
人生と宗教 

一、緒言 

  このような大問題はとても一回一時間半の講座で解決出来るものとは思っていません。 

ただ、このささやかな講座が動機となり、諸君の心中に少しでも宗教心が芽生えてくれ 

ましたならば、私の幸いこれにすぐるものがないのです。（諸君の中には深い信仰の持 

主が居られるかもわかりませんが……）人が真実な生活を追求してゆき、人生問題を命 

がけで考えるとどうしても宗教にすがらざるを得ないものです。 

  参考 

   １ 西田幾多郎博士「善の研究」 

   ２ 松前総長  

   ３ 梅原猛氏（仏像、心とかたち、美と宗教の発見、その他） 

   ４ 二河白道の譬  

   ５ トルストイ「古井戸の話」 

   ６ 岡村愛一のこと 

二、求道心 

  １ 朝に道を聞かば夕には死すとも可なり。（論語） 

  ２ おのおの十余カ国のさかひをこえて、身命をかへりみずしてたづねきたらしめた

まふ御心ざし、ひとへに往生極楽の道をとひ聞かんがためなり。（歎異抄） 

  ３ 諸行は無常なり       

    是れ生滅の法なり。     ［和訳］ 

    生滅滅し己
をは

れば        色は匂へど散りぬるを、我が世誰ぞ常ならむ。 

    寂滅を楽と為す        有為の奥山今日越えて、浅き夢みじ酔ひもせず。 

        （涅槃経）                  （弘法大師） 

             

三、宗教的情操 

  １ 自己の絶対無力を自覚すること 

     私共は神仏を求むる前に自己を省みねばならない。従来の伝習的の衣を脱ぎ虚偽    

の面を剥ぎ人間のあらゆる約束を棄てて、我一人我心と対面して実の如く我心の真

相に触れなければならぬ。それは単なる思想の上や観念の上に求めずして日常の生

活の上に働いている我が心の上に求めなければならぬ。何人にも打明けられぬ心、

何人にも知られていない淋しい心、もし知られるならば棄てられるであろうという

懼
おそれ

のある心、しかもその偽りの心を抱いている人間の情を得よう、人の上に上がろ

うともがいているこの心の真相を真に自覚するのである。その一念の自覚こそ神仏

から与えられた心である。 

○ 自身は現に罪悪生死の凡夫、曠劫
こうごう

より己来常に没し、常に流転し出離
しゅつり

縁あることなし。 

                              （善導大師） 



  ２ 感謝の念（難有う。済みません） 

    恥づかしい秘密のやうな事であるが、天涯孤独の少年の私は寝る前に床の上で、

瞑目合掌しては、私に恩愛を与へてくれた人に、心をこらしたものであつた。その

やうな人に、私は終始、つぎつぎとめぐりあひつづけて、絶える時がない。今も私

は時折り寝床のなかで、なんとなく合掌する癖の出ることがあるが、神仏に礼拝す

るのではなく、やはり感謝に礼拝する思ひである。 

              （最近の川端康成氏の随筆『思ひ出すともなく』抄） 

  ３ 自己を棄てる 

    キリストは己を救ふことが出来なかつた。しかし乍ら他人が救はれるために己が 

    生命を与へることが出来た。……かれは神の子であり乍ら全く他のために生き自 

    己を無きものと考へた。          （内村鑑三『日本の天職』抄） 

  ４ 神、仏と共に在り。 

    一人してよろこぶときは二人と思ふべし。二人してよろこぶときは三人と思ふべ 

し。その一人は親鸞なり。 

四、入信の動機 

    １ 家庭環境 

    ２ 師友の導き 

    ３ 不幸に遭遇 

    ４ 本人の性格 

    ５ 読書 

    ６ その他 

五、現代の宗教の要旨解説 

    １ キリスト教  聖書（マタイ、ルカ、ヨハネ、マルコ伝、詩篇） 

    ２ 仏教  

     ａ 浄土教  一枚起請文、歎異抄、教行信証、末灯抄等仮名書親鸞の著書 

     ｂ 日蓮宗  法華經、日蓮上人遺文 

     ｃ 禅宗   正法眼蔵、無門関、碧巌録、鈴木大拙博士著書 

    ３ 神道    日本の古典（古事記、日本書紀） 

    ４ 聖徳太子の信仰思想と日本文化創業 

    ５ 明治百年の日本の宗教 

資料 

その一、宗教的要求（「善の研究」第四篇第一章抄） 

 宗教的要求は自己に対する要求である。自己の生命に就いての要求である。我々の自己

がその相対的にして有限なることを覚知する共に、絶対無限の力に合一して之に由りて永

遠の真生命を得んと欲するの要求である。パウロが既にわれ生けるにあらず基督我に在り

て生けるなりといつた様に、肉的生命の凡てを十字架に釘付け了りて独り神に由りて生き



んとするの情である。真正の宗教は自己の変換、生命の革新を求めるのである。基督は十

字架を取りて我に従はざる者は我に協はざる者なりといつた様に、一点尚自己を信ずるの

念ある間は未だ真正の宗教心とはいはれないのである。 

 我々は自己の安心の為に宗教を求めるのではない。安心は宗教より来る結果にすぎない。

宗教的要求は我々の已まんと欲して已む能はざる大なる生命の要求である。厳粛なる意志

の要求である。宗教は人間の目的其者であつて、決して他の手段とすべき者ではないので

ある。…… 

 世には往々何故に宗教が必要であるかなど尋ねる人がある。併しかくの如き問は何故 

に生きる必要があるかといふと同一である。宗教は己の生命を離れて存するのではない。 

その要求は生命其者の要求である。宗教とは神と人との関係である。神とは種々の考へ 

方もあるであらうが之を宇宙の根本と見ておくのが最も適当であらうと思ふ。 

  〔註〕「善の研究」は故西田幾多郎博士著、明治以後初めて日本人の手になった独立な 

     哲学書らしい哲学書であり後年西田哲学として展開された思想の母体でもある。

博士が三十歳代の十年を送った金沢の第四高等学校での講義録の草案。 

                        （岩波文庫、青帯４０星二つ） 

 その二、タウレルの故事（タウレルは中世紀に於けるドイツの有名な牧師） 

  タウレルは有力な伝導者として幾年を経過せし後も尚真の善を行ひ得ぬを感じて悶々

の情に堪へず、或時ストラスブルグの郊外ライン河に沿ふて漫歩しつつあつた。時に一

人の老人の歩み来るに会し、 

「私にとつては凡ての日は善き日である。惡しき日は一日とてもない」 

との老翁の歓喜の語をきき不思議に思ひ「汝若し神により地獄に落ちなば如何」との問 

を発した。老翁は其時快活に答へた。 

  「地獄とは何であるか私は知らない。 

   併し私は主が私を離れ給はぬことを知つてゐる。 

   一つの腕なる謙遜は彼の人間性を抱き 

   他の腕なる愛は彼の神聖を摑む。 

   それ故私の往く所は何処へでも彼が往く。 

   彼なくして黄金の天国にあるよりも 

   彼と共に火の地獄に居る方が優つている」 

  老翁の此語を聞いてタウレルの眼より涙が 迸
ほとばし

つた。彼はこの単純な信頼に住む老翁

より煩鎖な神学者たちの決して知らざる智慧を教へられたのである。 

                        （内村鑑三「ロマ書の研究」抄） 

その三、病床にて  この一連の短歌は昭和２４年１２月、藤井洋氏の病中の作。 

           藤井洋氏は内村鑑三先生の高弟藤井武先生の御長男 

     語らねど子等は知りをり吾が病昨夕よりはとみに篤きを 

     苦しさのあまりて妻をのゝしりぬわびしさまさる熱高き日は 



     夜もすがらくるしみに耐へあかつきは祈れるまゝにしばしまどろむ 

     わが罪の重きに泣きてひたぶるに十字架にすがる眠られぬ夜を 

     哀別の涙を拭へよろこびの声うちあげよわれ天翔る日 

     そこひなき愛の御父にたまの緒をゆだねてわれは今日もやすらふ 

     「幸福なるかな悲しむもの」とのみことばを今日われ深くこゝに思ふ 

     夕陽かげおとろふ空をみつめゐておのづからなる祈りあふれぬ 

     風和
なご

み西空低く明るみの病の床の今日のさきはひ 

       〔註〕マタイ伝第五章 

      幸福なるかな、心の貧しきもの。   

天国はその人のものなり。 

幸福なるかな、悲しむもの。 

その人は慰められん。 

 その四、宮沢賢治の詩 

    雨ニモマケズ                     行ツテ看病シテヤリ 

       風ニモマケズ                     西ニツカレタ母アレバ 

       雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ         行ツテソノ稲ノ束ヲ負ヒ 

       丈夫ナカラダヲモチ               南ニ死ニサウナ人アレバ 

     欲ハナク                         行ツテコハガラナクトモイイトイヒ 

     決シテ瞋ラズ                     北ニケンクワヤソシヨウガアレバ 

      イツモシヅカニワラテヰル        ツマラナイカラヤメロトイヒ 

       一日ニ玄米四合ト                 ヒデ（ド）リノトキハナミダヲナガシ 

     味噌ト少シノ野菜ヲタベ           サムサノナツハオロオロアルキ 

     アラユルコトヲ                   ミンナニデクノバウトヨバレ 

     ジブンノカンジウニ入レズニ      ホメラレモセズ 

      ソシテワスレズ                   クニモサレズ 

       野原ノ松ノ林ノ蔭ノ               サウイフモノニ 

       小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ         ワタシハ 

東ニ病気ノ子供アレバ           ナリタイ                         

〔註〕この詩は有名なものでありますが、これは法華経に於て最も望ましいものとされて

いる本化
ほ ん げ

地涌のボサツの現代的表現であります。これは賢治が世に示すためでなく

自分自身の心の戒めとして手帖に記しておいたものです。或る人（広島大学小倉教

授）の研究によりますとこの手帳の鉛筆をさす孔に小さな紙片が入っておりそれを

開いてみると「塵点
じんでん

の劫
ごう

をしすぎていまし、この妙のみ法にあひまつりしを」と記

してあったと申します。これによって法華経の信者であった賢治は生命の永遠を信

じていたことがわかりますし「妙えのみのり」即ち法華経にあった感激が生々と述

べられています。          （久保田正文博士「法華経の中心思想抄」） 

                                            



その五、禅とは生きることであり禅は生活である 

      清浄の行者涅槃に入らず。破戒の比丘地獄に堕せず 
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                   （白蔭禅師） 

     盧山
ろ ざ ん

は煙雨、浙
せつ

江
こう

は潮
うしお

、    

    到らざれば千般の恨み消
しょう

せず    

    到り得、帰り来れば別事なし  

    盧山は煙雨、浙江は潮。    

                   （蘇東坡） 

    〔註〕これらの詩は鈴木大拙先生の「禅による生活」（Livng by Zen）から抄録 

       しました。この書物はもともと英文で書かれ一九五〇年、英国のライダー 

出版社および日本の三省堂で出版されました。 

その六、私共の祖先は如何に真剣に道を求めたか？（歎異抄第二部） 

    をのをの十余カ国のさかひをこえて、身命をかへりみずして、たづねきたらしめ 

   たまふ御こゝろざし、ひとへに往生極楽のみちをとひきかんがためなり。しかるに、 

念仏よりほかに往生のみちをも存知し、また法文等をもしりたるらんと、こゝろに 

くゝおぼしめしておはしましてはんべらんは、おほきなるあやまりなり。もししか 

らば、南都北嶺にも、ゆゝしき学生たち、おほく座せられてさふらうなれば、かの 

ひとにもあひたてまつりて、往生の要よくよくきかるべきなり。親鸞におきては、たヾ

念仏して、弥陀にたすけられまひらすべしと、よきひとのおほせをかふりて信ずるほ

かに別の子細なきなり。念仏は、まことに浄土にむまるるたねにてやはべらん。また、

地獄におつべき業にてやはんべるらん、惣じてもて存知せざるなり。たとひ法然聖人

にすかされまひらせて、念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからずさうら

う。そのゆへは、自余の行もはげみて、仏になりべかりける身が、念仏をまふして地

獄にもおちてさふらはヾこそ、すかされたてまつりてといふ後悔もさうらはめ、いづ

れの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし。弥陀の本願まこと

におはしまさば、釈尊の説教虛言なるべからず。仏説まことにおはしまさば、善導の

御釈虛言したまふべからず。善導の御釈まことならば、法然のおほせそらごとならん

や法然のおほせまことならば、親鸞がまふすむねまたもてむなしかるべからずさふら

う歟。註ずるところ、愚身の信心におきてはかくのごとし。このうへは念仏をとりて

信じたてまつらんとも、またすてんとも、面々の御はからひなり、と。云云。 

    〔註〕歎異抄は親鸞聖人のときどきの言葉を直弟子の唯円坊が整理記録したもの。

金子大栄師校訂として岩波文庫七三二で出版せられています。 

 


