされる。それに加えて、カル ヴィンの予定論が、この世の働 き

の成功・不成功が、個々人の選びの認識契機になるとい うことから日々の働 き

を真摯に取 り組むとい う職業倫理が生みだされるとされる。そ して、そのよう

にして生み出された富は消費されるのではなく蓄積・投資され ることによって

さらに富を増 し資本 となる。マックス・ウエーバーの『 プロテスタンティズム

の倫理 と資本主義の精神』において言われていることのラフな線はこのような

感 じであろうか。



え)近代における労働状況 と倫理的課題
ヽ

資本主義が、カル ヴィン的予定の教理に端を発するとして、世界史的な大き

な流れが次第に 「世俗化」 していく過程で、その宗教的ルーツから離れ、利潤

追求が至上 目的されるようになる。そして技術革新、自然エネルギーから化石
エネルギ∵への転換、それを前提 とする産業革命、資本の論理 とマーケッ トの

グローバル化は、人 口の大多数を占める人間の労働状況を過酷なものとしてい

く。「労働者」としての人間の人間性の 「疎外」力`多く論 じられるのが、大まか

18世紀から20世紀にかけての問題 となっていく。このような状況の中で、

どのような職業倫理が可能 となるのであろうか。資本主義的利益追求 と労働に

おける人間性担保 (つ ま り倫理の要請)は どのようになされるかとい うことが

課題 となる。そこで援用 されるのは、利益追求をあからさまにせず、 しか しそ

の要請をサポー トするなんらかのイデオロギーである。そこか ら、マルクス主

義な思想が生まれる必然性があると言われるのであろ。う。マルクス主義的 「能

力に応 じて働き必要に応 じて得る」 といのは、その字義的意味をい うならば、
ユー トピア的であ りながら、一つの職業倫理的観点を現 していると言えるので

はないか。逆に言えば、経済的 「搾取」の対象 とされる労働者か らは、労働者

の主体的な職業倫理は期待することが困難であると推測 しうる。職業倫理 とい

うのは、その職業の内容、その働 くことに価値が認められ、それの実現に同意

し、それを実現するべ く自己の働きを規制 しようとするところに生まれるので

はないか。奴隷的強制労働のもとでは、職業倫理は成立 しないのではないか。

お)現代の経済システムの中の労働 と職業倫理

現代の経済システムは、指数的に複雑化 している。利潤追求が至上 とな り、

富が人のためにあるとい うのではなく、人が富のためにあるとい うようになっ

ている。人間の尊厳を最重視するキリス ト教的倫理からすれば、まさにマモン

崇拝の最たる現れであり、人間本来のあり方の倒錯 と言われよう。人間の環境

が地球大になっった今、人間の福祉に貢献するものと人間を疎外するものとが

別ちがたく混在 している。そんな中で、即物的に人間の必要に応 じようとする

職業あるいは労働 も曖味さを窮めるようになっている。産業部門でもサービス

部門でも、個々人がみずから従事 している働きが、広 く社会にどのような影響

を及ばしているのかfま たそのことを知って、そこでみずから倫理的判断をし、

その判断に働きを従わせることができるのか、とい う問いはある。そ して先述

のように、同一の経済活動主体に、善悪の両要素が混在 しているとすれば、現

代における職業倫理は、内在的には生み出し得ないとい うことにな りはしない

か。それはまた職業倫理は、形式的・状況的な性格を帯びるようになるのでは

ないか。そ してもし職業倫理が、利潤追求至上の状況の中で、みずからの働 き

をとお して隣人の福祉を求めることを求めるものであるとすれば、それは人間

観に行き着かざるを得ない。そ してさらに、人間観は超越的に しか得ることが

できないとすれば、職業倫理 も超越的基盤においてのみ可能 となると言わねば



ならない。

1

か)現代の日本における労働観 とその背景

ユダヤ教的 。キ リス ト教的背景のもとでの労働についての観点は、労働を罪

によつて「/tわれた苦役であるとするのに対 して、日本人は労働を苦役 と考えず、

それを自己実現の方途 と考え、すこぶる積極的であるとよく言われる。はた し

てそ うであるかどうか、これもまた客観的調査の分析 と多くの論議を必要 とす

るところであろう。ただ言えることは、たとえそ うであつたとしても、労働に

は変わらず積極面 と「苦役」とい う否定面のともな うことは言 うまでもないι

日本の近代には、炭坑での重労働、「女工哀史」、「蟹工船」など過酷な労働環境

のもとで働かざるを得なかった多 くの人がいる。近代の労働運動の激 しさは、

他に劣るとは思えない。その意味では、 日本で一般に言われる労働の積極的は

評価は、必ず しも一義的とは言えないであろう。

ところでマ ックス・ ウエーバーの所説に通 じるものとして『本覚一如』 とい

う一文がある。江戸時代初期の禅僧 。鈴木正三のものである。参考までに付 し

ておきたい。:「本覚真如の一仏、百億分身 して世界を利益 したまふな り。鍛冶

番匠をはじめて、諸職人なくしては、世界の用所、調 (と とのふ)べからず。

武士なくして世治べか らず。農人なくして世界の食物あるべか らず:商人なく

して世界の自由、成るべからず。此外所有事業 (あ りとあらゆることわざ)、 出

来 (いでき)て、世のためとなる。天地をさたしる人もあり、文字を造出 (つ

くりいだ し)た る人も有、五臓を分けて医道を施す人 もあり。その品々、限な

く出て、世の為になるといへども、唯是一仏の徳用な り。此如 くあ りがたき仏

性を人々具足す といへ共、この理をしらず して、我 と此身を賤 (いや)し くな

し、悪心悪行を専 らとして、好で悪道に入るを、迷いの凡夫 といふな り」。これ

を解説して、水野隆徳氏は、「この正三の職業間に立てば、『仕事即仏行』とな

る。職業生活と宗教生活、物質生活と精神生活が一如となつている。・ 。。ここ

に日本の職業倫理の思想史上における正三の歴史的意義が認められる」と言い、
さらにそれが松下幸之助の職業倫理に通じていると論じられている (「 日本的職

業倫理の系譜」、『論叢。松下幸之助第 11号』、ただしインターネットより入手)。

3.歴史の中の労働そして現代

あ)歴史の推移 と労働形態のその意味の変遷

歴史の流れの中で労働の形態も大きく変わっていくのを垣間見た。労働 (と

くに有形無形の生産活動として)が、時代の変遷にともないさまざまに評価さ

れるにしても、その不可欠であることは変わらない。貴賤の区別はなされるで

あろう。しかし人間が身体的存在である限り、労働は人間の基本的規定である。



しかしそれが人間の罪によつて、その意味が曖味になり、苦役 とな り呪いとな

つているとい うことも事実である。キリス ト教信仰の現実理解における二重性

を考えるとき、労働を理想化することも、労働を貶めることも現実を見誤つて

いると言わねばならないであろう。労働は、けつして必要悪ではない。 また自

己実現に直結するものでもない。労働の意味は、そのような否定においても、

あるいは肯定においてもあるのではなく、異なるところに求められねばならな

いとい うことになるであろう。

い)現代的労働形態の新たな人間性 「疎外」の状況

利潤至上主義は、人間を非人間的な労働環境に追いやる。雇用形態 も、それ

にそ う形に沿 うようにならざるを得ない。可能な限 りの人件費的低 コス トで最

大限の労働効果を得ようとする。非正規雇用の増加、長時間労働の強制、「ブラ

ジク企業」などを現代 日本の労働状況の否定的な一面を物語つている。た しか

にこのような人間疎外の状況は、今 日に限つたことではないであろ う。 しか し

不断にあらがっていかねばならない今 日的状況であることに変わ りはない。

う)「召命」としての宗教改革的職業倫理の現代的意義

職業倫理、つま り人間存在の基本形態である労働は、いかにあるべきかを問

う倫理は、その現実的様相からその規範を見いだし得ないのではないか。すで

に見たように、労働の理想化は幻想であるし、労働の否定は身体的現実として

の人間の存在を否定する。労働の実相、その光陰両面を見てこそ、真実に現実

に間に合 う職業倫理を得ることができるのではないか。そ してそれ こそ、宗教

改革的福音いに立脚する、人間の奉仕 しようとする神への奉仕に位置づけられ

て、労働の虚無的な現実に直面 しながらも、隣人の最大限可能な福祉を求めて

いる労働姿勢、職業倫理 と呼ばれるものが可能になるのではないか。



「職業倫理は現代の社会のなかでどのように実践されてきているか」

高本 実 (KGK総主事 )

●現状

就職留年  2009年  7万 9000人 (大学生 7人 に 1人の割合)

2011年 1 5人に 1人の割合 (就職留年する学生の多さからすれば、実質 4人 に 1人 )

今野晴貴 「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」 (文春新書 887)  「大量採用」「大量離職」

服部嘉明「申命記講解」 (い のちのことば社 )

「ここで私たちは、「奴隷Jと い う言葉に出会 うのですが、…近代世界でいうような観念からは少し異なり、離れ

ているようです。むしろ、ある意味では、現代でい う雇用関係 と考えたほうがよいでしょう。…古代の人が、今

の社会を見るとすれば人格を無視 した ドレイ制度と見るかも知れません。「売られてきて…」(12)と ありますが、

その人間の価値、才能が認められて雇われ、才能と価値が承認されたのです。それがなされないで奪われたり、

略奪されたならば、人格無視で責められたのです (出 エジプ ト21章 )。 」 (p.128)

●KC.K関 係 書籍

唄野隆   「現代に生きる信仰」 (す ぐ書房 1985/3/1)

「キリス ト者の職業と召し」 (いのちのことば社 1995/7/20)

山崎龍一  「クリスチャンの進路選択」 (い のちのことば社 2004/11/30)

●課題   1)教 会観

2)伝道観

3)終末観

ロバー ト・バンクス  ロを見開いて「この世」をしっかりと見据える霊性

後藤敏夫 「終末を生きる神の民一聖書の歴史観 とキリス ト者の社会的行動―」

(ラ イフ・ブックレット7いのちのことば社 p.13～ 14)

『多くの福音派キリス ト者に、社会や歴史の問題をあまり真剣に考えないようにさせている大きな要因の一つ

に、センセーショナルな終末論の影響があります。ノス トラダムスの大予言と本質的に変わらないようなそれ

らの悲観主義的、運命論的な終末論は、福音派の教会を広く汚染 しています。

その内容の是非は純粋に聖書解釈上の問題ですが、実際に最も問題に感 じるのは、そのような終末論は宗教

的な熱狂主義は生み出しても、真に歴史と社会に責任を負ったキリス ト者の良心的な生き方を生み出さない、

ということです。勉強も仕事もすべては伝道の手段と考える以外に、若者に真の聖書的なビジョンを与えるこ

とができない、とい うことです。』

A・ ウォルタース 「キリス ト者の世界観」 (聖恵授産所)

「彩 り」 (ミ スター・チル ドレン「HttE」 3曲 目 5:23)

僕のした単純作業が この世界を回り回つて

まだ出会つたことのない人の笑い声を作つてゆく

そんな些細な生き甲斐が 日常に彩 りを与える

モノクロの僕の毎 日に 少ないけれど 赤 黄色 緑

なんてことのない作業が 回り回り回り回つて

今 僕の目の前の人の笑い声を作つてゆく

そんな確かな生き甲斐が 日常に彩 りを加える

モノクロの僕の毎日に 頬が染まる 温かなピンク

増やしていく きれいな彩 り


