
 
 
 
 
―朝の礼拝から 1 ―                    

 Run in such a way as to get the prize 

                                                  コリントの信徒への手紙I 9章24～26節 

In this letter to the Corinthians, Paul uses a sporting analogy of how to run a race to give a spiritual 
lesson about how to live a Christian life. It reminded me of Eric Liddell, the Christian athlete whose story 
was told in the movie Chariots of Fire. Liddell was born in China, where his Scottish parents were 
missionaries. As a student at Edinburgh University he became known as the fastest man in Scotland.  
In the movie, Liddell tells his sister that when he runs he feels divinely inspired, and not to run would 
dishonor God, saying “I believe that God made me for a purpose. But he also made me fast, and when I run I 
feel his pleasure.” 

Liddell was selected to run the 100-meters for Great Britain at the Paris Olympics in 1924, but refused to 
run as the qualifying race was to be held on Sunday, the “Lord’s Day”, a day meant for worship and rest. 
Instead he decided to run in the 400-meters on a different day. Many people thought he couldn’t win the 
longer race against athletes who had been preparing for much longer, but Liddell won the race in an 
Olympic and world-breaking record time.  

Liddell gave up a sporting career to return to China as a missionary, where he died in 1945. When asked if 
he regretted giving up the fame and glory of athletics he replied “I’m glad I’m at the work I’m engaged in 
now. A fellow’s life counts for far more at this than the other.” He certainly ran in the way to get the prize 
and earned the crown that lasts forever. 

                                    政次 カレン（子ども学科） 

 

―朝の礼拝から 2 ―   

朝食で始まる一日 

ヨハネによる福音書 21章 1～14 節 

私は食事の時間が大好きです。誰かとともに食事をすることは幸せなことだと感じます。家で、学校で、飲食

店で、家族や友達と、自分の好きな物を食べながらいろいろな話をします。一緒に食事をしながら話した内容は

より鮮明に記憶に残るような気がします。個人的には、誰かと親しくなるためには一緒に食事をするのが一番い

い方法だと思います。私は教会で他の教会員の方々と食卓を共にする時間が好きです。キリスト教についてだけ

でなく、知らないことをたくさん教えていただきました。 
本日お読みした聖書箇所は、私が好きなお話の一つです。一晩中何も取ることができず、空腹で疲れ切ってい

る弟子たちの前に現れたイエス様は彼らに大漁を導きました。さらにイエス様直々に炭火を起こして、魚をのせ

て、パンを用意しています。その姿を想像してみると、とても珍しく、貴重な瞬間だっただろうと思います。そ

して、私はイエス様が用意してくださった朝食を食べてみたいと思いました。 
ある言語学の授業で、朝食という意味の breakfast は fast 断食 を break 破るという語源だと教えてもらい

ました。前日に夕食を食べ、断食を経てそれを破り一日を始める最初の食事が朝食、breakfast となります。私

は大学生になり、朝食をきちんと食べることが少なくなりました。というのも、高校生の時と違い、朝から服を

決めてメイクをして教会に行くからです。それらで精一杯になり、朝食をつい抜いてしまいます。断食状態を続

けてしまい、忙しい朝で一日を始めることになるのでよく反省します。 
一日の中で心を落ち着かせて神様と対話するのに、朝の食事の時間は最適だと思います。その日自分がやるべ

きことや一日がどんな日であってほしいかゆっくり考えることができます。私たちは食べる前に、食事を用意し

てくれた人、材料、食事にありつけることに対していただきますと感謝をします。その一言だけでも、神様と対

話していると思います。当たり前に食事をするのではなく、神様が導いて下さったことを覚え毎日の糧にしてい

きたいと思います。 
佐々木 美優（英語学科２年） 
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