
エスターの証言 
  
最初に、今日私の証を皆さんにお話しする機会を与えて下さった神様

に感謝を捧げます。私は来日してからもうすぐ9年になりますが、この
間どのようにして困難と孤独と向き合い、神様と共に歩いてきたかを

お話ししたいと思います。 
  
来日して最初の1年半は日本語学校や、教会、アルバイト先でたくさん
の友達ができて孤独とは無縁でした。実際に孤独を感じたのは私が東

京へ引っ越したてからでした。仕事の忙しさのため、朝起きて出勤し

、家へ帰って寝るだけの毎日でした。ですから、連休は大嫌いでした

。連休が終わったら、誰とも一言もしゃべらなかったと気付くことも

多かったからです。 
この孤独を埋めるために、私の好きなJ－POP を通じて2，3人の友達と
知り合い、よく一緒にジャニーズのコンサートに行きました。けれど

、コンサートが終わったらまた孤独を感じるのでした。 
  
その頃、父が心臓病で急死しました。父は私の大親友でもあり、孤独

を感じた時にはいつも父に電話をかけて、何時間も話をしました。で

すから、父の死は私にとって大変なショックで、私の孤独感はますま

す深刻になりました。 
  
今の社会では、私だけでなく多くの人々が孤独を感じているでしょう

し、その対処法もそれぞれだと思います。私の場合は、過食の道でし

た。一度に４，５人分の量を食べ、そして全部吐いてしまうのです。

その後は、罪悪感のため丸一日何も食べないでいることもありました

。こんな極端なやり方は悪いと分かっていながらも、自制できません

でした。 
  
その次には、結婚したら孤独感もなくなるだろうと思って、婚活も始

めました。けれど、合コン相手の男性達に散々に言われました。「僕

が結婚するなら、あなたじゃなくて若い子の方でしょう」とか, 彼らの
目線で伝えてきたのは「あなたは太り過ぎですね」とか。私は全く自

信を失い、鏡に映した自分の姿を見るのも、写真を撮るのもいやにな

りました。外見が全てだと思うようになってしまいました。しかし、

それは間違っていました。 
仕事の忙しさと孤独から来るストレスのせいで、私の健康はさらに悪

化していきました。体重も急激に増え、深刻な不眠症にもなり、去年

は3か月間入院しました。医者は4種類の睡眠薬を出し、それを飲むと
、とても深い眠りに入るのですが、大きないびきをかくらしく、ほか

の患者さんからの苦情も多かったのです。そのため診察をうけると、



睡眠時無呼吸症候群と診断されました。病気を治すために入院したの

になぜこんなことになるのか、全く理解できませんでした。本当に苦

しくて、辛かったです。 
  
ある夜、自殺したくてビルから飛び降りようと思いました。クリスチ

ャンは自ら命を捨てることは許されないと、私は知っていましたが、

ただ楽になりたくて安易な方法を選ぼうとしたのでした。しかし、神

様が私を思いとどまらせて下さって、命を保つことが出来て本当に感

謝しています。 
翌日から、私は多くの質問を神様に投げかけはじめました。私の人生

の目的は何ですか。日本にいる理由は何ですか。「どうか助けてくだ

さい」と心から叫び、泣いて、目が腫れて痛くなってもまた泣いて、

神様の答えと助けを求め続けました。 
  
神さまは私が人生のドン底にいる時には、必ず虹を見せて教えてくれ

ます。神様はいつも私を見守ってくれている、そして守ってくれてい

ると伝えてくるのです。去年の入院中、大きな台風が東京に上陸し、

通過した後の空に私は見事な虹を見ました。それはまるで、神様がそ

こにいて私を待っていてくれて、早くうちに帰っておいでと話しかけ

ているかのようでした。 
  
私は様々な場所に行き、様々な方法で自分の孤独を解決しようと思っ

てやってきましたが、私の望み、そして私が必要としたすべてのもの

は神様だけだったのです。地上での私の父は亡くなってしまったけれ

ど、天にいます父なる神は、決して消え失せることはないです。 
  
神様は私を内部から治し始めました。私のまわりの人々も、私の変化

に気づきました。私は再び笑顔を取り戻し、退院後１８キロの減量も

しました。夜もよく眠れ、血圧、血糖、コレステロール値、肝臓の数

値、両卵巣機能もすべて標準値に戻りました。睡眠時無呼吸症候群も

治りました。 
なぜ神様が私にこのような試練を与えたのか、私は知っています。今

日皆さんに、私がどのように孤独と向き合い、神様と共に歩くことに

よってどう克服したかを話すためです。 
  
神様は、私たちが直面する試練を乗り超えるために、一人一人に特別

な個性を下さいました。神様と共に困難を克服することで、次の困難

に立ち向かう準備ができるのです。また、痛みや苦い経験を通してこ

そ、他の人に励ましや癒しの手を差し伸べることができるようにもな

るのです。巨大な試練にあって自分だけに頼る時、きっと自身の無力

さに打ちのめされるでしょう。私たちは神さまに頼らなければなりま



せん。 
  
最後になりますが、皆様に「希望を失わないでください!」と言わせて
ください。今まさに孤独と困難のさなかにあるなら、新しい始まりが

目の前にあるのです。理解を超えた試練がまだあるかもしれませんが

、神様が、それら全てを皆さんにとって良いことに変えて下さると信

じてください。	  
 
Esther's testimony  
  
First of all, I would like to thank God that He gave me this opportunity to 
testify His great work within me. Today I want to share about how I overcome 
loneliness for the past almost 9 years in Japan. 
  
The first one and the half year of my life in Japan was full of activities that I do 
not really feel lonely. I got to make new friends in the Japanese school, church 
and also at my part time workplace. However, loneliness starts to creep in 
when I moved to Tokyo when I found a job there. Due to my busy schedule at 
work, it was just difficult for me to go to church and make new friends. I was 
just going through motions of life. Waking up, going to work, going back 
home, going to sleep and repeating the cycle over and over again.  I hated long 
weekends because I often found myself without speaking out a single word 
during the three long days.  
To fill in the gap of loneliness, I thought I like J-POP and through that I got to 
know a couple of friends who like the Johnnys’ Group and I started going to 
concerts with them. However, I still find myself feeling lonely after the concert 
is over.  
  
Then, my feeling of loneliness got escalated when my dad passed away 
suddenly due to heart attack. He was my best friend and whenever I feel lonely 
I will call him up and talked for hours. However, I was cut off from this special 
relationship I had with him. The pain was just unbearable. 
Many people in this society face loneliness and we all deal with it differently. 
For me, I eat to fight the loneliness in my life. I started eating at least 4 to 5 
persons portions and then ended up vomited all. Then I will feel guilty and 
stopped eating for a whole day. I was bouncing between the two extremes. I 
knew it was not a good method but I can’t help myself. 
  
Then I thought maybe I will not feel lonely anymore if I find a life partner. 
Hence, I started attending match making events. Instead of making me feel 
better I realized I was being told by the men I met at the events that “if I want 
to get married I will not choose you but a younger person” and from their look 
I can feel that as if they are saying that “You are so fat”. Since then I totally 
lost my self -confidence and hated to look at the mirror and to take photos. I 



thought my physical outlook determines who I am but I was wrong.   
  
All the stress from work and loneliness, my health was deteriorating and my 
weight was ballooning at a very rapid rate. I also started to have severe 
insomnia and finally I was hospitalized for three months last year.  The doctor 
put me on four types of sleeping pills to get me to sleep. Then I really fell into 
deep sleep and was snoring very loudly and have received many complaints 
from other patients. Then they put me on further test and found out that I have 
sleep apnea. I was devastated. I agreed to be admitted so that I can get healed 
but instead I became more miserable. One night, I just wanted to kill myself. I 
know Christians should not take their own lives but I was so desperate for help 
and I just wanted to choose the easy way out. However, I thank God He 
stopped me from doing so.  
  
The next day, I started journaling and asking God about many questions. What 
is the purpose of my life that He had for me? Why did He ask me to come to 
Japan? I cried and cried for help till my eyes are blurred and hurting.  
  
Whenever I was down at the pit, God always sent me rainbows to remind me 
that He is watching over me and the covenant I have with Him. There was a big 
typhoon last year but after that I saw a full rainbow from my ward. I cried as 
God was like speaking to me that He is still there and He is waiting for me to 
come home. I have been wandered around in all different places to find the 
solutions to my loneliness. Actually all I wanted and all I needed is Him. I have 
lost that relationship with my earthly father but my relationship with my 
heavenly father will not cease.  
  
God started to heal me from within and people around me noticed the change 
in me. I started smiling again. I have lost 18kgs after I got discharged from the 
hospital, I sleep very well at night and my blood pressure, blood sugar, 
cholesterol, sleep apnea, liver problems, cysts in both ovaries all are back to 
normal. I now know why God put me through all these experiences so that I 
can share with you all tonight in how I overcome loneliness. It is to have a 
relationship with God and abide in Him always. 
  
God has given each of us a unique personality to equip us for the challenges we 
face. Our experiences prepare us for the impossibilities that we will face. Our 
pain equips us to minister to others going through similar experiences. Relying 
on ourselves is the best way to get killed when facing our giants. We must 
depend on God.  
  
In closing, let me say, "Do not lose your hope!" If you are hurting right now 
due to a loss in your life, I want to tell you that a new beginning is in front of 
you. You may go through some things that you'll never understand, but trust 
God to work them out for your good. What Satan intends for your harm, God 
can turn around for your good! 



 
 


