
「聖書を読む」 

～聖徒たちを整えよ～ 

“Reading the Bible:  Equipping  the Saints” 

 
 
 

 
２テモテへの手紙  
2 Timothy 3:1-17 



何が正しいことなのか           
   God’s Word shows us what is right. 

「かつて書かれた事柄は、すべてわたしたちを
教え導くためのものです。それでわたしたちは、
聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続け

ることができるのです。」（ローマ15:4） 

“For everything that was written in the past was 
written to teach us, so that through the endurance 
taught in the Scriptures and the encouragement 
they provide we might have hope.” (Romans 15:4) 



「このようにわたしが言うのは、あなたがたのため

を思ってのことで、決してあなたがたを束縛する

ためではなく、品位のある生活をさせて、ひたす

ら主に仕えさせるためなのです。」 

                              （1コリント7:35） 

“ I am saying this for your own good, not to restrict 
you, but that you may live in a right way in 
undivided devotion to the Lord.”  
                                                       (1 Corinthians 7:35) 

何が正しいことなのか           
   God’s Word shows us what is right. 



「これらのことを兄弟たちに教えるならば、あな
たは、信仰の言葉とあなたが守ってきた善い

教えの言葉とに養われて、キリスト・イエスの 
立派な奉仕者になります。」（1テモテ4:6） 

“If you point these things out to the brothers 
and sisters, you will be a good minister of Christ 
Jesus, nourished on the truths of the faith and 
of the good teaching that you have followed.” 

(1 Timothy 4:6) 



「わたしが行くときまで、聖書の朗読と 
勧めと教えに専念しなさい。」 

（1テモテ4:13） 

“Until I come, devote yourself to the public 
reading of Scripture, to preaching  

and to teaching.” 
(1 Timothy 4:13) 



何が正しくないことなのか           
   God’s Word shows us what is not right. 

「命を与える懲らしめに聞き従う耳は、知恵 
ある人の中に宿る。諭しをなおざりにする者は
魂を無視する者。懲らしめに聞き従う人は 

心を得る。」（箴言15:31～32） 

“Whoever heeds life-giving correction will be  
at home among the wise. Those who disregard 
discipline despise themselves, but the one who 

heeds correction gains understanding.” 
 (Proverbs 15:31-32) 



「わたしは愛する者を皆、叱ったり、鍛えたり
する。だから、熱心に努めよ。悔い改めよ。」

（黙示録3:19） 

“Those whom I love I rebuke and discipline. 
So be earnest and repent.” 

 (Revelation 3:19) 

何が正しくないことなのか           
   God’s Word shows us what is not right. 



「私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者ども
とともに、悪い行いに携わらないようにしてください。
私が彼らのうまい物を食べないようにしてください。 
正しい者が愛情をもって私を打ち、私を責めますよ
うに。それは頭にそそがれる油です。私の頭がそれを
拒まないようにしてください。」（詩編141:4～5） 

“Do not let my heart be drawn to what is evil so that 
I take part in wicked deeds along with those who are 
evildoers; do not let me eat their delicacies. Let a 
righteous man strike me—that is a kindness; let him 
rebuke me—that is oil on my head. My head will not 
refuse it...” (Psalm 141:4-5) 



どのように正しく歩めばいいのか 

          
   God’s Word shows us how to get right. 

「矯正する」（16節） 

＝「ゆがんだもの、曲がったものをまっすぐにする」 

  「倒れたものを起こす」 

“correcting”(v. 16c) 
   = “ to straighten up what is crooked or bent” 
      “to raise up what has fallen.” 



どのように正しく歩めばいいのか 

          
   God’s Word shows us how to get right. 

「だから、萎えた手と弱くなったひざをまっすぐにしな
さい。また、足の不自由な人が踏み外すことなく、
むしろいやされるように、自分の足でまっすぐな道を

歩きなさい。」（ヘブライ12:12～13） 

Therefore, strengthen your feeble arms and weak 
knees. Make level paths for your feet, so that the 

lame may not be disabled, but rather healed. 
(Hebrews 12:12-13) 



「あなたの御言葉は、わたしの道の光、 
わたしの歩みを照らす灯。」 
（詩編119:105） 

“Your word is a lamp to my feet  
and a light for my path,”  



どのように正しく歩み続けばいいのか 

          
   God’s Word shows us how to stay right. 

「義に導く訓練をする」（16節） 

   「訓練」＝「しつけ」 「懲らしめ」 

“training in righousness”(v. 16d) 
    “training” = “discipline” “chastening” 

申命記8:2～5を開いて読む 
 Open & Read Deuteronomy 8:2-5 



「およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものでは
なく、悲しいものと思われるのですが、後になるとそれ
で鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた
実を結ばせるのです。」（ヘブライ12:11） 

“No discipline seems pleasant at the time, but 
painful. Later on, however, it produces a 

harvest of righteousness and peace for those 
who have been trained by it.” (Hebrews 12:11) 



整える。   
   God’s Word equips us for Mission. 

「十分に整えられる」（17節） 

  ＝「働きのために備えられた」 

    「仕上げられた」 

“thoroughly equipped”(v. 17) 
    = “furnished for service” 
       “to finish out” 


