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はじめに 

 本書について 

 法輪功は法輪大法とも呼ばれ、古代中国から伝わってきましたが、 一般に公開されたの

は 1992 年のことで、李洪志先生によって一般に公にされました。世界中で 1 億を超える

人々が「真・善・忍」の原則に従って自分を律し、優雅な煉功動作を実践しています。 

 法輪功を学ぶ多くの人が生活・仕事・人間関係のあらゆる面で改善したことを経験してい

ます。本書では人々の生活面に焦点を当てており、法輪功を学ぶことによって心性が向上し

精神的に成長した体験談を載せています。 

 法輪功とは 

 法輪功は心身ともに向上させ、よりよい人間になることに重点を置いているので、動作や

座禅による健康効果を強調するほかの気功とは異なっています。 

 法輪功を学ぶ学習者は心を修めるために日常生活で起こるすべてのことを試練とし、自

分自身を改善する機会として捉えます。たとえば誰かが学習者を殴った場合、それを「真・

善・忍」を実践する機会と捉えるでしょう。法輪功の主著である『轉法輪』を読むことによっ

て学習者全員が日常生活上の問題について自分自身を改善する機会として捉え、精神修養

の方法と精神的な成長への道筋を理解します。 

 学習者は成長するにしたがって「真・善・忍」という理念が日常生活の指針となることに

気づきます。そして怒りや憤り、 葛藤といった感情がゆっくりと溶けて消えていくことに

気づきます。本書をお読みになればお気づきになるかもしれませんが、学習者の成長は怒り

や憤り、 葛藤などさまざまな執着心を放下する過程でもあります。 

 道徳向上による精神的健康と身体的健康には密接な関係があります。法輪功とは精神修

養法であり、法輪功の道徳的な教えを学ぶことにより真の健康状態を体験できます。 

 科学的見地 

 1998 年中国国内において法輪功学習者の心身の健康状況についての調査が行われました。

調査は 1万 2553人に対して実施されました。その中で 1種類以上の疾病を患っていた学習

者は 1 万 475 人で、全体の 83.4％を占めていました。2～3 カ月から 2～3 年という修煉期

間を経て、身体状況が大いに改善されており、全治と基本的な回復率は 77.5％であり、病

状が好転した 20.4％を加えると、病気治療と健康増進の効果が見られた割合は 97.9％に至

りました。 

 学習者が 1年間に節約できた医療費は、中国では合わせて 1265万元（約 2 億円）にのぼ

り、法輪功は医療費と医療資源の節約に大きな貢献をしました。法輪功は個人に対してだけ

でなく社会全体にとっても有益です。 
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 台湾でも調査が行われ、1000 人の法輪功学習者に対して調査した結果、年間に 1 枚の健

康保険カードしか使わなかった法輪功学習者は 72％でした。また法輪功は生活習慣を改め

ることに顕著な効果が見られ、81％の禁煙率、77％の禁酒率、賭博に対する有効率は 85％

にのぼりました。 

 最後に 

 本書は精神的・肉体的な回復によって新たな人生を獲得した人々によって書かれた体験

談です。世界中の何千万という人々が法輪功を学ぶことによって健康を取り戻し、精神を向

上させてきました。本書で紹介する体験談はそのごく一部にすぎません。本書を通じて法輪

功が起こす奇跡を皆さんにお届けできれば幸いです。 
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同居の娘夫婦と衝突もなく心が通じ合う 

 16 年前に主人を亡くして、何か前向きに考えなくてはいけない不安定な状況にいた時、

法輪大法と出会いました。知人の紹介で自分の心を修めながら身体を鍛える気功であるこ

とを知り、条件が自由参加で強制的で無いこと、授業料が無料と聞き、心の中では「本当に

大丈夫なのか？ タダほど高くついて怖いものは無い、後から請求がやってくるのではな

いか」と不安を感じながらも興味本位で気に入らなければやめればいいという気持ちで

行ってみました。 

 習ってみて簡単で激しい動きもなくゆったりとした動作、座禅に合わせた音楽も心地よ

く本当に心静かに落ち着く気功でした。気功を習った時、指導書として『轉法輪』という 1

冊の本との出会いが私の考え方を変えていったと思います。 

 前々より日常生活の中で私は「何のために生きているのだろうか」と疑問に感じることが

よくありました。 

 気功しながら法輪大法の勉強の中でその疑問も解け私の人間としての生き方、考え方、心

の持ち方が少しずつ良い方向に変わっていきました。 

 主人が亡くなった後、娘夫婦と孫との一緒の生活をすることになり些細なことでトラブ

ルが何度も起こり、相手の欠点ばかり見つけ、相手を罵り、心を修めることをしませんでし

た。法輪大法を勉強していなければ、外に向けて見る習性、我慢できない心、相手を見下す

心、自分を正しいと思う心、金銭欲の心、闘争心、沢山の執着心に気が付かないまま生活を

続けていたに違いありません。16年間娘達とも一緒に暮らし続けられなかったと思います。

法輪大法の教えのおかげで常に相手を一番に置き、内に向けて探す習慣が自然に身に付く

よう心がけながら、相手にやさしく接すると、おのずと相手に心が通じ衝突もなくなりまし

た。 

 友人から不思議がられます「長い年月娘たちと暮らしてどうしてそんなにうまく生活で

きるのか？」私は友人に法輪大法を勉強しているおかげですと教えます。 

 相手に対して優しい心があるか、自分自身どこか悪い所は無いか、いつも頭の中で考える

ことにしています。法輪大法に出会って 16年間、一歩一歩毎日を重ねて今日まで健康で薬

を飲むこともなく体が軽く毎日楽しく元気で過ごすことができております。これからも法

輪大法とともに頑張ります 
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仕事で怒られた時に恨む心を捨てると仕事の環境が改善される 

 私は日本の修煉者です。法輪大法の修煉を始めるまで、ずっと仕事をする上で人間関係な

ど、ストレスを感じていたのですが、修煉をはじめてだんだんと克服できるようになりまし

た。その体験を書き記したいと思います。 

 私は、どちらかというと仕事を一生懸命するほうでサボるようなことはしないのですが、

仕事の理解力に乏しく、覚えるのも、行動も遅く、要領が悪い、いわゆるノロマな人間です。 

 ですから、仕事上何かにつけ怒られることが多く「なんでできないのか？」「何回言えば

できるのか？」「これくらいの仕事に何時間かけているのか？」とよく上司に怒られ、そし

て周りのものもなんとなく私と距離をとっていました。仕事を真面目にやっているのに怒

られてばかりで、なんでこんな目にあうのか、非は仕事の出来ない自分にあるものの、どこ

か納得いかず「どうして？」という思いが拭えず、ストレスになっていました。 

 なぜか目の前のこなさなくてはならない作業の方も自分だけ複雑になることがあり、た

だでさえ仕事が遅いのにますます時間がかかり余計に怒られるようになりました。やはり

何度も怒られることはつらいことで、あまり何度も怒られているとつい心の中で「なんで自

分だけこんなに仕事がきつくなるんだ。誰がこの仕事を早く済ませられる？ 自分ばかり

怒られるのはおかしい」と思うようになりました。 

 しかし法輪大法は修煉者としてまず良い人にならないといけないとあります。仕事がで

きない人が良い人と言えるでしょうか？ また師父は教書の『轉法輪』の中で「常人の中の

いかなる技能とも違い、お金を払って、何かコツを習えば身に付くようなものではありませ

ん。そんなことではなく、それは常人の次元を超えるものなので、あなたを超常の理で律し

なければなりません。どのように律するのでしょうか？ それはつまりあなたは内に向

かって修めなければならないということで、外に向けて探してはなりません」とおっしゃい

ました。何か問題があったら、状況のせいにしたりして外に求めてはなりません。なぜこの

ようなトラブルが起こるのか自分の心の中に原因を探さなければならないと私は考えまし

た。 

 しかし自分の非を見つけることは難しく、長い間どこが間違っているのか全くわかりま

せんでした。しかしある日、作業しているときに突然気づきました。自分は、誰かに怒られ

ている時、無意識に相手の非を探す癖があると。怒られることによって自分の面子が潰され

そうになり、相手の非を探して相手も同じく非があると思い込むことによって、心のバラン

スをとっていたのです。また恐怖心から相手に表面的には言い返したりはしないのですが、

不満の心がどこかに残っていて、そういった恨みの心が奥底に蓄積されていることにも気

付かされました。 

 私はできるかぎり、怒られたときに沸き立つ相手の非を探したい心を抑え、またそういっ
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た心が起こらないようにしました。時にはあまりにも理不尽に感じられることがあり、上手

くいかないときもありましたが、とにかくそういう心が動じさせられないように起こらな

いように自分を律し続けました。 

 そうすると蓄積されていた恨みの心もだんだんとなくなり、そうすると周りの人が仕事

ぶりを認めてくれるようになりました。また怒られることがあっても以前のように心が動

じることが少なくなってきました。仕事の環境も改善され、不思議なほど作業もスムーズに

短時間で終わるようになりました。 

 トラブルの原因を見つけて自分を正しく律していなければ、どんなに一生懸命がんばっ

ても、こんなに簡単に作業が終わることはなく、同僚たちにも認めてもらえていなかったで

しょう。 

 小さなことですが、これは法輪大法を修煉していたからこそ起こった、私にとっての奇跡

なのです。 
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休みの終わりに「明日からまた仕事か・・・」と思わなくなった理由 

 私は、この法輪功を通じて、実生活においての心の持ちようが改善し、以前より充実した

生活を送れるようになりました。その体験をここで共有したいと思います。 

 私はコンピューターソフトウェアを開発する会社で働いています。 

 お客様にソフトウェアを納めており、その運用で問題があったときに、よく苦情の電話が

あり、その応対をしなければなりませんが、その応対がとても怖かったのです。また、よく

上司に、強い口調でいわれることがありましたので上司に対して心の中でよくない感情を

持っていました。 

 こういう状態なので仕事が苦痛で、毎週の休みが楽しみで、休みの終わりになると「明日

からまた仕事か・・・」と憂鬱になる状態でした。こんな状態ではいけない、この良くない

感情、心をなんとかしたいと思ってはいましたが、どうすることもできませんでした。 

 私はネットサーフィンが趣味ですが、いつものようにネットを巡回していたところたま

たまこの気功をネットで知り、公式サイトを見つけました。 

 そこの内容を読んでみて、自分自身の問題を解決できるのではないかと思い、ここに書か

れてあるように、自分を律して見ようと思いました。 

 本を読んでみて、自分自身の多くの良くない習慣や、考え方に気づくことができましたが、

これらの習慣は、長期間に渡って形成されていたので、取り除くのは簡単ではありませんで

した。この気功の指導にあるように、トラブルがあった時に、自分自身に原因を探し、自分

の心を見つめ、さらに自分自身を律することを続けていく内に、次第に良くない考えや心が

薄れていき、今では上司の指摘に対しても淡泊に対応できるようになり、逆に上司を思いや

ることができるようになりました。また、お客様からのクレームに対しても、恐れることな

く、淡泊に対応できるようになり、逆にお客様に立場に立って考え、相手を思いやる余裕が

でてきたことで、お客様からより信頼いただけるようになりました。 

 私はこの会社に勤めて 10 年になりますが、気功を始めて約 2～3 年ほどで、会社に行く

のが苦痛だった状態から、今ではやりがいを感じるようになり、職場での心の持ちようが改

善し、上司からもより信頼されるようになり、自分自身の生活も以前より充実するようにな

りました。振り返ってみれば、とても簡単な事だったような気がします。もし、この法輪功

を学んでいなければ、根本的な問題に気づくことなく悶々と過ごし、自分のことだけで精一

杯で、精神的にも余裕のないストレスフルな生活を過ごしていたかもしれません。 
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失明した法輪大法修煉者の物語 

 物語の主人公は両目を失明するまでは、とても有名な針灸医でいた。この医師の治療を受

けるため、あちこちから患者が訪れ、人々からが羨ましがられるほどの裕福な生活をしてい

ました。 

 「天に不測の風雲あり、人に一時の禍福あり」と言われるように、この医師は目の疾患に

罹り、日増しに病状が悪化し、最終的には両眼とも失明しました。奥さんは一生夫の世話を

するのを嫌がり、医師と別れて再婚しました。失明した医師は 2人の子供を育てながらも、

一方では生活はどん底状態に陥り、生きていく勇気さえなくしてしまいました。 

 「捨てる神あれば拾う神あり」と言いますが、この医師の友人に法輪大法の修煉者がいて、

友人の医師が失明したことを知り、大法書籍やビデオテープを持ってきました。医師は退屈

しのぎのつもりで聞き始め、聞き終えたところで、人生の真諦を悟り、燃え尽きていた心に

再び火が付きました。 

 失明した医師が再び鍼灸の看板を掲げて治療を始めたことが伝わってきました。人々は

目が見えないのに鍼治療ができるのかと議論し、ある人は治療費を取らないと言い、ある人

は法輪功を紹介している、またある人はいつもにこにこしているよ！ と話していました。 

 その後、大法の修煉を始めた医師は生活状態がよくなり、貧困から抜け出し、衣食住にも

満足した生活ができるようになり、佛性はますます充実してきました！ 

 人生はまさに演劇のようです。ある日、医師の所にすでに歩行できない男性が乗った車い

すを女性が押してやって来ました。その女性は医師の元の妻で、現在の夫の脚の治療のため、

全財産を注ぎ込んでいました。治療代がないため、仕方なく元の夫を訪ねて来たのです。そ

の女性がどんな心理状態で元の夫に救いを求めて来たかは、「天のみぞ知る」ことでしょう。

自分が捨てた元の夫が、 果たしてなんの代価も求めずに今の夫の病気を治療してくれるで

しょうか？ 

 失明した医師の大法弟子は元の妻とその夫を自宅に泊まらせ、無償で治療しました。隣近

所の人の話によると、元の妻は泣きながら帰って行ったそうです。 

 佛教に有名な修煉の物語があります。ある和尚が誤解され、ある家の娘さんと肉体関係を

結んだと言われ、殴打され問い質されている時、その和尚は弁解せず、淡々と「そうですか」

と言い、以後、怨むことなく、苦労をいとわず、その女性と生まれた子供の面倒を見ていま

した。 後に、真相を知った家族が和尚に懺悔すると、和尚は淡々と、また「そうですか」

と言っただけでした。功徳を積んだ和尚は、修煉を通して羅漢の位まで悟りました。 

 修煉しない人は修煉者の精神の次元を理解することは難しいのです。この失明した医師

や、誤解された和尚は、大法に導かれて日々修煉して心性を修め、人生の愛憎、怨恨につい

て悟り、難に直面した際に自分を放下し、人々に慈悲をもって接することができたのです！ 
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中国人は本当に資質が悪いのか？ 

 昨今、中国人の資質が悪いということが熱い話題になっています。中国人の資質と言えば、

中国人はどこであろうとお構いなしに公共の場でも大声で騒ぎ、随所で痰を吐き、ゴミを勝

手にポイ捨てし、ルールを守らず、列に並ばないことなどなど多くの事が思い浮かぶでしょ

う。そして様々な偽物を平気で売りさばき、有毒な食品をも作って販売し、騙し合い、さら

に酷い事には誣告（ぶこく・故意に事実を偽って告げること）されるのが怖いために、人が

地面に倒れて苦しんでいても、誰も手を貸さず、見て見ぬふりをします。他にもまだまだ数

多くあります。 

 話せば誰もが自分の経験した事を含め、多くの事例を挙げることができます。しかし、解

決策に触れると皆とても絶望してしまい、先が見えず、これから先 100年経っても外国人の

マナーを守る道徳性や資質にはかなわないと思い、多くの人が移民することを選択してい

ます。 

 古い文明を持つ礼儀の国であった中国は、本当に希望がなくなったのでしょうか？  そ

うではありません。自らの経験によると、わずか数年で中国人が自らの道徳心を向上させて

いくことに、世界中が目を見張ることでしょう。 

 それは 1993 年、当時私が 20 歳を過ぎた頃の黒竜江省チチハル市のありふれた景観でし

た。その頃、中国では気功ブームが現れ、気功と超能力への関心から私も毎朝公園に行って

いろいろな気功の功法と接し、たまには一緒にやってみました。全国の多くの有名な気功師

達が地元に来て講習会を開くと聞くと、私はこれら全部に参加しました。しかし、いつも多

くの問題が解答されず、多くの問題は市の気功協会の人でさえ私に答えることが出来ませ

んでした。   

 私は幸運にも偶然、法輪大法の李洪志先生の説法を聞くことができ、やっと人生の多くの

解けなかった問題が全部分かったように感じて、高ぶった気持ちを言葉では言い表せませ

んでした。しかし残念なことに師父のおっしゃる「煉功するには徳を重んじなければならず」

（『轉法輪』） や、「心性を修煉しないので、功が伸びないのです」（『轉法輪』）という法理

を聞くと、私の敏感な神経に触れました。 

 なぜかというと、私は学校に通う時政治理論の授業が大嫌いで、仕事をしてからは建前で

物事を言って処理し、裏で一編の学習や報告をさせ、態度表明をさせることにいつも反感を

持っていました。李先生は中国気功科学研究会の秘書長に誘われて、チチハル市に来られま

した。それで私はすぐに、これはまた中国共産党の精神文明建設の一式だと誤解しました。

思わずこの事にとても強く抵触する心理が生じて、残念なことに数日しか学ばず、煉功場に

行かなくなりました。 

 ある日、当初一緒に法輪功を学んでいた友達が私を見て、「まだ、法輪功を修煉していま
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すか？」と聞かれました。私は「仕事が忙しくてあまりやらなくなった」と言い逃れをしま

した。彼は次のように言いました。「こちらの煉功場の人達はとてもよくやっている。多く

のとても重い病気が煉功して良くなり、癌さえも良くなった。職場の多くの医療費が節約さ

れ、仕事も認められて中堅にまでなり、苦労をいとわずやり、家庭は円満で隣近所との関係

も良くなった。みな学ぶ前と比べてとても向上し良くなった。数日後に大慶で心性の交流会

が開かれるので、あなたも行って見てはどうか」と誘われました。私はこれらの変化に驚き

信じられず、「すぐに大慶に行って見ます」と答えました。 

 大慶、ここに普段行くには列車の便が割と少ないのでチケットも売り切れ、皆仕方なく別

の列車に乗り次いで行きました。列車から降りてバスに乗り、1人大体 30毛（毛＝0.1元、

3 元は約 15 円）で、私はいつも通り数元を取り出して「皆さんのチケットを、私が全部買

います」と言いました。しかし皆従わず、私に数毛ずつ渡し、誰も 1毛の得もしようとしま

せんでした。この人達は、本当に世間の人とは違いました。 

 会場に着いたら、すでに多くの人が外で待っていました。続々とハルビンなどからの学習

者達が大型バスに乗ってやって来ました。他の地域から来た学習者達があまりにも多く、予

想を遥かに超えていたので、接待する学習者達はとても大変でした。でも皆秩序正しく中に

入り、私達が入場した時にはすでに座席がありませんでした。すると、ある大慶の学習者が

「大慶の学習者達は立ち上がって、座席を他の地域の同修に譲ってください」と叫ぶ声が聞

こえました。大慶の学習者達は皆すぐ立ち上がって、前の空いた場所に行って地面に座り、

誰 1人として不平を口にしませんでした。 

 私達が座った後も多くの人に座席がありませんでした。主催側がホールのマネージャー

と協議した後、ホールのマネージャーは全ての学習者が入場して、ホールの通路の空いた所

に立つことに仕方なく同意しました。たぶん彼もこの人達が他の人達と違うことに気づい

たのでしょう。 

 大会は正常に始まりました。各地から来た学習者達が演壇に上って自分の修煉体験を

語って分かち合い、学習者達は静かに聞いていました。タバコを吸う人、話す人は誰もおら

ず、物を食べたりゴミを捨てたりする人はなおさらいませんでした。絨毯（じゅうたん）の

そばにいるホール側の数人の職員は、この大会の様子を見て、「我々がこんなに楽したこと

は、今までないなあ」と密やかに話していました。 

 お昼休みは 1時間だけで、司会者は他の地域の学習者達に、会場のそばにある食堂で食事

ができると教えました。私は密かに思いました。今日はたぶん食事はできないだろう。学校

に通う時も、数百人が列になってご飯を買いに行ったことを思い出し、その混み合った様子

がたちまち脳裏に浮かびました。今日は千人は超えてるのではないのか！ 食堂に近づく

と大門が開き、みな順番に中に入り、出入り口にいる 1人の学習者は皆に次のように教えま

した。「一つの食卓に 10人、自分で空きを探して 1人 6元払って下さい。食べ終わったらそ

のまま食卓の上に置いて下さい」。ロビーにはすでに食卓がいっぱい並べられて椅子はなく、
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食卓ごとにご飯の容器が一つとおかずが 4 品置かれ、10 人になると皆が自由に食べ始め、

食べ終わると 6元ずつ置いて静かに立ち去りました。30分位で千人以上が全員食べ終わり、

立ち去りました。 

 午後の交流が円満に終わり、各地の学習者達は続々と立ち去りました。私とチチハルの学

習者数人はバスに乗るまで、まだ 2時間あったのでホールで少し過ごしました。ホールの職

員が楽々と掃除をしていました。ゴミが全く落ちておらず、なかったからです。大慶のまと

め役も来て私達とおしゃべりしました。「あなたはとても忙しかったでしょう。早めに帰っ

て休むといいですね」とこちらが話すと、彼女は大丈夫だと答えました。交流会がこんなに

順調にいくと思わなかったと言い、彼女の唯一の心配は、食堂の食事代金が不足するのでは

ないかということでした。先ほど彼女がお金を持って行き、食堂の管理人に「受け取った食

事代に不足がありましたか？」と聞くと、食堂の人は笑顔で「安心してください。1元の違

いもありませんでした」と答えたそうです。 

 彼女は元々専業主婦で、他の数人の大会運営者もこのような大規模な活動を組織した経

験がなかったそうです。数日前から彼らは忙しく動き回り、よく寝ることもできず、活動に

支障が出ないか心配しましたが、皆の資質がこんなに高いとは思わなかったようです。それ

は本当に参加者がみんな他人を思いやり、他人に迷惑をかけてはいけないという気持ちの

現れで、大会がスムーズに運び、円満に終了したのです。 

 あれから長い年月が経ちましたが、この年の一幕を思い出す度に、心にいつもちょっとし

た感動が湧いてきます。大法は短いこの 2年の間に、神州の大地中国にこのようにたくさん

の資質の高い人達を生み出し、得難い浄土を作りました。真に大法を修煉しさえすれば、官

吏は貪らず、商人は騙さず、民は法を守ります。このような人達が多く増えるに連れて、中

国社会の道徳が絶えず回復して向上していく中で、本当に口惜しいことに、1999年 7.20に

法輪功に対する本当に恥知らずで、残忍な迫害がこの全てをダメにし、破壊しました。中華

民族の最も得難い道徳が飛躍する機会を無情にも奪って、ダメにしてしまいました。この

「真・善・忍」を信じる大法修煉者達を弾圧するために、中国共産党はあらゆる悪辣（あく

らつ・情け容赦もなく、あくどいこと）な勢力を携え、卑劣な手段を使って動かし、今の中

国社会に多くの悪事を一斉に働きました。そのため、道徳が一瀉千里の勢いで滑落していき、

全ての良知ある中国人がこの上なく憎み、恨み合っています。 

 中国人の資質が本当に悪くなったのでしょうか？ そうではありません。この全てを解

決する良い方法があり、とても簡単なことです。それは、法輪大法の修煉者が法輪功をする

自由や法輪功を広める自由を取り戻し、すべての中国人が良い人、道徳心のある立派な人に

なれるようにすることです。それには大法の教えに従い『轉法輪』に書かれた教えを守って

実行すればよいのです！！ こうすればきっと、中国人の資質を取り戻せ、この世の中がガ

ラッと良い方向に向かって、好転し続けていきます。 
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『轉法輪』を学び、麻薬をきっぱりとやめる 

 仕事として賭博をやり、麻薬まで吸っていた私が、最後に法輪功を学ぶようになりました。

これは台湾で法輪功を学び始めた郭青烽さんの実話で、郭さん自身も思いもよらなかった

ことです。郭さんは「これまで修煉や修行などの言葉は、私の頭の中で全く概念としてあり

ませんでした」と語りました。 

 18歳の時に賭博におぼれる 

 郭青烽さんは中学校を卒業後、姉の夫と共に大工仕事を学び、8カ月で師匠になり、19歳

で工場長になりました。しかし郭さんは大工でコツコツとお金を稼ぐのは時間がかかると

思いました。その頃、夜になると部屋で寝転んで賭博のやり方を研究していました。18 歳

の時はほぼ負けなしでした。「あの頃は周りに友人たちがおり、だいたい 5、6 人が集まって

まるで賭博集団でした。私の手元にはお金が多くあり、お金の出し入れが多く、毎日ぜいた

く三昧の生活をし、昼と夜が逆転し夜の生活に慣れていました」 

 20年前から麻薬に手を出す 

 危機は 1988 年に郭青烽さんの身に降りかかりました。その頃、郭さんはまだ 27 歳でし

たが、初めて麻薬に手を出しました。1年以上麻薬を吸い、仲間や友人たちも皆一緒になっ

て吸い、当時、郭さんは事態の深刻さに気付きましたが、すでに手遅れでした。 

 郭青烽さんが服をまくりあげると、腹部にはっきりと残る 2 本の痛々しい傷跡が見えま

す。郭さんによると気持ちが極度に落ち込んだときに、ナイフで留めた印だということでし

た。郭さんは「1988年から麻薬に手を出し、体の五臓六腑、肝臓、腎臓、胃、十二指腸がす

べて悪くなりました。あのころは考え方がすでに極端に走っており、人生が真っ暗闇だと感

じ、頭の中ではどのように死ねばいいのかということしか、考えていませんでした」と語り

ました。 

 1992 年を思い返すと、それは最もひどい 1 年でした。その年妻とは離婚し、家庭が破た

んし、最後には台北の家を売り払い、2人の子供を連れて故郷に帰りました。その時、郭さ

んは麻薬を吸ってすでに 4年が経過していました。麻薬が体に及ぼす危険な深刻さを知り、

公立と私立の病院で治療しましたが、麻薬を見ると抑えられなくなり、郭さんは「体の毒は

抜けましたが、心の毒はなかなか抜けませんでした」と語りました。「病院では、麻薬を盗

んで点滴のビンの中に入れ、自分でもどれくらい眠っていたのかわからず、看護師が起こし

ても起きませんでした。7 カ月目で、手元にあった最後の 2500 ニュー台湾ドルを使い果た

し、その当時、無一文になった事を心ではかえってとても喜び、体が軽くなったと感じてい

ました」 

 10年間で 4回も刑務所に入る 

 1993年に一度台北に遊びに行き、8包のヘロインを持っている所を警官に見つかり、懲役
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3年の判決を受けました。服役の準備をしていた時に、これで麻薬を止められるという淡い

希望を持ちました。1994年に初めて刑務所に入り、それから合計 10年にもわたる刑務所生

活を送りました。郭さんは「初めて出獄した時は麻薬を止められると信じましたが、2回目、

3回目の時はまったく自信がありませんでした」と語りました。 

 2003年 4月 17日、郭青烽さんは「薬の売人」と高速道路のインターチェンジでヘロイン

の受け渡しの約束をし、当時郭さんは待ちきれずにヘロインを注射し、その場で管轄の警察

署の警官に逮捕されました。この時刑務所に入ってから、本当に郭さんの人生の道が変わり

ました。ここまで話して、郭さんは興奮気味に「縁に出会い『轉法輪』がこんな私を救って

くださいました」としみじみと語りました。 

 『轉法輪』が人生の道を変えた 

 その時、刑務所に入り『轉法輪』を見た時のことを郭青烽さんは「不思議なのですが、授

業の時、教壇の後ろの本棚に、あの黄金色の表紙の本が並んでいるのが見え、あっちから眺

めたり、こっちから眺めたりして、連続 3日間その本を見ていました。4日目の昼休みの時、

その本を取り出すと、本の名前は『轉法輪』でした。本を開いて見ると、中に『論語』が書

いてあり、私は佛教の本だと思い、そばにいた人に『これは何の本ですか』と聞くと、法輪

功の本だ、と教えてくれました」と語りました。 

 郭青烽さんははっきりと覚えており、2003 年 9 月 2 日から『轉法輪』を読み始め、金曜

日から日曜日までの夜の休みの時間を利用して、第二講を読んだ時に大変驚きました。その

本の中に書かれていることが叱責のように感じたからです。郭さんは『轉法輪』を一通り読

み終わった時、本の中に書かれていることは一体本当なのか嘘なのかと疑いました。9日間

連続で 3 回読んだ時のことを、郭さんは「頭全体がはっきりとし『轉法輪』を 3 回読んだ

時、全身に法輪があるように感じ、夜寝ていた時も法輪に目を覚まされました」と語りまし

た。 

 その日の晩、夢を見た時のことを、郭さんは「夢は頭の中ではっきりと現れ、後で思い返

してみると、刑務所を出た後、神韻芸術団の公演『創世』を見たら、夢で見たのと全く同じ

でした。自分があのように降りて来て、あそこから来たのだと感じ、今ここで苦難を受けて

いるのは、この 10年来、ずっと間違った生活をしてきたからで、私は全身罪業だらけだっ

たからです」と語りました。 

 次の日、1年前に刑務所に法輪功の功法を教えに来た人がいたのを思い出し、すぐに別の

収監区あてにメモを書きました。以前、刑務所に来た法輪功の人に法輪功の全ての書籍を

持って来てもらうように、刑務所内で法輪功を学んでいる人に頼むと、7冊持って来てくれ

ました。3カ月と 2日かけて、7冊の本を全て 7回読み、刑務所の主管に、「もう出て行って

いい」と言われました。その時の 12日間の休みに、郭青烽さんは故郷に帰り、法輪功の五

式の功法を学びました。 
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 『轉法輪』を暗記し一生懸命に法輪功を煉る 

 12 日間の休みが終わり、郭青烽さんは引き続き服役しなければなりませんでした。もと

もとの刑務所では郭さんのことを知っている人が多いことを思い出しました。そこで、郭さ

んは誰も自分のことを知らない場所で法輪功を学びたいと考えました。当時、大学に通って

いた娘に郭さんは「お父さんは法輪功を学ぼうと決心した。今回の服役では自分にとって重

要な仕事がある。それは『轉法輪』を覚えることだ」と伝えました。 

 そして法輪功の 24冊の書籍を準備し、その後、旅行用の袋を背負い、宜蘭で服役するこ

とを選びました。 

 そこでは朝と午後に静座のカリキュラムがあり、郭青烽さんはその時間を利用して法輪

功を煉りました。郭さんは「その時、私は両足で座禅を組めず、座禅を組むと本当に痛かっ

たのです。両足で座禅を組もうと決心し、足が折れてでも両足で座禅を組もうと決意しまし

た。その時はちょうど夏で、全身汗びっしょりで、足はとても痛くてとてもしびれ、体の中

をきりで刺されているかのようでした。私が全身を震わせて苦しんでいる様子を見て、何が

そんなに苦しいのだとみんなが私を笑いました。実際自分の業力が重いことを私自身は

知っており、麻薬で全身が壊れていました」と語りました。 

 座禅を始めて 30 日目の時、ちょうど 30 分座禅することができ、喜んで足を下ろした時

のことを郭さんは「その日は初めての感覚があり、法輪が足の所で回っているのを感じまし

た。ひゅうひゅうと音がし、その音は大きく、それから足から突き出し、最後に丹田に帰っ

ていきました」と語りました。 

 刑務所で法輪功を広める 

 その時から、郭青烽さんは心の毒を取り除き、心を静めて法輪功を学びました。数十年間

麻薬にむしばまれた体が絶えず浄化され、精神もゆっくりと良くなり、それに伴って体も快

復しました。その時郭さんは刑務所にいる人に「これから麻薬と縁を切る」と宣言し、当時

「死ぬまで二度と刑務所には入らないというと、そんなことは不可能だ。すぐにあんたを刑

務所で見かけることになるだろうよ、とみんなが私を笑いました」と語りました。 

 それから郭青烽さんは刑務所内の友人に法輪功のすばらしさを話し始めた時のことを

「ある人はもう十何年も刑務所におり、いつも手に聖書を抱えていました。以前、私も聖書

を読んだことがあり、私はその人に『まずこの『轉法輪』を読んで、私が法輪功の煉り方を

教えますから、半年間煉ってみてください』と伝えました。半年後、彼は法輪功の本を全部

買いたいと言いました」と語りました。 

 ある人は十数年も大極拳の練習をしており、その人のベッドの上段で、郭青烽さんが毎日

『轉法輪』を読むのを見ており、法輪功が素晴らしいことをいつも聞いていました。その人

が『轉法輪』を読みたがった時のことを郭さんは「太極拳をやってどんな反応があったのか

をその人に聞くと、大極拳をやると気が強くなるのだと言いました。私はその人に『太極拳
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は気功の一種ですが、十数年もやって、気だけで功はなく、本当の功は心で修めるものであ

り、動作で煉るものではありません。あなた達には法の指導はなく、もし功を煉ることがで

きた時、体に気があるという感覚はなくなります』と伝えました」 

 郭青烽さんはその人と順番に 24冊の法輪功の書籍を読み、毎日朝晩一緒に五式の功法を

煉り、8カ月経った時、ちょうど 8冊の本を読み終わりました。郭青烽さんは、彼は私に太

極拳を 20 年練習しても法輪功をやった 8 カ月の効果はない、と語りました。彼は 19 歳の

時に麻薬を始め、すでに 2、30年刑務所にいました。私は「今回外に出たらまた麻薬を吸い

ますか？」と聞きました。彼は「それはあり得ない、実際、本当にあり得ない」と答えまし

た。なぜなら、心が変わった時、その物には二度と近づくことがないからです。 

 郭青烽さんが刑務所を離れる時、それらの本は全て刑務所にいる人に貸し出しました。郭

さんは刑務所にいる人達に「この本はきちんと保管しなければなりません」と伝え、「あな

た達が刑務所を出る時に、また、新しい人のために残し、ずっと残して学んで行ってくださ

い」と伝えました。 

 体と心が恩恵を受け 縁のある人に法輪功を紹介する 

 郭さんが変わったために、家庭もそれにつれて良い方向へ変わり、周囲の人も変わって

いったことについて、郭さんは、村の警官や議員、そして私を知っているすべての人に対し

て、法輪功がどんなに素晴らしいかを私は語る必要がありませんでした。彼らは私をじっと

見ており、彼ら自身で感じたからです。昨日 1 人の村人に出会い『轉法輪』の本を 1 冊あ

げ、「ぜひ読んでください、読んでみていいと思ったら私に教えてください。法輪功の煉り

方を教えます」と言うと、私の変化を見ているので「この本が素晴らしいことはわかる」と

彼は納得していたので、きっとこれから読むことでしょう。 

 郭青烽さんの姉は現在（2008年）すでに 60歳です。姉が法輪功を学んで、すでに 2年以

上になることについて郭さんは「姉は朝法輪功を煉り、午後も法輪功を修煉していますが、

字が読めないので本が読めずに 3年もの間『轉法輪』の本を抱えていました。でも、今では

夜間学校に通い始めました。しかし、彼女は『轉法輪』が読めるようになるとは、まだ信じ

ていませんが、自分が法輪功を学んだのは、弟の私があまりにも大きな素晴らしい変化を見

せたからだ」と言ってくれました。 

 半生の辛い、辛い道を郭青烽さんは歩みぬけて来ました。1994 年初めて刑務所に入った

時、娘はまだ小学校 3 年生で、息子は小学校に入ったばかりでした。そして、2004 年に刑

務所から出所した時には、なんと、ちょうど娘の大学の卒業式に間に合いました。前半生を

振り返ってみて、郭青烽さんは千万無量（はかりしれない）の思いで、法輪功が新しい人生

の道を大きく切り開き、素晴らしい生き方を与えてくれたことに心から感謝し、二度と誤っ

た道を歩みませんでした。 
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微笑みの裏に隠された不思議な、不思議な力 

 董憓陵さんは台湾雲林県国立小学校の代理教師です。今年のテーマは「平和大使が家庭を

守る運動」でした。このテーマにそって、台湾女性が衝突を解決する名案の原稿募集があり、

その中で董憓陵さんの「微笑みに隠された不思議な力」は見事に優勝しました。 

 国連の「非暴力平和文化 10年」の呼びかけにこたえるために、台湾教育省、財団法人国

家文化総会が指導し、国連 NGO 中華世界平和超宗派超国家協会、国連 NGO 世界平和婦人会

台湾総会などが共同して台湾全土で「平和大使が家庭を守る運動」が行われました。 

 いったいどんな不思議な力が彼女を常に微笑をたたえ、前向きにさせたのでしょうか？  

董憓陵さんは文章の最後にある 1 冊の本が自分の人生を変えたと書いています。彼女は同

僚からも認められている「いい男」と結婚しましたが、新婚早々から、自分が夫と元彼女の

間の第三者になってしまった現実に直面しました。ほとんどの女性と同じように董さんも

最初は泣きあかし、その後は暴れ、最後には自殺未遂までして夫婦関係を解決しようとした

あげく、夫には嫌われ、かえって遠ざけられてしまいました。切なくて絶望した董さんは、

母親から法輪功の創始者の李洪志先生の著作『轉法輪』をもらいました。この 1冊の本から

董さんは命の兆しが見え、それから法輪大法の「真・善・忍」に従って、すべての物事に対

応するようになりました。 

 董憓陵さんは『轉法輪』から危機を乗り越える名案を見つけ、この 1冊の本こそ、彼女の

微笑みに隠された不思議な力の源でした！ 「私は真心と善良さをもって人に接し、そして

どんなことをも忍耐する態度が、私自身の人生に奇跡をもたらすことになりました！」と、

董さんは満面の笑みをたたえて言いました。 

 微笑みの裏に隠された不思議な力 

 新しい時代の女性として、私が常に笑顔でいられるのは、素敵なファッションでも、流行

りのメイクでもありません。それは私が困難の状況を乗り越える EQ（感情指数）があるか

らです。 

 結婚する前に私には一度裏切られた経験があり、失望の末に互いの愛情を誓い合う言葉

を信じられなくなり、逆に円満な夫婦は見合い結婚した人ばかりであると思うようになり

ました。私もこうして同僚たちが認めた「いい男」と結婚しました。しかし、思いも寄らず、

新婚当時から赤信号が燈（とも）りました。妻の私の方がまさかの愛情に関して、第三者に

なってしまいました！  夫の元の彼女は子宮摘出手術を受けたため、夫の家族に結婚する

ことを固く反対されました。その後、夫は両親の強い希望で私と結婚しましたが、嫁として

選ばれたのは「子供をたくさん産めそう」という非常に簡単な理由でした！ 

 新婚早々に予想外の危機に直面した私は、大多数の女性たちと同じく、最も愚かな方法で

反抗しました。つまり最初は泣くことから始り、後に暴れ出す、最後には自殺未遂で解決に



- 16 - 

 

挑むことです。夫は自分の過ちで私を苦しめたことを最初はすまない気持ちでしたが、段々

とうるさがってしまい、さらに私のことを嫌になり、ますます私から離れて向こうに行って

しまいました。仮面夫婦の立場に置かれた私は、家庭にも人生にもすべての夢を失い、

ショックのあまり死ぬことで、これらの束縛や迷い、苦しみからぬけ出そうと思いました。

そんな絶望的な時期に、私の運命に転機が訪れ、大ピンチを乗り越える名案が見つかりまし

た。 

 名案 その一「忍」を覚える 

 自殺を決めた私は最後に母親に会うつもりで実家に帰ると、母親から 1 冊の本を渡され

ました。人生のどん底に堕ちた私にとってそれは夜明けの明るい光で、李洪志先生の著作

『轉法輪』の本でした。まだ数ページしか読んでいないうちから、一言一言が私の心にスー

と入り、人々がよく言う因縁関係について新しい理解を得ました。「どうしてこういうこと

にぶつかるのでしょうか？ それらはみな自分自身の業力によるものです」と『轉法輪』の

本に書かれていました。もしかすると私の前世で、あるいはいつの世かで夫を裏切ったこと

があり、今世のこの魔難に遭ったのかもしれないと私は思うようになりました。そう考えた

私は「忍耐」することを覚えました。もちろん言うのは簡単ですが、遅く帰って来る夫の姿

を見る度に、また優しく誰かに電話する夫の声を聴く度に、私は向こうにいるもう 1人の女

性の存在とその期待がはっきり感じられるので、辛くてたまりませんでした。それでも私は

忍耐することを選びました。これは伝統的な中国の女性が苦労をいとわず、恨み言を言われ

ても気にかけないことと違って、私は苦しみをなめる中で業力を取り除くことを選択した

のです。 

 名案 その二「善」を持ってすべての物事に対応する 

 私は自分を変えようとしている時に、夫にも変化が現れ始めました。『轉法輪』の中に「情

から抜け出すことができれば、誰もあなたを動揺させることができず、常人の心があなたを

動かすことは不可能となります。それに取って代わるものは慈悲の心であり、より高尚なも

のです」と書かれています。私は客観的な立場から、愛し合いながらも夫婦になれなかった

夫と元恋人の苦悩と無念さを理解し、同情するようになり、「あなた達 2人のためなら、自

分が身を引きます」と申し出ました。その話を口にした時、私の心の中は血が滲（にじ）む

思いでしたが、3人とも苦しむよりも、私 1人が犠牲になった方がましだと思いました。固

い決意をした私ですが、この時気が付いたら、自分のことより人のことを先に考えられるよ

うになっていました！ 

 名案 その三「真」の心で人のために尽くす 

 私の家庭の状態はこのままの状態で数年経ちました。ある日の夜、夫は私と率直な会話を

しました。当初、もし私の忍耐がなかったら、夫は離婚協議書にサインをしていたかもしれ

ません。人のために自分を犠牲にしてもかまわない私を見て、夫が冷静になって、私たちの
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問題を真剣に考えるようになりました。真心で夫に尽くし、善良で優しい気持ちで夫を理解

し、そしてどんなことにも夫を包容した私のことを考え、夫も段々と真実が見え、そしてそ

の真実を認めるようになったと言いました。最後に夫は私の両手を握って感情を込め、「あ

なたをここまで傷つけてしまい、本当にすまなかった！」と詫びてくれました。その夜、私

たち夫婦は抱きしめ合って泣きました！ 

 微笑みの裏に隠された不思議な、不思議な力 

 婚姻の危機から歩んできた 1 人の女性に、なぜ常に満面の笑みが見えるのでしょうか？  

それは家庭の大ピンチを救うためではなく、どんな時でも人のことを優先して考え、危機を

回避し、新たな転機を掴む知恵です。1冊の『轉法輪』の本が人の人生を変えることが出来

るなんて、誰も思わないでしょうが、それは『轉法輪』の本を学び続けた私の笑顔に隠され

た不思議な、不思議な力です！ 
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若い建築士希望を伝える 

 1990 年代半ば、社会は利己主義に傾きつつあり、人はますます金銭主義に走るようにな

りました。このような時、私は大学の建築学科を卒業し、省立の大規模研究所に入り、社会

人になりました。 

 一、真理との出会い 

 私が配属された部門に、ベテランのエンジニアがいました。私は彼の指導の下で研修を受

けました。彼は体があまり良くありませんが、技術力が非常に優れており、私の疑問をいつ

も根気よく答えてくれました。社会人 2年目のとき、印象深いことが起きました。彼はもと

もと足の調子がよくなかったのですが、なぜか急に良くなりました。しかも日に日に元気に

なり、人にますます親切に接しました。ある日、彼は私に 1冊の本を渡し、暇があればその

本を読むように薦めました。その本にざっと目を通しました。本の内容は修煉についてのも

のであり、面白かったです。彼の精神面の変化はおそらく、この本のおかげだろうとなんと

なくわかりました。ただ、これまで私の人生は順風満帆でしたし、技術力を磨き、より多く

稼ぐことしか頭になかったので、翌日にその本を返しました。 

 ある日、仕事が終わり家に帰ったとき、本棚に法輪功の書籍が何冊か置かれていることに

気付きました。しかもその 1冊はベテランエンジニアが紹介した、法輪功の書籍である『轉

法輪』でした。『轉法輪』を読んでみたら、中身に魅了されました。なぜ道徳を重んじなけ

ればならないか、なぜ良い人にならなければならないかなど、古今東西、人々がずっと考え

ても答えが出なかった疑問の解答が『轉法輪』の中にあります。しかも解説は、とてもわか

りやすいです。また、これまで誰も思い付かなかった発想もたくさん載っています。たとえ

ば、地球が太陽の周りを回っていることは、電子が原子核の周りを回っていることと非常に

似ています。『轉法輪』はまさに百科事典です。 

 過去に「中国青年報」という新聞に記載された記事によると、現在の科学が見つけた数多

くの事実によって、ダーウィンが提唱した進化論の信憑性が大きく揺るがされているそう

です。また、多くの化石と生物現象は、進化論が間違っていることを証明したそうです。こ

れまで命の起源をめぐって、創造論と進化論の二つの説があります。進化論が間違っている

ならば、残りの創造論が正しいと考えるしかないでしょう。 

 ちょうどその時に、社会のあちこちに法輪功学習者がいました。法輪功の書籍は母が持っ

てきたものでした。母は別の研究部門に勤めており、法輪功を習い始めました。私を指導し

てくれたベテランエンジニアはもともと愛煙家でしたが、法輪功を習ってから禁煙に成功

しました。昔、彼は様々な病に冒されていましたが、法輪功を習ってから体が良くなりまし

た。「お金のために品質をおろそかにしてはならない」と彼はいつも言っています。また、

私の職場の若いリーダー達も法輪功を習っています。同僚たちはみな彼らを尊敬していま

す。道徳心が強く、名利に無関心で、仕事を完璧にこなしています。誰に対しても親切で、
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これは同僚たちの彼らに対する印象です。いったい何が、彼らを完璧な人に変えてしまった

でしょうか？ きっと宇宙の真理に違いないと思います。 

 宇宙の一員として、私は何を基準に生きていけばよいでしょうか？ これまで真理と出

会えませんでしたが、今やっと出会いました。このチャンスを決して逃がしてはなりません。

1998年 5月、私も法輪功を習い始めました。 

 二、自分のものなら、無くなることはない 

 修煉をしてから、私は「物質と精神は同一のものです」（『轉法輪』）という理がわかりま

した。ベテランエンジニアが健康になった原因もわかりました。彼は「真・善・忍」の基準

に照らし、自分を律しているので、精神面が強くなり、その影響で体が良くなったのです。 

 ある日、私は旦那と一緒にスーパーに赤ちゃん用品を買いに行きました。ついでにチョコ

レートを 2枚買いました。レジでお会計するときに、レジの方が間違ってチョコレートを 1

枚しかカウントしませんでした。帰るときにこのことに気付き、すぐにスーパーに引き返し

て残り 1枚のチョコレートの代金を支払いました。これは小さな出来事かもしれないし、1

枚のチョコレートの値段はわずか 10.3人民元（約 130円）でしたが、「真・善・忍」の基準

に照らし、自分を律すると、心が明るくなるのが実感できました。これまで様々な科学知識

を習いましたが、道徳心が低かったです。昔は無神論者だったせいもありますが、今は違い

ます。「善い行いは幸福をもたらし、悪い行いは不幸をもたらす」という理がわかりました。

ですから、人に見られていないときでも悪いことをしません。これからは本当の善人になり

ます。他人の役に立つことをします。 

 職場ではさまざまな変革がなされました。すべての人に仕事の目標が与えられ、仕事の完

成度によって年収が上下することになりました。また給料も年末に支払われることになり

ました。同僚たちはボーナスの分け方が不公平だと主張し、上司に直談判しました。私は産

休で 5カ月間休みましたので、1999年の年収が少なかったです。「産休は国の法律によって

定められた有給休暇だから、有給休暇の間の給料を支払わないのは法律違反だ」と私の味方

をしてくれる人がいました。しかし『轉法輪』の中に、「修煉者は自然に任せることを重ん

じるべきです。自分のものなら、無くなることはないし、自分のものでなければ無理に争っ

ても得られません」と書かれています。この理を思い出したら、年収に執着しないほうが賢

明であると思いました。しばらくして、上司が私のところに来て、きまりが悪そうな顔をし

て、私の産休を忘れたことを謝ってくれました。そして支払わなかった給料を支払ってくれ

ました。 

 三、静が智慧を生じる 

 「真・善・忍」の基準に照らし、自分を律していくと、道徳レベルがどんどん上がってき

ました。私の智慧も大法修煉で開かれ、専門分野の技術力も飛躍しました。 

 ある公共娯楽施設の施工図を書いたことがあります。今までどの人が施工図を書いても、
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多かれ少なかれ何らかの問題点が潜在していました。しかし、私が書いたその公共娯楽施設

の施工図からは何の問題点も見つけられませんでした。トップのエンジニアも「職場では彼

女の施工図が一番きちんとしていて、問題点がない」とほめてくれました。今、私はすでに

シニアエンジニアです。 

 建築士の一級注冊建築師試験に、複雑な施設の設計製図の試験があります。多くの人が何

年間もかけても受からないほど、かなり難しいと言われている試験です。私は仕事と家事を

両立させなければならないので、復習する時間がありませんでした。ただ、法輪大法を修め

ているので、心が動じなかったし、忙しくても作業の効率は高かったのです。試験の前日の

夜、やっと復習する時間ができて、交通系施設の設計を復習しました。ところが、不思議な

ことに、試験で出題された内容は交通系施設である旅客輸送施設の設計でした。試験では 6

時間以内に旅客輸送施設の設計と製図を完成させることと、誤差面積を 5％以内に収めるこ

とが要求されました。私は製図を書くときに面積の計算を忘れました。ところが、製図を書

き終わって面積を計算してみたら、面積はぴったりでした。おかげで高い得点で試験を通過

しました。 

 四、道徳が経済効果を高める 

 河北省のとある有力な不動産開発会社が、私の街でホテルと住宅を建てる計画を立てま

した。北京の建築会社に設計を依頼しましたが、満足する外観設計が得られなかったので、

私の職場を含め、私の街のいくつかの建築設計事務所に打診してきました。院長は、この案

件の契約を取りたがっていました。 

 師父の美術についての講法を通して、建築設計の正しい方向がわかりました。人の道徳と

芸術は互いに影響しあうので、伝統美学の一体感、調和のとり方、色の使い方などに従うべ

きだとわかりました。細かい部分と技術を重視しながら、全体的な効果を大事にし、現代の

変異した流行に流されないようにしなければなりません。設計したものが人に良い影響を

与えなければなりません。私はこの方針で設計し、その設計は不動産開発会社に高く評価さ

れ、選ばれました。その後、不動産開発会社は私に他の外観設計も依頼しました。 

 最近、私は 1次開発のプロジェクトを担当し、伝統美学を参考に、一つの公共施設を設計

しました。お客さんは私の設計を高く評価したので、2次開発を行うときにも私に参加して

ほしいと依頼しました。しかし、私に他のプロジェクトがあるので、上司と相談した結果、

アドバイザーとして参加することになりました。 

 あるお客さんは、しばしば無理難題を押し付けてきます。同僚たちは彼となかなかうまく

行かず、プロジェクトが進みませんでした。そこで私は、そのプロジェクトを引き受けまし

た。師父はどんなことをしても常に人のためを考えなければならないとおっしゃったので、

寛容な心をもってそのお客さんの対応に当たりました。不平を言うのではなく、彼の立場に

立って物事を考え、できるだけの対応をしました。彼は大法修煉者の善良さと寛容さを感じ、
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何回も私の部門に電話をかけてきて、褒めてくれました。彼との案件の契約も無事に取れま

した。 

 五、学ぶ側に真剣に教えると、教える側の身が持たない？ 

 これは最近流行っている考え方です。私の職場に研修に来た大学生は、誰も技術の質問に

答えてくれないと話しました。 

 たしかに真剣に教えようとするエンジニアはほとんどいません。原因は二つあります。一

つは質問を答えるのに時間がかかり、稼ぐ時間が少なくなるからです。もう一つは技術を教

えてしまうと、自分の仕事がなくなるのを心配しているからです。でも私は彼らと違って、

誰の質問にもちゃんと答えるし、自分の知っている範囲をすべて教えます。私は法輪大法を

修煉しています。「真・善・忍」をモットーにして自分自身に要求しています。善をもって

人に接し、何も求めないようにしています。これが天理にかなうやり方です。これを実践し

たら、本当によい結果がもたらされるのを実感しました。 

 ある日、私は設計の作業をしているときに、新人の女の子が私に質問しました。私はすぐ

自分の作業をとめて、彼女のところに行きました。彼女の問題がわかったら、まず彼女の手

に余る問題を解決し、次に根本的な解決策を彼女に教え、最後に彼女が自分でも作業が進め

られるように、参考になる情報源を彼女に教えました。全部やったら、彼女は「ありがとう。

あなたの解説が一番よかった」と喜んでくれました。 

 自分の作業に戻って、次の作業に取り掛かるときに、先ほど彼女に教える技術がちょうど

必要になることに気付きました。そのおかげで、次の作業を楽に完成できました。 

 面白いことに、新人たちは私の真心を感じたからか、彼らはいつも自分の強い分野で私を

助けてくれました。最近の若者たちはパソコンに強いです。ある日、私は設計するために

様々な資料を調べなければなりませんでした。新人の彼女がわざわざインターネットで調

べて、資料を作ってくれました。もう 1人の新人もわざわざ資料をまとめてくれました。彼

らの助けで作業がだいぶ楽になりました。普段、彼らは自分が習った技術を私にも話してく

れるので、私もかなり勉強になりました。 

 ある日、プールの設計と軍部ビルの設計と二つの案件が来ました。マネージャーは私に設

計費用が少ないプール設計の案件を任せ、自分は設計費用が高い軍部ビル設計の案件を担

当しました。私は喜んで引き受けました。ところが、ある日、彼は私のところに来て、設計

が捗らないと愚痴をこぼしました。彼はさまざまな提案をしましたが、相手を満足させるこ

とができませんでした。師父が常に他人のためを考えなければならず、無私にならなければ

ならないとおっしゃったので、彼を助けたいと思いました。本棚にある大量な建築雑誌から

適当に一つを取り出し、適当に開いてみたら、そこの内容がちょうど彼の助けになる内容で

した。すぐ彼に内容を伝えたら、彼はそれを参考に設計し直しました。そして彼の設計が軍

部に認められました。彼は喜びながら、「これは奇跡だ」と言いました。 
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 またしばらくして、彼は別の困難にぶつかりました。彼は私のところに来て、軍部ビル設

計の残り作業を引き受けてほしいと頼みました。 

 六、希望を伝える 

 最近、職場の人は互いに警戒しあって、利己心が強くなってきました。 

 ある日、私のパソコンのハードディスクが壊れ、完成させたばかりの設計図が無駄になり

ました。どうしたらよいか焦りました。そのとき同僚たちは、自分の作業をとめて、助けに

きてくれました。あるマネージャは「君の成果を無駄にさせない」と言って、わざわざ 400

人民元を払って、ハードディスクを修理に持っていってくれました。そのマネージャはいつ

も自分のことしか考えていないのに、今回は自らお金を出して他人を助けるなんて非常に

珍しいと、周りの同僚たちがささやきました。 

 職場に新しいエンジニアが来ました。半年後、彼は自分の仕事ではあまり稼げないうえに

仕事量が多いので、不満を持ちました。私は彼にとって信頼できる人なので、彼はこの不満

を私に言いました。それを聞いて私は、次のように言いました。「あなたの人生の幸福は他

人に左右されることはありません。『失わないものは得られず、得ようとすれば失わなけれ

ばならぬ』という理があります。昔、まきの販売を生業とする人がいました。お坊さんが彼

にまきを 120 銭で売ることできると教えました。彼はそんなに高く売れるわけがないと信

じませんでした。ところが、売るときに買主が息子の結婚で気前がよくなって、彼のまきを

120銭で買いました」彼は私の話を聞いたら、不満が収まり、心が楽になり、流れを自然に

任せようと決めました。彼は「君たち法輪功学習者は他の人と違って、道徳を重んじている

し、本当に良い人だ。私の大学でも法輪功を習っている教授が多い」と私に話しました。 

 しばらくして、その新しいエンジニアがよりよい就職先に転職しました。彼は転職する前、

私に連絡先を残し、また法輪功のことを教えてほしいと私に頼みました。 

 研修を終えた大学生が離れては新たな大学生が研修に来ます。お別れをするときにほと

んどの人は真相資料を持って帰りました。ある大学生は「新しい職場に行っても法輪功学習

者と出会いたい」と言いました。 

 天理は永遠に存在し、佛法である「真・善・忍」は壊されることはないのです。今、私達

は法輪佛法が世の中に伝わっている時期に生きています。どうかこの時期を大切にし、真相

を知り、二度とないチャンスをつかんでください。 
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頑固で独りよがりな性格がよくなった 

 「三つ子の魂百まで」と言われるように、古今東西の歴史に多くの事例が伝わっています

が、この言葉は永遠に論破されない正しい注釈のようです。人生が順風満帆で、日常生活に

不自由せず、大きな変化や刺激がなければ、さらに自分を調整する必要性と認識すらなくな

るのです。 

 しかし頑固で独りよがりで人生が順風満帆の典型的な男性が、1997年～1998年の春まで

の間に、妻・瑞蘭さんが法輪功を学んで心身が大きく改善されたため、その男性も深く感動

して法輪大法の修煉を始め、日常生活を心から反省し、さらに性格を少しずつ変えていきま

した。娘の目には「秦の始皇帝のような暴君がサンタクロースになった」かのように映り、

日常生活や人生に対する態度、また周囲の人々に対する印象も変りました。それまでとは別

人のようになった性格と人生観に、人々は驚きを隠せず、同時に「真・善・忍」の真理の根

底にあるエネルギーと超常性を讃嘆しました。 

 恐れ遠ざかることを威厳と誤解する 

 医師は台湾でも人々が敬愛する社会的地位と収入を持ち、上流階級に名を連ねます。沈錕

進さんは誰もがみなほめたたえる歯科医で、自分の診療所を持ち、妻は賢明で有能で、子供

も賢く、幸せに満ちた家庭で、心地よい人生にあふれていました。しかし人々がうらやまし

がる「沈医師」は、妻に「沈さん」の愛称で呼ばれていましたが、その性格と言動は家族に

受け入れられず、沈さんは「以前の私は性格が悪く、子供に厳しく、すぐに怒り、子供がルー

ル違反をすればきびしく追及したので、彼らは私を恐れていました」と語りました。3人の

子供は沈さんの声を聴くと足がすくみ、親子の会話や団欒などは言うまでもありませんで

した。状況はどれほどひどかったのでしょうか？ 

 瑞蘭さんは「子供たちがリビングで楽しくテレビを見ているとき、それを聞きつけた沈さ

んが扉を開けると、子供たちは脱兎（ダット：逃げていくうさぎ）のごとく驚いて、飛ぶよ

うに自分の部屋に隠れ、容易に出てきませんでした。こういうことがしょっちゅうあり、狂

言を演じているかのようでした」と例を挙げました。 

 沈さん本人も二つの例を挙げています。ある週末にマージャンの予定がなく、家にいると

き、不思議そうに「どうして誰もリビングでテレビを見ないんだ？」と妻に尋ねました。妻

は「あなたが家にいるから、誰もテレビを見ないのよ」と答えました。またある週末、家族

がデパートに行くと聞き、その日は、ちょうど麻雀の予定がないので、沈さんは「それじゃ

あ、俺も一緒に行こう」と言いました。結局時間になり待てど暮らせど、子供はみな部屋か

ら出てこず、長時間待っても、誰も動き出そうとする気配がないのを見て、我慢できずに「デ

パートに行くって言ってなかったか？」と妻に尋ねました。妻は「あなたが行くというから、

誰も一緒に行きたがらないのよ」と答えました。沈さんは突然理解し「そうか、それならい

い、お前たちで行ってきなさい」と言いました。沈さんは「その日は 1人で家で過ごしまし
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た」と語りました。 

 普通の人がこのような状況に遭ったら、おもしろくないと感じ悲しくなりますが、沈さん

は「悲しい！？ そんなことはなく、悲しくないどころか、自分はすごいんだと得意になり、

自分の威厳に威圧があると感じ、鼻高々で、今その時のことを思い返すと子供に本当に申し

訳なかったと思います」と語りました。 

 自分の享楽のために家を顧みず 

 法輪功を学ぶ前の沈さんにとって、マージャンは生活の一部でした。その頃の沈さんは、

うわべだけを装い、友人たちとの飲み食いが終わるといつも先を争うように仕切り役に

なって金を出したがり、仕事が休みの日にも家にいることはほとんどなく、酒を飲んだり、

たばこを吸ったり、テニスをしたり、高級外車を運転したり、ブランド服を着たり、高級料

理を食べたりするのが好きで、特に好きだったのがマージャンでした。沈さんは「あの頃の

私はとても利己的で、テニスが終わるといつも飲み食いし、完全に自分の享楽のために家を

顧みませんでした。ほかの人はマージャンをする人が足りない時に誘われれば行きますが、

私の場合は私が 3人の人を誘い、最初はいつものマージャン仲間を誘いました。妻・瑞蘭が

2人目を生んだ時などは、出産間際に瑞蘭が電話してきてやっとマージャンのテーブルから

離れました」と語りました。当時は家事をしないばかりか、食事が気に入らないと、箸を投

げ捨て外に出て高級料理を食べに行っていたのです。 

 沈さんと家庭を共にしていた妻はどのように感じていたのでしょうか？ 瑞蘭さんは

「私は客家人（漢民族の一つで、客家語を話す人のこと）で、小さいころから典型的な男性

社会の中で成長し、自活能力と認知能力を養ったので、沈さんの男性としての性格と行為は

私にとって慣れっこになっていました。たばこ、酒、マージャンはよくない習慣だと思いま

したが、それ以外はどうということはありませんでした」と語りました。家事の全てを切り

盛りし、1人で家事を引き受けていた瑞蘭さんは同時に仕事も持っており「私自身も仕事を

していましたので、精神的経済的に独立しており、友人とおしゃべりをする時私はいつも

『女は精神的金銭的に独立して初めて楽しく生きることができる、もし独立できなければ、

生きるのがつらいでしょうね』と話していました」と語りました。 

 徹底的に変わる 

 沈さんはこのように一生を過ごすのだと思っており、中年に差し掛かったとき、自分は身

体が強いと自認しており、妻が学んでいることを運動だとみており、興味を持ちませんでし

た。1997年 11月末、瑞蘭さんは友人の紹介で法輪功を修煉し始めました。最初のころ、沈

さんはいつも通りに傍観的な態度を取り、もともと修煉など信じていなかったのですが、修

煉後に妻の心身が明らかに変わるのを見て、好奇心から法輪功のことを調べ始め、数カ月後

には一緒に大法を修煉していました。 

 煉功し、日ごとに深く法を学ぶにつれ、法理に対する認識と心性が絶えず向上し、すぐに
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酒やたばこをやめ、マージャンもやめ、生活上の言動にも信じがたい変化が現れました。瑞

蘭さんは「いつから始まったのかはっきり覚えていませんが、ある日仕事から帰ると、台所

の食器がきれいに洗ってあり、しばらくすると、米がきちんと研がれており、またしばらく

すると、ご飯が炊けており、さらにしばらくすると、野菜をきれいに洗って鍋の中に入れて

あり、私が仕事から帰ると、暖かいご飯とおかずがすでにテーブルに並べられ、みんなが食

事を待っていました」と語りました。現在に至るまで、沈さんは自分から家族全員の食事を

作り「男子厨房に入るべからず」という男性の観念の影響を受けず、いつも「家で料理をす

る男」と自称し、時には同修を呼んで家で手軽な食事を作り、修煉体験を交流しました。 

 沈さんは「妻・瑞蘭は一般企業に勤めていて忙しく、彼女も子供たちも法輪功の真相を伝

えるための仕事に責任を負っていましたが、私の診療所は家から歩いて数分のところにあ

り、買い物をしたり食事を作ったりするのに便利でした。彼らに何の心配もせずにしっかり

仕事をしてもらい、私も大法の一粒子としての責任があり、これは全体であり、誰がどの仕

事をしようと、その全体の中に一人一人の大法弟子のエネルギーが存在しているのだ、と思

いました」と語りました。 

 数年ぶりに会った旧友が驚く 

 沈さんの自制した性格と現れた外見の変化を、昔からの知り合いは口々に称賛しました。

ある日、友人の子供の結婚式に参列したとき、テーブルには以前のテニス仲間がおり、正面

に座っていたのは、6、7 年ぶりに会った台北市立第一女子高級中学の教師を定年退職した

潘振輝さんでした。沈さんをしばらくぼんやりと見ていた潘さんは、突然「沈さん、あなた

は性格が変わりましたね。まったく人が変わってしまったようです」と叫びました。即刻、

続々と好奇心から質問をしてきましたが、沈さんは笑うだけで何も答えませんでしたが、旧

友が「彼は法輪功を学んでいるんだよ」と言いました。 

 瑞蘭さんは「沈さんは以前とってもせっかちで、性格が悪くて自分勝手で、彼の辞書には

『反省』という文字はなく、どんなにミスをしてもすべて他人のせいにしていました。大法

を修煉した後、何事においても自分の問題ではないかと内に向けて探し、怒りがこみあげて

くるとすぐに自分で警戒し、長い間少しずつ進歩するにしたがって、性格はだんだん良くな

り、自制心も強くなり、わがままを言わず、他人を思いやるようになりました」と語りまし

た。しばらくして、沈さんは毎晩 11時には、家族と一緒に法を学んで交流するようになり、

厳しかった父親はともに精進する素晴らしい同修になりました。 

 何を言われても言い返さず患者を大切にする 

 沈さんの患者のほとんどは予約か定期検診を受ける古い患者です。ある患者は友人にな

りましたが、医師と患者の様々な関係は沈さんに心性を向上させる環境を提供しました。沈

さんは以前に起こった出来事を語りました。ある古い患者はブリッジを入れたがり、その費

用は 3万 6000ニュー台湾ドルでした。沈さんは専門家の角度からこの患者には費用も半分
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で、1 万 8000 ニュー台湾ドルの入れ歯が必要だと勧めました。患者が迷って決められずに

いると、患者の立場に立ち、まず先に入れ歯を入れ、しばらくした後にブリッジを入れたけ

れば入れればよいと答え、まずは入れ歯の費用だけ受け取りました。それはブリッジの半額

に等しく、患者は自分にとって有利な条件の入れ歯を選択しました。 

 半年後、この患者がやってきて沈さんを責め立てたとき、沈さんはまず 1 万 8000ニュー

台湾ドルを返し、患者の希望通りにブリッジを入れることに同意し、入れ歯の費用だけを受

け取りました。しかしこの患者は納得せず、無料で治療を行なうことと破格の賠償を沈さん

に要求し、あらん限りの暴言で怒鳴り散らしました。 

 沈さんは心性を守りその患者と争わず、表面上は「やり返さず」にいましたが、心の中は

激しく乱れ、家に帰った後に妻と交流すると、瑞蘭さんは「まだ取り除かれていない執着が

あるかもしれないので、心の中を探しましょう」と注意しました。沈さんは法を学ぶ時間を

増やして内に向けて探し、毎回自分が不満に思う心を取り除き、いわれなきもめごとに善意

で対応しました。何回か診察するうちに、この患者は道理をわきまえず怒鳴り散らしたり要

求することはなくなりましたが、沈さんの心はすでに乱れず、最終的に入れ歯を無償でこの

患者に貸与し、実際には無料でサービスをしたのと同じでした。患者は喜んで借用書にサイ

ンしましたが、この時沈さんはすでに不満に思う心を完全に捨て去っており、その患者を恨

んだり、怒ったりしないばかりか、心性を向上させる機会を与えてくれたと感じ、この患者

に感謝したのです。 

 肉眼で見えない変化 

 修煉とは高齢者か浮世を見限った失意の人がするものというのが一般の観念であり、も

し病気治療や健康保持の目的でなければ、誰が気功を学ぶだろうかと、修煉する前の沈さん

も感じていました。何の意図も持たずに大法の修煉を始めた沈さんは、その境地に従って心

性が向上し、外観が若くなりおだやかで親しみやすくなりました。また身体にも変化が起こ

り、その頃の全く異なる二つの経験を沈さんは挙げました。 

 すでに述べたように、修煉する前の沈さんは飲み食いや、遊びを重ね、定期的にテニスで

運動し、自分は若く健康で丈夫で病気や悩み事はないと、驕りたかぶっていました。ある時、

筋肉に違和感を感じ、目の見えないマッサージ師に按摩をしてもらいながらおしゃべりし

ていると、マッサージ師は突然「ところで、いったいどれほどきつい業界で仕事をなさって

いるのですか。なぜ筋骨がこんなに緊張し固くなっているのでしょうか？」と尋ねました。

その時、沈さんはまだ 38歳だったのです。 

 法輪功を学んで数年経ったある日の午後、沈さんが風雨の中で診療所に戻ったとき、70歳

すぎの高齢の目の見えないおばあさんが診療所の前の椅子で長い間沈さんを待っていまし

た。沈さんはすぐに扉を開け、おばあさんを支えながら診療所に入り、長いこと待たせたこ

とを詫びると、おばあさんは「大丈夫です」と答え、おばあさんを連れてきた孫はちょうど



- 27 - 

 

先ほど帰ったところだと言いました。家族は沈さんが忙しいことを知っており、別の医師の

所に行くように勧めても、おばあさんは絶対に待つと言うので、家族は理解できませんでし

たが、おばあさんは家族に「沈先生は信用できます」と言ったということでした。 

 それを聞いて沈さんは、笑いながら「もしかしたら、このあたりの医師の中で私が一番年

上なので、信用できるのでしょう」と答えました。おばあさんは「そうではありません、沈

先生がどんなに年上だといっても、40 歳ぐらいなのに、どうして一番年上なんですか」と

言いました。沈さんが実際の年齢をおばあさんに伝えると、おばあさんは「普通の人は外見

からその人の年齢を決めますが、私たち目が見えない者は心で相手を感じるのです。毎回治

療する時の話し声や動作、それと、先ほど私を支えて入ってきた感触から、沈先生はまだ 40

歳になっていないと思いました」と自分の感じたことを話しました。実は、沈さんはそのと

き 52歳でした。 
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『轉法輪』を学び 情や恨み、恩讐の葛藤を乗り越える  

 丁維芬さんの夢は良い人と結婚して可愛い子供に恵まれ、仲睦まじい家庭を作り、平凡な

生活を送ることでした。しかし、現実は思い描いていたようにはいきませんでした。結婚し

た丁さんは家庭の情と恨みの葛藤に苦しみ、二度の自殺未遂をして人生に絶望していた時、

幸いにも法輪大法に出会い修煉を始めました。丁さんは「真・善・忍」の法理から人生の最

高の真理を悟り、恩讐（なさけとうらみ）を乗り越えることができました。さらに慈悲の心

で周囲の人や物事に接するようになり、曇りがちな人生が晴れわたり、丁さんは明るくなり

ました。 

 丁さんの夫はハンサムで女性受けがよく、結婚した後も頻繁に女性問題や不倫などを引

き起こして、書かれた反省文だけでも分厚くあります。夫に失望した丁さんにとって、子供

たちは心を慰める大きな希望でしたが、夫婦共働きのため子育ての時間がないという理由

で、姑は丁さんの長男を自分の所に連れて行き、返そうとしませんでした。長男は祖母の溺

愛を受けてわがままになり、丁さんが我が子を教育しようとしても自由にできない上、夫も

自分の母親に頭が上がらないために何も言えませんでした。納得できない苦しみの中で、丁

さんと夫の夫婦喧嘩は日常茶飯事になり、さらに悪循環に陥り、夫の兄弟たちも丁さんを無

視するようになり、家族との仲も悪くなってしまいました。 

 情に惑い、情に苦しむ 

 両親に大切に育てられた丁さんは、夫の家では姑や他のみんなから孤立して、立場がなく

なりました。恋愛結婚した夫なので実家にも言えず、孤独に陥った丁さんは絶望から抜け出

せず、二度も自殺未遂をして救助され、その後、状況が少しは良くなったものの、しばらく

するとまた元の木阿弥になりました。生きる希望を失った丁さんにとって、まだ幼い次男が

生きがいになりました。情に惑い、情に苦しむ丁さんは空を見上げては、人間は何のために

生まれてきたのかと考えました。 

 2000 年前後、丁さんの事務所にも気功ブームがやってきました。丁さんはお金をかけて

いろいろな気功を習いましたが、お喋りしながら体をぶらぶら動かすような気功ばかりで

した。しばらく続けた丁さんは、このような気功をしていても何の意味もないことに気づき

ました。ある日、丁さんが植物園でのんびりしている時、穏やかな音楽が聞こえてきて行っ

て見ると、大勢の人が法輪功を煉功している姿が見えました。和やかな雰囲気を感じた丁さ

んは静かに見ていました。動作は簡単で覚えやすかったので丁さんも法輪功を習いたいと

申し出ると、そこにいた修煉者が煉功の動作を教えてくれました。その年の中秋節を過ぎて

から修煉し始めた丁さんは、今日まで怠りなく、真剣に法を学び煉功をしてきました。 

 心の状態が良くなるにつれ 周囲の環境が改善される 

 法を深く学ぶにつれ、丁さんは少しずつ自分が「情」に苦しむ原因は、自分の心に問題が
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あると分かりました。自分の心が歪んでいるのに、それを放そうとしないため、ますます深

く絡んでしまったのです。 

 『轉法輪』の本の中に「人間はどうして人間でありうるのでしょうか？ それは人間には

情があり、人間は情のために生きているからです。肉親同士の情、男女の情、親の情、感情、

友情など、何をするにしても情が重んじられ、情を切り離しては何ごともできません。やる

気があるかどうか、気分が良いかどうか、愛しているのかそれとも憎んでいるのか、とにか

く人類社会のすべてのことが情から出ています」、「情から抜け出すことができれば、誰も

あなたを動揺させることができず、常人の心があなたを動かすことは不可能となります。そ

れに取って代わるものは慈悲の心であり、より高尚なものです」とはっきりと書かれていま

す。 

 師父のこの法を読む度に丁さんは新しい理解と心得が分かり、常に「真・善・忍」を基準

にして内に向けて探し、執着している心を取り除くように努力しました。例えば『轉法輪』

をいつも学んでいると、怒りそうになった時、すぐ師父がその中で説かれている次の大切な

カ所を思い出します。「平素から慈悲の心と、穏やかな心理状態を保たなければなりません。

そうすれば、何か問題が突然現われた時に、それに正しく対処することができます」 

 丁さんは夫の家族の自分に対する冷たい態度を気にしなくなり、ひたすら修煉者の基準

に従ってするべきことをしました。夫との喧嘩もやめ、通常通りに毎日家事や仕事のほかに、

法を学び、煉功しました。丁さんと同じ会社に勤める夫の妹が妊娠すると、丁さんは毎日妊

婦が食べやすい昼のお弁当を作って会社に持って行き、食べさせました。また夫の実家に行

く時にも、必ず食べ物などを用意して持って行くように心がけました。いつのまにか夫の家

族との関係が大きく改善され、嫁姑の関係も良くなり、義妹とも親しくなりました。次第に

夫にも大きな変化が現れ、他の女性との関係が一切なくなり、睦まじい家庭を取り戻しまし

た。会社の同僚は丁さんに、「あなたは法輪功をしてから性格がとても良くなって、かなり

変わったよ」と言われるほどでした。 

 丁さんは過去に情に傷つき、ストレスが原因で心身ともに疲れ果て、医者に骨の機能は 80

代に相当すると言われました。さらに他にも危険な状態が検診で分かりましたが、法輪功を

修煉してから身体が著しく改善され、全体に迅速に若返りの現象が現れてきました。息子に

「健康な子どものようだ」と言われるほど元気になりました。 

 『轉法輪』を学んで 正しく歩む道を発見する 

 2005年、まだ 55歳だった丁さんの夫は心筋梗塞のために手術を受け、健康上の理由で仕

事をやめて家で休養することになりました。長年の仕事からいきなり退職した夫は心のバ

ランスを失い、ストレスのあまりうつ病を患ってしまいました。さらに仕事を失ってから妻

に軽蔑されるのを恐れた夫は、丁さんのしている学法（『轉法輪』を学ぶこと）や煉功（法

輪功を煉ること）に参加しませんでした。そんな状態の夫を見ても、丁さんは夫に対して不
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満や文句を一言も言わず、怨むことなく、妻として夫を介護し、法輪功の活動もできるだけ

参加しました。このように努力して 1年も経たないうちに、不思議なことに夫のうつ病は完

全に回復し、精神状態も正常になり、明るくなりました。現在では夫自ら掃除などの家事全

般をするようになり、さらに嬉しいことに、丁さんに法輪功の煉功動作を教えてほしいと頼

みました。 

 丁さんは「『轉法輪』を学ぶ前には、自分のことより先に人のことを考えるべきだという

ことを知らず、自分の視点から見た利己的な観念から物事を考えていました。どんなことも

負けず嫌いな性格で、個性もかなり強かったのですが『轉法輪』を学んでからは自分を律し

ました。すると、毎日が充実して、病気や悩みが消え、心身ともに軽く、すがすがしい気持

ちになったと、これまでの自分を振り返りました。過去の苦しみや葛藤の中で喘いでいた自

分を振り返ると、最も深い感銘を受けたのは、法輪大法の書籍の中に「自殺してはならない」

と書かれていたことでした。そして「自殺すること自体も罪」であることを知りました。こ

れらのことが分かった丁さんは、「当時、もし自殺していたら、どんなに恐ろしい罪を犯し

ていたか、考えただけで冷や汗が出る」と、無知であった以前の自分を思い起こしました。

人生のどん底で幸運にも法輪功に出会い『轉法輪』を学ぶことによって救われた丁さんは、

ますます命の価値と人生の最高の真理を深く理解していきながら『轉法輪』（法輪大法）を

これからも学び続けていくことが、自分の人生にとってどんなに最高なことで、どんなに幸

運で素晴らしいことであるかを実感したのです。 
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生意気な悪がきから良妻賢母までの道のり 

 私は 80年代に生まれた女の子です。小さいころから喧嘩ばかりの家庭で育ちました。頑

固なおじいちゃん、道理の通じないおばあちゃん、お酒が命のお父さん、そして、命がけで

喧嘩するお姉ちゃん、彼らは言葉一つで喧嘩し始め、お互い一歩も譲ろうとせず、喧嘩のな

い静かな生活は、今まで一日もありません。ある日の放課後に帰宅すると、家が荒らされて

いるのを見て怖くなりました。後で、お父さんとお姉ちゃんが喧嘩したのを知ったのです。

今回は 1人は包丁、もう 1人は椅子で喧嘩したそうでした。 

 生活用品は常に壊されては新しいのを買い、テレビだけでも父に何台も壊されました。大

人しい母は涙を拭きながら文句も言わずに、喧嘩の絶えない日々を過ごしてきました。この

家族は、まだ幼い私の心をボロボロに傷つけ、何もできない私は人生に絶望すら感じていま

した。ある日、父がテレビを投げようとしたとき、私は農薬のビンを持ち、部屋に隠れて飲

もうとしたとき、家族にわかり奪い取られました。 

堕落の始まり 

 恐怖と不安に囲まれて育ったため、小さいころから性格が激しく、人生とこの世界に嫌悪

を感じていました。十六の年になり、私はすぐさま家から出て、青島でアルバイトをしなが

ら生活し始めました。心の束縛が解け、何事も自由になり、自分で自分の人生を決めるよう

になれました。 

 初めの頃は仕事以外、飲み食い、遊び楽しむことが、私の生活のすべてで、このような自

分は格好良くて、さっぱりしていると思っていました。そして、段々とたくさんの悪い習慣

を身に着け、心の行くままにお金を使い、行動しました。人生に刺激を求めるため、毎日お

酒を飲み、カラオケに行きました。その後は、賭博にまで手をだし、「生意気な悪がき」を

通り越して、本当のワルになっていました。 

 頭がはっきりしている時、このままではいけないと分かり、ここまで堕落してしまったこ

とを後悔しますが、もう後戻りはできず、酔い痴れたまま死ぬまで生きるしかないと思いま

した。 

暗闇に差す一筋の光 

 いつの間にか結婚する年になり、友達の紹介で今の夫と知り合いになりました。交際して

いる時、彼の両親が法輪功を修煉していることを知りましたが、当時は中国共産党による嘘

の宣伝に私は毒されていて、法輪功に対してそれなりの抵抗がありました。結婚したら、絶

対に彼らに修煉させないとまで決心していました。。 

 そして、結婚後、この婚姻生活を守るため、今までの悪い習慣をすべて治そうと思いまし

たが、簡単なことではありませんでした。少しでも気が緩むと「急病が再発した」かのよう

に、再びタバコやお酒に手を出してしまいます。舅と姑が家を買ったばかりで、経済的に余
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裕がなくなり、私は結婚時の持参金の数万元を、短期間ですべて生活費として使い切ってし

まいました。舅と姑が修煉していることを知られないよう、結婚して一年以上が経っても、

両親を家に招きませんでした。 

 お父さんとお母さんと一緒に生活していくうちに、2人はテレビや新聞に載っているよう

な人ではないことに気づきました。2人は働き者で、周りの人たちに優しく接し、一緒に暮

らしていると、家族の暖かさを感じるようになりました。 

 妊娠した時、経済的に余裕がありませんでした。お母さんが履いているズボンの至る所に

継ぎはぎの跡があるのに、新しいズボンを買うお金も惜しんで、私においしい物を食べさせ

ようとナマコまで買ってきました。しかし、いくら 2人が大事にしてくれても、私の脳内に

はテレビが報道した、中国共産党によって捏造した場面しかなく、2人が私に真相を話して

も、その頃は聞く耳を持ちませんでした。 

 インフルエンザが流行している時期に、ウイルスにかかり、出産したばかりの妊婦が亡く

なったという報道が出ました。その時期に、私の子供も生まれました。産後、高熱がなかな

か引かず、肺にも炎症が起きたため、長い間ずっと入院していました。しかし、注射針がさ

す場所もなくなるほどの点滴を受けてきたにもかかわらず、治る見込みは一向になく、私は

辛うじて息をしながら生まれたばかりの赤ちゃんを、ただ見つめていました。その時、自分

は死んでいくのだという言葉が頭に浮かび、今までにないほどの恐怖を感じました。 

 お母さんは心配そうに神様のご加護を受けられると、「法輪大法は素晴らしい、真・善・

忍は素晴らしい」と私に言うように教えましたが、私は頭をふって断りました。この時、あ

る若くて凛々しい看護婦（後に、彼女が 40過ぎであると知りました）がそばに来て、微笑

みながら『法輪功は素晴らしい、真・善・忍は素晴らしい』と唱えなさい、あなたの病気が

良くなりますよ」と言いました。これには驚きました。なぜ彼女までこういうのでしょうか。

もしかするとお母さんが今まで行ったことは、すべて本当に良い事だったのではないで

しょうか？法輪大法は仏教であり、中国共産党が法輪功を、なぜ迫害しているのでしょう

か？ならば、彼らは長年ひどい仕打ちを受けても、なぜあきらめないのでしょうか？ 

 生きたいという願望が、自分の心の中に芽生え、看護婦の言うとおりに誠心誠意をこめて、

その言葉を唱えました。「法輪功は素晴らしい、真・善・忍は素晴らしい、法輪功は素晴ら

しい、真・善・忍は素晴らしい……」と午後から晩まで唱え続け、いつの間にか眠ってしま

いました。 

 目覚めると奇跡が起きて、すぐに体が軽いと感じ、呼吸も順調に楽になり、危険な症状が

すべて消えました。このことを通じて、お母さんが言っていたことは、本当の事だったと驚

愕しました。しかし、「なぜ、法輪功が奇跡を起こさせるのか」を不思議に思いました。 

 今すぐにでも法輪功の事を知りたくて、退院してすぐに『轉法輪』を読みはじめました。 

 一句一文を真剣に読み、本の中の博大で、奥深い内容に初めて触れました。そして、体の
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中で何かがあちこちで強く回っているのを感じ、母に尋ねると「師父が法輪をくださったの

ですよ」と教えてもらい、私は思わず泣き出しました。 

 長年の無神論や中国共産党による大法への迫害が、嘘だと分かり、いっぺんに崩れ去った

のです。そして、その日から私は修煉をはじめ、師父の教えの通りに「真・善・忍」を基準

にし、以前の様々な悪い習慣をすべてやめました。人生の目的が分かり、生活に希望が湧き、

心の底から、今までにない幸福を感じました。実家に帰るたびに、両親に大法の素晴らしさ

を話し、私の変化を見た両親も心から喜びました。 

 私を地獄から救い上げてくださった師父に、本当にに感謝しています。かつての私のよう

に毒害された衆生を救うため、私も真相を伝えはじめ、本当に法を正す時期の大法弟子にな

ることができました。 

 大法は私の家を救ってくれた 

 子供が二歳になったとき、私の婚姻に赤信号が灯りました――夫が浮気したのです。この

ことはお母さんが先に知りました。私も修煉者であると真っ先に思ったお母さんは、すべて

を話してくれました。私はお母さんと交流し、お互いに心を動じさせないように注意しなが

ら、「情」をなくすよう自分の内に向けて探し、旧勢力の按排を否定しました。 

 忙しい中、私は果物屋さんの仕事を休み、勇気を振り絞って、真相を伝えるという目的で

夫とその相手を呼び出して、ともに夕食をとりました。私が善悪に報いがあり、正しい道に

戻るよう真相を話しているのに、夫の彼女は「私たちはともに地獄に落ちる覚悟ができてい

ます」と言い返してきました。私はそれに心を動かさず、自分の内に向けて探しました。 

 夫は毎日その彼女とすごし、私は法を勉強し、自分を正していきました。ある日、心の底

から彼女を救う目的で 1斤 40元ほどのナツメのみを買い、彼女に会いに行きました。もう

一度、彼女と心を開いて話したところ、彼女は感動し、「あなたはいいお嫁さんをもらった

ね。ご両親もとても親切だわ」と夫に伝え、自ら夫から離れ、二度とこのようなことはしな

いと謝りました。 

 そのことがあってから、私たち五人家族は、皆大法の中で自分を正すことができるように

なったのです。 

 言葉に表せないほど師父に感謝しています。これからは実修し、多くの衆生を救い、師父

に心配させないよう、有史以前の大望を果たしたいと思っております。 
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ギャンブラーが生まれ変わった 

 私の人生は 1997年に法輪大法の修煉を始めた時から変わりました。大法に出会わなけれ

ば、今の私はないと思っています。 

 昔のことは振り返らない 

 私は 1966年に入隊し、軍で優秀な上等兵になりました。その後最前線で共産党に入党し、

幹部になりました。父は当時、共産党が発動した政治運動の中でスパイと言われ、そのこと

は家族にもおよび、妹は会社から解雇され、家族全員が迫害を受けました。私は元々軍隊に

残るつもりでしたが、父親の経歴問題のために地方に放逐され、昇進の希望もなくなりまし

た。 

 30 歳の時、私はギャンブルに嵌って、会社に行ったり、行かなかったりしていました。

当時私は倉庫の保管係だったので、客が荷物を受け取ろうとしても、私がいないため、受け

取ることができませんでした。会社の管理者は私を金を回収させる仕事に変えました。楽な

仕事だと思っていましたが、ギャンプルに誘われると、仕事場を離れてしまいました。管理

者はやむを得ず、解雇しようとしましたが、私は数日間自分を抑制したので、そのままにな

りました。家でも会社でも私は嘘ばかりついたので、妻は夜中じゅう、あちこち探し、私を

見つけたら、こころの恨みを爆発させ、見つけた家の窓ガラスを壊し、いつも涙を流してい

ました。私も自分を変えようとしたのですが、やはり変えることができませんでした。 

 世間では普通、親が子供の立身出世を望みますが、我が家は子供が父親の立身出世を望ん

でいました。私の子供は数回私に手紙を書いてきましたが、涙を流すほど感動的な手紙で、

私に「きちんと仕事をして、お母さんと仲良く過ごすように」と勧めました。また、近所の

人はいつも、「なぜお父さんはいないのですか。いつもお母さんが忙しそうに見えます」と

聞かれていました。子供は父がまともに仕事をしないと他人に言われたくなかったのでし

た。 

 私はギャンブルを命のように思っていました。ギャンブルに負けてお金がなくなり、親戚

からも見放されて、友人もなくしました。夫や父親としてのやるべき責任を果たさず、逆に

彼らに数え切れない苦痛を与えました。このような日々をすごして、年を重ねていきました。

妻は私にこの癖を取り除くように勧めましたが、私は逆にもっと深く嵌ってしまったので

す。長年の恨みのため、妻は甲状腺を患い、身体がますます悪くなって、入退院を繰り返し

た時、私は側にいませんでした。妻は悲しくて堪らなかったはずです。私が大法の修煉に

入った時、妻は、「私がこの家を出たいと思った時、いつも見えない力に支えられていると

感じました」と話した。 

 1996年 11月 15日、私はギャンブルのため、外で 4、5日泊まって家に帰りました。妻の

話によると、両手が痺れて、心が乱れ、自分で気持をコントロールできない状態でした。 
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 法輪大法は私を救ってくださった 

 ある日、妻の同僚が「一緒に煉功しに行きましょう。法輪功という気功があります。本当

に素晴らしい功法です」と誘いに来ました。妻は「この功法を煉ると、人が怒らなくなりま

すか」と聞くと同僚は「その効果があるし、病気がなくなる効果もあります」と答えました。 

 妻はその話を聞いて同僚について行きました。煉功音楽が流れると、妻の心に怒りがなく

なり、この上なく広々と明るく感じたそうです。このようにして妻は修煉の道に入りました。

妻の話によると、宿命的にこの大法をずっと待っていたような気がしたそうです。 

 1997 年、私は皮膚炎になり、身体や顔にも症状が現れ、酷い時は、顔が別人のように腫

れて血が流れ、夜は眠れず、仕事もできなくなり、多くの金を使っても治すことができませ

んでした。妻は私に、「法輪功を修煉しましょう」と勧めました。 

 その時から、私は修煉の道に入ったのです。3、4 日経つと、皮膚の病気は奇跡的に消え

ました。近所の人は私に、「どんな薬を使って、こんなに早く治ったのですか」と尋ねまし

た。私は「法輪功を修煉しただけです」と答えました。 

 学法を通して、どのように良い人になるか、どのように思想境地がより高い人になるかが

分かり、修煉とは何か分かりました。その時から、私は徹底的にギャンブルをやめ、さらに

喫煙もやめました。このような考えられない変化が私に起こったのです。 

 過去のふしだらな生活と決別し、自分の人生を振り返って感慨深く感じています。法輪大

法が私に新しい人生をもたらしてくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。日常生

活で、私は常に真・善・忍の基準で自分を律し、妻や子供、周りの人にも善の心を持って接

しています。家庭は久しぶりに笑い声にあふれ、和気あいあいの生活は家族にとって夢では

なくなったのです。 

 我が家は小さな店を開いています。買い物に来た近所の人は、みんなが私の変化を見て、

「法輪功が人を変えた」と言いました。 

 1999 年に法輪功が不当に弾圧されてから、私と妻は省政府や北京に陳情に行き、自らの

体験を通して大法の素晴らしさを実証し、法輪功の無実を訴えたため、迫害を受けました。

ある日、会社から数人が我が家に来て、私に党籍を剥脱すると宣告して、サインを求めまし

た。私は「法輪大法は私を変えました。私はどのように良い人になるか分かりました。私は

署名します」と言いました。この 17年間、私と妻はほかの大法弟子と同じように多くの迫

害を受けましたが、私たちは何度も生死を放下して、大法を守っています。 

 もし大法と出会っていなかったら、私は世間の波に流されて、罪深い所に落ち込んでいた

と、よく分かっています。当初、私の人生はギャンブルの誘惑に負け、道徳や良知に反して

いましが、大法を修煉することで、私は生まれ変わりました。法輪大法は私の魂を救い、健

康な身体を与え、私に新しい命をくださったのです。 
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私と妻の出来事 

 妻と結婚した当時、私は喜んで「この人生はうまくいき、町で嫁を見つけ、嫁の容貌も悪

くない」と考えていました。しかし結婚してから妻は個性が強く、優しいところがなく、男

勝りであることがわかり、話をすれば 3分で私を圧倒しました。喧嘩（けんか）になると、

私が話し出さないうちに、暴雨のような勢いで圧倒され、ののしられ、私がおとなしくなる

とやっと静かになりました。私はムカムカし気分が悪くなりました。最もひどい時は、自分

の食事を自分で作らなければならず、数日間話をしてくれませんでした。私は「この結婚は

失敗だったのではないか？」と苦悩し、何度も、離婚したいと思いました！ しかし、本当

に離婚してしまったら先の見通しが立たず、苦しくても解決方法が見つかりませんでした。 

 以前に家庭円満の方法を探したことがあり、ある人が「あなたが弱みを見せて、おとなし

くへばりついいているか、さもなければ、彼女を屈服させるしかない」と教えてくれました。

ある人は「夫婦ゲンカしないなんていうのはまれで、適当にやっておけばいい！」と言いま

した。またある人は「年齢が若いうちに離婚し、人生は数十年あるのだから、奥さんの言い

なりになる必要はない」と私に提言しました。 

 困惑と苦悩の中で私は 1 年また 1 年と過ごし、互いに心を痛め体調も悪くなり、薬がな

くては生きていけなくなりました。時には目を閉じると、妻の欠点としゃくにさわる出来事

で頭の中がいっぱいになりました。その日考えたのは、もし当時、本当に離婚していたとし

ても、結局、同じような不幸が私を待っていただろう、と思いました。 

 そんなある日のこと、私が法輪大法を修煉するようになると、妻との戦争はだんだんと鳴

りをひそめるようになりました。 

 陽光がさんさんと降り注ぐある春の日に、友人の 1人が法輪功を紹介してくれ、法輪功が

どのように素晴らしいかや、健康に不思議な効果があることを知りました。友人は国家機関

の書記で教養があり、肩書きを持っていました。私は疑問を持ちながら「あなたは中国共産

党の幹部なのに、なぜ法輪功を信じるのですか？」と尋ねました。友人は「すばらしい功法

だから、やってみてくださいよ」。当時まだ国は修煉を許しており、県内のどこにでも煉功

場がありました。そこで半信半疑ながら、9日間の法輪功講習会に参加しました。 

 講習会に参加して 2 日目の時、不思議な感覚を覚え、身体が浄化された時に現れた症状が

先生が説かれた症状と全く同じでした。9 日間の講習会を終え「人はどこから来たのか？」

や「どこに生命の落ち着き先があるのか？」という私が考え続けてきた人生の究極の問題の

答えがわかりました。これはどんなに考えても解けなかった難問でしたが、このことが『轉

法輪』の本の法理の中ではっきりと説かれていました。まさに、先生が説かれた「そんな人

はいったんわれわれの法輪大法を学んだら、人生の中で知りたくても答えが得られなかっ

たたくさんの問題がたちどころに分かるようになります。思想の昇華に伴って彼は非常に

感激することになります」（『轉法輪』）のようでした。自分の運命はなぜこんなにでこぼこ
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であるのか、がわかり、結婚がなぜこんなにうまくいかないのか、がわかりました。また、

あんなにたくさんの薬を飲んでも直らなかった病気が、なぜ煉功した後、消えてなくなった

のでしょうか？ あの病気はどこへ行ってしまったのでしょうか？ 

 以前は妻とケンカした時、いつも妻を変えようとしましたが変えられず、この点において

『轉法輪』の本の中ではっきりとした答えが見つかりました。例えば、何かあったら自分に

原因を探すことです。また、人を思いやることです。他人の欠点を見ずに、他人の長所を見

ることです。他人を理解し、包容することです。恨んだりせず、苦しみを楽しみと考えるこ

と、などの答えが見つかりました。先生は「韓信の股くぐりの話」を説かれました。私はす

ぐに根本的な問題を見つけ出しました。以前によく妻とケンカになったのは自分の心性が

低く、妻の悪い所ばかり見ており、自分に原因を探さず、心が狭く、自我が強く、問題は自

分の方にあったことを見つけました。『轉法輪』の内涵は博大で奥深くすべてを包容し、私

の家庭の事情も『轉法輪』の中の法理で解決することができます。そして、それは容易くで

きてしまい、心の中がすっきりして得心がいきました。 

 その後、妻が再び腹を立てた時、私は自分を抑制し口げんかせず、自分に原因を探し自分

を改めました。トラブルに見舞われ自分に原因を探すと、忍耐することができ、一歩退くこ

とができ、本当に「窮しても道は開ける」のようでした。先生は「平素から慈悲に満ちた、

和やかな心を保っていれば、問題が起きた時には、一息おいて余裕をもって、適切にその問

題に対処することができるのです。日頃いつも慈悲の心を保ち、善をもって人に接し、何か

をする時にはいつも他人のことを考え、問題が起きた時はいつも他人がそれに耐えられる

かどうか、他人を傷つけることはないかを考えていれば、何の問題も起こりません。した

がって、煉功にあたっては、高い、もっと高い基準で自分を律しなければなりません」（『轉

法輪』）と明確に教えてくださいました。 

 もちろん、私が大法を修煉したからといっても妻はすぐに変わらず、妻が良くなったかど

うかが重要ではなく、自分が変われたかどうかが重要です。妻の性格は相変わらずで、私を

懲らしめるのも相変わらずで、感情の起伏が激しく、急に態度を変えて相手にしなくなった

りしました。しかし、私の心は広くなり、度量も大きくなり、トラブルが起きても心を広く

もてるようになり、墨汁をかめの中に入れるとかめの中の水は黒くなりますが、墨汁を海に

流すと海水は依然として青いままであるかのようでした。私は海のような大きな度量を

持っていませんが、少なくとも日一日と変わり始め、一日一日と進歩し、妻が私の心を深く

傷つけた時でも私は言い争わず、それどころか笑い飛ばし、時には無理やり笑うこともあり

ました。 

 ある時、妻が台所で料理をしており、料理しているうちに怒り出し、炊事道具を床に落と

して大きな音を立て「疲れた」と言いましたが、私は妻に同情せずに「俺はお前の使用人じゃ

ないぞ」と言いました。妻が私をののしる時はさらにいつも私の両親も一緒にののしりまし

た。私の母親は早くに亡くなり、妻は私の死んだ母親をもののしり、それは私の心が深く傷
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つき最も良くない出来事でした。しかし私ははっきりとわかっていました。以前、妻を傷つ

けたことで、妻の心は氷のように凍てついてしまったのです。しかし私は信じていました。

私が良くなれば凍てついた心は必ず溶け、いつか美しい花が咲き乱れる大平原に変わるこ

とを信じていました。 

 家庭内のトラブルはいつも小さなことから引き起こされました。たとえば、台所の調味料

のこととか、トイレットペーパーのことなど、使い終わったら買いに行かなければなりませ

んが、妻は買いに行こうとせず、私が買って帰ってくると「女の仕事ばかりして、誰が買っ

て来てと言ったのよ？」と怒り出しました。それから私は反省しましたが、トイレに行かな

いわけにはいきません。そこでトイレットペーパーがもうすぐなくなりそうだった時、私は

最後の一つを隠すと妻はトイレから出られなくなり、私に助けを求めてきました。この時私

は非常に優位に立ち「お前は注意が足りないんだ。こんな小さなことも気づかないなんて、

俺が補充してはいけないとお前は言ったよな？ どうしたらいいのかなぁ、トイレから出

れないな？」とこの時とばかりに言い返しました。それからというもの妻は相手にしなくな

り、私が何を買っても何も言わなくなりました。善の心の現れは他人に影響を与え、他人を

感動させます。私は妻の長所を見て短所を見ず、妻の長所を褒めました。それは妻の人間性

を褒めることでもあり、私の寛容さに対して妻は少し良くなりました。 

 ある時、郷里の弟が家を買うためにお金を借りに来ましたが、妻はお金を貸さず、さらに

あれこれ文句を言いました。弟の妻は泣きながら「お金はもう借りません。貧乏人にも貧乏

人の意地があります」と言いました。この時私はつらくなり、もし以前であれば大喧嘩に

なっていたに違いありません。今回私は怒らず、弟の妻に「妻の性格は悪いが心は悪くはな

いので、そんなに怒らないでください」と詫びました。私は妻を振り返って「もともとお前

はいい人なのに、今日は人を傷つけてしまい、これではよくないよ」。私は妻に理解を示し

ながら「お金が戻ってこないんじゃないかと思っているんだろう？」。妻は「そうよ、この

年の初めにお金を貸す人がどこにいるのよ？」。私は「お金を貸さないというのも悪い話

じゃないよな？」。妻は自分が道理にかけているのがわかり、すぐに謝り「それなら今回は

お金を出すわ」。以前ならこれらは不可能なことで、妻が誰かに謝ったことがあったでしょ

うか？ 頭を下げたことがあったでしょうか？ 全くありませんでした。 

 私は『轉法輪』の中で説かれている良い人になることの道理をいつも妻に話して聞かせ、

因果応報についての昔話を聞かせています。また、六道輪廻の物語を聞かせ「他人を大切に

するということは、自分を大切にすることだよ。他人を助けるということは自分を助けると

いうことで、子供たちのためにも福を積むことだぞ。そう思わないか？」と諭しました。妻

は「今一つ納得できないけどね」。私は「お前の心はきれいで、温厚で、裏表がなく、もう

少し優しい性格だったら完璧なんだが」。妻は「あなたが私に教訓を与えないで、今あなた

はきちんとしているけど、以前は私を怒らせたんだからね」。私は「あれは俺が悪かった。

今は修煉し、どのように嫁をいつくしむのかがわかり、俺に変わるチャンスを与えてほしい。
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今は以前より随分良くなっただろう？」。妻は「以前のあなたはロバで、李先生がロバのしっ

ぽを切り落としてくださったので、やっとあなたは人間らしくなったわ」 

 街に買い物に行く時、妻の買い物に私がついて行きます。買い物が終わると私が荷物を持

ち、私が歩き疲れると、妻が私を引っ張ってくれます。他の人が「あなた達を見ていると、

本当に幸せそうね」と羨ましがられます。 

 妻は点心を食べるのが好きで、街で見かけると私は妻のために買って帰ります。食事の時

は、まず妻のご飯をよそい、箸をきちんと並べます。時にはご飯の量が少ない時があり、ま

ず妻のご飯をよそい、私は冷や飯と残ったおかずを食べます。それでも、私の心は満ち足り

ており、楽しみはその中にありました。 

 妻はまんじゅうを蒸すことが下手なのに、いつも蒸したがります。そしていつも失敗し、

蒸しあがったまんじゅうは黄色くて硬くて、妻は食べたがらず、私が何回かに分けて食べま

す。私が数回食べた後、妻が捨てようとしたので「食べ物を捨てるのは良くないよ、先生は

食事の時、残ったご飯とおかずは包んで持って帰っていらっしゃる。俺が食べるから、お前

は新しいご飯を食べなさい」と諭しました。 

 夜テレビを見て妻が寝てしまい、テレビがつけっぱなしでした。私はテレビを消し、妻に

布団をかけてやります。妻は目が覚めて「ありがとう」と言ったので、私は「いい夢を見れ

たかい」と言うと、妻は幸せそうに笑いました。 

 朝の煉功の時、私は電子ジャーのスイッチを入れ、妻が起きるともうご飯は出来上がって

います。妻は感動しながら「あなたがこんなに優しい人だなんて、なんでもっと早く気が付

かなかったのかしら？」。私は「『轉法輪』が人のことを思いやるように教えているのだから、

お前のことを思いやらなければならないだろう？ だけど他の同修と比べたら、まだまだ

だよ」。妻は「来世も私たちは夫婦になるわよね？」。私は笑いながら「お前は素晴らしいの

だから、来世は他の人と一緒になれよ」。妻は「いやよ、一緒になってくれなくちゃ」。私は

「俺はこの世で必ず修め遂げるのだから、来世はないだろうよ」。妻は少し寂しげな様子で

「あなたが修め遂げてしまったら、私はどうしたらいいの？」。私は「お前も修煉すればい

い、素晴らしいこの『轉法輪』で、誰でも修煉できるのだから、修めないなんてもったいな

いだろう。人としてどんなに素晴らしくても『轉法輪』の素晴らしさと比べれば、どうとい

うことはないんじゃないか？」。妻は「でも、私座禅できないし、足が上がらないのよ」。私

は「大法は心を修めることに重きを置いていて、俺が 20年薬を飲んでいないことを、はっ

きりと知っているだろう。けれど、もし修煉しなかったら、どうなっていたかわかるだろ

う？」 

 時には、私もうまく行えず、怒ってしまう時があります。最近では、妻の方から私を落ち

着かせ「無駄に法を学んでいるなら、もう学ばなくてもいいわよ。李先生はどうしてあなた

のような人を弟子にしたのでしょうか？」と逆に諭されます。そのような時、私はすぐに無
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言になり「しまった、改めなければ！ 必ず改めなければ」と心の中で言います。 

 私が改めれば改めただけ、家庭のトラブルは少なくなります。また努力すればしただけ、

夫婦の仲は良くなる、ということに私は気づきました。妻が忙しそうにしているのを見て、

時に私は「人は何のために一生を送るのだろうか？ 若い時、私たちは何度もケンカをし、

お互いに傷だらけになり、今は知らないうちに妻の頭は白くなり、顔にはしわが寄り、これ

が人の一生なのだろうか？ 生命は修煉してはじめて活路が開け、永続する福を得ること

ができるのだ」と思いました。 

 家庭内のどんな小さなことでも、私は妻と相談します。例えば、子供が結婚してしきたり

に従い、私が何か話をしなければなりませんでした。そんな時にはいつも大法はこんなにも

素晴らしく、修煉の内容を話して、親せきや友人に福報を与えなければならない、と私は思

いました。しかし心配なことは、中国共産党が私たちに圧力をかけ、法輪大法が素晴らしい

ことを話せば、警察官を招くことになることを私は恐れました。すると妻は「『真・善・忍

が素晴らしい』ことを話しなさいよ、他の人も聞けばわかるはずよ」と促しますので、私は

妻の言う通りに行いました。子供の結婚式の日、私が「真・善・忍に従い身を処せば・・・」

と話し始めると、拍手が起こりました。その後、妻が「あなたが話をした時、私は後ろで『法

輪大法は素晴らしい、真・善・忍は素晴らしい』と念じ、あなたを応援していましたよ」。

その言葉に感動した私は、妻の変化と妻の素晴らしい未来のために安らぎを感じました。 

 私が大法を修煉することを妻は支持してくれます。時に私に家事を手伝ってもらいたい

時でも、私が法を学んでいるのを見ると、静かに 1 人で家事をこなしました。子供が家に

帰ってきた時も、妻は静かに「お父さんは煉功中だから、邪魔しないようにしなさい」と注

意をします。 

 ある時妻が「以前に離婚寸前になった時、私は人に占ってもらい、あなたが 40歳になれ

ばよくなる、と占いで言われ、本当に当たっていたわ」と当時を振り返りました。私はすぐ

に「俺が大法を学んだから良くなったのであって、占いが当たっていたわけではない。大法

を学ばなければ、俺たちの暮らしはどうなっていたかわからなかったぞ！」と正しました。

妻は「どちらにしても、あなたは今はとても優秀になったわ」。私は「お前の変化も大きかっ

た。ますます良くなり、優しい心を持っている」。妻は「もともと私は悪くないのよ、あの

頃はあなたが怒らせたのよ」。妻のこの話を私は認めました。あの頃の私は問題が多く、夫

婦喧嘩は言うまでもなく、外で女性に会っていたことなどは話す値うちすらなく、何も恐れ

ていなかったのではないでしょうか？ 

 以前の喧嘩では、思い出すとどうでもいいことのために、さらには言葉や表情など、気に

食わないことがあると怒り出し、その結果どんどん大きな喧嘩になりました。今はそういう

ことはなくなり、妻が何を言っても私は理解でき、妻を評価します。例えば、家事をしてい

る時、妻が何かの歌を歌っていれば、私は静かに聞き、歌い終わった後で妻が「私の歌どう

だった？」と聞くと、私は「特色があったよ」と言いました。妻は「どんな特色？」。私は
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「脳みそが爆発するような、全身に鳥肌が立つような特色だよ」。妻は「ばかばかしい」と

笑い転げました。私は「法輪大法は素晴らしいを歌ったほうがいいよ、それならもっと明る

くなるだろう」と促しました。 

 ある時健康食品を買い、妻に食べさせて「俺は大法を修煉して健康だから、これはいらな

いよ」と言うと、妻は「だめよ、あなたも食べてよ、じゃなきゃ損でしょう」。しかし私が

食べずにいると、妻は茶碗を持ちながら、家中私を追いかけ怒りながら「もし、おしゃれな

小娘があなたにあげたら、それでもうれしくないの？」。私は「俺にはそんな小娘はいない

よ」。妻は「知ってるわよ、もしいたらの話よ。もしいたらその小娘の口を引き裂いてやる

わ」。私は「もし、大法を修煉せずに自分を変えなかったら、俺が何をしようとお前はどう

しようもなかっただろう」と思いました。人が悪くなったら、誰が止められるでしょうか？ 

もし人が良くなろうとすれば、必ず神佛が助けてくれます！ 

 私の話は一般的な話ですが、人の性格がどんなに悪くても、夫婦仲がどんなに悪くても、

心から法輪大法をしっかり修め、自分を修め、自分を変えさえすれば、数年かからずに好転

することを私は保証します。私にはそのことがはっきりとわかっており、家庭が穏やかにな

り、夫婦仲がよくなります。信じられなければぜひ試してみてください！！ 
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引越し騒ぎから得た教訓 

 Aさんは中国本土に住む質素な暮らしをしている農婦で、ずっと農村で生活している正直

で大人しい人で、あまり字が読めませんでした。しかしごく普通の農村にいるお年寄りです

が、一つの確固とした信念を持っており、人間として正しく生きる準則をしっかり守ってい

ました。そのため、百数万元の大金を目の前にしても心が全く動かず、しかも淡々と自分の

利益を捨てることまで出来た人です。道徳基準が著しく低下し、誰もが金儲けを最優先とす

る今の中国社会において、これはあり得ないことです。一体、何があったのでしょうか？ 

では、事の初めから説明しましょう。 

 2013年、Aさんが住む村は立ち退（の）きが決まり、取り壊すことが決定しました。開発

業者の政策では、両親が立ち退く場合、子供の戸籍が本村にあれば、1 人あたり 20 万元の

補助金が支給される上、35 平米の住宅も分配されますが、嫁いで戸籍を移籍した娘の場合

は除外されます。Aさんの村は北京に近く、35平米の家を市価に換算すると、少なくとも 60

～70万元になり、補助金を足すと 80～90万元にもなります。これはどれほどの誘惑になる

でしょうか。開発業者から 1人分でも多くのお金をもらうために、村民たちは離婚詐欺や結

婚詐欺をはじめ、ありとあらゆる手段を使っていました。 

 道徳が著しく低下し、誠実さや信用がなくなった中国社会において、これがごく当たり前

だと思われており、しかも、他人を騙せば騙すほど有能だと言われ、このようにしない人は

皆に馬鹿だと言われる始末です。 

 実は、開発業者も村民たちが見せかけをやっていると知りつつも、見て見ぬふりをしてい

るだけです。なぜなら、それが中国社会の現実で、意外だと思って抵抗を感じる人は誰もい

ません。しかも、業者も村民達が早く引越しを済ませて場所を空けてほしく、あまりにも現

実離れしていない限り、とうとう終いには手続きまで省き、誰を連れて来ても家族としてカ

ウントするようになりました。 

 Aさんには 2人の息子と 1人の娘がいて、娘は嫁いだ直後に戸籍を移籍しました。もし A

さんが娘と孫娘を自分の戸籍として申し込めば、2人合わせて 70平米の住宅と 40万元の現

金を手に入れることができ、市価に換算すると、少なくとも 160～170万元の収入になりま

す。Aさんが常人であれば恐らく少しも躊躇せず、他の村民と同じように偽の証明書を出し

て楽に百数万元を儲けたでしょう。しかし、真・善・忍の基準に従い、良い人として努める

法輪功修煉者である彼女は、そうしてはいけないことをはっきりと分かっていました。まず、

偽の書類を作ることは「真」に反し、さらに、あぶく銭をもらってはいけないという法輪功

の師父からの教えもあります。 

 巨額なお金の誘惑を前にして、「どうすべきだろうか？」という葛藤も Aさんには多少あ

りました。しかし最終的に、大法弟子の正念が貪欲に打ち勝って、Aさんは大法弟子である

自分が必ず真・善・忍に従い、嘘偽りなどを言わず自分のものでなければ絶対に受け取らず、



- 43 - 

 

娘と孫娘が自分の戸籍に入っているような嘘をつかないことにしました。署名しに行くと

決めた日の前夜、Aさんの家に隣人が訪ねてきて「早くうちの妹（Aさんの娘のこと）の親

子 2人を連れて行って下さいよ」と言いました。しかし、いくら言われても、Aさんの心は

少しも動じませんでした。 

 当初、多くの村民は Aさんの決断を理解できませんでした。5年が経った今、村民達は皆、

A さんを褒めています。つい前日にも、ある隣人は A さんにこう言いました。「私たちはい

つも集まってあれこれと噂話をしていますが、皆揃ってあなたが正直者だと言って褒めて

いますよ」 

 村民たちがこのように感じたのには、理由がありました。実は 5年来、多くの家庭はその

補助金のせいで夫婦が仲たがいし、親や子供、兄弟姉妹も不仲になり、裁判沙汰にもなって、

もともと仲睦まじかった家庭がバラバラになったり、予想もしない災害に遭ったりする

ケースが多発していたからです。 

 法輪功の師父は「失わないものは得られず、得ようとすれば失わなければならぬ」（『轉法

輪』）という道理を説かれています。中国の伝統文化には、貪ってはならぬ、自分のもので

はないものに手を出してはならぬといった古訓が多くあります。民間にも、「小を専（もっ

ぱ）らとして大を失うこと莫（なか）れ」（ 小さな事に身を入れ過ぎて、大きな事をなす機

会を失ってはいけない）という説があります。 

 Aさんのことを見てみると、当初、彼女は娘と孫娘を戸籍に入れなかったことで、百数万

元の損害を被ったようにみえますが、実質の立ち退きの際、1千万元ほどの補助金を手にし

ており、それは村では指折りの多額な金額です。そこで、A さんの長男は自ら 25 万元を妹

に分け与え、Aさんの次男も姉に 5万元を渡しました。こうして兄弟姉妹の仲はさらに仲睦

まじくなりました。今、Aさんの子供たちは誰もがとても良い生活を送っています。息子た

ちもとても親孝行で、毎週必ず A さんと連れ合いをレストランに連れて行って一緒に食事

をし、よく顔を見せに家に来て、来る度に多くの物を買ってきます。村民たちは Aさんの家

庭をみな羨ましがって、「やはり、A さんは真っすぐで正しい道を歩んでいるからだ」とつ

くづくそう思っています。 

 これはまさに「天に従うものは栄え」の立証ではないでしょうか！！ Aさんは天道に順

応し、自分の欲を放下した結果、天からより多くの素晴らしいものを与えられたのです！！ 
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第二の誕生日から私は生まれ変わった 

 私はシカゴ在住の学生トッド・リップリンガーと言います。2年前（1997年）、他の大学

2年生の学生と同じように精神的なもの、例えば信仰や宗教に対して非常に困惑していまし

た。なぜなら、今まで受けてきた学校教育は私に科学というものを注ぎ込んできたからです。

「この科学は、私達はみな猿人から進化してきたものであると説き、最も倍率の大きい望遠

鏡で見ても、天国の存在を見つけることができないと説ています。ですから、天国は存在す

る可能性がないものだと結論づけました」。神がいるという具体的な証拠がなければ、私は

絶対に教会に行って祈祷したり、懺悔したりしません。なぜなら私の趣味と仕事は魔術師で、

神の存在について深く疑っていたからです。当時、私は武術や仏教、道教に興味を持ってい

ました。これらは私の精神的な虚無感を満たすかのように見えましたが、虚無感はやはりあ

り、私の生命は完ぺきではありませんでした。私は皆さんに当時の私がどれほど悪かったか

をここで言いたいのではなく、皆さんに私の生命が再生したことを伝えたいのです。 

 それは 1998年 4月 8日のことです。その日、私はチャイナタウンの図書館で法輪功を紹

介するチラシを見ました。その時、私はちょうど太極拳や気功に興味を持ちはじめていた頃

で、同時に仏教も研究していました。チラシを読んで、私は法輪功が物質と精神の理を結び

つけているものだと感じました。もっと良いと思ったことは、これが無料で学べることでし

た！ そこで私は家に帰って『轉法輪』の第一講を読みました。当時、私はとても興味があ

ると感じただけで、法輪功がこれからの私の生活を永遠に変えることになるとは少しも思

いませんでした。 

 その日から私は法輪功を煉り始め、毎日本を読みました。もちろん五式の功法は、法輪功

を学んでいる他の全ての人達の身体に起きたような良い効果が、私の身体にも起きました。

詳しくはここでは述べません。私が言いたいのは、以前、毎日武術を数時間やって身体の敏

捷（びんしょう）さや強度、耐久力の改善を求めていたにも関わらず、このような武術の鍛

錬の効果は、法輪功の五式の功法を修煉して得るモノの半分の効果にも及ばない、というこ

とです。その答えは鉄砂掌や千里脚などの他の気功にもありません。その答えは、法輪功の

座禅をすることと自分の内に向けて探すことによってのみ、得られるということです。 

 私は心の深いところから、法輪功は私に真理を示してくれた、と素直に言えます。私は毎

日『轉法輪』を学び始めました。とても早い内に、私は自分がこの世に対してシニカル（皮

肉な態度をとる）な大学生から、修煉者に変わったことを自覚しました。私の話、行為、ひ

いては考えさえも、すべてのことが今までとは異なり、激しく変化を起こしました。私は

元々汚い話はあまりしなかったのですが、今は全くしなくなりました。私にどうしてそんな

に汚い話ができるでしょうか？ 私は今現在、他人が言った汚い話さえ聞きたくなく、考え

たりもしません。そして私は人に対して叫んだり、怒ったりしなくなりました。皆さんもご

存知のように道路は常に混みあい、人々はみな道を急ぎます。私は普段自転車に乗り、人と
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ぶつかりそうになることがあります。私はできるだけ「速く、急げ！」とか「このばか、何

をやってるのか、よく見ろ？！」などと言うような言葉を口に出さず、また、考えないよう

にしています。法輪大法は私に何の怨みも持たないように教えてくださいました。そこで私

には恨みを持たせるような事柄は、もうすでにこの世間にはありません。 

 ロックミュージックは以前、私にとって大きな執着でした。『轉法輪』を学んだ後、私は

このような音楽がどれほど乱雑であるかを認識し、聞かなくなりました。先生はタバコを口

にくわえている佛はいないとおっしゃいました。イエス・キリストも絶対にロックバンドに

仲間入りしないでしょう。次元をもっと高めるためには、良くない情報の影響を受けてはい

けません。テレビからもこのような良くない情報が出てきます。先生がおっしゃった通り、

テレビの内容には悪いモノがあまりにも多いのです。私はそれぞれの親に自分の子供達が

どのようなテレビ番組を見ているかを知ってほしいのです。今私は目をごまかすベールが

すでに剥がされたことを感じます。私には今のテレビと音楽には恐怖や暴力、色情があふれ

ているのがはっきり見えたので、これらに対する執着もとても簡単に捨てられました。 

 パソコンのネット上も同様で、テレビよりさらに良くないことを私は見出しました。皆さ

んに素直に言いますが、私には元々ネット上の色情関連のモノに執着がありました。私は以

前、欲望のままにパソコンのネットを見ていました！ しかし法を得て間もなくして、これ

らのモノを見るのがどれ程良くないかを認識しました。法輪功を学んだ私はこれらのモノ

を断固として放棄し、一定期間内に時々刻々と自分に注意を促せば、これらの良くない執着

がなくなることに気付きました。そこで私はこれらのモノに二度と接しませんでした。間も

なくして色情の画面はこれ以上、私の興味を引き起こすことがなくなり、汚く見えるように

なったために、私を引き付けておくことがなくなりました。私はそれらの汚い画像の全てを

捨てたり、削除したりしました。全ての執着は必ず取り除くべきであり、私の意識はこれら

のモノに惑わされることなく、必ず冷静であるべきだからです！ 

 シカゴの町を歩くと、至る所に色情を引き起こす広告や看板が設置されており、人の欲望

をとても引き起こしやすいことがわかりました。もし町でそれらを見かけたら、私は見ない

ように頭を下げて通り過ぎます。その後、私には町や学校で綺麗な女性を観察する習慣があ

ることにも気付きました。例を挙げますと、もし 2人の女性が試験準備のため復習を助けて

ほしいと頼んできた場合、1 人は美人でもう 1 人は普通の人で、2 人とも助けが必要です。

私は自分が自然と美人の方を助けていることに気付きました。アメリカ文化はすでに私に

深い影響を及ぼし、若くて美人の方を当然好みます！ しかし、偉大なる李洪志先生はこれ

は個人の執着によるモノであることを説かれ、彼らの顔立ちと関係なく、全ての人に別け隔

てなくよく接するべきである、と私に教えて下さいました。そこで私は今では誰に対しても

同じように接するように努力しています。美人でもそうでなくても、男性であれ女性であれ、

金持ちであれ貧乏人であれ、そしてホームレスや黒人、白人、アジア人であれ、信仰を持た

ない人であれ、年配者であれ、中年、少年、青年、障がい者、奇異な人であれ正常な人であ
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れ、どこかが違っていてもいなくても関係なく、私は必ず全ての人に対して同等に慈悲心を

持ち、全く同じように接するべきであることを学びました。 

 もちろん、私にはまだ完全に取り除かれていない多くの執着心があります。私の生活は執

着心との闘いで、執着心を放棄することと忍耐することの過程でもあります。私の魔性は

100を超える理由を使って、それらを放棄させまいと邪魔してきます。魔性が邪魔する度に、

私は自分に「何がもっとも大切なのか？ 個人の利益か、それとも法輪功なのか？」と聞き

ます。当然、答えはいつも「法輪功」です。私はこれが正道であるかどうかと疑いが生じる

度に、自分に「真・善・忍は決して間違っていないし、良い人になることも決して間違いで

はない」と言います。私が法を学んでから、すなわち「私が生まれ変わった第二の誕生日」

から、私は生命が再生したように感じ、返本帰真の正道に導かれていることを強く感じてい

ます。 

 ああ、それに、私が他人のことを先に思う時、全てのことが素晴らしくなります。李先生

の慈悲なる微笑はどれほど素敵でしょう！ 私が『轉法輪』を捧げ持つ時、どんなに悪い状

況も良くなります。法輪功は世界中の全ての人の楽しさを合わせたモノよりも、もっと最高

に素晴らしいのです。人々に私自身が感じたこれら全ての良さ、素晴らしさを感じてほしい

のです。そのためには人々が自分を絶えず正しく修正し、「真・善・忍」に向かう大法を学

び続けてほしいのです。私も絶えず最高の真理である「真・善・忍」に向けて精進していき

ます！！ 
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悪を捨て善に向かう少女 

 家庭環境の変化と失恋で 二重の打撃を受ける 

 私は天真爛漫で善良な女の子だったのですが、中学 3年の頃、家庭環境が急変し、両親の

関係が悪化して離婚すると言い出しました。事態の進展につれ、両親の対立がますますひど

くなり、取り返しのつかない状態になり、1年後にとうとう離婚してしまいました。その頃

の私は両親の喧嘩がとても嫌で反抗心が芽生え、両親の言うことを聞かなくなり、話す時も

不敬な言葉を使いました。後に誰に対しても八つ当たりをして、家族に対しても社会に対し

ても全て反抗的で、全ての人を憎みました。 

 世の中の全ての人が悪いと思い込み、この社会が私の不幸をつくった原因だと思いまし

た。私のかつての天真爛漫さや善良さはみな誤りであり、愚かだったと考えました。長い間、

鬱と不健康な心理状態により、10 代の時からボーイフレンドと付き合っていました。しか

し、彼が私にもたらしたのは慰めではなく、逆に大打撃だったのです。私は如何なることに

対しても無関心になり、物事を冷たい目でみるようになりましたが、なんとか良い高校と大

学に合格しました。 

 高 3の夏休み、私はボーイフレンドと別れたことで、再び大きな打撃を受け、心に深い傷

を負いました。憎む心がさらに強くなり、彼は私を騙したと思うようになり、彼を憎みまし

た。私は自分を哀れんで深く悲しみ、なぜ神は彼に出会わせたのかと思いました。私は父に

対しても憎しみを持ち、父が暖かい家庭を壊したと思い込み、外に慰めを求め彼と出会った

のです。私は両親に復讐したい気持ちが湧き上がり、彼らに必ず償ってもらい、この借りを

返してもらおうと考えていました。  

 憎しみを制御できず 

 彼らに対する憎しみを制御できず、憎しみは膨張するばかりでした。 全ての人が偽善者

だ、彼らやこの社会が私を欺くなら、この世界をぶっ壊してやると本気で思いました。極端

に病んでいる心理状態は私の天真爛漫な本性を覆い隠しました。真（まこと）を失えば自ず

と善良さもなくなります。その時から私は心から笑えなくなり、真の友人もなくなりました。

私は相手を全く信用せず、自分を防御する心で友人たちと付き合いました。積極的に人を助

けることを嫌い、人がトラブルに遭っている時でも、相手の困っている姿を見て喜びを感じ、

心のバランスを保っていました。 

 表向きは人のために慰め、手助けしているように見えても、それは自分が冷淡な人間だと

言われないためです。もっと良くない心は美しい友人を嫉妬し、彼女たちが私と同じ境遇に

なるように願いました。大学生になった私は真面目に勉強をせず、くだらないことを考え、

とにかく人のことが気に入りませんでした。トラブルに出遭うと我慢して譲ることをせず、

むやみに怒って人の非を探し、誰かの家が裕福だと聞けば、心のバランスが保てず、むやみ
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に怒っていました。 

 実のところこのような考えは、自分にとって何一つ良いことはないと分かっていました

が、自分をますます陰険な心の病に陥らせ、この状態を制御することができませんでした。

もし将来、私が一定の地位につけば、何らかの危険な行動に走っていたかもしれません。そ

の当時は無力な女学生だったため行動に移さず、ただ、ただ、人を憎み、大きな憎しみを抱

き、十数年勉強しても、この状態を変えることができませんでした。 

 法輪功は私の心を洗い清めた 

 1996 年 2 月 2 日、私は法輪功に出会いました。私は長年にわたって迷い、帰る道も分か

らない子供のようでしたが、一瞬のうちに自分の家の所在が分かりました。私が両手で『轉

法輪』をささえ、心を込めて読む時、1文字 1文字が私の心を震撼させました。李洪志先生

は『轉法輪』の中で述べられています。「この宇宙には次のような理があるからです。佛家

によれば、常人の中のことは、すべて因縁関係があり、生老病死は常人にとって当然のこと

です。人は、以前に悪事を働いたために生じた業力のせいで病気になったり、魔難に遭った

りしています。苦しみを味わうことはほかでもない業を返すことなので、いかなる人と言え

ども勝手にそれを変えるわけにはいきません。変えてしまうと借金を踏み倒してもよいと

いうことになります。しかも勝手にこのようなことをしてはなりません。さもなければ、悪

事を働くことに等しいのです。病気の快復、難の回避、業の消去を願う人々は必ず修煉を通

じて、返本帰真しなければなりません。修煉の各派も、このことについては同じように考え

ています。返本帰真することこそ、人間としての本当の目的です」 

 『轉法輪』を通読することによって、私は反省しました。憎しみを抱くことは誤りであり、

逆に天真爛漫さや善良さのほうが正しいと認識できました。憎しむことによって、これまで

私は多くの業を作り、自分に対しても、人に対しても悪い結果をもたらしました。憎しみを

抱くことは悪い行為であり、人を傷つけ、社会にも危害を与え犯罪者になる可能性さえあり

ます。法輪大法が私に分からせてくださったのは、悪いことをすれば、貴重な徳を失い、業

力まで得てしまい、さらに、徳を全て失なえば地獄に堕とされ、自分の犯した罪を繰り返し、

繰り返し償わなければならず、とても恐ろしい結果を招いてしまいます。さらに分かったこ

とは、人は悪いことをしたために業を造り、そのため多くのトラブルや苦難に見舞われるの

です。 

 ですから、私は人や社会を憎まないだけでなく、彼らに感謝しなければならず、真心を

もって彼らに感謝しなければなりません。なぜなら、これらの苦痛があったからこそ、私は

法輪大法と出会う機縁に恵まれたのです！ さらに分かったことは、以前、美しい友人に嫉

妬したことは間違いであり、自分は苦を嘗めさせられ、心のバランスが取れなくなり、人の

不幸を願うことは、悪人の行為でした。彼女たちに心からお詫びします。李洪志先生は「悪

者は嫉妬心によって、私のため、怒りのために、自分が不公平だと言います。善人は慈悲心

が常にあり、憎むことなく、恨むことなく、苦をもって楽とするのです。覚者は執着心がまっ
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たくなく、幻のために迷っている世人を静かに観ています」（『精進要旨』「境界」）とおっ

しゃいました。 

 『轉法輪 』を通読するようになり、私は本当に変わりました。私に対して怒る人、態度

の悪い人を許すことができるようになりました。美しい友人にも嫉妬しなくなり、人の災い

を喜ぶことがなくなり、周りの人に親切に接するようになり、以前の良くない性格や悪い習

慣を改めることができました。私が人や社会を憎まなくなると、友人たちも徐々に私と、良

い関係を取り戻しただけでなく、病気のない軽やかな身体を得ることができました。 

 1995 年、私はまだ法輪大法の修煉をしていませんでした。両親は復縁しょうとしていま

したが、私は反抗心から断固として反対し、後になって何も言わなくなりました。しかし心

は穏やかでなく、とにかく怒りに満ちていました。しかし、修煉してから私は考えを変えま

した。父がこの数年来、外地で多くの苦しみを味わい、勇気をもって戻って来たことは、私

たち親子 3人にとってやり直すチャンスでした。私は李先生の法理に基づいて、人のことを

まず考えなければならず、父に対しても善を勧め、以前のことをいつまでも根に持ってはい

けません。このように考えることで、父に接する態度が良くなり、母と弟に対してもかつて

のことを許すことができました。父は感動して一生懸命に働き、家のことをよく行ない、家

族の仲は睦まじくなりました。私が大法を修煉して良い方向に変わったことを目にした家

族は、私の修煉を支持しています。 

 私の家族は法輪大法により救われました。もし私が修煉していなければ、永遠に憎む心に

左右され、邪悪な人間になり、私の一生は台無しになっていたことでしょう。法輪大法は私

を再び生まれ変わらせ、人を傷つけ、社会の犯罪者になることを防いでくださいました。 
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私はついに楽しかった少年時代の感覚を取り戻した 

 私が中学校に上がった時に父親が交通事故で亡くなり、父親が財産を持っていたために、

祖母の一家は例外なく財産争奪戦に参加してきました。母親はこの思わぬ出来事に気が

ボーッとしてしまいました。父親を亡くした心痛と、金銭のために家族が人間性を失い、隣

近所があれこれとちょっかいを出してきたために、幼い私は性格が変わっていき極度の人

間不信に陥り、変わり者と呼ばれるようになり、金銭を格別に崇拝するようになりました。 

 そして中学 3年の時に母親が再婚しました。継父はおとなしくてまじめな人で、私は継父

の優しさを意気地がないととらえていました。また、継父が金銭を重く見ないことを無能だ

ともみなしました。生活において多くを望まない継父を志を持たないためと解釈していた

ので、継父をお父さんと呼んだことはなく、一緒に生活していましたが心は遠くかけ離れ、

10万 8000里も隔たりがありました。母親は学校に通ったことがなく、何かを言葉にするの

が下手で、体も弱く、私は小さい頃から母親とのコミュニケーションを取るのが難しい有様

でした。なぜなら、母親のせいで自分が人に抜きんでることが出来ないのだと、私の強い虚

栄心が思っていたからです。 

 学校では、クラスメイトが自分の状況を理解し、クラスメイトに見下されていじめられる

のを心配していたので、積極的に人とコミュニケーションを取ったことがありません。誰か

が話しかけてきても本当の話はせず、毎日「仮面」をかぶった生活をしていました。世の中

に自分の身内は誰もおらず、信用できる人は誰 1人もいない、と私は感じていました。夜は

いつも布団に潜り込んでは泣き、天を恨み人をとがめていました。いつも死にたいと思い、

毎回どのようにしたらよいか自分の命を断つ方法を頭の中で考えていました。しかし、この

まま死んでしまうのは悔しく、まだ恨みを晴らしておらず、祖母の一家に膝まずかせてやり

たいと思い、以前の行為に対して許しを請わしてやりたいなどとズーッと思っていました。

しかし、どのように実現すればいいのかわからず、そんな事を考えるとその思いがいつも私

の邪魔をして、リラックスできない状態でした。楽しかった少年時代を何度も思い出しては、

あの少年時代の楽しい日々が思い返され、憂いも心配もなかったあの頃をなつかしく思い

ました。 

 ちょうどその頃、母親の方も前の父親のことを懐かしく思っていたために、継父との関係

がぎくしゃくし、加えて双方にも子供がおり、その上、祖母の家がもろもろのことでしょっ

ちゅう邪魔をしに来ることなども加わり、母親の体調が急に悪くなりました。 

 医者に治療を求めても何の効果もない状況下で、母親は法輪功を学び始めました。母親が

煉功を始めて 3カ月が経った頃、母親の病気はすっかり良くなり完治しました。 

 法輪功の病気治療の効果に驚き、好奇心から自分も『轉法輪』を読みました。それは本当

に貴重な本で、埋もれてしまっていた私の心を大きく開き、世の中のすべては偶然ではない

ことがわかり、すべてに因縁関係があることがわかりました。「良いこと」に会っても「悪
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いこと」に遭っても、自分の心を正し「真・善・忍」の原則と指導に従って対処すれば、心

は絶えず大きくなり寛容になっていきました。 

 天を恨み人をとがめることもなくなり、私はすぐに家庭に溶け込んでいくようになりま

した。はっきりと覚えているのですが、私が初めて継父をお父さんと呼んだ時、継父の目に

は涙が光り、それからというもの私の家の中はいつも笑い声が絶えませんでした。私はもっ

と自由に、もっと真剣に人とコミュニケーションが取れるようになりました。周りにいる誰

とでも心から向き合うことが出来るようになり、祖母の一家とも打ち解け合えるようにな

りました。私が自殺を計画することはなくなりました。体全体に生命力と活力に満ちあふれ、

私はついに少年時代のあの楽しかった感覚を取り戻しました。 

 しばらく会っていなかったクラスメイトは、私の変化を見て法輪功の奇跡に大変驚きま

した。ですから私はこの素晴らしさを経験談に書きあげました。この文章を読んだすべての

友人達が、これらの奇跡を分かち合うことが出来ることを希望します。 
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大法は良い人になることを教えてくださった 

 私は体の調子が悪くて、1999 年末に数軒の病院で検査を受けましたが、最終的に「再生

不良性貧血」と診断されました。その時、私は 26歳で、娘がまだ 14カ月でした。それから

さまざまな病院に行き、民間療法も試し、薬をたくさん飲みましたが、病状が悪くなる一方

で、幸せで円満な家庭が病魔に侵されました。 

 一 堕落の日々 

 「病気が長くなればなるほど親孝行の子がいなくなる」という話がありますが、私は若い

嫁ですので、なおさらでした。幸いに、勤め先の学校が私のことを考えてくれました。仕事

を続けなければならないので、学校では楽な仕事をさせてくれました。それは学校の守衛の

仕事でした。私は綿の服を着て、その上に分厚い軍人用の綿のコートを着ていても寒くて唇

も歯茎も白っぽくなりましたが、頑張って仕事をしていました。 

 夫は毎日、仕事以外の時間はマージャンばかりやり、私に関心がありませんでした。孤独

で、頭の中が真っ白になっている私は、いつまで生きていけるのか、未来があるのかどうか

もわかりませんでした。日々寂しくて、仕事、子供の世話、ご飯作り、寝ることを繰り返す

日々で、ただ生命の維持をしているような生き方でした。 

 2003 年、勤め先にインターネットができ、私はネットワーク番号を買い、チャットを始

めました。そのうち、話の合うおしゃべりの友達ができました。幸せの「家」を見つけたか

のようで、私は数年来の苦しみ、辛いことを何でもかんでも相手に話しました。それから、

その「友」に会い、やってはいけないこと、一線を越えてしましました。目が覚めた時、夫

に申し訳なくてとても後悔しました。道を外したことをしてしまったので、病状も一層悪く

なりました。 

 それから、その年の 9月に離婚しました。病弱な体で 2千元の借金を背負って、かつて幸

せだった家庭を離れました。その時、あまり気が咎めることがなく、生命を延ばすことだけ

を考え、人の気持ちはどうでもよかったのです。実家に帰ると母は私の世話をよくしてくれ

て、私の健康状態が少しよくなりました。しかし私は毎日、神経を麻痺させるためビールを

飲み、ネット上で友を探し続けました。その時期は本当に堕落の日々を過ごし、罪悪の俗塵

から抜け出せなくなり、少し回復できた体を元より悪い状態にさせました。 

 二 生命の春 

 2005 年正月、私は永遠に忘れられない法輪功に出合い、大法を学び始めました！ 生命

が終わりに近づいた時、私は法輪功を選びました。そこで私は目が覚め、師父が私に新たな

命を下さり、新しい人生を歩むようになりました。 

 数年前に病気になってから、母に何度も「『轉法輪』を読んで修煉したらきっと元気にな

るよ」と勧められましたが話を聞かず、中国共産党の大嘘を信じ、偽りの「天安門焼身事件」
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を信じ、法輪功が迷信で科学的ではないと思っていました。私はいつも「お母さんが良いと

思うなら、学べばいいよ。私は支持するよ。私は学歴があるから、法輪功なんか学ばないよ。

私は暇じゃないよ。病気の治療法を探したいだけなの」と言っていました。 

 2005 年の正月休み、血液検査がとても異常値になっていました。赤血球は正常値の半分

で、白血球は正常値の最低値の半分で、血小板は 1.8万（正常は 10万～30万）しかありま

せんでした。とても危ない状態だったので、病院に通いましたが、快方に向かいませんでし

た。「まだ若いのに、本当にもうすぐ死んでしまうのだろうか？」と思うと、とても悲しかっ

たのです。母が私の青白い顔を見て、涙ながらに「ねえ、話を信じてちょうだい。あなたを

騙すわけがないでしょう。本を読んでみて、修煉してみて」と真剣に言われました。 

 その時、私はもう何もかもやる気力がなく、話す力もなく、法輪功を選ぶしかないと思い

ました。しかし、本を読もうとしても本を持つ力もなく、ちょっと読んではすぐに休憩を取

らなければならない状態でした。しかし、知らないうちに『轉法輪』の内容に引き込まれ、

読めば読むほど読みたくなりました。「人間はなぜ、この世に生まれて来たのか、どこから

来たのか。この世界に神さまがいらっしゃること、善悪には応報があること『真・善・忍』

に従えば良い人になれること、他人のことを優先にして生きること、この世に遭遇したこと

はみな偶然ではなく、因縁関係があること、この世では失わなければ得られないこと」など、

読んでいるうちに多くの事がわかるようになりました。本を読むと同時に、自分は家庭に対

して責任がなさ過ぎたこと、多くの過ちを犯したこと、本当に利己的だったことを深く反省

し、後悔して、「もしもう一度、前の家庭に戻る機会があれば、絶対に『真・善・忍』に従っ

て自分を律し、家族に与えた苦痛を倍返しする」と考えるようになりました。 

 それから、私は法輪大法の法理に従って行動し、心身ともに浄化され昇華しました。五式

の功法を煉り始めた頃、とても辛くて汗が流れ出ましたが、歯を食いしばって堅持しました。

それで、徐々に元気になり、奇跡が起きました。法輪功を学んで 20日あまりで、私は回復

し、健康になりました！ 空が青く、体が軽く、生きることの素晴らしさを味わえ、心身と

もに健やかになりました！ 

 師父に感謝いたします！ 法輪功は私に新たな生命を与えてくれました。母に感謝しま

す！ 私に法輪功の道を勧めてくれました。同修に感謝します！ 私を助けることを手

伝ってくれました。「真・善・忍」の偉大な法理は私の心に根を下ろしました。「師父の言わ

れる通りにいたします！ 他人を優先させ、無私無我の良い人間になります」と決心しまし

た。 

 三 乱世の中の浄蓮 

修煉の道を歩むようになると、健康な体を得ました。それだけでなく、ネットで友人を探さ

ず、お酒を飲まず、名利を追求せず、得失に悩まず、「真・善・忍」に従い、高尚な道徳を

持つ良い人になるように努力し、乱世に流されないようになり、私は毎日幸せに暮すことが
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できました。 

 勤め先では、私は文句一つ言わず、オフィスを綺麗に掃除し、同僚たちとトラブルがあっ

たとき、他人のことをまず優先に考え、真面目に仕事に取り組んでやってきました。 

 2013 年、若い男性の新入教師が私のオフィスにやって来ました。この青年の性格は独特

なもので、同僚たちと馴染（なじ）まず、いつもトラブルばかり起こしていました。私は善

意を持って彼に接し、わからないことをたくさん教えました。彼は授業をしたことがないた

め、授業の前にいつも緊張していました。私は彼の授業の前に緊張がとけるように、お茶を

持っていきました。彼は感動しました。彼はお爺さんやお婆さんに育てられ、人に言われる

ことが嫌で、自尊心がとても強く、自分を守る心も強い人です。私は彼を不憫（ふびん）に

思いました。ある日、私はパソコンの使いやすいやり方を教えると、彼も習得してとても喜

びました。しかし、しばらくして、彼は突然顔色が変わり、逆に私を怨み、冷たくなり悪口

を言い出しました。私はそれを聞いても全然心が動じず、「今後注意します」と彼に謝りま

した。 

 その後、ある年上の同僚が私に「あなたは本当に素晴らしい人ね。あんなに忍耐できるな

んて！ あの子はわがままな子ね。あなたに感謝するどころか、かえって怨みを言い出すな

んて。でもあなたは全然怒らず、本当に心が広いわ。法輪功は本当に素晴らしいわね！」と

言われ、私は「お姉さん、私の師父が他人のことを優先に考えるように教えてくださったの

よ。その子はかわいそうな子だから、きっと私の方が良く行っていなかったのよ」 

 最近、生徒に授業をするとき、学校のルールを守らない生徒に、「怒って批判するばかり

では、お互いに良い方法ではない。師父は『真・善・忍』の道理を教えてくださったので、

師父の言われることを聞かなければならない」と思って、真心を持って、腕白な生徒たちと

話し合って、私の授業で知識と技能を得られ、道徳を養い、楽しく学べるように工夫して授

業を行っています。そして、学校のルールを守る子、宿題をちゃんとやる子、文房具を忘れ

ない子に、自腹で小さな賞品を買って与え、励ましました。それで、私の授業を生徒たちは

静かに聞くようになり、宿題もちゃんとやるようになりました。生徒たちは私のことが好き

だと言ってくれます。 

 結語 

この物質主義、お金第一主義の現代社会では、人々がより多く儲けるために、より良い生活

を享受するために、疲れ果ててたくさんの悩みをかかえています。しかし、私は法輪大法の

修煉者で身はこの社会にあるものの、心はその中にありません。私は真面目に仕事をやり、

清浄な心で修煉をし、個人の得失に執着せず、社会に良いことをもたらし、「真・善・忍」

の基準で自分を律し、より良い人になるように努力することだけを考えています。 

 私は、多くの善良な人達に「法輪大法の真相や法輪大法の素晴らしさ」が大いに知れ渡り、

「法輪大法の恩恵」を受けられることを心から願っています！ 
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最も悪いクラスが 素晴らしい先生に恵まれる 

 私は高校の教師です。18 年間勤務するなか、学校と学生との間でトラブルが発生したと

き、責任者が仕事の按排がうまくいかず窮地に立たされたとき、私はひとりの教師として

しっかりやるべきことをやり遂げました。 

 ある夏休み、3年生を送った後、私は観光地へ旅に出ました。通常は長期休暇をとった後

は再度、高 1から教え始めます。旅行中、突然、校長から電話がかかってきました。私に高

2の担任を通常したので、早く帰って来てほしいということでした。あまりにも突然でした。

高 2 では文系と理系に分かれることになり、通常は高 1 のときの担任が引き続き担任にな

ります。途中から担任になると比較的厄介なことになります。しかも私は担任になったこと

がなく、どうして急に校長は私にと思ったのか分かりません。 

 私は法輪大法の修煉者ですから、学校のために考えるべきで、校長を煩わせることはでき

ません。私にやってほしいということは、私を信頼してくださったからだと思います。 

 旅から帰った私は汽車から降りると直接学校に行きました。その日はちょうど授業が始

まった日でした。教室に入ると、学生の視線はとても挑発的にみえました。仲の良い同僚が

密かに教えてくれました。このクラスは 2年生の中でも最も良くないクラスで、成績の良い

学生はみな別のクラスの担任に選ばれていき、そして家庭が裕福で、威力のある家庭の学生

はみな手を尽くしてほかのクラスに移ったのです。いくら苦労して頑張っても良い結果を

出せないので、誰もこのようなクラスを担当したくないと思っています。校長はこのクラス

の担任を誰にするか困っていたようです。私は「大丈夫だ。私は大法弟子だ。大法の基準で

自分に要求し、学生からは何も見返りを得ようと考えない。どんなに大変であっても職務を

果たそう！」と思いました。 

 しかし現実は私が予想したほど簡単ではありませんでした。絶えず問題が発生しました。

最も私を悩ませたのは、数人の男子学生が常に授業をサボり、校外のネットカフェに行くこ

とでした。私は授業が終わるとネットカフェを一軒ずつ回りながら彼らを探しました。見つ

けた後、ネットカフェの隣にある冷たい飲み物を販売する店に連れて行き、アイスクリーム

を買い、食べるように促しました。学生達は非常に驚き、アイスクリームを食べようとしま

せんでした。この先生が何をしようとしているか分からなかったからです。多分、クラスに

連れ帰り、激怒して、保護者に電話をするか、教務課に連れて行くだろうと思っていたから

です。以前の先生は皆このようにしていました。 

 私は心から学生達と話し合い、彼らの考えを良く理解し、それから私の要求を話し始めま

した。「物事が今ある状況になったのは、急にそうなったのではなく、長い間の積み重ねに

よるものだ。先生は君たちに一気に完璧になり、心を静めて勉強するようにとは要求しない。

ただし、授業をサボることは学生として最大の間違いであり、私は絶対に許さない！ 君た

ちは少しずつ遊びを止め、少しずつ進歩してほしい」と伝えました。学生達は自分たちのこ
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とを、私が理解してくれていると感じ、再び授業をサボらないと約束しました。当時私はま

だ若く、またはじめて担任になって、まったく経験がないため、学生達の話を信じ切ってい

ました。 

 実際の状況として学生達の意志の強さには非常に限りがあり、彼らは続けて授業をサボ

りました。なす術もなく、私は保護者を呼び出しました。しかも学生は何回も約束を守らな

かったため、私は保護者の前で泣いてしまいました。学生と保護者は私が心の底から彼らの

ために考えている姿を見て、みな感動しました。 

 その間、校長がまた他の授業の担当者が困っていて、差し迫った状況なので解決するよう

私に助けを求めてきました。それは高 3 の浪人生のクラスの学生達が担当の先生の授業に

不満を覚えていたため、私にその二つの浪人生のクラスの授業を担当してほしいとのこと

でした。どうしよう！ そもそも私は高 2の三つのクラスの授業と、それに担任の仕事もあ

り、すでに困難な状況に追い込まれているのに、またほかの学年の授業の準備もしなければ

なりません。かつ浪人生は先生に対して大変要求が高いのです。もし私が修煉していなかっ

たら、どう言われても校長の要求を受け入れなかったはずです。しかし、大法の修煉は私に

対していつでも、どこでも人のために考え、無私無我であるよう要求します。 

 私は再び、躊躇することなくその要求を受け入れました。その日から、毎日朝早くから夜

遅くまで授業の準備をし、常に睡眠時間はとても少なくなりました。なぜなら私は授業の経

験が足りず、それに学生に対して責任をもち、毎回の授業の質をあげるため、自分の時間を

さいてしっかりと授業の準備をしなければならなかったからです。昼間は授業以外に、クラ

スの担任の仕事もしっかり対応しなければなりませんでした。 

 しばらくの期間を経て、私の担任するクラスの学生達はもう故意にトラブルを起こさな

くなりました。しかし、クラスの数人の学生の性格は比較的偏屈であることに気づきました。

その学生達はみな片親だけの家庭で育てられていました。この数人の学生の生活と情緒面

において関心を払い、励ましたり、授業中は発言を促したり、また楽観的な学生には個別に

配慮して彼らに接触しました。給料をもらうと、専門店に行き、母親がいない 2人の男子学

生に衣替えの服と靴を買い、また学習上での進歩を褒めて激励しました。当時私の給料は

300元しかなく、学生達への買い物をすると、自分の生活は苦しくなり、節約しなければな

りませんでした。 

 当時、先生は補習用の資料を注文するとリベートを受け取っています。私は大法修煉者な

ので、自分に対して厳しく要求し、資料を注文して受け取ったリベートは全て学生達の知識

面を広めるよう、毎回、参考書や世界的に有名な書籍を購入しました。クラスの図書棚には

学生のために入念に選んだ良い書籍がたくさん並べられています。クラス全体の精神面も

少しずつ変わり、成績も大幅に上がりました。 

 高 3に進級し、トップの学生を選抜するとき、かつて最も良くなかった私達のこのクラス
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からなんと 6 人の学生が選ばれました！ 全学年で私のクラスが最も多かったのです。選

ばれた学生で新しいクラスを編成しますが、6人の中の 2人は現在のクラスを離れたがりま

せんでした。私は根気強く 2人を説得しました。トップの学生で編成されたクラスの授業と

学習の雰囲気は彼らの潜在能力を発揮するのに最も有利だと伝えました。私とは逆に、他の

クラスの担任は選ばれた学生をなるべく残そうとしていました。なぜなら、成績の良い学生

はその年の大学入試結果の奨励金の金額を決めるからです。 

 私が担任した学生達が高 3を卒業後、校長は私に担任としての業績に対し、県レベルの優

秀教師という栄誉を授けてくださいました。同時に我がクラスの本科への進学率は高く、私

がいただいた奨励金は全校で最も高額でした。これはまさに師父の説かれた「求めずとも自

ずと得る」（『シドニー法会での説法』）ではありませんか。 

 保護者はみな自分の子どもが素晴らしい先生に恵まれるよう望みます。同様に、校長はみ

な教師が献身的に自分の任務を遂行するよう望みます。大法修煉者として、私はほかでもな

く学生に対して責任を負うべき先生であり、仕事に対して責任を果たすべき教師です。なぜ

なら、法輪大法の修煉の最低の要求がまさに常人社会で、真・善・忍の基準に符合する善い

人になることだからです。同時に、中国人がみな大法の真相を理解するよう望みます。もし

あなたが真相を知ることができれば、あなたを祝福します。なぜなら、あなたはすでに人生

で最も貴重な財産を得ることができたからです。 
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ある優秀な女性料理長の人生の選択 

 姜薇さん（女性）は米国ヒューストンの近くにある中華料理店の料理長です。この料理店

は少し名が売れていて、彼女が 1993年に採用されて以来、瞬く間に 25年が過ぎました。こ

の店の厨房には、他に 3～4人の料理人と 2人の助手がいます。料理店にとって最も肝心な

のは厨房で、仕事がハードなうえ気を使い、非常に緊張性も高いため、女性が料理長を務め

るのはとても珍しいことです。それでは、姜薇さんはどのように料理長を務めているので

しょうか？ 法輪功を修煉してから、彼女の人生にどのような変化があったのでしょう

か？ 厨房の中で、他の人はどのように彼女を評価しているのでしょうか？ 

 優秀な女性料理長は 他人が嫌がる仕事をする 

 料理店の厨房の仕事がハードな上、店員の大半が店主のために仕事をしているという認

識を持っているため、多くの仕事は放置されがちです。料理長を引き留めるために、店主は

よく良いお酒を料理長に奢ります。また、料理長も良い食材を選んで食べたり、時にはいく

つかの料理を作ることを拒み、誰の指図も受けない絶対的地位を示すこともできます。 

 しかし、このようなことは姜薇さんには見受けられません。法輪功を修煉してから彼女は

お酒から遠ざかり、仕事における損得を気にせず、他人が嫌がる仕事を自ら進んで行ないま

す。彼女のことを嘲笑って「厨房の中でボスである存在感はないし、他人を指揮することも

できない」と言っている者がいます。しかし、店主は、この料理長が休暇で家にいる時でも、

もし店内の仕事が多すぎて手が回らなくなったら、自ら運転して彼女を迎えに行きます。店

主は彼女がこの店ではなくてはならない存在だと思っています。 

 部下との付き合い方 

 厨房は料理長が指揮を執る場所で、トラブルや衝突がよく起きる場所でもあります。姜薇

さんはこう言いました。「法輪功を修煉して以来、私は常に自分が修煉者で、法輪功の『真・

善・忍』という基準に従って厳しく自分を律して心性を錬磨し、社会における真の良い人に

なるように努めることを自分に気づかせています」 

 ある日、ある男性従業員は厨房の中でかんしゃくを起こしました。聞いてみると、彼の怒

りは姜薇さんに向かうものでした。この男性従業員はいくつかの料理を作って出しました

が、お客さんは気に入りませんでした。そこで、姜薇さんは男性従業員に「このように作っ

てはいけません」と一言うと、彼の納得いかない様子を目にしたお客さんは、店主に不満を

ぶつけました。店主から事情を聞かれて、姜薇さんは事の一部始終を説明しました。それを

聞き終えた途端、店主は大変怒って、姜薇さんにこう言いました。「この厨房はあなたのも

のです。言うことを聞かないなら辞めさせなさい」 

 しかし、従業員は姜薇さんが彼の悪口を言ったと誤解し、大変腹を立てました。姜薇さん

は少し考えて、店主に「彼を解雇してはいけません」と言いました。翌日、姜薇さんは穏や
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かな気持ちで、自ら男性従業員に声を掛けました。すると思いもよらず、男性従業員は「ご

めんなさい。私の間違いでした」と先に姜薇さんに謝ってきました。こうして、トラブルが

解消されました。その後、この従業員は姜薇さんとの仕事において協力し合い、一生懸命に

働き、何事もスムーズにいくようになりました。彼は、自ら進んで法輪功を学びたいと姜薇

さんに申し出ました。 

 店に来てから 3年目を迎えるある男性の料理人は、ある日、お客さんに料理を出しました

が、気に入ってもらえませんでした。店主は姜薇さんに料理の作り直しを指示しました。お

客さんと店のためを考えて、彼女は直ちに心を込めて料理を作り、お客さんから満足の声を

もらいました。しかし、給料日に店主は間違えて男性料理人の給料袋を姜薇さんに渡しまし

た。彼女は封筒の中身を確認してみると、普段より 500ドル少なくなっていましたが、気に

留めませんでした。 

 このような品行の料理長である姜薇さんはこう言っています。「実は長年来、店主は法輪

功に対して正しい認識を持ち、普段、穏やかな気持ちで従業員たちに接し、異なる意見を持

つ従業員にも寛容に接して下さり、仕事の環境が以前よりだいぶ良くなりました」 

 熱いタレが顔にかかる 

 2002 年、友人のレストランで臨時に手伝っていた時、姜薇さんは一皿の熱い甘酸っぱい

タレをテーブルまで運ぶ際に、不注意で仰向けのまま転んでしまい、タレがそのまま彼女の

顔にかかり、左顔面の皮膚に火傷を負いました。傍にいた人達は「恐らく傷跡が残ってしま

うから弁護士と相談して、店主から数 10万元の弁償金を取れれば、こんなきついアルバイ

トの苦労から解放されるよ」と言いました。その時、姜薇さんが思ったのは「そんなことを

すれば、このレストランは破産してしまう。それに、他人のお金を貪ってはいけない」。結

果的に、1週間ほど休んだ後、彼女の皮膚は奇跡的に回復しました。 

 法輪功を修煉してからの楽しい人生 

 米国で必死に働いている他の中国人と同じく、姜薇さんは苦しみや辛さを堪え忍んで仕

事に打ち込み、自分の料理のテクニックを存分に発揮しています。しかし、姜薇さんは他の

料理長とは異なります。彼女はどのようなきっかけで法輪功の修煉グループに入ったので

しょうか？ 

 姜薇さんは当時を思い起こしました。「法輪功を修煉する前の私は 30 歳過ぎに多くの疾

病を患い、ひどいアレルギー性鼻炎、胃病、メニエール症候群など、病苦の中で生活してい

ました。私は、1993 年、弟の博士課程の修了式に参加するために米国を訪れた時、持って

いったものの大半は薬でした。当時、ご飯は少なくても構いませんでしたが、病気にかかる

ことを一番恐れ、薬がなくてはならないと考えていたからです」 

 「1993年～1995年の間、私はずっと友達に頼んで中国で買った薬を持って来てもらって

いました。厨房で仕事をする際、料理の油や煙が混合した匂いがとても嫌で、アレルギー性
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鼻炎を刺激して鼻水が止まらなくなり、ティッシュを手放せなくなりました。仕事に没頭す

るあまり、食事の時間が不規則になって、3回もの胃痙攣を起こし、痛さに耐えきれない私

は乾燥食品を保管する部屋まで走って行き、胃の痛い部分を硬い食品袋に押し付けて、痛み

が和らいでから再び仕事に戻るようにしていました」 

 しかし、法輪功を修煉し始めてからすべては変わりました。「通常、私は仕事を終えて家

に着くのが 23時前後、午前 2時過ぎになる場合もあります。それから学法して煉功します

が、全身にエネルギーが満ちているように感じます。翌日、私はまた元気よく忙しい仕事に

身を投じることができます」と姜薇さんは言いました。 

 「実は、国内にいる両親と兄が先に法輪功を始めたのです。1996 年に帰省した時、病気

で身体が弱っていた両親が健康になったのを目にしました。彼らは 7階に住んでいて、毎日

自由自在に階段を上り下りし、身体が丈夫になっただけでなく、薬も全部捨てて病気にかか

ることを心配しなくなりました。常に落ち着いている感じで自信も出てきて、心が大きく変

わったようでした。他人をよく理解し自分の損得を気にしなくなったのです。兄夫婦も家の

事で言い争わなくなり、互いに譲りあい、家庭が仲睦まじくなりました」。これらを見て、

姜薇さんは法輪功を修煉することの素晴らしさを実感したそうです。 

 学法と煉功を根気よく続けていくうちに、仕事の環境も良くなり、患っていた疾病が無く

なり、全身の軽やかさを味わいながら、彼女は真に「法輪大法は素晴らしい！ 真・善・忍

は素晴らしい！」を身をもって経験しました。法輪功は彼女に大きな幸せと楽しさをもたら

して下さいました！！ 
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円満成就に向かって私は勇猛精進します 

 私はカナダのオンタリオ州バリー在住のクリスティーン・ロフトスです。法輪大法を修煉

してから 1 年 6 カ月になりますが、私の身に起きた変化は言葉では表現し切れないほど素

晴らしいものでした。 

 1998年 9月、私と兄弟はバリーの健康博覧会に参加し、そこで私は法輪功を知りました。

最初はヨガや太極拳のようなものだと思っていました。私は『法輪功』と『轉法輪』を読み

ましたが理解できず、辞書を引きながら教科書の知識を学ぶやり方で読みましたので、なか

なか深く理解できませんでした。少しずつ読み進むにつれ、段々とそれが唯一、無二の法で

あることに気づきました。しかしこれよりも私が言いたいのは、縁があってこの宇宙の大法

を得た私がいかに幸運だったかをわかってほしいのです。 

 大法を修煉する前の自分について、あまり深く考えたことはありませんでしたが、ここで

比較するために過去の自分がどんなであったかを皆さんに紹介します。昔の私は、よく偽の

身分証明書を使って友だちとバーに行ってお酒を飲んだり、タバコを吸ったり、ひいては覚

醒剤までも使っていました。そして髪を染め、へそにはピアスをつけ、嘘ばかり言っていま

したが、それが本当に良くないことだと自覚すらしていませんでした。小さい頃から万引き

して欲しいものを手に入れていましたが、誰にもばれず、だんだん利己的になっていった私

ですが、心から何も楽しめていませんでした。 

 『轉法輪』の第七講を学んだとき、アルコールが煉功者に害があると知り、お酒をやめま

した。周りから不思議だと思われましたが、私はさらにタバコも覚醒剤も全部やめただけで

はなく、より誠実な人間になれるように努力しました。それから私はおへそにつけたピアス

が気になり、3回に渡って人に頼んで取り外そうとしましたが、忙しいとか、店を閉めたと

か、私が指名した人がいないとかの理由で出来ませんでした。これに対して、その物質自体

が私の修煉に何か影響があるのかと考えました。修煉による体の変化は他の空間で顕れる

ものだと書かれていたのを思い出しました。李洪志先生は『轉法輪』の中で「先生、わたし

は不妊の手術を受けました、あるいはわたしは何かを摘出されましたが、それでも煉功でき

ますか、とわたしに聞く人がいますが、それは影響ありません。他の空間の身体は手術を受

けておらず、煉功はあちらの身体が作用しているからです」と説かれていたので、ひょっと

したら、あのピアスも将来、自然に消えるかもしれないと思いました。 

 しばらく真面目に修煉していましたが、ある日突然、自分は修煉をこのまま続けられるの

だろうか、と疑問に思いました。しかし、法輪大法は素晴らしいものだ、いくら難しくても

続けるべきだと私は自分に言い聞かせました。ここまで来て、容易だったことも非常に難し

くなり、自身の業力が大き過ぎて消えないのではないかと心配しました。例えば、以前は座

禅を 1時間できていましたが、少し怠（なま）けているととても難しく感じるようになりま

した。そのような状態が数週間も続く中、ある日『轉法輪』を読んでいる時「将来、あなた
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に錯覚を与えて、それらすべてが存在しておらず、みんな偽物だ、とあなたに思わせるよう

なことも起きるかも知れません。動揺するかどうかを試すのです」と説かれていました。私

は、どんなことがあっても法輪大法は素晴らしいものだ、これだけをしっかり覚えて、動揺

せずに円満成就を達成するまで修煉し続けようと強く思いました。 

 私は法を広めることにいつも熱心で、引っ越しして他の地域に行って法を推進しようと

思いました。若い自分には仕事や家庭、子供などの縛りがないので、年取った他の同修より

動きやすいと思いました。また私が選択した専攻はトロント大学にしかないものですが、そ

こには大法を修煉する人がすでにたくさんいるので、私は大学に進学するよりも仕事を探

して、経済的にも独立できると思いました。しかし、冷静に考えてみると、修煉の道は自分

で按排すべきではないことに気づき、トロント大学を申請することにしました。しかし 1カ

月を切った頃、やはり修煉する人の少ない地域の大学に行く気持ちが強かったのです。待っ

ている間にトロント大学から私が希望していた専攻科を提供してくれました。それで、そっ

ちは煉功場も多いし、兄弟と一緒にいることもできるのでまたも動揺し始めました。これは

とても利己的な考え方で、私の大きな執着心の現れです！ このことを通じて私は、一部の

中国の同修たちは大法を守るために、仕事や学位を放棄してまで中国国内へ行きましたが、

向こうで考えを変えればまたカナダに戻ることができると言われても、動揺しなかったこ

とを思い出しました。それに対して私は自分の困難を重く見るばかりで、大法をより多くの

人に紹介することを忘れていました。私は自分のトロント大学の申請を再び他の地域に修

正しました。 

 私にはもう一つの執着心、つまり「情」を重んじる心があります。昨年の交流会で私はあ

るアメリカから来た同修と知り合い、その後、いつもネットで連絡を取りあっていて、お互

いに大きな縁を感じました。しかし、彼はアメリカを離れて中国へ行きました。私はなぜ彼

が向こうに行ったのか分かっていますが、心の中では淋しくて悲しかったのです。李洪志先

生は『轉法輪』の中でこのようにおっしゃいました。「もともと肉にあまり執着せず、あっ

てもなくても意に介さない人もいます。このような人は、この状態を 1 週間か 2 週間持続

すれば、この心を削りとることができます。1 カ月、2 カ月、3 カ月、場合によって半年、

持続しなければならない人もいますが、よほど特別な事情がないかぎり、一年経たないうち

にまた食べられるようになります。それは肉がすでに人間の食べ物の主要な部分となって

いるからです」  執着心を取り除くには時間がかかりましたが、情を放下した私の心は完全

に穏やかになりました。 

 私の母親も法輪大法を修煉していて、かなり精進しています。今回の交流会に参加できま

せんが、母のことにも少し触れておきます。母から聞いたことですが、ある日、高速道路で

長時間運転していたため、疲れと眠気に襲われた瞬間、アクセルを踏んでしまった足を誰か

に力いっぱい放されて、目が覚めた母親は安全に目的地に着きました。また母親にも飲酒の

習慣がありましたが、今では酒をやめ、両親が親友を訪れる時にはお酒ではなく、その他の
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飲料水を持って行くようになりました。 

 私にはもう一つ「恐怖心」という執着心があります。予想外のことが発生したら、パニッ

ク状態になりやすいのです。例えば、制限スピードより大幅に遅いスピードで運転したり、

高いところを怖がったりしましたが、修煉者としてどんなことも恐れず、自然に任せて従う

べきだと分かりました。言うのは簡単ですが、実際にやるととても難しいのです。数週間前

にも中間テストで忙しく、ほとんど煉功できませんでした。ある時、少し休憩しようと思い

目を閉じたら、血まみれの痩せた手が見えました。目を開き、私は心動じずに、再び目を閉

じて目の前の現像を排除しました。 

 修煉の中で、私が感じ取る変化はますます大きくなり、常に体が整えられたり、清められ

たりするのが感じられます。たぶん自分の体が敏感だからと思います。座禅の時に暖かい流

れが私の頭から足まで、また足から頭まで繰り返し流れるのを感じます。この間、私は 1人

で勉強をしている最中に、突然分けも分からず泣き出したので、お手洗へ行って咳をしまし

た。落ち着いてから鏡の中の自分を見ると、顔にも変化が起きたようで、初めて本当の自分

に向き合う感じでした。とても和やかで、微笑みがずっと口元に残り、こんな自分を見てと

ても気持ちがよくなりました。「君はどこから来たの？ ようやく君を見つけた…」とつぶ

やきました。 

 皆さんには分からないと思いますが、私には仲良しの双子の兄弟がおりますが、幼い頃か

ら一緒に遊び、一緒に勉強し、共通の友人がおり、共通の趣味がありました。昨年の夏に彼

は大学に進学しましたが、私は家に残りました。兄弟が離れていくのが現実になりましたが、

私は自分の修煉の道を歩まなければなりません。バリーの煉功場には古い学習者が少なく、

ほとんど新しい学習者ですので、質問された時には自分の理解が浅いか、あるいは確実でな

いために、私はある他の学習者にいつも答えさせていましたが、その人物が私のもう 1人の

双子の兄弟です。彼が家を離れることによって、私が人を頼る執着心を放下する時になった

と覚悟しました。そのためにある意味では嬉しかったのですが、いざ彼から離れると悲しく

てたまりませんでした。人を頼る感情は取り除くべきだとこの感情を無視して排除しよう

としましたが、どこかまだ不自然なものがあると感じました。それにしても私は必ずそれを

修煉によって放下しようと決意しました。私は大声で泣き出し、顔面が刺されたように痛く

感じましたが、不思議と心は穏やかでした。泣き終わると私は全身が軽くなり、涙と一緒に

その執着心も流れ出たのでしょう。現在は兄弟が実家に戻って来ても「あ、もう 1人の同修

が帰って来て、この週末には一緒に煉功ができる」と、ただそう思うようになり、私の気持

ちが以前とは変わりました。 

 私にはまだまだ多くの執着心があり、放下すべき悪い習慣もたくさんありますが、私は最

大限に力を尽くして、それらの執着心や悪習を取り除き、修煉の道を勇猛精進していきま

す！！ 
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『轉法輪』を学んで、人生の希望を取り戻す 

 私は 1992年に大学に合格し、その後公務員として働き始め、仕事も順調で、人生の前半

は順風満帆でした。しかし、世の中には思いもよらない異変が待ち構えていました。それは

前夫が私と 2 人の子供を捨て、さらに離婚後も、闇金融を通してお金を取り立てにきまし

た。そのため、私たち親子は常に恐怖にさらされていました。嫌がらせから逃れるために私

と子供たちは名前を変え、何度も引っ越しましたが、心身ともに限界に達し、家庭は崩壊寸

前でした。 

 毎晩のように眠れない日々が続き、私の心は抑え切れない怨みでいっぱいになりました。

最も信頼していた人に裏切られた私は完全に人間不信に陥り、恐怖におびえながら職場で

電話が鳴る度に緊張が走りました。ストレスの極限状態の生活が 2年も続いたあげく、最悪

なことに私に子宮頸がんが見つかりました。がんを宣告された私は最悪な結果を覚悟しま

したが、当時まだ小学 5年と 3年の子供たちが不憫で、もし責任感がなければ、たぶん自分

の人生を放棄していたと思います。 

 そんな暗い時期、私はあちこちの本屋を回って、心の苦しみを和らげてくれる書籍を探し

回りましたが、いずれの本もスッキリとした回答が得られませんでした。2005 年の年末に

手術した私は、翌年 4月に親戚や同僚の勧めで法輪大法を学び始めました。最初の体験は不

眠症や怖い夢を見なくなり、さらにドキドキしていた不安を感じることもなくなりました。

大法をより深く学ぶにつれ、私は次第に「情」に対する執着が少なくなり、度量も広くなり

ました。『轉法輪』の法理が分かるようになると、私の心の痛みや深い怨みが溶けていきま

した 

 法を得てから私の性格にも変化が現れ、以前のように子供たちに暴力を振るうことがな

くなり、仕事に対する心構えも大きく改善されました。例えば、残業手当について勤務先で

は祭日出勤の場合、お昼の時間も含めますが、私はそれを自ら差し引いて提出するようにな

りました。出張手当については片道 5 キロを超えた場合は 1 日 200 元、それ以下は 100 元

という基準でした。同僚たちはほとんど全て 200元申請していました。しかし私は正当でな

い利益はもらわず、規定の基準によって 100 元の場合は決して 200 元の申請を出しません

でした。 

 仕事の関係でよく出社することがありますが、以前は遅刻すると、出社したとか、タイム

カードを押し忘れたなどと言い逃れをしていましたが、現在は全くそのような不正なこと

はしません。ある日、用事があって 1分遅刻したとき、私は半日の休暇を申請し、そのまま

仕事をしました。以前は出社した後、職場に戻る途中で私用を済ませたり、あるいはそのま

ま帰宅したりしていましたが、修煉を始めてからは皆がしているから自分も従うのではな

く、より高い道徳基準で自分を律するようになりました。 

 私の職場では、上司の圧力に不満がある同僚たちがよく陰で悪口を言いますが、以前なら
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私も加わってよく批判したりしていました。しかし、現在の私は心が穏やかになり度量も大

きく広くなり、不平不満を言わず受け入れることができるようになり、以前のように人の陰

口を言って時間を無駄にすることがなくなりました。 

 また、日常生活の中で執着していた多くのことを少しずつ取り除くようになりました。例

えば、デパートでは PR のために何周年記念などで客にわずかな品物を配ることがよくあり

ます。以前はわざわざもらいに行きましたが、今では私だけでなく子供たちもそれらの記念

品をもらおうとしなくなりました。私と一緒に大法を学ぶ娘にも大きな変化がありました。

普段、私の前ではおとなしくて賢い娘が、まさか学校で同級生と喧嘩をするとは思いもしま

せんでした。しかし、ある時から子供弟子の体験談を読んだ娘は法を得てから同級生を罵っ

たり殴ったりすることをやめたと言いました。 

 心性が高まるにつれ、好きでない人や物事に対する考え方も変わり、包容力が大きくなり

私はめったに怒らなくなりました。例えば、買い物や飲食店で自分の利益が目の前で損なわ

れても、平気で受け入れ、どんな人にも笑顔で接することができるようになりました。 

 私にはもう一つの執着心、出世したい願望がありましたが、今ではそれら全てがその人の

「徳」との交換によるものだと分かってからは、無理して追い求めても自分の運命にないも

のや、もし出世できたとしてもそれと引き換えに失う大切なものがあることを知りました。

それは健康であったり、お金であったり、その他の災難と引き換えになることを知り、次第

にこれらのものを大事に思わなくなり、これらの執着心を捨てることができました。 

 以前、他の寺院の法門を学んだことがあり、いろんな道理を聞いたことがありますが、な

ぜかいつも心にしみ入りませんでした。他の寺院で聞く道理に対する理解と自分の行動が

別々で一致せず、実際の行為として日常生活に顕れることは全くありませんでした。しかし

法輪大法を学んでから 1年になる私は、自分の内からの変化をはっきりと感じています。心

の状態や考え方、それに行動までも以前のものとはまるきり違い、完全に浄化されて良くな

り向上しました。そして、多くのものに捉われていた執着心を捨てることの大切さが分かる

ようになりました。 

 幸せだった家庭が、あっという間に破壊された過去を思う度に、悲しみの涙が止まりませ

んでした。しかし『轉法輪』には次のように説かれています。「誰かに辛く当たられたりし

た場合は、たいてい次の二つの状況が考えられます。一つはおそらく前世にその人に対して

何か悪いことをしたのかも知れません。あなたは『どうしてわたしにこんなひどいことをす

るのだろう？』と言って心のバランスをくずすかも知れませんが、しかし、あなたはなぜ前

世でその人にあんなことをしたのですか？ 『あの時のことは知らない。現世は前世と関係

ない』とあなたは言うかも知れませんが、そういうわけにはいきません」  

 また、「元神は不滅だと考えています。もし元神が不滅なものならば、その人にはその人

の前世での社会活動があるかも知れません。そして、その人は前世の社会生活の中で、誰か
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に借りがあったかも知れません。あるいは誰かをいじめたことがあるかも知れません。ある

いはその他の悪いこと、例えば殺生などをしていたかも知れません。とすれば、それらに

よって、業力を造ってしまうことがあります」と説かれています。私はこれらの道理が書か

れた『轉法輪』を読み、学んでから、多くのこれまで苦しんできた理不尽なことも受け入れ

ることが出来るようになりました。今まで自分が遭遇した全てのことがこの法を得るため

ではないかと思いました。すると、考え方も変わっていき、これまでの困難や辛さも、なる

ほどと合点がいきました。そして、これらの困難を乗り越えることにより、素晴らしい転機

が訪れたと思えるようになりました。 

 『轉法輪』を学んで、「名・利・情」に対する執着心を放下できるようになると、周りの

物事の因縁関係をより明白に洞察することができ、実際に遭遇した難を解決でき、日常生活

に「真・善・忍」が反映されてきます。私にとって、「真」とは嘘を言わず、偽りのないこ

とであり、「善」とは相手の立場になって優しい心で人と接することであり、「忍」とは自

分の利益が損なわれたり、気に食わないことがあっても忍び、我慢することだと今では理解

しています。私はこれによって心性を大きく向上させました！  

 実は、「水を飲むと、その温度はおのずと分かる」と言われているように、法輪大法の素

晴らしさは自らの体験を通して学べば学んだだけ、よく分かるようになるはずです。法輪大

法を学んでいくにつれ、真の幸せを取り戻した私は、より多くの人々が私のように法輪功を

煉り、素晴らしい大法の本である『轉法輪』に出会い、学ぶことによって、健康と希望ある

人生を手に入れられるように強く願っています！ 
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正道からはずれ道を探し法輪功に出会い正道に立ち返る 

 彼が子供の頃、人類の苦しい生活を超越したすばらしい世界が存在することを、知らず知

らずのうちに信じていました。この世界に通じる精神的なエネルギーを探し続けましたが、

現実生活の中でケンカばかりをするチンピラになってしまい、もう少しで薬物依存症者の

回復施設に送られるところでした。現在、彼は明るく健康で、税関の職員をしています。彼

はどのようにして人生の危険な状態から抜け出し、真人間に生まれ変わったのでしょう

か？ 

 アルコールによる暴力に満ちた少年時代 

 マテウスさんは有能な少年で、手や体が敏捷（びんしょう）です。マテウスさんはいろい

ろなスポーツやその他、マラソン、武術が好きで、その中でも最も得意なのがムエタイ（格

闘技の一種で、発祥地はタイで、国技に指定され、両手、両肘、両脚、両膝の八カ所を用い

て相手と戦う）です。マテウスさんは熱心にトレーニングに励み、得意なムエタイでスト

イックに目標を決めて肉体を鍛えあげ、自分の肉体の改造を目にしてきました。 

 マテウスさんと弟と父親が住んでいる地区では、いつも暴力事件が発生していました。そ

の地区の雰囲気は、拳で自分を守ることに貫禄があり、値打ちがあるという考え方が一般的

でした。父親は幼い頃からマテウスさんに「侮辱を受けたら、必ず『目には目を』だぞ」と

教えました。しかしマテウスさんは「好きでケンカをするのではなく、弱い者を助けるとか、

誰かが危険な目に遭っているとか、自分を守るために手を出すべきだ」と考えていました。

ところが彼の思いとは裏腹に、街中でケンカをして殴り合いをする騒動は、彼の最も得意と

する分野でした。 

 マテウスさんは酒の味とタバコの味がとても嫌いでしたが、家では寝ても覚めてもモウ

モウとしたタバコの煙が立ち込め、地区全体がアルコール臭いのが普通でした。それは地区

全体の皆が現実逃避するための方法だったからです。彼はだんだんとタバコと酒をやり始

め、いやだと思っていましたがやめられませんでした。 

 他の世界を探す 

 マテウスさんは威勢を張ってすぐケンカするような堕落した生活の中でも、同時に精神

的に向上することを探し求めていました。大量の玄学の書籍を読み、東方の瞑想や武術、果

ては、幽体離脱経験などにおよび、怪しげな薬も使いました。しかし苦痛と不公平と偏見に

満ちている現実の中で、いつも途方に暮れていました。しかしそんな暮らしの中でも、本当

に素晴らしいと感じられる世界があることを確信していました。 

 しかしそれらの書物でも、マテウスさんの疑問は解決しませんでした。例えば、生命の意

義とは何なのか、なぜ人類は地球上に存在するのか、などでした。他の星も苦痛と不公平に

満ちているのか？ 気功と修煉の本当の目的は何か？ 境地を高める目的は何か？ なぜ
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悪人が権力を握るのか？ 古い文献や予言で「末法時期」に触れているが、これが起こる本

当の原因は何か、などでした。 

 表層の世界のベールをはがそうと決心し、いかなる代価も惜しまず、これらの問題の答え

を探し、それを最も重要なこととしました。すべての夢をパソコンに記録し、座禅した後、

どのように意識がはっきりしたか、意識の離脱の経験などを記録し、自らさまざまな薬を試

してみました。 

 マテウスさんはいつもインターネットで超能力関係の書籍を探していました。ある日イ

ンターネットの書店で、数百冊の本の中から偶然に本当にきれいな青色のカバーの表紙を

見て、すぐに注意を引かれました。インターネット上の読者の評価は「この本は根本から人

の考えを変えることができ、さらによくない嗜好を改めることができる」、そして「核心か

ら人の体を変え、昇華し、圓満成就できる」と言っていました。「これは自分がずっと探し

ていた本ではないのか？」。頭に電気のプラグがつながれたかのように、すぐに『轉法輪』

という本を購入しました。 

 しかし巻頭の「論語」を読み終わって、この本を置きました。なぜなら、自分の体がタバ

コや酒や様々な薬によって汚れていると感じ、この本を読むには値しないと、その時、感じ

たからです。 

 あらゆる試みを惜しまない 

 マテウスさんは精神領域を探索する実験を 1人でやり続け、超能力も体験しました。高い

知恵に富む生命に接触できることを期待し、この混乱した世界の中で自分を導いてくれる

人を探しました。いつも服用していた怪しげな薬の量はだんだんと増えていき、家族はとて

も心配し、友人たちは「やり過ぎだ」と注意するように促しました。マテウスさんの孤独感

は日増しに倍増し、何を言っても誰も信じてくれないし、理解してくれませんでした。その

日、いつもの量の 10倍の幻覚剤を飲みました。夜になって突然目が覚め、絶望で泣き叫び

ました。悲哀を感じ、もうこの悲惨な世界で生きていきたいとは思いませんでした。 

 マテウスさんは、そんな中でも『轉法輪』の本は静かに近くの本棚に置かれており、静か

で暖かな光に覆われていると感じました。さらに、自分は大きな慈悲の中に包まれていると

感じ、鋼鉄をも簡単に溶かす大きな慈悲の中で、次第に心に希望が湧いてきました。その時、

私のこの一生の一幕一幕が目の前に再現されました。それ（法輪功を学ぶこと）は自分がこ

の世に来た本当の目的であり、一生をかけて待っていたものだと気づき、思わず大声をあげ

て泣きました。大声で「もう眠ってはいられないぞ！ 法輪功を学んで、本当の家に帰るん

だ！」と叫びました。 

 その日の晩、多くのことを理解し、体と心の中のひと筋のよくない物質をはっきりと感じ、

そこには執着と捻じ曲がった観念も含まれていました。まさにその物質の存在が『轉法輪』

を読み続けることを妨害していました。 
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 マテウスさんは酒を飲み、たばこを吸い、覚せい剤を吸うという、常人と同じ自分の行為

を目にしました。もししっかりと修煉すれば、これらの物質は必ず捨てられるはずです。今

から法輪功を学ぼうという心からの願いが湧いてきました。 

 これらのよくない物質を先生が片付けてくださったのだと確信し、さらに、自分の体を浄

化してくださったのだと確信しました。そのことがわかったので、必ず厳粛に法輪功を学び、

どのように行うべきかを知るために、この『轉法輪』の本を読めば、きっとこれらのことが

わかるはずだと思いました。 

 次の日、マテウスさんは家族に「俺は今までの自分を改める。これまでの薬を全部止めて、

いい息子になる」と宣言しました。その年、マテウスさんは 19歳でした。 

 体が元に戻り、法輪功の不思議な力を体得する 

 本当に法輪功を学び始めてから、体に大きな変化が現れました。最初は重い風邪の症状で

した。ずっしりと重く感じ、めまいがし、目もよく見えませんでした。何も食べられず、全

身の骨がひどく痛みました。しかし心の中は落ち着いていて、これは非常に良いことだ、先

生は私に関わり体を清めてくださっている、本当に法輪功を学ぶための準備をするためだ

とわかっていました。それから 8日目に、マテウスさんは基本的にぼうっとした状態になり

ました。幸いにもゆっくり這いながらトイレに行く気力があり、トイレから戻ってきてベッ

ドに這い上がりると、また、ぼうっとした状態の中で奇妙なことが起きました。 

 ある時、夢の中で体が空中に浮いており、全身に数百本の電線がからみつき、非常に複雑

な機械に繋がっていました。そして見る影もなく壊れ果てた私の体のすべてのツボと体の

各カ所に、コードが繋がっていました。この「機械」は最もミクロな表面で私の体を修復し、

よくない物質を取り除き、新しく体のパーツを組み立て、エネルギーを補充していました。 

 十数個のミクロにある法輪が私の体の基礎部分を修復しているのが見え、中から外に向

かって全身を貫通しました。体が巨大な宇宙体系のように感じ、巨大な空間で、無数の空間

がびっしりと充満していました。そのすべてが壮観で不思議でした。 

 巨大な業力とよくない観念が、次々と体から離れていくのをマテウスさんは毎日感じ、体

がどんどん軽くなっていくのを感じました。この時、マテウスさんは赤ん坊のように泣き、

心の中で「法輪功を学ぶぞ、今度こそ、法輪功を学ぶぞ」と大声で叫びました。マテウスさ

んは何度も灌頂を受けているのを感じました。マテウスさんはその感覚について「『巨大な

慈悲』を感じ、高密度のエネルギーと高い知恵に富む物質が頭から体の中に入ってきました。

知恵が体の中に広がるのを感じ、体の中から外までさわやかで清らかに感じました」と語り

ました。 

 その時マテウスさんはまだ少年で、顔には多くの丘疹（きゅうしん・直径 1cm以下の皮膚

の隆起で、発疹の一つ）がありました。法輪功を学び始めると、皮膚が治り始め、丘疹は自

然に消えました。 
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 良い人になり生活が軌道に乗る 

 マテウスさんはむさぼるように何回も何回も繰り返し『轉法輪』を通読し、心から望んで

いた物に出会ったかのようでした。マテウスさんはこの本はどのように良い人になるのか

を教え、さらに良い人になるかを教えている、さらにこの上ない境地にまで向上することが

でき、出家せず世の中から離れず、普通の生活の中で自分を向上させ、どのように最終的に

覚者になるのかを教えていると、はっきりと認識できました。 

 マテウスさんはポーランドの法輪功を学ぶ他の人にも会い、その人たちが法輪功を学ん

だ経験を学んで参考にしました。また、法輪功の「真・善・忍」の法理を、どのように自分

の生活のあらゆる面に溶け込ませてゆくのかが、少しずつわかってきました。 

 マテウスさんは両親の家を出て、グリヴィツェを離れ、ポーランドの首都へ行きました。

私は自分の生活に責任を持ち、両親に負担をかけたくありませんでした。そのため独学で英

語を学び、空港で税関の職員になりました。そして、この活力に満ちたアップテンポな環境

の中で、文化の背景の異なった人達に毎日会うことができ、彼らを助けることができること

がとてもうれしく思い、日々税関の職員として誠意と真心をもって対応しているといいま

す。 

 法輪功を学んで、マテウスさんのトラブルに対処する方法は完全に変わりました。すべて

のトラブルで私は業を償っており、トラブルは自分を向上させることができる良い方法で

もあります。例えば数日前、上司が理由もなく私を怒り、彼女は本気で怒り大声で当たり散

らしました。その時に絶対に感情的にならず、冷静であるように自分に言い聞かせました。

私は微笑みを浮かべて彼女と冷静に話をし、彼女を理解するよう努力しました。すると、彼

女はすぐに態度を改め怒らなくなりました。私は思うのですが、その時、私は業を償わなけ

ればならなかったので、こんなことになったのだろうと思いました。 

 法輪功は良い人になるように教え、さらに良い人になるように教え、物事を量る明確な基

準がそこにはあります。深い善念を持つように求められ、さらに穏やかであるように求めら

れます。8年間法輪功を学ぶ過程で、善の力とその状態を体験し、会得しました。しかし多

くの努力をして、やっとこの方面で法輪功をしっかりと学ぶことができるのです。 

 法輪功でかつて正道から外れた私のような生命が、心を修めた良い人間に変わりました。 
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法輪功を学び、利益だけを追求する心を修める 

 私はバス会社の運転手です。1994年 10月、ある法輪功学習者の家で『法輪功』（改訂本）

と李洪志先生の済南での説法の録音テープをもらい、家に帰って繰り返して読んだり聞い

たりしました。師父のお言葉は私の心に沁み渡り、特に「真・善・忍」は宇宙の特性であり、

心を修めることこそ修煉であり、そしていかに超常的な人間になるかなどの論述が、私の今

までの疑問を一気に解決してくれました。法を得ることはなんと幸運なことでしょう。師父

が私に修煉の道を導かれました。 

 運転手の仕事は常に外を走り、大半の時間は車内で過ごすことになります。師父は「あな

たが法輪大法を修煉するならば、あなたが我々のこの大法の中で修煉したければ、あなたは

法を学ばなければなりません。ただ動作を煉るだけではわれわれは認められません」（『法輪

大法義解』）と説かれています。私は師父のお言葉をしっかり覚えるために、運転して終点

に着くと、ほんのわずかな時間を利用して師父の本『轉法輪』を読んだり、暗記したりしま

した。時には 1段落を暗記するために寝る時間を削るなどして、しっかりと覚えるまで頑張

りました。 

 師父は「実は功というものは煉によって得るものではなく、修によって得るものです。多

くの人は功の伸びを追求して、煉功のやり方にばかり気を使い、いかに修煉するかを重視し

ていませんが、実は功はまったく心性の修煉によって得るものなのです」（『轉法輪』） と説

かれています。師父のこの教えに従って、私は常に複雑な環境の中で自分の良くない心を取

り除き、煉功者の基準で自分を厳しく律するようにしています。会社で同僚たちがやりたく

ない仕事や何も儲からない仕事があった場合に、リーダーはほとんど私にこれらをさせま

すが、私はいつも文句を言わずに受け入れました。苦しみをなめることや損を蒙ることで、

そこでどう対処するかが修煉であり、日常のいろいろな厄介なことに、どう対応するかが修

煉であり、心性を向上させる良い機会だととらえているからです。 

 ある日、途中で降りる乗客がいて、若者の前でバスを止めました。乗客が降りた後、私は

ゆっくりバスを動かしましたが、その若者の手がバスの車体を掴んでいるのを見落としま

した。怒った彼はいきなりドアのガラスを打ち破って、罵声を浴びせながらバスに乗り込み、

乗客全員の前で運転席にいる私を 3 回強く蹴りました。人の前で蹴られて面目を失った私

は本当にやり返したかったのですが、「殴られても殴り返さず、罵られてもやり返さない」

（『轉法輪』）という師父の教えを思い出しました。自分は煉功者だ、超常な理で律するべき

だと思い、じっと我慢しました。当時、車内にいる乗客は我慢し続ける私を不思議に思う人

もいたかもしれませんが、常人には理解しがたいに違いありません！ 

 私のバス会社の経営方針は請負制ですので、乗客を多く確保すればするほど利益につな

がります。毎日お金のために競い合う環境の中で、人々はお金に執着することを当たり前だ

と思っています。1995年 1月 20日、私が車内を清掃している時に、4万 7000元の銀行小切
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手 1枚を拾いました。落とし主は連雲港のある会社の人でした。おそらく前日の夜行バスで

落とし、本人はまだ気づいてないのかもしれません。落とし主は大事なものをなくしてしま

い、どんなにか焦っていることでしょう。私は修煉者として人のことを優先して考えるべき

だと思い、会社を通じて落とし主に連絡しました。相手の人は感激のあまり、どうしても謝

礼をしたいと申し出ましたが固く断りました。金銭的な誘惑の前で心が動じませんでした。

一つの試練を乗り越えた後、全身が軽くなったように感じました。 

 師父はこのように説かれました。「あなたに一つの真理をお教えしましょう。絶えず執着

心を取り除くことこそ人間の修煉の過程のすべてです」（『轉法輪』） 心性が高くなるにつれ

て、より大きな試練が現れました。前と同じ年の 2月 12日の午後、バスを会社に回送して

清掃している最中に、座席に置かれた一つのカバンを見つけました。開けて見たら、なんと

現金がびっしり詰め込まれていて、少なくても 1万元ぐらいあったと思います。今回は小切

手ではなく、目の前に全部すぐに使える現金だったので、とても大きな誘惑でした。しかし、

私は「真・善・忍」を修める大法弟子であり、善人は慈悲心が常にあり修煉者なので、落と

し主を待って返そうと決めました。私は車内で待ち続けて 40分ぐらい過ぎた頃に、30代の

女性が急いで走って来ました。落とし主であることを確認した上で、大金の入った重いカバ

ンを彼女に返しました。落とし主は私に自分は地域病院で勤務しており、カバンの中には 1

万 2000元が入っていると言って、ひとくくりの札束を私に差し出しました。「私は法輪大法

の修煉者です。本当に感謝したいのなら、李洪志先生に感謝してください。先生が私にこの

ようにするよう教えてくださいました」と言って、謝礼のお金を受け取りませんでした。 
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反抗的な女の子が楽観的な青年に 

 「大法（法輪功）にもしも出合わなかったら、私はきっと鉄の鎖につながれ、刑務所に入

所していたことでしょう」と若い女性のナタリーさんは優しく、穏やかに話し出しました。

「その頃、私は 15～6歳でもうすでに酒を飲み、タバコを吸い初め、世間体のことなど、何

も気にかけませんでした」と、ケルン市中心にある上品な珈琲店で、ナタリーさんは明るい

声で、在りし日の自分の苦しかった青少年時代を思い返しました。 

 私はかつて、逆らっているばかりの反抗的な女の子でした 

 私はドイツ中部の片親の家庭で生まれ、母親 1 人で私と兄の 2 人を育て上げました。母

は子供達にできるだけ良い環境を与えるために、数回も引っ越して頻繁に学校を変え、引っ

越しは私の成績に明らかに影響をもたらしました。13～4歳の頃にはもう勉強にきつさを感

じ、登校時間になるともう学校に行きたくなくなり、無断欠席を始めました。母親は一時期、

そんな私を里子に出さざるを得ませんでした。私は早々に学校をやめて、仕事を探しに出か

けました。15～6歳の頃には生活状態も荒れ初め、希望も目標もなく、無味乾燥な毎日を送っ

ていました。 

 小さい頃から父親の保護がなかった私は、なおさら自分の「強さ」を顕示したがりました。

その頃の私は鼻輪をして唇にはリングをつけ、男の子の格好をして短髪の毛も今日は青色

にし、明日は緑に染め変え、そして、鶏の群の中の一羽の鶴のように背丈の高い私は、ひと

きわ周囲から目立ちました。「私は自分が強いと思い、これを表したかったのですが、実は

心の中はいつも不安で、周りの人が常に自分を傷つけるのではないかと感じていました。と

ても小さい頃から家庭内暴力の現場を見たことがあり、自分の身に起こることを怖がって

いました。特に男性から暴力行為を受けることを心配していました。そして、この世では安

全な所がないと感じていました」 

 人生にはやはり意義がある 

 1 人で同じ所を行き来する生活の中で、私は考えることを止めたことがありません。「私

は常に自分の生活はなぜこうなのかと自問しました。生命の存在意義と過程はいったい何

のためでしょうか？ 苦しみと挫折だけが生命の全てだと思いません。必ず原因があるは

ずです。この点をとても確信していました」。これはさすがにすぐ答えが出る問題ではあり

ませんでした。 

 私は余暇の時間を利用して、ネットで生命の起源と帰する所に関して探し始めました。

2010 年 4 月末に、ネット上で偶然にも法輪大法のホームページを開き、それを見て非常に

驚きました。「どこから来た勇気で、この人達はこのように残酷な迫害に立ち向かうことが

出来たのでしょうか？ どのような人達がこのような勇気と力があって、こんなにも残酷

な状況下でも信仰を堅持しているのでしょうか？ 私にはとても想像が出来ませんでした」 
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 母親がパソコンを使わない隙に、私は一刻もじっとしていられなくなって、ネットで『法

輪功』という本を探し、読み終わった後は、続けて『轉法輪』（法輪功の主著）を読みまし

た。「私がずっと探していたのは正にこれだわ！」と思いました。そして謎が解け、全てに

意義があるように感じました。私はすぐに自分が何を見つけたのかが分かりました。そんな

興奮と言いようのない幸運は言葉では表現できませんでした。 

 私はこの時、真・善・忍に従って良い人になるべきであることがはっきりと分かりました。

これこそが生命の本来の意義です。大法を知る前には良い人になることなど考えたことが

ありませんでした。多くの同年代の人達と同じように、良い人になることを目標にし、努力

することなど全く価値がないものと思っていました。なぜなら、そこから私が得られるモノ

がなく、したがって、このような問題を考えるのは、ほぼ意義がないと思っていたからです。

自分が少なくとも心が悪い人ではないと思っていたので、私はこれで十分でした。 

 以前、私は今の多くの人と同じく、次のように思っていました。「人は生きて仕事をして

金を稼ぎ、消費するにすぎないものである。生活は容易ではなく多く費やしても、必ずしも

それ相応の報いがあるとは言えない。他人を助けても必ず良い結果があるわけでもなく、一

生苦労して頑張ってきたのに、他人が自分より良い生活をしている場合だってある」 

 しかし法輪大法を学んでからは、違う考えを持つようになりました。「大法」を通じて私

は一人一人の生命の過程、この全てに意義があることが分かりました。人は正に良い人にな

るべきで、生活の苦しみには全て原因があることがわかりました。 

 楽しくて健康な人生の始まり 

 それは宝くじに当たったよりも最高に幸運なことでした。宝くじに当たると、その時だけ

興奮し楽しいのですが、それとは違い、全てに意義があるように感じました。人間として生

命の生きる意義が見つかり、心の圧力は跡形も無く消え去り、この上なく気楽に感じました。

そして、人間としての本当の意義があるとつくづく感じました。多くの人も同じ問題を考え

たことがあるはずです。しかし月日が経つにつれて生活の雑事に疲れ、問題の答えを探し続

けませんでした。私達はみな社会から教えられた「人は良い生活をするために生きており、

いろんな享受を追求して、満足感を満たすべきだ」ということを、これまでは受け入れてい

ました。しかしこれは間違いで、法輪大法だけが本物であることが真に分かりました。「真・

善・忍」の 3文字が、確かな答えでした。私は「真・善・忍」に従って生きる人になりたい

と、心の底から思いました。 

 心の中に生活の明るい灯がともる 

 法輪大法の理念は私に生活の指導を与え、あれやこれやと要求する人がいなくても、自分

自身が心から「真・善・忍」に従って行動したいと思うようになりました。このように努力

する時、私は心から発する一種の大きな満足感を感じました。 

 生活に対しても私はこれまでとは違った態度を取ることができました。他人が私に不公
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平である時も、だんだんと怒らなくなりました。ある時、知人が私が誰々を罵ったと事実で

ないことを言い、親友や周りの全ての人との関係に水を差しました。私はこれが自分の心性

に対する試練だと分かっていましたので、あまり気にしませんでした。私はもしかしたら、

その知人が心で私のことをとても怒っていたために、理智を失ったのかもしれないと思い、

知人に対して同情しかありませんでした。昔の私なら、必ずその知人と真っ向から論争し、

絶対にそのままでは終わらせなかったことでしょう。しかしその時の私は非常に冷静で、自

分がこのように対応したことをとても嬉しく思いました。 

 生活に対する態度の変化によって私は楽観的で明るくなりました。以前の私は他人の災

禍を喜び、他の人が恥をさらしたり運が悪かったりすると、ハハッと大いに笑いました。他

の人が不運にも良くないことに遭うと私は面白いと思いました。他人がケンカをすると、他

の人も不運な目に遭うのだと私は喜びました。大法を修煉してからは、このようなマイナス

的な思考と気持ちが段々と少なくなりました。家事をする時、これはやるけれどあれはやら

ないということをしなくなり、仕事をする時にも選ばなくなりました。他人が私に良く接し

なくても、私は他人に優しく接し対応しました。自分が窮地に置かれても、心の中では物事

が良い方向に向かうと確信できるようになりました。これは今までになかった感覚で、私は

楽観的で本当に明るくなりました。 

 他人との接触から親戚関係や友情、安心感を感じる 

 人として生きる意義が分かってくると、家族と友達に対する私の心境も昔と大いに変わ

りました。以前私は何に対してもあまり関心を持ちませんでした。今の私は家族と共に喜ん

で一緒に食事をし、出かけて行き、散歩をしたり、また母親と喜怒哀楽を分かち合っていま

す。母親は親戚や友達が集まった時に、「娘は法輪功を学んでから、反抗的などうしようも

ない女の子から、責任感が強くて常に義務を果たす素晴らしい青年に成長しましたよ」と

言って褒めてくれ、私の変化を非常に喜んでくれています。 

 一方私も、友達に対して話をする時には昔のように自己中心な話をせず、他人の話も聞け

るようになり、他人と話し合えるようになりました。友達との付き合い方は昔のように、一

緒にお酒を飲んで刺激し合う関係ではなくなりました。昔のような友人関係は、実はとても

固い友情を基にしていないことがわかるようにりました。変わった後の自分はもっと深く

て固い友情を得ました。煉功する者がいれば、そうではない人もいます。今付き合っている

友達は基本的に自分の生活のレベルにだけ気を使い、いかにより健康的な生活を維持し、守

るかを考えるタイプの人達です。 

 大法の師父に対する感謝の気持ちでいっぱいの自分 

 人々は常に「相は心から生じる」と言います。心の変化によって私の外見も大きく変わり

ました。今の私には昔のような周囲に対する怖さは微塵（みじん）もありません。私ができ

る限り「真・善・忍」に従って行動する時、常に師父のご加護を感じます。自分をわざと男
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か女かわからない中性的で、目立つような格好にする必要もなくなりました。私は今とても

自然な自分、爽やかで気持ちの良い自然な自分になれたことを実感しています。そして、私

は自分の女性的な特性を素直に受け入れています。 

 自分の成長した物語を述べていく中で、小さい頃の不快さはすでにとても薄れていきま

した。言葉から伝わってきたものは楽観的な考え方と自信でした。今、私は大法の師父の慈

悲深さを身体全身に感じ、心には無限の感謝の気持ちでいっぱいです。法輪功に出会ったそ

の時から、大法（師父）に自分は受け入れられたように感じました。自分が過去どうであれ、

関係なく受け入れられたと深く感じました。過去の私は、大きな慈悲を感じたことすらあり

ませんでした。このような拙（つたな）い私の全てをすぐに受け入れ、加持され、それはあ

たかも父親が私の手を引きながら、「さあ、迷っておらず、こちらへ来て、私達と一緒に成

長していこう」と促されいているかのような感覚と同じです。日々、私の心は落ちつきを取

り戻しており、大きな安心感の中にあります。 

 私は自分が 7 年前（2010 年）に真の法、真の道に出会ったことを非常にうれしく思って

います。大法に出会わなかったら、今の私は無く、まだこの世にいるかどうかも分かりませ

ん！ 私の師父に対するこのご恩と感謝の気持ちは、言葉ではとてもとても言い表せない

ほど有り難く、素晴らしいものです！！ 
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スペイン人男性「法輪功は苦痛に満ちた人生を変えた」 

 眼の前にいるこの男性は笑顔がとても素敵で、人を手助けることが好きな、明るくて情熱

的なスペイン人のデビッド・ロハスさんです。彼の友人達でさえ、かつて彼がこのような苦

痛に満ちた経歴の持ち主であったとは、誰も想像できなかったそうです。 

 心身の苦痛に苦しめられ あちこちへ良薬を探し回る 

 かつての彼はマドリッドで理想的な仕事を持ち、良い友人や素敵なガールフレンドがい

ました。しかし彼は心の中で多くの苦痛を感じ、生きていく気力さえなくなり、一切の事を

無意味に感じていました。彼は酒を飲むことで自分を麻痺させ、他の全ての事に無関心にな

りました。彼はすべてを捨て、スペイン南部のセビリアの実家に戻りましたが、依然として

好転の兆しはなく海辺にある一軒の家に引っ越して、人と社会との付き合いを断絶して暮

らそうと考えていました。その海辺は冬になると訪れる人など誰もいませんでした。 

 デビッドさんはネットで精神力を鍛える方法や各種の宗教を含め、ほかにもヨガやダイ

エットに至るまで、生命の意義を探し求め、あらゆる方面を調べていました。しかしさらに

不幸な事に、彼は背中の激痛で苦しんでいました。そのために毎日の睡眠は 4 時間以内でし

た。その上、たった 10分しか立つことができず、それ以上立つと脚は焼けて熱くなり、針

で刺されたように痛みました。彼は背中と足の痛みを和らげるために、夜の暗闇の中を歩き

続け病院で診察した結果、椎間板ヘルニアと坐骨神経痛であると診断されました。強い鎮痛

剤で痛みを抑えることはできますが、完治することはできず、一生この痛みと付き合わなけ

ればならないと、医者に言われました。その結果はデビッドさんが望むものではなく、彼は

自ら良薬を求めて探し回りました。 

 彼は太極拳とヨガが頭に浮かびましたが、彼の友人は気功の方が効果的だと教えてくれ

ました。彼は自分の殻の中に閉じこもると同時に、ネットであるゆる可能性を探しました。

彼はネットで探しては試して失望する中で、いろいろと試しては失望することを繰り返し

ていました。彼は椅子に座ることさえ困難な状況でしたが、以前にネットで法輪功を見かけ

たことがあることを思い出しました。 

 長年の疾病がたったの 2週間で完治する 

 デビッドさんは法輪功のホームページを開き、まず驚いたことはすべての資料や煉功を

教えるビデオが無償でダウンロードできることでした。初めはとても信じられなかったと

いいます。今まで試した気功はすべて有料だったからです。彼は法輪功の煉功を教えるビデ

オを見ながら煉功を学び『轉法輪』を読むことを毎日欠かさず続けました。彼が第 2式の功

法を煉功している時、痛みはありましたが、長く煉功すればするほど終った時の気持ちの良

さを強く感じていました。そして嬉しいことに、煉功した日は背中の激痛に苦しめられるこ

とが少なく、段々と痛みがなくなっていきました。そして彼は煉功時間を徐々に増やしてい
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き、第 2 式の功法は 30 分なのですが、2 時間まで長く伸ばして煉功したことで、身体の痛

みが取れ、さらに心地よくなりました。そして、夜眠れない時は李洪志先生の説法を聴いて

過ごしました。 

 その当時、無神論者だったデビッドさんは見たこと、経験したことを全部信じていません

でしたが、しかし彼は自分が、良い方向へ変わり始めていることに気づいていました。例え

ば、彼の背中が真直ぐ伸ばせるようになると、法輪功は良い功法であることが確信すること

ができましたので、休むことなく煉功を毎日続けました。煉功して 2週間後のある朝、彼は

起き上がり大変驚きました。背中のあの激痛が奇跡が起きたように消え去っていました！ 

彼は独房のような誰もいない寂しい我が家を見渡しながら、「私はここで何をしているの

か？」と、自分に問いかけました。この日の内にすぐ彼は友人に頼んで、実家に引っ越しま

した。 

 怨恨心を取り除き 平穏な心で人に接するようになる  

 実家に戻った彼は過去の長い歳月の中で、強烈な憤りや恨みにより、心の狭い人間になっ

ていました。彼は学法や煉功を通してこのような良くない心が薄れ、弱まっていることに気

付きました。そして、大法を修煉するようになってから、師父の説かれた法理から学んだこ

とは、まず先に自分のことではなく、他人のために何事も考え、他人の角度で物事をみるこ

とでした。トラブルに遭った時は外ではなく、自分の内に向けて探すようにと教えられ、だ

から私はトラブルの原因を内に向けて探すようになったと、デビッドさんは言います。 

 さらに、以前の私は独断専行して物事を行い、時間や場所を考えずに行いたいときに行い、

自分のことしか考えていませんでした。しかし修煉するようになってから実家に戻り、家族

のことを考えるようになりました。すると、今まで家族を恨んでいたことが分かりました。

修煉のおかげでこれらの怨む心がなくなると、心は平穏になり、愉快になり、別人になった

ように感じました。 

 営業の仕事を始めたデビッドさんは同僚と営業に出かけた際に、同僚の話よりも自分の

話の方が正しいと思い込み、心の中で私の話の方が正しと繰り返していました。しかしその

時「いつも自分が正しいと強調する人がおり、あなたが正しいのであって、間違っていませ

んが、それはどういう意味があるのでしょうか？ 法に対する認識が高まったのでしょう

か？ 人心をもって正しいかどうかを強調すること自体が間違っています」（『各地での説

法十』「マンハッタン説法」） と説かれた師父の説法を思い出しました。私は修煉者なの

で他人のことを先に考えて手助けして、善をもって他人に接しなければならない。仕事の中

で責任をお互いに担い、怒ったりしてはならないし、このことは私に対する試練だと思い、

心を平静に保てるかどうかを試されており、また、自分の心性を高めるために設けられた試

練だと思ったというのです。 

 彼は自分の心や情緒をコントロールするのはとても難しいことですが、幸いなことに私
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は修煉者で法を学び煉功をしています。いかにして自然に身を任せるかが大切で、譲り合う

ことを学びんできました。すると、自己中心的な考え方は次第に淡泊になりました。私は以

前と違ってこれらのことが出来た時、感動して目頭が熱くなり、頭脳明晰となり、マイナス

的な考え方をすべて排除しました。私は心を正しく保つように心がけ、直面したことに善で

対処し、自我を放下しました。あとでわかったことですが、実は私の同僚も力を尽くして彼

なりに懸命にやっているので、彼の行うことも尊重すべきであるとわかりました。 

  今日までデビッドさんは 2 年 6 カ月の間修煉してきました。彼がこの間、深く感じた

ことは、法輪功は恨みや憎しみに満ちていた彼の思いや考え方を変えました。他人を思いや

れるようになり、楽観的になり、周囲と同調できる彼に変えました。「煉功してから私に根

本から変化が起きました。修煉とは自分を律し、自分を根本から他人のために考える人間に

変え、心の奥底から変えることです。そして、師父がおっしゃったように、返本帰真するこ

とです。法輪功は私に新たな人生を下さり、さらに善い人になることを教えて下さいました」

と、デビッドさんは今まで歩んできた人生を振り返りました。 
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法輪大法は私の一家を救った 

 私の母は精神に問題があり、周り人は母のことを「知的障がい者」だと言っています。父

は賢くて働き者ですが、家は貧しく、両目を失明した祖母も一緒に住んでいます。父は 30

歳の時、知的障害の母と結婚しました。 

 私の記憶では、私が 5〜6歳の時、近所の子供たちは私と遊ぶのを嫌がり、私を見かける

と遠ざかり「あなたとは一緒に遊ばない」と言っていました。遊び相手がいないため、何時

も祖母と遊んでいました。小学生になって、周りの子はみんな新しい綺麗な服を着ているの

に、夏にもかかわらず私は春の服を着せられ、暑いので袖を巻き上げて半袖にしていました。 

 母はお金の使い方が分からないため、家事はすべてが父がしていました。父は毎日忙し過

ぎて私にかまってくれる時間はありません。正月になると新しい服を一枚買ってくれます

が、普段は他人から古着をもらっていました。父はかんしゃく持ちなので、お金を頂戴とも

言えず、お金もないので放課後友達が買った飴玉や、アイスクリームなどを一口わけてくれ

たりしていました。周りの子供たちは私の目の前で母を侮辱し、罵り、石を投げつけました。

そのため私は内向的な性格になり、なぜこの家に生まれてきたのかといつも考えていまし

た。 

 ほかの子にとっては母の愛情は当たり前ですが、しかし私にとっては適わない夢にしか

過ぎませんでした。幼い私の心がもっとも傷ついたことは、父は母のすることが気にいらな

い時、毎日のように喧嘩していました。母が間違ったことをすると、父は罵声を浴びせ、気

がすまない時は暴力を振い、軽く殴られている時は、母は泣きじゃくり、酷く殴られている

時は、家出をしていました。父は無視していたので、幼い私は夜道を恐れながら母を探して

いました。時には母が家を出るとき一緒に行き、しばらく一緒に歩き、家に戻るよう説得し

ていました。 

 ある時、母が家出するとき一緒に行くことを止められ、母は夜道に迷い、一晩中さまよっ

ていました。翌日、善良な人に家まで送ってもらいました。私は幼いころからこのような家

庭環境の中で育てられてきたので、幸せとは何かが分かりませんでした。私の運命はなぜこ

んなに苦しいのかといつも考えていました。 

 喜びは天から舞い降りてきました！ 私が 12 歳の時、父は法輪大法を学び始めました。

以後、大きな変化が起きました。その当時は、法輪大法についてよく分からなかったのです

が、しかし父の変化を見て、良い功法だと理解していました。 

 父は煉功を始めてから酒やたばこを止めることができました。母方の叔父さんは「父が酒

を止めることができれば、自分はご飯を食べるのを止める」といつも言っていました。父は

いつも酒を飲んでいて、大酒飲みだと村で有名になっていました。しかし法輪大法を学んだ

父は、すぐに酒を止め、20年来一滴も口にしていません。 
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 最も嬉しかったことは、両親の喧嘩が減り、父がたまに愚痴を言うと、母が「あなたは修

煉者でしょう？」と言い、父はすぐに「そうだ！ 忍をしなければ、善でなければ、もうあ

なたと言い争わないよ」と言っていました。 

 この時から私の家庭は楽しくなり、法輪大法が父を変え、私たちの家庭を変え、私に家庭

の温かさを体得させ、家庭の笑い声がどれほど暖かいかを分からせてくださいました。 

 父の変化を見て、私も父と一緒に法輪大法を学び始めました。 

 大法の書籍を通読することで、法輪大法は「真・善・忍」に基づいて、真実を語り、嘘偽

りのないことを行い、人を騙さない、どんな人に対しても善をもって接し、不公平なことに

遭っても忍耐し、他人のことを優先に考え、私利私欲をなくすことだと分かりました。私は

この原則に基づいて実行し、善良で優しく、みんなに尊敬される少女になれるように努力し

てきました。また、勉強も努力した結果、成績も上がり、多くの賞状もいただき、先生から

も褒められ「皆さんのお手本ですね」と言われました。 

 法輪大法は、内向的で醜いアヒルのような私を、とても楽観的で美しい白鳥のように変え

て下さいました。私は心の曇りが取り除かれ、太陽のように輝く少女になりました。 

 12 歳の時から法輪功を学んできて、真・善・忍の法理が心の奥底まで入り込み、私生活

の隅々まで浸透しています。どんな人に対してもどんなことを行うにしても「真・善・忍」

の法理に従って行い、善をもって他人に接し、まずは他人のことを優先に考えるようにして

います。 

 今は農村を離れて、都会に嫁ぎ、仕事をして子供にも恵まれ、車もマンションもあります。

修煉を支持してくれる主人と、実母のように可愛がってくれる姑がいます。私が実家に戻っ

たとき「見てごらん！ どこのお嬢さんでしょうね（意味しているのは、知的障がい者の母

親が優秀な娘を生んだ）」と村人が話していました。私を見下していた幼なじみも、現在の

私の生活を羨ましがっています。 

 これらのすべては、私が法輪大法を学んで得られた福報であり、法輪大法の救いがなけれ

ば、今の明るい私はいません。 李洪志先生、私は弟子になれたことを誇りに思い、教えを

永遠に遵守し、真・善・忍をもって自分の一言一行を律し、すべての人々に「法輪大法は素

晴らしい！ 真・善・忍は素晴らしい！」ということを伝えます。 
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ならず者が大法に出会って生まれ変わる 

 私は今年 21 歳です。豊かではありませんでしたが、衣食には困らない家庭で、親からの深い愛

情を受けて成長しました。 しかし私は小さい頃から学校に行く気がなく、4 年生の時はすでに悪に

手を染め、先生に暴力をふるい、集団で喧嘩をし、警察官を殴り、親や先生が繰り返し注意しても

何の効果もありませんでした。その後はあっさりと退学し、勉強もせず、街の一部の不良少年達と長

い間外でぶらぶらしていました。至る所で盗み、強奪、恐喝などの悪事をやり尽くし、広く名を知ら

れた不良少年になりました。ある時、真夜中に建物に登り、部屋に入って窃盗をする途中で転落し、

足を骨折しました。治療期間中、足がまだ良くならず、歩くことさえ大変なのに、また仲間達に支え

られながらオートバイを盗みに行き、続けて悪事を働きました。本当に何度言われても改めず、罪

深い人間でした。 

 1995 年旧暦の 4 月 8 日、法輪功を修める弟子達が修煉交流会を開き、私は誘われて参加

しました。私を誘ったのは私に恨みを持ち、長年付き合わなかった友人のお父さん（法輪功

修煉者）でした。会場での修煉者一人一人の発言は、私の孤独で汚い心を震撼させました。

私は聞けば聞くほど震え、聞けば聞くほど後悔し、自分が過去にしてきた全てを後悔しまし

た。私は初めてこのように大きな道理を聞きました。私は自分で働かず欲しい物を手に入れ

ていましたが、それは極めて貴重な「徳」を失い、いつか必ず償わなければならない業力と

交換していたのです。自分で自分の身に業力などの黒い物質を招き、私は何が何だか訳が分

からないまま悪事を働きながら、自分なりに腕がいいと思っていました。まさに罪悪の深淵

で彷徨っていたのです。縁があって法輪功に出会わなければ、私はもっと深く堕ちてしまい、

どうにも救いようがなくなり、自ら抜け出すことができなくなっていたでしょう。 

 法輪功は私を目覚めさせ、私は社会に有益な良い若者、宇宙の特性である「真・善・忍」

に従う良い人になろうと決心しました。私は古い修煉者の助けの下で、真面目に学法を始め

ました。私は小学 4年生の教育程度しかなく、実は 4年生のレベルにも達せず、100の文字

も知りませんでした。先生のこの奥深い超常的な大法を完全に深く理解するのは難しかっ

たのです。当時は本もなく、同修から借りて読みながら、 1文字ずつ真面目に写しました。

写すことを通じて私の乱れた心は段々清浄になり、大法を少し認識し、理解ができ、それに

照らして、絶えず認識を高め、法に基づいて絶えず頑張りました。それからの私にとって学

法と煉功は毎日欠かすことのできないものになりました。数カ月で私は先生の全ての著作

を写し終えました。全部で分厚い 3冊になりました。筆跡はよろめいたような字から次第に

きれいになり、写すほど心が明るくなってきました。私は先生のおっしゃった「法を学びて

法を得る 比して学び比して修す 事々対照し 做すところ到るは是れ修なり」の教えを

守り、真に修める弟子になりました。 

 誤った道を歩み続けないように、私は以前付き合っていた悪友達とは関係を断ち切ろう

と決心しました。彼らが来て私に悪事を持ちかけると、私は一笑に付すか、婉曲に断りまし
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た。私は法輪大法の古い修煉者達と常に話し、彼らの根気よい助けを受けて、自分がいつも

法輪功の中にいられるようにしました。業力の転化形式はそれぞれの方面から現れるもの

で、様々な環境の中でそれをなくすべきだ、という先生の教えを心に刻み、心性を守り、一

つ一つの難関を越えました。 

 昨年の中秋節前後、私はある家具店で手伝いをしました。客が店の前に止めていたオート

バイが盗まれ、ちょうどその時、私はいませんでした。私が店に戻るとオーナーは私が盗ん

だのだろうと言いました。やじ馬見物をしていた一部の人達も、盗んだのは私に似ていると

言いました。その中の革靴を履いていた者が私を強く蹴りました。以前の私ならきっと生き

るか死ぬかと必死に争ったでしょう。しかし私は先生の話を思い出し、自分は煉功者である

ことを心得て、穏やかな心で対応し、彼らと争わず、ずっと押し黙っていました。そこにい

る人達や私の親でさえ、私が異常だと思いました。以前の私なら悪事をやり尽くし、ケンカ

が得意なのに、これらの私の言動は彼らに理解できず、みな私が変わったと言いました。そ

うです。私は変わったのです。 

 みな私が変わったと言いました。私も自分が変わったと思います。以前外出する時は、私

は必ず全身を武装し、いろんな凶器を深く身に隠し、終日機会を窺っては悪事をしていまし

た。一旦金を手に入れたら、酒色にふけって根こそぎ金銭を湯水のように使い、気炎万丈で

したが、心は極度に空虚で、一日中恐れおののき、自分がいつか悪事をし尽くした後、捕ま

えられてひどく打たれ、障がい者になるか、又は警察に捕まえられて刑務所に入れられるの

ではないかと恐れ、終日精神が不安定でした。外で道を歩く時、いつも後ろから突然仲間に

襲われるか、又は他人にこっそり狙われるのではないかと心配しました。今私は法輪功を学

んで正気が悪に勝ち、悪事を止めて善に向かい、よい青年、真の煉功者になろうと決心しま

した。私は今外出する時、身に何も付けず、自分が煉功者であることだけを心に刻み、強固

な正念で、恐怖心がなくなりました。 

 私が大法を学んでから、家庭にも変化が起こりました。何年もの間、親がいくら諄々と私

を諭しても、私は全く聴く耳を持たず、いつも我を押し通し、悪事を働きました。このなら

ず者の息子のために、親がどれほど涙を流し、心を痛め、人にどれほど金を償ったか分かり

ません。家には私が 1 日中外でもんちゃくを起こしたと告げに来る人が後を断ちませんで

した。父親は私に絶望し、親子の縁を切り、同じ食卓で食事もせず、赤の他人のように私に

対しました。今、私は改めてお年寄りを敬い、賢人を尊敬し、人を助け、自分のことはいつ

も親に相談し、家にはまた楽しく穏やかな雰囲気が戻ってきました。まともな職業を持つた

めに、私は父に運転を習いたいと頼みました。父は全力で支持し、数千元を出して教習料を

払ってくれただけでなく、私にトラックも買ってくれるつもりです。この全ての変化は我が

家に穏やかな楽しさをもたらしました。両親は大法に感謝し、私の修煉を支持しています。 

 これこそ法輪大法の威力です。悪いことばかりしていた人間が罪悪の深淵を離れ、返本帰

真の道を歩むようになったのです。 
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私は大法を学び 仲睦まじい家庭を取り戻すことができた 

 私は 2003年に病気治療のために法輪功を修煉し始めました。当時、病気で私は窮地に追

い込まれ、大金を叩いても病気を治せないだけでなく、新しい病気まで増えて、医者でさえ

どこから治療を始めて、どのような薬を先に飲ませればよいか分かりませんでした。産後、

私は産後風にかかり風に当たると身体が辛くなり、三叉神経も痛くて、婦人病や不整脈、高

血圧などで全身に力がなく、何の仕事も出来なくなりました。その間、私の気性も悪くなり、

夫に喧嘩を売ったり夫が目障りに見えたりして、終いには夫を家から追い出して離婚して

しまいました。 

 離婚してから、私の生活はさらに苦しくなりました。働けない私には生活費がなくなり、

全身が病気だらけで、人を罵ろうとしても聞き手もなく、幼い子供を育てる中で鬱憤が溜ま

り、生きていくのが苦しくて苦しくて何もかも嫌になり、行き詰まった感じでした。 

 友人から法輪大法の素晴らしさを聞いたとき、私は「お金もかからないし、試してみよう

か。政府が禁止しようがしまいが、私自身が良くなればそれでいい」と思い、修煉の念が生

じました。このような考えを抱いて私は大法の書籍を購入し、法輪功の五式の功法を学びま

した。ほどなく、不思議なことが起きました。全身の病気が消えて楽になり、福が訪れ、私

の運命はそこから好転し変わっていったのです。 

 法輪大法を修煉し始めて以来、私は病院に行ったこともなく、薬を飲んだこともなく、本

当に病気が全くない健康な身体になりました。長年嫌がっていた仕事も手軽にこなすこと

が出来るようになり、さらに、離婚して 3年も経っているのに復縁を果たし、和やかな家庭

を取り戻すことが出来ました。つまり、大法は私に健康な身体を下さっただけでなく、私一

家の運命をも変えて下さいました。 

 学法と煉功を続けていくうちに、離婚した夫に対して心に抱いていた怨念が少なくなり、

徐々に夫の良い部分を見るようになりました。師父はこのように明確におっしゃっていま

す。「修煉するにあたって、具体的なトラブルに対処する時、誰かに辛く当たられたりした

場合は、たいてい次の二つの状況が考えられます。一つはおそらく前世にその人に対して何

か悪いことをしたのかも知れません。あなたは『どうしてわたしにこんなひどいことをする

のだろう？』と言って心のバランスをくずすかも知れませんが、しかし、あなたはなぜ前世

でその人にあんなことをしたのですか？ 『あの時のことは知らない。現世は前世と関係な

い』とあなたは言うかも知れませんが、そういうわけにはいきません」[1] 師父が説かれ

ている法理を理解してから、私は自分の感情を抑えることが出来るようになり、夫婦が縁に

よって結ばれ、因果関係があることを知りました。また、大法から良い人として努めるべき

ことや、他人を理解し包容すべきこと、そして常に他人のことを優先的に考えるべきことを

教わりました。 

 師父はまたこのようにおっしゃっています。「日頃いつも慈悲の心を保ち、善をもって人
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に接し、何かをする時にはいつも他人のことを考え、問題が起きた時はいつも他人がそれに

耐えられるかどうか、他人を傷つけることはないかを考えていれば、何の問題も起こりませ

ん。したがって、煉功にあたっては、高い、もっと高い基準で自分を律しなければなりませ

ん」（『轉法輪』）。大法の法理によって私は目が覚め、高い基準で自分を律するべきと考え、

夫を家に迎え入れて復縁し、今度こそ温かい家庭を作ろうと決心しました。 

 離婚を言い出したのが私で、復縁を求めたのも私です。私は人間のメンツや自分のいわゆ

る自尊心を放下し、夫を家に迎え入れました。最初、親戚や友人は私の行動を理解できず、

私が何をしようとしているのか分かりませんでした。しかし私の説明を聞いた後、皆は心か

ら大法に感謝し、大法が素晴らしいと言いました。なぜなら、眼中無人（ おごりたかぶっ

て他人のことはまったく考えにいれないさまをいう）で頭を下げることを知らなかった私

が、大法によって変わり、しかも自分が捨てた夫に頭を下げることが出来たからです。彼ら

はこれらのことを私がまだ堅持し通すことが出来るかどうかをみています。 

 復縁してから私は本当に真心をもって夫に接し、他の考えが全くなく、離婚前よりも夫に

ずっと良く尽くしました。これをみて親戚たちはやっと安心し、本当に変わったと分かりま

した。私は大法の要求に従い、良い妻であり、良い母親として日々努めています。こうして

私の家庭は団らんになり、今では仲睦まじくて、ほんとうに幸せな生活を送っています。 

 この出来事は親戚の人達にも大きな影響を与えました。彼らは大法の良さを知り、信仰や

言論の自由が制限される中国社会において、黙々と自分のために良い選択をしました。私は

二度も労働再教育を強いられ、拘留もされましたが、親族の 50～60人の誰もが私に修煉を

やめるようにと勧めたことがなく、今では、親族のほぼ全員が三退しました。 

 真相を理解した世人が私に「有難う」とお礼を言う 

 大法弟子として、大法の真相を縁のある人に伝えるのが自分の歴史的使命です。必ずこれ

らを行ない、しかもきちんと行わなければなりません。衆生を救う過程で、私は相手の年齢

や職業、性別を問わず、話す機会があれば必ず大法の素晴らしさを伝えます。さらに、三退

すれば無事でいられることの大事さを教え、相手が素晴らしい未来を迎えることが出来る

ように努めてきました。これらの縁のある人は大法の真相を理解した後、皆が私に笑顔で

「有難う」と言ってくれます。 

 ある日、私は会社の役員らしき人と出会い、微笑んで彼に三退のことを知っているかと話

しかけました。彼は数年前に義弟から聞き、その後も何人かから三退のことを聞いたことが

あるが信じないと言い、言うだけ無駄だというニュアンスでした。話の中で、私は彼が局長

を勤めていたことを知り、いったん他の話題に話を移しました。それから徐々にまた三退を

する理由を話し出しました。多くの人がすでに三退したこと、そして大法の真相を彼に教え

ました。彼は嬉しそうに「あなたの話には一理があり、納得しました。三退の手続きをして

くれますか」とすんなり言いました。こうして、他の同修が築いた基礎もあり、この生命に
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真相を分からせ、呼び覚ますことが出来ました。 

 別の日に、子供を迎えに行く途中でも真相を伝えることが出来るように、私は早めに家を

出ると途中で、礼儀正しい上品なお年寄りに出会いました。私はこのお年寄りに「お散歩で

すか？ お身体は大丈夫ですか？」と声を掛けました。老人は「いいですよ」と答えました。

私たちは歩きながら会話を交わし、話が現政権の腐敗におよびました。老人はすべてが江沢

民のせいだと言いました。そこで私は、二十数万人がすでに最高検察庁と最高裁判所に対し

て江沢民を告訴し、起訴したことを話しました。しかし、江沢民が断念せず、まだ迫害をや

めないので、未だに災難や騒乱を引き起こさせていると言いました。 

 話の中で、私はこのお年寄りが引退した教師だと知りました。彼は私も学歴が高いと思っ

たらしく、話がはずみました。「三退をご存じですか？」と聞くと、彼は知らないと言いま

した。私はついでに三退について説明しました。彼は喜んで自分の苗字が李だと教えてくれ

ました。「では、李新生という名前で三退しましょう」と彼に提案しました。その後、私は

大法の真相を伝えているうちに、彼に提案した名前を忘れてしまいました。そこで「どんな

名前をお付けしましたか？」と申し訳なさそうに聞くと、彼は真面目に「李新生です」と教

えてくれました。 

 彼がこの三退の仮名を気にかけているのをみて、私は嬉しく思いました。確かに三退すれ

ば、彼は大法によって新たな人生を得て、新宇宙の生命になれるので、このことをとても大

切にすべきです。人々はみな目覚め、大法弟子から真相を聞くことを待っており、大法によ

る救いを大いに待っています。別れる際、この年配の教師は続けざまに有難うと言ってくれ

ました。私は早速「お礼を言うなら、法輪功の創始者である李洪志先生、私たちの慈悲なる

師父に言って下さい」と言いました。 

 このような感動的な場面を私は多く経験しました。慈悲なる師父が縁のある人々を私の

目の前まで送って下さり、彼らに三退を伝え、大法と縁を結ばせるという大事なことをさせ

ていただいています。本当に感謝の気持ちを言い表す言葉が見つかりません。日々、私に

とって最も幸せな事は大法の素晴らしさを世人に伝えることであり、最も好きな事は学法

することや煉功することです。早朝の煉功の時間に起きることが出来ずにいる私は、前日の

夜、子供のように慈悲なる師父に起こして下さるようにお願いします。 

 家庭の主婦である私が、宇宙大法の修煉の道のりを歩むことが出来るのは、師父の洪大な

慈悲によるもので、佛光が遍く照らされているからです。私はこの万古にない機縁を大切に

し、今後の貴重な時間を大事にし、大法の福音をさらに、さらに遠くまで伝えていきたいと

思います！！ 

 師父の慈悲深いご済度に感謝致します！ 師父、大変お疲れ様です！ 

 同修たちの日々の努力に感謝します。大法が遍く済度して下さるこの素晴らしい最後の

時間を、衆生と共に分かち合いましょう。 
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法輪大法が私にもたらした素晴らしさ 

 私の会社では一定期間置きに、人事の昇格や異動が行われます。それに対して喜ぶ人もい

れば、落胆して落ち込む人もいます。その度に私の心も左右され、わずかでも昇格したり、

得れば喜び、逆に少しでも降格したり、損があればつらくてたまりませんでした。私には豊

かな生活があるにもかかわらず、いつも何かが足りないと不足に思いましたが、それがいっ

たい何かはっきりと分かりませんでした。 

 修煉してから、私はようやく分かるようになりました。それは満足しない心でした。欲望

のために絶えず追い求めているのは、貯金の額が増え続けることや、夫が他人の夫のように

出世していくことや、自分が職場で高い地位に抜擢され、もう人の顔色を見る必要がなく

なったなどいろいろです。 

 これらを追求することは、逆に私自身を苦しめる元凶なものであると分かっていません

でした。私の上司は女性で社交的で人間関係もよく、世渡りもうまいのですが、今考えれば、

そんな彼女は実に毎日が疲れていると思います。 

 私の性格はまっ直ぐで、黒でなければ白という感じではっきりとしています。上司は私の

仕事に満足し、いつも安心できると言ってくれながら、年末の評価には高い点数をつけてく

れません。これに対して私はショックを受け、真面目な人こそ損をしているといつも不公平

に思いました。限界に達した私は上司に問い正すと、これに驚いた上司は私の内部告発を恐

れ、コネを使って私を他の部門に異動させた上、ひどい目に遭わせると言われました。それ

で、私の心に報復の怒りが芽生えました。ちょうどその時に、私は法輪大法に出会い修煉の

門に入り、大法の中から恨むのではなく、恨む心を解かすべきだと教えられ、理解するよう

になりました。彼女が私に試練を与えてくれたからこそ、私が修煉して向上できると分かり、

彼女に対する恨みがだんだんとなくなりました。ある日私は偶然に彼女に出会い、素晴らし

い大法のことを彼女に紹介しましたが、残念ながら彼女にからかわれました。しかし私の心

は動じませんでした。善行には福が訪れると同様に、悪いことをすると自分の身に業力が現

れてくることを知っていたからです。 

 現在、名誉や利益、そして情などを放下するようになった私にとって、本当に得ることと

は何かが分かりましたので、人と争うことがなくなり、お金や財産に対しても淡白になり、

心は充実して満足するようになりました。私は自分の収入にも満足しており、社会に役立つ

事にお金を使うことを嬉しく思うようになり、今の自分が最も心豊かだと思うようになり

ました。夫に対しても何事につけて満足しなかった私は、欲望がなくなり、人のことをよく

考える夫の素直さや優しさが見えるようになり、最高の夫だと気が付きました。 

 私は人が周りに対して悪く思い込んだり、自分の考え方や気持ちを強調するから調和し

なくなると分かってきました。私の観念が変わるにつれて、周りの環境も段々と良くなり、

悪いことも良いことに変わり、前に嫌だと思っていた人も今はかわいく見えました。なぜこ
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のような大きな変化が起きたのかと考えてみると、やはり自分の心が優しくなっていった

からだと思います。悪い事に見えていたものも実はそうではないことがわかり、逆に良いこ

とであると思えるようになったからです。私にこのような変化が起きるとは夢にも思って

いませんでした。これらはすべて、法輪大法が私にもたらした素晴らしさだと思います！ 
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法輪大法は私の心身を根本から変えた 

 私は、中国河北省秦皇島市昌黎県の農村に住んでいます。私は強がりな性格のため、結果

として多くの病気と、家庭に不穏な情況をもたらしてしまいました。しかし、幸運にも私は

縁あって法輪大法と出会い、法輪功の「真・善・忍」の基本的理念に基づいて良い人を目指

すことで、私の心身を根本から変えることができました。 

 結婚後の家庭は貧しかったので、良い暮らしをしたい願望が強かった私は、一所懸命働き

ました。そのため、性急な性格になって、夫とよく喧嘩をするようになり、夫を見かけると、

緊張して心臓がドキドキしていました。その後、よく怒るようになり、身体がますます悪く

なりました。30 歳前後から病気を患うようになり、胸部と背中の激痛で、息苦しくて死ん

でしまうのではないかと思うほど辛かったのです。そのほかに片頭痛、めまい、股間が痛く

て歩行も難しくなりました。のちに、唾液が出なくなって口が乾き、尿の量も少なく、病院

で診察してもらった結果、糖尿病とリウマチだと診断されました。私は体の痛みを緩和させ

ようとして、漢方薬を大量に飲みましたが、しばらくすると胃が耐えられなくなり、激しい

痛みと吐血が続きました。 

 長年にわたって、病院は私の苦しみを解決することができませんでした。仕方がないので、

村人の紹介で民間の治療を長い間受けましたが、効果は現れませんでした。以後、私は生き

る力を失い、生きていても楽しくなく、死んだほうがましだと思うようになりました。 

 2005 年春のある日、市場に買い物に行った際、偶然にも法輪功修煉者と出会いました。

彼女は「法輪功は『真・善・忍』の教えに基づいて良い人になることを目指し『法輪大法は

素晴らしい』『真・善・忍は素晴らしい』と念じれば、心身の健康を得ることができる」と

言いました。 

 私は彼女の真摯な態度と善良な面持ち、親切で穏やかな口調に感動し、胸が楽になったよ

うに感じました。 

 私は家に戻り、教えられた通りに念じ始めました。すると全身が熱くなって汗が流れ、エ

ネルギーに包まれているように感じ、とても気持ちよく感じました。間もなくして奇跡が起

きました。長年、私を苦しめた病が消え去り、白髪が黒くなりました。 

 奇跡です！ ほんとうに奇跡が現れたのです。私の胸と背中の痛みが消えて普通に呼吸

ができるようになりました。片頭痛も口の渇きもなくなり、排尿も正常になったのです。身

体が熱くてたまらず、汗が頭から足元に流れ、エネルギーに包まれてとても気持ちが良いと

感じました。以後、夫に接する態度も良くなりました。 

 さらに驚いたことは、苦労してきた私の髪はほぼ白くなっていましたが、今は黒髪になり

ました。顔の皴も減って白に赤みが差し、若くなりました。私は、誠心誠意「法輪大法は素

晴らしい」と念じているのだから「真・善・忍」の教えに基づいて、善い人にならなければ
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ならないと思いました。 

 以後、私は「真・善・忍」の教えに基づいて、他人に思いやりの心で接することで、自分

の心理状態も楽になりました。夫の実家は大家族で、義兄妹と両親の間にはトラブルが多

かったのです。舅と姑は、私たち一家に対して不公平な扱いをしていたため、私が負担しな

ければならない生活費を 3年ほど渡していませんでした。しかし「真・善・忍」は、私の舅

と姑に対する怨恨を溶かし、善の心が生まれ、3年間の生活費を一括して渡しました。姑は

大喜びして満足し「私が別人のように変わった」と言いました。 

 このようにして、法輪大法は私を根本から変え、心身ともに恩恵を受けました。今の私は

人に出会うと、法輪大法の素晴らしさを伝えています。 
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『轉法輪』を学び自分を修め 一家全員が幸せを受益する 

 私は今年で 49歳です。独身時代から夫婦の理想像として、夫婦が互いに尊敬し励まし合

い、仲睦まじい家庭生活を築くのが夢でした。しかし結婚してからは、すべての夢が水の泡

のように消えてしまいました。 

 私と夫は知り合って 23日目で結婚した、いわゆる「電撃結婚」でした。その後、夫の母

親が亡くなり、父親も高齢で経済的な状況もあまりよくありませんでした。 

 私は自分が優しくて思いやりのある女の子だから、愛し合い圓満な家庭を築き、これから

幸せになれるものだと信じきっていました。本当の話、当時なぜ訳も分からずにスピード結

婚をしてしまったのか、私自身も分かりませんでした。運命でしょうか？ 結婚して三日後、

夫に従ってほかの地域に移り住みました。なぜなら、夫のおじさんが当地で仕事を紹介して

くれたからです。 

 故郷を離れ、親と兄弟から離れた私にとって、夫は唯一頼りにする人で、ずっと私を大切

に守ってくれるものと思い込んでいましたが、間もなくして、夫は短気でわがままな上に何

事も男中心の人だと分かりました。夫は生活のすべての事を自分で決め、私が少しでも意見

を出すと機嫌が悪くなり、喧嘩を売ってきます。近所の人に喧嘩を聞かれるのが恥ずかしい

ので、私はただひたすらこれに耐え、我慢しました。 

 さらに酒好きな夫は仕事から帰って、毎日晩酌をしました。飲んでいるうちに、おかずが

しょっぱいとか、辛いとか、量が足りないとか文句ばかりいい、喧嘩を売ってきます。仕事

のストレスまでも持ち込んで、私に八つ当たりします。機嫌が悪くなると目つきが怖くなり、

ひどいときは食卓をひっくり返すことすらしばしばありました。人と外で飲んで帰ってく

る度に、2時間も喋り続けて私に聞かせます。口を出せば怒られるし、黙っていれば無視し

たと言われるし、夫への対応はとても難しいことでした。このような日常生活なので、常に

夫婦喧嘩は絶えませんでした。私は夫が人と飲みに行ったと聞くと、家でドキドキして不安

でたまらず、私にとって毎日が苦しみの連続でした。特に私の病気の時、熱が出たため頭が

重くて、体がフラフラしているにもかかわらず、夫に世話してもらうどころか、普段通りに

大声で叱られるし、食事の用意をしなければなりませんでした。体調が優れない時は世話し

てくれなくても、ただ安静にして休ませてくれるだけでもありがたいことでした。 

 私の心の中にストレスや不安、恐怖心がいっぱい溜まってしまい、毎日辛くて耐えられま

せんでしたが、身内に心配させたくないので実家には言えず、また他の人にも笑われるので

誰にも相談できず、夫のおじさんにだけ不満を漏らしました。おじさんも夫が悪いと叱りつ

けますが、ほんの数日だけ良くなりましたが、また元の状態に戻ることが常でした。 

 このような環境で育った子供はお父さんの短気と怒りやすい性格を知り、成長するにつ

れて段々と無口になりました。夫と会話をする時、ひと言でも気に食わないと機嫌が悪くな
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るので、私も子供も夫に話しかけたくないのが本心です。このような家庭環境では毎日がど

れほど重苦しかったか、想像いただけると思います。 

 子供が 13歳になった時、優秀な成績で市内の中学校に合格し、家を離れて学校の寮に住

むことになりました。そして週末になると、私は駅へ子供を迎えに行きます。バスから降り

た息子は嬉しそうに私に「お母さん、僕のことを心配しないでいいよ。学校の環境もいいし

食事もおいしいから、ホームシックなんか全然ないよ」。その後、息子から家に帰りたくな

い、家にいると重苦しく感じると聞きました。実は、私もこんな暗い環境で性格まで冷たく

なり、しだいに無表情になり笑顔も消え、心の中でいつも不平不満を感じるようになり、悲

しみに包まれていました。その当時からいつも子供が大きくなったら、自分が死ぬか、出家

しようと考えるようになり、人生に何一つ希望が見えませんでした。 

 1998年に法輪功を修煉して病気が治った親戚から、「あなたも法輪功を学びなさい、とて

も素晴らしい気功で、佛を修める功法だよ」と勧められました。普段から神話が好きな私は

佛を修めると聞き、すぐに興味津々になり、親戚から 1冊の『轉法輪』の本を借りて来て、

家で読みました。1ページ目を開いて読むと、深く吸い込まれたかのようで、最初の感想は

「なんて、素晴らしい本なの！」と思い、むさぼるように 2日間かけて『轉法輪』を読み終

え、私の涙で枕も濡れました。人生の苦しみから抜け出せるとこのとき強く感じました。す

ぐに親戚に会いに行き、これから法輪功を学ぶ決意を笑顔で告げました。久しぶりの笑顔で

した。 

 『轉法輪』を深く読み進むにつれ、私は夫に対して理解するようになり寛容になりました。

ある日、夫が同僚と遅くまでお酒を飲んで家に帰った途端に、玄関先で倒れてしまいました。

起き上がろうとしても体が動けなくなり、苦しくて吐きながらも私を罵りました。それを見

ても私は冷静で、怒る気持ちすら沸きませんでした。嫌な臭いが部屋に充満して私も思わず

吐きそうになりましたが、何一つ文句も言わずにタオルやティッシュペーパーで処理した

汚物をゴミ箱に捨てて、介抱しました。『轉法輪』を学ぶ前なら表面上では我慢するけど、

心の中では怒りで爆発寸前の状態でした。私は深夜までかかって夫をきれいにし、疲労困憊

しながらもベッドに寝かせ、布団を掛けて蜂蜜のお湯を飲ませました。そして、翌朝早く起

きて、消化しやすいお粥とそうめんを作って夫に食べさせました。私は夫の立場から物事を

考えるようになり、不満や文句もなく家庭生活の面で夫を支えました。 

 実は、夫も容易ではなかったのです。一家 3人の生活を 1人で支え、今の社会ではどんな

職場でも互いに腹を探り合って暗闘する中で、プレッシャーやストレスが半端なものでは

ないと思います。夫は勤め先でみんなに素直で真面目な人だと言われ、人間関係も良く人と

争うこともせず、不遇にもじっと我慢しているためにストレスが溜まり、発散する所が家し

かないと私は理解するようになりました。少しずつ夫も本音を私に言うようになりました。

そんな時に私は『轉法輪』で学んだことや昔の人が善行を行い、徳を積んだ話をよく言って

聞きかせました。 
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 徐々に夫に変化が現れてきました。お酒を飲んで酔っぱらうこともなくなり、食事にも文

句を言わず、それに子供と心を開いて会話するようになりました。間違ったところを指摘さ

れても受け入れることが出来るようになり、それを直そうと黙々と頑張りました。現在は仕

事場から家に帰ってくると、玄関先で私の名前を呼び、明るい冗談なども言い私を笑わせま

す。私は笑いながら、「いい年になって、ロマンティックになったのね」と言うと、夫は「若

い頃は何も分からなかったから、お前に苦労をさせてばかりだった。これからは自分の人生

をかけて償うつもりだ」と真剣に言ってくれました。この言葉にどれほどいやされ、どれほ

ど大きな幸せを感じたかしれません。 

 お正月に久びさ息子が帰ってきました。家族そろっての楽しい食卓を囲んで、食事しなが

ら会話が弾みました。以前、私は人の家庭を羨ましく思っていましたが、今では私の家庭の

方が羨ましがられます。近所の人は夫の良いところを見て、私に「姉さんは今よく笑うよう

になり、昔よりも若くてきれいになったわ。皆が兄さん（夫）は運がよく、こんな良い嫁を

もらったと褒めているわよ。姉さんは旦那さんにとても優しいし、息子さんも立派だし、兄

さんの性格も優しくなったし、皆が羨ましがっているわ」とよく言われます。私は誰にでも

次のようによく言います。「これはすべて法輪大法『轉法輪』を学んだおかげですよ。一家

で私 1人が煉功するようになれば、一家全員が幸せを受益するようになります！！」 
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人生の貧困や困惑から歩み始め今では美容院を経営 

 1951 年冬のある日のとても寒い夜中に、貧しい農村の小屋の中で痩せこけた小さな生命

が産声をあげました。その赤子が私です。母の話によると 12人の子供を生み、生き残った

のは半分の 6人だけだったそうです。その貧困で落ちぶれた暮らしの中で、母は私を力を尽

くして、自力で育てようと心に決めました。 

 12 歳までの私は病気でいつも薬を飲み、食べ物がなくいつもお腹を空かせて痩せこけて

いたと記憶しています。病気のため私は小学校への入学が遅くなりましたが、勉強は好きで

した。母は「あなたの兄姉たちは家が貧しいので、誰 1人学校に行くことが出来なかったけ

れど、今の生活なら、何とかしてあなたを学校へ行かせることが出来るから、行きたいのな

ら行かせてあげるよ」と勧めてくれました。 

 しかし私の運命はあまりにも悲惨で、小学校を卒業して中学校に入る頃、運悪く中国全土

で「文化大革命」の政治運動が起きました。校長先生をはじめすべての先生が弾圧され、悪

いレッテルを貼られて迫害の対象となり学校の授業は停滞し、全国各地の学校教育が乱れ

てしまいました。知識を求めていた私の意欲はこのようにして掻き消されてしまい、人生に

失望しました。以後の数年間はなんとなく生きてきて、結婚する適齢期となり、私は訳のわ

からないうちに男性と結婚しました。以後、私の人生は再び奈落の底に突き落とされること

になりました。 

 主人は酒に目がなく大酒飲みで、酔っ払っては私と子供に暴力を振るっていました。アル

コール中毒で 8 年もの間仕事することが出来ず、毎日のように酒を飲んでは刃物を振り回

し、私と子供を脅かしてはよく家から追い出され、毎日のように私は罵声を浴びせられまし

た。安心して生活をすることが出来ず、隣近所の人達までも私達を心配してくれました。 

 その時の私は心身ともに極限の状態に達し、為す術がなく悔しくてたまらず、これ以上生

きて行く自信もなくなりました。周りをみると温かい家庭ばかりで愛情にあふれ、頼れる優

しい主人がいます。しかし私は生き地獄の中で日々を送らなければなりませんでした。人生

は私にとって何の意味もなくなり、どのようにして苦痛なく、死ねるのかを毎日のように考

えていました。私は 2人の幼い子供がいます。このような劣悪な環境の中で苦しみに耐えな

ければならないかと考えると、心が張り裂けそうになりました。それでも、このまま自分だ

けが死んでしまうわけにもいかず、貧困と苦痛の中で耐え忍んで幼い子供たちと生きるし

かありませんでした。 

 その後主人は 48 歳の時、アルコール中毒で死にました。当時 45 歳だった私は心身とも

に困憊し、60 歳代に見られ、苦難の連続で人生に何一つ喜びはありませんでした。主人が

亡くなり家が静かになりましたが、心の落ち着きを取り戻してはいませんでした。友人達は

私を慰めてくれました。「彼が先に行ったことはあなたにとって良いことだわ、落ち込むこ

とはないわ！」と慰めてくれました。しかし私の心の中を知る人はいたでしょうか？ 私自



- 95 - 

 

身でさえ分かっていませんでした。24 年の長い間苦しみに耐える中で、どんなに悔しくて

もどんな悲しくても、私は彼に歯向かうことはしませんでした。彼は理知のない人で話して

も理解してもらえず、私さえ我慢すればよいのだと耐えてきました。耐えられない時は心の

中で「この意気地なし、なんで一緒に生活しているのよ。多くの友人が離婚するように勧め

てくれているのに、しっかりしなさいよ」と自分自身を励ましました。しかし、この困惑し

た人生の訳を誰が知っていたでしょうか？ 後になって、その原因をはっきりと知りまし

た。 

 1996 年になり、いつの間にか私の人生は大転換期を迎えました。不思議なことに、見知

らぬ若い男性が我が家にやって来ました。自己紹介した彼は法輪功修煉者だと言いました。

なぜか分からないままに聞いてみると、この素晴らしい功法をあなたに伝えたい、もしかす

るとあなたは縁のある人だと言いました。彼は時間があれば我が家に来て、李洪志先生の説

法ビデオを放映して見せてくれました。私が煉功をすると決めた時、これは私が待ち続け、

待ち望んでいたものであると分かりました。 

 法輪大法の本『轉法輪』の法理は分かり易く書かれており、私の諸問題と不公平だと思っ

ていた心を取り除き、解決して下さいました。そして自分の人生はなぜこんなにも苦難の連

続なのかや、何事においても自分の意がかなわず、なぜ主人から離れられなかったのかが分

かりました。それは世間の苦を嘗めさせ、今まで作った業を返済させるためだったのです。

私の人生はこのように按排されていたのでしょう！ 『轉法輪』に書かれた法理が分かった

私はやっとこれまでの人生の困惑から抜け出て、自分の人生をしっかりと歩み始めること

が出来るようにやっとなりました。 

 李洪志先生はおっしゃいました。「苦去りて甘来たる 是れ真の福なり」（『洪吟』「迷いの

中で修める」） 私はもう天を恨んだり、人を憎んだりすることはしません。ただ「真・善・

忍」の 3文字に基づいて善い人になりたいだけです。私は長年の困難を経て来て、心身とも

に大きな傷を負いました。早く死んでしまおうと思い、病気の検査など受けませんでした。

身体が重く、歩く時はゆっくりとしか歩けなかったので、いつも自転車に乗っていました。 

 しかし不思議なことに、煉功をしてから間もなくして無病状態となり、身体がとても軽や

かになりました。その時の私は気分がとてもよく、一生の中で最も楽しく最も幸せな時でし

た。大法の法理は物事を行う時に、まず他人のことを先に考えて何事も行い、私心を取り除

き、利益ばかりを追求せず、利益の前で心が動じないようにと教えられました。そのように

一つ一つ学んでいくうちに、もっともっとこの大法の真の素晴らしさがわかるようになり

ました。 

 ここで、私の修煉の中でのエピソードを紹介したいと思います。李洪志先生は私たちに、

法律を守り善い人になるようにと教えられています。90 年代の貧しい中国では多くの家庭

が電気を盗み、私もその 1人でした。修煉してから、このような行為は修煉者の基準に符合

していないと分かり、すぐやめました。この事は私が修煉をするようになって、初めて自分
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を正したことです。 

 私は美容院を経営しています。税務署の担当者は主人が精神病患者に見えたらしく、税金

を免除してくれていました。大法を修煉して私は思いました。主人は亡くなり、美容院はそ

こそこの収入がありましたので、これからは税金を払わなくてはと思いました。思い立った

ら行動するのが私の性分なので、自ら税務署へ税金を払いに行くと、税務署の担当者は感動

しました。不思議なことに、税金を払ったのに私のこの年の収入は前年と同額で、少しも

減っていませんでした。 

 ある日、友人と銀行へお金を出しに行った時、窓口の担当者から 50元多く渡されました。

私は友人に「このお金を返すべきですね」と言うと、友人は私の考えに賛同してくれました。

私はその窓口の担当者に「金額が間違っていますよ」と言うと、その担当者は機嫌を悪くし

て「嘘でしょう、間違えるはずはありません」。私は「少なかったのではなく、50元多かっ

たのですが」と言うと、彼女は不機嫌な表情で謝礼の言葉もなく、手を伸ばしてきて小さな

声で「返して」とだけ言いました。 

 それを聞いた友人は彼女のこの態度に不快感を覚え、担当者に「あなたがお金を多く渡し

て間違ったのに、返してもらって感謝の言葉もないの！ もしそのまま持ち去れば、あなた

自身が弁償することになるのよ。彼女は法輪功修煉者だから正直に返したのよ」と諭しまし

た。友人は職員の態度に憤慨していましたが、私の心は穏やかで相手に対するなんの不満も

なく、ただ現在はこのようなご時世だから、道徳が欠如しているのは当然なことだと心静か

に思いました。 
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おわりに 

 本書の内容が皆様にとって有益であることを心から願っています。法輪功を学ぶすべて

の人が本書で紹介されているような並外れた道徳の向上効果を経験したわけではありませ

んが、法輪功を学ぶ人すべての精神が向上します。「真・善・忍」の理念を実践することに

より人生に新たな意味がもたらされます。さらに多くの人が法輪功の恩恵を受けることを

願い、みなさんがご自分で法輪功を試してみることをお勧めします。 

 法輪功の関連書籍はすべて無料で読むことができます。 

 http://ja.falundafa.org/ 

 書籍、DVD、CDは博大書店から購入できます。 

 http://www.hakudai.jp 
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