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先日、九州の家に一年ぶりに戻りました。
そこは、母が生まれ育った所で、平地ではお米やいちごなどの果物が、丘の
方では、ミカンが栽培されている農業を主な産業とする町です。幼い頃、夏休
みや年末年始に、毎年のように母に連れられて来ていたものですから、私に

INDEPENDENT

とっても大変懐かしさを感じる町でした。
長い間、ご無沙汰していたにもかかわらず、私が戻りますと、母に限らず、叔父や叔母まで
も、仕事の合間にとれたばかりの野菜や果物をもってきては、帰りを喜んでくれ、また歩いて
いても、道行く人が見ず知らずの私にも、快く挨拶をしてくれるのです。とても心が和み、身
も心も大変元気になった気がしました。工具を車に積んで帰り、家のシャワーや水屋を直して、
一人暮らしの母に喜んでもらえたことも嬉しいことでした。
町の人たちは、心が温かく、感謝の心を持ち、人として大変尊敬できる生き方をしており、
その姿を見ると、自分が牧師をしているのが恥ずかしくなる思いでした。しかし、この地域に
は、まだ一度も福音を聞いたことがない人が数多くいるのです。いや、ここに限らず、九州に

BAPTIST

は、日本の各地には、教会もなく、福音も聞いたことがない人がまだたくさんいると思うと､
胸が詰まる思いでした。

今から二十年程前、インターネットが普及し始めた時、これからは宣教も合理的になり、福
音が前進すると期待することできました。各教会が手軽に、しかも費用をかけないでウェブサ

BIBLE

イトを公開できるようになり、神の御言葉は空間を越えて駆け巡るようになりました。現地に
行かなくても、地球の裏側の人と、同時に映像で会話もできるのですから、驚くべきことです。
しかし、その宣教の成果が現れているかどうかは、甚だ疑問が残ります。統計をとったり、何
かしらの資料を基にしておりませんので、明確なことは申し上げられませんが、少なくても私

SCHOOL

の牧会している教会では、インターネットの普及前と今を比べて、教会の成長が進んだとは思
えません。確かに、教会を探している方が検索して、教会に来られることは多くなりましたし、
その点ではとても有効であると思われます。しかし、宣教とは、やはり教会から出て行って、
相手の目を見て、心から救われて欲しいという思いで愛を込めて福音を語ることではないでし
ょうか。また、実際に農村部に行きますと、インターネットを利用していないご高齢の方々が
たくさんおられ、やはり、そこには実際に人が入っていかなければならないのです。

私も、教会のウェブサイトを管理し、更新しています。管理する以上は、さらに良いものを
追求していくでしょう。しかしこの度、宣教の原点とは、教会から出て行って、個人的に福音
を語ることであり、これはインターネットでは代用できないことであることをあらためて教え
られた気がします。

そうです。やはり人が必要なのです。「ここに、私がおります。私を遣わしてください。」
イザヤ書６章８節

4/10(火) 神学校入学式

大前香織 千里ニュータウンバプテスト教会
一般奉仕者コース
主の御名を賛美します。
私は幼いから教会に行き、イエス様を救い主として信じ救われました。教会では様々な奉仕をさ
せていただいてきましたが、「ここまでならできます。でも、これは嫌です。」というような、自分
勝手な思いでしていました。しかし、神様は少しずつ私の思いを変えてくださり、出来ないと思っ
ていたことをできるように力を与えて下さいました。そして昨年の秋に神学校の見学日に参加させ
ていただき、見学日以降から徐々に神学校で学びたいという思いを強く持つようになっていました。
しかし、ここでも他者から見られる自分や、自分の思いが壁となっていました。が、マルコ８：
３３－３４のみことばを通して、神様についていこう、１年後のことはわからないけれども、まず
学びをスタートさせようと入学を決意しました。
自己中心的で悩みの多い者ですが、神様は私を見離さず、罪を赦し、いつも共にいて強め、励ま
してくださいます。人の思いを遥かに超え、用いてくださいます。そんな愛のお方である神様のた
めに、教会のために用いられるものへと成長したいと思っていますのでこの者の為にお祈りいただ
ければ幸いです。
母教会の小川宗五郎先生をはじめ、みなさまのお祈りと励ましに心から感謝します。

聖書語句の学びシリーズ

第 31 回
吉本 隆史

前回は旧約聖書における「ことば」について取り上げましたが、今回は新約
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々回か
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（ ギ ロゴス）」
１．語源的意味
語源の動詞「レゴー」には、
「言う」の他「集める、数える、選ぶ」等、かなり多様
な意味があります。
２．一般的意味
基本的には「言葉」を表しますが、ギリシア語、ヘブル語といった言語の概念はあ
りません。行為に対する「言葉」、書かれた言葉に対する「話された言葉」である話、演説、弁
論、対話、協議、議論、
「発話を構成する部分」である語、句、文、また韻文に対する「散文」
である叙述、物語、そして「特別な言葉」である神託、諺、金言、布告、訴え等を意味します。
また「理性」を表し、計算、勘定、決算、説明、道理、原理、理論、原則、理由、根拠、関係、
割合、類推等を意味します。このように、かなり多様な意味があります。
３．哲学的意味
「ロゴス（論理、理性、言葉）」は、古代ギリシア哲学の中心的な概念でした。古代
ギリシアでは、ホメロスやヘシオドスの著作に見られる「神話（ギミュソス）」が信じられて
いました。それに対して、人間の「理性（ギロゴス）」に基づいて物事を論理的に考える哲学
が生まれました。
「ギロゴス」は宇宙支配の法則、思考の道筋である論理、人間の理性の働き、
そして思考の表現である言葉を意味します。
４．聖書の意味
70 人訳（旧約のギリシア語訳）の主に歴史書における「へダーバール（言葉、事）」
の訳語です。新約では、ピレモン、Ⅱヨハネ、ユダを除く、すべての書に平均して使用され、
合計 330 回出てきます。
新改訳では、人の「ことば」
（エペソ５：６等）、神の「ことば」
（マルコ７：13 等）、
「みこ
とば」（ヨハネ５：38 等）、「一言」（ルカ 20：３）、「ことばじり」（同 20：20）、「うわさ」
（ルカ５：15）、
「話」
（同７：17 等）、
「知らせ」
（使徒 11：22 等）、
「出来事」
（マルコ１：
45）、
「こと」
（使徒８：21 等）、
「問題」
（同 15：６等）、
「苦情」
（同 19：38）
、
「清算」
（マ
タイ 18：23）、
「霊的な口座」
（ピリピ４：17）、
「申し開き」
（マタイ 12：36，ローマ 14：
12，ヘブル４：13 等）、
「説明」（Ⅰペテロ３：15）、「理由」（マタイ５：32）、「わけ」（使
徒 10：29）等に訳されています。その他、熟語等で単独では訳出しにくいものもあります（使
徒 18：14，20：14 等）。
このように「（ギロゴス）」の多様な意味と文脈によって、かなり多様に訳されることになり
ます。
５．派生語の意味
学びの範囲が広くなりますが、聖書の学びに有益ですので、派生語にも言及したい
と思います。
ａ．
「ギロギゾマイ（数える、考える、見做す）」

この動詞は、一般のギリシア語では、商業用語で価格や負債を客観的に「勘定す
る」こと、また哲学で事態を客観的に「把握する」ことを意味しました。
70 人訳では、多くはヘブル語「へハーシャブ」の訳語で古典期より主観的な意味で用いら
れます。
新約では、40 回使用されていますが、そのうちの半分程が、70 人訳の引用に関するもの
です。特に創世記 15 章６節の引用や義認論に関して多く用いられます（ローマ４：３，４，
５，６，８，９，10，11，22，23，24，ガラテヤ３：６，ヤコブ２：23 等）。本シリー
ズ第 28 回「義認」も参照してください。
その名詞形が「ロギスモス（計算、考え、判断、議論）」で、新改訳では、
「心の思い」
（ロー
マ２：15）、「議論」
（Ⅱコリント 10：５）、「思弁」（同／第三版）と訳されています。
ｂ．
「ギロギオン（神託、［神の］言葉）
」
「ギロゴス」の指小辞で、具体的な個々の言葉を意味します。新改訳では、「み
ことば」
（使徒７：38）、
「ことば」
（ローマ３：２，Ⅰペテロ４：11）、
「告げたことば」
（ヘブ
ル５：12）、これらは全部、複数形で神の言葉を表しています。
ｃ．「ギロギオス（学識のある、雄弁な）」「ギロギコス（理性的な）」
形容詞「ギロギオス」は、新約では使徒 18 章 24 節にのみ使用されている言葉
で、「学識のある」または「雄弁な」を意味します。
もう一つの形容詞「ギロギコス」は、普通「理性的な」と訳されますが、神に対する人間の
あるべき態度を表します。古代ギリシアでは、「理性」は本質的に人間ではなく神の事柄でし
た。新約に 2 回のみ使用され、新改訳では、
「ふさわしい」
（ローマ 12：１）、
「霊的な」
（同／
第三版）、「霊の」（Ⅰペテロ２：２）、「みことばの」（同／第三版）と訳されています。
ｄ．
「ギロゴマケオー（言葉の争いをする）」
「ギロゴス（言葉）」と「ギマコマイ（戦う、争う）」から成る言葉で、名詞形は
「ギロゴマキアー（言葉の争い）」です。新約では１回ずつ出てきますが、新改訳では「こと
ばについての論争をする」
（Ⅱテモテ２：14）、
「ことばの争い」
（Ⅰテモテ６：４）と訳されて
います。
Ｂ．「ことば（ギレーマ）」
１．語源的意味
「言う（ギエイロー）」に由来し、「語られること、言葉」を意味します。しかし、
この動詞「ギエイロー」は、現在形では殆ど用いられることはありません。その未来形「ギエ
ロー」が、「言う、話す」の意で語源の異なる動詞「ギレゴー」「ギフェーミ」「ギアゴレウオ
ー」の未来形として用いられます。
２．聖書の意味
70 人訳の主に預言書における「へダーバール（言葉、事）」の訳語です。新約聖書
用例（68 回）中、ルカ文書（福音書と使徒）が半数近く（33 回）を占めます。次いでヨハネ
の福音書に多く出てきますが（12 回）、他のヨハネ文書（３つの手紙と黙示録）には用例があ
りません。使用箇所が「ギロゴス」に比べ偏っていると言えます。
新改訳で「ことば」（マタイ 12：36 等）、または「こと」（使徒５：32 等）と訳されるよ
うに、言葉と事が２つの基本的な意味です。
Ｃ．両者の相違
「ギロゴス」と「ギレーマ」は、上記のように語源が異なり、基本的には前者は「言
葉、理性」、後者は「語られた言葉」という意味です。
古典ギリシア語においては、
「ギロゴス」は、道理の通った纏りのある話を、
「ギレーマ」は、
相対的に感情面を強調した表現・発言を意味しました。
しかし新約では、その区別が相対化されています。同じ文脈の中で両者が同義語として用い
られています（マタイ 12：36，37，ヨハネ 17：６，８，14，17 等）。また創造とみこと
ば（ヨハネ１：１，２，ヘブル 11：３，Ⅱペテロ３：５）、
「イエスのことば」
（ルカ 22：61，
ヨハネ２：22，18：32，使徒 11：16）、同聖句（イザヤ 40：８）の引用（マタイ 24：
35,マルコ 13：31，ルカ 21：33，Ⅰペテロ１：25）等に関して、両者が同様に用いられ
ています。このように新約聖書では、ほぼ両者は同義語と見做すことができます。

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．キリスト
キリストは、
「ことば（ギロゴス）」
（ヨハネ１：１，14）、
「いのちのことば」
（Ⅰヨハ
ネ１：１）、「神のことば」（黙示録 19：13）と呼ばれています。
前回の本シリーズ第 30 回「ことば」
（旧約編）において見たように、神の「ことば」は、神
の啓示の手段でした。神の「ことば」である御子が、目に見えない神を説き明かされたのです
（ヨハネ１：18）。ですから、人となられたイエス・キリストにより（同１：14）、神の本質
とみこころを知ることができるのです（同８：19，12：45，14：７，９）。
また神の「ことば」は、神のみわざの手段でした。旧約で神の「ことば」による天地創造が
描写されましたが（創世記１章）、新約も同じ理解であり（ヘブル：11：３，Ⅱペテロ３：５）、
さらに「ことば」である御子によって万物は創造され保たれていることが教えられています（ヨ
ハネ１：３，10，コロサイ１：16，17，ヘブル１：２，３）。
さらに旧約で救いのみわざが神の「ことば」によるものとして表現されています（詩篇 107：
20）。そして新約で神の「ことば」キリストによる究極の救いの成就が語られます（ヨハネ１：
17）。
Ｂ．みことば
１．旧約聖書のことば
旧約のことばを指して（マルコ７：13，12：10，ヨハネ 15：25 等）、その権威
を認めています。
２．イエスのことば
イエスは神のことばを話されるので（ルカ５：１，ヨハネ３：34，14：10，17：
８等）、イエスのことばは、神のことばです。ですから権威と力があり（マタイ８：16，ルカ
４：32，36 等）、必ず成就し（ヨハネ２，22，18：32 等）、永遠なのです（マタイ 24：
35，マルコ 13：31，ルカ 21：33）
。
またイエスのことばは、霊、いのち（ヨハネ６：63）、永遠のいのちのことば（同６：68）
であり、信じる者に永遠のいのちを与え（同５：24，８：51）、人をきよめ（同 15：３）、
終りの日にさばきます（同 12：48）。
３．宣教のことば
「みことば」
（ルカ１：１，２等）、
「神のことば」
（使徒４：31 等）、
「主のことば」
（同 12：24 等）、そして「救いのことば」
（同 13：26）、
「恵みのみことば」
（同 20：32）、
「十字架のことば」
（Ⅰコリント１：18）、
「和解のことば」
（Ⅱコリント５：19）、
「真理のこ
とば」
（エペソ１：13，ヤコブ１：18）、
「いのちのことば」
（ピリピ２：16）、
「信仰と良い教
えのことば」（Ⅰテモテ４：６）等と呼ばれています。
みことばは、信じ、受け入れる者を救い（Ⅰコリント 15：２，ヤコブ１：21）、生み（ギ
アポキュエオー／ヤコブ１：18）、新しく生まれさせ（ギアナゲンナオー／Ⅰペテロ１：23）、
養い（Ⅰテモテ４：６）、成長させ御国を受け継がせます（使徒 20：32）。
この素晴らしいみことばを、大胆に語ることができるように祈りつつ（使徒４：29）
、時が
良くても悪くても宣べ伝えようではありませんか（Ⅱテモテ４：２）。なぜなら「神のことばは
生きていて、力があり」
（ヘブル４：12）
、信じる人を滅びからいのちに移して救い、新しく造
られた者とするからです（Ⅱコリント５：17）。
「十字架のことばは、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。」
（コリント人への手紙 第１ １章 18 節）

