
 

   

ここに数式を入力します。 



関西単立バプテスト神学校 

                              校長 村上聡 

 

 昨年、神学校は創立 50周年の記念の年であり、記念式典も開かれて、大き

な祝福の時となりました。今年は 51年目、神学校も新たな歩みが始まり、バ

イブルカンファレンスが大幅に変わることとなりました。これまでは、月曜日

から金曜日まででしたが、今回からは、水曜日に始まり、金曜日までとなりま

す。それに伴い、新たに伝道者、卒業生、宣教師を対象とした集会が、午後に

もたれ、より充実したプログラムとなっています。朝の集会と夜の集会は、諸

教会の兄姉も含めて、これまで通り全ての皆様に是非、お越し頂きたい集会で

す。皆様のお越しを心からお待ちしております。そして、これからも迷いなく、福音宣教のため

に歩みたいと思っております。 

 

 私は、救われ献身をしてから、三十年が経ちました。その間、多くの皆様にお祈り頂きました

ことに、心から感謝いたします。私は、十字架に感動し、これがもし本当なら、私はもう他のこ

とをしてはいられないと、救われたと同時に、単純に牧師となる思いを持ったものですから、そ

の後、よく迷うことがありました。しかし、使徒の働き 20 章 24 節のパウロの告白にとても励

まされました。「けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神の恵

みの福音をあかしする任務を果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも惜しいとは思

いません。」 

 

 皆様もよくご存知のように、パウロは、エルサレムに戻るなら、そこで投獄されることが分か

っていました。命の危険もありました。しかし、この告白で分かるように、パウロは、全く迷っ

ていなかったのです。周りの人々や預言者もエルサレムで待ち構えている危機を察し、パウロを

引き留めたのですが、それでも彼は、全く動じませんでした。 

 パウロには、苦しみや解決できない問題がたくさんありました。不治の病という重荷もありま

した。しかし、迷いは全くなかったのです。豊かな環境や恵まれた状況で生活を送っていても、

迷っている人は多いのではないでしょうか。 

 

 パウロには、苦しみがあり、重荷があり、病があった。でもどうして、迷いはなかったのでし

ょうか。それは、福音宣教という最も尊い使命に生きていたからです。人にとって最も大切なこ

とは救われることです。そのために福音を伝えるという使命を果たすことを第一に考えていたら、

もう迷うことはないのではないでしょうか。仕事の中で、子育ての中で、あるいは、人間関係で、

もし迷っているとすれば、福音を伝えるという救われた者が、まず果たさなければならない使命

を横において、自分を中心に物事を考えてしまっているからではないでしょうか。パウロは、福

音宣教という最も尊い使命に生きていたことにより、決断で、迷うことはありませんでした。 

 また、彼が迷わなかったのは、神というお方をよく知っており、そのお方に信頼をしていたか

らです。彼が祈っていたのは、ローマに行って伝道することでした。しかし、全く正反対のエル

サレムに行かなければならなくなったのです。人間の考えでは、「何故ですか、どうしてでしょう

か」となり、迷ってしまうのです。しかし、パウロは、神様は、全てを益として下さるお方で、

ご計画があり、私に意味のないことはなさらないと神様に絶対的な信頼をおいていました。です

から、人間の目には、全く逆方向であったとしても、迷うことがなかったのです。すでにご存知

のように、彼は、その後、想像もつかなかった方法で、ローマにまで導かれ、祈っていた通りに

宣教ができたのです。今の状況がどうであれ、また、人の目には絶望的であったしても、この世 
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のものではなく、神様に信頼をおきませんか。その時、迷いはなくなるでしょう。 

 迷い立ち止まるのか。たとえ反対方向で、自分が望まない状況の中でも、福音宣教のために用

いられることを喜びとし、神に信頼して歩むのか。私たちは、自分で選択をしなければなりませ

ん。 

  

 「迷いがない」。私は、この三十年間、迷うこともありましたが、前述の御言葉に励まされて、

迷ったとしても、迷い続けることはありませんでした。人生の過程では、様々なことが起きます

が、どのような状況になったとしても、迷わなくてもいいということは、大きな祝福だと、私は

思います。 

 

 今年は 51 年目、神学校も新たな歩みが始まりました。これからも迷いなく、福音宣教のため

に歩みたいと思っております。 
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教師訓練研究講演 

ご了承ください 

集会における説教者等多少

の変更の可能性があります 

 

※諸教会の全ての方対象 

※伝道者卒業生宣教師対象 

 

 

神学校同窓会 

 

 

理事総会 

※ 

卒業生 

宣教師 

交流会 

 ※  卒業式 

 

Gilbert 

※ 

有川 

                                   卒業式は18時半 

創立 51 年目の今年は… 
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第 48 回 卒業生＆修了生 証し 

聖書クリスチャン教育科卒業                     

栗原里枝 西舞子バプテスト教会 
 
「あなたは、わたしに従いなさい。」 
主イエス様のお名前を賛美いたします。 

この神学校で３年間、聖書の学びと訓練をさせていただきましたことを心より感謝いたします。母教
会である西舞子バプテスト教会、表先生ご夫妻はじめ、兄弟姉妹、そして尊いみことばのご指導いた
だきました村上校長はじめ、おひとりおひとりの先生方、学生の兄姉のお祈りとご支援に心をより感
謝致します。私はこの３年間で、“あなたは、わたしに従いなさい。”と神様は絶えず教えてください
ました。神様のみことばを学ぶことで、すべての環境を守ってくださると自信を持って入学しました。
しかし様々な葛藤や問題、そして自分自身の弱さとの戦いの日々でありました。そのことに失望し、
神様につぶやくこともありました。神様に明け渡すことができず、すべてを背負いこみ、重荷を勝手
に重く感じ、自分の罪深さに悲しくなることもありました。神の愛を忘れ、人と比較し、神様に委ね
ることができないときもありました。 
しかしどんな状況であっても常に神様は、わたしに従いなさい。みことばに従いなさい。と教えら

れました。自分の力の無さを感じ、神様に頼らなければならないこと、神様に従い、委ねたときに、
そこに必ず祝福があること、そしてこれは救われたクリスチャンの特権であることを教えてください
ました。神様のみことばは真実であることを日々、体験させていただいています。 
また、主イエス様の福音を伝える働きは本当に尊い働きであります。これは、神学校におきまして

とても実感させていただいたことです。福音によって人々が救われ永遠のいのちへと、神様みもとへ
と導くことができるからです。 
これからの働きにおきまして、ただイエス様に恵みによって救われた感謝を心に、神様に従い、み

ことばに従い、信頼し、私自身を通して神様のすばらしさを証し、真実なる主イエス様を指し示すも
のとして歩んでいきたいと思います。この者のためにお祈りくだされば、幸いです。 

ヨハネの福音書２１章２２節

 
一般奉仕者コース修了                            
小見山美香 西舞子バプテスト教会 
  
この度、一般奉仕者コースを修了させて頂く事になりました。 
村上先生をはじめ、多くの先生方のお祈りとご指導のもと、1 年間を 3 年間に分けて学ばせて頂き、

感謝致します。高校生の頃、先輩の姉妹に神学校での学びを勧めて頂いた事がありましたが、その時は
確信が薄かったです。時を経て主婦となってから、先輩の姉妹から「主婦の方でも神学校で学ばれてい
る方がいる。」と聞き、祈り始めました。祈って行くうちに「神学校で学んで、主の為に用いて頂きたい。」
と言う確信が与えられて、決心をしました。最初は「どこまでついて行けるかな？」と思っていました
が、詩篇 ３７：５「あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げて下さる。」のみ言葉を支
えに、神様が共にいて下さり、学んで行けた事を感謝致します。 
先に先輩の兄弟が学ばれている姿を見る事が出来、励みになりました。 

3 年間学ばせて頂く中で、賜物の多い少ないに関係なく心から主に献げる時、用いて下さる事、いつ
も主の御前に謙遜で、人々に仕えるべき事を示されました。又、チャペルにも出席させて頂き、多くの
祝福を頂く事が出来ました。まず自分自身が主に在って成長せずして、人々に伝道する事が出来ないの
で、有意義な時でした。私自身、神様の御前に取るに足りない者ですが、村上先生をはじめ、多くの先
生方のお祈りとご指導、西舞子 B.C の表先生ご夫妻をはじめ、兄姉のお祈りとご指導、諸教会の兄姉方
のお祈りに支えられて今まで学び、奉仕させて頂けた事を感謝致します。 
学びを終了してからも、引き続き学びつつ、今まで学んで来た事を生かして、与えられている奉仕を

忠実にして行きたいと思います。 
この者が、神様の栄光を表して行けるように、引き続き祈って頂けると感謝です。それから、伝道献

身者・一般奉仕者共に、神学校で学ぶ方が増し加えられ、遣わされた兄姉を通して救われる魂がおこさ
れて行くように祈って行きたいと思います。 
  

しかし、信じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょう。 

聞いたことのない方を、どうして信じることができるでしょう。   ローマ書 10 章１４節 



 

       

 

          

                                   

吉本隆史 

 聖書の中でも重要で頻出する「ことば」を２回に渡り取り上げたいと思います。今回は旧
約聖書における「ことば」について学びましょう。なお、日本語訳聖書は前回から『聖書新
改訳 2017』を使用しています。 

 

Ⅰ．「ことば」の語彙 

 Ａ．「ことば（□ヘダーバール）」 

   「ことば」を表す最も一般的な単語です。「□ヘダーバル（話す、語る）」（申命記１：１
等）の名詞形です。つまり、話された言葉、語られた事柄、行為や出来事を意味します。で
すから、新改訳でも、「ことば」（創世記 11：１等）だけでなく、文脈により「こと」（同 19：
21等）、「出来事」（同 22：１，20等）、「報告」（申命記１：22等）、「みわざ」（Ⅰサムエル
12：16）、「事績」（Ⅰ列王 11：41等）、「記録」（Ⅰ歴代４：22）、「約束」（Ⅱ歴代６：10等）
等かなり多様に翻訳されています。 

 因みに旧約聖書の「歴代誌」は、「□ヘディブレー・ハッヤーミーム（日々の出来事）」と呼
ばれますが、この言葉は新改訳では「年代記」（Ⅰ歴代 27：24等）、「書（□ヘセーフェル）」を
加えて「歴代誌」（Ⅰ列王 14：19，29等）、「年代記」（ネヘミヤ 12：23）と訳されています。 

 Ｂ．「ことば（□ヘオーメル）」「ことば（□ヘエーメル）」 

   「ことば（□ヘオーメル）」（詩篇 68：11等）と「ことば（□ヘエーメル）」（申命記 32：
１等）は、「言う（□ヘアーマル）」（創世記１：３等）の名詞形で、「ことば、言うこと、話」
を意味します。また、同語源の「ことば（□ヘイムラー）」（申命記 32：２等）、「ことば（□ヘエ
ムラー）」（哀歌２：17）もほぼ同意です。 

 Ｃ．「唇、ことば（□ヘサーファー）」「舌、ことば（□ヘラーショーン）」 

    話す器官である「唇（□ヘサーファー）」（イザヤ６：５，７等）が、換喩で（箴言４：
24等参照）、「話ことば」（創世記 11：１等）の意味に用いられます。新改訳が「口べた」と
訳しているのは（出エジプト６：12，30）、「唇の無割礼（□ヘアラル・セファタイム）」という
表現です（新改訳脚注、並びに本シリーズ第８回「割礼」参照）。因みに「唇（□ヘサーファー）」
は口の外側の縁なので、「縁」（同 26：４等）を、さらに「岸」（同２：３等）をも意味しま
す。 

 同じように話す器官である「舌（□ヘラーショーン）」（同４：10 等）も、換喩で「ことば」
を表し、新改訳では主に「言語」（創世記 10：５，20，31等）、時には「話すことば」（申命
記 28：49）と訳されています。「舌を尖らせる（ハーラツ・ラーショーン）」で「うなる」（出
エジプト 11：７）、「ののしる」（ヨシュア 10：21）と、「舌の人（□ヘイーシュ・ラーショー
ン）」で「そしる者」（詩篇 140：11）と、そして「舌の唇（□ヘセファト・ラーショーン）」で
「語りぐさ」（エゼキエル 36：３）と訳されています。因みにこの「□ヘラーショーン」は、
舌の形をしたもの、「延べ棒」（ヨシュア７：21，24）、「入江」（同 15：２，５等）も意味し
ます。 

Ｄ．「ことば（□ヘミッラー）」 

   「話す、語る（ミッレール）」（ヨブ８：２等）の名詞形で、新改訳では主に「ことば」
（同４：４等）と、さらに「話」（同 18：２等）、「言い分」（同 21：２等）、「笑いぐさ」（同
30：９）と訳されています。 

 Ｅ．「ことば、告げたことば（□ヘネウム）」 

    「口に出すこと、告げたことば」を意味します。新改訳では、「ことば」（創世記 22：
16等）、「告げたことば」（民数記 24：３等）等に訳されています。 

聖書語句の学びシリーズ 第 30回 ことば（旧約編） 



 

Ⅱ．神の「ことば」 

   「ことば」の中でも特に神の「ことば」について考察します。 

 Ａ．神の「ことば」の表現 

  １．みことば 

     旧約では神のことばは、無冠詞で「みことば（□ヘダーバール）」（詩篇 56：10等）、
「みことば（□ヘオーメル）」（同 68：11）、また冠詞と「ことば」で「みことば（□ヘハッダー
バール）」（申命記 30：14等）と表現されます。 

  ２．神のことば 

     「神のことば（□ヘデバル・エローヒーム）」（Ⅰサムエル９：27 等）、それに冠詞
の付いた「□ヘデバル・ハーエローヒーム」（Ⅰ列王 12：22等）、「神のことば（□ヘイムレー・
エール）」（詩篇 107：11）、「神のことば（□ヘイムラト・エローハ）」（箴言 30：５）、「主のこ
とば（□ヘデバル・ヤハウェ）」（創世記 15：４等）と呼ばれます。 

 また「主のことば（□ヘネウム・ヤハウェ）」（Ⅱ列王９：26等）は、新改訳第三版まで「主
の御告げ」と訳されていきた定型句です。 

代名詞語尾をつけて、「ことば（□ヘダーバール）」は「（あなたの）おことば」（Ⅰ列王８：
26 等）、「あなたのみことば」（詩篇 119：105 等）、「（彼の、その）みことば」（Ⅱ列王１：
16）と、また「ことば（□ヘエーメル）」は「そのみことば」（ヨブ 22：22）、「ことば（□ヘイム
ラー）」は「あなたのみことば」（詩篇 119：82等）と訳され、神のことばを意味します。 

「イスラエルの神のことば（□ヘディブレー・エローヘー・イスラーエール）」（エズラ９：
４）、「イスラエルの聖なる方のことば（□ヘイムラト・ケドーシュ・イスラーエール）」（イザ
ヤ５：24）、「あなたの口のみことば（□ヘイムレー・フィーカー）」（詩篇 119：４）という表
現もあります。 

 ３．みおしえのことば 

    後述する「□ヘみおしえ（トーラー）」（本シリーズ第１回「律法」参照）と組み合
わせて「みおしえのことば（□ヘディブレー・ハットーラー）」（申命記 27：８等）とも表現さ
れています。 

Ｂ．神の「ことば」の同義語 

   同義語に使用されている言葉から、みことばの多様な面を知ることができます。 

 １．並行的表現に見る同義語 

    旧約では、ヘブル語の並行表現から、神の「ことば」と同義語的に使われている
ことがわかることばがいくつかあります。 

「みおしえ（□ヘトーラー）」が「主のことば（□ヘデバル・ヤハウェ）」（イザヤ２：３等）と、
「みおしえのことば（□ヘデバル・ハットーラー）」が「掟（□ヘホーク）」（申命記 17：19）と、
「主のことば（□ヘデバル・ヤハウェ）」が「定め（□ヘミシュパート）」（出エジプト 24：３）
や「命令（□ヘミツワー）」（民数記 15：31）、「みことば（□ヘダーバール）」が「おきて（□ヘフ
ッカー）」（詩篇 119：16）、「さばき（□ヘミシュパート）」（同 119：160）、「契約（□ヘベリート）」
（同 105：８）と同義的に扱われています。また「契約（□ヘベリート）」は、「十のことば（□ヘ

アセレト・ハッデバーリーム）」（いわゆる十戒）とされています（申命記４：13）。 

 ２．詩篇 119篇に見る同義語 

みことばが主題である詩篇 119篇では、「みおしえ（□ヘトーラー）」（１節等 25回）、
「さとし（□ヘエーダー）」（２節等 14回）、「戒め（□ヘピックード）」（４節等 21回）、「おきて
１（□ヘホーク）」（５節等 21回）、「仰せ（□ヘミツワー）」（６節等 22回）、「さばき（□ヘミシュ
パート）」（７節等 23回）、「みことば（□ヘダーバール）」（９節等 22回）、「みことば（□ヘイム
ラー）」（11節等 19回）、「さとし（□ヘエードゥース）」（14節等９回）、「おきて（□ヘフッカー）」
（16節）が同義語的に用いられています。さらにみことばで指図される生活行動を表す「道
（□ヘデレク）」（１節等 13回）、その詩的表現の「道（□ヘオーラフ）」（９節等５回）も多用さ
れています。 

Ｃ．神の「ことば」の働き 

 １．神のみわざの手段 



       

    創世記１章にあるように、神が語られ天地創造というみわざがなされます。神の
ことばとみわざは一体であり（詩篇 33：４）、神のことばによって天地は創造されました（同
33：６，148：５）。 

天地創造だけでなく、人を救うことも（同 107：20）、すべてのことは神のことばによって
なされます（同 147：15）。そして語られたら必ずそのようになります（同 33：９-11）。神の
ことばが空しくなることは絶対なく必ず成就するのです（イザヤ 55：10-11）。 

ですから私達はみことばに信頼して従い、あとは主に委ねることができるのです。そして
必ず成就するみことばに信頼する人生こそ、最も確実で安全であり、私達にとって最善なの
です。 

 ２．神の意志伝達の手段 

    神はアダムに始まり、人に語り掛けられました。神は、みことばによって、ご自
身の意志を伝達されます。 

預言者達にみことばが与えられます。それは、しばしば「（誰々に）主のことばがあった（□ヘ

ハーヤー・デバル・ヤハウェ・エル）」（エレミヤ１：２等）という定型句で表現されます。
この定型句は、特にエレミヤ書とエゼキエル書に頻繁に出てきます。 

預言者達は、そのみことばを人々に伝えます。その場合、「主はこう言われる（□ヘコー・ア
ーマル・ヤハウェ）」（Ⅰ列王 12：24等）、「主のことばを聞け（□ヘシムウー・デバル・ヤハウ
ェ）」（イザヤ 28：14 等）、「主は言われる（□ヘアーマル・ヤハウェ）」（同 59：21 等）、そし
て前述の「主のことば（□ヘネウム・ヤハウェ）」（Ⅱ列王９：26等）等の定型句が用いられま
す。特に最後の表現は、エレミヤ書や小預言書に多用され、エゼキエル書では「神である主
のことば（□ヘネウム・アドーナーイ・ヤハウェ）」（５：11等）、ナホム書、ハガイ書ゼカリヤ
書では「万軍の主のことば（□ヘネウム・ヤハウェ・ツェバーオート）」（ゼカリヤ１：３等）、
そしてイザヤ書では「万軍の神、主のことば（□ヘネウム・アドーナーイ・ヤハウェ・ツェバ
ーオート）」（３：15等）、「万軍の主、主のことば（□ヘネウム・ハーアードーン・ヤハウェ・
ツェバーオート）」（19：４等）という形でも出てきます。 

人は、みことばを通して神のみこころを知ることができます。みことばに導かれて、みこ
ころに生きる人は幸いです（詩篇 119：105，130）。 

Ｄ．神の「ことば」の記録 

   神は御自身でみことばを記され（出エジプト 24：12，31：18，32：16等）、また記
すように命じられ（同 34：27等）、モーセ（同 24：４，34：28等）やヨシュア（ヨシュア
24：26）、エレミヤ（エレミヤ 51：60等）等、神のしもべ達が記しました。 

みことば、石の板（出エジプト 34：28 等）、大きな石（申命記 27：２⁻３等）、書物（同
28：58等）、巻物（エレミヤ 36：32等）等に記されました。 

語られた神のことばが書かれて残されることにより、みことばを人は繰り返し聞くことが
でき（ヨシュア１：８等）、他の地域の人や後の時代の人も聞くことができるようになります
（ダニエル９：２等）。またみことばが成就した時、その真実の証しとなるのです（Ⅱ列王 22：
16 等）。このようにして、神の摂理のもと「聖書」が形成されていきます。 

 

列王記には「主のことばにとおり（□ヘキドゥバル・ヤハウェ）」という慣用句が、多く出て
きます。「主のことば」があれば、必ず「主のことばのとおり」になります（Ⅰ列王 16：１，
12）。ですから、「主のことばのとおり」に生きる人こそ幸いなのです（同 17：５）。 

なぜなら、「主のことば」は真実であり（同 17：24）、とこしえから天において定まってお
り（詩篇 119：89）、永遠に立つからです（イザヤ 40：８）。 

 

「主よ あなたのみことばは とこしえから 天において定まっています。」 

                         （詩篇 119篇 89節） 


