決です。宗教とは人生の究 価値があるんや、教えてちょ
極的な意味です。
うだい」と言いますが、
これだけはきちっと腹の中 そういう発想がもはや宗教
へ入れておくべきです。
的ではないのです。
仏様の話といったら「あ あ、「価値があるかないか」と
向こう側の彼岸の話か。
いう問いは、「あったら受
今は金と教育のことで頭が け入れて、なかったらやめ
いっぱいだ。こんなに忙し ておこうか」という発想で

を具体的に言っておられる。
ゆ いしんしょうもんい
それを唯信鈔文意の中に
四つ定義されている。
（一） 自らが身をよしと思
う心――自分自身は間違い
ないのだと自己肯定してい
る迷いの心。
（二）わが身をたのむ――

自力とは何か 。
すでに何回も申したと思
うが、今日 間違えられて
いるのは、 自分の力、自
分の努力を自力というのだ
と思っている。これは間違
いである。仏教ではそうで
はない。自力とは人間の持
つ迷い、自己中心の迷いを
いう。千年程前に中国の
どんらん
曇鸞という人が使われた言
葉である。親鸞聖人はそれ
深い迷いなんだということ
を申したい。
人に善し悪しのレッテルを
貼って責めたり批判したり
する。その冷たい心を分別
心という。これを対象化の
心という。普通、分別とい
うと、思慮分別といって考

かな心や間違いを賢げに反
省を加えて、私はもう駄目
だ、生きていく意味もない
という程に自分を責めさい
なんで、深い劣等感に陥っ
ていく。自己卑下の心。
（四） 人をよしあしという
――冷たい批判をいう。
対象化をいう。この事は何
回も申したと思うが、今は
対象化ということに中心を
おき、この心が自力であり

が理想主義の立場である。
これを分別といい迷いとい
う。なぜ迷いであるのか。
出来る筈だと言っている所
に深い自己肯定がある。
そしてもし出来なければ卑
下して俺は駄目だという。
これを自力という。

それを自力という。
分別心というのは理想主義
的な見方。理想主義の立場
をいう。理想主義とは、何
が悪いか何が善いか誰もわ
かっている筈だ、善い事を
やろうと思えば皆出来る筈
なのに、やろうと思わぬか
らできないのだという。努
力をしてゆけば、かくある
べきという姿にやがて達す
る筈だときめつけていくの

題がある。
耳四郎の話がある。これは
法然上人の時代の大泥棒で
ある。縁あって法然上人の
お弟子になり、念仏申して
深い信心を得て念仏申す身
でありながら一生泥棒をや
められなかった。この耳四

現代の一番大きな問題の
一つはこれである。
たとえば学校教育は、知性
を中心にして知性を磨きあ
げていって、物事をよく理
解し観察していくというこ
とを強調する教育である。
わけのわからぬことを盲目
的にやるのではなく、よく
理解して実行しなければい
けないという。分別を非常
に強く教える。教育者はそ
れで充分と思う。がそうで
はない。それは序論である。
本当はもう一つ先がわから
ねばならない。私はよい事
ができるんだという底に問

細川 巌先生の
歎異抄購読
第５章
現実人生と未来 より

「何を言うか、それはもう
済んでおる。今は痛いんじゃ」
と言って死なれた。この人
の信心は本物であろうか

をするというのは、その人
がまだ本物でない証拠であっ
て、従って耳四郎の信心は
本物ではない、このように
我々は言いたい。が耳四郎
が死んだ時には 伝(説では
あるが 金)色まばゆい仏と
なったと書いてある。
真田増丸先生は盲腸が痛み
腹膜炎を併発して亡くなら
れた。その死の間際に「痛
い痛い」と言われた、天下
周知の真田増丸先生ともあ
ろう人が痛い痛いで死なれ
ては困ると思ったのか、弟
子達は「先生どうぞ念仏を」
と言った。先生は大喝一声

の教授でありました岸本英 いのに彼岸の話とか、仏の す。
夫氏のこの定義を大事にし 側のお話なんか何になる」 そんな程度で宗教を尋ねる
ております。
という人がいますが、宗教 んですか。
岸本先生は 最後は癌でお の出発点は、人間のいのち この賜りたる命をなんとし
亡くなりになって、宗教学 と人生とをしっかり見つめ ても意味づけの出来る人間
者の癌の死ということで話 ることです。
になれ、
題になった方でありま すが、 ここにはものを比べての
ということではないですか。
生涯「人生にとって宗教と 「価値」が問題にされてお
と書かれております。
は何か」というテーマを追 りません。
在家仏教６月号
究された方です。
かつて、山内得立という立
悲喜を慶ぶ道
少なくとも四十年ほどは、 派な学者がおられました。
中西智海 本願寺派勧学
この宗教の定義を模索して 大学院の最後の授業の日に
霊鷲山
布教の地
おられました。
「長い こと 講義し てき たが 、 法 華 経 、 大 無 量 寿
そして［宗教学］という
宗教とはやはり意味の世界 多くの経がここで説かれた。
一冊の本を残されてお亡く なんだなあ」と、何回もポ
なりになりました。
ソッと言われた言葉は忘れ
この宗教学という書物は現 られません。
在十数カ国語に翻訳されて 宗教は意味の世界です。
いる世界的な名著でありま 値段とか価値とかいう言葉
す。（略）
は使いません。
宗教とは人生のどんづまり 「人生を生きていくのにど
の、究極的な、揺るがぬ解 れだけの値打ちがあるんや、

「宗教とは何か」を教えて
宗教とは？
いない国を私は知りません。
中西智 海先生 の文章 です 。 宗教とは人生の究極的な意
味を明らかにし、人間の究
極的な解決にかかわる文化
現象である。（岸本英夫）
私は今でも宗教の定義につ
いては、東京大学の宗教学

金子大栄先生から学んだ
お言葉に「人生は道なり。
道とは自らの責任において
歩むものなり」と、

もう一つは「念仏は人生へ
の姿勢を教えるものである」
があります。
時間が経てば経つほど、
今日という時代に大切なお
言葉であると、味わってお
るわけでございます。
日本の国は、公立の学校で
は宗教教育は出来ないので
ありますが、考えてみます
と、まことに困ったもので
あります。
逆に申しますと、何か宗教
は「ああいうものに凝って
はならない」というような
怪しげなものという認識が
あるのだろうと思います。
日本の教育の中では「正し
い宗教とは人生に何をもた
らすものか」ということさ
えも教えられておりません。
世界の先進国で教養として

℡（０９７７）７２－６４１５
℡（０９７４）２２－３３０１
℡（０９７）５２４－６５２５
日出店 ： 速見郡日出町川崎会下（空港道路入口）
三重店 ： 豊後大野市三重町赤嶺１０４１（トライアル横）
森町店 ： 大分市横尾２７３３－１（大東中学入口）
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自力、・・・私自身もまだ
深くわかりません。み教え
遇う、光に（おおきなもの）
照らされ育てて頂く・・
聞法、聞光・・・渡辺

編集

広報部

ホ

郎は本当の信仰を持ってい
たといえるのであろうか。
仏法に立って深い自覚をも
てば、当然泥棒は悪いとい
うことはわかっている筈で
はないか。それなのに泥棒

大 分 市 森 町

松扉 哲雄

対象化の立場である。対象
化とは向こう側において傍
観者として見ているのであ
る。向こう側に見る限り本
当のものの見方はできない。
冷たい批判しかできない。

発

行

所

それは 目覚めて生きる人生

え方のすぐれた人を分別の
ある人というが、仏法では
自力という。深い自己肯定
が入っていて、自分の考え
方は正しいのだという自己
に対する過信が入っている。

さんわグループ

深く生きる人生

自己過信に陥っている。
深い自己肯定、自己主張の
心である。謙虚さを持たな
い心。
（三） 悪しき心をさかしく
かえりみる――自分のおろ
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