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「聖書協会共同訳」（2018年版）読み比べ
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黙想のためのノート
次主日教会暦と聖書日課について
・9 月 26 日「聖霊降臨節第 19 主日」の日課主題は
「労働の意味」。旧約聖書日課は、「コヘレトの言葉」
から、「時」を考察する箇所。使徒書日課は、「テサロ
ニケの信徒への手紙二」から、終末信仰によって怠惰
な生活に陥っている信徒を戒め日々の労働を勧める
箇所。福音書日課は、「マタイによる福音書」から、
「ぶどう園の労働者のたとえ」の箇所。
旧約日課（コヘレト 3 章より）
・「コヘレトの言葉」は、ヘブライ語聖書正典中「諸書」
に含まれる文書で、「箴言」「雅歌」などとともに「ソロモ
ン」に帰された「知恵」の書である。ユダヤ教の伝統で
は、「雅歌」「哀歌」「ルツ記」「エステル記」と共に「ハメ
シュ・メギロット（五つの巻物）」と呼ばれるまとまりで扱
われる。また、アシュケナージ系ユダヤ人社会（中世
以降、ドイツ・東欧地域に定住した白人系ユダヤ人）
では、仮庵祭の期間中に会堂で朗読される習慣があ
る。書名は 1:1 から取られているが、「コヘレト」はヘブ
ライ語で「集める」を意味する「カーハル」の名詞化さ
れた語で、「集会者」などとも訳されてきた。口語訳聖
書では「伝道者」と訳し、書名を「伝道の書」としている。
本書は、形式上、ソロモン王に帰されているが、ペル
シャ語由来の用語が複数みられることなどから、バビ
ロン捕囚後のペルシャ帝国支配の時代、あるいはそ
の後のヘレニズム（ギリシア人の支配の）時代に完成
された文書と考えられている。
・「コヘレトの言葉」は、「王」であるところの「コヘレト」
が、人生経験を通して観察した世界の諸々の営みに
ついて考察し、厭世的な結論に傾きながらも、なおそ
の中から「神の摂理」を見い出し、人生の意味を明ら
かにしようとする試みが展開されている。正典「律法と
預言者」に見られるような無条件に前提とされる「神」
認識は示されず、経験的・帰納的な合理性に基づい
た推論として「神」を認識しようとする傾向にある。この
ような神学的試みが展開されるのは、本書が編纂され
る当時すでに「正典」として成立・確立しつつあった
「律法と預言者」の神学に対する疑念あるいは異論を
提示する意図があったとも考えられる。ペルシャ支配
時代は多文化交流が進んだ時期であり、物事を相対
化して考察することが広汎に行われるようになった時
代であったことが背景にある。
・日課箇所は、「時に関する教え」として知られる。一
連の「時」と訳されている語の内、冒頭の「時」のみヘ
ブライ語「ゼマーン」の訳で、他はすべて「エート」の
訳であるが、両語の使い分けは不詳。「エート」は、旧
約中で 300 例近くある一般的な用語であるが、「ゼマ
ーン」の用例は限定的で、「コヘレトの言葉」中ではこ
の一箇所のみ。「ゼマーン」はアラム語由来の「外来
語」であることが知られており、一種の修辞的なアクセ
ントとして使用しているだけなのかもしれない。
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使徒書日課（Ⅱテサロニケ 3 章より）
・「テサロニケの信徒への手紙二」は、「手紙一」と共
に、使徒パウロが「シルワノ、テモテ」との連名で、自ら
開拓創設した「テサロニケの教会」に宛てて送った書
簡とされている。批判的な新約学者は、本書簡「手紙
二」に見られる終末観などが「手紙一」と大きく異なり、
時代の隔たりがある可能性があると考え、パウロの弟
子らによる「第二パウロ書簡」として扱うことがある。日
課箇所は、そのような両書簡の差異を示す箇所として
指摘されるが、根拠が十分とは言えない。「テサロニ
ケ」は、「フィリピ」と同様「マケドニア州」に位置する港
町で、「使徒言行録」によればパウロが「フィリピ」に続
いて伝道した地である。「テサロニケ教会」は、「フィリ
ピ教会」と共に「マケドニアの教会」としてひとまとめに
扱われることもあるが、両教会の関係は不詳。
・日課箇所は、「怠惰な生活」を戒め、自らの手で働
いて日毎のパンを得るべきことが説かれている。背景
には、初期教会において福音宣教と共に教えられて
いたと考えられる「切迫した終末観」の影響があるとさ
れる。「手紙一」4~5 章では、主の再臨される終末の
切迫していることが当たり前のように前提とされながら、
その到来を待ちきれずに不安を抱いている信者に対
して、終末が必ず到来することを示し、落ち着いて待
つべきことが説かれている。しかし、そこにも見られる
ように、期待していたようなタイミングでの終末の到来
は起こらずに時が経過するにつれて、「終末観」は
徐々に「遠い将来の終末」を前提とするものへと変化
していったと考えられる。「手紙二」は、そのような「終
末観」の変化がすでに始まっていた時期に、なお「切
迫した終末」を前提とした考えに基づいて日々の日
常生活を疎かにしがちになっていた信者に対して戒
めようとしていると考えることができる。
・「怠惰な生活」（6 節、11 節）は「アタクトース・ペリパ
トゥーントス」という表現で、直訳すれば「不規則／無
秩序に歩く」ということ。使徒パウロは、福音宣教にお
いて「自由にされる」という概念を重視する一方、実際
の教会の営みにおいては秩序を重んじる傾向があっ
たと考えられる。ここでも、「怠惰」というような生活態
度を問題にしているというよりも、共同体組織としての
秩序を壊してしまうような振る舞いを問題にしているの
だろう。特に「食事」の問題は、やもめや貧しい者を援
助するという教会共同体の存在意義に関わる事柄に
直結しており、「テモテへの手紙一」5 章などでも教会
の相互扶助を本当に必要としていない者がそれを当
てにすることがないようにとの戒めが示されている。そ
こにたとえ悪意がなくても、「ただ乗り」が横行すること
によって本当に援助が必要な者に援助が行き渡らな
いということは、おそらく繰り返し各教会で問題になっ
ていたのであろう（使徒 6 章の「食事の世話をする奉
仕者」七人の選任も、同様の事態を踏まえていると見
ることができる）。
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福音書日課（マタイ 20 章より）
・日課箇所は、「天の国」のたとえとして語られた「ぶど
う園の労働者のたとえ」。「マタイ福音書」だけが伝え
ているたとえであるが、前段「金持ちの青年との対話」
の逸話に付加した形となっており、「金持ちの青年と
の対話」の逸話の最後の句（19:30「しかし、先にいる
多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる」）
を繰り返すことによって（20:16）、この句の意味すると
ころを示す「たとえ」として付加していることを明らかに
している。
・15 節「わたしの気前の良さを妬むのか」の直訳は、
「わたしが善い者（アガソス）であることが、あなたの悩
み（ポネーロス）なのか」である。これは、前段「金持ち
の青年との対話」の冒頭で、「善いこと（アガソス）」が
問われ、主イエスの応答が「善い方（アガソス）はお一
人である」とされていることを受けたものである。つまり、
青年に対して主イエスが教えられた「善いこと」を「完
全」になさるところの神は、実際にどのように振る舞わ
れるのかということを示すたとえとして、日課箇所は置
かれている。別言すれば、主イエスが青年に対して
「完全になりたいのならば」として示された「持ち物を
売り払い、貧しい人々に施し…」という徹底の難しい
実践を、「マタイ福音書」は、日課箇所のたとえを提示
することで実践可能な教えに緩和してみせているの
かもしれない。「わたしたちは何もかも捨てて…従って
まいりました」（19:27）と言うペトロをはじめとする弟子
たちの教会では、「捨ててきた」ことの報いとして多く
の恵みが与えられるとされており、その「神の恵み」を
どのように用い、扱い、人々を「ぶどう園」にたとえられ
る「天の国」に招き入れるべきかが問われたであろう。
・主イエスの「ぶどう園のたとえ」と言えば、共観福音
書が共通して伝えている「ぶどう園と農夫のたとえ」が
知られている（マタイ 21 章、マルコ 12 章、ルカ 20
章）。「ぶどう園（アンペローン）」を用いたたとえは、こ
の「ぶどう園と農夫のたとえ」と日課箇所の「ぶどう園と
労働者のたとえ」以外に知られていない。「ぶどう園と
農夫のたとえ」は、主イエスの最後の一週間を物語る
「受難物語」の中に組み込まれており、端的に主イエ
スの「受難と死」を示すものとなっている。一方、日課
箇所の「ぶどう園と労働者のたとえ」は、「天の国のた
とえ」であり、「ぶどう園と農夫のたとえ」のように登場
人物と実在の人物が一対一で対応するようには必ず
しもなっていない。
来週の誕生日（9 月 26 日～10 月 2 日）
主日礼拝の讃美歌から
・21-361 番「この世はみな」（＝Ⅰ90 番「ここもかみ
の」）は、19 世紀末米国長老派牧師モルトビー・D・
バブコックの作詞で、原歌詞は 16 節ある。曲は 1920 世紀米国で教会音楽家として活動したフランクリ
4

ン・シェファードの作曲とされているが、原曲はイギリ
ス 民 謡 に よ る と さ れ て い る 。 曲 名 の 「 TERRA
BEATA」は、ラテン語で「祝福の大地」という意味。
・21-171 番「かみさまのあいは」（＝ こ 40 番）は、カト
リック司祭・佐久間彪が作詞した創作詩編歌（148 編）
で、1980 年版『典礼聖歌』に所収後、1987 年版『こ
どもさんびか２』に採用された。ローマ・カトリック教会
は 1960 年代に開催した第 2 ヴァチカン公会議の結
果、それまでの世界共通ラテン語典礼という原則を
大転換し、信徒が完全に母国語でミサにあずかると
いう原則で典礼改革が行われた。以来、数多くの日
本語典礼聖歌が創作され、その中からプロテスタン
ト讃美歌に導入されたものも少なくない。プロテスタ
ントとの共同翻訳である『聖書・新共同訳』も、この典
礼改革の一環で行われたもの。佐久間司祭は、日
本でこの典礼改革を担った委員の一人。
・21-566 番「むくいを望まで」（＝Ⅰ536）は、19 世紀米
国でフレンド派の家庭に育ちユニバーサリスト派の
牧師として矯風運動にも携わったフィービ・ハナフォ
ードがコヘレト 11:1 に着想を得て作詞。曲は不詳。
21－361「この世はみな」

THIS IS MY FATHER’S WORLD

1. This is my Father's world, / And to my listening ears / All
nature sings, and round me rings / The music of the
spheres. / This is my Father's world: / I rest me in the
thought / Of rocks and trees, of skies and seas; / His hand
the wonders wrought.
2. This is my Father's world, / The birds their carols raise, /
The morning light, the lily white, / Declare their maker's
praise. / This is my Father's world, / He shines in all that's
fair; / In the rustling grass I hear him pass; / He speaks to
me everywhere.
3. This is my Father's world. / O let me ne'er forget / That
though the wrong seems oft so strong, / God is the ruler
yet. / This is my Father's world: / why should my heart be
sad? / The Lord is King; let the heavens ring! / God reigns;
let the earth be glad!
21-566「むくいを望まで」

Cast Thy Bread upon the Water

1. "Cast thy bread upon the waters, / Ye who have but scant
supply; / Angel eyes will watch above it; / You shall find it
by and by; / He who in his righteous balance, / Doth each
human action weigh, / Will your sacrifice remember, / Will
your loving deeds repay.
2. "Cast thy bread upon the waters; / Sad and weary, worn
with care, / Wherefore sitting in the shadow? / Surely
you've a crumb to spare. / Can you not to those around you
/ Sing some little song of hope, / As you look with longing
vision / Thro' faith's mighty telescope?
3. "Cast thy bread upon the waters," / Ye who have abundant
store; / It may float on many a billow, / It may strand on
many a shore; / You may think it lost forever, / But, as sure
as God is true, / In this life, or in the other, / It will yet return
to you.

