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経典
きょうてん

は生きている 
岡 本 英 夫 

 

老人の家を訪ねた青年、話は経典に･･･。 

 

青年 経典って言ったって、僕等にとっては、大昔の化石のようなものにしか思

えないんですけどね。 

老人 まあ、それも無理もなかろう。それで、実際に経典を手にとって見たこと

があるのかの。 

青年 う～～ん。いつかどこかの図書館で、それらしきものをチラッと見たこと

ありますけどね。尤
もっと

も表紙だけでしたけど。 

老人 それでやっぱり化石だったかい。 

青年 いや、そりゃそうじゃないけど。しかし、経典っと言うと、何かやっぱり

古臭い感じですね。埃
ほこり

をかぶって、虫が食って、独特の臭いがして、何千年

も誰も開いたことがないような感じ･･･。 

老人 ハッハッハ。そりゃあ経典がかわいそうだよ。 

青年 でも、僕らが経典を読むことなんてまず絶対にないと言っていいし･･･。 

老人 そんなことはないよ。大いに読まなくっちゃあ。 

青年 だって、僕等と関係ないんでしょ。 

老人 そんなことはない。大あり。 

青年 ええっ、どんな関係があるんですか。どうして読まなくちゃならないの。 

老人 それは「いのちの書」だからだよ。 

青年 「いのちの書」？ どうして化石が「いのちの書」なんですか。 

老人 よろしい。こちらへ来てごらんなさい。実際見てみなくちゃな。・・・・ 

青年 へえっ、こっちにも部屋があるんですねえ。・・・ 

   うわっ、こんなにたくさんの本。すごいなあー。 

老人 これだよ。この一面がその化石だよ。 

青年 これが経典ですか。こんなにたくさんあるんですか。これ全部お釈迦様が

説かれたんですか。 
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老人 まあ、どれでも一冊とってごらん。 

青年 へえーっ、なんて書いてあるんだろう。･･･『大正
たいしょう

新脩
しんしゅう

大蔵
だいぞう

経
きょう

』かあ。

これ何巻あるんですか。 

老人 百巻。 

青年 ひゃっかんーっ！ すごいですねエー。全部読まれたんですか。 

老人 そんなことどうでもいいから、どれか一冊とってごらん。 

青年 はい、それじゃあ目をつぶって・・・これにしましょう。 

老人 どれ。ほほう、なかなかいいのをとったじゃないか。 

青年 当たりですか。 

老人 当たりも外れもあるものか。この中に『仏説
ぶっせつ

観無量寿経
かんむりょうじゅきょう

』というのがあ

る。ほら、ここだ。 

青年 そうですか、ええっと、ブッセツカンムリョウ･･･。 

老人 そうだ、その経典の一番初めに何と書いてある。 

青年 ええっ、この漢字ばっかりを読むんですか。こりゃすごい。やっぱりこれ

は化石ですよ。 

老人 最初の字くらい読めるだろ。 

青年 ええっと、如･･･是･･･我･･･聞、｢如是我聞
にょぜ が も ん

｣ですか。 

老人 そうだ、読めるじゃないか。「如是我聞」だ。 

青年 何ですかこれ。如が是で、我が聞くですか。ええっと、如が･･･。 

老人 「如是我聞」と書いて「是
かく

の如
ごと

く我
われ

聞けり」と読むんだ。あるいは｢聞き

たまえき｣と読む。 

青年 というと･･･。 

老人 まあ、簡単に言えば、「このように私は聞きました」だな。 

青年 どのように聞いたんですか。 

老人 それが書いてあるんだよ。 

青年 へえーっ。それがお経なんですねえ。待ってくださいよ。経典というのは

お釈迦様が説いたものなんでしょ。 

老人 よく知っとるじゃないか。 

青年 そのくらいのことは知ってますよ。だけど、お釈迦様が説かれた経典に、
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なぜ｢このように私は聞きました｣なんていう言葉がついているんですか。 

老人 そこなんだよ。いいところに気づくじゃないか。そこが経典が｢いのちの

書｣と言われるところなんだよ。尤も私が言ったんだけどね。 

青年 どこが「いのちの書」になるんですかねえ。それと、そもそもこの｢我｣っ

ていうのは誰なんですか。 

老人 まずは阿難
あなん

。阿難というのはお釈迦様のお弟子だ。 

青年 なるほど。まあそうでしょうね、お弟子が聞くんでしょうね。しかし、そ

の｢まず阿難｣という「まず」というのはどういうことなんですか。他にもいる

んですか。 

老人 そのとおり。他にもいる。ものすごくたくさんいる。 

青年 ものすごくたくさんですか。お釈迦様のお弟子がものすごくたくさんなん

ですか。 

老人 いや、お弟子も多かったが、それだけではない。 

青年 そんなにたくさんいるのなら、どうして｢我｣と言うんでしょうかね。

｢我々｣と言ったほうがいいんじゃないですか。 

老人 なるほど、面白い考えだ。しかし君、｢我々｣という人間がいるかね。自分

で自分を呼ぶときは｢我｣だろう。 

青年 それはそうですけどねえ。｢我々｣ではいけないのかなあ･･･。 

老人 人の分までも生きられんよ。自分が生きるのは自分だけだ。私において生

きるのは我一人。 

青年 そう言われればそうですけどねえ･･･。それで、我が私一人で、それがた

くさんいて、それで結局「如是我聞」というのはどうなるんですか。 

老人 「我」はまず阿難。阿難がお釈迦様から教えを聞いた。だいたいの経典は

そうなっとるようだ。阿難の詳しいことは今はおいて、要するに、お釈迦様が

教えを説かれた時には直ちにそれが文字にはならなかった。お釈迦様が亡くな

られた後、経典を編纂する会議が開かれた。そこで阿難が代表して、かつてお

釈迦様からお聞きしたことを話し、他の弟子達もそれを聞いて内容を確定し、

それで経典ができたと言われている。それでだな、その時に阿難が最初に述べ

る言葉が何だと思う。 

青年 最初に･･･。ええーっと、「みなさんこんにちは」かな。 
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老人 はっはっは。それももちろんあったろう。しかし、挨拶
あいさつ

は抜きにして本論

に入ると。 

青年 ｢皆さん、私はこのようにお聞きしました。それを今から述べます｣ですか

ね。 

老人 そのとおり。それが｢如是我聞
にょぜ が も ん

｣だよ。 

青年 なるほど。 

老人 しかし、当初はそうであっても、その後、この言葉の使い方が変わった。

まあ、変わったと言うよりも、本来の使い方がされたということかな。つまり、

経典の初めにこの言葉があるということが、経典を｢いのちの書｣にしていると

いうことだ。そして、そうなって初めてそれが経典になるということなのだ。

分るかね。 

青年 うーーん。そんなに一気に言われても･･･。｢如是我聞｣の本来の使い方っ

ていうのがちょっと･･･。 

老人 そりゃあそうだろ。そこが一番大事なところだ。｢如是我聞｣というのは、

だいたいどういうときに出てくる言葉と思うかい。 

青年 そうですねえ･･･、「私はこのように聞きました」と言うんですから、誰か、

そのことを又聞いてくれる人が目の前にいる、そういう場面のときでしょうか。 

老人 そのとおりだ。ついでにもう一つ。目の前に聞いてくれる人がいれば、誰

でもこれが言えるかな。 

青年 うーーんと。誰でも言えますかねえ･･･。いや、その人が、たとえば阿難
あなん

だ

ったら、阿難がお釈迦様から聞いていないと言えるはずがないですよねえ。 

老人 そういうことだよ。それじゃあ、聞いてさえいれば、誰でも言えるかな。 

青年 聞いても忘れちゃあどうにもなりませんからね、覚えていること。 

老人 そのとおりだ。それじゃあ、覚えてさえいれば、誰でも言えるかな。 

青年 それは言えるんじゃないですかねえ。このように聞いて、その聞いたとお

りに話せばいいんでしょうから。 

老人 じゃあ、こう考えてみよう。自分の全く興味のないことを人から聞いたと

する。わりと短い言葉だったから覚えている。それを別の人に何らかの事情が

あって伝えることになる。君がその役だったら、どんな伝え方になりそうかな。 
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青年 そうですねえ。興味のないことだから、まあ適当にやるでしょうね。 

老人 そうだよ、そうなるだろ。それで、聞いている方は、そんな君から聞いて、

話の内容がよく分るかな。聞いて、それなりによしやろうっというような力が

湧
わ

いてくるかな。 

青年 いいかげんに話すんだから、その人もやる気を失うかもしれませんね。 

老人 そこなんだよ問題は。いいかい。そもそもお釈迦様は何を説かれたと思う。

人間が救われる道だよ。人はそれぞれいろんな人に生まれてくる。自分で選ぶ

わけにはいかない。それで、生きていく場も、矛盾や不条理、悲劇や辛いこと

が満ち満ちている。そんな時、思うだろう。なぜ自分はこの自分を、この社会

を生きていかなくちゃあいけないのかって。いくら考えても、いろいろやって

も、生きることがおもしろくない。生きる意味が見出せない。 

その人間が、そのような人のままで、そのような社会を、生きる意味を見出

し底抜けに世界を信頼して社会にがっちりと取り組んで朗らかに生きていけ

る道、これをお釈迦様は説かれたんだ。この教えを阿難が聞いて次の人に伝え

ようとする。その時の言葉が｢如是我聞｣なんだよ。 

青年 なーるほど、そういうことなんですか。いやあ、なんだかおもしろくなっ

てきましたねえ。そうすると、阿難の本当の思いというのは、ただ今から聞い

た教えを述べますよ、というんじゃなくて、どういうか、阿難自身の問題がま

ずあるということですね。 

老人 そうだ。阿難がまずお釈迦様の教えによって救われなくてはならない。こ

のことがなんといっても肝心なことだ。だから、阿難にとっては、この教えは

ただの教えではないんだ。私を救った、とても大事なかけがえのない教えとい

う位置づけなんだ。だから、｢如是｣かくの如く、と言われるところに、万感
ばんかん

の

思いがこもっていると見るべきだろうね。この教えを仰ぎ、教えにひれ伏して

いる阿難が見えるようだよ。｢お釈迦様、有り難うございます。私はあなたの

説かれたこの教えによって救われることができました。人間に生まれた最大最

深の課題を克服することができました。厚くお礼申し上げます。｣このように

全身を以って教えを讃
たた

え感謝している阿難がいるんじゃないかな。 

青年 なるほど、そういうことなんですか。阿難はお釈迦様の教えによって救わ



経典は生きている（岡本英夫）「荒磯４４号」より 

 6／12 

れたんですね。それにしては、その感謝の思いなどを表すのに｢如是｣だけでは

少ない感じがしますねえ。 

老人 思いというのはな、言葉になる前に力になるんだ。 

青年 思いが力になる？ 

老人 そうだ。阿難には、力が備わった。いや、力の人になったんだ。救われて

いる事実、そのことがそのまま力なんだよ。 

青年 どんな力なんですか。 

老人 仏法という力だ。 

青年 仏法？ 仏法というのは人の力なんですか。 

老人 仏法というのは、そもそも人にはたらき、人を救い、人を真に生かす力だ。

そして、その仏法によって救われた者の上に、正しくその仏法の力が生きては

たらくのだよ。その力が今、阿難の上にまき起こっているんだよ。 

青年 そうすると、なんだか、阿難がお釈迦様のような感じになってきますね。 

老人 そうなんだ。最も基本のところで言えば、阿難もお釈迦様になったんだ。

いや、そういう言い方は混乱するな。そもそもお釈迦様はさっき言った人間の

問題を克服して仏陀になった。仏法のはたらきがお釈迦様をして仏陀たらしめ

たのだ。これによって、仏法はお釈迦様の上に生きてはたらく。その仏法をお

釈迦様が阿難に説く。これによって阿難が自らの問題を克服して･･･。 

青年 わかった！ 今度は阿難の上に仏法が生きてはたらくようになったわけ

ですね。そうして･･･、そうかあ、阿難は自分が救われたから、自分を救った

このたいへん大事な仏法の教えを皆に説きたいんだ！ それはそうなるでし

ょうね。自分が救われたということがはっきりあるから、自分を救った教えを

なんとしてでも人に伝えたいわけだ。 

老人 そうだ。｢如是我聞｣というのは、阿難に起こったそれらのこと全てがこの

言葉にこめられており、何と言っても、人を救う仏法の力と、救われた阿難の

感動と感謝の事実が蓄えている力と、そこから必然的に湧き出る伝えたいとい

う願い、これらの力と願いがこの経典を支えているんだ。いや、この力と願い

が経典のいのちそのものといっていい。 

青年 「いのち」と言われるのは、経典は生きているということですか。 

老人 そう、経典は生きている。お釈迦様から始まった経典は、まず阿難を生か
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し、阿難は次なる者を生かし、その者は又次なる者を生かし･･･、そしてこの

ことはまた、経典が逆に生かされる歩みでもあったのだ。 

青年 経典が生かされるんですか。 

老人 経典の教えによって一人の人が救われる。これはつまり、経典が真実であ

ったということをその人が自分の救いでもって証明したようなものだ。 

青年 人が経典を証明するんですか。 

老人 逆なことのように思えるだろうが、そうではない。いいかい。まず、経典

が人を証明する。それが、その人を救うということだ。救われた人は、このよ

うな自分が、何によっても救われるはずがないと思えていたこの自分が、経典

によって救われるとは。ま、そういうわけで自分の救いをもって、経典を証明

することになる。君は、一人の人の救いでは証明にならんと思っているのだな。 

青年 なんだか頼りない感じはしますね。 

老人 それが人間の考え間違いのところなんだよ。一人の人が真に救われなけれ

ば、それは真の教えではない。一人が救われるということと、万人が救われる

ということは、数の上からは大変な違いがあるようだけれど、重さから言えば

同じなのだ。一人の人の救いがあるところに万人の救いの道が明らかになった

ということだ。数ではない、質なのだ。 

青年 そうすると、お釈迦様の教えによって最初に救われた人が出たということ

は大変なことだったんでしょうね。 

老人 そういうことなんだ。だから、『観
かん

無
む

量
りょう

寿
じゅ

経
きょう

』には、その大変さを表す

お釈迦様の思いがひしひしと伝わるような書き方がしてある。 

青年 お釈迦様がどうされたんですか。 

老人 お釈迦様が伝えようとされた教えは阿弥陀の本願の教えだ。一口に言って、

南無阿弥陀仏。これこそがあらゆる人を真に救う仏法であることをお釈迦様は

見出された。だから、これを人に伝えたい。この経典では韋提希
い だ い け

という人にこ

の教えが巧みに説かれて、苦しみのどん底にあった韋提希が遂に南無阿弥陀仏

という阿弥陀のはたらきをこうむって救われていく様が説かれている。 

その中でお釈迦様は何度も流通
るづう

ということを口に出していかれる。流通とい

うのは、今説いている教えを広く人に伝えることを弟子に託すことだ。詳しい
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ことはおくが、普通経典の最後に一度だけ出る流通が、この経典では何度も出

る。韋提希に対して本願の教えを説くという道に進展があったとき、そこでも

う流通を託される。これは、ここに万人を救う教えである南無阿弥陀仏の教え

がある。これを何とかしてあらゆる人に伝えたいという、お釈迦様の熱い熱い

お心が噴き出しているように思えるな。痛々しいお心の動きのようにも思える

よ。 

青年 お釈迦様って、情熱の人なんですね。経典っていうのは、そんなにスリル

があるものなんですか。 

老人 まあ、無人島に行くときは、これに限るな。そこでだ、一人の人によって

真実の教えであることを証明された経典は、いわばいよいよ力を得て、その人

によって又次なる人に説かれていく。 

青年 その時に述べる言葉が｢如是我聞
にょぜ が も ん

｣ですね。 

老人 そのとおりだ。それで、もう気がつくだろう。「如是我聞」というのは、

単なる｢はじめのことば｣ではない。お釈迦様の教えは｢如是我聞｣となって、即

ち一人一人の上に｢如是我聞｣を生み出して伝わっていくのだ。｢如是我聞｣が生

み出されるから伝わっていくのだ。そして又必ず｢如是我聞｣を生み出していく

のだ。一つの経典全体が｢如是我聞｣の力と願いとその精神で満ち溢れていると

いっていい。この｢如是我聞｣があったからこそ、二千五百年にわたって教えが

伝えられてきた。もし私たちがこの教えを聞くことができるとするならば、私

の前に｢如是我聞｣と叫んでおられる人に出遇
あ

わなければならぬ。 

青年 そんな人がいるんですかねえ。 

老人 いるとも、たくさんおられる。 

青年 しかし、これまでそんな人に出遇ったことなどないんですけど。 

老人 そうかもしれんが、そうでないかもしれん。問題は｢我聞｣だ。聞くという

ことだ。｢如是｣ということ、つまり、この教えによって私は救われました、と

いうことが一人の人に起こったということは、聞くということが成り立ったか

らだ。｢我聞｣が成立しなければならん。 

青年 聞くっていうことは、要するに聞くっていうことですよねえ。何か特別の

ことでもあるんですか。 
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老人 特別というか、本来の聞き方というべきかな。たとえば、街で誰かが大き

な声を出して、この品物はいいですよと宣伝している。君はどう聞くかな。 

青年 関心のあるものだったら少しは聞くけど、だいたいのものは無視して通り

過ぎますね。 

老人 そうだろ。あんなもの自分とは関係ないと思っているわけだ。しかし、も

し自分が探している大事なものについての話だったら、おそらく耳を立てて聞

くだろう。お釈迦様が説かれた教えというのは、その最も大事なことについて

の教えなのだ。 

青年 自分の救いの教えですから、そうでしょうね。 

老人 そう。そのときに大切なことは、自分の救いという｢自分｣というのがよく

わかっていなければならない。たとえば、この薬は胃がんに効きますよと宣伝

しているとする。しかし、自分は胃がんではないと思っている者にとっては、

用のない宣伝になる。自分は胃がんだとわかっている人にとっては、飛びつく

ような宣伝だ。 

青年 宣伝という言い方をすれば、仏教は何に効くといっているんですか。 

老人 ｢我｣に効く。 

青年 我、ですか？ 

老人 そう。人間は誰しも｢我｣の存在。きわめて自己中心の存在。真実などどう

でもよろしい。自分の｢我｣が守られていることだけが生きる目的のようになっ

ている存在。これは大変な病気。この病気に効くのが仏法だな。それで、自分

は大変な心である｢我｣の存在なんだということに気づかねば、仏教は｢関係な

い｣っということになって、耳に入らない。 

青年 どうすれば｢我｣に気づくんですか。 

老人 それがまた仏教の教えなんだ。 

青年 それじゃあちょっとやりにくい感じですねえ。｢我｣に気づかなければ仏教

は耳に入らない。｢我｣に気づくためには仏教を聞かなければならない･･･。 

老人 もちろんそこはやりにくい。だから入り口はなかなか難しい面があるんだ。

そこには配慮と工夫がいる。もし子どもだったら、海水浴とかレクレーション、

青年だったら友達とか議論、大人だったら、もうあと時間がないよと言う。ま、

これは冗談だが、仏教に賛成でも反対でも関心がなくても聞いてみることが大
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切。 

  そこで、次第に聞いていくことによって、この教えがまさに自分の為の教え

であることがわかってくる。これが大事なことだね。親鸞
しんらん

聖人というお方は、

このことがわかって、その気持ちを、｢ひとえに親鸞一人がためなり｣とおっし

ゃったんだ。まさにこの私のための教えだということだね。 

青年 親鸞という人はしっかり聞いたということなんですね。 

老人 そうだ。この方は徹底して聞かれた。この方の書物を読むと、教えを聞い

て聞いて聞きぬいて遂に何に出会っていかれたかがよくわかる。それは｢如来

のご恩｣という言葉で言われている。さっき言った阿弥陀の本願がこの自分に

対して起こされたその熱い熱いお意
こころ

だね。 

青年 さっき、自分の前にいて｢如是我聞｣と叫ぶ人から教えを聞くということが

あったけれど、親鸞という人にとって、それは誰だったんですか。 

老人 それは法然上人だ。この方から徹底して聞かれた。二十九歳まで大変な努

力と求道心で道を求めた親鸞聖人だったが、それでも道が見つからず、法然上

人のところに行かれた。行かれて百日間毎日聞かれた。真実を見極めるという

か、真実に見極められていく命がけの聞法だったわけだ。その後六年間法
ほう

然
ねん

上

人から聞かれた。 

青年 そんな人がおられたんですねえ。 

老人 そのような徹底した聞法の事実が、八百年後の私たちをも支えているよう

に思えるがな。問題は、その徹底した聞法だ。 

青年 それが先程の｢我聞｣ですね。 

老人 そうだ。親鸞聖人のみならず、｢如是我聞｣と叫ぶ人は皆、徹底した聞法の

人だった。この『観無量寿経』を解釈した善導という人は、そのような人を

「能聴
のうちょう

の人」と呼んだ。 

青年 ｢能聴｣というのは？ 

老人 聞き難い教えをよく（能
よ

く）ぞ聞いたという意味もあろう。また、｢能
のう

｣と

いう言葉は、何々される側の人を｢所
しょ

｣と呼ぶのに対して、何々する側の人を表

すんだ。その人がどんな人かを押さえる時に、「何かをされる人」と押さえる

のと、「何かをする人」と押さえるのとでは、随分の違いがあることはわかる
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だろう。 

青年 そうですねえ。「される人」という押さえ方は、極端に言えば、その人の

主体性が奪われているような感じがしますね。人を｢される｣側で押さえてほし

くないっていう感じはありますね。 

老人 そうだろ。だから人「する」側で押さえるんだ。何をするかといえば、｢能

聴｣、聞くということをするわけだ。それで、そもそも何を聞くのかといえば、

もちろん仏法の教え。教えを説いてくださる方が自分の前におられる。出発点

のお釈迦様の教えが、次々と｢如是我聞｣と叫ぶ人を生み出し、遂に自分の前ま

で来た。自分の前のその人は私に教えを説く。私に向けて説くのだから、その

人は説く人、即ち｢能説の人｣である。これはいいだろう。では、その人が説く

相手の私はどう押さえられるか。ここが問題だな。本来ならば｢所説の人｣とな

ってもいいところだ。すなわち、｢説かれる側の人｣だな。これで間違いはない。 

青年 なるほど。｢説かれる側の人｣には違いないですね。「説く」ということを

中心にしてみるわけですから。そうすると、説かれる側の私を、｢能聴の人｣と、

聞く側の人と押さえるということは、これは根本的なところで、私というもの

の押さえ方が違うような感がしますね。人の主体性を根本から尊重していると

いう感じです。 

老人 そうなんだ。人の主体性を尊重している。人はその主体性において生きる

ものだ。その生きる姿は能動的である。｢能聴｣の｢能｣とは直接にはその｢能｣だ

ろうな。ここには、仏法と人間とが、どちらも｢能｣ということで結び合うこと

ができるのだということが言われているんだ。仏法はその主体性において能動

的に説き、人はその主体性において能動的に聞く。能動のところに、主体性に

生きるところに両者の真に健康な関係があると言えるんじゃないかな。 

青年 なるほど、そういうことなんですねえ。私は仏法というのは、仮に聞くに

してもいやいや聞くもの、聞かされるものというニュアンスを持っていたんで

すけど、全くそんなものとは違うんですね。能動的･主体的に聞いていくのが

仏教なんですか。なんだか、全然逆のことを思っていたようです。 

老人 人間が救われるということが、その人が受動的･非主体的なあり方のとこ

ろで成立するわけがないだろ。救われること自体が、能動的･主体的そして積

極的な行為なんだよ。何に対してかって言うと、私を救う、まさにこの私の為
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に説かれている真実の教えを聞いていくことにおいてだ。そうなってみると、

｢聞く｣ということは、人間が持っている最大の武器だね。 

青年 武器ですか。戦争のようですね。 

老人 いや、戦争ではない。しかし、闘
たたか

いであることは間違いない。自己との

闘いだね。私が出遇っていくべき真実は既にある。その真実を説く教えは眼前

で説かれている。問題は、私がいかにその教えを聞くかにかかっているわけだ。

そして仏教は、人間の上に、｢能聴｣という、この世界に対する態度が生まれ得

るのだと説かれた。｢能聴の人｣になっていくこと、ここに、真実の教えがこの

私の上に成就することが起こるのだ。そして、この｢能聴｣が起こったからこそ、

教えを真に聞き得て自ら救われ、次なる人へ「どうかあなたもこの教えを聞い

てください。これは私が救われた教えなのです」と、勧めることができるのだ。

これが｢如是我聞｣の人の誕生なのだ。 

  ｢如是我聞｣と叫ぶ人が次々に生まれ、経典は二千五百年生き続けてきた。｢如

是我聞｣が経典を生かしてきたいのちなのだ。そしてその叫びが、今私たちの

前にある。たくさんの人たちが叫んでいる。君も耳を澄ましてごらん。そして

｢聞く｣ということで私の存在をまとめ上げることができるほどに、真実に向か

い、その教えに向かって立ち上がっていこうじゃないか。 

                    （つづく） 


