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 紅葉も色づき、秋の深まりを肌に感じる今日この頃、皆様、

お変わりございませんでしょうか。今年も、神学校のために、

変わらぬお祈りとご支援を頂き、心から感謝いたします。近

年は、学生が少ない学年が続いてはおりますが、しかし、着

実に福音の宣教者のための聖書の豊かな学びと訓練がなされ

ております。この秋には、西舞子バプテスト教会（表博之牧

師）の伝道献身者で、三年前に神学校を卒業された吉田悟志先生が、沖縄県の信

仰バプテスト教会（ガードナー宣教師）で按手を受けられる予定です。按手式は、

11月11日で、恐らく、この校報が皆様のお手元に届く頃には、風の便りにその

祝福の知らせが届いてくるのではないでしょうか。また、10 月は、神学校見学

日がありました。近隣からのご参加に加えて、遠方からも、神学校の寮に宿泊し

て下さり、諸教会の多くの皆様がご参加下さいました。午前中は、クラスの見学、

午後からは、小川宗五郎先生より、献身することの素晴らしい祝福を教えて頂き、

大変励まされました。後期が始まって間もなく、中国への宣教師であるバプテス

ト国際宣教団のケン・ラルマン宣教師がお越し下さいました。「世界宣教セミナ

ー」を開催し、中国宣教で多くの迫害を受け、それでも、滅びに向かう人々に福

音を伝えようとするラルマン宣教師の熱意から、救霊の熱い思いを新たにするこ

とができました。 

 

 さて、来年度についてでございますが、前期試験が 1 月 15 日（願書締め切り

は 1 月 10 日）、後期試験が 3 月 12 日（願書締め切りが 3 月 7 日）行われ、

講義は、4 月上旬から始まります。関西の近隣の先生方だけではなく、遠くは中

部、北陸、関東からも教えに来て下さり、十数名の先生方が、各専門分野を担当

して下さっております。他にも、寮の責任者、事務担当者などの常勤のスタッフ

が控えております。 
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一般的には、学校というところは、教師より学生が多いのが普通ですが、現在、

関西単立バプテスト神学校は、教師の数の方が多くなっております。そのため、

１対１のクラスもあります。学生がいかに少なくても、福音伝道のために、各教

師が真剣に取り組んでおり、学生にとっては大変な恵みとなっております。しか

し、「収穫は多いが、働き手が少ない。」との主のお言葉にあるように、今の時

代は、働き人が、特に求められています。私どもは、学生の数が、教師の数を上

回り、多くの働き手を訓練できるように祈っております。また、聖書の豊かな学

びを提供できるように、それぞれの教師が、日夜励んでおります。少しご紹介い

たしますと、講義は､入学した一年次は、基本的な科目を学びます。入学当初は、

聖書知識に多少の差がありますが、この一年の学びで、基礎的なことが整理され

ます。二年次からは、各自が選択したコースに特化した講義を受けることになり

ます。牧会者や宣教師のビジョンがある者のコースや、教会で伝道師として仕え

るためのコース、また教会の賛美音楽を専門とするコースもあります。これらの

コースは、三年、もしくは四年間の学びが必要ですが、教会で、奉仕者として、

よりよく仕えるために、「一般奉仕者コース」という一年の基本的な学びだけを

受講するコースもあり、これまでにも、諸教会の多くの兄姉にご利用頂きました。

若い時の一年間、退職後の第二の人生のために、あるいはご婦人の皆様などいか

がでしょうか。ご希望がございましたら、所属教会の先生に、是非ご相談下さい。 

 また、私たちは、主に仕える働き人は、聖書の知識だけではなく、態度や礼儀、

あるいは生活習慣が、とても大切であると考えています。そのため、当神学校に

は、男子寮と女子寮があり、既婚者以外は、寮でともに生活をしながら、伝道者

としての必要な生活習慣や態度を学ぶことができ、大変用いられております。30

歳以上の方は、自宅から、あるいは各自でお部屋を借りて登校する選択も可能で

す。 

 寮生活を含め神学校の生活は、主の祝福の中で、大変

楽しく、これまでも多くの卒業生から感謝の声を頂いて

おります。この後期から、寮生活をしながら聴講する

方、来年 4 月からは、複数の入学希望者も与えられてお

り、これからも神学校が、将来の伝道者の訓練の場とし

て、豊かに用いられますように、どうか続けてお祈り下

さい。 
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今年度は、米国よりバーマン牧師(スタンレーハイツ BC)が来校

して下さり、メッセージとトランペットによる演奏をして下さ

います。神様が必ず豊かに祝福して下さると確信致します。 

皆様、どうぞ奮ってご参加下さい。 

 

朝の部：午前 10 時 

夜の部：午後 7 時 

神学生による劇：午後 6 時３0 分 

     「時が良くても悪くてもしっかりやりなさい」 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

 

10 月 9 日(月) 神学校見学日があり、大変祝福されました。午前に

８クラスが開講され、大変有意義で充実した授業となりました。 

午後にチャペルの時を持ち、小川宗五郎師が力強く御言葉を語って

下さり、多くの兄姉が献身の決心をされました。 

宣教セミナーの祝福 

10 月 12 日(木) ホワイト博士の推薦で、中国宣教のラルマン宣

教師がお越し下さり、宣教セミナーを開いて下さいました。参加

した全ての方が、宣教のチャレンジを受けたことを感謝致します。 

12 月8 日(金) 

神学校見学日の祝福 

３ 



 

 

                     

                                吉本隆史 

 

 今回は、神の本性そのものにかかわる重要な概念である「聖」について学びましょ
う。今回から日本語訳は『聖書新改訳 2017』を中心に用いさせていただきます。なお
本稿の「聖い」「清い」「きよい」の使い分けは、新改訳に準拠するようにしています。 

Ⅰ．旧約聖書における「聖」 

 Ａ．「聖」の語彙 

  １．「聖（□へコーデシュ）」 

     「聖」を表すヘブル語は「（□へコーデシュ）」です。その言語的語源や語根の
意味は明確ではありませんが、分離という概念、それも対象からの消極的分離という
よりも、対象への積極的分離という概念が中心にあるものと考えられます。 

この「聖（□へコーデシュ）」（レビ 10：10等）から、形容詞「聖なる（□へカードーシ
ュ）」（同 11：45 等）、動詞「聖である（□へカーダシュ）」（出エジプト 29：21 等）や
「聖なる場所、聖所（□へミクダーシュ）」（同 25：８等）が派生しました。因みに「至
聖所」は「その聖（複数）の聖（コーデシュ・ハッコダーシーム）」（同 26：34，Ⅰ列
王６：16等）、「その聖の聖所（ミクダシュ・ハッコーデシュ）」（レビ 16：33）という
表現です。 

「聖（□へコーデシュ）」の対立概念は「俗、汚れ（□へホール）」（レビ 10：10等）で、
動詞は「汚す、冒す（□へハーラル）」（同 19：８等）、形容詞は「汚れた（□へハーラール）」
（同 21：７等）です。 

 ２．「きよい（□へターホール）」 

「きよい（□へターホール）」（レビ 10：１0 等）は、動詞「きよくなる（□へ

ターヘール）」（同 11：32等）の形容詞形で、名詞形は「きよめ（□へトホラー）」（同 12：
４等）です。従って「聖（□へコーデシュ）」とは別の概念です。なお、その対立概念は、
「汚れる（□へターメー）」（同 11：32等）、「汚れている（□へターメー）」（同 10：10等）、
「汚れ（□へトゥムアー）」（同５：３等）です。 

Ｂ．「聖」と神 

    神は「聖なる神」（イザヤ５：16等）です。「聖」は神の本質的な属性であり、
本来的に神にのみ属するものです。ですから「聖なる（聖の）」は「神の」と殆ど同義
語的に用いられることがあります。たとえば「聖なる御名」（Ⅰ歴代 16：10 等）、「聖
なる御霊」（詩篇 51：11等）、「聖なる御腕」（同 98：１）、「聖なることば」（同 105：
42等）等です。 

前々回に学んだ「義」は、この神の「聖」という属性の一局面（イザヤ５：16）です
（本シリーズ第 27 回「義」Ⅰ．Ｂ参照）。そればかりか、神のあらゆる属性は神に属
するがゆえに「聖なる」ものであると言えます。 

神が「聖なる」方ということは（イザヤ６：３）、他の存在から超越し隔絶されてい
ることを表します（同 57：15）。まさに「主の御名は聖であり恐れ多い」（詩篇 11１：
９）のです。そして主を聖なる者とし主を恐れとする時、人は様々な恐れから解放され
ます（イザヤ８：12-13）。 

 Ｃ．「聖」と事物 

   聖なる神に対して分離されることにより、神のものとされます。動詞「聖であ
る（□へカーダシュ）」は、強調形（出エジプト 29：１等）や使役形（同 28：38等）で
「聖別する」等の意味になります。 

神に聖別されることによって、「聖なる（聖の）」地（出エジプト３：５等）、住まい 

聖書語句の学びシリーズ 第 29回 聖 
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（同 15：13等）、安息（同 16：23等）、装束（同 28：２）、油（同 30：25等）、装い
（Ⅰ歴代 16：29等）、ささげ物（Ⅱ歴代 31：18等）、箱（同 35：３）、都（ネヘミヤ
11：１等）、山（詩篇２：６等）、宮（同５：７等）、天（同 20：６）、王座（同 47：８）、
国（同 78：54）、いと高き所（同 102：19）、道（イザヤ 35：８）、町々（64：10）、部
屋（エゼキエル 42：13）、奉納地（同 48：10等）、契約（ダニエル 11：28）、肉（ハガ
イ２：12）となるのです。 

 Ｄ．「聖」と人 

    神に聖別されることにより、「聖なる」国民（出エジプト 19：６）、民（申命
記７：６等）、種族（エズラ９：２）となります。このように事物も人も聖別され、主
のご用に用いられるのです（出エジプト 29：44）。 

 聖なる神の民は、聖なる者でなければなりません（レビ 19：２等）。その責任は「自
分自身（自分の身）を聖別する（□へカーダシュの再帰形）」（出エジプト 19：22，レビ
11：44、20：７等）という表現でも示されます。 

私達は聖なる神の前に罪を示され恐れおののきます。しかし神は一方的な恵みの御
業により、私達の罪を取り除いて下さるのです（イザヤ６：１-７）。それは旧約の祭儀
律法が予表した究極的な贖い、つまり真の「主のしもべ」であるメシアの死と復活によ
る贖い（イザヤ 52：13-53：12）に基づいて、成し遂げられるのです。 

 

Ⅱ．新約聖書における「聖」 

 Ａ．「聖」の語彙 

  １．「聖なる（□ギハギオス）」 

     旧約の「聖なる（□へカードーシュ）」に相当する新約のギリシャ語は、形容
詞「聖なる、聖い、聖別された、神にささげられた（□ギハギオス）」です。 

「畏敬する、畏怖する（□ギハゾマイ）」に由来し、元々は宗教的な畏敬を表現する言
葉でしたが、ヘレニズム期には神的存在を形容するのに用いられるようになりました。 
その名詞形が「神聖、聖潔（□ギハギオテース）」（へブル 12：10等）、「神聖、聖潔（□ギ

ハギオーシュネー）」（Ⅰテサロニケ３：13等）、動詞形が「聖別する、聖なるものにす
る、聖くする（□ギハギアゾー）」（マタイ 23：17 等）、その名詞形が「聖め、聖化、聖
別、聖潔（□ギハギアスモス）」（Ⅰテサロニケ４：3，４，７等）です。 

対立概念（70人訳レビ 10：10参照）の「俗悪な（□ギベベーロス）」（Ⅰテモテ１：９
等）は、「踏む、歩く（□ギバイノー）」に由来し、「誰でも踏むことができる、神聖でな
い、世俗の」という意味です。動詞形は「汚す（□ギベベーロオー）」（マタイ 12：５等）
です。 

  ２．「清い（□ギハグノス）」 

     「畏敬する、畏怖する（□ギハゾマイ）」に由来するもう一つの単語は「聖な
る、清い、純潔な（□ギハグノス）」（Ⅱコリント７：11，11：２等）で、元来、神や神に
属するものの特性を表す語です。 

その名詞形は「純潔、純真（□ギハグノテース）」（同６：６等）、「純潔（□ギハグネイア
ー）」（Ⅰテモテ４：12等）、副詞形は「純粋に（□ギハグノース）」（ピリピ１：17）、動
詞形は「清める（□ギハグニゾー）」（Ⅰヨハネ３：３等）、その名詞形は「清め（□ギハグ
ニスモス）」（使徒 21：26）です。 

  ３．「きよい（□ギカサロス）」 

     旧約の「きよい（□へターホール）」に相当する新約のギリシャ語は「きよい
（□ギカサロス）」（マタイ５：８等）です。名詞形は「きよさ（□ギカサロテース）」（ヘブ
ル９：13）、動詞形は「きよめる（□ギカサイロー）」（ヨハネ 15：２）、「きよめる（□ギエ
クカサイロー）」（Ⅱテモテ２：21等）、ヘレニズム期ギリシャ語の「きよめる、きよく
する（□ギカサリゾー）」（マタイ８：２等）、その名詞形が「きよめ（□ギカサリスモス）」
（ヨハネ２：６等）です。 

対立概念は「きよくない、汚れた（□ギアカサルトス）」、「汚れ（□ギアカサルシアー）」 
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です。また「共通の、普通の（□ギコイノス）」（使徒２：44等）が、「汚れた」という祭
儀的な意味で用いられます（ローマ 14：14等）。 

  ４．「聖なる（□ギホシオス）」 

     「聖なる（□ギホシオス）」（黙示録 15：４等）は、神の掟にかなっているこ
と、宗教的な定めからして「きよい」ということです。元々「聖い」の意味では「□ギホ
シオス」が、やがて「□ギハギオス」が用いられるようになりました。新約では殆どが後
者で、両者はほぼ同義語です。 

名詞形は「聖、敬虔（□ギホシオテース）」（ルカ１：75等）、副詞形は「敬虔に（□ギホ
シオース）」（Ⅰテサロニケ２：10）です。また、対立概念は「汚れた（□ギアノシオス）」
（Ⅰテモテ１：９等）です。 

  ５．「聖なる（□ギヒエロス）」 

     祭儀的な意味の「聖なる（□ギヒエロス）」という言葉が、聖書（Ⅱテモテ３：
15／ここでは「□ギハギオス」と同義語的）や宮（Ⅰコリント９：13）を指すのに使わ
れています。その派生語には「神殿（□ギヒエロン）」（マタイ４：５等）、「祭司（□ギヒエ
レウス）」（同８：４等）等があります。 

 Ｂ．「聖」と神 

    「聖なる（□ギハギオス）」の最も多い用法は、「聖霊」（マタイ１：18等）です。
「聖なる父」（ヨハネ 17：11）を始め、神を形容します（黙示録４：８等）。また神も
（Ⅰペテロ１：15 等）、イエスも（使徒３：14 等）、「聖なる方」と呼ばれます。まさ
に三位一体の神の御名（マタイ 28：19）は、「聖なる」ものです（ルカ１：49）。です
から御名が聖なるものとされることこそ、私達がまず祈り求めるべきことなのです（マ
タイ６：９）。そして心で主を聖なる方とする時、恐れから解放されます（Ⅰペテロ３：
14-15／前掲イザヤ８：12-13の引用）。 

 Ｃ．「聖」と事物 

    「聖なる」都（マタイ４：５等）、所（同 24：15等）、契約（ルカ１：72）、
地（使徒７：33）、書（ローマ１：２）、口づけ（同 16：16等）、宮（エペソ２：21）、
山（Ⅱペテロ１：18）、命令（同２：21）や、事物ではありませんが「聖なる」御使い
（マルコ８：38等）、霊（ローマ１：４）等は、神に所属することを表します。また神
が造られたものは、神のことばと祈りによって、聖なるものとされます（Ⅰテモテ４：
５-６）。 

 Ｄ．「聖」と人 

    冠詞を多くの場合伴いますが「聖なる（□ギハギオス）」だけで「聖徒」という
意味で用いられます。普通は信者（ローマ１：７等）、時にはエルサレムの信者（同 15：
25等）を意味します。信者は、聖なる者とされ、聖徒として召されたのです（Ⅰコリ
ント１：２）。 

また人は神に聖別されることにより、「聖なる」人（マルコ６：20）、預言者（ルカ
１：70 等）、しもべ（使徒４：27 等）、使徒（エペソ３：５）、兄弟（ヘブル３：１）、
祭司（Ⅰペテロ２：５）、国民（同２：９）となります。そして罪から離れ自分をきよ
めて聖なるものとされる時、主に有益なものとなるのです（Ⅱテモテ２：21）。 

聖徒とされた私達は罪から解放され、聖潔に至る実を得ています（ローマ６：22）。
聖霊に満たされ実質的にも聖なる者とされたいと思います。 

 

「従順な子どもとなり、以前、無知であったときの欲望に従わず、むしろ、あなたがた
を召された聖なる方に倣い、あなたがた自身、生活のすべてにおいて聖なる者となり
なさい。 

『あなたがたは聖なる者でなければならない。わたしが聖だからである』と書いてあ
るからです。」              （ペテロの手紙 第一 １章 14-16節） 
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