
 

 

「被災地から問われる私たちの問い方」 

中西雅裕 日本ホーリネス教団委員長、東京聖書学院理事長 
ＪＨＣ横浜教会牧師 

東日本大震災か

ら三度目の年末を

迎えようとしていま

す。今も、被災地は

様々な課題が残さ

れています。福島の現実は、いよいよ深刻な状

況であると知らされます。住むことができなくなり

多くの人々が移住を強いられた浜通り地区、比

較的高い放射線量の下での生活をしている中通

り地区、移住者を受け入れている会津地区とい

ったそれぞれの状況は、先が見えません。人間

の作った放射能汚染という、他の被災地とは違っ

た状況のなかで、福島の教会は地域に仕えようと

しています。会津地区の教会は浜通りに帰ること

ができない仮設住宅に住む人々の心のケアーに

取り組み、中通り地区では放射線量の低い地域

での親と子どもを招くキャンプを企画しています。

しかし、甲状腺検査を受けなければならない子ど

もたちのことを考えるとき、いまだに収束しない汚

染処理の課題、また経済を優先する政治的傾向

への懸念を思う時、先の見えない大きな闇を感じ

ざるを得ません。 

こうした厳しい現実に生きる方々と、そのニュー

スを耳にしながらもこうしたことを過去のことと感じ

てしまう人々との間にある見えない壁に戸惑いを

覚えます。また、被災地支援において、初期の段

階においては、教団教派の壁を越えて協力がな

されたり、教会と宣教団体などが、支援ネットワー

クで結ばれ、様々な働きがなされていきました。と

ころが、時間が経つにつれて、精神的・霊的支援

に移っていく中で、各教団・伝道団体の独自性

が目立つようになってきました。そうした独自性そ

のものは大切ではあっても、目に見えない壁のゆ

えに、それまでの協力が過去のものになりつつあ

るようです。 

こうした変化は、1995 年 1 月 17 日に起こった

阪神・淡路大震災の後でも見られたものとして、

反省されてきました。しかし、同様の課題が再び

問われていることは、私たちの在り方の根本が問

われる必要があるのではないでしょうか。パウロは、

隔ての中垣を取り除く十字架の御業を強調しま

した（エペソ 2：14）。 

とはいえ、東日本大震災以来の、様々な宣教

ネットワークが作られ、今までには見られない新し

いタイプの宣教協力が進められつつあります。こ

れは、もっと注目されてよいでしょう。今も継続さ

れているネットワークや具体的な協力の在り方を、

非常時の一過性のものとして見るのではなく、宣

教の危機の中にある日本の福音宣教への新た

な可能性を開くものとして、目を向け、その経験

に耳を傾けることが求められているのではないで

しょうか。 

東日本大震災によって、信仰の在り方も、人と

しての生き方も、文明への信頼性なども、あらゆ

ることの根本が問われたはずでした。今の時、各

教団は教会の統廃合をせざるを得ない状況にあ

り、存続の危機に直面している神学校も少なくあ

りません。東京ミッション研究所に求められること

は、こうした危機に対して、一時的な対処療法を

提示することではないでしょう。課題や現実の底

にある根本問題に目を向けて、これからの日本の

宣教に光を当てることを期待をしています。 
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聖書の学びはコミュニティの中でなされること

が大切である。私のエペソ書の学びは、ある事情

で長期にわたってしまった。しかし、それをきっか

けとなり、エペソ書を自分の論文のテーマとする

ことになった。もし、学んだことが認められなくても

失望することはない。なぜならそれが大きな次の

ことへのきっかけになるかもしれないのだから。 

さて、まずエペソの教会に向けられたヨハネ黙

示録の言葉に目を向けたい。「しかし、あなたに

対して責むべきことがある。あなたは初めの愛か

ら離れてしまった」（黙 2：4）。そのような教会への

パウロの手紙から学んでいきたい。 

 

Ⅰ エペソ書の形式について 

 ギリシャ語において、1 章は二つの長い文章

でできている。英語では 3 節から 14 節までは、

6－7 つの文章に分けられるが、原文では一つ

の文となっている。その次は 15 節から始まって

いて、章の最後まで続く。ギリシャ語をよく知っ

ている人が、エペソ書を好まないのもうなずける。

とはいえ、これも一つの形式なのである。 

 

                                                        
※ 講師紹介： University of Manitoba を卒業後、
病院や刑務所のチャプレンをしつつ、臨床牧会を
学び、さらに合同メノナイトのマニトバ教会（カナダ）
で牧会。その後ボストンの教会で牧会をしつつ新約
学をハーバード大学（Th.D.）で学ぶ。現在、Conrad 

Grebel University College at the University of 

Waterloo で新約学の教授として活躍しつつ、次々
に著作を著している 。主な著作 ：  Ephesians 
(Believers Church Bible Commentary, Herald Press, 

2001)／Recovering Jesus: The Witness of the New 

Testament (Brazos Press, 2007) ／Jesus and the 

Subversion of Violence (SPCK Press, 2011)／
Killing Enmity: Violence and the New Testament 

(Baker Academic, 2011). 

初めの 3－14 節は神の祝福を伝えている。そ

れは、イエス・キリストにある祝福である。1 世紀に

おいて教会の中にいるユダヤ人は 3 節は祈りの

初めであると認識した。つまり、息が続かないほど

の圧倒的な祝福だというわけである。それが聖霊

が共同体に働かれる仕方なのだ。一つの言葉で

充分なのに色々な言葉を使って表現している。 

15 節以下はパウロの教会に対する祈りである。

17 節以下には、神が、知恵の霊をあなたがたに

賜り、啓示、知恵を与え、あなたの眼を明らかに

してくださるようにとある。5 つ、6 つのことを通して

一つのことを伝えている。つまり類似語を使って

一つのことを述べる、という文学的スタイルが使

用されている。一つのことを何度も考えることによ

って、そこに一つの感覚が生まれ、そこから深い

集中的な黙想が出てきているのだ。 

パウロの言ったことを深く考え抜くといった、

ある学派による作業からこうしたスタイルが出て

きたのでは、と考える学者もいる。しかし、そう

だとしても、この深い考察はパウロとその教会

の神学と見ることが出来よう。また、この手紙に

は、パウロの高い芸術的要素がみられる。とは

いえ、ほとんど同じ量の二つの部分から成り立

っている。 

前半の 1－3章は神の祝福、後半の 4－6章

は私たちがどのように祝福されているかというこ

とが語られている。これは、ある聖書的なパター

ンを示している。神の行為がまず最初にあり、

神が最初の行為者であることが明示される。私

たちは、その神への応答として行動する。その

ことは旧約聖書の律法において明らかだ。律

法に従うというのは神が束縛から解放し、新し

い関係へと召してくださったことへの応答として

従うわけなのである。最初の部分では、神が私

たちにされたみ業が何度も繰り返し表現されて

 
2013 年 6 月 夏季学校より （中川美弥子主事による書き起し・要約） 

賜物と召し 
―エペソ書にみる神と民の業としての教会― 

講師 トーマス・R・ヨーダーニューフェルド* 
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いる。後半では、その神の業に応答し、神の業

に加わり、さらにその民として相応しく歩むよう

にという召しが語られているのである。 

 

Ⅱ.  エペソ書の特徴 

 エペソ書には、三つの特徴が挙げられる。第

一に、パウロの手紙は一般には特別な具体的

な出来事に対して書かれたものである。コリント

人への手紙では多くの課題がリストアップされ

ている。どの問題にパウロが言及しているかが

分かるのである。しかし、エペソ書はそれらの手

紙とは異なり、一般的な内容なのである。それ

でこの手紙はどんな具体的なことを指している

のか見つけるのが難しいのである。 

第二に、これは幾つかの教会に回覧される

ことを意図して書かれたものである。（宛名は何

度か消して書かれたらしく、果たしてエペソ人

へとなっていたかどうか不確かである。）パウロ

の教えをまとめたものであるという人もいる。ま

たこれは教会でされた説教ともいわれている。 

第三に、教会（エクレシア）という言葉の本来

の意味……この手紙の中では教会というもの

がどれほど重要かが語られている。教会はキリ

スト者の共同体の組織であり、そうでない人と

の対比において私たちは考えるのが普通であ

る。教会はギリシャ語では「エクレシア」であるが

初めから宗教的な意味があったわけではない。

エクレシア（ギ）は、gathering of those chosen 

（召集されて集められた人々）という意味で、日

本で言うならば、国会とか議会という意味となる。

この一般的な言葉を使ってパウロは「あなたが

たは神によって特別に選ばれた人なのですよ」

と言っている。パウロにとってこの言葉は旧約

に根ざした大切な言葉であった。エペソ書では

地方にある一つ一つの教会ではなく、神によっ

て選ばれた大きな意味での教会を指している

のである。このエクレシア（教会）はまたキリスト、

そしてキリストの体と深い関わりを持つものであ

る。キリストにより、キリストを通してすべてのもの

を一つにすることを示している。 

Ⅲ. 教会とキリストとの関係 （1：10b） 

 「それによって、神は天にあるもの地にあるも

のを、ことごとく、キリストにあって一つに帰せし

めようとされたのである。」ユダヤ人も異邦人も

あなたも私も、すべてのものがキリストにあって

一つということである。 

「神はその力をキリストのうちに働かせて、彼

を死人の中からよみがえらせ、天上においてご

自分の右に座せしめ」（エペソ 1：20）。大いなる

「この力」とは、十字架のイエス・キリストを復活

させた「力」に他ならない。「そして、万物をキリ

ストの足の下に従わせ、彼を万物の上にかしら

として教会に与えられた」（エペソ 1：22）。すべ

てのものをキリストの足元に置くとは、一切のも

のがキリストにあって一つに集められることであ

る。 「これにみ手のわざを治めさせ、よろづの

物をその足の下におかれ」たのである。 

教会がキリストから受ける祝福は、キリストを通

してなされるが、その表現には三つの前置詞が

使われている。for the church／to the church／

through the church である。これらをどう訳すかは、

確定できていない。教会「のため」（for）なのか、

教会「へ」（to）なのか、あるいは、教会を「通して」

（through）なのだろうか。いずれにしても、教会は

キリストからある祝福を受ける。キリストは教会の

頭であることを、教会を通して実現するのである。 

 私たちは神の祝福を受けるだけではなく、私

たちを通して神の祝福が行き渡るということを

覚えていて欲しい。「この教会はキリストのから

だであって、すべてのものを、すべてのもののう

ちに満たしているかたが、満ちみちているもの

に、ほかならない。」（1：23） 

 「神は、御旨によって、御子のうちにすべての

満ちみちた徳を宿らせ、そして、その十字架の

血によって平和をつくり、万物、すなわち、地に

あるもの、天にあるものを、ことごとく、彼によっ

てご自分と和解させて下さったのである。」（コ

ロサイ 1：19-20） 

 エペソ書では教会において、すべてのものが

満ちみち、そして和解がなされるという。しかし、

これはキリストから何か方向転換したということ

ではない。コロサイ書では御子のうちにすべて
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の満ちみちた徳を宿らせ……となっている。エ

ペソ書では教会がすべてのものを満たしている

とある。 

 教会が中心のテーマではなく、キリストの体で

ある教会がテーマになっている。しかも、それら

は、 「キアスムス」(集中的構造) と言われる、

ギリシャ語のＸの形の構造で配置されている。 

例えば、2 章の中心は 「キリストはわたしたち

平和である（2：14）」という言葉となる。その構

造は、以下の通りとなっている。 

  

Ａ以前は外国人または寄留者（11-12 節） 

Ｂ キリストは遠く離れている者を 

近い者とされた （13 節） 

   C キリストこそ平和（14-16 節） 

  Ｂ’キリストは遠くの者にも近くの者にも平和を
告げ知らせた （17-18 節） 

Ａ’今や、もはや外国人ではなく、神の家の一部 

 （19-22 節） 

  

 Ａ、Ｂ はセンターに向っている。一番最初の

部分は最後の部分に対応する。どこに中心が

あらわれるのだろうか。2章 11～22節が中心に

位置づけられる。イエスはわたしたちの平和で

あると伝える 14節が要として重要な部分である。

集中的構造がいかにアーティスティックに描か

れているかは、最近の研究で明らかになってき

ている。特に、文書において絵画的に表現し

つつ、中心部分にフォーカスされる点が注目さ

れている。これはまさに礼拝的な文書である。

いわば、これ自身が祈りなのである。 

 私たちはその恵みを受ける者であると同時に、

それを生きる者であるということが後半に主張さ

れている。後半で大切なことは、一つとなること

への招きである。そして、お互いにキリストのよう

にあるということが語られる。それは、神に倣うと

いうことなのだ。5 章 1 節に “imitator of God”

（神にならう者）とある。神に愛されている子供

のように。「愛のうちを歩きなさい。キリストがあ

なたを愛して下さって、ご自身をささげられたよ

うにと。神にならう、キリストにならうということは

社会に対して大きな批判をすることとなる。これ

は世とは違う生き方をするということなのである。

神は世界の創造者であり、天にあるもの地にあ

るものをキリストにあって一つにするお方でもあ

る。その神にならうものとして生きるとは、世に、

創造の回復した姿を見せる特別な存在として

生きることなのである。 

 それは世と妥協するのではなく、また神が造

られた世を拒絶するのでもなく、世にあって奉

仕する、仕えるということが意図されている。5

章の 3 節以下でパウロが展開しているように、

「妥協しない」ということは世を変革していくこと

につながっていく。 

6章 10節以下は全体の頂点である。神の武

具で身を固めるというもので、諸力との対決へ

と進んでいく。そして、神の武具によって力づ

けられる。それらのものが信仰の中心にあり力

づけられる。なぜなら私たちは主を持っている

からである。それは、宇宙的な主である。その

方は私たちの足を手ぬぐいでぬぐってくださる

お方であり、さらにその方は奴隷のように同胞

から捨てられていく存在なのだ。 

 4 章からは「あなたの召しに相応しく歩みなさ

い」とある。満ちみちた者に相応しく歩みなさい

という。謙遜において、忍耐において、平和の

鎖で結ばれて互いに歩みなさい。キリストは殺

され、敵意を受けたけれども、憎しみや怒りに

勝利された。キリストは自らび死において敵意

や憎しみを十字架につけられたのである。主に

ある事によって私たちは互いに仕えあうことが

できるのである。 
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書評 Book Review 

アーノルド・スナイダー著 

『イエスの足跡に従う』 

中川美弥子・矢口以文共訳／東條隆進監修  

東京ミッション研究所 
 

評者 宮崎 誉 

日本ホーリネス教団鳩山のぞみ教会牧師 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

この度、アナバプテスト派の神学を紹介する

A・スナイダー氏の『イエスの足跡に従う』が訳

出された。私は東部メノナイト神学校での１６世

紀のアナバプテスト神学のクラスで、この著者

の良書をテキストとして学ばせて頂いた経験か

ら、この翻訳を大きな喜びに感じている。しかも、

この書はキリスト教霊性の伝統シリーズとして執

筆されたことから、緻密な学問的取り組みを背

景としつつも非常に読みやすく、読者を主イエ

スとの深い信仰的交わりに引き込み、キリストに

従う生へと招いている。 

 スナイダー氏は歴史神学者として、第一次文

献を丁寧に紹介しつつ、人間、救済、洗礼、キ

リストの体、霊的修練、弟子の道、殉教という主

題を吟味し、１６世紀のアナバプテストの信仰

を浮き彫りにしていく（第二～八章）。彼らはカ

トリックとプロテスタントの双方から、洗礼理解を

理由に迫害された。自覚的な信仰をもった成

人への洗礼（幼児洗礼を受けた者には再洗礼

となる）を強調したことが異端と判断され、ヨー

ロッパ中で迫害に追われ、モラヴィア地方やロ

シアに逃れ、19世紀以降は北米に定着し、メノ

ナイト派やアーミッシュとして信仰共同体を拡

大していったのである（第一章）。迫害下の信

仰者が殉教の死を覚悟して教会で語った記録

や、牢から家族に書き送った手紙が資料として

紹介される。その証言の特徴は、神への畏れ

（29-34 頁）と臨在感に満ち（80 頁）、聖書の真

理を語ることにおいて権力者を恐れず（35-37

頁）、神に自らを明け渡し（ゲラッセンハイト）

（43-48頁）、主の苦しみを共にする弟子の道を

指し示していた（48-55 頁）。これらの証言に触

れるとき、真実な信仰を証ししつつ殉教した再

洗礼派の人々に 16 世紀以降の教会が「異端」

のレッテルを貼り、偏見を重ねたことに問いを

感じざるを得ない。 

 スナイダー氏が強調しているアナバプテスト

派の理解として、彼らはまぎれもなくプロテスタ

ント宗教改革の果実の一つであるが、その霊

性と倫理は中世後期のカトリックの修道院で実

践された「キリストに倣う」修練の伝統を色濃く

受け継いでいることが明らかになる（59､104～

106 頁）。それゆえ、恵みを土台とする「良き

業」を求めない態度と、自分たちを区別したの

である。 

 第七章「弟子の道」には、迫害の中で御言に

生きた信仰者たちが、山上の説教や受難物語

の御言から、暴力の放棄、復讐の拒否、非暴

力の愛の勝利という今日の平和神学の基盤と

なる信仰理解を、彼らの伝統として培ったこと

が紹介されている（198~206 頁）。評者は、教

会の共有遺産とも言うべきアナバプテスト派を

源泉とする平和神学を学ぶ良書が訳出された

ことを心から喜び、更に教派を越えて広く読ま

れることを心から祈っている。 
 

 

定価 2000 円 
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献 金 者 名 

◇◇◇◇◇◇◇ 東京ミッション研究所からの書籍案内 ◇◇◇◇◇◇◇ 
 

1 『天皇制の検証―日本宣教における不可避な課題』 ロバート・リー編 新教出版社 1700→1400 円 

2 『これからの日本の宣教―発想の大転換』 TMRI 編 いのちのことば社 2200→1500円 

3 『宣教のパラダイム転換上・聖書の時代から宗教改革まで』 Ｄ．ボッシュ著 7035→6000 円 

4 『宣教のパラダイム転換下・啓蒙主義から２１世紀に向けて』 Ｄ．ボッシュ著 7875→7000 円 
TMRI 訳 新教出版社 （上 7035 円、下 7875 円 上下一括割引 14910→12500 円 

5 『日本と西洋キリスト教―文明の衝突を超えて』 ロバート・リー著 ＴＭＲＩ訳 2940→2400 円 

6 『＜聖＞をめざす旅』 アラン・クライダー著 棚瀬多喜雄訳 東京ミッション研究所 3150→2500 円 

7 『社会を動かす礼拝共同体』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 矢口以文・矢口洋生・西岡訳 TMRI 2940→2300 円 

8 『愛する者が襲われたら』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 棚瀬多喜雄訳 ＴＭＲＩ 2100→1500 円  

9 『赦し―新しい人間関係を生み出す』D.アウグスバーガー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社 1700 円 

10 『イエスの平和を生きる―激動の時代に読む山上の説教』 グレン・スタッセン、デービッド・Ｐ・ 
ガッシー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社 2100→1700 円 

11 『平和の契約―福音の聖書神学的理解』 ウィラード・スワートリー著 東京ミッション研究所訳  
いのちのことば社 特別価格  7140→5000 円 （まとめて買うとさらに割引が可能です。） 

12 『敵対から共生へ―平和づくりの実践ガイド』ジョン・ポール・レデラック著（水野節子・宮崎誉共訳、
解説・片野淳彦、西岡義行）東京ミッション研究所／ヨベル社 1050 円 → 800 円 

13 『ジョン・H・ヨーダーの神学―平和をつくり出す小羊の戦い』 ヨーダー研究会 (中島真実、矢口洋
生、藤原淳賀、マーク・ネイション）東京ミッション研究所／新教出版社 1950 円→1700 円 

14 『神の宣教―聖書の壮大な物語を読み解く』クリストファー・J・H・ライト著 TMRI 訳 いのちのことば社 

15 『イエスの足跡に従う―アナバプテストの伝統』 A.スナイダー著中川美弥子・     ↑2940 円 
矢口以文共訳／東條隆進監修，東京ミッション研究所  2000 円 

※ 『ケープタウン決意表明』 日本ローザンヌ委員会訳、いのちのことば社 945 円    
本書は、日本ローザンヌ委員会からの出版ですが、TMRI でも取り扱っています。 

 

 

 

 
 

◇夏季学校の報告 
・ 今年度も東京聖書学院との協賛で 6 月 24 日～

26日まで「賜物と召し―エペソ書にみる神の民の

業としての教会」というテーマでトーマス・Ｒ・ヨー

ダーニューフェルド師をお迎えしての研修会が

開かれました。今年度も多くの参加者があり、非

常に中身の充実した学びの時がもたれました。

今回も、ＡＧＳＴの授業としても開催されました。 

 
◇冬季フォーラムのお知らせ 

・ 2 月２4 日（月）に「今の時代に『次世代育成』を

問う」と題する冬季フォーラムがお茶の水クリスチ

ャンセンタ-で開催されます。詳しくはチラシをご

覧ください。 

◇日本宣教学会全国研究会 

・ 6月 29日（土）に全国研究会が神戸松蔭女子学

院大学で開催され、「最近のプロテスタント宣教

学の動向」（宮本憲氏）、「宣教的教会論」（藤原

基章氏）、「日本における被災地の外国人宣教」

（ハルノコー・アントニウス氏）、「日本におけるポ

ストモダン時代の幼児教育・家庭教育」（金本悟

氏）と題する発表がなされました。 
 

 

 
 

＊ 団体および個人献金者名 (理事分担金含む）  

         2013.5.15~2013.11.5 

◇ 団体： 練馬神の教会、長井教会、上野教

会サフラン会 

◇ 個人： ロバート・リー、丸山光、斎藤孝志、
小林重昭、水野節子、小林せいこ、小
関謙冶、東條隆進、水間照弥、金本悟、
西岡義行、中川美弥子 

 

＊  献げて下さった方々および団体に心から
感謝いたします。 

 


