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神は我らと共に 

パート１０：初期の手紙 

第４メッセージ‐ヤコブの手紙 

試練と舌と宝 

ヤコブの手紙第３－５章 

 

はじめに 

 ヤコブは、救いの信仰の果実に焦点を当てています。変え

られた性格、善行、思いやり、慈善、発言等。ヤコブは、信

仰があると口で主張する人々には興味がなく、日々の行動に

おける生きた信仰の証を求めています。したがって、実践的

生活のテーマは、手紙全体を通して断続的に現れます。 今回

の学びでは、主に 3〜5章の様々なテーマを見ていきますが、 

すでに同じテーマを上げている第 1、2章も参照します。 

 

試練 

 

 前回の学びでも述べた様に、ヤコブは試練と苦しみにかな

りの時間を費やしています。 離散したユダヤ人キリスト者が

迫害を受けていたので、ヤコブは、このテーマを冒頭に置き

ました。 

1:2わたしの兄弟たちよ。あなたがたが、いろいろな試錬に会

った場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。 

1:3あなたがたの知っているとおり、信仰がためされることに

よって、忍耐が生み出されるからである。 1:4だから、なん

ら欠点のない、完全な、でき上がった人となるように、その

忍耐力を十分に働かせるがよい。（ヤコブ１：２－４） 

 試練は苦痛です。 しかし、最終結果（信仰の精錬、霊的な成熟）の

ために、神の民は「すべてに喜びを考慮する」理由を見出す

ことが出来ます。試練は「様々な」形式で訪れますが、それ

は問題ではありません。 ヤコブの要点は、神が試練を通して

導いて下さり、その結果こそが神の望んでおられること、つ

まり、私たちをよりイエスに似た者へと成長させてくださる

ことです。 その目的のために、ヤコブは、試練を経て祈り、

神に知恵と洞察を求めていくよう勧めています。 

1:5あなたがたのうち、知恵に不足している者があれば、その

人は、とがめもせずに惜しみなくすべての人に与える神に、

願い求めるがよい。そうすれば、与えられるであろう。 1:6

ただ、疑わないで、信仰をもって願い求めなさい。疑う人

は、風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。 1:7そうい

う人は、主から何かをいただけるもののように思うべきでは

ない。（ヤコブ１：５－７） 

 試練は、頻繁に、私たちを混乱させ、神への信仰を揺さぶ

ります。だからこそ試練を経験するとき、神に知恵を求める

必要があります。試練における神の目的についての知恵と、

試練を航行する方法についての知恵を求めることが出来ま

す。試練は誰にでも起こるので、「もし試練が訪れたら」で

はなく「試練が訪れたとき」というべきです。神への質問

は、「なぜでしょうか？」ではなく、「何でしょうか？」で

あるべきです。主よ、私に何を教えようとしておられるので

しょうか、私の内に、又は、私を通して何をなさろうとして

おられるのでしょうか、または、他の人を励ますために用い

ようとしておられ.るのでしょうかと尋ねるべきです。主よ、

なぜ私にこの様なことが起こることをお許しになられるので

すかではなく、なぜ私なのでしょうかでもありません。「あ



らゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は、上から、光の父

から下って来る…」（ヤコブ 1：17）と強調しています。 

 神が応えてくださるという深い信仰心を持って祈ることも

ヤコブの手紙のテーマです。どちらも苦しみに関連し、ヤコ

ブの手紙の最初（1：5-7）と最後（5：13-18）にあります。私たち

は常に知恵を祈り求めます。 試練の時は特別な祈りが必要で

す。 

 ヤコブは、神がお許しになられる、あらゆる試練による浄

化の作業を忍耐する（文字通り、「下に留まる」）ように、苦しむ人

を励ましています： 

1:12試錬を耐え忍ぶ人は、さいわいである。それを忍びとお

したなら、神を愛する者たちに約束されたいのちの冠を受け

るであろう。（ヤコブ１：１２） 

 新約聖書で言及されている、いくつかの「冠」（天国での報酬）

のうち 、いのちの冠は、イエスの名のもとで苦しみに耐えた

人々のために用意された特別な報酬を指します（黙示録 2：10も参

照）。 苦しみは、この人生で解決するかもしれませんし、そう

でないかもしれません。 しかし、それは次の人生で確実に報

われるでしょう。  

 手紙の後半でヤコブは、試練における忍耐力について言及

しています。 預言者たち（大部分は、ミニストリーのために苦しんだ）と

ヨブ（苦しみの究極の例）の例を参照しました。 

5:7だから、兄弟たちよ。主の来臨の時まで耐え忍びなさい。

見よ、農夫は、地の尊い実りを、前の雨と後の雨とがあるま

で、耐え忍んで待っている。 5:8あなたがたも、主の来臨が

近づいているから、耐え忍びなさい。心を強くしていなさ

い。 5:9兄弟たちよ。互に不平を言い合ってはならない。さ

ばきを受けるかも知れないから。見よ、さばき主が、すでに

戸口に立っておられる。 5:10兄弟たちよ。苦しみを耐え忍ぶ

ことについては、主の御名によって語った預言者たちを模範

にするがよい。 5:11忍び抜いた人たちはさいわいであると、

わたしたちは思う。あなたがたは、ヨブの忍耐のことを聞い

ている。また、主が彼になさったことの結末を見て、主がい

かに慈愛とあわれみとに富んだかたであるかが、わかるはず

である。（ヤコブ５：７－１１） 

 農夫が植え付けからの収穫を辛抱強く待つ必要があるよう

に、苦しみの期間を通して、神からの報いの収穫を辛抱強く

待つ必要があります。 その報酬は、この人生でもたらされる

かもしれませんし、そうでないかもしれません。 しかし、次

の人生で、主イエスと出会うとき、必ず報われます。 「へブ

ル人への手紙」は、信仰によって苦しんだが、神が約束され

たことの成就を見たことのない人々について、全 11章を捧げ

ています。 彼らの報酬は、確実に、天国に用意されていまし

た！  

 ヤコブが試練の真っ只中に、信仰をもって祈るようにとい

う警告をもって、この手紙を書き始めたように、似た様な警

告をもって手紙を閉じています。 ここで付け足されているの

は、時には教会の長老たちを呼び、油を注いで（聖霊の力の象徴）

祈ってもらうことが望ましいと提案していることです。 

5:13あなたがたの中に、苦しんでいる者があるか。その人

は、祈るがよい。喜んでいる者があるか。その人は、さんび

するがよい。 5:14あなたがたの中に、病んでいる者がある

か。その人は、教会の長老たちを招き、主の御名によって、

オリブ油を注いで祈ってもらうがよい。 5:15信仰による祈

は、病んでいる人を救い、そして、主はその人を立ちあがら



せて下さる。かつ、その人が罪を犯していたなら、それもゆ

るされる。 5:16だから、互に罪を告白し合い、また、いやさ

れるようにお互のために祈りなさい。義人の祈は、大いに力

があり、効果のあるものである。 5:17エリヤは、わたしたち

と同じ人間であったが、雨が降らないようにと祈をささげた

ところ、三年六か月のあいだ、地上に雨が降らなかった。 

5:18それから、ふたたび祈ったところ、天は雨を降らせ、地

はその実をみのらせた。（ヤコブ５：１３－１８） 

 「信仰をもって」祈ることは、神がどの様に答えられるか

を保証出来るという意味ではありません。 むしろ、神が私た

ちの祈りに答えてくださることを知ることが出来るというこ

とです。 神は常に「Yes 」、「No」、「 待ちなさい」のい

ずれか、お答えになる権限を持っておられます。 使徒パウロ

は、病気が取り除かれるように 3回祈りましたが、神は、パ

ウロの弱さを通して，神の御力が示されるために病気が残る

ことを許すと答えられました（2コリント 12：7-10）。 オークポイ

ント教会では、祈りの責任者と長老たちが頻繁に集まり、

人々から油を注いで祈ってほしいというリクエストを尊重し

ます。 神が望まれるなら、即座に、または漸進的に、被災者

に癒しをもたらすことがお出来になられるという信仰をもっ

て祈ります。 しかし、また、神の御心や御意志を知っている

ふりをしないことを認めて祈っています。 神が神のやり方

で、苦しむ人に聖霊の慰め、知恵、力を与えてくださるよう

により頼みます。 

 

舌 

 

 新約聖書作家の中でも、特にヤコブは、舌についてより多

くを語っています。 イエスは、言われました「心からあふれ

ることを、口が語るものである。」（マタイ 12:34、15：18,19）。 ヤ

コブは、心を変える宗教の真の形態を最も懸念しているので、

口から出てくるものに注意を向けることは理にかなっていま

す。ヤコブは第１章でも、このテーマを紹介していました。 

1:19 愛する兄弟たちよ。このことを知っておきなさい。人は

すべて、聞くに早く、語るにおそく、怒るにおそくあるべき

である。 1:20 人の怒りは、神の義を全うするものではないか

らである。（ヤコブ１：１９，２０） 

 その反対になるのが人間の本性です！聞くに早く、語るに

おそく、怒るにおそくあるべきである。 ヤコブは、私たちが

イエスと共に歩み、成熟するにつれて、その様に変えられる

はずであると言います。 ここで、自分の反応に注意を払い、

自分の中に隠された理解を求めれば、素早く反応してしまう

舌を引き起こす問題を根絶することが出来ます。 反応的で自

己防衛的な応答は、神の性格を反映していません。 繰り返し

になりますが、第 1 章の終わりに、ヤコブはその舌について

言及しています。 

1:26 もし人が信心深い者だと自任しながら、舌を制すること

をせず、自分の心を欺いているならば、その人の信心はむな

しいものである。（ヤコブ１：２６） 

 ヤコブは、制御された舌は、キリストの様な成熟の確かな

兆候である 一方、制御されていない舌は、価値のない宗教形

態の確かな兆候ですと言っています。 

 あなたが良い聞き手であるかどうかについて、誰かに意見

を尋ねたことはありますか？ 会話を支配する傾向があるかど

うか尋ねたことがありますか？ あなたが第三者の正直なフィ

ードバックを求めない限り、ほとんどの人は、その様な事は



口にしません。 人間関係においての良い目標は次の通りで

す：会話を終えたとき、相手は「聞かれた」と感じているで

しょうか？あなたは相手について、より知ることが出来、相

手もまた、あなたについてより知ることが出来たでしょう

か？相手を理解するために、じっくりと時間をかけたと相手

は感じているでしょうか？ 中断したり、反応してしまう癖が

長い間、浸透し、習慣化してしまっている、家族関係の中で

それらを実行することは非常に難しいです。 あなたが一方的

に語るだけで、ほとんどの会話を終えてこられた方は、

「Listening Well」のコースの受講を検討するべきです。 あな

たの聞くスキルを向上させ、その結果あなたの関係が改善さ

れるようデザインされています。 周りにいる人に、あなたの

傍にいることをもっと楽しんでもらいたいと思われますか？ 

まず、より良い聞き手になることによって、何が起こるか試

してください！ 

 ほぼ全 3 章を舌のトピックに費やしたことから、ヤコブの

この問題についての興味の深さは明白です。 ここでのヤコブ

の主な主張は、舌は飼い慣らすのが難しい獣だということで

す！ 教師への冒頭の句は注目に値します！ 教師は模範である

ので、教師の言うことに行動が伴わない場合、生徒にとって

大きな障害になる可能性があります。 それは、親も含めて、

指導する権限を持つ人いずれにも当てはまります。 

3:1 わたしの兄弟たちよ。あなたがたのうち多くの者は、教師

にならないがよい。わたしたち教師が、他の人たちよりも、

もっときびしいさばきを受けることが、よくわかっているか

らである。 3:2 わたしたちは皆、多くのあやまちを犯すもの

である。もし、言葉の上であやまちのない人があれば、そう

いう人は、全身をも制御することのできる完全な人である。 

3:3 馬を御するために、その口にくつわをはめるなら、その全

身を引きまわすことができる。 3:4 また船を見るがよい。船

体が非常に大きく、また激しい風に吹きまくられても、ごく

小さなかじ一つで、操縦者の思いのままに運転される。 3:5

それと同じく、舌は小さな器官ではあるが、よく大言壮語す

る。見よ、ごく小さな火でも、非常に大きな森を燃やすでは

ないか。 3:6 舌は火である。不義の世界である。舌は、わた

したちの器官の一つとしてそなえられたものであるが、全身

を汚し、生存の車輪を燃やし、自らは地獄の火で焼かれる。 

3:7 あらゆる種類の獣、鳥、這うもの、海の生物は、すべて人

類に制せられるし、また制せられてきた。 3:8 ところが、舌

を制しうる人は、ひとりもいない。それは、制しにくい悪で

あって、死の毒に満ちている。 3:9 わたしたちは、この舌で

父なる主をさんびし、また、その同じ舌で、神にかたどって

造られた人間をのろっている。 3:10 同じ口から、さんびとの

ろいとが出て来る。わたしの兄弟たちよ。このような事は、

あるべきでない。 3:11 泉が、甘い水と苦い水とを、同じ穴か

らふき出すことがあろうか。 3:12 わたしの兄弟たちよ。いち

じくの木がオリブの実を結び、ぶどうの木がいちじくの実を

結ぶことができようか。塩水も、甘い水を出すことはできな

い。（ヤコブ３：１－１２） 

 同じ問題を解くために、ヤコブの「知恵」の説明（3：13-18）

へと続きます。 「内からの偽の知恵」と「上からの知恵」の

説明は、私たちの人間関係における行動の根源を説明してい

ます。 ねたみと自己中心的野心は無秩序を生み出します。 

「3:16 ねたみと党派心とのあるところには、混乱とあらゆる

忌むべき行為とがある。 3:17 しかし上からの知恵は、第一に

清く、次に平和、寛容、温順であり、あわれみと良い実とに

満ち．．．。」 心を満たす神の知恵は、純粋で「他者中心」

の関係を生み出します。 



 「舌」は、口から出てくるものだけでなく、ソーシャルメ

ディアに記入したり、投稿したりする際にも、大きな問題で

す。語られた言葉、書かれた言葉に関わらず、言語、写真、

または動画であるかに関わらず、私たちの心は、私たちが常

に投稿しているメッセージ、テキストメッセージ、メールな

どを通して、フォローする人々に明らかにされています。 ソ

ーシャルメディア上においての、不注意な投稿によって、人

の評判を破壊したり、人の機会や命をも奪う人たちがいます。

「3:5 見よ、ごく小さな火でも、非常に大きな森を燃やすでは

ないか。」（ヤコブ 3：5）。実際、最近では雇用主は、就職希望

者のソーシャルメディアサイトを「第一面接」として訪問し

ます。あなたの言葉は、あなたの心をどの様に映し出してい

るでしょうか？あなたの言葉、メッセージ、写真、動画は、

「イエスを知ること」と「イエスを知ってもらうことを」求

める心を表していますか？ 

 「Loving Well」と「Listening Well」の クラスでは、実際に

「言葉」が関係の中で影響する比率の問題について教えてい

ます。実際、言葉が影響する率は、たったの 7％です！大変衝

撃的ではないでしょうか！ 38％は、口調に影響し、55％は

「見た目」、例えば、温かい笑顔、その他、緊張やリラック

スした表情等の様なボディーランゲージなどによる非言語的

表現に影響します。テキスト・メッセージによるやり取りや、

感情的なＥメールの問題点は、受けとる側が「完全な 100％の

コミュニケーション」を受け取ることが出来ないということ

です。 例えば、感情的な問題をテキストやメールで送信して

しまうと、多大な損害、誤解、または破壊された関係が生じ

る可能性があります。感情的に満たされたコミュニケーショ

ンは、大変ではありますが、直接会って、謙虚に行われる必

要があります。あなたは反論的な返信を即テキストやメール

で送信されますか？そうする代わりに、「上からの知恵」に

導かれ、書面で反応したいという衝動に屈し、「これについ

ては長い会話を要すると感じます。会って、直接話をする時

間やフェイスタイムで話す時間はありますか？」と返信しま

しょう。 

 ヤコブは、私たちの口から来る「誓い」と「約束」につい

てもう一つ言及しています。 この句は、山上の説教でイエス

が言われたことのほぼ繰り返しです（参照：マタイ 5：34-37）。 

5:12 さて、わたしの兄弟たちよ。何はともあれ、誓いをして

はならない。天をさしても、地をさしても、あるいは、その

ほかのどんな誓いによっても、いっさい誓ってはならない。

むしろ、「しかり」を「しかり」とし、「否」を「否」とし

なさい。そうしないと、あなたがたは、さばきを受けること

になる。（ヤコブ５：１２） 

 舌は、相手を欺くためではなく、信頼を生み出すために用

いるべきです。 「約束します」や「聖書に誓います」等の声

明によって裏付ける必要なく、人々は、私たちの言葉を信じ

ることが出来るべきです。 「はい」または「いいえ」で十分

であるべきです。 

宝物 

 

 ヤコブは、ルカを除いて、どの福音書作家よりも、貧富の

問題をテーマに多くを語っています。ルカもまた、この問題

について多くを語っています。 ヤコブが強調した理由は、異

なる社会階級の人々は、キリスト教の共同体の一部であるか、

共同体を訪れ、キリスト教徒と交流していたかのどちらかで

あったからです。例えば、 裕福な人々を称え、貧しい人たち

を虐待することや主従関係等の以前の伝統や現在の文化から



教会に引き継がれていたので、ヤコブは、この話題について

強く語りました。 第 1 章では、真っ先に貧富の問題を提起し

ました。 

1:9 低い身分の兄弟は、自分が高くされたことを喜びなさい。 

1:10 また、富んでいる者は、自分が低くされたことを喜ぶが

よい。富んでいる者は、草花のように過ぎ去るからである。 

1:11 たとえば、太陽が上って熱風をおくると、草を枯らす。

そしてその花は落ち、その美しい姿は消えうせてしまう。そ

れと同じように、富んでいる者も、その一生の旅なかばで没

落するであろう。（ヤコブ１：９－１１） 

 「貧しい」（「謙虚な状況の人」-NASB）は、資源不足の人かもし

れませんし、力ある人からの抑圧を受けている人か もしれ

ません（1：2-8）。いずれにせよヤコブは、人々に、この世と次

の世における自分の地位を神の観点から見てほしいと願って

います。卑しい人は、神の目には高尚であるかもしれません

（なぜなら、信仰に富み、神の王国の相続人であるからです。参照：2：5）。一

方、金持ちは、彼らがより祝福され、より重要であると信じ

て、安全と繁栄の幻想の下で生きているかもしれません。し

かし、人生はただちに消える蒸気（霧）に過ぎないため、金持

ちは自己を重視して地上で追い求めたために、何も見せるも

のなく神の御前に立つことになるかもしれません。 

 ヤコブは、貧富の問題に対処されたイエスのたとえ話を繰

り返しています。宝を地上に蓄えたが、「神に向かって豊か

ではなかった」愚かな金持ちと貧しく物乞いをするが信仰に

豊であったラザロ（ルカ 12：16-21）のたとえ話です。どちらも次

の人生で大逆転しました（ルカ 16：19-31）。ヤコブは、イエスの

様に、地上でおかれた環境の中で謙虚に生きていた人々が永

遠の視点に生き、次の世に希望を見出だすことを助けようと

しました。同時に、金持ちに、この世の人生を誇らないよう

に、また、この地上の人生を超える真の永遠の命があること

を無視して、恵まれない人々を利用しないように、さらに、

態度と行いが間違いなく重要であることを警告しました。 

 第 2 章の広範囲で、ヤコブは、貧富の問題は、単に富裕層

と貧困層の問題ではないことを明らかにしています。  それ

は、裕福な人々と貧しい人々をどの様に扱うかという点で、

共同体としての教会にとって問題になりました。 偏見の態度

と分け隔ての実践は、教会に忍び込んできました。 

2:1 わたしの兄弟たちよ。わたしたちの栄光の主イエス・キリ

ストへの信仰を守るのに、分け隔てをしてはならない。 2:2

たとえば、あなたがたの会堂に、金の指輪をはめ、りっぱな

着物を着た人がはいって来ると同時に、みすぼらしい着物を

着た貧しい人がはいってきたとする。 2:3 その際、りっぱな

着物を着た人に対しては、うやうやしく「どうぞ、こちらの

良い席にお掛け下さい」と言い、貧しい人には、「あなた

は、そこに立っていなさい。それとも、わたしの足もとにす

わっているがよい」と言ったとしたら、 2:4 あなたがたは、

自分たちの間で差別立てをし、よからぬ考えで人をさばく者

になったわけではないか。（ヤコブ２：１－４） 

 分け隔てを駆り立てる「邪悪な動機」が存在するかもしれ

ません。 「地位の高い人々」と一緒にいると見栄えがよくな

ります。 その様な人々への好意を示すことは、後で「恩返

し」として私たちに戻ってくるかもしれません。 さらに、

「重要な人々」の存在は、私たちの組織または運動に信頼性

を与えるように思われるかもしれません。 いずれにせよ、分

け隔ては罪です。 ヤコブは、金持ちと貧乏人に関する神の観

点を述べています。 



2:5 愛する兄弟たちよ。よく聞きなさい。神は、この世の貧し

い人たちを選んで信仰に富ませ、神を愛する者たちに約束さ

れた御国の相続者とされたではないか。 2:6 しかるに、あな

たがたは貧しい人をはずかしめたのである。あなたがたをし

いたげ、裁判所に引きずり込むのは、富んでいる者たちでは

ないか。 2:7 あなたがたに対して唱えられた尊い御名を汚す

のは、実に彼らではないか。（ヤコブ２：５－７） 

 貧しい人がすべて「信仰に富む」わけではありませんが、

頻繁に、この世において貧しい人は、あまり地上の希望に執

着せず、神の必要性と調和し、永遠の希望を求めている傾向

があります。 イエスは、「金持ちが天国に入るのは難しい」

と言われました（マタイ 19：23、24）。時おり、 富は、誤った安心

感に誘い込み、神に対する必要性と神に対する究極の説明責

任に、私たちを鈍らせることがあります。 

 

 ヤコブは、分け隔てに対する警告を次のよう様に締めくく

ります。 

 

2:8 しかし、もしあなたがたが、「自分を愛するように、あな

たの隣り人を愛せよ」という聖書の言葉に従って、このきわ

めて尊い律法を守るならば、それは良いことである。 2:9 し

かし、もし分け隔てをするならば、あなたがたは罪を犯すこ

とになり、律法によって違反者として宣告される。 

（ヤコブ２：８，９） 

 イエスに続き、新約聖書 作家たちは、旧約聖書の隣人を愛

するように命令する法律の意図全体を要約しています。ヤコ

ブは、これを「きわめて尊い律法（英：ロイヤル法律）」と呼んで

います。それを次の様に言い換えること出来ます。王子であ

ろうと貧乏人であろうと、隣人を王族のように扱いなさい！ 

 あなたは分け隔てがありますか？ たとえ不快さや不自然さ

を感じても、誰に向かって歩み寄ることが出来るでしょう

か？ 隣人ですか？ 同僚ですか？ よく行くレストランのウェイ

ターですか？ 地元の店の店員ですか？ あなたのクラスメイト

の誰かですか？ 私たちは、すべての人を尊厳と尊敬をもって

扱うよう命じられています（特にあなたの家族は、「最も近い隣人で

す！」）今週、私たちの公平な神の様になるために、どうすれ

ばよいでしょうか？ 

 ヤコブの手紙の終わりに向けて、金持ちを対象とする 2 つ

の箇所があります。 どちらも「今すぐ来て」というフレーズ

で始まります。これは、金持ちがその愚かなやり方を再考す

るための招きです。 最初の句は、将来の計画を立てる傲慢さ

を扱っています。 

4:13 よく聞きなさい。「きょうか、あす、これこれの町へ行

き、そこに一か年滞在し、商売をして一もうけしよう」と言

う者たちよ。 4:14 あなたがたは、あすのこともわからぬ身な

のだ。あなたがたのいのちは、どんなものであるか。あなた

がたは、しばしの間あらわれて、たちまち消え行く霧にすぎ

ない。 4:15 むしろ、あなたがたは「主のみこころであれば、

わたしは生きながらえもし、あの事この事もしよう」と言う

べきである。 4:16 ところが、あなたがたは誇り高ぶってい

る。このような高慢は、すべて悪である。 4:17 人が、なすべ

き善を知りながら行わなければ、それは彼にとって罪であ

る。（ヤコブ４：１３－１７） 

 金持ちは、すでに命がつかの間であると警告されています

（1：9-11参照）。 ここでヤコブは、私たちが「ただの霧」の様で

あることを金持ち（そして私たち全員）に思い出させます。私たち



の神への依存によって、未来について決定する方法を形成す

るべきです。 

 昔、弟子に、政府のはしご登りの経済的昇格が提示されま

した、それは家族を国の反対側に引っ越しを要すことを意味

しました。 彼とその妻は、まだ新しい信者であり、その場所

で信仰を育んでいました。 彼は、長所と短所を比較検討する

必要があり、単に企業のはしごを登る以上のことを考慮しま

した。彼の家族がまだ新しい霊的な旅路のどこにいるかを考

慮し、より重要な優先事項のためにそのままの給料と地位に

留まることを選び、昇進を断念することは勇気を要する動き

でした。3:5 心をつくして主に信頼せよ、自分の知識にたよっ

てはならない。3:6 すべての道で主を認めよ、そうすれば、主

はあなたの道をまっすぐにされる。（箴言３：５，６） 

 貧富の問題を扱う最後の一節は、富を追求する中で、貧し

い人々を抑圧する富裕な人々に対する直接的な打撃です。 ヤ

コブは、その様な人々に対する厳しい裁きを警告します。 

5:1 富んでいる人たちよ。よく聞きなさい。あなたがたは、自

分の身に降りかかろうとしているわざわいを思って、泣き叫

ぶがよい。 5:2 あなたがたの富は朽ち果て、着物はむしばま

れ、 5:3 金銀はさびている。そして、そのさびの毒は、あな

たがたの罪を責め、あなたがたの肉を火のように食いつくす

であろう。あなたがたは、終りの時にいるのに、なお宝をた

くわえている。 5:4 見よ、あなたがたが労働者たちに畑の刈

入れをさせながら、支払わずにいる賃銀が、叫んでいる。そ

して、刈入れをした人たちの叫び声が、すでに万軍の主の耳

に達している。 5:5 あなたがたは、地上でおごり暮し、快楽

にふけり、「ほふらるる日」のために、おのが心を肥やして

いる。 5:6 そして、義人を罪に定め、これを殺した。しかも

彼は、あなたがたに抵抗しない。（ヤコブ５：１－６） 

 地上の宝が錆びてむしばむという教えは、山上のイエスの

説教から引用されたものです（マタイ 6：19-21）。 虐げられた者の

叫び（不正に対する苦情）は、サバオテの主（万軍の主／天使たちの軍隊）

の耳に届きました。 キリストの裁きは、まもなく彼のために

働いた人々を抑圧していた邪悪な金持ちに下されます。 

 社会的不正は聖書の大きな問題です。 強者が弱者を利用す

る時、神は見ておられます。 クリスチャンは、いかなる形態

の社会的不公正にも関わってはなりません。 私たちは、それ

らに反対し、弱者を擁護し、不正を正そうと努めなくてはな

りません。 あなたの世界で挑戦し、可能な範囲で社会的不正

を是正するために何をしておられますか？ ある人間が別の人

間を利用しているのをどこで見られますか。 それを止めるた

めに介入されましたか？ 金持ちであろうと貧乏であろうと、

キリスト教徒は、サバオテの主（万軍の主）の御前で信仰と良心

の問題として社会的不正と戦うべきです！ 

ディスカッションのための質問 

 

１．ヤコブが呼びかけた 3 つの主な実用的主題、試練、舌、宝のう

ちどのトピックがあなたに最も直接影響を与えましたか？ なぜです

か？ 

 

２．試練と宝を用いて、ヤコブは永遠の視点の必要性を強調しまし

た。 なぜこれがそんなに重要なのですか？ そのような問題に対処す

るとき、私たちはどのようにして永遠の視点を維持しますか？ 

 

３．将来の計画に関する節をもう一度見てください（4：13-17）。 

それは、あなた自身の計画に関して、どのように語り掛けました

か？ 


