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　「クリスマスは知ってるけど、イースターって何？」というかたも、「キリストが復活した、ってい

う日ですよね。だけどあんまりよく分からない」というかたも、「もう何十回もイースターを過ごして

きたぞ」というかたも、この際、もう一度、聖書のみ言葉と、絵画と、地図と解説でイエス様の歩まれ

た足跡をたどってみましょう。

　イースターは確かに復活を祝うめでたい日です。しかし復活は必ず十字架のできごととセットです。

そしてイエス様が洗礼を受けられたのち、その歩みはずっと、常に十字架に向かっていたのです。そし

て最後の１週間、エルサレムで何が起こったのか、ゲツセマネってどこ？　ゴルゴタは？　とたどって

いく時、イエス様の十字架の道行き（ヴィア・ドロローサ）がリアルにとらえられることでしょう。そ

して復活の喜び！　イエス様の復活に出会った人には驚きしかなかったかもしれません。アート・バイ

ブルを参照されればもっと多くの絵画に出会うことができます。           　  （ 神学生　NOR! ）
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『地図と絵画で読む　聖書大百科　ビブリカ』
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　受難節に入るこの時期に私たちは福音の中心であるイエス・キリストの十字架の死と復活に改めて心
を向けて信仰生活を過ごしたいと思います。
　イエス・キリストの「復活」が荒唐無稽の作り話ではないことに心開かれるためには主イエスの十字
架の死に目を留めなければなりません。四つの福音書のその伝え方は同じではありませんが、共通して
主イエスの十字架の死から主イエスの復活を語っています。
　大宮溥先生がマルコ福音書の連続講解説教をされ、その後半部分を「十字架と復活への道」とタイト
ルを付けて説教集をまとめられました。その帯封には次のように記されています。「罪の審判から永遠

の命へ　イエスが捕らえられた時に彼を見捨てた弟子たち。臆病な彼らはなぜ福音を大胆に語る者へと

変わっていったのか？人々に新しい生き方へ踏み出す勇気を与えるイエスの死と復活の今日的な意義を

語った29編のメッセージ」

　主イエスの復活が私たちに希望をもたらす出来事であったことがここに語られています。
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『らんたん』
柚木麻子 著　　小学館 〔黒 913.6 Yu〕

!恵泉女学園の創設者河井道と、その同労者一色ゆりを中心に、明治から昭和の時代を積極的に生きた

女性たちの、歴史群像劇的労作。本の帯で出版社は、河井とゆりのシスターフッドなる友情をテーマと

しており、それはそうだが、津田梅子をはじめ山川菊枝など女性解放史に名を遺す人々が、階層的制約

はあるものの、実名で網羅されるのに胸踊らされる。

　シェアの精神を持ち、思ったことを発言していける女性を、という理想を育くみ支えた米国のキリス

ト教界、その教育を実現した恵泉女学園のまことに楽しい日常、戦時下の苦難と忍従等読み飽かせな

い。全面的に妻を支え生活者としても自立した男性という、日本では未だに稀有の存在がゆりの夫とし

て登場するのは羨ましくも嬉しい。河井の抜きがたい日本人意識、迷いをも見落とさず、若き日の友人

有島武郎の霊が批判者として現れる小説的仕掛けも興味深い。　　   　　（ シオン会　M.T ）

『女性の生きる力と聖書の言葉 - 大学チャペルの四季 - 』
棚村恵子 著　青山社

　棚村恵子先生の説教を、心に沁みる思いで伺った教会員はたくさん居ることと思います。東京女子大

学では毎日15分のチャペル礼拝が行われます。中内潔先生のパイプオルガンに心静められる中で礼拝の

形が守られ、お話の時間は７分程度となります。この本はその礼拝で語られた説教を中心に、同窓会で

の礼拝説教や新渡戸稲造関連の論文も含めて編まれたものです。東京女子大生という限られた対象への

メッセージでありながら、子供から老人にいたるすべての方々の心を神様の愛で満たす力を持つ語りか

けです。

　先生は時代へのアンテナと、豊かな読書体験から、詩や小説の紹介や、その時代を生きる人間の心の

動きを短い７分の説教に取り入れて、聖書の語る福音の真理につなげてくださいます。時の学長が、広

く聞いてほしいと出版を勧められたのですが、本当に、女性や若者に限らず、未信者の方にもお薦めし

たいと、数年前の出版ですが取り上げました。　　　　　　　　　　　  （ シオン会　M.T!）
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『ICU式「神学的」人生講義　この理不尽な世界で「なぜ」と問う』
魯 恩碵 著　　　CCCメディアハウス　　〔赤 191. Ro〕

!国際基督教大学 ( ICU ) において必修科目として定められている「キリスト教概論」。著者の講義が書

籍化されたのが本書です。扱われているテーマは、人権、哲学、資本主義などと幅広く、私たちが生き

るうえで簡単には答えが見つからない疑問に対して、神学に基づいて論じる内容となっています。

　たとえば、本書の冒頭では「人権とは発明か、発見か」という問いについて、キリスト教の人間観に

基づき答えを導きだそうと試みます。本書は７名の学生と筆者との対話形式がとられており、学生はそ

れぞれの立場で討論します。筆者は「この問いに対して正解は一つであるとは言えません。ただ、皆さ

んがどのような選択をしていくかについて、じっくり考えることは有意義です。」と語ります。

　理不尽なことも多い世の中に生きる上で忘れかけていた、「問うこと」と「考えること」の重要性を

改め気づかせてくれる一冊です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 地の塩会　M ）

345

67

6789:'(3456789

『ヤバいぜ！聖書（バイブル）　あなたに贈る40のメッセージ』
明治学院テキスト作成委員会 編

　“あなたはそのままで素晴らしい”というメッセージから始まります。このメッセージには救われると

共に、そんなに簡単に褒められていいのかという疑問が生まれます。この本では、この文章を始めとし

て、キリスト教とは何なのか、言っていることは正しいのか考えるきっかけになると思います。

　旧約聖書に出てくる言葉を現代や日常の出来事などに例えるなどして、解説を通して分かりやすく

メッセージとして伝えてくれます。そして解説の後に、アクティブラーニングというコーナーがあり、

お題が出されていて、みんなで聖書の勉強するときにも役立つと思います。

　最後に、はみだしコラムでは、聖書の言葉を、現実的に突っ込んだり、少々ディスったり面白くおか

しく返しの言葉がつけられて楽しく読み進められます。

　聖書について学びたいけれど、堅苦しく感じてなかなかハードルが高いと思ってしまうような人に

とっての入門書によいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ 共励会　H.I )
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『キリストの復活　レントからイースターへ (教会暦による説教集第2巻)』
山本裕司 編　　　キリスト新聞社　　〔緑 198.34 Ya〕

!毎年のイースターに何を読むかについては、大切な関心事の一つであるが今年はどうしても「平安」
という文字を探してしまう。ウクライナ侵攻という危機的状況。よもや21世紀になっても、兄弟同士・
キリスト者同士で武力衝突がおこるなど思いもよらなかった。
　本書の出版は2006年、アメリカ同時多発テロ事件以降のテロとの戦いが続いている闇の時代の説教
集である。随所に争いの愚かさと平和の大切さが語られる。
　吉松純先生は、コヘレトの言葉３章「何事にも時があり」より、神の時「カイロス」を解説した。こ
の「時」は「すべてふたつの時が対になっていると解き明かす。原因と結果、初めと終わりである。」

　　　　　　　黙する時、語る時  /  愛する時、憎む時  /  戦いの時、平和の時

　「どれほど時間がかかろうとも必ずその時、カイロス＝慰めの時、笑いの時は来ると信じる」と告げ

る。　　　　　!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! （ 地の塩会 図書委員　m.i.!）
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     〃　　　　　〔黄 193.63 Wa〕

　何度かこの誌面上で紹介しているシリーズ『スタディ版』ですが、イースターを前に再び鑑賞しまし
た。
　『マタイ』では、‘十字架上での叫び’に続く‘空の墓’の物語から、「十字架を悲劇としてよりむしろ
勝利として理解できる」(p.156 l.7)、…また、復活の主に出会った信仰深い女性たちのように私たちも選
ばれていると学べます。
　『ルカ』では、私たちが「人生の途上で夢破れ、期待が裏切られる」…そのようなとき、「可能な矯
正手段を提供し」(p.159 l.17)てくれる‘エマオへの途上’の物語をとりあげています。それはこの物語が語
る「福音（よきおとずれ）の告知」「聖書の朗読と説き明かし」「主の晩餐」、つまり礼拝であり、復
活の主に出会うために、私たちは繰り返し礼拝にあずかることが必要なのだと教えられました。
　争い絶えない私たちの罪をあがなってくださる主イエス・キリストの復活祭をおぼえる備えとなりま

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　      （ シオン会 図書委員　Ri  )

日本キリスト教団出版局　　〔黄 193.61 Mc〕
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『現代聖書注解スタディ版　マタイによる福音書』M.A.マッケンジー 著　宮本あかり 訳

『　　　〃　　　　　　　ルカによる福音書』 T.W.ウォーカー 著　住谷眞 訳
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