
キリスト教教育委員会

酪 農 学 園 大 学

No. 72   2015 .  4 .  6

聖書の一節から
神の御心を行って約束されたものを受けるためには、忍耐が必要なのです。

（ヘブライ人への手紙10章36節）

「愛敵の教え」（マタイ福音書５章43－44節）
　── 隣人愛の光と影 ── 　循環農学類　小林　昭博

もう一人の誰かと一緒に　 　環境共生学類　押谷　　一

「憲法９条にノーベル平和賞を」の取組みを通して想うこと　 
 　「憲法９条にノーベル平和賞を」実行委員会　岡田えり子
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　あなたたちは「あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎み
なさい」と言われているのを聞いている。しかし、わたし
はあなたたちに言う、「あなたたちの敵を愛し、あなたたち
を迫害する者たちのために祈りなさい」。
  （マタイ福音書５章43－44節［私訳］）

　　
　　

「「愛敵の教え愛敵の教え」」（（マタイ福音書５章43マタイ福音書５章43－－44節44節））
── 隣人愛の光と影 ──── 隣人愛の光と影 ──

循環農学類　キリスト教応用倫理学研究室　小林　昭博

　隣人愛の表側 ̶ ̶ 憎悪の否定
　本学の建学の精神に含まれる「隣人
愛」は、イエスの言葉として広く知ら
れていますが、元々は旧約聖書（ユダ
ヤ教聖書）の教えであり、したがって
その起源はユダヤ教にあります。
　旧約聖書のレビ記19章18節には次
のように書かれています。「復讐して
はならない。民の人々に恨みを抱いて
はならない。自分自身を愛するように
隣人を愛しなさい」。これが隣人愛の
起源と目される聖書箇所です。
　この一節を読むと分かるのですが、
旧約聖書の隣人愛の本来の意味という
のは、ただ単に「隣人を愛しなさい」
とお題目のように唱えているのではな
く、隣人愛の前提として、隣人に対す
る復讐や恨みといった憎悪の感情を否
定するよう促すというものなのです。
 このように、聖書の語る隣人愛には
誰も否定することのできないある種の
普遍性が内包されており、それゆえユ
ダヤ・キリスト教の教えに過ぎなかっ
た隣人愛が、時代や文化を超えて、人
類の普遍的な価値観として普く受け入
れられてきたのだと考えられるので
す。
　しかしながら、このような肯定的な
隣人愛理解は、さしずめ隣人愛の表側、
光の当たる部分でしかありません。

　隣人愛の裏側 ̶ ̶ 憎悪の肯定
　では、隣人愛の裏側、影の部分とは
いったいどのようなものでしょうか。
それは「あなたの隣人を愛し、あなた
の敵を憎みなさい」とイエスが引用す
る言葉に端的に言い表されています。
　イエスが引くこの言葉は、旧約聖書
や古代の文献には見出されないのです
が、誰もが知る言葉として引用されて
いますので、おそらくこの時代に流布
していた処世訓だと考えられます。そ
うしますと、イエスの時代では、本来
の隣人愛の教えには存在しなかった

「敵を憎む」というマイナスの要素が
加わり、かつて旧約聖書が否定した憎
悪が肯定され、隣人愛と敵を憎むこと
がコインの表と裏のように一つのセッ
トとして理解されるようになっていた
ということが浮き彫りになるのです。

　隣人と敵 ̶ ̶ 同胞愛と排外主義
　では、この処世訓に示されている「隣
人」と「敵」とはいったい誰のことを
指すのでしょうか。
　まず隣人についてですが、先に引い
た隣人愛を語るテクストの直前に次の
ように書かれています。「心の中で兄
弟を憎んではならない。同胞を率直
に戒めなさい。そうすれば彼の罪を
負うことはない」（レビ記19章17節）。
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すなわち、レビ記の隣人愛が指し示す
「隣人」とは、隣近所の人といった漠
然としたものではなく、あくまで「同
胞」を指すことが明らかとなります。
　次に敵についてですが、上述したよ
うに、隣人愛とは同胞による共同体内
の倫理規定として生み出されたもので
すので、そこには敵など存在しません
でした。しかし、ユダヤ人は同胞以外
との関係を殊更に考えなくてはいけな
い事態に直面したのです。それが前６
世紀のバビロン捕囚、すなわちバビロ
ニアに捕虜として強制的に連行されて
しまうという経験です。
　選民として誇りを持っていたユダヤ
人でしたが、捕囚はその自信を粉々に
打ち砕いたのです。その後バビロニア
を滅ぼしたペルシャによって、ユダヤ
人は自分たちの土地に帰還することを
許されるのですが、パレスティナの地
に戻ったユダヤ人は民族的アイデン
ティティを再構築せんがために、外敵
を作ることで同胞に危機を煽り、排外
主義を強化し、民族主義へと傾いて
いってしまったのです。ですから、こ
の処世訓が意図する敵とは、排外主義
によって外敵として定めた周辺の諸民
族（異邦人）のことを指しているので
す。

　愛敵の教え̶̶ 隣人愛の光と影
　イエスの時代に隣人愛が排外主義と
民族主義の象徴であったことは、有名
な「善きサマリア人の譬」（ルカ福音
書10章25－37節）からも明らかです。
この譬において、イエスは強盗に襲わ
れて半殺しにされたユダヤ人を助け、
その隣人になったのが、善を行うはず
の同胞の祭司やレビ人ではなく、敵と
して忌み嫌っていたサマリア人であっ
たと喩えることで、「《隣人＝同胞》／

《敵＝異邦人》」という当時の常識を再
考するよう促したのです。
　この譬の意図を援用すれば、イエ

スが「敵を愛しなさい」と語ったの
は、単に無理難題を吹っ掛けていると
いうのではなく、隣人愛が民族主義と
排外主義によってその本来の姿から乖
離している現状を明らかにし、敵とし
て憎むよう教えられてきた周辺の諸民
族（異邦人）が、実際には敵ではなく、
隣人として愛すべき人なのだというこ
とを示そうとしているのです。
　同様のことは、近年の日本と韓国や
中国との関係にも当てはまります。大
学礼拝では、年に二度CCC（Campus 
Crusade for Christ）のメンバーであ
る韓国の大学生を迎えています。直近
の2015年１月20日には、CCCによる
礼拝プログラムで学生たちが盛り上が
り、その後の交流会にも多くの学生が
集まって、民族や言葉の壁を越えて楽
しい時間を過ごし、今もSNSを通じ
て遣り取りをしています。
　本学と韓国の学生が楽しそうに笑っ
たり踊ったりする姿から、両国の政府
やマスコミが言うのとは異なり、日本
と韓国もまた「敵」ではなく「隣人」
だということに改めて気づかされます。
　新入生のみなさんもまた、在学生や
教職員と一緒に、「隣人と敵」という
壁を打ち砕き、世界に目を向け、新た
な隣人と出会い、隣人愛という本学の
建学の精神を体現していってくださる
ことを心より願っています。

《礼拝後の韓国CCCと本学の交流》
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　新入生のみなさん、
酪農学園大学ご入学
おめでとうございます。
心より歓迎いたします。

　酪農学園大学は、建学の精神として
「三愛精神」と「健土健民」を掲げて
います。これからみなさんは様々な場
面で酪農学園の設立の歴史や目的、そ
して建学の精神について学び、それを
体得して社会に羽ばたいていくことに
なります。もちろん、それぞれの関心
分野に関する専門的な学びがとても重
要ですが、酪農学園の建学の精神の学
びを大切にしてください。

窮乏の底から

　入学式でも歌われた学園歌ともいえ
る「酪農讃歌」。
　酪農讃歌がつくられたのは、いまか
ら70年前、長く続いた戦争によって
国土は荒廃し、人びとは喪失感に包ま
れていた時代でした。酪農讃歌で繰り
返し歌われている「窮乏の底」とはそ
のような状況を表しています。
　そのような困難な状況を抜け出し、
豊かな国を創るのは酪農学園に学ぶ若
者であるという強いメッセージが込め
られているのです。
　日本は太平洋戦争後、戦争によって
国内外の人びとに塗炭の苦しみを与え
たことへの反省にもとづき、平和を大

切にした豊かな国とする憲法を掲げ、
みんながそれぞれに尽力しました。
　しかしながら急激な経済成長の裏側
では、水俣病のような公害によって人
びとは苦しめられ、東京一極集中を進
めるグローバル経済成長戦略によって、
地方、とりわけ農山漁村から若者が都
会に流出し、深刻な過疎化が進んでい
ます。これは原発や基地の誘致、公共
事業による地方への補助金等の「外来
型の開発」による失敗の結果です。　
　そのため農山漁村の人びととともに

「内発的発展」と呼ばれる住民自治に
基づく地域政策の実現をめざしていか
ねばなりません。
　内発的発展とは、所得の拡大や物質
的な豊かさの達成を目標とするのでは
なく、地域の固有の文化を継承して自
然環境との共生をめざし、地域のなか
で、地域に住む人びと自らが付加価値
を生み出すことを考え、行動して、そ
の付加価値を地域に再投資することを
基調とするものです。
　20世紀の終わり1992年に開催された
国連環境開発会議は「持続可能な発展

（Sustainable Development）」を人類
共通の課題として掲げました。
　これは世界平和の実現と、地球的規
模の環境保全と貧困問題を同時に解決
するための会議でした。しかし、現実
には地球的規模の環境問題はますます

もう一人の誰かと一緒にもう一人の誰かと一緒に

環境共生学類　資源再利用学研究室　押谷　　一
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深刻さを増し、貧困から抜け出すこと
のできない人々がいます。
　酪農学園大学は、人類共通の課題で
ある食・農・環境・生命を総合的に追
求することを第一とし、政治に翻弄さ
れることのない、人類の普遍的な価値
の追求を大切にしています。
　ひとつの逸話をご紹介しましょう。
　インド北部のウッタルプラデシュ州
でカースト制度（ヴァルナ・ジャー
ティ制）により差別されてきた農民を
指導するためにアラハバード農業大学

（現在のサムヒギンボトム農工科学大
学）に継続教育学部を設立した牧野一
穂先生は、その後継者に酪農学園大学
の卒業生である三浦照男先生を指名し
ました。なぜ、牧野先生は三浦先生を
差別されている農民の指導者としたの
でしょう。牧野先生はあるとき、イン
ドの農場の片隅で酪農学園大学の卒業
生の一人が、しゃがんでいるのを見か
けたそうです。仕事もせずに何をして
いるのか、と叱ろうと思い近づき、ど
うしたのか尋ねたところ、かれは牛が
食べるとよくない雑草を手で一本一本
抜いていると答えたそうです。
　牧野先生はそれ以来、酪農学園大学
の教育研究の精神に深い感銘を受けた
とのことです。

忍耐は希望に

　一人ひとりの自発的な取り組みは
遅々として忍耐が強いられることかも
知れませんが、やがて大きな成果を生
み出します。
　そして一人ひとりが「手に手をとり
て村を守り」窮乏の底に沈む国を、そ

して世界を興していく力となります。
　いまから100年前、南極横断を目指
した英国の冒険家アーネスト・シャク
ルトンは、南極に到着する前に船が難
破、救援も期待できず、食糧も尽きた
絶望的な状況の下で、１年８か月近く
氷のなかを漂流しますが27名の隊員
全員の生還に成功します。その時の体
験を聞いた詩人、T・S・エリオット
は荒地という詩の中で次のように記し
ています。

「君たちの傍らにもう一人の人がいつ
も歩いているがそれは誰だ？─ 僕が数
えるときみたちと僕だけだ─あの白い
路の先方を見るときみたちと一緒に歩
いている人がもう一人いるのだ」
　もう一人とはだれでしょうか。
　建学の精神の「三愛精神」に示され
ている神様のことです。
　これからの大学の学びのなかで、共
に歩んでくれる誰かを探して、実りの
多い日々を歩んでください。　
　ちなみにシャクルトン一行の船の
名前「エンデュランス（endurance）」
は「忍耐」という意味です。

《インドの農村で共に木を植える》
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　新入生の皆さん、素
晴らしい環境の酪農学
園大学にご入学おめで
とうございます。

　昨年、貴大学に伺わせていただきま
した。あの広い敷地内で深呼吸をした
ら、すがすがしい空気が体の隅々に行
きわたるようでした。いっぱい深呼吸
をしてください。そして何より、無理
をせず自分らしくいることのできる、
楽しい大学生活でありますように。そ
の上で、学び、考え、語り合い、チャ
レンジし、いろいろな体験をして、希
望をもって社会に巣立って行かれます
ことを、心よりお祈りします。

「憲法９条にノーベル平和賞を」の紹介

　今日皆さんに紹介させていただきた
いのは、「憲法９条にノーベル平和賞
を」の取組みです。この取組みを始め
たのは、まだ幼い子どもを持つ若いお
母さんです。取組みのきっかけは、大
学時代、留学していたオーストラリア
で、多くの難民の方たちと出会ったこ
とです。たとえば幼少時、内戦の影響
で武装グループに襲撃され、家族離れ
離れに生活し、大人になってはじめて
小学校で学ぶことができた青年。自分
の環境との違いに衝撃を受けました。

「戦争は一度始まってしまったら止め
られない、戦争をしないという決意が

どれだけ重要か」。また帰国後結婚し
て子どもが生まれ、「戦争になったら
子どもが泣く。世界中の子どもたちを
守るため、戦争をしたくない」との思
いを強くします。2013年１月、戦争
をしない憲法９条を日本で守り、世界
に広げるため、「憲法９条にノーベル
平和賞を授与してください」という
メールを一人ノルウェー・ノーベル委
員会に送ることから、この取組みを始
めました。対象ははじめ「憲法９条」
でしたが、「ノーベル平和賞の対象は
個人か団体であること」を知り、「戦
争しない憲法９条を保持する日本国
民」としました。実行委員会を立ち上
げ、①紙面とネットによる署名活動
と②推薦依頼活動を行ってきました。
2014年度、推薦状が無事受理され、「憲
法９条を保持する日本国民」がノーベ
ル平和賞候補となりました。受賞は
なりませんでしたが、９条に世界の注
目が集まりました。2015年度も10月
10日の発表に向けて取組を続けていま
す。３月３日現在、昨年から累積で集
めている署名は50万筆を超え、100万
筆をめざしています（詳細は「９条ノー
ベル」で検索してみてください）。

皆さんにお願いしたい２つのこと

　①対象をなぜ日本国民としたのか。
それは、わたしたち一人一人がノーベ

「憲法９条にノーベル平和賞を」の取組みを通して想うこと「憲法９条にノーベル平和賞を」の取組みを通して想うこと

「憲法９条にノーベル平和賞を」実行委員会　岡田えり子
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ル平和賞候補になることにより、主権
者として、日本国憲法、特に９条と、
その解釈の指針となる前文に向き合い
たいと思ったからです。前文と９条に
は何が書いてあって、どういう意味な
のだろう。９条を守り、活かすとは、
どういうことなのだろう。ぜひ学び考
えてみてください。
　②皆さんもわたしも「戦争を知らな
いこどもたち」でした。それはすばら
しいことです。でも今、戦争体験者が
年々少なくなり、その方たちが戦争前
の時代に状況が似てきたと危惧なさる
ことをわたしは憂えます。戦争体験者
がなぜ70年近く、意見が分かれ、激
しい攻防を繰り返しながらも、「戦争
をしない憲法９条」を保持してきたの
か。それは、どれだけ戦争が悲惨なこ
とか、身に染みて味わってこられたか
らにほかなりません。戦争を知らない
わたしたちは、さまざまな方法を通し
て過去の歴史に学び、と同時に、現在
の世界の動きに関心を持ち、想像力を
働かせて戦争を知る必要があるでしょ
う。戦争が始まったら、私たちの生活
はどうなるか。命は？自分らしさは？
表現や思想信条の自由は？人らしく生
きる権利は？忘れてならないことは、
戦争という非常事態に突入するため
に、国は国民を一つに束ねたいという
ことです。こうあるべきという一つの
考え方が示され、こうでなければなら
ないと強い縛りがかけられ、従わなけ
れば罰が与えられるということ。その
ため思考停止状態に追い込むようなあ
るいは喜んでその道に進むような教育
と仕組み作りが進められていくこと。

ぜひ、さまざまな方法で「戦争」に触
れるとともに、私たちの身の周りを振
り返ってみてください。

共に神様の愛の中にとどまること

　わたしはクリスチャンで、毎年、年
の初めに、今年大切にしたい聖書のこ
とばを想います。
　実は年末忘れていることも多いので
すが、今年は次のことばを想いました。

「父（父なる神）が私（子なるキリスト）
を愛されたように私もあなたがたを愛
しました。私の愛の中にとどまりなさ
い」（ヨハネによる福音書15章9節）。
まずわたしが、ありのままのわたしを
命をかけて愛してくださるキリストの
愛を喜び感謝し、キリストの愛の中に
とどまることができますように。自分中
心なわたしからは、本当に人を尊重し、
人を生かしていく愛は出てきません。
キリストの愛の中にとどまる時のみ、
神様の愛がわたしから流れます。それ
は身近な家族に対しても、ちょっと気
が合わないあの人や国籍の違うすべて
の人に対しても、同じことなのだと思
います。神様が愛しておられるのは、

「あなた方」、すべての人です。神様が愛
しておられるすべての人と共に神様の
愛の中にとどまることができますように。
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あ と が き
　◇新入生のみなさん、ご入学おめでと
うございます。これからの学生生活をご
一緒できることを喜んでおります。
　◇酪農学園大学はキリスト教の精神に
基づいて教育・研究が行われています。
キリスト教に馴染みのない方もおられる
かも知れませんが、異文化に触れること
を楽しんで下さい。
　◇世界各地で頻発しているテロや紛争
の原因は宗教の違いであるという意見も
ありますが、宗教は他者との違いを知り、
お互いが思いやりをもつことが原点です。
　◇小林先生が引用されている聖書・マ
タイ福音書のことばをいつも心に留めて
おきたいと思います。地球的規模で問題
点をとらえ、行動は足元からはじめて忍
耐を希望に変えていきましょう。 （H.O.）

　◇新入生のみなさん、入学おめでとう
ございます。みなさんの学生生活が素敵
なものになるようお祈りします。
　◇『出会い』72号をお届けします。押谷
教授は表紙とメッセージをご担当くださ
いました。また、岡田さんには「憲法９
条にノーベル平和賞を」実行委員会の現
況のご紹介をしていただきました。お二
人に感謝申し上げます。
　◇メディアを通じて反イスラームの感情
が煽られていますが、ここには日本社会の
宗教音痴の問題が横たわっています。本学
にはアジアの諸地域から多様な宗教を信仰
する留学生が学んでいます。彼女彼らの「隣
人」になるためにも、本学では「キリスト
教と諸宗教」などの授業を通して、世界の
諸宗教を学んでみてください。 （A.K.）

　本学はキリスト教精神に基盤を置く大学として、創立以来60年以上大学
礼拝を大切にしてきました。授業期間中の毎週火曜日の２時限（午前10時
40分～12時10分）は大学礼拝の時間に充てられており、学生、教職員の
誰しもが出席できるよう、この時間には授業等が入らないように配慮され
ています。大学礼拝は建学の精神である「三愛精神」（神を愛し、人を愛
し、土を愛する）を経験してもらう実学教育の場として設定されています。
悩みや心配なこ
とがあるときは
特にこの場で心
を静め、リラッ
クスしたりリフ
レッシュしたり
できるひととき
を過ごしてもら
いたいと願って
います。
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2014年12月16日（火）の大学礼拝
（大学クリスマスコンサート）




