メリー・ベーカー・エディが母教会新館の献堂式に贈ったメッセージ「『選びなさい』」の日本
語訳は、母教会のキリスト教科学理事会から皆さまへの贈り物です。エディ夫人は、キリスト教
科学の発見者、創始者であり、『科学と健康—付聖書の鍵』の著者であり、そしてまた、米国ボ
ストン市所在の母教会、第一科学者キリスト教会の名誉牧師でもあります。本年2014年、世界に
広がるキリスト教科学者の教会家族は、この「『選びなさい』」というメッセージ、また、「イエ
スは “キリストによる癒し” の霊的な基盤の上に彼の教会を築き、そして彼の使命を守り通した」
（『科学と健康—付聖書の鍵』、p. 136）というエディ夫人の言明を、学び、熟考するように求め
られています。
The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany
『第一科学者キリスト教会と文集』、p. 3–6

“Choose Ye”

「選びなさい」

Message from Mary Baker Eddy on
the occasion of the Dedication of the
Extension of The Mother Church of
Christ, Scientist, June 10, 1906

メリー・ベーカー・エディが、1906年6月
10日に行なわれた、科学者キリスト母教会
の新館の献堂式に贈ったメッセージ

My Beloved Brethren: — The divine
might of Truth demands well-doing in
order to demonstrate truth, and this not
alone in accord with human desire but with
spiritual power. St. John writes: “Blessed are
they that do His commandments, that they
may have right to the tree of life, and may
enter in through the gates into the city.” The
sear leaves of faith without works, scattered
abroad in Zion’s waste places, appeal to
reformers, “Show me thy faith by thy works.”
Christian Science is not a dweller apart in
royal solitude; it is not a law of matter, nor
a transcendentalism that heals only the
sick. This Science is a law of divine Mind,
a persuasive animus, an unerring impetus,
an ever-present help. Its presence is felt, for
it acts and acts wisely, always unfolding the
highway of hope, faith, understanding. It is
the higher criticism, the higher hope; and its
effect on man is mainly this — that the good
which has come into his life, examination
compels him to think genuine, whoever did
it. A Christian Scientist verifies his calling.
Choose ye!

親愛なる兄弟たちへ： — 真理の神性の力は、

真理を実証するために、善行を要求します、そして
それは人間の願いと一致するばかりではなく、霊的
な力と一致することを要求します。聖ヨハネは次の
ように書いています：「いのちの木にあずかる特権
を与えられ、また門をとおって都にはいるために、
神の戒めを行う者たちは、さいわいである」 1。行
いの伴わない信仰の干からびた木の葉は、シオンの
荒れ地に散りながら、改革者たちに訴えています：
「あなたの行いによってあなたの信仰をみせてくだ
さい」と。
キリスト教科学は、王族のように一人孤高を保つも
のではありません；それは物質の法則ではなく、ま
た病人だけを癒すような超自然主義のものでもあり
ません。この科学は、神性の心の法則であり、説得
力のある意志、誤ることのない推進力、また常に存
在する助けです。私たちは、その存在を感じること
ができます、なぜなら、科学は働き、しかも賢明に
働くからです、そして、常に希望、信仰、理解の王
道を展開させてくれるからです。それはより高度な
批評、より高度な希望であり、そしてそれは人に主
に次のような影響を与えます ― つまり、その人の人
生にもたらされた善が、誰によって行なわれたとし
ても、検討してみると、それが真実であることに気
づかされるのです。キリスト教科学者は，自分が受
けた召集が、神からのものであることを確認します。
選びなさい！
1

欽定訳聖書より

When, by losing his faith in matter and sin,
one finds the spirit of Truth, then he practises
the Golden Rule spontaneously; and
obedience to this rule spiritualizes man, for
the world’s nolens volens cannot enthrall it.
Lust, dishonesty, sin, disable the student; they
preclude the practice or efficient teaching
of Christian Science, the truth of man’s
being. The Scripture reads: “He that taketh
not his cross, and followeth after me, is not
worthy of me.” On this basis, how many are
following the Way-shower? We follow Truth
only as we follow truly, meekly, patiently,
spiritually, blessing saint and sinner with the
leaven of divine Love which woman has put
into Christendom and medicine.
A genuine Christian Scientist loves Protestant
and Catholic, D.D. and M.D., — loves all who
love God, good; and he loves his enemies. It
will be found that, instead of opposing, such
an individual subserves the interests of both
medical faculty and Christianity, and they
thrive together, learning that Mind-power
is good will towards men. Thus unfolding
the true metal in character, the iron in
human nature rusts away; honesty and
justice characterize the seeker and finder of
Christian Science.

人は、物質や罪を信用しなくなったとき、真理の
精神を見いだします、すると、人は黄金律を自然
に実践するようになります；そしてこの法則に従
順であると、人は霊的になります、なぜなら、こ
の世が何を求めようと、求めまいと、黄金律を押
しとどめることはできないからです。欲情、不正
直、罪は、キリスト教科学の生徒の能力を奪いま
す；それらは、人の存在の真理であるキリスト教
科学の実践、あるいはそれを効果的に教えること
を妨げます。聖書には次のように書かれています：
「自分の十字架をとってわたしに従ってこない者は
わたしにふさわしくない」。この基盤に立つとき、
どれだけの人が、道しるべに従っていると言える
でしょうか。私たちが真理に従っているのは、誠実
さ、柔和さ、忍耐強さ、霊性をもって従い、女がキ
リスト教世界と医学の世界の双方に与えた神性の愛
のパン種をもって、聖人も、罪人も、祝福するとき
のみなのです。
真のキリスト教科学者は、プロテスタントも、カ
トリックも、神学博士も、医学博士も、敬愛しま
す、— 神、善を愛するすべての人を愛します；そし
てまた、彼は敵をも愛するのです。そのような人は
医学にも、キリスト教にも、反対するのではなく、
その双方に役立ち、そして、心の力は、人への善意
であることを知って、両者が共に栄えることを見い
だすでしょう。このようにして、性格の真の本質が
展開され、人間的性質のかたくなな部分は消え去
り、正直さ、正義感が、キリスト教科学を探究し、
見いだす人々の特質となります。

The pride of place or power is the prince of
this world that hath nothing in Christ. Our
great Master said: “Except ye . . . become
as little children, ye shall not enter into
the kingdom of heaven,” — the reign of
righteousness, the glory of good, healing the
sick and saving the sinner. The height of my
hope must remain. Glory be to Thee, Thou
God most high and nigh.

地位や権力の誇りは、「この世の君」であって、キ
リストとは無縁のものです。私たちの偉大な師イエ
スは言われました：「幼な子のようにならなけれ
ば、天国にはいることはできないであろう」、— そ
の天国とは、正義が君臨し、善の栄光に輝き、病人
を癒し、罪人を救うところです。私のこの希望の高
みは、いつまでも続いてゆかなければなりません。
神に栄光あれ、あなたは、至高の神、至近の神で
す。

Whatever is not divinely natural and
demonstrably true, in ethics, philosophy,
or religion, is not of God but originates in
the minds of mortals. It is the Adam-dream

何であれ、神の性質として自然でないもの、実証で
きる真理でないものは、倫理であれ、哲学であれ、
宗教であれ、神に属するものではなく、人間の心
の中で生じるものです。聖書の中のたとえ話による

according to the Scriptural allegory, in
which man is supposed to start from dust
and woman to be the outcome of man’s rib,
— marriage synonymous with legalized lust,
and the offspring of sense the murderers of
their brothers!
Wholly apart from this mortal dream, this
illusion and delusion of sense, Christian
Science comes to reveal man as God’s image,
His idea, coexistent with Him — God giving
all and man having all that God gives. Whence,
then, came the creation of matter, sin, and
death, mortal pride and power, prestige or
privilege? The First Commandment of the
Hebrew Decalogue, “Thou shalt have no other
gods before me,” and the Golden Rule are the
all-in-all of Christian Science. They are the
spiritual idealism and realism which, when
realized, constitute a Christian Scientist, heal
the sick, reform the sinner, and rob the grave of
its victory. The spiritual understanding which
demonstrates Christian Science, enables the
devout Scientist to worship, not an unknown
God, but Him whom, understanding even in
part, he continues to love more and to serve
better.

と、それはアダムの夢であり、人は塵から発生
し、女性は男性のあばら骨から発生したものとさ
れています ー つまり、結婚は、合法化された官
能的欲望と同じ意味となり、感覚の所産は、自分
の兄弟の殺害者であるということになります!
このような人間の夢、この感覚の幻想や惑わしと
は全く無関係に、キリスト教科学は、人が神の映
像、神の理念であり、神と共存することを示すた
めに到来しています、— それはつまり、神がすべ
てを与え、人は神が与えるものすべてを持ってい
るということです。それでは、物質、罪、そして
死、人間の誇りや権力、名声あるいは特権は、ど
のように創造されてきたのでしょうか。モーセの
十戒の第一の戒律、「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」、および黄金
律が、正にキリスト教科学のすべてなのです。こ
れが霊的理想主義そして現実主義であり、それが
実現されたのがキリスト教科学者であって、病人
を癒し、罪人を救い、墓から勝利を奪うのです。
キリスト教科学を実証する霊的理解は、敬虔な科
学者が、知られざる神をではなく、たとえ少しの
理解によってでも、もっと愛しもっと良く献身し
続けたいと願う神を、崇めることができるように
します。

Beloved, I am not with you in propria
persona at this memorable dedication and
communion season, but I am with you “in
spirit and in truth,” lovingly thanking your
generosity and fidelity, and saying virtually
what the prophet said: Continue to choose
whom ye will serve.

親愛なる皆さま、この記念すべき献堂式、また聖
餐の時に、私は皆さまと同席することができませ
んが、しかし、私は確かに皆さまと「霊とまこと
とをもって」共にあり、皆さまの寛大な、忠誠な
お心に愛をこめて感謝しております、そして、予
言者が告げた言葉を本質的にそのままに、お伝え
したいと思います：引き続き、あなた方が誰に仕
えるかということを、よく考え、そして選びなさ
い。

Forgetting the Golden Rule and indulging
sin, men cannot serve God; they cannot
demonstrate the omnipotence of divine
Mind that heals the sick and the sinner.
Human will may mesmerize and mislead
man; divine wisdom, never. Indulging deceit
is like the defendant arguing for the plaintiff
in favor of a decision which the defendant
knows will be turned against himself.

黄金律を忘れ、罪にふけっていては、神に仕える
ことはできません；そうであっては、病人や罪人
を癒す神性の心の全能を実証することはできませ
ん。人間の意志は人を催眠術にかけ、誤った道に
導くかもしれません；しかし、神性の知恵は、決
してそのようなことをしません。欺まんにふけっ
ていることは、被告人が、原告の弁護に立って、
自分に敵対することが分かっている判決に、自ら
賛成の弁論を行なうようなものです。

We cannot serve two masters. Do we love
God supremely? Are we honest, just, faithful?
Are we true to ourselves? “God is not
mocked: for whatsoever a man soweth, that
shall he also reap.” To abide in our unselfed
better self is to be done forever with the sins
of the flesh, the wrongs of human life, the
tempter and temptation, the smile and deceit
of damnation. When we have overcome
sin in all its forms, men may revile us and
despitefully use us, and we shall rejoice, “for
great is [our] reward in heaven.”

私たちは二人の主人に兼ね仕えることはできませ
ん。私たちは、神を最高に愛しているでしょうか。
私たちは、正直で、正義を守り、誠実でしょうか。
そして、自らに対して忠実でしょうか。「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」。利己心を無くして、よ
り善き自我のうちに宿るということは、肉欲の罪、
人間生活の中の誤り、誘惑者と誘惑、そして天罰の
ほほえみと欺まんと、永遠に決別することです。私
たちがあらゆる形の罪を克服したとき、人々は私た
ちをののしり、悪意をもって利用するかもしれませ
ん、しかしそこで、私たちは喜ぶのです、なぜな
ら、「天において [わたしたちの] 受ける報いは大き
い」からです。

You have dexterously and wisely provided
for The Mother Church of Christ, Scientist,
a magnificent temple wherein to enter and
pray. Greatly impressed and encouraged
thereby, deeply do I thank you for this
proof of your progress, unity, and love. The
modest edifice of The Mother Church of
Christ, Scientist, began with the cross; its
excelsior extension is the crown. The room
of your Leader remains in the beginning of
this edifice, evidencing the praise of babes
and the word which proceedeth out of the
mouth of God. Its crowning ultimate rises
to a mental monument, a superstructure
high above the work of men’s hands, even
the outcome of their hearts, giving to the
material a spiritual significance — the speed,
beauty, and achievements of goodness.
Methinks this church is the one edifice on
earth which most prefigures self-abnegation,
hope, faith; love catching a glimpse of glory.

皆さまは、この科学者キリスト母教会に、私たちが
祈りを捧げるために入るこの壮麗なる教会堂を、巧
みさと、また賢明さをもって用意してくださいまし
た。私はこのことに非常に感銘し、勇気づけられ、
皆さまの前進、心の一致、そして愛がこのように証
明されたことに、深く感謝しています。科学者キリ
スト母教会の慎ましい教会堂は、十字架をもって始
まりました；そのより壮麗な新館は王冠です。皆さ
まの指導者の部屋は、今なお、この教会堂に入って
すぐのところにあり、幼子たちと、神の口から出る
言葉をたたえる証拠となっています。その輝かしい
極みの頂点は、心の記念碑となって、人の手の業を
はるかに越えた建造物としてそびえ、まさに人々の
心の成果が、物質的なものに霊的意義を与えていま
す ー つまり、迅速さ、美しさ、善意の成就です。
そして、この教会はこの地上において、自己否定、
希望、信仰の形を、最高に予示する唯一つの教会堂
です；それは、愛が天上の栄光を一瞬垣間見るとこ
ろであると、私には思われるのです。
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