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【救われる前の私】

私は幼い頃から、絵を描いたり小説を書いたり、歌やダンス、
お芝居など表現をすることが好きでした。小・中学校といじめ
られたり孤立したりすることがよくありましたが、表現をして
いる時だけはみんなから注目され、称賛してもらえたからです。

中でもお芝居が好きだったため、中学から本格的にレッスン
を受け、女優を目指すようになりました。しかしオーディション
になかなか受からず、自暴自棄になっていた矢先、スクールの
先生から宝塚歌劇団の受験を勧められました。宝塚は女性だけ
で構成された日本の歴史ある劇団です。元タカラジェンヌで
ある先生に「あなたなら絶対に受かる」と言われ、その言葉を
信じて受験を決意しました。

県内トップクラスの高校に入学すると同時に、受験のための
レッスンが始まりました。死に物狂いの努力で歌やダンスは
みるみる上達しました。有望株扱いを受け、未来は明るいように
思えましたが、精神的には壊れていきました。ハードなレッスン
に進度の速い勉強、多忙なスケジュール、急激なダイエットが
私を追い詰めました。強迫性障害、双極性障害、過食症の症状
がありました。幻覚も見え、視覚に異常が現れる「不思議の
国のアリス症候群」を疑いました。自分は ADHD（注意欠陥
多動性障害）やHSP（ハイリー・センシティブ・パーソン：人一倍
繊細な人）ではないかとも思いました。レッスンの送迎などに
協力してもらうため家族にいつも気を使い、レッスンの忙しさ
から友達とは疎遠になり、心の休まる場所が家にも学校にも
ありませんでした。

ある時から本当は自分が宝塚を好きでないことに気づいて

あなたは「真実の愛」に出会ったことがありますか？
あの有名な物語『美女と野獣』のテーマにもなっていますが、

現代人にとっては幻のような存在でしょう。
しかし、その愛に私は出会いました。

私に真実の愛を注いで下さったのは、イエス・キリストでした。
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いました。しかし、先生方からの期待や、これまで両親にかけ
させてきた莫大なレッスン費のことを思うと「受験をやめたい」
とはとても言い出せませんでした。母から勉強も頑張っておく
ように言われ、とうとう限界が来ました。

ある日、学校を飛び出してしまいました。自殺するつもりで
した。翌朝には帰宅しましたが、数日後に学校で精神が崩壊
しました。保健教諭から「一つの体の中にいくつもの人格が
あるようだ。この仕事を 20 ～30 年やってきたが、今まで見た
中で一番重症」と言われ、専門の医師や精神カウンセラーの
受診を勧められました。担任の先生の助言もあって、しばらく
学校を休むことになりました。

【イエス様との出会い】

◇霊的カウンセリングの入り口
母は心当たりのある心療内科に電話しましたが、どこも予

約がいっぱいで約 2 ヵ月待ちでした。カウンセラーをインター
ネットで探してもどこがいいのかわからず、途方に暮れてし
まいました。そんな時、長年の友人である女性が牧師に会う
ことを勧めてきました。その方はぶどうの木のクリスチャン
でした。イエス様はあらかじめ私達に、このクリスチャンを
遣わして下さっていたのです！私は「牧師」と聞いて “ 宗教的
なおじさん ” をイメージし、会うのを拒みましたが、母は牧師
達を家の中へと招き入れました。

ヨハネによる福音書 1 章 6 ～ 10 節
ここにひとりの人があって、神からつかわされていた。その名
をヨハネと言った。この人はあかしのためにきた。光について
あかしをし、彼によってすべての人が信じるためである。彼は
光ではなく、ただ、光についてあかしをするためにきたので
ある。すべての人を照すまことの光があって、世にきた。彼は
世にいた。そして、世は彼によってできたのであるが、世は
彼を知らずにいた。

牧師達は普段着の二人の女性でした。瞳がこの世のものと
は思えないほど透き通っていて驚きました。私は最初ソファ
の陰に隠れていましたが、二人の前に座った途端、これまで
の生い立ちや家族への不満、精神崩壊するきっかけとなった
宝塚受験などについて１時間話し続けたそうです。話してい
るのに目をつぶって眠っていたのを覚えています。何者かに
体を乗っ取られているようでした。話しながら「そっか！私
にはこういう気持ちがあったんだ！」「今はっきりこう言えた
ということは、これが私の本当の気持ちなんだ！」と自分を
分析したり、「あれ？何でこんなことまで話しているんだろう」
と驚いたり、「許せねぇ！」と裁いたり、笑ったり泣いたりと
様々な感情を出していたそうです。思考はおろか感情、感覚
すら失ったと思い込んでいた自分にとって驚くべきことでし
た。それはイエス様に忠実な２人の牧師との交わりにより、
聖霊がその場を支配して私に働きかけて下さったからでした。

牧師達は質問をするだけで、世の中の大人のように反論し
たり諭したりはしませんでした。自分や他人の意見や価値観
に左右されず、聖霊の導きにより、イエス様の声だけに聞き
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女子とは衝突し、男子からは「サダコ」と呼ばれてからかわ
れました。仲良しグループだと思っていた仲間や信頼していた
先生に裏切られ、学校が大嫌いになりました。元いじめっ子
は自分が孤立した時だけ、私に助けを求めてきました。また
グループ分けの際は、いつも “ 余り物 ” で、人数調整に使われ
ました。私は “ 都合の好い友達 ” でした。受験して地元でトップ
の中学校に入ると一転、「かわいい」とちやほやされて驚きま
した。それまで男子から「キモイ」と言われ、それに慣れて
いたからです。今度こそ楽しい学校生活が送れると期待に
胸を膨らませましたが、3 年の頃にはやはり学校が嫌いになって
いました。広く浅い友人関係は築けても、特定の居場所がなく
孤独だったからです。ペアをつくる時にはやはり余り物でした。
絵やダンス、お芝居などを披露する機会が増え、小学校の時
以上に注目を集めるようになりましたが、そういう時だけ必
要とされて「まるで “ 表現の便利屋 ” みたい」という思いが強
くなっていきました。周囲に流されて入った高校では、レッ
スンの成果が出て、歌やダンスを褒められることが顕著にな
りました。宝塚受験のために美容にも気を使わざるを得ず、
その結果外見を褒められることが増えました。人気のある男
子がメールをくれたり、一緒に写真を撮りたがったりしてく
れました。一方、中学で仲の良かった友達が離れていきました。
天狗になっていく反面、みんなから向けられる称賛や好意の
眼差しが、すごく空虚なものに思えることがありました。

私は特別仲の良い友達をつくるのが苦手でした。小学生
時代に受けたいじめの後遺症で相手を信じられず、いつ嫌わ
れるかと怯えながら付き合っていたからです。そして、弟への
コンプレックスや「一番に愛されたい」という執着から、友達

従って、一つ一つ示されたことを順を追ってカウンセリング
して下さいました。自分の気持ちをそのまま受け止めてくれる
牧師達のおかげで、溢れる思いを口が語りました。それを聞
いている私自身が、自分の抱えてきた悲しみや苦しみに気づ
かされていきました。霊的カウンセリングの入り口です。

◇一番に愛されたい
私にはずっと「自分を一番に愛してくれる人がいない」と

いう心の闇がありました。家庭では母と弟が大の仲良しで、
その輪の中に入れずにいました。母は弟といる時、よく笑顔を
見せました。素直で健気でおもしろい弟と自分を比べ、母に
愛される弟を憎んできました。宝塚を好きだと思い込んだのも、
母と弟が宝塚のファンになり、話題を共有できたのが嬉し
かったからでした。幼い頃大好きだった父は、ある時から人が
変わってしまったように感じました。私の希望で犬を飼うよう
になってから、子どもより犬をかわいがるようになりました。
また気分の浮き沈みが激しく、機嫌が悪いと家族に当たること
もありました。祖父母は私をかわいがってくれてはいましたが、
自分が一番ではないのだと感じていました。

それでも家族は、私が良い成績を取ればご機嫌になり、コン
クールで受賞したり発表会で活躍したりすればいつも喜んで
くれました。両親は冗談半分で「中身がポンコツだから、舞台
の上で活躍すればいい」とも言っていました。当時はそれを
笑って聞いていましたが、じわじわと自分の内面を否定する
ようになっていきました。

学校でも、私を一番に思ってくれる友達はいませんでした。
小学校では、転入して初めにできた親友にいじめられました。
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むしろいじめっ子を下に見て高ぶり、ますます事態を悪化さ
せました。自分の悲しみ、苦しみにふたをして、自分の感情
に無感覚にさせる言葉ばかりでした。ところが、牧師達は違い
ました。

牧師達は私の話が一段落すると、悪霊の存在と、唯一悪霊
に勝利されたイエス・キリストについて話して下さいました。
そして、私の中にはたくさんの悪霊がいることを教えて下さ
いました。霊的カウンセリングにおけるセカンドステップです。
イエス様が救い主である真理と、十字架にかかって全人類
の罪を帳消しにし、死に勝利して下さった愛を伝える最重要
事項です。私は悪霊の話を聞くと「キャー！怖い！」と言い
ながら耳をふさいで倒れ込んだそうです。私の中にいた悪霊
が姿を現した瞬間でした。牧師は異言で祈り、副牧師が話を
続けていくと、悪霊は出て行きました。その時、私の顔が
一気に変わり、目がぱっちりと開かれたそうです。悪霊に
勝利し、その勝利が霊→魂→体と現れ出たからでした。牧師
達は悪霊の追い出しの祈りをしたわけではありません。イエ
ス様は後に「相手の話をとことん聞き、愛にあってイエス・
キリストを語り、神の愛で悪霊を追い詰めた時に悪霊が出て
行くこと。これは、最も愛のある悪霊の追い出しである」と
牧師達に教えて下さったそうです。私の悲しみや苦しみを否
定せず、話を最後まで聞いて下さったクリスチャンを通して、
初めて神の愛に触れました。

◇初めに言があった
牧師達との交わりを通して、これまでの自分がいかに周囲

の人間の「言（ことば）」によってつくられた偽りの存在であっ

と二人きりになるといつも卑屈になりました。「私なんかといる
とつまらないだろうし、申し訳ない」「私なんかより大切な友達
がどうせいるんでしょ」―そうした思いが膨らみ、腹の底では
全ての友達に対して「どうせ私を裏切るくせに！」という被害
妄想や憎しみがありました。

家族にも友達にも一番に愛されない心の闇は、復讐心へと
姿を変えました。だったら日本で一番有名な女優になって、
私を一番に愛してくれなかった人達を見返してやりたい…
ありのままの自分が愛されないなら、表現の才能を使ってとこ
とん愛される存在になってやる！― それが原点となり、私は
女優を志すようになりました。この頃から、奇妙な現れが
私を不安にさせました。刃物を見れば自分を傷つけたくなるし、
高い所に行けば飛び降りてしまいそうになるのです。全く
自覚がありませんでしたが、これは自殺願望の現れであった
と牧師から解き明かされました。誰からも一番に愛されない
ことへの絶望感と周囲を「反省させてやりたい」という復讐
心が、私を自殺に駆り立てたのです。

要するに私が欲しかったのは「真実の愛」でした。優れた
才能や外見がなくても、ありのままの自分を愛してくれる…
そんな真実の愛を注いでくれる人がいれば、私が自殺しよう
とすることはありませんでした。

◇セカンドステップ
両親をはじめとする周囲の大人達から返ってくる言葉は、

「いじめっ子は無視すればいい」「世の中にはもっとつらい思い
をしている子がいる」「自分もそういう道を通ってきた」など、
どれも持論に過ぎませんでした。私を解放するどころか、



10 11

父はある時から子育てに無関心になり、私は母の言葉ばかり
信じるようになりました。父方の祖父と同居しており、父、母、
祖父それぞれから悪口や言い分を頻繁に聞かされてきました。
母の言葉は私にとって最も影響力があり、父や祖父への嫌悪
感を招きました。母の善悪の判断が私の判断基準でした。
すると、母の顔色や一挙手一投足が常に気になり、母の存在
に圧迫されるようになりました。母の期待にそえない自分を
責め、母に善しとされる弟を憎みました。祖父母が私のこと
をそこまで愛していないと感じたのも、母の言動によって「祖
父母には私よりも大切な存在があるんだ」と思ったからでした。
それからというもの、祖父母に対してうがった見方をするよ
うになりました。
「私って意外とかわいそうな人間なんじゃないかな。けっこう

悲しいし、苦しいよな」という思いが来ても「つらいのは自分
だけじゃないし、世の中にはもっとつらい思いをしている子が
いる」と自分に言い聞かせ、掻き消してきました。しかし、
イエス様は全ての悲しみ苦しみを認めて取り除き、むしろ自分
がここまで傷ついてきたことに気づかせて下さいました。神の
愛は人と比べたり、自分の価値観で判断したりするのでは
なく、「あなたの悲しみ、苦しみはあなたにしか解らない」と
私を個として見て下さる愛でした。

◇最終段階
私がどうして表現に惹かれるのか、その根底にある理由を

牧師が解き明かして下さいました。霊的カウンセリングの
最終段階です。それは私がいつも人の顔色ばかりうかがって、
本当の自分を表現できていなかったからでした。確かに、

たか気づかされました。例えば、両親は私を「自分達に似て
負けず嫌いな子」と言って育てました。本当の私は平和主義
でしたが、何度も言われるうちに本当に負けず嫌いになって
いました。宝塚受験を勧めてきた先生は「あなたは芯が強く
根性のあるところがいい」と言いました。またもやその言葉
が成就して、私は「根性が強みの宝塚受験生」になりました。
その結果、頑張っても頑張っても努力している実感が湧かな
くなり、ついには学校を飛び出し、精神崩壊するに至ったの
です。大人達の言葉はまるで呪文でした。魔法をかけられた
ように、大人達の言葉通りになっていったのです。

ヨハネによる福音書 1 章 1 ～ 3 節
初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。
この言は初めに神と共にあった。すべてのものは、これによって
できた。できたもののうち、一つとしてこれによらないもの
はなかった。

この世界にある全てのものは「まず初めに言があった」の
です。私の偽りの人格は、悪霊が周りを使って吐き出す言葉
によって形成されたのでした。人間の言葉の出所はその人の
価値観です。自分が周囲の大人の価値観に支配されて生きて
きたことにも気づかされました。悪霊は両親と先生を通して

「宝塚に合格すれば、女優になるチャンスがある！」と刷り込ん
できました。「女優になるには宝塚しか道はない」という固定
観念が私を縛りつけ、宝塚から解放されたいのに「やめる」
と断言できず、一歩も立ち行かずに絶望していました。

私の価値観の大部分を占めていたのが母の価値観でした。
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【精神疾患との戦い】

◇ドクター・ジーザスの治療方法
精神科医は患者の脳を見て薬を処方しますが、ドクター・

ジーザスの治療方法は全くの別物です。イエス様は精神を
病み、体に症状が表れた人間を「霊→魂→体」の順に癒します。
人間は霊と肉でできており、救われる前は霊が死んでいる
ので、肉だけで生きています。「霊」はその人の本質であり、「肉」
は知性・意志・感情の元となる魂（心）と、体のことです。
救われると、イエス様が内に入られ、霊を蘇らせます。後は
人間が霊の食物であるみことば（聖書の言葉）を読み「アー
メン（いただきます）」と言うことで、霊にみことばがたくわ
えられ、魂、体へと癒しが連動していきます。

イエス様に救われ、霊→魂→体が癒された私でしたが、こ
の世にいる限りは肉が付いているので、慣れ親しんできた古
い肉の習性がすぐに戻ってきました。肉は悪霊の支配下です。
自分に憑依している悪霊を追い出し、体の底から悪を取り除
かなければ、悪霊は汚物にたかるハエのように何度でも攻撃
してきます。だからこそ、救われたばかりの私は聖書真理に
従って、精神疾患、つまり「肉にあらわれる症状」との霊的
な戦いを始めなくてはなりませんでした。「聖書真理に従う」
とは、みことばを聖霊の導きにより信仰で行うことです。

この世の医学に頼らない、イエス様にあっての精神疾患と
の戦いが始まりました。クリスチャンとされ霊が蘇ったとは
いえ、思考はおろか感情、感覚すら失った状態でした。色々
な思いが電光石火のごとく、次々と体を突き抜け、一日に何
度も激しい頭痛に襲われました。夜には、今まであったこと

普段の生活では喉元で言葉が詰まりましたが、お芝居では
決められた台詞をすらすら話せ、自由に表現できることに
快感を覚えていました。それがある時から台詞すら思うように
話せなくなり、恐怖を感じました。

牧師は私におっしゃいました。「これからは自分の生き方で、
自分を表現していけばいいじゃない！」。私はこれまでに感じ
たことのない “ わくわく ” を覚えました。包丁をそばに置いて
宝塚の舞台映像を見ながら「自分を傷つけられたら宝塚を
やめられる！」などと錯乱していたほどの私が、霊的カウン
セリングにより生きる希望を見出せたのです！

その日―2017 年 10 月 3 日、私はイエス様に救われました。
聖霊のバプテスマを受け、異言もいただきました。母の車の
ナンバーが「１０-０３」だったことを後で知らされ、驚きま
した。全てが神のご計画だったのです！

ローマ人への手紙 1 章 1 ～ 3a節
キリスト・イエスの僕、神の福音のために選び別たれ、召さ
れて使徒となったパウロから―この福音は、神が、預言者た
ちにより、聖書の中で、あらかじめ約束されたものであって、
御子に関するものである。
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コリント人への第一の手紙 10 章 10 節
また、ある者たちがつぶやいたように、つぶやいてはならない。
つぶやいた者は、「死の使」に滅ぼされた。

◇三代から四代にわたる呪い祟りの霊
私が自殺の霊に支配された原因は「三代から四代にわたる

呪い祟りの霊」でした。この悪霊は、先祖が犯した罪を血の
中で代々受け継ぐという霊力をもっています。うちの家系に
は自殺者が 3 人もおり、多くが「海」にまつわる最期を遂げ
ていました。私が学校を飛び出し、行き着いた先も熱海でした。
しかも熱海という地名は「地獄」を意味していると、後になっ
て知らされました。このことから、悪霊の計画通り自殺して
いたら、私は地獄行きだったと語られました。

出エジプト記 20 章 3 ～ 6 節
あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。
あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は
天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水のなかに
あるものの、どんな形をも造ってはならない。それにひれ伏
してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主で
あるわたしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものには、
父の罪を子に報いて、三、四代に及ぼし、わたしを愛し、わた
しの戒めを守るものには、恵みを施して、千代に至るであろう。

私の母の実家では、曾祖母の代から「鬼子母神」という神
を祀っていました。私が母を神としていたのは、先祖が母親
を偶像とする偽の神を崇拝していたからだと解き明かされま

のない金縛りや耳鳴りを経験しました。

◇自殺の霊
私が何よりまず戦うべき悪霊は「自殺の霊」でした。子ど

もの自殺が多い日本では、自殺した子どもは「罪なき被害者」
とされ、その子を追い詰めた周囲が「罪人」として責められ
ます。身近な人が自殺し、自分を責める人もいると思います。

しかし、自殺は悪霊によるものなのです。自分が傷つけた
相手が自殺した場合はもちろん悔い改めなくてはなりません
が、背後に霊の世界があることを忘れてはいけません。遺書
も残さず唐突に自殺してしまう人もいますが、「魔が差す」と
いう言葉があるように、悪霊がささやいたのです。私も自殺
したい自覚すらなく学校を飛び出していました。

自殺の霊は「自己愛の霊」の最終形態です。当事者だった
私にはよく解りますが、人は自己愛の霊→「自己中の霊」→ 

「自己憐憫の霊」と順に支配されます。視野が狭くなり、文句
つぶやき、自分のことしか考えられなくなっていき、最後は
自殺の霊によって滅ぼされます。自殺は罪です。どこまでも
人間を個として見られる神に、情状酌量はありません。だから
自殺した人間は天国ではなく、地獄に行くのです。

また、自殺の霊に命を奪われる寸前だった私は「死の使」
に憑かれていました。中学の頃からふとした瞬間に「死ねよ」
とつぶやいていることがあり、それが自分自身に向けられた
言葉だと自覚していましたが、コントロールできませんでした。
自殺の霊が私にそうつぶやかせ、死の使が自殺するのを待ち
構えていたのだと、みことばから語られました。
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殺されることを望み、通りすがりの男性達に風俗関係の人間
と勘違いされ声をかけられたこともありましたが、何事もな
く守られました。悪霊の計画は、神の軍勢によって打ち破ら
れたのです！

詩篇 121 篇
わたしは山にむかって目をあげる。わが助けは、どこから来
るであろうか。わが助けは、天と地を造られた主から来る。
主はあなたの足の動かされるのをゆるされない。あなたを守
る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はま
どろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る者、
主はあなたの右の手をおおう陰である。昼は太陽があなたを
撃つことなく、夜は月があなたを撃つことはない。主はあな
たを守って、すべての災を免れさせ、またあなたの命を守ら
れる。主は今からとこしえに至るまで、あなたの出ると入る
とを守られるであろう。

ヨハネによる福音書 1 章 5 節
光はやみの中に輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった。

救われた後は、聖霊のバプテスマを受けたことによって、
自ら聖霊の力が与えられました。命の尊さにも目覚め、「悪霊
のせいで自殺して、地獄に行きたくない！」という強い意志
を持ち続けることができました。

使徒行伝 2 章 38 節
すると、ペテロが答えた、「悔い改めなさい。そして、あなた

した。また、父方の先祖が身を投げた井戸があった土地に、
私をいじめ、人間不信にさせた女の子の家が建っていたこと
を知りました。悪霊は先祖にまつわる事柄を通し、母親偶像
崇拝や人間不信など、自殺に至らせるための要因を布石して
いたのです。あまりのみことばの正しさに驚き、神を畏れ
ました。

悪霊達にとって私は、三代から四代にわたる呪い祟りの霊
によって自殺する運命だったのでしょう。それまでの布石や
熱海行き…全ての終極は自殺でした。イエス様に救われれば、
血の呪いを断ち切ることができます。間一髪のところでイエ
ス様に命を守られました！

◇聖霊の力
神は人間に自由意思を与え、ロボットにはされませんでした。

意思を意志に変え、神に従うかはその人次第なのです。自殺
願望に取り憑かれ、重度の精神疾患と言い渡されたほどの
私が自殺の霊に勝利できたのは、聖霊の力があったからです。
レッスンが嫌で踏み切りに飛び込もうとした時、また熱海に
行った時、救われる前から私には「死んでたまるか！」という
強い意志がずっとありました。それは、聖霊が臨んで下さって
いたからでした。ただただ一方的な神のあわれみ、恵みです。

私をぶどうの木につなげた母の友人が救われた時点で、神は
私を救うことをご計画されていたのです。私が牧師達から
福音を聞くまで、主に忠実なクリスチャン達の祈りがあり、
聖霊が働かれていました。その祈りによって、神は私に強い
意志を与え、命を守られたのです。熱海で海に引き寄せられ
ても、浜辺から一歩も動けませんでした。事件に巻き込まれて
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イエス様から語られました。頭痛の回数は日ごとに減ってい
きましたが、考えるのをやめたことで最終的になくなりました。

◇言が肉体となる！
目に見える世界で生きる力を与えて下さったのは、牧師を

通して語られた言葉でした。霊的カウンセリングの中で牧師
はおっしゃいました。「あなたを造られた神様が、最高の人生
を計画して下さっている。それはあなたが生まれる前から練
り上げられた人生のブループリント。イエス様に救われれば、
そのブループリントの道を歩むことができるんだよ！」。母に
は「この子には色んな可能性があります。女優という選択肢
だけではもったいない。この子の人生はまだ何も始まってい
ませんよ！」と言われました。それは真理に従った時に溢れる、
牧師の信仰の言葉でした。神の愛を土台に、私の完全復活を
確信できたからこそ伝えられた、イエス様からのメッセージ
でした。

人間の知恵による励ましには限界があります。学校が嫌で
通信高校を見学した際、面接をした先生から夢や希望を持た
せるような言葉をかけられましたが、それが本心でなかった
ことに気づき、憎しみが湧きました。嘘の励ましでおだてら
れるほど、自分が落ちぶれた現実を突きつけられ、むしろ傷
つきました。繊細な精神病患者はすぐに嘘を見抜くはずです。
だからこそ状態で判断するのではなく、確信をもって励ます
ことのできるクリスチャンが彼らには必要なのです。これが
霊的カウンセリングの必要性です。

精神病患者の家族は患者の完全復活を信じ、みことばによっ
て励まさなければなりません。最初は変化が見られず不信仰

がたひとりびとりが罪のゆるしを得るために、イエス・キリ
ストの名によって、バプテスマを受けなさい。そうすれば、
あなたがたは聖霊の賜物を受けるであろう。

◇頭脳偶像礼拝の霊
初めは神の実在を受け入れることが難しかったです。それ

を頭で考え、頭痛を引き起こすようになりました。神を頭で
理解することはできません。神は、ご自分のことを理解でき
ないように人間の頭脳を造られたからです。

コリント人への第一の手紙 1 章 19 ～ 21 節
すなわち、聖書に、「わたしは知者の知恵を滅ぼし、賢い者の
賢さをむなしいものにする」と書いてある。知者はどこにい
るか。学者はどこにいるか。この世の論者はどこにいるか。
神はこの世の知恵を、愚かにされたではないか。この世は、
自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは、神
の知恵にかなっている。そこで神は、宣教の愚かさによって、
信じる者を救うこととされたのである。

神に造られたにもかかわらず、人間が神を信じられなくなっ
たのは「頭脳偶像礼拝の霊」のせいです。これは「高ぶりの霊」
とも言い、反キリスト、すなわちサタンそのものです。この
悪霊の支配下にあると頭脳をかしらにし、自分の目に見えず
科学的根拠のない神をなかなか受け入れられなくなります。
私は救われた直後、頭が異常にかゆくなったことがありました。
それは頭脳偶像礼拝の霊が表面に現れ、出ていったからだと
解りました。自殺の霊と戦う中で「（頭で）考えたら死ぬ」と
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いている人を許すことでした。「○○さんを許し、愛し、祝福し、
尊敬します」という祈りを教えていただきました。「許し」も
また霊的カウンセリングにおける最重要事項です。精神疾患
の霊的な原因は裁きの思いだからです。私も家族をはじめ学
校の先生や友達、レッスンの先生や仲間など多くの人を裁い
ていました。が、悔い改めて許す必要性を見出せませんでした。
家族や先生には感謝しているのだから裁いているわけがない
―「偽善の霊」のしわざで、自分にそう言い聞かせていました。
見下している相手なら、何をしようと自分の勝手だ―高ぶり
の霊がそう思い込ませてきました。でもこの時は、苦しみ
から解放されるなら何だってしようという思いで声に出して
祈りました。すると、言葉にするだけで相手を許すことが
できました。不思議ですが、それが聖霊の力なのです。祈った
直後から奇跡的な聖霊の導きが始まりました。牧師を通して
イエス様から示された「祈りの力」という映画がどうしても
見たくなり、手元になかったので予告動画を検索して見ま
した。すると、わけもなくイエス様の存在に感謝がこみ上げ
てきて涙が溢れました。「これから先、治るのにどんなに長く
時間がかかっても、イエス様を信じ抜きたい！」と覚悟でき
ました。その夜、金縛りと耳鳴りから初めて解放され、穏や
かに眠ることができました。相手を裁くことは、相手を獄に
閉じ込めるだけでなく、自分自身をも閉じ込めることになる
のだと身をもって体験しました。

ルカによる福音書 6 章 37 節
人をさばくな。そうすれば、自分もさばかれることがないで
あろう。また人を罪に定めるな。そうすれば、自分も罪に

になるかもしれません。しかし、主イエス・キリストにあって、
神の「言」であるみことばを徹底的にまいていくならば、それ
は必ず患者の内に落ち、いずれ祝福の芽が出ます。私も、他の
ぶどうの木の兄弟姉妹も、そうやって生きる希望を与えられ、
完全復活して今があります。見える状態に左右されて一喜
一憂したり、すぐに諦めたりしてはなりません。がっかりさせ
るような状態を見せて、信仰を奪おうとするのが悪霊のやり口
なのですから！聖書には神にできないことはないと書かれて
あります。だからクリスチャンはどんな重症患者の復活も確信
できるのです！

ヨハネによる福音書 1 章 14 a節
そして言は肉体となり、わたしたちのうちに宿った。

マタイによる福音書 13 章 31・32 節
また、ほかの譬を彼らに示して言われた、「天国は、一粒のか
らし種のようなものである。ある人がそれをとって畑にまく
と、それはどんな種よりも小さいが、成長すると、野菜の中
でいちばん大きくなり、空の鳥がきて、その枝に宿るほどの
木になる」。

マルコによる福音書 10 章 27 節
イエスは彼らを見つめて言われた、「人にはできないが、神に
はできる。神はなんでもできるからである」。

◇許しの力
気分が沈み絶望していたところ、牧師から言われたのは裁
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多くの人たちから聞いています。そして彼はここでも、御名
をとなえる者たちをみな捕縛する権を、祭司長たちから得て
きているのです」。しかし、主は仰せになった、「さあ、行き
なさい。あの人は、異邦人たち、王たち、またイスラエルの
子らにも、わたしの名を伝える器として、わたしが選んだ者
である。わたしの名のために彼がどんなに苦しまなければな
らないかを、彼に知らせよう」。そこでアナニヤは、出かけて
行ってその家にはいり、手をサウロの上において言った、「兄
弟サウロよ、あなたが来る途中で現れた主イエスは、あなた
が再び見えるようになるため、そして聖霊に満たされるため
に、わたしをここにおつかわしになったのです」。するとたち
どころに、サウロの目から、うろこのようなものが落ちて、
元どおり見えるようになった。そこで彼は立ってバプテスマ
を受け、また食事をとって元気を取りもどした。

ヨハネによる福音書 15 章 13 節
人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな
愛はない。

「命を捨てる」とは実際に命を絶つことではなく、自分の肉
にとって死ぬほど嫌なことをするということです。赤の他人
を 24 時間体制でサポートすることは肉にとってつらく、「疲
れた」「どうして自分がここまでしなければならないのか」と
いう感情になることもあるでしょう。このみことばを知性で
とらえ、本当に命を絶ってしまう人もいるそうですが、それ
では独りよがりの宗教に過ぎません。自分の命を犠牲にした
人間は、心のどこかで「みんなの英雄になれる」などと自己

定められることがないであろう。ゆるしてやれ。そうすれば、
自分もゆるされるであろう。

人を裁く思いこそが、精神疾患者の体の底にある悪なの
です。相手を許すことで、悪を取り除くことができます。

◇友のために命を捨てる
イエス・キリストの大使＝牧師は神の愛をたっぷり注ぎ、

明け方 2 時 3 時であっても SOS に応じ、私を支えてください
ました。当時はそれが当たり前だと思っていましたが、常人
にはとてもできないことです。ぶどうの木の牧師は羊とライン
でつながり、すぐに対応して下さいます。イエス様の命令なら、
いつ何時でも従うのがクリスチャンです。神から与えられた
羊を守るために命懸けでこのみことばを実行するのが、牧者
の務めです。「友のために命を捨てる」牧師をクリスチャンと
して尊敬します。

使徒行伝 9 章 10 ～ 19a 節
さて、ダマスコにアナニヤというひとりの弟子がいた。この
人に主が幻の中に現れて、「アナニヤよ」とお呼びになった。
彼は「主よ、わたしでございます」と答えた。そこで主が
彼に言われた、「立って、『真すぐ』という名の路地に行き、
ユダの家でサウロというタルソ人を尋ねなさい。彼はいま祈っ
ている。彼はアナニヤという人がはいってきて、手を自分の
上において再び見えるようにしてくれるのを、幻で見たので
ある」。アナニヤは答えた、「主よ、あの人がエルサレムで、
どんなにひどい事をあなたの聖徒たちにしたかについては、
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達が、自分の理想とする俳優や物語の登場人物を別人格とし、
芝居の才能を発揮するという話でした。私はこれに影響され、
当時憧れていた往年のハリウッド女優ジュディ・ガーランド
を心の中に住む別人格だと思い込むようになりました。そして
恐ろしい出来事が起こります。中 3 の冬、私はある同級生らの
ちょっとした態度に傷つきました。繊細な上、受験のストレス
で神経過敏になっていた私はそれが頭から離れず、たまらず
ジュディに「この思い煩いを忘れさせて」と助けを求めました。
すると翌日、彼らは学校で傷害事件を起こしたのです。より
によってその 2 人が当事者となったことに驚き、心友は実在
すると信じるようになりました。

ヤコブの手紙 3 章 15 ～ 17 節
そのような知恵は、上から下ってきたものではなくて、地に
つくもの、肉に属するもの、悪魔的なものである。ねたみと
党派心とのあるところには、混乱とあらゆる忌むべき行為と
がある。しかし上からの知恵は、第一に清く、次に平和、寛容、
温順であり、あわれみと良い実とに満ち、かたより見ず、偽
りがない。

相手を呪い傷つけるようなやり方を神は絶対になさいません。
今なら悪霊のしわざだと解りますが、当時は違いました。「私を
一番に愛するジュディがやってくれたのだ」と、彼女の愛に
陶酔していたのです。友達が傷を負ったにもかかわらず、私は
一人悦んでいました。悪霊に心の願いを告げ、叶えられる体験
をしたことで、どんどん闇に落ちていきました。救われて霊が
蘇っていなければ解らないカルトの世界です。おどろおどろ

陶酔して利益を見出していたり、不本意な最期を遂げたりし
たのではないでしょうか。この世で称賛される義人でさえ、
自分を真に他者のために捧げることはできません。友のため
に本当の意味で命を捨てたのは、人類史上イエス・キリスト
ただお一人です。

お金も取らず全力で支えて下さる牧師に母は心動かされ、
信頼感が芽生えました。牧師が感情に従わず、肉を打ち叩き、
イエス様に聞き従ったからこそでした。自分のやり方をする
なら、それは宗教です。宗教をしていたら、救われていない
人につまずきを与えます。人に受け入れられ、相手の心を開き、
救いに導くことができるのが真のクリスチャンです。

ローマ人への手紙 14 章 18 節
こうしてキリストに仕える者は、神に喜ばれ、かつ、人にも
受けいれられるのである。

◇心友
私は感覚、感情、思考といった魂の機能を全て失っていま

した。そして魂は自殺の霊と一体化して、もはや使いものに
ならない状態でした。なぜここまで一体化してしまったのか。
その原因は、私が誰より信じていた “ 心友 ” にありました。心に
住むお友達です。幼い子どもは目に見えない友達をつくり、
一人遊びを楽しむことがあります。私にはそんな友達が高
校生になるまでいたのです。自身の成長に伴い、心友は私が
理想とする女性像へと変貌していきました。これも私を自殺
に導くための悪霊の計画でした。

中学生の時、あるマンガに出会いました。多重人格の子役
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放出されるスピリチュアルの霊力が、私の生い立ちと複雑に
絡み合い、さらなる深みへと導いたのです。

最終的に、私は自分がした良いことの全てを別人格の功績
とするようになりました。悪いことは全て自分のせいにし、
自己嫌悪に陥りました。彼女のためなら、摂食障害になって
死んでもかまわないと思うようになり、この頃から過食症の
現れがありました。宝塚も、彼女が舞台の上で輝くために
目指していました。心友の正体はハリウッド女優の亡霊では
ありません。心身の健康を害し、命を奪おうとする自殺の霊
です。自殺の霊を心友として心に住まわせ、ここまで偶像
崇拝していたのですから、魂を乗っ取られたのは当然の結果
でした。

◇心友との決別
私は心友、つまり「心」だけが真実だと信じていました。

しかし、初めて導かれたぶどうの木の集会で、常識を覆す
衝撃的なみことばを突きつけられました。

エレミヤ書 17 章 9 節
心はよろずの物よりも偽るもので、はなはだしく悪に染まっ
ている。だれがこれを、よく知ることができようか。

このみことばを語られるまで、私には「あっちの自分」と
「こっちの自分」がいました。前者は救われる前の古い自分で、
後者は救われた後の自分でした。私が二重人格にとどまって
いたのは、古い自分にもいいものがあったと思っていたから
でした。「こっちの自分でいいんだ！こっちの自分でやって

しい不思議な力は「カルトの霊」によるものです。
私は宝塚に受かるか、人気女優になれるかが不安で無料

占いに熱中していた時期がありました。ある誕生日占いで、
ますます不安を掻き立てる結果が出ました。絶望感が頭から
離れず、今となってはこれが強迫性障害の始まりでした。私は
自分を安心させるため、同じ誕生日で活躍している女優を
調べました。そこでジュディ・ガーランドのことを初めて知り
ました。美しく才能に溢れ、自由奔放に生きた天才女優…
まさしく私が理想とする女性像でした。彼女は LGBT のアイ
コン的存在でもありました。中学で LGBT について追究学習
をし、LGBT の自覚があった私にとって、この出会いは運命
的なもので、異常なまでに彼女を崇拝するようになりました。
神でないものを神と崇める「偶像礼拝の霊」でした。幼い頃
からダイエットのために覚せい剤を強要されたジュディは、
薬で人生を狂わされ、自殺してしまいました。彼女の生い立
ちに、急激なダイエットを強いられていた自分の状況を重ね
ました。ダイエットも特定の体重や体型、つまりは美の概念
に対する偶像崇拝です。

心友は「才能の化身」でもありました。才能は私にとって
唯一信じられる親友のような存在で、みんなを惹きつけ、い
つも私を孤独から救ってくれました。妄想はエスカレートし、
ジュディが幼い頃からずっと一緒にいて私を助けてきてくれ
たのだと思い込むようになりました。

孤独の中で心友に依存していきました。心友だけを愛し、
信じ、心友なしでは生きられない体になりました。カルトの
霊や「スピリチュアルの霊」に支配され、完全に狂わされて
いました。カルト的なマンガから受けた霊力や、無料占いから
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転びやすくなったりして、早死のリスクを高めるといわれ
ます。現代の精神病の治療方法は、畑を枯らしている雑草の
根を抜き取らずに、化学肥料（薬）だけを与えているような
ものだと語られました。私もこの世の医学では一生完治しな
かったでしょう。しかしドクター・ジーザスのおかげで、たった
10 日間で癒され、復学できました。霊から蘇り、みことばを
信仰したことで霊→魂→体と一新され、自殺願望もきれいさっ
ぱりなくなりました！

コリント人への第二の手紙 5 章 17 節
だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた者
である。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなっ
たのである。

◇強迫性障害との戦い
多重人格の霊をともなう自殺の霊から解放された後も、

強迫性障害に悩まされました。一つのことが気になりだすと
思い煩いが止まらず、過去の罪を思い出させる映像がフラッ
シュバックしたり、自分を罪に定める声が聞こえたりして、
自分をグサグサする症状がありました。「強迫観念の霊」と
嘘つきの霊による終わりなき生き地獄にいました。

コリント人への第二の手紙 5 章 16 節
それだから、わたしたちは今後、だれをも肉によって知るこ
とはすまい。かつてはキリストを肉によって知っていたとし
ても、今はもうそのような知り方をすまい。

みる！」と言う私に対し、牧師は訓戒されました。「こっちの
自分ではなく、イエス様に従いたいと思っている今のあなた
が本当のあなたです。救われる前のあなたは悪霊によって形
づくられた偽物！古い自分は殺しなさい！」。古い自分は自殺
の霊と一体化した心そのものでした。それを殺そうと意志を
向けた瞬間、体にナイフを刺す以上の恐怖を覚えました。
私を自殺の霊から引き離したくない「嘘つきの霊」と「恐れ
の霊」のせいです。そこに勝利し、私の命は奪われずに済み
ました。自殺の霊、カルトの霊、スピリチュアルの霊による
複雑化した深みからの解放です！

コリント人への第一の手紙 15 章 55 ～ 58 節
「死は勝利にのまれてしまった。死よ、おまえの勝利は、どこ
にあるのか。死よ、おまえのとげは、どこにあるのか」。死の
とげは罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきこ
とには、神はわたしたちの主イエス・キリストによって、わ
たしたちに勝利を賜わったのである。だから、愛する兄弟た
ちよ。堅く立って動かされず、いつも全力を注いで主のわざ
に励みなさい。主にあっては、あなたがたの労苦がむだにな
ることはないと、あなたがたは知っているからである。

◇ 10 日間での勝利
精神病患者は、過去の辛い体験から魂がボロボロで使いも

のにならない人がほとんどだと思います。薬で感情を押さえ
つけ、一時的に鎮めても意味はありません。薬を 10 ～ 20 年
服用しても完治はしません。それどころか患者の喜びや希望
までも奪います。人体に害悪で、認知症の原因になったり
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コリント人への第一の手紙 1 章 25 節
神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからで
ある。

悪霊を追い出し、自分のやり方を捨てれば、強迫性障害か
らは解放されます。けれども、古い肉の習性として症状が戻っ
てきてしまうことがあります。そんなとき再び自分のやり方
をすれば、余計パニックに陥ります。しかし、聖霊のバプテ
スマを受けたクリスチャンならば、自分の頭を働かせる前に

「イエス様～！」と内におられるイエス様に助けを求めること
ができます。神の子の特権です。そうすれば聖霊が助けて下
さり、今の自分に必要なみことばが腹から来て、自然と思い
出されます。イエス様を信じ聖書を読み、日々の霊の食事を
怠らずに生活していくと、みことばが霊にたくわえられ、腹
から来るレパートリーも増えていきます。神が求めておられる
のは幼子のような信仰です。同じような箇所が繰り返し臨ん
でも、頭に返らずすぐにアーメン！すること。それが強迫性
障害から速やかに解放された秘訣でした。

マルコによる福音書 10 章 15 節
よく聞いておくがよい。だれでも幼な子のように神の国を受
けいれる者でなければ、そこにはいることは決してできない。

私が初期に腹から語られたのは「いつも喜びなさい」とい
うとてもシンプルなみことばでした。思い煩いは神から来ま
せん。9 つの御霊の実「愛・喜び・平和（平安）・寛容・慈愛・
善意・忠実・柔和・自制」以外の思いは、全て悪霊から来る

私は肉の感覚を誇ってきたため、悪霊から来る映像や声に
も敏感に反応してしまったのですが、肉によって自分を知り
罪に定めなくてよいのだとみことばから学びました。騒がしい
悪霊を払いのけ、みことばの命綱をつかめた瞬間でした。

箴言 3 章 5 ～ 8 節
心をつくして主に信頼せよ、自分の知識にたよってはならな
い。 すべての道で主を認めよ、そうすれば、主はあなたの道
をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない、
主を恐れて、悪を離れよ。そうすれば、あなたの身を健やか
にし、あなたの骨に元気を与える。

続いて、イエス様は自分のやり方を捨てるように命じられま
した。強迫性障害の人には、お決まりの思考ルートがあります。
私の場合は「もしかしたら～ではないか…」と悪い展開を
予想し、恐れ、思い煩いに捕らわれて堂々巡りするのがお決
まりのルートで、その実態は「占いの霊」→ 恐れの霊→「思い
煩いの霊」でした。自分の知識や感情に基づいた自分のやり
方でした。神の目から見た時、それは「自分を見て賢いと思って」
いる高ぶりです。私はプライドが高く、自分のやり方をなか
なか捨てられませんでした。プライドの霊と「自己卑下の霊」
は表裏一体で、自分をグサグサしてしまう症状は自己卑下の
霊のせいでした。神にプライドを打ち砕かれ愚かだったこと
を認めました。そして次のみことばを握り締め、自分のやり方
を捨てたことで、生き地獄の底から足が離れました。
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ここまで異常な律法主義は古い肉の習性でした。私には救わ
れる前からたくさんの自分ルールがありました。ルールから
はみ出さないように神経質になり、敏感な肉の感覚はルール
違反を察知するセンサーになっていました。「神経質の霊」が
いる限り、強迫観念がなくなることはありませんでした。
「思い煩いは罪だ」と、牧師が教えて下さいました。救わ

れてもなおルールをつくり、ルール違反しているかどうかを
常に思い煩っていた私は、その言葉によって解放されました。
自分はなんてあほらしいことをしていたんだろうと目が覚め
ました。

ルカによる福音書 12 章 25・26 節
あなたがたのうち、だれが思いわずらったからとて、自分の
寿命をわずかでも延ばすことができようか。そんな小さな事
さえできないのに、どうしてほかのことを思いわずらうのか。

救われている人間は神に従いたい思いがある限り、聖霊の
力によって絶対に守られます。何があっても万事を益にして
下さいます。私はなかなかイエス様を信頼できずにきましたが、
それは「不信仰の霊」のせいでした。「イエス様は絶対にあな
たを裏切らないから！」という牧師の言葉に背中を押され、
変わり始めました。最初は聖書をいちいち開いてみことばを
もらわなければ行動できませんでしたが、腹から来るみことば
を信じて行動に移すようになりました。すると結果がともない、
イエス様との信頼関係が築かれていきました。

ものです。神は、いつも私達に「全てのことに恵まれていて
ほしい」と思って下さっているからです。これらの根本的な
教えを霊に刻み込めば、何かをきっかけに強迫観念が発動し
ても、すぐにイエス様に戻って平安を取り戻し、悪霊を見極
めることができます。

ピリピ人への手紙 4 章 4 節
あなたがたは、主にあっていつも喜びなさい。繰り返して
言うが、喜びなさい。

ガラテヤ人への手紙 5 章 22・23 節
しかし、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、
忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。

ヨハネの第三の手紙 2 節
愛する者よ。あなたのたましいがいつも恵まれていると同じく、
あなたがすべてのことに恵まれ、またすこやかであるように
と、わたしは祈っている。

「宗教の霊」や「律法の霊」の下で聖書を読むと、自分のルー
ルをつくり、それに従わなければならないと思い込むように
なります。私も宗教的・律法的になり、イエス様から語られ
ることも「～しなければならない」と屈折して受け止めてし
まったことが多々ありました。強迫観念が行き過ぎてカルト
の霊に支配され、喜ぶことが罪だとさえ思いました。宗教
臭い自分のやり方で周囲をつまずかせました。しかし、本来
イエス様との歩きはこんなに苦しいものではありません。
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によってではなく、新しい霊によって仕えているのである。

詩篇 119 篇 11 節
わたしはあなたにむかって罪を犯すことのないように、心の
うちにみ言葉をたくわえました。

その時々に語られたみことばで自分に杭を打ち、二度と生き
地獄に落ちないようにしました。こうした積み重ねで命綱を
登り切り、私は強迫性障害から完全に解放されました。精神
疾患との戦いにおいて、みことばが最強の武器でした。イエス・
キリストとはみことば、神の言なのです。

ヨハネによる福音書 1 章 4 節
この言に命があった。そしてこの命は人の光であった。

ヨハネの黙示録 19 章 13 節
彼（イエス・キリスト）は血染めの衣をまとい、その名は「神
の言」と呼ばれた。

◇精神疾患の正体
もしもあの時私が病院に行っていたら、解離性同一性障害

（多重人格）、強迫性障害、双極性障害、過食症、統合失調症、
うつ病…どれだけの病名をつけられていたかわかりません。
精神病以外にも、不思議の国のアリス症候群やADHD、HSPと、
いくらでも自分に病名をつけることができました。ですが、
はっきり言います。これらの精神病及び障害などは、全て悪
霊によるものです。実体はありません。例えば、私はいつも

ローマ人への手紙 2 章 13 節
なぜなら、律法を聞く者が、神の前に義なるものではなく、
律法を行う者が、義とされるからである。

ここでいう「律法」とは、聖書に書かれてある神の掟、すな
わちみことばです。腹から来るのをただ聞き流すのではなく、
行うことによって神に正しい者とされ、結果が与えられたと
いうことです。一方、自分でつくった「律法」を守り行っても、
正しい者とはされません。

ローマ人への手紙 3 章 27・28 節
すると、どこにわたしたちの誇があるのか。全くない。なん
の法則によってか。行いの法則によってか。そうではなく、
信仰の法則によってである。 わたしたちは、こう思う。人が
義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰による
のである。

この２つのみことばを頭で理解しようとすると、矛盾して
いるように感じます。けれども聖霊によって神のタイミング
で与えられると、そこに矛盾は生じませんでした。イエス様
は自分の内におられ、全てをご存知の生きた神であることを
実感しました。みことばに臨機応変に従えるようになり、律法
主義者だった私は 180 度変えられたのです。

ローマ人への手紙 7 章 6 節
しかし今は、わたしたちをつないでいたものに対して死んだ
ので、わたしたちは律法から解放され、その結果、古い文字
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人間の心には、大きな穴が開いています。それを肉欲で埋め
ようとすると、どんどんおかしくなっていきます。現代に飽
和するあらゆる依存症は、肉欲を追究した者の行き着く先な
のだと語られました。過食症も食べることへの依存です。病
名を付けられず、一見普通の生活を送っている人達の中にも
心に欠損のある人がどれだけいることでしょう。人間は、神
の愛を忘れた時点ですでに「精神疾患」なのだと語られました。
心の穴を埋められるのは、真実の愛だけです。

【真実の愛】

♡神の愛
私がこれほど短期間で完全復活を遂げられたのは、神の愛

があったからです。神の愛は人間の愛、両親の愛さえも超越
したものでした。当初、両親は聖書の教えに半信半疑で、私
自身も牧師に対しては半信半疑でした。しかし、私がイエス
様を受け入れた後、それまで何を言っても自分の考えを曲げ
なかった両親が変えられました。過ちに気づき、私の苦しみ
を認めてくれるようになったのです。その様子を目の当たり
にし、イエス様は確実に存在し、両親以上に私を愛して下さって
いることを確信しました。だから、聖書の教えを信じること
ができたのです。神の愛は人間の愛と比べられるものではあ
りません。神は全ての人を誰より強く愛しておられます。ずっと
求めてきた “ 一番の愛 ” についに出会うことができ、自殺した
いとは思わなくなりました。

人の顔色をうかがい、相手に合わせていくつもの人格を使い
分けてきました。嫌われたくないという恐れの霊、合わせて
あげようという偽善の霊、色んな人に対応できる自分を誇る
高ぶりの霊、多重人格への憧れ＝偶像礼拝の霊がタッグを
組んで「多重人格の霊」となり、保健教諭いわく「一つの体
の中にいくつもの人格があるよう」な症状をもたらしたので
した。霊的多重人格が肉的にも成就したのです。
「初めに言があった」という聖書真理で説明することもでき

ます。当時、私は自分の苦しみを両親に認めてもらいたくて、
あてはまりそうな病名をインターネットで探していました。
少しでも心当たりがあると、その病気をすぐに疑いました。
すると状態が悪化して、その病気の症状にどんどん近づいて
いきました。こうして思い込ませるのが悪霊のやり方なのです。

現代では精神病や障害による症状が細分化され、無数の病
名が存在します。しかし、実体験から言わせていただけば、
心の病に名前をつけて境界線を引くのは無意味なことであり、
レッテルを貼るだけです。その人の人生を台無しにしたい悪
霊の策略なのだと感じます。

◇過食症からの癒し
私は宝塚のストレスで過食症になり、食べても食べても満た

されずにいました。物理的にはお腹がいっぱいで苦しいのに、
精神的にはいつまでも食べ足りない状態でした。後になって
これは、お腹ではなく心が満たされていなかったからだと解
き明かされました。救われてからは自分で努力することもなく、
症状が自然と消えました。イエス様に出会い、両親も変えら
れたことで、心が愛で満たされたからです。神の愛を忘れた
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の見かけにとらわれず、愛を注ぎ出しました。イエス様は私
にとってのベルでした。無条件に私を愛し、両親を変えて下
さったのです。この無条件の愛こそが「真実の愛」であること
を学びました。

イエス様が十字架にかかって下さったのも、人類を無条件
に愛して下さったからでした。イエス様はマリアの胎内で
受肉され、人間の子どもとして生まれてきたにもかかわらず、
人生で一度も罪を犯されませんでした。自分の損得勘定など
一切せずに周囲に神の愛を伝え続け、最期は十字架刑に処さ
れました。その道のりは凄まじいものでした。弟子達に裏切
られ、惨めな者のように扱われました。背中を五寸釘の付いた
鞭で 39 回打たれ、大きな十字架を背負ってゴルゴダの丘まで
歩き、いばらの冠をかぶせられました。それから手足を釘で
打ち付けられたのです。さらに、わきを槍で突き通されました。
それでもイエス様は、自分を嘲る人間達を裁くどころか「父よ、
彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのか、わから
ずにいるのです」（ルカによる福音書 23 章 34 節）と、神にと
りなして下さったのです。イエス様が壮絶な仕打ちを受けて
十字架にかかられたのは、神と人の仲保者になるためでした。
十字架上で流された血で全人類の罪をあがない、イエス様を
神の子と信じる者だけを地獄から救うことが天の父のご計画
でした。この計画を成就するために、イエス様は地上に来ら
れたのです。無条件の愛があったからこそ、友のために命を
捨てることができました。

ピリピ人への手紙 2 章 6 ～ 8 節
キリストは、神のかたちであられたが、神と等しくあること

ヨハネの第一の手紙 4 章 9 節
神はそのひとり子を世につかわし、彼によってわたしたちを
生きるようにして下さった。それによって、わたしたちに対
する神の愛が明らかにされたのである。

神は後にも先にもない世界でたった一つの存在として、私
を愛して下さっていることを知りました。人間を造られた神
にとって、一人一人がオンリーワンの最高傑作なのです。「あな
たはあなたしかいない。だから、ただ呼吸をしてそこに生き
ているだけで、私はあなたを愛す」とイエス様から語られ、
感動しました。こんなことを言われたのは初めてでした。

詩篇 139 篇 13 ～16 節（リビングバイブル）
神様は、精巧に私の体の各器官を造り、母の胎内で組み立て
てくださいました。こんなにも複雑かつ緻密に仕上げてくだ
さったことを感謝します。その腕前は天下一品だと、よくわ
かっております。秘密の工房で私を組み立てる時、神様は立
ち合われました。生まれる前から、まだ呼吸を始める前から、
神様の目は私に注がれており、その生涯にわたるご計画も、
練り上げられていたのです。

♡無条件の愛
イエス様に出会うまで、愛されるためには何等かの交換条

件が必要だと思い込んできました。本当の私を知られたら人
が離れていくのではないかと思い、才能ある美しい自分を演
じることに必死でした。
『美女と野獣』の話を知っていますか？主人公のベルは野獣
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を固守すべき事とは思わず、 かえって、おのれをむなしうして
僕のかたちをとり、人間の姿になられた。その有様は人と異
ならず、おのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の
死に至るまで従順であられた。

最近では軽度の発達障害が注目され、「風邪をひいたら内科、
心を病んだら精神科」といわれるほど精神疾患が身近になり、
自ら病名を診断されに行く若者も増えていると感じます。病名
のレッテルを貼られなければ優しくされず、むしろいじめに
遭ったりするような世の中に問題があると思います。無条件
の愛が存在しないのです。私は病名がなくても、イエス様が
悲しみや苦しみを認め、あわれんで下さいました。病院は
患者の話をちゃんと聞かずに薬を処方するだけだと聞きました。
社会がイエス様の愛によって変わらなければ、患者はますます
増えていくことでしょう。現に日本には 100 万人を超える
引きこもりがいるといわれており、この国がいかに病的であ
るかを痛感します。人々が真理に気づき、悪霊の策略を見破
れたことを感謝します。

♡永遠の愛
精神疾患からの癒しを体験し、私はあることに気づきました。

それは、人は「今」を信じることしかできないということです。
一瞬一瞬与えられる「今」という感覚（視覚、聴覚、触覚など）
を信じ、それが連なって生きているのです。どんな宗教を信じ
ていようと無宗教だろうと、まるで全ての人が「今」という唯一
神を信じているようだと感じました。要するに自分の感覚し
か信じられず、みんなが「自分偶像礼拝の霊」の奴隷なのです。

イザヤ書 65 章 11・12 節
しかし主を捨て、わが聖なる山を忘れ、机を禍福の神に供え、
混ぜ合わせた酒を盛って運命の神にささげるあなたがたよ、
わたしは、あなたがたをつるぎに渡すことに定めた。あなた
がたは皆かがんでほふられる。あなたがたはわたしが呼んだ
ときに答えず、わたしが語ったときに聞かず、わたしの目に
悪い事をおこない、わたしの好まなかった事を選んだからだ。

仏教、神道、新興宗教など色々な宗教がごちゃ混ぜの環境
で育った日本人は、仏壇を拝もうと、神社で賽銭を投げ入れ
ようと、結局は自分の感覚だけを信じて生きています。「今」
を知っているだけで明日も、一分一秒先もどうなることかわ
かりません。けれどクリスチャンは違います。感覚に踊らさ
れず、永遠に変わることのない神を信じているからいつも平
安です！腹から来るみことばを頼みとすれば、未来に起こる
危機からも守られます。

エレミヤ書 17 章 5 ～ 8 節
主はこう言われる、「おおよそ人を頼みとし肉なる者を自分の
腕とし、その心が主を離れている人は、のろわれる。彼は荒
野に育つ小さい木のように、何も良いことの来るのを見ない。
荒野の、干上がった所に住み、人の住まない塩地にいる。お
およそ主にたより、主を頼みとする人はさいわいである。彼
は水のほとりに植えた木のようで、その根を川にのばし、暑
さにあっても恐れることはない。その葉は常に青く、ひでり
の年にも憂えることなく、絶えず実を結ぶ」。
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コリント人への第二の手紙 4 章 18 節
わたしたちは、見えるものにではなく、見えないものに目を
注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠につ
づくのである。

人はいつか離れていくものだと感じ、世の無常を悟ってい
ました。また「自分達が住む地域にはいつ大地震が来るか
わからない」と繰り返し聞かされて育ち、死への恐怖と諦め
がありました。元気な祖父の死が訪れることを恐れ、急に悲
しくなったこともありました。自然災害には抗えず、人は年を
とればいつか死ぬ―これが世の理です。芸能界も本当に儚く、
永遠にトップでいることは不可能だと気づきました。が、この
世はどこまでいっても無常です。ならばせめて、永遠の愛、
ロマンチックな世界を味わうことができる役者として生きて
いこうと決めました。それが最もマシな生き方に思えたのです。

それでもなお、永遠に変わらない何かを渇望していました。
「科学では説明がつかない素敵なことがまだ存在している
はず…」という淡い期待も抱いてきましたが、むなしく汚い
現実に打ちのめされてきました。イエス様はそんな私に、死後
に永遠の世界があることを確信させて下さいました。たくさん
の証をいただいたことで、聖書に書かれてある死後について
信じざるを得なくなったからです。サタンが地上からいなく
なった後の千年王国、新天地。永遠の命がある清らかな世界。
最高のプレゼントが待っていることを知らされ、霊からの
喜びに満ちあふれました。永遠に生ける神イエス様は、今も
なお愛を注いで下さっています。それは人間の愛のように移ろ
いゆくものではなく、絶対的かつ不変でした。

イザヤ書 40 章 6 ～ 8 節
声が聞える、「呼ばわれ」。わたしは言った、「なんと呼ばわり
ましょうか」。「人はみな草だ。その麗しさは、すべて野の花
のようだ。主の息がその上に吹けば、草は枯れ、花はしぼむ。
たしかに人は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。しかし、われわ
れの神の言葉はとこしえに変ることはない」。

ヨハネによる福音書 3 章 16 節
神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さっ
た。それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命
を得るためである。

♡偽りの愛
私は牧師のカウンセリングを受けた後、自分で髪を短く切り、

眉毛を全部剃ってしまいました。そして、知り合いの美容師
の元に導かれました。当時はまだ、イエス様を信じたい霊の
思いと「LGBT を認めないところだけは受け入れられない」
という肉の思いが入り混じっていました。美容師に「難しく
考えず、あなたは今のあなたのままでいいんだよ」と優しく
声をかけられ、それがとても心地よく響きました。私が髪を
切り、眉を剃ったのは古いものと決別したかったからでしたが、
この言葉によって私は一度悪霊側へ引き戻されそうになりま
した。聖霊が私を解放しようとする一方で、悪霊はそれを邪魔
するために美容師を使ったのです。

ローマ人への手紙 8 章 6 節
肉の思いは死であるが、霊の思いは、いのちと平安とである。
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美容師を捕らえていたのは偽善の霊と「情欲の霊」でした。
自分を良く見せるために善人でいたいと思わせるのが偽善
の霊。かわいそう…と同情させ、善悪の判断を狂わせるのが
情欲の霊です。どちらも、結局は自分のことしか考えていま
せん。実は学校を飛び出した時にも同じ霊力をもった女性に
逃亡を助けられました。「道に迷った大学生です」と嘘をつく
私に、1 万円と食料を与え、駅まで車で送ってくれたのです。
その時はとても感謝しましたが、彼女の行いにより私は自殺
に近づき、危険にさらされました。情欲の霊は「義理人情・
ヒューマニズム（人間中心主義）・道徳教育をかしらとさせる
女預言者イゼベルの霊」とも言われ、日本人はこの悪霊に支配
されています。そのため、善悪の判断基準は神ではなく人間で、
自分が善だと思ったことを称賛します。しかし、人間にとっ
ての「善」が必ずしも善とは限らないのです。偽善や情欲
から来る善行は他者を滅びに至らせ、時に命を奪います。

コリント人への第二の手紙 11 章 12 ～ 15 節
しかし、わたしは、現在していることを今後もしていこう。
それは、わたしたちと同じように誇りうる立ち場を得ようと
機会をねらっている者どもから、その機会を断ち切ってしま
うためである。こういう人々はにせ使徒、人をだます働き人
であって、キリストの使徒に擬装しているにすぎないからで
ある。しかし、驚くには及ばない。サタンも光の天使に擬装
するのだから。だから、たといサタンの手下どもが、義の奉
仕者のように擬装したとしても、不思議ではない。彼らの最
期は、そのしわざに合ったものとなろう。

美容師や通りすがりの女性の背後にいたのは、光の天使
に擬装したサタンだったのです。サタンはかつて天使でした
が、神のようになろうと高ぶったため、神に天から落とされ
ました。こうしてサタンは悪霊の親分となり、地上を支配し
ました。そして神に愛されて造られた人間を妬んで、盗み・殺し・
滅ぼすようになりました。神の前に出しゃばった人間の愛は、
偽りの愛です。所詮、偽善の霊や情欲の霊に過ぎず、サタンに
利用されてしまいます。

イザヤ書 14 章 12 ～ 15 節
黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。
もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れて
しまった。あなたはさきに心のうちに言った、『わたしは天に
のぼり、わたしの王座を高く神の星の上におき、北の果なる
集会の山に座し、雲のいただきにのぼり、いと高き者のように
なろう』。しかしあなたは陰府に落され、穴の奥底に入れられる。

「今のままでいい」では、矢の刺さったカモをそのまま放置
しているようなもの、偽りの愛です。矢を抜こうとすればカモ
は痛がり、牙を剥いてくるかもしれません。相手に嫌われた
くない、これ以上痛い思いをさせたらかわいそう…という思い
が先に立てば、そのままにしてしまいます。しかし、痛みの
原因を根本から取り除いてあげるために、命懸けで矢を抜こう
とするのが真実の愛なのです。母は美容師を通じ、あるカウン
セラーから「今はまだ、なぜこうなったのか？を考えさせな
いように」と助言を受けていました。精神病患者の壊滅した
心をとりあえずそっとしておくのがこの世のカウンセリング
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なのかもしれませんが、今のままでいいと肯定しても何の
解決にもなりません。むしろ事態を悪化させます。私自身、
精神病患者とみなされ、学校に行けず、家族に特別扱いされ
て生きるのは楽でした。でも、何の夢も希望もありませんで
した。イエス様に出会えず「今のままでいい」と言われてい
たら、生きる意義のないぬるま湯地獄に突き落とされていた
でしょう。解決策は聖書にあります。ぬるま湯の中で苦しむ
人達がイエス様に出会い、真実の愛で立ち上がられたことを
感謝します。

私がこの美容師の元に導かれたのは神のご計画でした。ぶ
どうの木につなげてくれた母の友人もまた美容師の常連客で、
すぐに私とのやりとりが明るみになりました。美容師はスピ
リチュアルの霊力にまかれ、“ マイ宗教 ” で周りから神のよう
に慕われていました。が、私の混乱ぶりを知らされ、神を恐
れて悔い改めました。イエス様に救われ、今では多くの人を
救いに導いています！神は私を使い、美容師とその周囲の
人達をも救いたかったのです。

ローマ人への手紙 11 章 33 ～ 36 節
ああ深いかな、神の知恵と知識との富は。そのさばきは窮め
がたく、その道は測りがたい。「だれが、主の心を知っていたか。
だれが、主の計画にあずかったか。また、だれが、まず主に
与えて、その報いを受けるであろうか」。万物は、神からいで、
神によって成り、神に帰するのである。栄光がとこしえに神
にあるように、アァメン。

ローマ人への手紙 8 章 28 節
神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された
者たちと共に働いて、万事を益となるようにして下さることを、
わたしたちは知っている。

♡愛と愛情の違い
母は子どもに最高のものを与えたいという信念に基づいて

子育てをしてきましたが、それは子どもへの純粋な愛では
なく「愛情」によるものであったと気づかされました。愛情
には情欲の霊が含まれているため、自分の利益を求めます。
自分の全力子育てを自負し、子どもの人生を成功させること
で母親としての充実感を味わいたいというエゴもありました。
愛情では、子どもを無条件に愛し、許すことはできません。
子どもの言動にイライラし、「ここまでしてあげているのに」
と感謝を強いるようになります。

コリント人への第一の手紙 13 章 4 ～ 8a 節
愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。
愛は高ぶらない、誇らない。不作法をしない、自分の利益を
求めない、いらだたない、恨みをいだかない。不義を喜ばな
いで真理を喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべてを信じ、す
べてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも絶えることが
ない。

最初の人間アダムとエバが神を裏切り、善悪を知る木の実
を食べたことによって霊が死に、人は神の愛を忘れてしまい
ました。しかし、お腹を痛めて産んだ子を愛する母親の姿は、
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ご自分を犠牲にしてまで人類を愛されたイエス様と重なります。
神は人類の霊が蘇り、神の愛を思い出すことを望まれています。
母親がその愛を注ぎ出せなければ、子どもは飢え渇き「餓鬼

（ガキ）の霊」にまかれ、安易な性行為や非行、いじめなど
子ども（ガキ）じみた行動に走ってしまいます。

私は救われた後、母に支配されていたことに気づき、自分
が犯した罪の全責任を母になすりつけようとしました。母に
従っていただけで、私は悪くない！と思い、母を許すことが
なかなかできなかったのです。服のセンスも否定され、「私の
助けがなければコンクール受賞はなかった」と言われ、自己
肯定感を奪われました。「何も自分のことをやらない」と言わ
れても、価値観を否定し、母の指令を待たなければ動けなく
させたのは母自身ではないか！と言いたかったです。が、「手
出しするのを控えて」と伝えれば、何もやってくれなくなる
ので諦めていました。しかし、定時制に通っていた姉妹に

「甘い！」と訓戒され目が覚めました。そして、自分だって
依存していたことに気づかされました。言うことを聞いてお
けば確実に称賛されるので、母は憧れの存在でもあったし、
言いなりになっている方が楽でした。また、スケジュール管理
や送迎などしてもらうのが当たり前で、母が支配せざるを
得ない環境をつくっていたのです。「支配と依存の霊」が働き、
何でもできて色々やってあげ過ぎてしまう母親と、それに
任せっきりの娘でした。

母は自分の子育てを悔い改めました。支配から解放され、
恐れがなくなった私がひどい言動を取っても忍耐してくれま
した。私が裁きから解放されるために土下座して謝ってくれ
ました。子どもだけが聖書の教えを学んでも、親や家庭が

変わらなければ、子どもの状態や人生を変えることはできま
せん。聖書の学びによる母の無条件の愛と許しが、私の信仰
を支えてきました。今では何でも話すことができ、私の言い分
をちゃんと聞いてくれる優しいお母さんになりました。私も
無邪気な子どもに変われたことで、母に「愛おしさが芽生えた」
と言ってもらえて、とても嬉しくなりました。

【家族との和解】

母をはじめ、家族と和解していくことができました。
父には、私が学校を飛び出して行方不明になった時から

神の御手が入っていました。私がいなくなった時の喪失感が
思いの外大きかったと言い、娘の自己肯定感が育たなかった
のは、幼い頃に自分が子育てに携わらなかったせいだと反省
してくれました。何を言われても自分の非を認めなかった
父が、です。体が成長するにつれて触れ合うことに抵抗が生
まれ、嫌がられるのではないかと恐れましたが、久々に父に
抱きつき、和解することができました。腕の中で、お父さん
が大好きだったことを思い出しました。

復学して間もなく、学校から紹介された精神科医のカウン
セリングを受けました。県の名医と聞かされていましたが
鉄仮面のように無表情で、自身が精神に問題を抱えているの
ではないかと思うほどでした。毎日患者と交わり、精神病の
悪霊力を一身に受けてしまっているかのようでした。カウン
セリングはわずか 15 分程度の質疑応答でしたが、医師は私の
状態を見て両親に通院を勧め、薬の服用も「早ければ早いほ
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どいい」と助言したそうです。母はすぐにでも病院に連れて
行き、安心したい思いに駆られました。が、私は「病院には
行きたくない…」「もう治っているから大丈夫なんだけどなぁ…」
と本音をこぼしました。最終的に病院に行かない判断を下した
のは父でした。「娘の中に芽生えてきた自己肯定感を尊重して
やりたい」。聖霊の働きによる父の行いは、まさに真実の愛
でした。世間体よりも娘の思いを尊重し、父親として責任を
もって守ってくれました。この世の知者（名医）の言葉では
なく、私の内におられるイエス様の言葉を信頼してくれたの
です。父もイエス様に救われ、ぶどうの木の諒兄弟の書籍を
学校に渡してくれました。

弟のことはずっと振り回してきましたが、学校を休むように
なってから心配してくれていたことに気づかされ、初めて愛
おしく思えました。以前は私に怯えていた弟でしたが、今では
遠慮なく言葉を出せるようになり、母を交えて３人で楽しく
過ごせるようになりました。弟も救われました。

祖父母に対しては、自分がいかに無関心で愛がなかった
かに気づきました。車の送迎やお小遣いを当てにし、人目を
気にして労わっていました。でもイエス様の愛を体験したこと
により、血のつながったお年寄りというだけで大切にしたい
思いがこみ上げました。たくさんかわいがってもらったこと
への感謝も覚えました。すると、二人の様子も変わりました。
祖母は前より私を気にかけてくれるようになり、祖父は私の
前であまり人の悪口を言わなくなりました。祖父母も救われ
ました。社会がどんどん高齢化していく中で老人の孤独死や
老老介護が増えていますが、原因は若い世代の無関心、愛の
無さだと思います。そして、若い世代がお年寄りを愛せない

のは、彼らもまた真実の愛に出会っていないからではないで
しょうか。イエス様の愛を体験体得すれば、高齢化にまつわる
様々な問題はきっと解決します。

母の姉夫婦とその息子であるいとこも救われました。いとこ
が幼い頃はかわいくて仕方ありませんでしたが、成長するに
つれ、祖母を奪った疎ましい存在に変わっていきました。
しかし、いとこもまたいじめられて苦しんでいたことを知り、
隣人愛で誠実に向き合いたくなりました。いとこはイエス様
に意志を向け、中学で副会長に立候補して選ばれました。
日本では核家族が増え、親戚との関係も希薄になっていますが、
大きな問題を抱えた親族が必ず一人はいるものです。イエス様
につながれば、家族が、そして一族が祝福される道を、神は
用意して下さっているのです！

和解していく中で、家族を一人の人間として見られるよう
になりました。例えば、私の母は父親を二度も亡くし、女だ
けの家庭で育ったことから、夫・義父との関係に苦労してい
ました。父は繊細で、職場での板挟みや愛する母親の死を
機に人柄が変わっていったようでした。「親のくせにどうして
こうなの！こんなこともできないの！」と両親を罪に定めて
きましたが、親というフィルターを外し、生い立ちや事情を
客観的に受け止めた時、許せるようになりました。家族は
最も近くて遠い存在なのかもしれません。人は思いの外、自分
の家族について知らないものです。だからこそ状態を見てすぐ
に裁き、「分派分裂の霊」が家族をばらばらにします。今、世の
中はどこもかしこも家庭崩壊ですが、悪いのは家族の誰かで
はなく、敵はサタン・悪霊です。私達家族も血筋や生い立ち、
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家の内外から来る霊力によって攻撃を受けてきました。許し
とりなし祈り、悪霊を追い出すことで、家族をサタンから奪還
できます。どんなにサタンに迫害されても、必ず最後に愛は
勝ちます！

エペソ人への手紙 6 章 10 ～ 12 節
最後に言う。主にあって、その偉大な力によって、強くなり
なさい。悪魔の策略に対抗して立ちうるために、神の武具で
身を固めなさい。わたしたちの戦いは、血肉に対するもので
はなく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権者、ま
た天上にいる悪の霊に対する戦いである。

ルカによる福音書 10 章 19 節
わたしはあなたがたに、へびやさそりを踏みつけ、敵のあら
ゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だから、あなたがたに害を
およぼす者はまったく無いであろう。

使徒行伝 16 章 31 節
ふたりが言った、「主イエスを信じなさい。そうしたら、あなた
もあなたの家族も救われます」。

【LGBTからの解放】

◇ LGBTの霊
救われる前の私には「男になりたいわけではないが、完全

な女にもなりたくない」という違和感がありました。中学の
追究学習でマイノリティー（少数者）をテーマに LGBT に
ついて調べたのをきっかけに、自分もそうではないかと思う
ようになりました。教育と LGBT の専門家である准教授から
話をうかがい、人には体の性と心の性と好きになる相手の性
があり、それらのバリエーションによって性の在り方が多様
化すると教えられました。有名なハリウッド女優が LGBT だと
知ったり、多様性を認めるディズニー映画を見たりするうちに、
自分も LGBT でいいんだ！と受け入れ、むしろ誇るようになっ
ていきました。その様子を見て離れていった友達もいました。

教会が同性愛者の結婚式を受け入れないという話も聞き、
キリスト教とはなんて古臭くて頭の固い宗教なんだろうと思い
ました。「先進国の国教」というイメージがあったため、私の
目にキリスト教は “ マジョリティーの象徴 ” として映り、どち
らかと言えば嫌悪対象でした。そんな私がイエス様の愛に
触れ、LGBT から解放されたのです。最初は抵抗していまし
たが、思っていた以上に物事は流動的であることに気づき、
LGBT を生み出すのは悪霊であると確信しました。「LGBT の
霊」は他の悪霊に比べて非常に複雑で、様々な霊力が組み合
わさっています。どうしてこの悪霊に囚われてしまったのか、
イエス様が私の過去を紐解いて教えて下さいました。
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◇性別に対する違和感
幼い頃から「男の子に生まれればよかった」という強い思

いがありました。卒園した後、父の転勤で一度引っ越しまし
たが、環境も住民性も閉鎖的な地域で苦労しました。小学校
に入り女の子の友達ができましたが、母からその子の母親が
苦手だと聞かされ、好きではなくなってしまいました。彼女は
すぐに引っ越してしまいましたが、気まずい別れで、楽しい
思い出まで塗り変えてしまいました。ひとりぼっちになった
私を仲間に入れてくれたのは３人の男の子でした。校庭にある
野山を無邪気に駆け回ったり、仮面ライダーごっこをしたり…
一緒にいて男っぽくなったところもありましたが、彼らとの
時間は “ 友達 ” にまつわる最高の思い出となりました。けれ
ども、彼らはやがて男だけで遊ぶようになり、私はまた独り
になりました。グラウンドが見える場所に行き、小鳥のお墓
参りをするふりをして男子達のサッカーをうらやましそうに眺
めていました。お墓参りをする自分は、他の子どもとは違う
特別な存在…と妄想が始まり、芝居がかった自己憐憫になる
ことで、寂しさが緩和されました。男子との楽しい外遊びを
味わってしまった以上、女子特有のおしゃべりでは満足できま
せんでした。それどころか、女子からはいじわるされたり約束
を破られたりで「なぜ男の子に生まれなかったのだろう」と思
いました。小２で地元に戻ると、新しい学校でいじめに遭い
女子恐怖症になりました。学校は敵だらけで、一部の優しい
男子が心の拠り所となりました。恋心を抱いたこともありまし
たが、「男だったらもっと仲良くなれたのに」と後悔しました。

中学では女子より男子といる時間の方が長かった気がし
ます。これまでの人生、一人で困っていると助けてくれるのは、

いつも男子でした。そのせいで「生まれつき女子とは合わない」
と思い込ませる占いの霊が入り、“ 女 ” という生き物を憎むよ
うになりました。女子への復讐心から男子と仲良くして高ぶ
りましたが、それが「妬みの霊」を引きつけ、いじめを招き、
悪循環の繰り返しでした。このような経験から女子との衝突
を避けるため、優しい男子を演じて「かわいい」を連発する
ようになりました。芸能オーディションの落選が続いていた
ため、実際かわいい女子には嫉妬しましたが、男子目線にな
ればそれを抑えることもできました。人間関係が円滑に進む
のに味をしめ、場合に応じて性別を演じ分けるようになって
いきました。

家庭環境にも原因がありました。「なんでママは弟ばかり
かわいがるの？」と言う私に、父は「女家族で育ち、自分の
思い通りになる男の子が珍しいからだろう」と答えました。
この時から「だったら私も男の子に生まれれば、もっとかわ
いがってもらえたのに」という思いがますます強まりました。

また私は、幼い頃から太った女性の体を見るのが好きで、
ダイエット番組を見たり、絵に描いたりして喜んでいました。
しかし中学生になり周りが性的なことに興味を持ち始めると、
これが世間一般では「性癖」と言われてしまうものなのだと
知り、自分が嫌いになりました。それでも宝塚で精神的に追い
詰められると、この快楽で苦しみを麻痺させ、罪悪感もなく
なっていきました。宝塚のために可憐な少女を装っていまし
たが、内側はドロドロでした。状態が悪くなっていき、レズ
ビアンの風俗をネットで調べたり、そうした風俗で働いてレッ
スン代を稼ごうと考えたこともありました。恋愛など女の子
らしいことでときめいても、自分の気持ち悪さを思い出さされ、
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現実に引き戻されました。これが私を LGBT に縛りつけてい
たのです。性癖ではなく、背後に悪霊の構図があったのだと
知り、安心しました。これは「心を許せる母親の存在」＝母性
に飢え渇いていたあらわれでした。太った女性の体は霊的に
“ 母性の象徴 ” だったと解き明かされました。母は唯一私を裏
切らない存在であると同時に、恐怖の対象でもありました。
この人にだけは見放されては困ると思い、絶対に逆らえなかった
からです。母娘というより師弟関係のようで、心を許せません
でした。母親偶像礼拝の霊、支配と依存の霊、恐れの霊が元
となり、私は太った女性の体に惹かれるようになったのです。
母は最初「恋愛経験もないのに LGBT だと決めつけるのはお
かしい」と言いましたが、LGBT の霊は恋愛ではなく、親子
の関係に起因していたのでした。

◇パンセクシャル
追究学習の中で LGBT と一言で言っても本当に色々な種類

があることを知りました。そして、あらゆる性別の人に恋を
したり、性的願望を抱いたりする「パンセクシャル（全性愛）」
という性的指向に出会い、これだ！と思いました。博愛主義
的で魅力あるセクシャリティだと自負していましたが、その
正体は情欲・プライド・偶像礼拝の霊で、あまりにも粗末な
ものでした。

私は男女問わず、いつも友達にベタベタしていたい子でし
たが、原因は両親の一番になれない寂しさでした。寂しさから
来る情欲の霊が、「姦淫・淫乱の霊」と合体し、人肌恋しさが
寂しさからなのか性的欲求からなのか混乱していきました。
そのせいで誰でも性的な目で見るようになり、友情・恋愛感情・

性欲の垣根がない広く浅い人間関係を築いていました。精神
疾患になって両親に抱きしめられた時、私が本当にしたかっ
たのは友達とのスキンシップではなく、これだったと確信し
ました。

LGBT になることでエキセントリックな自分を演出し、オリ
ジナルのポジションを築こうとしました。周囲になじめない
のは特別な存在だからだとアピールするためでした。パンセ
クシャルは性的少数者の中でも稀で、なおかつ博愛主義者の
ようで演出するにはもってこいでした。ちなみに、双極性障害
や ADHD、不思議の国のアリス症候群も、歴史上の天才やハリ
ウッド俳優と同じ病気だったため、喜んで自認しているとこ
ろがありました。これらの自己顕示欲は「プライドの霊」です。
私は人気者の隣を好み、友達も好きになる人も周囲からの評
価を基準に選びました。本当にプライドの塊でしたが、プラ
イドを守ることで自分の心が傷つくのを防ごうとしていました。

傷つくのを防ぐもう一つの方法として、あらゆる人への偶
像崇拝がありました。相手の個性を強調し、あらかじめ悪い
ところまで美化して受け入れておけば、急に裏切られても大き
な傷は負わずに済みます。ところが美化が行き過ぎると、
相手に性的な思いを抱いていると錯覚させられました。偶像
礼拝の霊には、このような恐ろしさがあるのです。パンセク
シャルとは、性別関係なく「相手の存在そのものを愛する」
性的指向なので、バックに必ず偶像礼拝の霊がいると感じて
います。

数々の悪霊の働きがありましたが、そもそも私がパンセク
シャルになったのは、「自分の存在そのものを愛してほしい」
という願望の裏返しでした。
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◇悪霊のからくり
私が「宝塚受験をしないか」と本格的に声をかけられたのは、

追究学習で LGBT の PR ポスターを制作した後でした。ここ
に悪霊のからくりがありました。「LGBT を応援したことで、
悪霊が本格的にその世界に引きずり込もうとした」のだと、
牧師が解き明かして下さいました。宝塚歌劇は男女のラブス
トーリーを女性だけで演じ、男役に本気で恋する女性ファンも
いるため、LGBT の霊が入り込みやすくなっています。実際、
同性婚をした元タカラジェンヌもいました。あの状態で合格
していたら、私も同性愛に陥っていたかもしれません。

スクールの先生は私に「絶対に受かる」と言いましたが、
人間が約束できる「絶対」などこの世に存在しません。「遊女
の霊」が先生を使って私をそそのかし、LGBT の霊に加勢し
たのだと語られました。

箴言 7 章 21 ～ 27 節
女が多くの、なまめかしい言葉をもって彼を惑わし、巧みな
くちびるをもって、いざなうと、若い人は直ちに女に従った、
あたかも牛が、ほふり場に行くように、雄じかが、すみやか
に捕えられ、ついに、矢がその内臓を突き刺すように、鳥が
すみやかに網にかかるように、彼は自分が命を失うようにな
ることを知らない。子供らよ、今わたしの言うことを聞き、
わが口の言葉に耳を傾けよ。あなたの心を彼女の道に傾けて
はならない、またその道に迷ってはならない。彼女は多くの
人を傷つけて倒した、まことに、彼女に殺された者は多い。
その家は陰府へ行く道であって、死のへやへ下って行く。

◇呪いが解けて
私は人から嫌われることを恐れ、内側を隠し、偽りの自分を

重ね着してきました。その結果、自分でも理解不能なモンス
ターになっていました。そんな野獣のような私に、イエス様
は真実の愛を注ぎ、毛皮を一枚一枚脱がせてくださいました。
そして私は、『美女と野獣』の物語のように本当の姿に戻るこ
とができたのです。

私はありのままの自分を愛してほしいと思って生きてきま
したが、それは外見や才能を取り除いた自分―人間関係を築
くのが下手で、奇妙な性癖をもち、色々なことを感じやすく
て不安定な自分のことを指していました。今の状態こそが、
本来の姿だと信じていたからです。けれどもそれは、呪いに
かかった野獣の姿だったのです。多様性が尊重され、「ありの
ままでいい」がスローガンのような時代ですが、霊が蘇って
いなければ、自由に生きようとしても心のまま、肉欲のまま
に生きることしかできません。その人の真の思いを知っている
のは奥底に眠っている霊だけだからです。LGBT 当事者を
本当に「ありのまま」に戻すことができるのは、イエス様だけ
なのです。

コリント人への第一の手紙 2 章 11 節
いったい、人間の思いは、その内にある人間の霊以外に、だれ
が知っていようか。それと同じように神の思いも、神の御霊
以外には、知るものはない。

◇ LGBTの闇
LGBT 容認が世界規模で加速する一方、LGBT は先天的で
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はなく後天的だという研究が進められています。生まれつき
ではないという証拠に、脱・同性愛者が世界中におり、イエ
ス様に救われて解放された証人もいます。

LGBT になるかどうかは幼少期に過ごした環境にかかって
おり、特に家庭環境の影響が大きいそうです。父親の不在や無
関心で父性が欠けると、息子が女性的になることがあります。
母親の再婚相手から性的な目で見られるのが嫌だったり、
父親から性的虐待を受けたりしてトランスジェンダーやレズ
ビアンになった女性もいます。女性であることを拒んだり、
男性を恐れたりするからです。このように、LGBT の霊は
過去に受けた心の傷から侵入します。

同性同士の性行為は刺激が強く、たった一度の体験によって
LGBT に引き込まれてしまう人もいると聞きます。映画『ボヘ
ミアン・ラプソディ』に取り上げられた英ロック歌手、フレディ・
マーキュリーもその一人でした。彼は仕事仲間の男性から
急にキスされたことをきっかけに、ゲイになりました。婚約者
の女性との関係は破綻してしまいましたが、それでも彼女を

「魂の伴侶」として愛し続けました。体は男性を求めていても、
心は女性に向いていたからです。“ 自由の象徴 ” のような
LGBT ですが、実際にはちっとも自由ではありません。LGBT
の霊に縛りつけられ、素直な思いを押し殺すしかなかった
フレディと自分が重なり、苦しくなりました。心より体を優先
した結果、彼はエイズで亡くなりました。結ばれるはずだった
二人の男女がサタンに引き裂かれたことが悔しくて、二度と
このような犠牲者を出すまいと決意しました。

LGBT の芸能人や文化人の活躍により華やかな世界を想像
していましたが、現実は違いました。男性同性愛者がエイズ

に感染する確率は一般人の約 750 倍とされ、同性同士の性行
為で排泄器官がだめになってしまう人もいるそうです。性転
換手術は高額である上、想像以上にリスクを伴います。ホル
モンバランスが崩れ、急激に太ったり、若くして更年期障害
と同じ症状に悩まされたり心身に不調を来たします。術前は
なりたい性の、術後は元の性のホルモンを投与し続ける必要
がありますが、性ホルモン剤の過剰な投与は発癌リスクを
高めます。LGBT の霊が当事者の体を傷つけ、寿命を縮めて
いることは紛れもない事実です。さらに悲しいことに、性転換
手術を受けた人の自殺率は高いと聞きます。術前のカウンセリ
ングが十分でなかった人に多く、性別を変えたことへの後悔
から自殺してしまう人もいるそうです。

当事者になってみないと解らない苦しみもあります。LGBT
の霊に縛りつけられていた当時の私は、心の奥底で常に自分
が異常者のように感じられました。いくら世の中が「LGBT
はおかしなことじゃない」と言っても生理的に受け付けられ
ないものがありました。この苦しみに対して鈍感にさせられ
ていましたが、救われて初めて認めることができました。

LGBT の霊による被害は当事者だけに止まりません。同性
カップルの元に生まれ、出自に悩む子どもがいます。精子・
卵子提供を受け、生殖補助医療によって同性カップルでも命
を授かることができるようになりましたが、そうして生まれ
た子どもは近親婚になるのを恐れ、自由な恋愛もできません。
なぜなら今は、インターネットで簡単に精子を買うことが
できる時代だからです。若い女性を旅行感覚で海外に連れて
行き、卵子提供させる斡旋業者もいます。今後 LGBT が増え、
社会がますます彼らを容認していくならば、必然的にこうした
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子どもも増えていきます。

◇若い世代への影響
今どきの子どもにとって LGBT はごく当たり前の存在です。

アニメやマンガには LGBT のキャラが付き物で、幼児向け
教育番組にまで登場します。芸能人の影響もあり、同性同士
のキスやポッキーゲームなどに全く抵抗がないように感じます。
若者の間では、中性的な容姿を目指すジェンダーレスファッ
ションが流行っています。性別の垣根をなくすのがコンセプト
で、男性がハイヒールをはいたり、女性が男装したりするの
ですが、そんな「ジェンダーレス」はファッションだけに止ま
りません。ある若いモデルが「私の周りには男が好きか女が
好きかわからない友達ばかりだ」と言っていました。

LGBT を容認する社会の風潮や、同性愛を美化する文化が
子ども達に与える影響は凄まじいです。2019 年、LGBT の
割合は 11人に 1 人となりました。3 年前は 1 クラス（40 人）に
1 ～ 2 人位だったので、倍近く増えたことになります。2015 年
に行われた NHK の「LGBT 当事者アンケート調査」によれば、
当事者の約 8 割が 10 代～ 30 代でした。このような年代構成
になるのは、近年の容認一色の社会の在り方が、若い世代の
LGBT を急増させたからだと語られました。

最近では性的少数者のことを「LGBTQ」とも呼びます。「Ｑ
（クエッショニング）」とは自分の性自認や性的指向が定まっ
ていない人のことです。思春期にはセクシャリティが揺れ
動くことがあると聞かされていたので、これでは成長過程の
子どもまで性的マイノリティにされてしまうと愕然としました。
また「Q」という選択肢が与えられることで、どれだけの若者

が LGBT に翻弄されるようになるかとぞっとしました。私達
の世代にとって、同性同士の度を超えたスキンシップなどあ
りふれたことで、曖昧な定義が混乱を引き起こすことは目に
見えています。

救われる前の私は、LGBT を認めてあげる自分を崇高な
善き理解者だと誇っていました。しかし、真実の愛を知った今、
安易に容認する社会に対して聖なる怒りが湧きます。当事者
の苦しみを少しでも知っている者として、彼らの存在を否定
する気はありません。でも、だからこそ世間に問いたいです。
当事者の何を知って容認しているのか！と。オネェがおもし
ろいから？同性愛を愉快に描いたドラマが好きだから？多様
性を尊重して好感度を上げるため？事実、LGBT 容認は政治
家の票集めにも利用されています。逆に、少しでも LGBT を
批判するようなことを言えば、猛烈バッシングを受ける世の
中になりました。

反対派を抑え込み、差別さえなくなれば LGBT は明るく楽
しいもの…ではありません。実は同性愛者の中には、自身の
性的指向に違和感をもって苦しんでいる人が多くいるのです。
そしてサタンは、たった今も彼らに襲いかかり、健康を奪い
去っていきます。社会の風潮をつくっている大人達に目を覚
ましてほしいです！ LGBT は大人が思っている以上に子どもに
とって身近で、簡単に陥るものです。理解を広める教育はもう
十分ではないでしょうか。それよりも LGBT の霊で苦しむ
若者がどれだけいるかに目を向けて下さい。これ以上、苦しむ
若者を増やさないで下さい。私の周りにもたくさんいました。
少子高齢化で騒ぐ日本ですが、社会が変わらなければ LGBT
は増え続け、人口減少だって大げさな話ではありません。
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◇教会の在り方
海外ではすでに「LGBT は悪霊のしわざ」と堂々と言えな

くなっているそうです。信仰の自由さえ奪われつつあります。
こんな時代だからこそ、教会には LGBT 当事者に真実の愛を
伝えてほしいです。最近の教会は、性的マイノリティを容認
するか差別するかのどちらかしか選択肢がないと聞きましたが、
どちらも神が求めておられることではありません。男女の秩序
や人間の体は神が造られたもので、文句をつぶやいたり破壊
したりすることは神の御前で深い罪です。悔い改めずに死
ねば、普通の人よりも酷い地獄行きですが、容認して手をさし
のべなかったクリスチャンも、同じ地獄行きです。

ローマ人への手紙 1 章 26 ～ 32 節
それゆえ、神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。すなわち、
彼らの中の女は、その自然の関係を不自然なものに代え、男も
また同じように女との自然の関係を捨てて、互にその情欲の
炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そしてその
乱行の当然の報いを、身に受けたのである。そして、彼らは神
を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正し
からぬ思いにわたし、なすべからざる事をなすに任せられた。
すなわち、彼らは、あらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、
ねたみと殺意と争いと詐欺と悪念とに満ち、また、ざん言する
者、そしる者、神を憎む者、不遜な者、高慢な者、大言壮語
する者、悪事をたくらむ者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、
無情、無慈悲な者となっている。彼らは、こうした事を行う者
どもが死に価するという神の定めをよく知りながら、自らそれ
を行うばかりではなく、それを行う者どもを是認さえしている。

だからと言って LGBT 当事者を裁き、罪に定めるだけのクリ
スチャンはパリサイ人です。聖書の律法に囚われて、愛が
無いのなら神に裁かれます。

ローマ人への手紙 2 章 1 節
だから、ああ、すべて人をさばく者よ。あなたには弁解の余
地がない。あなたは、他人をさばくことによって、自分自身
を罪に定めている。さばくあなたも、同じことを行っている
からである。

ローマ人への手紙 14 章 4 節
他人の僕をさばくあなたは、いったい、何者であるか。彼が
立つのも倒れるのも、その主人によるのである。しかし、彼は
立つようになる。主は彼を立たせることができるからである。

聖書は性的少数者を差別する本ではなく、神様からのラブ
レターです。神は、LGBT 当事者のことも深く愛しておられ
ます。だから、たとえ性転換手術をした人でも、悔い改めて翻っ
て生きれば、天国に行くことができるのです。イエス様は
当事者の苦しみを誰よりもご存知なので、律法を押し付けは
しません。私は「気持ち悪い」と非難されることも、考え方を
矯正されることもなく LGBT の霊から解放されました。聖書
の律法は強制されるものではなく、神の愛によって自然と
完成するものでした。

ローマ人への手紙 13 章 10 節
愛は隣り人に害を加えることはない。だから、愛は律法を完
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成するものである。

◇ LGBTも精神疾患
エペソ人への手紙 4 章 18 ～ 24 節
彼らの知力は暗くなり、その内なる無知と心の硬化とにより、
神のいのちから遠く離れ、自ら無感覚になって、ほしいま
まにあらゆる不潔な行いをして、放縦に身をゆだねている。
しかしあなたがたは、そのようにキリストに学んだのではな
かった。あなたがたはたしかに彼に聞き、彼にあって教えら
れて、イエスにある真理をそのまま学んだはずである。すな
わち、あなたがたは、以前の生活に属する、情欲に迷って滅び
行く古き人を脱ぎ捨て、心の深みまで新たにされて、真の義
と聖とをそなえた神にかたどって造られた新しき人を着るべき
である。

LGBT の霊に支配されていた当時、寂しさに対して無感覚
でいられました。LGBT は、心の機能を壊す精神疾患でした。
寂しさに限らず色々なことに無感覚になり、性的快楽に溺れ
ている若者、性的に混乱している若者が、今どれだけいるで
しょう。

彼らが狂わされたのはやはり、愛に満たされなかったから
ではないでしょうか。私も愛されることばかり求めて LGBT
に陥りましたが、聖書から学びました。他者を愛せない人間が、
他者に愛されることは不可能なのだ―と。私は同級生のこと
を情欲を満たすための道具か、自己顕示欲のためのアクセサ
リーとしか思っておらず、サイコパス（反社会的人格をもつ人）
のようなところがありました。友人関係が上手くいかなかった

のも当然でした。愛を求める若者が救われ、愛を注ぐクリス
チャンへと生まれ変われたことを感謝します！

ヨハネの第一の手紙 4 章 7・8 節
愛する者たちよ。わたしたちは互に愛し合おうではないか。
愛は、神から出たものなのである。すべて愛する者は、神か
ら生れた者であって、神を知っている。愛さない者は、神を
知らない。神は愛である。

【時の娘】

◇教育革命
自分の苦しみから解放されると、周りの同級生や友達が

私と同じところで苦しんでいるのが見えてきました。小６の
女の子に手首の自傷痕を見せられた時には、衝撃を受けました。
原因は彼女の両親の不仲でした。学校では、コミュ障（コミュ
ニケーションがうまく取れない人）を自称する同級生の多さ
に驚きました。「相手の思いを察しなさい」という日本独特の
文化が基となり、相手の思いを占いすぎて圧迫され、素直な
言葉が出せないのでした。他にもテストに取り憑かれている子、
いじめや心無いからかいに傷つく子、外見に病的なコンプレッ
クスを抱えている子、「生きてる意義が見出せない」と口に
する子など…。一見明るい高校生達の本当の姿が浮き彫りに
なり、私が無意識の自殺願望で学校を飛び出したように、日
本の子どもは自殺と隣り合わせなのだと語られました。

そんな子どもの SOS に全く気づかず、成績のことばかり言う
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教師陣にあきれました。このままではみんな死んでしまうと
危機感を覚え、日本の子どもを救うために「教育革命」を起
こそうとしました。大人を裁き、革命家に選ばれた！と高ぶり、
校内で間違った福音をしたこともありました。自分のやり方
でそしりを買い、退学処分までちらつきましたが、悔い改め
て私は守られました。神は「友達を救いたい！」という私の
心を見て下さったからです。

サムエル記上 16 章 7 節
しかし主はサムエルに言われた、「顔かたちや身のたけを見ては
ならない。わたしはすでにその人を捨てた。わたしが見ると
ころは人とは異なる。人は外の顔かたちを見、主は心を見る」。

日本の子どもの自殺が多いのを大人のせいにしてきましたが、
大人もかつては子どもだったと牧師に言われ、目が覚めました。
悪いのは代々日本人を育ててきた教育でした。学力偏重主義
では目の前の勉強に必死で、社会に目を向けられません。
勉強はできても、人として問題のある同級生がたくさんいま
した。点数至上主義で人と比べられてばかりでは、自分を愛せ
なくなります。美容整形やアイプチで顔を変えている女子が
多いのも、このためだったと語られました。現代の子どもは
外見を派手に着飾ったり、SNS で発信したりと一見自己主張が
強いようですが、実は自分というものが無いのだと感じました。
私も人からの評価を気にして自分像を作り上げていました。
相手の色に染まるばかりで、まるで透明人間のようでした。「あ
なたは後にも先にも無い、世界にたった一人の貴い存在だ」
と言って下さる神を知っていたら、自分が無いという発想には

至りません。聖書の神が子育ての土台になれば、子どもの自
殺だってなくなるはずです。サタンによって繰り返される教
育を断ち切ることが社会を変える方法だと学び、改めて教
育の変革を志すようになりました。

◇出エジプト
学校で問題を起こしてからクラスで孤立し、勉強を裁いて成
績も底辺に落ち込みました。学校が嫌になり、不登校寸前の
ところで聖書から「出エジプト」が示され、通信制高校への
転校を考えたこともありました。しかし、私にとっての “ 出エ
ジプト ” とは、今の学校を出ることではなく、古い自分を抜け
出すことでした。肉では葛藤がありましたが、みことばから

「神は絶対に守ってくださる」と励まされ、学校に残る道を
選びました。そこから次々と訓練が与えられました。人目を
気にすること、女子を恐れること、すぐ恋愛に逃げようとする
こと、見かけで人を判断すること、プライドが高いことなど、
古いものが取り除かれていきました。自身の無作法にも気づ
かされ、へりくだることも学びました。

中でも根深かったのは、時間を守れないことでした。両親
が病気を疑うほどでしたが、最終的には根性の問題だと言わ
れました。自分では頑張っているつもりでも時間を守ること
ができず、ストレスでした。イエス様がその理由を一つずつ
明かして下さいました。一つ目は、家族への裁きから故意に
待たせる習慣があったためでした。両親にとって「いつも時間
が守れない娘」になり、叱られるのは仕方のないことでした。
二つ目は神経質のせいでした。強迫性障害のためいろいろな
ことに神経質になり、物事がはかどらず苦労しました。三つ
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目は「妄想の霊」に支配され、常に現実と並行して妄想の世
界で生きてきたからでした。現実に集中できず、動きが鈍く
なったということです。小さい頃からマンガやアニメに自分
を登場させるのが好きで、妄想の世界は孤独な現実を忘れさ
せてくれるシェルターでした。またアニメーションを脳内に
映し出すのに慣れたせいで、悪霊による映像や声にも敏感だっ
たのだと語られました。

牧師を通して「時間の使い方は命の使い方」だと語られ、目
が覚めました。私の誕生日が「時の記念日」であることを思い
出さされた翌日、国語の教科書から「時の娘」という知識の
言葉が与えられ、霊的に自分のことだと示されました。「真理
は時の娘」であり、それは「希望」を表す娘でもあると書かれ
ていました。私が時間を大切に生きる本当の “ 時の娘 ” にな
れば、世に真理を伝え、皆に希望を与えられるという啓示でした。

◇世界の子どもを救いたい！
私の視野はさらに広がり、同じ地球上に性奴隷や兵士、貧困、

紛争など想像を絶する苦しみに遭う子どもがあまりにも多い
ことを知りました。先進国でも虐待や親の離婚が共通の問題
で、国によっては銃乱射事件や生殖補助医療の犠牲になる
子どもがいます。科学者からは「地球はあと 20 年ほどしかも
たない」という警告を聞かされ、若い世代には未来がないこ
とを悟りました。それまでは外国の子どもに親しみが湧きま
せんでしたが、世界中で読まれている聖書を学ぶことで日本
人の価値観から解放され、彼らを同じ子どもだと考えられる
ようになりました。危険な無法地帯で育った外国人高校生
との出会いもあり、ますます現実味が増しました。同じ子ども

として彼らの現状に無関心でいられなくなり、世界の子ども
達も救いたい！という強い思いを入れられ、「平和」という
召しと選びも示されました。

ピリピ人への手紙 2 章 13 節
あなたがたのうちに働きかけて、その願いを起させ、かつ実
現に至らせるのは神であって、それは神のよしとされるとこ
ろだからである。

◇大冒険の始まり
夢にあふれた物語を求め、妄想に依存してきましたが、真の

神との出会いにより、妄想よりもわくわくする人生の始まり
を告げられました。

高 3 の春、東京ディズニーシーにある『シンドバッドの冒険』
を題材としたアトラクションに乗った時のことです。シンド
バッドは航海の中で、悪の組織に誘拐されそうになった雛鳥
達を助け、囚われ人を解放し、人間に恐れられていたサル達
とも和解しました。「宝石や黄金より大事なものがある！」と
歌っていましたが、最後には宝が山積みの大豪邸が彼を待っ
ていました。子ども達を救い、世界に福音宣教を宣べ伝えた
人生の後に、天国でこのような家が待っているのだと語られ
ました。「アメイジング・グレイス」の歌詞にあるように、大海
原で難破船だった私は、イエス様に見つけてもらうことが
できました。そして、心のコンパスではなく、イエス・キリ
ストのコンパスに従った大冒険が始まったのです。こんな人生
をくださったイエス様に感謝して、これからは神のために時
を用いて生きます！
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ローマ人への手紙 15 章 16 節
このように恵みを受けたのは、わたしが異邦人のためにキリ
スト・イエスに仕える者となり、神の福音のために祭司の役
を勤め、こうして異邦人を、聖霊によってきよめられた、御
旨にかなうささげ物とするためである。

◇大学受験と卒業式
大学の進路選択にあたり芸術系か国際系かで迷っていた

ところ、「変革」という言葉を掲げる女子大に導かれました。
そこにはフィールドワークを中心に国際協力について学ぶ
学科があり、シンドバッドの冒険から語られたことと重なりま
した。日本の教育を変えるため、また世界の子ども達を救う
ためにぴったりの学び場だと感じました。女子恐怖症で、
表現にしか興味がなかった過去の私なら絶対に選ばない道で
したが、ここが私の第一志望となりました。そうは言っても
模試では最低の E 判定が続き、勉強は思うようにはかどりま
せんでした。勉強から逃げたくてやっぱり芸術系がいい！と
爆発したこともありましたが、友（子ども達）のために命（自
己愛）を捨て第一志望に立ち返ると、霊から喜びが湧き起こ
りました。また、教育を受けられない世界の子ども達と自分
が置かれている環境を比べ、勉強を裁いてきた自分がいかに
甘えていたか気づかされました。勉強は試験のためではなく、
自分の夢を叶えるため、他者の役に立つためのものでした。

学力的には合格圏外だった私に、公募推薦というチャンス
が与えられました。イエス様が学校側の見方を変えて下さり、
先生方の好意を得られた証でした。とはいえ評定平均が低く、
書類審査さえ通過できるか不安だったため、本来なら 4 ヵ月後

に控えた一般入試の勉強も並行して行うべきでした。そんな時
このみことばが示されました。

ヨハネによる福音書４章 34・35 節
イエスは彼らに言われた、「わたしの食物というのは、わたし
をつかわされたかたのみこころを行い、そのみわざをなし遂
げることである。あなたがたは、刈入れ時が来るまでには、
まだ四か月あると、言っているではないか。しかし、わたし
はあなたがたに言う。目をあげて畑を見なさい。はや色づい
て刈入れを待っている。

「刈り入れ時は 4 ヵ月後の一般入試ではなく、もうすぐだ」
と語られ、間近に控えた推薦入試での合格を確信しました。
そこからは信仰で推薦入試の小論文と面接練習に全力を注ぎ
ました。学校の先生方が本当に熱心に助けて下さいました。
書類審査も無事通過し、そして迎えた試験当日、小論文の
問題を見て驚きました。母がイエス様に祈り、油を注がれて
作った練習問題がそっくりそのまま出たからです。練習では
時間内に解けたことがありませんでしたが、見直しの時間まで
与えられ、全てが神業でした！面接は証をする機会となり、
聖書の力で復活したことを蛇のように賢く、鳩のように素直
に話せました。すると、面接官から「良い学びをしたね」と
言われ、聖霊が働いて下さったのだと感謝しました。倍率が
高く、普通に考えたらとても難しかったはずですが、私は主
にあって合格しました！才能や外見ではなく、人間性を評価
されたのは初めてで、霊→魂→体の癒しによる奇跡でした。
思えば、人間の価値をテストの点数で決めるのはおかしい！
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と教育を変えることを志した私でしたが、自分の価値をテスト
で決められることなく大学入試を乗り越えることができました。
ある友達に合格を報告すると「あなたのような生き方をして
みたい」と言われました。3 年前、イエス様に出会ったあの日、
牧師を通して言われた「自分の生き方で自分を表現する」を
実現できた瞬間でした。

こうして私は、無事高校を卒業することができました。進級
を危ぶまれたこともありましたが、みことばや啓示を通して
常にイエス様に励まされ、神の家族、肉の家族に支えられ、
最後には大きな神の栄光を輝かすことができました。

卒業式では、過去につまずかせてしまった元クラスメイト
と和解し、笑顔で写真を撮れました。過去に迫害してきた先
生方にはぶどうの木のトラクトや書籍をプレゼントすること
ができました。「外の世界であなたの助けを必要としている人
が必ずいる」「お前は世界に羽ばたかなければならない」とい
う応援メッセージをいただき、感動しました。３年の時に始
まった校舎の工事が終わり、外壁はきれいなぶどう色に塗り
変えられていました。すごい祝福の啓示だと牧師を通して解
き明かされました！

◇この時代へ
イザヤ書 61 章 1 ～３節
主なる神の霊がわたしに臨んだ。これは主がわたしに油を注
いで、貧しい者に福音を宣べ伝えることをゆだね、わたしを
つかわして心のいためる者をいやし、捕われ人に放免を告げ、
縛られている者に解放を告げ、主の恵みの年とわれわれの神
の報復の日とを告げさせ、また、すべての悲しむ者を慰め、

シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、灰にかえて冠を与え、
悲しみにかえて喜びの油を与え、憂いの心にかえて、さんび
の衣を与えさせるためである。こうして、彼らは義のかしの
木ととなえられ、主がその栄光をあらわすために植えられた
者ととなえられる。

「時の娘」としての召しと選びが示されました。それは、愛
が冷え切ったこの時代に、この証を発信することで神の愛を
思い出させることです。
「どうしてイエス・キリストに救われなければ、天国に行け

ないのか」と言う人に伝えたいです。イエス様の愛を忘れた
今の世の中が、どれだけの子どもを傷つけているでしょうか。
日本の児童虐待や不登校の数は過去最高に上り、子どもの自
殺率は戦後最高に達しました。子ども達を苦しめる社会の構
成員が天国に行けるとは思えません。

私は心の傷をイエス様によって気づかされ、他者の苦しみ
も思いやれるようになりました。自分の痛みに無感覚になっ
ていたら、隣人の痛みにも無感覚になります。子ども達の
SOS にも決して気づけません。人は神の愛を体験し、自分を
愛するようになって初めて、隣り人を愛せるようになるので
す。心に開いた穴が神の愛によって埋められた時、心は完成し、
良心へと生まれ変わります。

マタイによる福音書 22 章 37 ～ 40 節
イエスは言われた、「『心をつくし、精神をつくし、思いをつ
くして、主なるあなたの神を愛せよ』。これがいちばん大切な、
第一のいましめである。第二もこれと同様である、『自分を愛
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するようにあなたの隣り人を愛せよ』。これらの二つのいまし
めに、律法全体と預言者とが、かかっている」。

終わりの時である今、この世を支配してきた悪魔崇拝者達
の存在が暴かれてきています。良心を失くした彼らは、人口
削減のために働き、多くの子どもを虐待してきました。寂し
さや復讐心から「一番になりたい」と願い、この世の富・地位・
名誉を求め続けた末にあるのが、悪魔崇拝です。しかし、心
の穴を満たすためにこの世のものをどれだけ手に入れても、
彼らの心はむなしいまま。カラカラに飢え渇いています。

真実の愛を知った時、全ての人の呪いが解かれます。悪霊
によって形づくられた偽りの自分は姿を変え、元の美しい神
の似姿に戻ることができます。精神疾患者も、LGBT 当事者
も悪魔崇拝者も、神に愛されて造られた本当の自分になるこ
とができるのです。

人類が神の愛によって良心を取り戻し、「ありのまま」の自
分になれたこと、闇が滅ぼされ、真に平和な世界が訪れたこ
とを感謝します。全ての栄光をイエス様に帰して、アーメン。

ローマ人への手紙 16 章 20 節
平和の神は、サタンをすみやかにあなたがたの足の下に踏み
砕くであろう。どうか、わたしたちの主イエスの恵みが、あ
なたがたと共にあるように。

2020年8 月

真実の愛に救われて
〜 わが子と共に生まれ変わった母親の証 〜
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■はじまりの日

２０１７年９月、娘が学校から姿を消しました。
娘は当時１６才で、県内でもトップを争う進学高校に合格し、

夏休みを終えてまもなく１ヶ月が経過しようという時でした。
娘は、小さい時から絵を描いたり、お話を考えたりするのが
好きで、バレエやミュージカルなど分野を問わず「表現」
することに意欲的でした。中学では “ 表現者 ” になる夢を掲げ、
女優のオーディションにも挑戦しました。結果は惨敗でしたが、
私も舞台に立つ娘の姿が好きで、娘の夢を応援していました。
家にいる時とは一変、堂々とした面持ちで役を演じ切るわが
子の姿は見ていて爽快でした。

中学生の時、演劇を学ぶために訪れたスクールの主催者が
元タカラジェンヌであったことから、娘は女優になるため宝塚
受験を決心しました。理想的なスタイルを目指し、食事制限
に耐えながらレッスンに励んでいた矢先の出来事でした。
憧れの高校に入り、勉強とレッスンの両立に葛藤しながら充
実した生活を送っているものとばかり思っていました――が、
そう思っていたのは私だけでした。

夕方、学校から連絡がありました。
娘は「保健室に行ってくる」と書き置きを残し、１時間目

の休み時間に教室を後にしたとのことでした。学校中どこを
捜しても見つからず、すでに帰宅していないかという問い合
わせの電話でした。娘の朝の様子から、過酷なレッスンが心身
にこたえているのは察しがつきましたが、学校を逃げ出すほど
の理由は思い当たりませんでした。担任の先生と連絡を取り

合いながら娘の行きそうな場所を捜して回りましたが、気づ
けば空は真っ暗でした。

主人と警察に捜索願いを出しに行きました。「仲の良い友達
には連絡をしましたか？」――第一声、娘の交友関係を尋ね
られました。残念ながら、娘には親交の深い友達がいません
でした。学校の活動には積極的でしたが、同級生と人間関係
を築くのが苦手で、週末は家にいるのが当たり前の子どもで
した。青春時代を謳歌できない姿は見ていてもどかしいもの
がありましたが、この時ばかりは頼る友人もいない娘が気の
毒になりました。

夜明け前、警察署から連絡があり、生徒たちが登校する前
の校舎をもう一度捜してみることになりました。万が一の事
態を想定し、他の生徒への影響を配慮してのことでしょうか。
学生の生気みなぎる昼間の校舎とは一変、静まり返った真っ
暗な廊下を警察官と歩く時間は地獄でした。娘の変わり果て
た姿を想像しながら、いつ対面するかもわからぬ不安と恐怖
が私の胸をえぐりました。良からぬ事件に巻き込まれてはい
ないか、だとしたら自殺の方がまだましなのか…最悪の事態
が頭をめぐり、落胆のうちに朝を迎えようとしていたその時
でした。私の携帯が鳴りました。娘からでした。
「ママ、ごめんね…」電話は熱海からでした。声が震え、

動揺している様子が伝わりました。この時、娘の記憶はまだ
曖昧で事実を把握するには時間が必要でしたが、生身の声を
聞けたことが何よりもの救いでした。後に経緯がわかりました。
娘は登校して間もなく、このままでは自殺してしまいそうな
衝動に駆られ、学校を飛び出したとのことでした。市内を歩き、
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途中出会った子連れの母親に最寄り駅まで車で送ってもらった
そうです。ご好意で頂いた１万円で切符を買い、家族旅行の
楽しい記憶を頼りに電車に揺られ、熱海をめざしました。途中、
携帯の着信履歴の多さを見て自分のしたことの重大さに気
づき、もう後戻りはできないと思ったそうです。コンビニで
時間を潰し、雨の中をひとり歩き、このまま死んでしまうのか、
風俗にでも行って働くほかないのか…そんな事まで考えたと
いいます。朝の光に促され、電話をくれたようでした。

■精神崩壊

　「宝塚なんて受けたくない」
娘は家に戻るなり、これまで抑えてきた思いを吐露しました。
初めは一時の気の迷いだと思いました。親にしてみれば宝塚
受験は金銭面の覚悟が必要で、娘には始める前によく考える
ことを言いました。娘はこみ上げる思いを全身全霊で訴えま
したが、わずか半年前に「やらせてほしい」と意志表明した
のは紛れもなく娘本人で、「先生や家族に言われてやってみた
がやっぱり違う」という言い分は単なるわがままに聞こえま
した。私は「やめたければやめればいい、やりたくなったら
また始めればいい」と言って引き返すチャンスを与えましたが、
それが逆に娘を苦しめました。落胆の思いを秘めた母の言葉
が娘を解放することはありませんでした。

娘はスクールの先生に胸中を告白しました。尊敬する先生
からの叱咤激励に相当気持ちが揺らいだようでした。帰宅後、
宝塚の舞台映像を無表情で見つめる姿を目にしました。机の

上になぜか包丁が置かれていましたが、時間が解決してくれ
ることを願い、そっとしておきました。

週が明けて、娘はこれまで通り登校していきました。宝塚
とは距離を置くことで一致し、一件落着だと胸をなで下ろし
たところへ、学校から再び連絡がありました。「とても授業を
受けられる状態ではないです、お迎えに来て下さい」。娘の感
情は収まるところを知らず、校内でコントロール不能となった
のでした。精神崩壊です。

学校の養護教諭からは「この仕事を始めて 20 ～ 30 年に
なるが、ここまでの状態の子は見たことがない。人格が 2 人
も 3 人もいるようで非常に重症」と言われ、専門の医師かカウ
ンセラーの受診を勧められました。しばらく学校を休むよう
に言われ、この先の高校生活はどうなってしまうのかと頭が
真っ白になりました。この辺りで定評のある心療内科に電話
を入れましたが、予約はどこも２ヶ月待ちでした。精神カウン
セラーの情報はネット上にいくらでも上がりましたが、どこの
誰ともわからぬ先生に娘を差し出すことに抵抗がありました。
過食の症状も現れていました。私が話しかけるたびに激しい
頭痛を訴え、頭を抱え、体を丸めて苦しむ姿は見るに耐えな
いものがありました。早く解放してやらなければ…医師でも
カウンセラーでも、今すぐ誰かの力が必要でした。携帯の住
所録をスクロールし、目に留まったのが後に神の家族となる
Ｎ姉妹でした。Ｎ姉妹は電話口で動揺する私に「神に選ばれ
たね。治るよ！」と力強く断言され、牧師に会うことを勧め
てくれました。医師との繋がりを求めてかけた 1 本の電話が
神に繋がりました。娘の気持ちが少しでも楽になるなら…
私はただその一心で、目の前に差し出された藁を掴みました。
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これがぶどうの木との出会い、新たなる出発点です。

■目覚め

さっそくその日の夜、牧師と副牧師が自宅を訪ねて下さい
ました。娘は「牧師」という響きに抵抗を表しましたが、一か
八か、娘を預けて席を外しました。初対面の高校生を相手に
どこから話を始めて下さったのかわかりませんが、途中「目を
覚ませ！」と言わんばかりに熱く語りかけて下さる副牧師の
声が漏れ聞こえました。３時間近くが経過しようという頃で
しょうか、階下で扉の開く音がしました。行ってみると、そこ
には晴れやかな表情をした娘が立っていました。そして牧師が
娘の傷ついた魂の叫びを代弁してくださいました。
「この子は小さな時から仲間外れにされたり、信じていた

先生に裏切られたり、お家では両親や家族の不和の間に立た
されたりで、いつも自分の言いたいことを我慢して、相手の
顔色をうかがいながら言葉を選んできました。この子が “ 表
現者 ” になりたいというのは、ありのままの自分の気持ちを
表現できる自分になりたい！ということですよ」

私は耳が痛いを通り越して、目からウロコが落ちました。
娘が学校を飛び出したのは単なる気の迷いではなく、命がけ
の自己表現であったことを悟りました。娘は「女優の道が開
ける」という先生の言葉と期待、それに加勢する両親の勧め
に後戻りが出来なくなっていました。学校の成績が思うように
伸びない一方で、レッスンに行けば勉強よりレッスンを優先
しろと言われ、家では両立を言われ…娘は何が正解なのかわ

からなくなり、ついにパンクしてしまったのでした。本当は
宝塚の魅力がわからず、そもそも女性が男性を演じる事に嫌
悪感があったと言うのですから話になりませんでした。

娘のことは何でもお見通しだと高をくくっていた自分に失望
しました。牧師はそんな私に「まずこの子の命があることに
感謝して！この子はまだ何も失ってないですよ！」と語気を
強められました。その言葉に目が覚めました。おっしゃる通り、
娘の人生はまだ何も始まっていませんでした。

■神の癒し

娘はそれから眉を剃り落とし、散切り頭で意気揚々と私の
前に現れました。自由への目覚め、宝塚との決別でしょうか。
私は変わり果てたその容貌に狂気を感じ、言葉を失いました。
顔を直視することもためらわれ、“ 腫れ物 ” に触るようにひとつ
屋根の下で過ごす、息苦しい時間を強いられました。

急激なダイエットの反動からか、過食の症状も見られました。
食べ物を求め、着の身着のまま衝動的にコンビニエンスストア
へ駆けていく姿を何度か見かけました。ファミレスに一人で
入り、テーブル一杯に並べられた料理を懸命に食べていたこ
ともありました。食べている姿を見られることに抵抗があり、
特に私の顔を見ると表情が強ばるのがわかりました。「学校へ
行きたい、みんなに会いたい」と駄々をこねました。依然、
私の言葉が娘の頭痛の種になっているのは明確で、気分転換
に娘を外へ連れ出すのがやっとでした。やっぱり牧師では
ダメだったか――。これまで全力で頑張ってきた自分の子育て
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を振り返り、本番はここからなのだと覚悟を決めました。自
分の力で絶対に娘を元どおりにしてみせる、そう心に誓い、
この世の情報収集に努めました。

そんな私の覚悟をよそに、娘の頭痛は日に日に回数が減って
いきました。薄らいでいた思考と理性を取り戻し、今回の一連
にまつわる溢れる思いを原稿用紙数十枚にしたためました。
そこには神への愛に目覚めた軌跡が記されていました。食の
欲求とも自ら戦っている様子が見られ、回復の兆しは目に見
えてわかりました。

休学して１０日目に、復学をかけた面談の場が用意されま
した。養護教諭は「この１０日間、どういう経過を経てここ
まで回復したのか教えてほしい」と言われたそうです。思春
期にありがちな気の迷い、反抗で片付けられてしまうほどの
復活ぶりでした。大人の予想に反し、「学校に行きたい」という
娘の願いが速やかにかないました。後になって、娘はこのと
きすでに聖霊を頂き、神の子として生まれ変わっていた事を
知りました。それは神の癒しでした。

■愛とは

私はそれまで自分の子育てを自負していました。子どもが
生まれてからというもの、自分の時間を惜しみなく子育てに
捧げてきました。子どもの声に耳を傾け、愛情をかけて、ベスト
な選択でわが子を導いてきたつもりでした。現に子どもたちが
地元でいういわゆるエリートコースを歩んでいるのが何より
もの証拠で、自分の “ 全力子育て ” は間違っていないという自信

がありました。このプライドがのちに神のカウンターパンチ
を食らうことになるとは思ってもみませんでした。

初めて招かれたぶどうの木の集会で、群れの教師から私に
ある御言葉が示されました。

コリント人への第一の手紙１３章４節～８a節
『愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。
愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を
求めない、いらだたない、恨みをいだかない。不義を喜ばな
いで真理を喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべてを信じ、す
べてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも絶えることが
ない。』

子育てで初めて味わう敗北感でした。自分が注いできた愛情
がいかに自己中心で『愛』とは真逆のものであったか、自分
が誇ってきた子育てがいかに愚かで子どもの心に悪い種をまい
てきたか――全ては自分の価値観でした。

牧師からは「魔女の宗教」という知識の言葉を頂きました。
近年「子どもの人生を支配し、子どもに悪影響を及ぼす親」
を総称して “ 毒親 ” という言葉が用いられますが、その名のと
おり、親の自己中心的な価値観は毒となって子どもの純粋な
心を侵します。中でも、子どもにとって “ お母さん ” の存在は
特別です。母親の発する言葉は「魔女」の呪文のように子ど
もを支配し、言動に影響を与えているのだということを重く
受け止めました。

一方、毒に侵された娘はこれまで私に多くの嘘をついてきた
ことを告白しました。嘘は魔女を喜ばせ、魔女の機嫌を



86 87

損なわないための術でした。行きたくない塾に行くといい、
やりたくないレッスンをやると言いました。それはお母さんに
褒められたい、お母さんの前ではいい子でいたいという思い
から咄嗟に出た言葉でした。そこで一喜一憂していた私は愚
かでした。飴と鞭で子どもの気持ちをコントロールしてきた
気でいましたが、それは愛とはほど遠い、子育てという名の

「支配」でした。

■牧師の教え

ホセア書１０章１２節
『あなたがたは自分のために正義をまき、いつくしみの実を刈
り取り、あなたがたの新田を耕せ。今は主を求むべき時である。
主は来て救いを雨のように、あなたがたに降りそそがれる。』

娘はこれまで握ってきた全てのものを一度手放し、まずは
普通の高校生として再出発することを言われました。きらびや
かな世界を目指してきたそれまでの日々に背を向け、１８０度
真反対に広がる新田を耕すことに意志を向けました。

家庭では親への反抗が爆発しました。主にあって表現の
自由を手にした娘は、これまで私や家族から受けた苦しみを
容赦なく態度に示しました。親の忠告にはまったく耳を貸さず、
時には私を野良犬のように追い払いました。

一方、愛で真理を語る牧師にはみるみる心を開いていきま
した。あふれる思いを昼夜問わず報告し、牧師を介して私への
苦情が届くという一連のやりとりが続きました。衝突を恐れ、

口を開けばすれ違い、息苦しい日々が始まりました。今後の
親子関係につくづく嫌気がさしました。

ローマ人への手紙１６章１９節
『善にさとく、悪には、うとく――』

娘への嫌悪が増す私に、牧師は御言葉を語り、意志を向
ける矛先を示して下さいました。そして『裁き』と『無条件の
赦し』について言われました。

聖書には目に見えない「悪霊」の存在が書かれていること、
悪霊を支配するサタンの企みは家族の分派分裂で、悔い改め
て直ちに「裁き」の悪霊を退けること――これが牧師の教え
でした。私の母校は中高一貫のカトリック校で、キリスト教には
馴染みがありましたが、牧師の話は全く新しいものでした。
事実、聖書には悪霊の記述がたくさんありました。悪霊の話
は自分たちが置かれた現状を理解する上で、非常に合理的な
教えでした。情緒の乱れや性格の豹変、突然降りかかる不幸
など、全てが悪霊の仕業であるとすれば、何もかも辻つまが
合いました。

そうは言え、娘を無条件で赦すことなど無茶だと思いました。
しかし、沸々と込み上げるやり場のない苦しみが娘への憎しみ
＝『裁きの霊』の仕業だというなら、戦ってみるほかありま
せんでした。自分を悔い改め、神が愛して造られたたった一
つの尊い器である娘を「赦し、愛し、祝福し、尊敬します」
と言葉を絞り出しました。硬化した心が和らいでいくのがわ
かりました。『赦し』は自分を解放するために与えられたクリ
スチャンの特権であることを知りました。
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聖書には、血筋による『三代四代にわたる呪いたたりの霊』
についての記述もあります。私と主人の家系には自殺者がい
ました。その家に生まれ、無意識のうちに捕らえられている
血筋による霊力が、娘の自殺願望の引き金となっていたこと
が明らかになりました。

目に見えない情のもつれが悪霊の名で提示されることにより、
感情論ではなく、論理的に自身の問題と向き合えるようになっ
ていきました。プライドが高いと自己憐憫に陥りやすく、高ぶ
れば必ず恐れがくる…など、霊の世界のロジックに興味すら
覚えました。神の前では母も娘も同じ姉妹であり、自分を愛
するように隣人を愛するのだということ、祈りに力があること、
神に「委ねる」ということも教えて頂きました。徹底的に
聖書を土台とした牧師の教えは、大人になって学ぶ機会を失っ
た私にとって新鮮で、心の奥深くで影を潜めていた「信仰の扉」
がノックされているようでした。

■訓練

ヘブル人への手紙１２章１１節
『すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは思われず、むし
ろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって
鍛えられる者に、平安な義の実を結ばせるようになる。』

悲しみに明け暮れる苦悩の日々はしばらく続きました。イエ
ス様の愛に目覚めた娘の言動は学校で問題となり、何度も呼
び出しを受けました。娘は勉強を裁き、学校を裁き、一時は

登校もままならず、成績は進級が危ぶまれる程でした。娘が
学校で物議を醸したことで主人との仲も悪化し、私の魂はボ
ロボロでした。牧師からは家族で「よく話し合うこと」を言
われましたが、口を開けば言い争いは必然で、時間が解決す
ることを期待するようになりました。

イエス様は、真理を離れこの世に戻されていく私に、
『わたしはあなたを、まったく良い種のすぐれたぶどうの木と
して植えたのに、どうしてあなたは変って、悪い野ぶどうの木
となったのか。（エレミヤ 2: 21）』
と問われ、その様を

『あなたは御しがたい若いらくだであって、その道を行きつも
どりつする。（エレミヤ 2: 23）』
と形容されました。
　

体が聖書を拒否するようになると、
『わたしは子供たちに対するように言うが、どうかあなたがた
の方でも心を広くして、わたしに応じてほしい。（コリントⅡ
6 :13）』
と歩み寄って下さいました。

そして、
『だから、わたしたちは落胆しない。たといわたしたちの外なる
人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜ
なら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、
あふれるばかりにわたしたちに得させるからである。（コリン
トⅡ 4 :16 -17）』
と宣言し、希望を与えて下さいました。光が差し込みました。
私のことを全てご存知の神が、終わりの見えない今の苦悩を
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『しばらくの軽い患難』と言われ、その先に祝福を約束して下
さっていることは何よりものグッドニュースでした。娘に何
と言われようが、どんな誤解を受けていようが、イエス様が
いつかこの思いを光に出して下さると信じ、言葉を慎むこと
に意志を向けました。

■二つの試練

娘はどうしても私を赦すことができず、何度も謝罪を要求
しました。肝心の「赦し」に意志を向けない娘が滑稽に見え
ることもありましたが、私の謝り方に気持ちがこもっていな
いという言い分はある意味真実でした。イエス様に悔い改め
ることはできても、本人に直接謝罪するとなると「悪かったね」
のひと言を絞り出すのがやっとでした。

ある日の言い争いで、娘は再び「謝ってよ！」と言いました。
そのころ集会で語られていた「土下座」という言葉が脳裏を
かすめました。娘を裁きから解放するためには、大人である
私が目に見えるかたちで謝意を示してやるほかないのだと覚悟
を決め、土下座して謝りました。この上ない悲しみが伴う試練
でした。大事に育ててきたはずのわが子に土下座をしている
状況に混乱し、脳がむず痒くなり、頭を絨毯に擦り付けました。
顔を上げた瞬間、娘とそばで見ていた義父が笑みを浮かべて
いるのが目に入りました。

自尊心が崩壊寸前でした。嗚咽し、吐き気と頭痛で憔悴した
魂は一時感情を失いました。恐怖に怯え、出口の見えない闇
に全身を襲われたその時、かろうじて思い出されたのが「聖書

に書いてある！」という言葉でした。圧に抗い、声を振り絞っ
たところでようやく脳裏に一点の光が差しました。子どもたち
への愛が蘇ったことを確認し、娘の命があることへの感謝が
再燃しました。

コリント人への第二の手紙１２章１０節
『わたしが弱い時にこそ、わたしは強い――』

後になり、娘が私の土下座を見て笑ったのは、ただ純粋に
嬉しかったからだと聞きました。

１８０度変われない私に、神はさらなる試練を与えました。
年末、娘との同席が嫌で集会を欠席した日の出来事です。運
転中の信号待ちで、娘のことを考えながらスマホを眺めてい
た時、ブレーキを踏んでいたはずの足が無意識に緩み、前の
車に追突してしまいました。大事には至りませんでしたが、
事故処理に当たり、私の車が任意保険に加入していない事実
が発覚しました。数十万円の出費は痛手でした。保険更新と
いう当たり前の義務を怠り、ただただ子どもの教育に没頭して
きた自分の至らなさにうんざりしました。母親である以前に、
まずは人として「このままではダメだ、変わりたい！」と心の
底から思わせてもらえる機会を与えられました。

振り返れば娘の一件があってから、大型トラックと接触
寸前になったり、高速道路で居眠り運転をしたり、危険な場
面が何度もありました。大事故に至っていたら、私の命ばか
りか家族の生活まで奪われ兼ねないところでした。イエス様
に守られてきた実感がわきました。とっかかりは娘のための
聖書理解で、娘の先にいるイエス様を傍観していたところが
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ありましたが、牧師が言われた「人生の主役は自分自身」で
あることの意味がじわじわとわかってきました。『主は愛する
者を訓練し（ヘブル12 : 6）』て下さっているのだという確信が
持てました。

こうしてイエス様と一対一の関係を築けたことで、私は自分
がどれだけ子どもの教育や学歴、富や名誉に翻弄されてきた
のかがわかりました。娘は周囲を見返したい、関心を買いたい、
期待に応えたい一心で女優を目指していましたが、牧師は

「動機がそれではかわいそう。仮になれたところで世間から
見放されたらまた同じ」だと言いました。その通りでした。
どんなに優秀な学校に合格しても、華やかな職業に就いた
としても、精神が崩壊したら何の意味もありません。子どもに
変わってほしければ、まずは親が変わること――牧師の導きで、
私もこれまで握ってきた価値観を手放し、新たな道の端に
立ちました。

コリント人への第二の手紙５章１７節
『だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた者
である。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなっ
たのである。』

■霊からのカウンセリング

当時、心療内科の予約がどこも２ヶ月待ちで、門が閉ざさ
れたことは今思えば神の御心でした。

娘は後に学校の紹介で、県の名医と言われる精神科医の
カウンセリングを受けました。娘と対面してわずか１５分程度
の面談でしたが、医師は通院・投薬を勧め、「早ければ早い
ほどいい」と言いました。「大丈夫なんだけどな」と呟く娘に、
私はすかさず受診を勧めていました。しかし娘は幸いにして、
かつて精神病の投薬で苦しんだアーティストの話を聞いていた
ことからそれを拒みました。正解でした。牧師には「心の病
は薬では治せない。これからの長い人生、レッテルを貼られて
歩んでいく必要などない」と言われ、私は自分の安心を買う
ために医師の診断を求めていたのだと気づきました。主人と
相談し、娘の中に芽生えている自己肯定感を尊重してやる方
向で一致し、家庭の判断で通院しない旨を学校に伝えました。

あるカウンセラーが知人を通じ、助言をくれました。それは
「なぜこうなってしまったのかを本人に考えさせないよう気を
つけて」という親の心得でした。子どものモヤモヤする思い
に「そのままでいい、ゆっくりゆっくり」とブレーキをかけて
やるのが、さしあたりこの世の手当てなのでしょうか。別の
カウンセラーからは「風邪をひいたら内科に行くように、心を
こじらせたら精神科に行けばいい」と受診を勧められましたが、
心の問題は疫病とは違います。

牧師のカウンセリングは、硬化した娘の心を表面から丁寧
に掘り起こし、悪い根っこを取り除く霊からのカウンセリング
でした。娘を捕らえていた誤った認識、独りよがりな考え…
みことばによって内に潜む悪霊が浮き彫りになるたび、目覚
め、悔い改め、悪霊の追い出しを経て解放を繰り返していき
ました。牧師は愛で真理を語り、真理はマイナス思考を生き
る力に変えました。
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また、娘はＬＧＢＴの霊力に引かれていた事を告白しました。
今となっては珍しい話ではありませんが、それが単なる興味
本位ではなく、家庭環境と人間関係のつまずきがもたらした
性の混乱である事を知りました。要するに、いつどこにいて
も孤独だった娘は、自分に優しくしてくれるなら誰でもよく、
性別の壁が崩れつつあったのです。

親として驚きを隠せない悪霊が次々と明るみに出されていき
ました。悔い改めに葛藤が伴うこともありましたが、内側がお
掃除されて、娘の心はフカフカの土壌に生まれ変わっていきま
した。１年が経過する頃には以前よりも確実に心も体も健康に
なり、過食症などは気づいたらなくなっていました。心の病は
紛れもなく悪霊の仕業です。高ぶり、裁き、恐れ、自己憐憫…
心の内側にくすぶる霊の正体がわかれば勝利は目前です。
薬で気持ちを安定させて、感情まで抑制されてしまっては「た
まったもんじゃない」と娘は言います。行き場のない思いを温存
しておく必要などありません。

■恥

今思えば、娘を軌道修正してやるタイミングはたくさんあ
りました。

小学校で仲間外れにされた時、もっと違う言葉をかけてや
れていたら…と当時が悔やまれます。「相手にするな、毅然と
していろ」と勇気づけたところで、子どもの心は満たされま
せん。仲間に受け入れられない心の痛みに寄り添い、なぜ孤立
してしまうのか、一緒に解決の糸口を探してやるべきでした。

一日も早く友達と仲良く学校生活が送れる子どもに前進させ
てやるべきでした。

高校を飛び出した時にもサインはありました。日に日に笑顔
が薄れ、お風呂場には抜け落ちた髪の束がありました。感覚
が研ぎ澄まされ、小さいものが大きく見える瞬間があるのだと
視覚の異常を訴えていましたが、過酷なレッスン故の葛藤で
あると都合よく理解し、聞き流していました。さらに遡れば、
娘は女社会に抵抗があり、最初から宝塚は違うと言っていたの
でした。娘の夢を何とか叶えてやりたい――ただその一心で
したが、自分の意志に忠実になるあまり、いちばん大事な
本人の意志をなおざりにしていました。本当の幸せとは何か、
もっと親身に娘の将来を考えてやるべきでした。

過去の私はつまらない情報を収集し、わが子が失敗しない
ように先回りしてレールを敷くことに必死でした。劣等感を
抱かないように、先生に嫌われないように、いじめのターゲット
にならないようにと要らぬ心配をし、肝心な子どもの心に目
を向けていませんでした。そもそも「うちの子さえ良ければ」
という独りよがりな考えが子どもの自己愛を育み、他者に無
関心な人間にしてきたのだと思います。甲斐甲斐しく身の
回りの世話をし、自分の事もまともにできない子どもに育てた
のは私でした。お稽古ごとを詰め込んで、多忙なスケジュール
で時間の感覚を奪ってきたのも私です。容姿や身なりについて
口うるさく言いすぎた結果、娘は過剰な神経質に苦しんで
いました。人と違うことを良しとして高ぶらせ、人間関係を
うまく築けない子どもにしてしまいました。娘が家庭で安心
して過ごせなかったのは、私が家族の文句を呟いたせいです。
素直に甘えてくる息子に癒しを求め、娘の孤独感を煽って
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きました。この世の名誉を愛し、人の目ばかり気にして自分を
愛せない人間にしてしまったのは、私という存在だったのです。
母親である私の価値観は絶対的な物差しとなって、娘の脳裏
にへばりついていました。「教育虐待」という言葉があります。
教育やしつけといった大義名分も行き過ぎたらただの虐待
です。

ガラテヤ人への手紙６章７節
『まちがってはいけない、神は侮られるようなかたではない。
人は自分のまいたものを、刈り取ることになる。』
　

イエス様、ごめんなさい。私はわが子の心の喜びに目を向
けず、悪霊に自分を明け渡し、娘の純粋な心に悪い種をたく
さんまいてきました。そんな過去の私は「恥」です。恥の子
育てを自負してきたことを潔く認め、私の犯した罪を悔い改
めます。そして娘が鏡となり、私の悪をまざまざと映し出して
くれたことを感謝します。娘にはずいぶんつらい思いをさせ
ました。ここに改めて「ごめんね」を伝えます。

■前進

あれから１年半以上が経ちましたが、娘は無邪気さを取り
戻し、私との間にあったしこりは消えてなくなりました。学校
が嫌になり一時は転学も考えましたが、イエス様は娘に古い
自分を捨て、今の学校で『地の塩、世の光』となるように言
われました。神経質や妄想癖からも解放され、目の前に与えら

れた学業や人間関係に感謝して向き合えるようになりました。
自制心が育ち、自分が蒔いた種を静まって吟味できるように
なりました。「時間の無駄づかいは命の無駄づかい」であるこ
とを学び、娘の中にある時計の針がようやく正常に回り出し
ました。

世界のベストセラーである聖書が娘の視野を世界に広げま
した。集会でタイムリーに語られる世界情勢に興味を持ち、
地球環境や国際問題に関心を向けるようになりました。世界
中で多くの子ども達が戦争や資本主義の犠牲になっている事実
を知り、自分が本当に表現したいものが何なのかを見つけま
した。娘は今度こそ自分の意志で、世界で苦しむ子どもたち
の代弁者となる目標に向かって一歩を踏み出しました。きらび
やかな世界に憧れ、自分の内側しか見えていなかった 1 年半
前とはまるで別人です。一度は自分を見失い、夢も未来も閉ざ
されたかに思えたわが娘が、聖書から生きる力を得て、喜び、
前進できていることをここに証しします。

子育てひとつとっても、現状に飽き足らず上ばかり見てい
たら、私のように躓きます。躓いたことに文句を呟き、どこま
でも行く末を案じていたら、実はすでに頂いている神の祝福
にすら気づくことはできません。いい時も悪い時も自分の
置かれた状況に感謝し、イエス様が私に何を伝えようとして
いるのか――そこに意志を向けたとき、自然と気持ちが前を
向きます。神への感謝は、負の思いを断ち切ります。

聖霊の導きに委ねることを知った私の頭は、痛みを訴える
ことがなくなりました。宇宙のさらに上にある「第三の天」
からの視点を学び、自分の身の回りで起こる出来事がいかに
ちっぽけであるかに気づきました。些細なことで誰かを裁き、
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相手の気持ちや事の展開を占い、思い煩う必要などありませ
んでした。自ら悩みの種を増やすようなばかばかしいことは
もうやめました。見方を変えれば喜べることがたくさんあり
ました。こうして私の脳はいつの間にか、マイナスをプラス
に変える思考に変えられていきました。

■さいごに

子どもの価値は、学校の成績やスポーツの結果などでは決
まりません。大事なのは心の喜び＝生きる力です。生きる力が、
いずれ世界にひとつだけの大輪を咲かせるのだと聖書は教え
てくれました。『木は実で判断する』という御言葉（マタイ
7:16-20）がありますが、自分の子育てが正解かどうかは、
目を見開いてわが子の顔を見ればわかるはずです。

体調が悪い、学校に行きたくない、忘れ物が多い、勉強が
できない、友達がいない、ゲームがやめられない…子どもたち
は日々いろいろなかたちでＳＯＳを発しています。どんな問題
に直面しているのか、どうか子どもの声に耳を澄ませてあげて
ください。出来ないことを問い詰める前に、悪い実をならせ
てしまった自分の子育てを振り返ってみてください。子ども
のために両親共働きで、結果親子のコミュニケーションが奪
われ、子ども達が寂しい思いをしている家庭が多い現代です。
寂しさもまた子どもを狂わせます。

子育てもやりすぎれば毒親・教育虐待と呼ばれ、放棄すれ
ばネグレクトと非難される時代です。母として、人としてどう

子どもに接するのが正解なのか、正しい子育ては聖書が教
えてくれます。母親にとっては究極の育児本であり、人として
の正しい生き方を教えてくれました。宗教ではありませんで
した。イエス様という指針が示されたことで、私はずいぶん
身軽になりました。自分の頭で思い悩む必要はもうありません。
答えはすべて、聖書の中です――。

テサロニケ人への第一の手紙５章１６節～１８節
『いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事につ
いて、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって、
神があなたがたに求めておられることである。』

2019年 3 月




