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校長の机から

フを彼 らの付き人に したので、彼はその世話を し

神学生が身 につけたいこと

た。こうして彼らは、 しばらく拘留されていた。」
(目 世記

40:4)そ

れは、 リーダ ーシップをと

る前に、付き人として、仕える こと、 しもべの心

校長

石川

を学ばなければならな いからで した。

実

ヨセフは彼ら (献 酌官長 と調理官長 )の 付き人

「 自分自身 にも、教える事 にも、よ <気 をつ

とな つたことで、彼らが見た夢の解明か しを神の

けなさい。あ <ま でそれ を続 けなさい。そう

霊 によ って しま した。そ して、献酌官長が釈放さ

すれば、 自分自身 をも、またあなた の教えを

れたおりには、自分のことをバロに話 して、出ら

聞 く人たちをも救 うことにな ります。」

れるように してほ しいと頼んでいま した。 ところ

第一 テモテ 4:16

が現実は、
「 ところが献酌官長はヨセフのことを思
い出さず、彼のことを忘れて しまつた。」 (同 23

私たちの神学校は、バイブル・パプテス ト・ フ
ェローシップの共同事業です。その目的の第一は、

節 )し かも続くお言葉は、
「 それから二年の後」(自
世記 41:1)と ありきす。人生は思い通 りにな

主イエス様の救いのご計画の実現のために、ひた

らないものです。 ∃セフ自身も「 わた しは投獄さ

すら働く伝道者を養成することです。そのために、

れるようなことは何も していないのです」(同

冒頭のお言葉では、①自分自身によく気をつけな

節 )と 言いま した。ですが、このことも神が ご支

さい②教える事によく気をつけなさいと言われて

配されていることであり、後 にな つて、 ヨセフに

います。

も必要であ つたことが分か ったで しょう。

15

神学校は神学を学ぶところですから、②教える
ことについてはいうまでもないでしょう。しかし、

神学校 に入る前に、数年待たされた方もいるで

その前に①がなされていなければ、
「知識は人を高

しょう。また、すぐにでも伝道師や宣教師として

「高慢に
ぶらせ」(第 一コリント8:1)と なり、

lElき

たいのにと熱心な方もお られるで しょう。で

な つて、悪魔と同じさばきを受ける」(第 一テモテ

すが、単 に熱心なことが必ず しもいいことではな

3:6)と いう危険もあります。そのようなこと

いと言われています。
「 私は、彼らが神に対 して熱

になれば神学校に来ないんがよかつたとも言えます。
創世記のヨセフは、イスラエルの家のいのちの
救いのために、神によって遣わされました。(自 世
記 4515)私 たちは良い結果をすぐに見たくな
りますが、ヨセフの話には、そこに至るまでの過

心であることをあか しします。 しか し、その熱心
は知識に基 づ <も のではありません。」
ローマ 10:2

お言葉に基づく熱心さでなければな

りません。
私たちの神学校は全寮制です。も しかすると、
ヨセフにとつての投獄のような役割もあるかも知

程があります。
「 彼らは足かせで、∃セフの足を悩
まし、 ヨセフは鉄のかせの中に入つた。彼のこと

れません。 どんなことにも不平不満をいわずに、

ばがそのとおりになる時まで、主のことばは彼を

全うしていただきた いものです。

ためした。」詩籍 105:18,

19

実際にヨセフは拘留されました。
「 侍従長は∃セ
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忍耐をもって、神から与えられたレッスンとして

ですか ら生きるに して も、死ぬ に して も、私

恩師
足 立 茂先 生を
侭 んで

たちは主のもので す。
キ リス トは、死 んだ人 にと って も、生きてい
る人にと っても、そ の主 となるために、死んで、
また生き られたのです。
□―マ書 14章 7節 〜 9節

足立茂先生 を語 る ことは難 しいです。なぜな
ら魂の深い ところで神のみが知 って お られ る茂
先 生の信仰 に基 づ く信念 とも理念 とも言 う賜物
を隠 し持 つてお られた万 と思 うか らです。 こと
ばを大切 にされ る寡黙の人で、 ことばの人では
あ りませ んで した。それだ けに先生の 一 言 一 言
の ことばに重みがあ り、短 いことばで、人の心
を変える力があ りま した。熟慮 して ことばを選
′

今年

｀

1月 に、神学校の元校長 の お一 人であ ら

びなが ら、祈 りの 時も、教鞭 をとられる ときも、
説教も驚かされる ばか りの知恵があ りま した。

れた足立茂先 生が召天されま した。

2006年 か ら 2012年 まで校長職 を

聖書のお言葉 を尊び、神 のお言葉の とりつぎを

担 つて <だ さ い ま した。神学校教育 における逸

畏れを持 つて為されて お りま した。神学校 を卒

材が取 り去 られ、改めて地 上の営み の意味 を考

業後 も、牧会 と宣教の働きを しなが ら某神学校

えさせ られます。

の研究生 と して 10年 にわた つて聖書の研究 と

先生は

「偶然 とい うことはな い。 す べ て は神様 の ご

した。

主権である」 と、恩師は繰 り返 し学生たち に語

しを敏
また福音 を伝 えるためには、 8寺 代 の 変イ

られて いた ことを思い起 こ します。

ここに、お二人の先生方から思い出を寄せて
いただきました。

ヽ

感 に察矢□して いな ければな らない ことを、有志
による憲法研究会 の席上で話 して おられま した。

/

素晴 ら しい牧師であ り教 BTで ある と共に学 びの
人で した。

故足 立茂牧師を思 う
名古屋BBC国 内宣教師

神学、幅 広い教会の歴史 を学び続 けて おられ ま

寺代 は、三年課程修 了で神学校
私たち初期 の日

上田 晃

を卒業 し伝道地 に遣わされ ま したが、通信課程

神学校教師

による四年課程が新設さ れま した。私は早速、
四 年課程受講 の 申 し込み を いた しま した。担 当

私たちの中でだれひとりとして、自分のため

教 enは 、足立茂先生 と三澤先生で した。茂先生

に生きている者はな く、また自分のために死ぬ

は神学者β
PBを 担 当されて、通信生 に参考資料 と

者もありません。

なる本 を紹介され、そ の 本 を熟読 して課題に添

も し生きるなら、主のために生き、 も し死ぬ

った論文 を提 出 しな ければな りませ んで した。
論文 を仕 上 げて送 ります と、丁寧 に、赤 ペ ンで

なら、主のために死ぬのです。
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指導を下さり、論文が送 り返されるのです。

「キ リス トは教会の頭、教会は主の御からだ。
」

学ほうとする者に愛を注いで、全身全霊で向

「学びは目的ではない。宣教と牧会こそ学びの

き合つて <だ さったことに頭が下がりました。

目的。」時にはま じめな顔で冗句も言われ、隠れ

私には及びもつかないことで、教えることの

た一面を見せられることもありま した。天に召

姿勢を学びま した。三年がかりで、四年課程を

されるその瞬間まで、主イエスキリス トを愛 し、

修了することが出来ま した。今でも、足立先生

主に祈り、みことばに聞き、委子夫人との二人

が、個人のために論文のやりとりを下さつたこ

だけの礼拝を何よりも楽 しみ にしておられたよ

とに深い感動と感謝があります。校長職を31き

うに私には見えました。

受けられたときは、あ<ま でも教会の承認が121
要であり、軽々とは返事が出来ないと、すぐに

私は、神のご計画の全体を、余すところなく

は快諾されませんで した。

あなたがたに知らせておいたからです。

先生の元で神学校の働きをさせていただ <中

あなたがたは自分自身と群れの全体とに気を

で、よく私に意見を求められました。私は

配 りなさい。

「先生はどう考えておられるのですか。」と逆に

聖霊は、神がご自身の血をもつて買い取られ

お者えを聞きたいと思うことがありました。

た神の教会を牧させるために、あなたがたを群

そのときはお応えにはならず、私の考えを求め

れの監督にお立てにな つたのです。

られま した。謙遜な先生の人柄を見た日いで し

私が出発 したあと、狂暴な狼があなたがたの

た。時折、私の考えを採用 してくださつたとき

中にはい り込んで来て、群れを荒らし回ること

は、嬉 し<思 いま した。外交辞令でお尋ねにな

を、私は知 っています。

られたのではな <、 本意からお尋ね下さ つたこ

あなたがた自身の中からも、いろいろな曲が

とがよく分かり恐縮 しました。

つたことを語 つて、弟子たちを自分のほうに引

先生は忍耐と責任感の強い方であることが分

き込もうとする者たちが起 こるで しょう。

かりま した。あの病気を発病される以前から既

ですから、日をさましていなさい。私が三年

に重い病気と共生 しておられ、教師の時から不

の間、夜も昼も、涙とともにあなたがたひとり

自由さの中で、 静岡から毎週軽井沢に通 つてお

ひとりを訓戒し続けて来たことを、思い出 して

られたことを知りま した。病気を発症された8寺 、

ください。

大変な症1犬 と 5い ながらも、悲11感 を悟らせず、
F●

校長の任期を全うされたのには頭が下が りま し

いま私は、あなたがたを神とその恵みのみ
ことばとにゆだねます。

た。先生の内には、もう一期、校長としての責

みことばは、あなたがたを育成 し、すべての

任を果た したい願 いさえありました。主の御前

聖なるものとされた人々の中にあって御国を継

に、無念であられたことは伝わ りま した。

がせることができるのです。
使徒の働き 20章 27節 〜 32節

茂先生が好んで、使われたことばを紹介 しま
す。
「イエスキリス トは教会の大牧者、牧師は教
会に仕える神の僕。」
「神の召 しと賜物は変わら

「 病床を訪ねての交わり」

ない。」
「神の御主権と人
「 聖書は神のお言葉。」

私は時折 しか祈つてはいなか ったのに、病床

の責任。」
「ただ主のみが讃えられなければなら

を訪ねたとき「先生、お祈りしています。」と伝

「すべては只主の栄光が顕されるために。
」
な い。
」

えたのです。先生の日は、私の欺睛を見透か し
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ておられることが分かりま した。先生は、私を

レク トーンの美 しい調 べが聞こえてきたのです。

じつと見て、
「私はいつもベ ッドから主をlfOい で

それは聖歌の曲で した。調 べを頼りに教会に辿

祈らせていただいております。」と語つておられ

り着 <こ とが出来たのです。弾いておられたの

ることを読み取りま した。先生はいつも祈 つて

は、足立茂先生で した。顔は、主を賛美する喜

くださ っていることを知らされ、
「 祈 つていま

びの笑顔で輝 いておられま した。茂先生と主に

「祈
す。」と申 し上げた自分が恥すか しくなり、
っている。」という心のおごりを示された思いで

ある交わりを持たせていただいた最初の出会 い
で した。今でもあの日の賛美の調べが心に残 つ

悔い改めさせられました。

ています。

先生は身動きも出来ない状態の中で、内住の

「僕 はオランダに留学 したいのです。」と、吐

御霊 によつて祈 り、イエス様 との交わ りを、祈
りを通 して楽 しんでおられる ご様子で、 いつお

「環境 と経済がゆる
露された ことがありま した。

邪魔 しても、平安な眼差 しで、私を じつと見つ

されな いので、無理な夢ですが、スカラシップ
」と話された こ
の様な制度があるといいのにね。

めてくださり、時折瞬きで、私の話 しかけに応

ともありま した。お応えできなかつたことが悔

えてくださいま した。

やまれます。先生の書斎には、英語や ドイツ語

声で話すことはお出来 にはならな <て も、十分
な疎通がありま した。先生の、無言の眼差 しか

などのキ リス ト教書を読破された書物が何冊も

ら、私の心の隅尺まで照ら し見ておられる清い

学を願 つておられたのです。

ィエスさまの眼差 しを感 じ取りま した。
良心の痛みを覚え、視線をそらした時 もありま

今後、献身神学生や献身留学神学生のスカラ
シップやサポー ト制度な どの財源が神学校 に基

した。時には優 しく、暖かい愛の眼差 しで した。

金として確保されて いくことを願 つております。

あると同 いま した。先生は、真剣 にオランダ留

委子先生が、教会のこと、兄弟姉妹のご様子
な ど、細やかに、茂先生に話 しかけ、報告され
る様子を傍で聞いていて、素晴らしいご夫婦の

鈴木 恵輔
セ ン トラル BBC牧 師

愛 と信頼の絆を見ま した。瞬きをされ、涙も流
される こともありました。 おそらく内面 におい

神学校教師

足立校長先生が校長時代のことを、先生を偲

ては、大きな苦痛と不自由さとの闘いもあ られ

び、思い出を振り返 つてみたいと思います。

たとお察 ししてはおりま したが、忍耐強さには
ただただ頭が下がりま した。意識があられた期

杉浦先生が宣教師の先生方の校長時代 に続い

間の闘病においては、キリス トの悩みの忍耐を
共有 しておられた と思いま した。もし自分だつ

て 、 初 代 の 日本 人校 長 先 生 にな られ たの が

たならどこまで耐えられるか ?私 は自問自答を

1985年 。 この時は、宣教師校長時代の最後の
お働きを 3期 9年 、ほぼ―週間全 力当番された

繰 り返 しておりま した。

「もう宣教師が校長を務める時は
キング先生が、

「 ただ神の栄光のみ」
私は以前、静岡教会を訪問 したことがありま
した。教会の場所が分からず、住所 を頼 りに歩
いておりま した。する と、どこからともなく工
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終わ った。これからは日本人校長がふさわ しい」
と言われ、 30代 の杉浦宏T喜 先生を指名され、
総会の承認を得て校長 に就任された と同 つてい
ます。 9年 の校長時代 の一番大きなお働きは学

びの充実 と経済の 赤字体制か らの脱却では なか
つたか と思 いま す。
学 びの充実 の一つと して、若い、神学校 を卒

201ワ 年 6目 ろ0日 に、第58回 卒業式が行われ

業 して 間もない献身者 を教 師 または助 教師 と し

ましを。説教者はマイ7′ L・ バープット師 (ア ガベ

て採用 され、 ご指 導された ことが 強 <印 象 に残

ー BBC牧 師 )で した。u年 課程 のう名 の 兄姉 が

つて います。また、 校長職 を支え られ るお働 き

卒業しました。

を、上山雄治 先生 と上田 晃先生が阿 畔の呼吸で
なさ って お られたのが 印象的で した。 3期 9年
を務め られ、三 澤隆男先生が 校長先生 にな られ
た 時 に、その 働 きを支 え られたのが 、 白根喜 代
志先生 と足立 茂 先生で あ られ たと思 い ます。足

調布バプテス ト
・ テンプリ
し

聾面実鞘

立先生 は教務の お働 きを主 に なさ ってお られた
ので はな いか と推察 して い ます。三 澤校長 8寺 代
に続 き、杉浦先生の 第 4期 の校 長時代が 3年 あ

「 行 って 実 を結 び、 そ の あな た が たの 実 が 残
るた めで あ る」

りますが、その 途中で 体調 を崩され ま した 。 こ

主の御名を賛美いた します。

の お働 きの続きのよ うに、足立 先生が校 長職 に

神学校四年間の学 びが、主の守 りと諸教会の

着かれた 印象があ りま した。 この 時代 には、教
務 と会計 と総務 という名 称 とlClき が 確立 したよ
うにも思 いま す。 この 時代 に見 られた大 きな学

先生方 と兄 弟姉妹の祈 りによ って 支え られ ま し
た ことを、心か ら感 謝 しま す。私 は二年 間のワ
ー カ ー ズコースで入学 しま したが、主の 導きと
先生方の ご指導によ って、 四 年 コー スに変更す

びの変革の一つに神学校の四 年制 へ の移行 と卒

るよ うに導かれ ま した 。また、主の あわれみ と

業論 文の内容の 変革が あ った と思 い ます。 これ

助 けによ り、家庭や経 済 も守 られ ま した。主の

までの 卒論の内容 を改め、 学生兄姉の 負担軽減

御名を褒め称えます。

と卒論内容の充実 を図 る目的で 結論の音β
分 を中
心 と した 構成で仕上げ る とい う画 期的な もので
した 。

神学校の四 年間を振 り返 ります と、心 に喜 び
と感謝があふれ、主に賛美 をする時 もあ りま し
たが 、団体生活を通 じての 試練やス トレスに苦
しみ、主 に祈る日

足立先生の校長期 間の後半は、 病魔 との 戦い

もあ りま した。 どん な時 も
〜
変わ らない 先生方の愛 と熱心 な ご指導 によ り、

の 日々で した。 お 一 人で学 校 に来 られな <な っ

困難 な ときも、 学びに真剣 に取 り組み続け る こ

てか ら、 賢夫人委子先生が 身の回 りの お世話 を

とがで きま した 。

されて居 られ ま した。 次代の神学 校教育 を見据

神学校の学 びは とて も内容が 深 く、興味 深 <、

えた、大 切なお働 きであ った と感 銘 してお りま

貴重な学 びで した 。四年間では 学び終える どこ

す。 もう少 しご一 緒に働かせてい ただいていた
らと、 後悔至極です。
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ろか、よ うや く学びのスタ ー トライ ンに立 った
こと を知 りま した 。 また、語 学の学びや伝 道実
習、教 会での奉仕な どに大 きな プ レ ッシ ャー の

中で、祈りと、主の助けがなければ、自分のカ

られた時 である。

では決 してこの神学校の学びを全うすることが

「 恵み の年」
「恵み の 8寺 」Iコ リン ト 6:2と 、

できないことをは つきりと知ることができまし

リ
レr荘 薔書419の御言葉 には関連性がある。

5. 考察

た。
「 あなたがたがわたしを選んだのではありませ
ん。わた しがあなたがたを選び、あなたがたを

ヘ ブル語の「 ラツ ォン」をギ リシャ語 の「デ

任● したのです。それは、あなたがたが行 つて
実を結び、そのあなたがたの実が残るためであ

である。 これ を尊重 し、 Ⅱコ リン ト 6:2は

ク トウ」 と訳 したの はパ ウ ロの使徒的解釈
「受 け入れ られた 8寺 」 と翻1訳 す るのが聖書

∃ハネ 5:16

る。」

的な解釈 である。
「受 け入れ られた時」 とは、神が定め られ

卒業にあたり、この献身の御言葉を再び主か
ら頂いています。まだ、学びの足 りない者です

た時であ り、罪人 が十字架の贖 いを通 して、

が、先生方の後 に続き、そ して、なによりもイ

神 によ つて受 け入れ られた 8寺 である。

エス様に従い、主に選ばれたものとして、自分

「 恵みの年」は ヨベ ルの年 に関連 して お り、

の言葉でな <、 真理の御言葉をは つきりと、ま

「神 が受け入れた時」 を示す。 ルカ 4:19

だ救われていない人々にお伝えしたいと願 つて

も Ⅱコ リン ト 6:2も 、キ リス トの十字架 と

います。今後ともお祈りに覚えて頂けますと幸

い う尊い捧げもの を、主が「受 け入れ られ

いです。

た」時である。

*

カイ ロスは神 によ つて定め られた時 FB5と い
う意味 であ り、キ リス トが十字架 にかか り、

要

1.テ ーマ
2.目 的

片山 大輔

私たち の罪を贖 つて下さ つた時である。

「 今 は恵みの時」 の意味

「今 は恵みの時」 (Ⅱ コ リン ト 612)を 主

「 神学校 を卒業 して」

、そ して、「 今は
題 と し、「恵み」 と「 8寺 」
恵み の時」という御言葉 の意味に ついて明
らかにする。

若葉聖書 ノヽプ

3.方 法

曇桑 楓

ギ リシ ャ語聖書 と、ヘ ブル語聖書、セブタ
ギ ンタ の研 究 と先 行研 究 をも とに聖 書 の

4年 FB5の 学 びと訓練 を与えて くださ つた憐れ

「恵み」 と「時」について考察する。そ し

み深 い主 を褒めた たえ、心か らの感謝 をおささ

「恵
て、神学的意味 について も明 らか に し、

1プ

み の年」ルカ の 福音 書 4:19と の関連性 を

大 き いので、主が この期間を与 えて <だ さ つた

考察す る。

と信 じて います。まだま だ訓練が足 りな い中で

します。私 は凸凹が多 く、整え られる必要 が

「今
Ⅱコ リン ト 6:2の「今 は恵みの 8寺 」は、

覚 えた ことは、入学す るよ りも卒業する方 が信
lfpが 必要だ ということです。 これまで ビ ー ト板

は受 け入れ られた 8吉 」 とい う意味 であ り、

夕 つかせて いたとするな
に しがみ ついて足をノヽ

十字架 による罪人 の 贖 いが、神に受 け入れ

ら、 これか らは ビ ー ト板 か ら手 を放 し、主に信

4.結 論
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頼 して、主か ら力をいただき、世の流れに逆ら

性宣教師 を派遣する必要があるとすれ ば、それ

つて、主だけを目指 して泳 ぎ続けたいと願 って

はだれの どのよ うな必要か。 本論文は、神の定

います。

め られた秩序 を覆そ うと試みるもので は全 くな

4年 FB5で 主がくださった恵みは限 りありませ
んが、 1つ は聖書のおことばがその通 りだと知

い。つま り、決 して女性の 牧師や説教者を認め
よ うとするもので はな く、決 して女性が男性の

ったことです。ある時、私はまだ起こっていな

上に立 って 支配する ことを認め るものではない。

いことを非常に恐れま した。与えられたおこと

む しろ、神の定め られた秩序 に真心 か ら従い、

ばに頼ること決心 し、平安と解決をいただきま

神 を今以上に愛 し、 さ らに神 におささげする こ

した。またある時、信10に よって始めたことを

とを望 み、私たちが更に神の憐れみ と恵み に拠

信lfOに より貫くことを教えられま した。私の心

り頼む余地のある領域は何かを明 らか に しよ う

の願 いが主ご自身に変えられ、主に信頼する喜

とする論文である。

びを味わいました。2つ 目は、信仰の友をいた

研究の方法

だいたことです。教えられていること、祈 りの

質問紙の回答による。

課題、主の恵み、自分の弱さを,い 置きなく分か

結論

ち合う友が与えられま した。3つ 日は、先生方

働 きは独身女性宣教師の利点であるが、 これ は

から多くを教えていただいたことです。授業、

人間的観点か らの利点である。独身女性宣教師

チ ャペル、生活の中でどの先生からも多くを教

の「 33さ 」にこそ、主の力が完全 に現れる。
「 33

えていただきま した。特にある独身の女性の先

さ」は、私たちの祈 りを熱 くさせる。独身女性

生は、大人にな つてから救われた私に欠けてい

宣教師の派遣は、更なる宣教 師 の派 遣 を促 し、

るクリスチ ャンの品格をもって良き模範となり、

いわば宣 教の起爆剤 となる。

主にある姉妹となつて <だ さいました。

考察

:

:

:

文献研究 と独身女性宣 教師 へ の

時間の融通が利き、 自己を犠牲 にす る

独身女性宣教師の派遣 によ り、宣教の

た <さ んの先生方や兄弟姉妹とキャンプや伝

重荷が分から合われ宣教が拡大する。」BBFで

道実習、祈祷会を通 して交わりをいただいたこ

独身女性宣教師が話題 にされ、召 しを確信する

とは大きな祝福で した。フェローシップの諸教

者が起 こされ 、信仰 の一 致 をも つて派遣 され、

会と兄弟姉妹のお祈りとサポー トに心から感謝

宣教に関わる兄弟姉妹 を主が多 く増 し加 えて <

いた します。何よ り、若葉

BBCの 先生方、兄

ださるよ う祈る。

弟姉妹たちはこの 4年 Fo5、 祈りと交わりを通 し
て共に泣き、共に喜んで <だ さいま した。主が
私を若葉
,し

BBCの 一音Bに して <だ さったことを

「 神学校を卒業 して」

ヽ
から喜び、感謝 しています。

幕張聖書バブテス ト教会

要
題名

:

誉悟婚撃

鈴木 しのぶ

「 」BBFに おいて独 身女性宣教師 を派
遣する麟要性」

研究 の 目的

:

この 度神学校 を卒業させて頂 きま
章です。

世界では多 くの女性が既婚者も

この様 に 卒業 の ご報告 をさせ て いただ けるの

独身者も宣教師 と して派遣されて きた。独身女

は、諸教会の皆様のお祈 りと神様の祝福のおか
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<お 願 い致 します。

げです。 4年 間の尊いお祈りと捧げものを心か
ら感謝致 します。
多くの方に「 4年 FB5は 長か つたですか」と質
問されま したが、本当にこの 4年 Fo5は あ つとい

宮崎 靖章

う間で した。それだけ充実 した 4年 間だ つたの

私は卒論 で性的少数者 と聖書の関係 を考察 し
ま した。

だと思います。
この文章は卒業 して一週間も経 つていない時

過去にあま り取 り上げ られて いな い分野 か も

に記 しま したので、正直卒業 して何がどう変化

しれません ので難 しい部分 もあ りま したが、伝

したのか、 自分は今何をすれば良いのかまだ整

道 において 当 事 者 との関わ り方 を考察す る事 を

理出来ておりませんが、少 しずつ卒業生と して

目的 と しま した。

の生活が整えられて、その歩みも地に足がつい

始め に聖書の中で このテ ーマ に関すると思わ

たものにされていくのだと思 っております。今
後の歩みも神様 にお委ね して、今なすべ き事を

造」「 男 と女」「罪
れ る事 の考察、特 に「 人の倉」

着実 にこな していけるよう力を注ぎ、全てが神
様によ つて全うされる事を唯 ―の自分の喜びと

次に性的少数 者の実態 を把握する 為に専門用語

していきたいと思います。

誕生する原 因 を、現段階 で最も信憑性がある と

とは」
「 結婚 とは」等 を御言葉か ら確認 しま した。
や人体 の形成過程 を確認 し、更に性的少数者 が
考 えられ る説 を取 り上げて者察 しま した。

今、私が今や りたい事は、神学校で学んだ事

次 に、性的少数者本人 による自伝や様 々 な報

の復習と聖書 にまつわる本を少 しでも多 <読 ん
で矢□
識や理解 力の幅を広げてい<事 です。特に、

告か ら、 当事者の人生で どの様な苦難や葛藤、

約聖書、新約聖書それぞれの3寺 代背景をよ <

及び戦 いがあるのか、卒論 とい う限 られた範囲

理解できるように、聖書の考古学、中でもメソ
ポタミヤやカナ ン、及びギリシヤや □―マの宗

で はあ ります がその実態 の IE握 に最大限努めま

教観を しつか りと勉強 したいと考えております。
ただ、それだけを学べば十分というわけでは

また、聖書 の中で同性愛 に言及 して いる箇所
と して取 り上げ られる事の多 い□ ―マ 人 へ の手

ありませんので、神様の御心を正 し<お 取次ぎ

紙 1章 22〜 27節 を中心に記され る事 を、 当

出来る器として日長成長させていただけるよう

しや神
時 の □ ―マ に影響 を与 えたギ リシ ャの文イ

神様 に祈り続けてまいります。

話の世界観 を探 つて、聖書が指摘 している のは

1日

した。

何な のかを理解する為 の考察 を試みま した。

また、今後 は「先生」と呼んでいただける機
会も増 えるかと思いますが、先生とは『 先』に

結論 と して性的少数者 も私達 と同 じ罪人であ

『生』きている者としての責任を問われる存在
であると自分 に言い間かせて、決 してお ごり高

る事 に変わ りはな いので、積極的 に関わ りを持

ぶ ったりする事なく、む しろ仕える者としての

勧める事 が重要である とまとめさせ て頂 きま し

責任を肝に命 じて相応 しい奉仕を忠実 にこな し
ていけるよ うに、主にあ つて自分自身をよ く見

た。 この問題は未だ に続 く偏見や差別 の対象 と

つめていきたいと思います。

てて聖書 の愛 に基 づいて考 え続 ける事だ と思 い

今後いろいろな機会 に皆様とお会いさせて頂
<か と思いますが、その時はお手柔 らかに宣 し

ます。

って悔 い改めを勧め、 お言葉に基 づいた生活を
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な つて いますが、大切な のは常にア ンテす を立

2017年

9月 4日 に、第 63回 入学式が

それを不思議に思 った母が私を呼びに来て言
)

行われま した。新入学生の救いと献身の証
を掲載いた します。

1 氏名 2コ ース 3出 身教会

4奉 仕教会

いま した。
「どうしたの ?早 <家 に入りなさい。J
「いやだ。僕はこのまま雨に濡
私は答えました。
れて、熱 を出 して死ぬんだ。僕 は悪 い心 を持 っ
て いるか ら、 もう生きた くないんだ。J
その 日の夜、母が聖書 に記されて いる 通 りに

２ ⁚ ３ ・４
１一 一

福音を語 つて くれま した。

丼

1亘

勇基

「 神は、実 に、そのひ とり子 をお与えにな つ

4年 課 程

たほどに、世を愛 された。それは御子 を信 じる

調布 BT

者がひ とりと して滅びる ことな く、永遠の いの

言
師

ち を持 つためで ある。」 ∃ハネの 3:16
そ して私はイ エス 。キ リス トを自分の主 と し

BT

て信 じる決心 を しま した。その時、
「 生きていて

四

いいんだ。僕が死なな <て いいよ うにイ エス様

私の両親 は青年時代 に調布教会で救われ、結

はいのち を捨てて <だ さ つたんだ。」そのよ うな、

婚 に導かれ ま した。それで私は生まれた時 か ら、

それまで感 じたことのない喜びが与えられま した。

両親 と共に教会に通 つていま す。幼稚園時代は、
教会付属の こひつ じ幼児園で過 ご しま した。 日
学校や幼児園 のネL拝 で、聖書の お話 を何度も

私は 5歳 の 3寺 に救われ、8歳 の時 にパフテス

間 いて いま した。 しか し、 イエス様 をは つき り

マ を受けま した。 9歳 の 時に幼剛‖
染の反だちに

と信 じたのは 5歳 の時で した。

会 うために、香港に出かけま した。両親の同伴

8差

小さ い時 の私はあま りい い子ではな く、度 々、

がない旅行は、 これが生まれて初めてで した。

先生や両親 に叱 られていま した。自分で も悪い

帰 りの飛行機の中 で、2週 間の思 い出 を振 り

ことだ とわか って いて、やめたいと日いなが ら

返 りな が ら、6ヽ と感 じま した 。
「 香港の人たちは

も、やめ られな いことがた くさんあ りま した。

イエ ス様の ことを信 じて いない。 このままでは

に浮かんできま し
ある 日、突然あ る情景が ,も ヽ

みんな地獄 で減ぼされて しま うんだ。」日本 にも、

た。両親や、反だちや、教会 の先生たちが天国

香港にも、世界中 にイエス様の ことを知 らない

でイエス様 との再会を喜んで いる場面で した。

で、減びに向か つて いる人たちが いるとわか つ

私はそ の 輪 の中 に入る ことができませんで した。

た時、今まで に感 じた ことのない悲 しみで い つ

彼 らはイエス様 と永遠に生き、私は地獄で永遠

はいにな り、声を出 して、泣きま した。そ して、

の苦 しみを受 け、彼 らか らも、そ して イエ ス様

自分自身 をイエス様 にお捧 げ したいという思 い

か らも忘れ られていくことを思 った とき、 とて

もヽ
に導かれま した。
が与 えられて、献身 の決 ′
それか ら

も恐 ろ しくな りま した。
恐れ てい つはいにな った私 は家の外 へ 飛び出

12年 た つた 今年 の 3月 に、東ア ジ

アの宣教地 を訪問する機会が与え られま した。

して い きま した。その 日は雨が 3挙 つていたので

そ こは 99%が イスラム教徒で、 ク リスチ ャン

ほ どに
すが、雨 に濡れて も全 <そ れ を感 じな しヽ

はほとん どいない地域で した。そ この異教徒の
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集会場 を何軒も訪問 し、そ こで密かにl■lか れて

た。毎過、教会学校とその後 に持たれる礼拝で

いる宣教師たち と交わる恵み に預 か りま した。

請壇から語られるメッセージは、生まれた時か
ら聞き続 けた言葉です。聖書 に書かれて いるこ

彼 らは異 □同音 に「働 き人が足 りな いので、 101
き人が与え られるよ うに祈 つて ください」 と話
して いま した。
「 収穫 は多いが、働 き手 が少ない。だ か ら、
収穫 の主 に、収穫のため に働 き手 を送 つて くだ
さるよ うに祈 りなさ い。」 マタイ 9:37、

38

とを疑 つたこともありませんで したので、イエ
ス様を信 じるとか、信 じないというような こと
は全く考えませんで した。そのような私 に、神
様は一つの機会を与えて下さ つたのです。
それは 200」 年 3月 に開催された 」BBFの

帰国 してか ら、ず つとこの御言葉が心 に響い

ジュニアキャンフです。それまで何度かキヤン

て いま した。そ して ellき 人が起 こされ るよ うに
祈 つていま した。 ところが、祈 つている うちに

プに参加する機 会はありま したが、参加する思
いが与えられなか つたのです。そ してこのキ ヤ

主は私に宣教 の召 しの確信 を与え て <だ さ いま

ンプが最初で最後で した。ですから今者える と、

した。

ジュニアキャンプの参加は主の導きだ つたとし

まだ幼 か つた私はそ の 本 当の意味する ところを

か思えません。 しかもこのキャンフで、十字架
の贖いの御言葉が特別に自分 に語 つて下さ つて

よ く理解 して いませんで した。 しか しイエス様

いるのだとわか り、イエス様を救い主と信 じ受

は、そ の小さな献身 でさえも覚 えて いて <だ さ

け入れる ことが出来たのです。

って、宣教 の働 き に召 し出 して <だ さいま した。
何 の 役 にも立たな い、欠 けだ らけの者ですが、

『道を行 く人長は、頭を振 りながらイエスをの
「おお、神殿を打ちこわ して 3
の しつて言 つた。

主 の憐れみ を頂 いて、喜ん で自分 を捨てる働 き

日で建てる人よ。十字架から降りて来て、自分

人 に変えられて いきたいです。

を救 つてみろ。」また、祭司長たちも同 じように、
律法学者たちといつしよにな つて、イエスをあ

私 は小学 生の 8寺 に献身に導 かれ ま した。当8寺 、

し わ
rJ｀

¨
一静

0ヽ

■1石 川

「他人は救 つたが、自分は救 え
さけ って言 った。
ない。キ リス ト、イスラエルの王さま。た つた
今、十字架から降りても らおうか。われわれは、
それを見たら信 じるから。」また、イエスといつ

24年 課程
3千 葉BBC
こ 千葉BBC

しょに十字架 につけられた者たちもイエスをの
の しつた。』(マ ル コ 15:29‑32)
何の罪も無 いイエス様が私の罪のためにこん
なに苦 しんで下さつたのに、今まで無関心で い
た自分 に気づかされ、主の前に自分の罪を恒い
改め、 イエス様の十字架の贖いが自分のためで

私は

29年 前 に牧師 の家庭に生まれ たので、

気が付 いた時 には教会 で過 ごす毎日で した。日
3窪

日の礼拝に 出席する ことは 当然の ことで、神

様 を礼拝す る ことに何 の違和感も無 く育ちま し
‑11‑

あると受 け入れる決心に導かれま した。神様の
一方的な恵みによつて救われたことに感謝します。

回

次の御言葉が与え られ ま した 。
『 そ こで、イエ ス

」

はす ぐに手 を伸 ば して、彼を つかん で言われた。

牧師家庭で育 った 私は牧師 と して仕えてい <

「 信仰の薄い人だな。なぜ疑 うのか。」』(マ タイ

厳 しさを十分承矢□して いるので 、牧師にだけは

14:31)神 様 は様 尺な経験 を通 して私を成長

絶対 になるまいという思 いで歩んで いま した。

させ、献身 に対 して否定的 な悪 いを和 らげ、暮

しか し就活 をする中で「一般企業で働 くだけの

いて 下さ つたので す。

一 生ではな いのでは ?」 とい う思いが与 え られ
ま した。その後フログラマ ー・ 接客業・ 一 般事
務 と様 友 な仕事 を経験 しま したが、今振 り返 る
と全てが訓練で した。
現在は医療や介護保険 の審査を する公的機関
で務めています。ず っと働 くつ も りで したが今
年 の 3月 、仕事仲 P83の 派遣社員全員が急 に更新

は りくら

rイ

1堀 □

かすき

和基

4年 課 程
千葉 BBC
千葉 BBC

不可 と宣告されたのです。私は祈 りま した。
「神
様、私にで きる ことは本当に小さな ことです。
で も ヨナタ ンが道具持ち と一緒に 2人 だ けで敵

Gサ ム エル 記 14:115)Jヽ

私の両 親 は ク リスチ ャンで す。 両親 に連れ ら

さな存在で も神様 に委ねて行動する時、御心で

れ て、 小 さ い ころか ら教会 で育ち ま した。 毎週

あれ ば大きな結果 を生 む ことを矢□って い ます。

日0習 日にな る と教 会 へ 行 き、 日0差 学校 で先生の

す べ てを委ねます」そ して上司に「 この や り方

話 を聞 き、 ネし拝 にも参 加 し、空 いて い る E寺 間 に

に納得できません。 どうにかならないで しょう

は年 齢が近 い多 くの 反達 と遊ぶ 。そ のよ うな 日

か ?場 合によ つては私 も辞めさせて頂きます」

曜 日を過 ご して いま した。

陣 を制 したよ うに

と伝えま した。結局人事の半」
断は変わ らず私 も

教会 に毎週行 <の が普通 とな つて いた 私にと

辞める ことにな りま した。 しか し仕事後 も 1中 Fo0

って決心が与 え られた き っかけは、私が中学生

と連絡 を取 る中で、 一 生捨て られない程の存在

の B寺 だ つた と記憶 してお ります。それは教会学

だ つた趣味のパ ソコンか ら8E離 を置 <こ とがで

校の時間で はな <、 毎年夏 に行われて いる京葉

きたのです。仕事 と趣味 を失い献身 を考 えられ

地区の CSキ ヤンフの 8寺 で した。

るよ うになると、派遣社員が更新可能 に 変わ り

キ ャンプに参加 し始めた頃はまだ小学生だ つ

さ らに私も 8月 一 杯仕事 を続 けられ ることにな

た私は、そ こで行われる海水浴や スイカ害」り、

りま した。

仁戸名教会主催 のスホ ー ツレクな どを目当て に

こう して献身の道が示されま したが、御言葉

毎年参加 していま した。聖書の話 は毎週間 ける

を頂いていな い 事 とこんな に信仰の薄 い者では

けれ ど、近隣教会の反達 と遊 べ るのはキ ヤンフ

ダ メだ とい う思いが残 りま した。 これに対 して

しか な い。そ う考えた私 は毎年のよ うに遊ぶ こ

」BBF全 国青年フ ェロ ー シ ッフキ ャンフ 2日 目

と しか考 えず、聖書の話 を聞いて神様 の 事を考

のメ ッセ ー ジで、 どんなに信仰の薄い者であ っ

えることは 二の 次 にな つてい ま した。

ても神様は心 を砕 いて用 いて下さると示され、
‑1 2‑

しか し中学 生にな って参加 したキ ャンフで聞

ことが続 きま した。

を聞きました。
Eし た
「 人は皆、罪を犯 している。そ して罪をら

そ して面談 を して いたある日、上司か ら一つ

人は必ず死ななければならない」というメッセ

の 質問 を受 けま した。テ ーマは「社会人 と して

ージを聞いた私は、とても怖 <な りました。

の 目標 は何か」 とい うことで した。そ して 日曜

なぜなら、今まで教会で「罪は犯 していけな

日の朝、送迎の奉仕で子供達を迎 えに行 く車 の

い」ということはずっと聞いており、理解 して

中で、突然 一つの 御言葉 が与えられたのです。

いるつもりで した。 しか し「死」 という言葉は

『 こういうわ けで、あなたがたは、食 べ るにも、

直接聞いたことがなく、自分とは無関係だと思

飲 むにも、何 をするにも、ただ神の栄光 を現す

っていたからです。このことを通 し、私も多く

ため に しなさい。』

の罪を犯 している罪人であることに気づかされ

第 Iコ リン ト 10:31

私 の目標 は神の栄光 を現す ことで あ り、私 に
と つて 神の栄光 を現す ことは社会人 と して働 <

ました。
キャンフから帰 ってきても「死」という言葉
に恐れていた私に、一つの御言葉が与えられま
した。

ことでは な く、す べ てを捧げた献身者と して働

<こ とが示されま した。
しか し罪人である私は、 上 司が質問 したの を

『 罪から来る報酬は死です。 しか し、神の下さ

忘れて しま つて いる ことを機 に、 この 導きは気

る賜物は、私たちの主キリス ト・ イエスにある

のせ いで ある と思 うよ うにな つたので す。

永遠のいのちです。』□―マ

6:23

しか し神様は再び導いて下さいま した。次の

この御言葉を通 して、救い主であり罪のない

日曜 日の礼拝 メ ッセ ー ジの 8寺 です。石川 先生 に

イエス様が私の罪のために十字架にかかり、命

よ ってエゼキエル書の御言 葉 が語 られま した。

を捨ててくださったことを心から信 じる決心を

御言葉は突然与え られるものであ り、私たちは

することができました。

その与え られた御言葉 を受 け入れる。それ によ
って大 きな祝福 を与 え られるとい うメ ッセ ー ジ
で した。 この メ ッセ ー ジを通 して、先週与え ら
れた御言葉は気のせいではな く、は つき りと し

大学四 年 生 を迎 えて進路 を考 えるよ うにな つ
た時 は、祈 りなが ら一 年 を過 ご し、 一 般企業 ヘ

た導きであると決心することが出来ま した。
これか らも全て を神様 に委ね、神の栄光 を現
す者の 一 人 と して歩んでいきたいと悪 います。

就職 する ことに導かれ ま した。
そ して社会人の二 年 目を迎 え、営業部 に配属
されることにな りま した。仕事を して い <中 で、
多 くの壁 に 61つ か りま した。考 えて起 こ した行
動が良 くな い方向に向か つて しま つた り、仕事
をするのに重要 となる同 じgB署 の方 との連携が
上手 くいきませんで した。
上司 とは何度 も面談 し、毎回のよ うに しつか
りと考えて行動するよ うにと言われ、それでも
また上手 くいかず、面談が始まる。 このような
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いつの まにか救 われて いた私 は、 この素 晴 ら
しいめ ぐみ に気づ いて いませ んで した。 しか し

￨[)澤

今では日々みことばから救いの確信が強められ、

みのり

感謝の気持ちで浴れています。天地を創造され、

04年 課程
3め ぐみBBT
aめ ぐみBBT

今も全てを動か している神様が罪人の私を愛 し
てくださ っていること、そ して全てを主に捧げ
て歩んでいる両親のもとに生まれたことを本当
に感謝 します。なぜ私が今までキリス トから離
れずにいれたのか。それは神様の大きすぎる愛
から逃れることができなかつたからだと思います。
ゼパニヤ 3:17

私は牧師 の家庭で生まれ、母のお1夏 にいる時
か ら教会 へ 行 つて いま した。そんな私は、救わ
れたのが いつなのか分か らない し、 どんなみ こ
とばが与え られて救いの決心 に導かれた のかも

私が献身に導かれたのは、高校 3年 生になる

わか りませ ん。今もそ うです。 しか し今 もは っ

春に行われたジュニアキャンフです。奉仕は自

き り言 えることは、神様がひ とりごの イエ ス様

分のやりたいときにやるのではな <、 神様が使

を この地上におく つて くださ り、 イエス様が私

いたいときに使 つていただくために自分が神様

たちの身代わ りとな つて十字架にかか つて死な

に近づかなければならないと学び、思い描いて

れた こと、そ して 3日 目によみが えられた こと

いた道が閉ざされ、□―マ

を、小さ いなが らに信 じて いま した。そ して、

ばが与えられ、献身の思いを頂きま した。

12章 1節 のみ こと

小さ いな が らに自分は救われ ているという確信

その後、 いつか神学校に行 <ん だろうなとい

があ りま した。その確信は今も変わる ことがあ

う軽い思いでいま した。そんななか祈り、期待

りませ ん。

しつつ北海道で行われた青年キャンフに参加 し、
献身に導かれた時と同 じみことばが与えられ、

そんな私に大きなタ ーニ ングポイン トがあ
りま した。それは中学 2年 生になる春に行われ

今までをみつめなおし祈 つたとき、神学校の導

たジュニアキ ャンフでのことです。その頃の私

さを頂きま した。

は、教会には行かな <て はならないから、奉仕

その後、愛作師の召天という大きな試練があ

はやらな <て はならないからしているといつた

りました。このまま召 しが消えて しまうのでは

教会生活を送 っていました。ず つと「愛 ?そ ん

ないかと不安に思う日々で した。 しか し神様か

なの矢□ってる。愛されている ?そ んなの分かつ

ら与えられた召 しは決 して変わることがな <、

てる。」そんな思 いでメッセージを聞 いていま

逆に確信が強められる 日長で した。私が神学校

した。 しか し最終日に、キリス トの愛を改めて

の召 しに導かれた時のキ ャンフのテーマ、私た

示され、今までの教会生活を悔い改め、自分の

ちクリスチャンは神様のチ ームとして共に神様

救いを証するためバフテスマを受ける決心を し、

のためにlelく こと、そ してそのlelき のバ トンを

その年の 10月 21日 にバブテスマを受けました。

受け継ぎ後継者となるということが語られたの
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で した。

を思い出 し、そのとき私が決心に導かれたのは、
愛作師からバ トンを受け継ぐという意味だ つた

高校は九引1へ 。中学とのギャップに大きな シ

のではないかと思いま した。その時導きを頂い

ョックを受けました。不道徳が当然に起き、教

たたことも、愛作師の召天も、その試練によっ

師は力で押さえつける。嫌な世界で した。

て確信を得る ことも全て神様のご計画のうちで、

やる気に浴れた好青年。彼の存在に大きく支え

最善のときで した。

2017年 のジュニアキ ャンフに参カロしまし
たときには、エペソ 2章

そんな中、反人が与えられます。真 つすぐで
られていま したが、それでも心はすり減るよ う
に疲れ三年の始めには勉学などとても手につか

8節 のみ ことばが与え

られ、苦 しみの中から解放されるよう祈るので
はな <、 この苦 しみの中でも語るべき ことばが

ない1犬 態 になつていました。

語られるように祈りなさいということばに励ま

とが原因ではと指摘 してきま した。自分がわか

され、この先の不安や、悲 しみで浴れていた心

らなくな つていた私は鵜呑み にし距離を置きま

が平安で浴れま した。

した。次第に関係 はギクシヤクし自分がさらに

見かねた担任が、反人といつも会 つているこ

これからもどんな ことがあつても主に信頼 し

疲れた ことに気づきま した。謝ると、彼は気に

全てををゆだね、生涯お仕え していきたいです。

していないと言 つて <れ ま したが私には拭い去

□―マ 8章

28節

れないわだかまりが残 りま した。以前のように
自然で いられなくな つていたのです。

一
櫂

さかい

そ こで私は、や つと罪びとである自分を自覚
し、失望 し、己の罪深さを矢□りま した。傷心の
末、受験をやめ東京に越 し、私は一人、主と向
き合う時間 を与えられま した。

̀1堺

4年 課 程
滝山 BBC

そ こで、私は弱 <て 神様の助けな しには生き
ていけないことを悟らされます。キリス トの十

BBC

字架だけが日に見える この世界で本当のいのち

)竜 山

を与え、生きる意味を与えてくださる、と。

回

今私は、私のためにイエス・ キリス トが十字
架にかかり死なれ、罪の罰を代わ りに受けて下

私が信仰告白に至 つたのは小学一年の8寺 で

さ ったこと。三 日後にイエス・ キリス トはよみ

すが、救われた0舜 間というものをよく覚 えてい

がえられて、彼を信 じる私もよみがえり、罪許

ません。

されて天国へ行けることを確信 しております。
「 主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、

ですので、 ここでは私が救いの確信を得た時
のことを書かせて頂きます。
私は宣教師の家に産まれ十五歳まで台湾で育

私たちが義 と認められるために、よみがえられ
たからです。」 □―マ4:25

ちま した。
当時は聖書、特に救いを出来事 として信 じて
はいま したがそれが特別だとは思 つていません

‑15‑

ず っと握 り しめて いた 傷。それ を捧げた時、
私は自分の為の道が終わ り、器 と して主の道 を
私は誰にも言えなか った「辛さ」があ り、言

歩むよ うに導かれ ま した。

わず ともその密 度 を伝 え られる「本物」 になる
ことが 夢で した。手 段は表現 にあると思 い、 声

主が私の傷 を癒 し、用 いて下さ つた 事 を心か
ら感謝致 します。

優の責成所に通 いま した。
去年 四 月、八年ぶ りに台湾 に帰 りま した 。帰
る一週 Fo5前 か ら、通 つていた 小中一 員校 の取 り
壊 しが始ま りま した。私の人生で 、その学校だ
けが居場所で した。 壊された学校 を目撃 し日本

西牟田恵理也

に戻 つて くると芝居がで きな <な って いま した。

4年 課 程
鋼司 BBC
鋼司 BBC

心の支えが 消えたよ うで、徐尺に日常生活まで
おか しくな りま した。養成所では 落ち こぽれに
な りま した。自 分 の中の 感覚的なポ リシ ーや基
準がな くな り、 自分たる由縁がわか らな くな り
ま した。後 にわか ったのは、私の「本物」 を目

呵

指す努力に目的 も価値観 も縛 られて、自己実 現
の 為に生きて いま した。 これ はその 解放の為で
した。

￨

私 は京 都の亀岡 というところで 、牧 81家 庭の

長男と して育ちま した。生 まれた時か ら家族 と

御言葉 に触れる B寺 だ けは熱 と主の御前 に へ り

教会に通い、毎 日・ 毎週、神様の御言葉を聞 い

1988年 7月 に京

くだる想いが与え られま した。その 頃、変だけ

て育ちま した。 私 の 両親は

れ ど、 どう変なのか説明でき な い教 えがあ り、

都府亀岡 市 にて 開拓伝道を始めま した。○ か ら

まず自分自身が動かされないために御言葉 を学

の開拓伝道スタ ー トで したので、特に午 後 の 集

ぶ必要を感 じ祈 り始めま した。

会 には誰 も集 う人がお らず、父で もある牧師先

今年 三 月、全国 ジュニアキ ャンフに引率で 参

生は、母 と私、そ して 弟に対 してだけメ ッセ ー

加 した 際、多 <の 先生方や神学生の方展 に祈 っ

ジを して いる状態で した。母はすで に救われて

て 頂 く機会 に預か り、帰る と消 えていた心の中

お り、弟は生後 7か 月で言葉が分か らなか った

心が回復 していま した。今までは一人だ った け

ため、 まだ救われて お らず、かつ言葉がわかる

れ ど、 今は 一 人ではな いと知 ったの と、精神を

私 に向か って、 牧師先生は毎週、 イ ェス様の十

超えた御霊の回復があ つたか らです。

字架 と復活について メ ッセ ー ジをされて いま し

四 月に召 しの御言葉 と してエゼ キ エル 34章

た。私が救われたのは

が与 えられ ま した。牧者の働 き (エ ゼ 34:1
6a)、 イエス様が体現者 (エ ゼ 34:23、

1歳 10か 月の時です。

牧 81先 生は毎回のメ ッセ ー ジの 中で、 イェス様
∃

を受け入れ るよ う招かれて いま したが、私 は最

ハ ネ 10:11)、 最後 に人間 (ペ テロ)に 委ね

初の うちは、 は つき りと拒絶 していま した。 し

られた こと (ヨ ハ ネ 21:17最

か し、8月 の最後の 日曜 日に、 ∃ハ ネの黙示録

ま した。

後 )を 示され

3:20の「見 よ、わた しは戸の外 に立 って、た
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たいて いる。だれでもわた しの声を聞 いて戸を

Jと 、言うまでになつて
は、絶対献身はしない。

あけるな ら、わた しはその中にはい って彼 と食

いました。私は、神様に愛 して頂きながら、神

を共 に し、彼もまたわた しと食を共 にするであ

様を愛さな い不忠実なクリスチャンで した。そ

ろ う。」という聖書の御言葉を聞き、服か らおな

の頃の私は、招きの賛美を歌 うことが苦手で し
・・ 。
た。聖歌 582番 に、
「 o神 の御子み こに

か を出 し、「 神様、僕 の中 に入 つて きて くだ さ
い

!」

と言いま した。そ して、 □―マ

10:9

ますイ エスのため に罪 を敵 と して立つは誰たれ

〜 10「 すなわち、自分の□で、イ エ スは主であ

ぞ②富 の 楽 しみ と 地の位に日も <れ すイ ェス

ると告白 し、 自分の心で、神が死人の中か らイ

につ くは誰ぞ

エス をよみ がえ らせた と信 じるな ら、あなたは

す べて を捨てて従 したが い ま つらんという言葉

救われ る。なぜな ら、人は心 に信 じて義 とされ、

は私 にはとて も重 いもので した。自分 は、神様

□で告白 して救われるか らである。」にあるよ う

よ りも、
「富 の 楽 しみ」や「 地の位 Jを 優先 して

に、 イ ェス様 は私の、そ してみんなの罪 を赦す

いたためです。神様に従 っていな いことを心の

ために十字架 にかか られた こと、また 3日 目に

中では理解 して いたため、 いつ しか、私は招 き

蘇 られた ことを信 じ、神様 を受 け入れ、救われ

の 賛美 を歌えな <な つて いま した。 自分が献身

ま した。その後、1998年

3月 にノヽフテスマを

しな くて も、他の誰かがするだろう。私 は一信

受 け、亀岡聖書 パフテス ト教会 の 教会員 とな り

徒 と して、神様 に仕えれ ばそれでよい。 と言 い

ま した。現在まで、神様 の 恵み と導き によ り、

聞かせなが ら日展を過 ご しま した。そのよ うな

日疫支 えられなが ら生きて いる ことを感謝いた

状態で高校、そ して大学 を無事卒業 し、社会人

します。

と して約 4年 働き <中 で、自分は このまま社会

す べ て を捨てて 従 いまつ らん 」

人 と して生きて いくことが 一 番いいことなのか

回

と改めて考 えるよ うにな りま した。そのよ うな

私は、実 は小学生の時 には献身の導 きを神様

中で、昨年

2016年 5月 、ゼ イダ ン先生の メ

から受けていたのですが、中学校、高校と進学

ッセ ー ジをお聞 き しま した 。 メ ッセ ー ジの中で

し、同りの世界が広がるにつれて、だんだん、

「あなたは、普通の生活を送 りたいので すか ?そ

神様よりもほかのことを優先 して過ごすように

れ とも神様 とともに歩 むスペ シ ャル (特 別 )な

なりま した。その頃、牧師である父によく言わ

生 活 を送 りた いので すか ?」 とい う言葉が強 く

れていた聖句があります。∃ハネの黙示録 3:15

心 に残 りま した。キ ヤンフ後、 もう一度神様 と

〜16「 わた しはあなたのわさを知 っている。あ

しつか り話 し合 つてみ よ う、 と、神様 にみ言葉

なたは冷た <も なく、熱 <も ない。む しろ、冷

を与 えて もらえるよ うと心 に決め、 お祈 りの中

たいか熱いかであ つてほ しい。このように、熱

で翌月の 6月 、献身に ついては つき りと した御

くもなく、冷た <も なく、なまぬるいので、あ

言葉が与 えられま した。マタイ 9137〜 38「・・

」この聖句の通 り、私
なたを□から吐き出そ う。

収穫は多いが、働 き人が少な い。 だか ら、収穫

は神様に対 して熱くもなく、冷たくもない、生

の主に願 つて、その収穫のために101き 人を送 り

ぬるい存在になったまま、まさに教会に通うだ

出すよ うに しても らいなさい」御言葉を通 して、

けで

10年 以上を過ごし、大学生の0吉 には、
「僕

「 自分が どのよ うな生活 を送 りた いのか 」 では
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な <、「神様は自分にどうすることを望んでおら

こと、それが 一 番の幸せであることに気づき、

れるのか」を第一にしよう。神様が懲要として
くださるなら、「他の誰かがやるだろう」ではな

今まで の生 活を変えた いと思いま した。

く、「自分が、神様のための収穫の働き人になろ

きま した。聞き終わ つた とたん、今までの 自分

う」と神様に示 して頂き、献身の決心をすること

の歩 み が一気によ み がえ り、小さい頃か ら間い

ができました。これからの人生を神様にゆだね

ていたみ ことばの数長が 頭 の中で 一瞬の うち に

て、神様に信頼 して、使わされる場所でお仕え

再生され ま した。その うちのみ ことばの 一つが、

しようと考えています。神様が私の歩みを導い

イザヤ書 43:4「 わた しの 日にはあなたは高

てくださることを信 じ、生涯仕えていきたいと

価で尊い。わた しはあなた を愛 して いる。」で し

思います。

た。 こんな私で さえも愛 して <だ さる神様。想

そ して同年 10月 に、地 獄 についての話 を聞

像 もできないほどの神様の大きな大きな愛 を
感 じた とき、自分が どれほ ど罪深い人 F85で ある
か、塵のよ うに小さい私の ことをどれほ ど神様
が愛 して下さ つているか を矢□る ことができま し

藤田 夏穂

た。その時 に初めて、十字架の意味 を自分の も

4年 課 程
甲府 BBC
甲府 BBC

の と して受 け取る ことがで きま した。
神様 か ら離れ続 けていた私を忍耐強 く待ち続
け、決 して見放す ことな <、 少 しず つ神様 に立
ち返るよ う導いて <だ さ つた神様 に、本当に感
謝 して いま す。今はク リスチ ャンと して はまだ

私は、牧 B口 家庭 に生 まれ、神様の ことを

い

まだですが、 コロサ イ人 へ の手 ffE

3:10に あ

つ "と い うのは分か りませんが子 どもなが らに

るよ うに、 ますます新 し<さ れてい くことを喜

信 じて いま した。

び、主 と共に歩める恵みに心か ら感謝 します。

2013年

、私が大学 2年 生の 0寺 に、 神様 は

私が 一 番失いた <な いものを取 られま した。私
は失望 し、 1詈 来が見えな <な り次第 に神様か ら
離れて い きま した。祈る ことも聖書 を読 む こと

私は、中学 2年 生になる前のジュニアキ ャン

もな くな り、礼拝は牧 B市 の娘だか ら仕方な く出

フで宣教師になる決心をしました。1サ ムエル

席 し、礼拝以外では この世 に合わせて生活 して

記 14章 からヨナタンが神様に期待 して、自分

いま した。 2015年 の 青年キ ャンプで主 に あ

の進む道をゆだね、 ペ リシテ人に立ち向か って

る姉妹 との交わ りとイザヤ書 55:8〜

9を 通

いったメッセ ージを通 して、宣教師になるビジ

して いか に私が傲慢であ つたか を示され、再び

ョンが与えられま した。 しか し献身の決心をし

神様 に目を向 けるよ うにな りま した。その年の

てからも、不誠実な私は試練や誘惑 に遭うたび

夏 に調布教会 との合同ユ ー スキ ャンプがあ りま

にどんどん神様から離れて行きました。

2015年

した。自分が いかにこの世 に染ま って いたかが
示され、神様 と共に歩む ことが 本来 の姿である

、当8寺 21歳 の私のうちに神様は

大きく働いて下さり、同年 10月 には心から主
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に立ち返り、救いの喜びが与えられま した。そ

神学校 はまだ まだで、仕事 ももう少 し続 けた い

の時私は、この神様の愛を、救いを、多くの人

とい う思いか ら、神学校 を先送 りする ことを者

に伝えたい、伝えなければな らないという宣教

えま した。 しか し主のみ こころを求めま した。

への思いが強 <5え られま した。まだ救われて

イザヤ書 を読んで い <う ち に、神様 は不信仰な

いない人長を思 つた時、頭に浮かんだみ ことば

私 を何度 も力強 く励 ま し、神学校 に行 <こ とが

が□―マ人への手紙 10:14

み こころであることを示されま した。 ピ リピ人

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

へ の手紙 1:6、 イザヤ書 41:10の

できるで しょう。聞いたことのない方を、どう

ばによ つて神学校に行 く決心がで きま した。

み こと

して信 じることができるで しょう。宣べ伝える

宣教師の ビジ ヨンが与え られて 10年 、神様

人がなくて、どう して間くことができるで しょ

の 前で決心 した ことを神様が ここまで導 いて <

う。"で した。全 <そ の通りだ と思い、改めて私

ださ って いる ことを主 に感謝 し、 また祈 りのサ

は宣教師になる決心を しま した。

ポ ー トを して <だ さ っている諸教会の兄弟姉妹

それから 1年 FB5、 神学校に向けての祈 りが始

に感謝 します。

まりま した。職場から来年度の進退調査があり

Faith,Hqpe,En

tr,

新 年 度 に あた つて

4年課程 2年
岐 阜 BBC
市 村 雄治

在峡生の兄節の新年度の抱熊 祈 りの経
だされば幸L｀ です。
掲載します。共にお祈りく

あ っと言 うFoOに 一 年の学び が終わ り、振 り返 るとあ らゆる時 と与えられた訓練 の中に主の臨在 と、
み ことばがあ つた ことに気付かされ ます。守 られた一年、授業 で教え られた聖書 の 真理、神学 は新
たな発見 と示 しの連続で、主の偉大さ とその言葉の内にある力 を実感 いた しま した。また、そ れ に
加 えて与 え られた様 友 な経験の中 か ら、何が起 きても主 の矢□られない ことはな く、ただ主を信 じて
祈 り続 けることを教 え られ ま した。日々 新 しくされる喜び とともに、救霊 の思い、献身の思 いも日長
深め、主 と歩んで いきたいと願 つて います。今 日までの恵み と守 りを覚 えつつ、新学期 も主か ら与
えられ る力の中 で最大限に学びを進め てまいります。
私たちのため に、全国か ら捧げられる 兄姉万の熱心な祈 りがある ことを心か ら感謝 いた します。
そ して、新 しい一 年も主 にある望み の中で学びが始め られる ことを感謝 いた します。神学校で の寮
生活では、学生 の内で風邪が流行る ことも少な くあ りませ ん。新年度 も続 けて神学生 の健康 と主 に
ある歩み のためにお祈 りいただけた ら幸 いです。
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「 与 え られ た時 を主 のた め に」
主の 御名 を心か ら賛美致 しま す。 ハ レル ヤ

2年羅 己2年
瀾 nTBBc
鹿 毛 喜悦

!

母教会の先生万や兄姉 をは じめ、諸教会の皆様のお祈 りと

体的な形でのサポー トを心から感謝致します。

主氏 a数
日瑠歌■ヌD父 、ソ。
ちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。」入学直前、

4:8「 しいは

の訓 練やお取 り扱いに対 して 恐れを覚 えた ことが あ りま し

その時 に与えられた 御言葉です。愛 に浴れた父であ り、
真実な陶器師であられる神様ご自身に全て を委ねる決心の確認、また徹底的に砕かれ、練られ、主
に用いられる器へ と造 り変えて頂きたいという祈りが与えられま した。そのような祈りから始まつ
た神学校生活もあ っという間に 1年 が経ちました。主が多 <の お取り扱いを与えて <だ さ つたこと
を感謝致 します。
寮生活、授業、実習を通 して本当に多くの学びを頂きま した。続けて新年度も矢□っても矢0っ ても
知り尽 <す ことのできない神様のご愛をまた憐れみを日々新たに知る者となりたいです。神学を学
ぶだけでな <、 そこに生きる者となることができるように、また個人的なデボーションが祝福され、
日長御前を誠実に歩むことができるようにお祈 りください。卒業後の仕事や教会の働きについて御
心を求めています。私に与えられた命の8寺 間があとどれほど残されているかは分かりませんが、与
えられている時を精一杯主のために生きていきたいです。

4鑑 羅 己2年
佐倉BBC

め藤
枷宗
︻

てるひこ

光彦

あなたがたは、よりすぐれた賜物を熱心に求めなさい。
」
Iコ リン ト 12章 31節
主の御名を賛美致 します。
神様のあわれみ と導きを感 謝致 します。諸教会の 先生方、
兄弟姉妹、神学校の 先生方 の お祈 り、励ま しを頂き感謝致 し

ます。学びの時を与
は喜びであり責任をおぼえます。
神様は私が考えている以上の こと をな して <だ さると思 います。 神様か らの ビジ ョンを祈 り求め
ていきた いと思いま す。また、神様は最善 を持 って導 いて下さ つてい る ことを信 じて 日々、学んで
い こうと願 つてい ます。学びの中で今まで 気 づか なか つた ことを気づかせて いただ けるよ うに。そ
して 神様 の 御言葉 を正 しく理 解 してい <こ とが出来るよ うになるために注意深 <学 んで いく必要 を
おぼえます。 自分の考 える判断は、あいまいな ことが あるので正 し<判 断す るため には、神 様が導
いて下さ らな ければ出来ないと思 い ます。与え られた時の中で様々な事柄 を通 して 神様 に従 つて い
<こ とを祈 り求め つつ歩み を続けたいと思います。

2嬬 黙呈2年

NTBBC

,劉 ヒ

松 田 綾乃

敬愛 いた します母教会、諸教会の先生 方、兄姉の お祈 り
に心か ら感謝 いた しま す。主 の守 りと導きによ り、神学
校

1年 目の学びを終えま した。

「 陶器師は、粘土で制作中の器 を自分の手で こわ し、再
びそれ を陶器 師 自身の気に入 ったほかの 器 に作 り替え
た。」(エ レミヤ書 18:4)こ の御言葉は、神学校入学直
前 に示された 御言葉で した。まさに、 この 1年 間は この
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て、 日々砕かれ、主御 自身 に用いやすい器 に作 り替 え られて いきたいと願 つてお ります。 主の前
にへ りくだ り、従順 にお仕 え出来るよ うに、また終了後 の働 き のために与 え られている青年伝道
の ビジ ヨンがよ り具体的 に導かれてま い りますよ う、 お祈 りいただ ければ感謝です。

に あ た って

葉の通 りに主が導 いて くださいま した。 日々のデボ ー シ ヨン、チ ヤペ ルでのメ ッセ ー ジ、
授業、寮生活、あ らゆる機会 を用 いて、主は私 自身を砕かれたよ うに思います。何度 も自分の罪、
弱さ、足 りなさが示され、 自分自身 に失望 しま した。 しか し、それ らはす べ て、主 にのみ拠 り頼
むためであ り、 自分自身ではな く主 の ご栄光があ らわれるため であ つた ことを教 え られま した。
どこまでも罪深 <、 主の御働 きに 6ヽ さわ しくない ことを示される と同 8寺 に、 自分に与 えられて い
るのは主 の召 ししかないという ことを確認 し続 ける歩み で した。ワ ーカ ー ズコ ー スのため、 この
2年 目が神学校 の最後 の 1年 Fo3と な ります。 自分を召 し出 して くださ つた確かな主の御手 によ つ

「多 <の 祝福と学びの中で」

4年 黙呈3年
)妻 司BBC

2年 目の学びも、主から多くの祝福をいただくことができ
ま した。中でも、 1年 生のB寺 から苦労 して学んできたギ リシ

ャ語ですが、本文を訳す8寺 、 これまでの苦労は報われ、多 <
香川 盛 治
いただきました。原典からピレモン書、 Ⅱ∃ハネ、
ユダ書の私訳をすることができた ことは大きな恵みで した。
他にも多くの恵みをいただいた半面、多くの問題もまた5え られま した。特に説教学では、説教
「説教者の伝
とは何であるかというよりも、説教でないものは何であるかという問いがありま した。
えたいことをみことばを通 して伝えているならば、それは人間のお説教 にすぎない。」という指摘が
「聖書のおことばが伝えたいことを、
ありま した。神学生になり、何回か説教のご奉仕をする中で、
」と大きな電藤
宣言できているのだろうか、それ とも、自分の意見にすぎないのではないだろうか。
の中で祈りつつ、聖書のおことばに向かう日Rと なりま した。
残 り 2年 間で、主にあつて成長できる学びをいただきたいと願います。

Πいをつ くして主に信頼せよ、 自分の知識にたよ つてはなら
な い。 すべての道で主を認めよ、そうすれば、主はあなたの
4年 薬呈3年
道をま つすぐにされる。自分を見て賢いと思 つてはならない、
高藩BBC
を恐れて、悪を離れよ。そ うすれば、あなたの身を健やか
」餞言 3:5‑8
にし、あなたの骨に元気を与える。
主の御名 を賛美 します。
恋田 寛正
尊 い多 くのお祈 り とご支援 を心よ り感謝申 し上げます。
り、さ らに 1年 間 の学びと生活が祝福のうちに守られま した。
諸教会の先生方、
体調不良により後期の伝道実習に受けられなかつたのですが、夏休みに補講を受けさせて頂 <こ
とで 2年 生すべての科目を履修することができま した。
自分の命は、自分のもののように考えていても実質は神さまのもの。すべては、神さまのご主権
の中で秩序立てられています。どんな ことがあ つても、主に信頼 して主のなされる ことを認める以
外に、私は選択肢がありません。
新 しい年度も主を信頼 し、与えられた一日一 日の学びと暮ら しを精い つぱいさせて頂くことを祈
っております。主に在りて、諸教会の皆さまの ご安全と健やかな 日々をお祈り致 します。
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主の尊い征,名 を賛美 いた します。去る 6月

30日 の

に あ た つて

4鋪 難 己4年
撰浜3BC

卒業式において、3年 間ともに学んだ 3人 の愛兄姉を送 り出 しま

香川 尚 徳

のか ということで した。卒業論文 をひとつと って も、情熱を

した。自然 に、ある思 いが 、起 こされ ま した。それは、私が、

1年 後、 この先輩たちのよ うに充実感 を持 つて 、卒業できる
も って 向き合 い続けることがで きるのか、最終的 にどのよ う

なかたちに仕上 げることができるのか 、今は、想像す らできません。最終学年 とな り、 ご奉仕も学
びも これまで以上に1曽 し加え られる ことで し ょう。それは、大 いなるお恵 みです。 しか し、その中
で、必要 とされる学びを統 べ修め、卒業式 を迎 える ことは、 自分の経 験や力だ けでは、至」
底成 し得
ない ことで あると確信できます。 この
り求める

1年 は、 これ まで以上 に主に委ね、 また、その ことを日長 祈

J年 となるで しょう。

低気圧が近づ く毎 に頭痛 に悩まされる私にとって、平地よ り、10%以 上気圧の下が る軽井沢での
生活は、 自分で思 う以上に負荷がかか つて いる 様子です。ですか ら、最終学年の

1年 間も、健康が

支えられ ますよ うに、主 に全 き委ね をも って 歩めますよ うに、そ して 、卒業後の働 きの導きについ
て、お祈 りいただ けます と大変感謝です。
￨

昨年度、4年 5ヾ りに神学校の 3学 年 に編入させてい
ただ くことができま した 。 しか し、自分の足 りなさ を

4嗽

呈4年

カ ソ やりの匠BBC

痛感 させ られた 1年 で した。同級生の香川 尚徳兄は じ
め、神学生の皆さん方にも随分ご迷惑をおかけ しま した。

さて、新年度を迎 えて、神学校の 学びと寮生活 と通学
の疲れにも
や っと慣れて、神学校最後 となる 1年 をど
藤沢 幸人
のよ うに過 ごそ うか と、思いは今浴れて います。
しか し私に と って大切な ことは、一つ一つの 授業 に真貪」
に取 り組む こと。卒業論文 を書き上げる
こと。若 い神学生の皆さん 方 とまた とな い良いお交わ りの機会 を持つ こと。素晴 ら しい教師の 先生
万か らで きるだけ多 くの ことを吸収する こと。そ して何 とか卒業 に漕 ぎ着 ける こと。結 局、平凡な
抱負 にな って しまいま す。
そ して、多 くの方々の祈 りに支え られている と痛感 して います。伝 道者が留守である という大 き
な犠牲 を払 い、 な おかつ金銭的なサポ ー トをも って 送 り出 して くださ つてい るカルバ リの丘 BCの
兄姉方 の祈 り、そ して諸教会の兄 姉方 の 祈 りによ つて 支え られて お ります。その ことを忘れ ずに、1
年を過 ご したいと悪 っています。
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