
 「神がハガルの目を開かれた」 
  

“God opened her eyes” 
 
                  

 

 
          

創世記 Genesis                     

21:9-21 



 『われわれはどこから来たのか。 

    われわれは何者か。 
    われわれはどこへ行くのか。』 
                  ～ ゴーギャン 
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  “ Where do we come from? 
            What are we? 
                 Where are we going?” 
                                      - Gauguin 
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「あなたはどこから来て、 

どこへ行こうとしているのか。」 
（創16:8） 

“Where have you come from, 
and where are you going?” 

(Gen. 16:8) 



「女主人サライのもとから 

逃げているところです。」 
（創16:8） 

“I’m running away from  
my mistress Sarai.” 

(Gen. 16:8) 



「女主人のもとに帰り、 

従順に仕えなさい。」 
（創16:9） 

“Go back to your mistress  
and submit to her.” 

(Gen. 16:9) 



「あなたこそエル・ロイ（わたしを
顧みられる神）です」と言った。 

（創16:13） 

Hagar said, “I have now seen  
the One who sees me.” 

(Gen. 16:13) 



ハガルは自分に語りかけた主の御名
を呼んで、「あなたこそエル・ロイ（わ
たしを顧みられる神）です」と言った。
それは、彼女が、「神がわたしを顧み
られた後もなお、わたしはここで見続
けていたではないか」と言ったからで
ある。（創16:13） 



She gave this name to the LORD 
who spoke to her: “You are the 
God who sees me,” for she said, 
“I have now seen [the back of] 
the One who sees me.”  

(Gen. 16:13) 



「あなたはわたしの顔を見ることは 

できない。人はわたしを見て、なお 

生きていることはできないからで 

ある。」（出エジプト33:20） 

「あなたはわたしの後ろを見るが、 

わたしの顔は見えない。」 
（出エジプト33:23） 



“You cannot see my face, for  
no one may see me and live.” 

‘Exod. 33:20) 

“You will see my back; but  
my face must not be seen.” 

(Exod. 33:23) 





「神がハガルの目を開かれたので、
彼女は水のある井戸を見つけた。」

（創21:19） 



“Then God opened her eyes and 
she saw a well of water.” 

(Gen. 21:19) 



みことばによって。 
by the Word. 



みことばによって。 
by the Word. 

「苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、 
主は彼らの苦しみに救いを与えられた。主は 
御言葉を遣わして彼らを癒し、破滅から 
彼らを救い出された。」（詩107:19-20） 

“Then they cried to the LORD in their trouble, 
and he saved them from their distress. 
He sent out his word and healed them; 
he rescued them from the grave.” (Psa. 107:19-20) 



「空の皮袋」＝「信仰」の象徴 

“empty skin” = a symbol of 
“faith.” 



自分がずたずたになっていても、 

    神様には問題ではない。 

自分がずたずたになっていても、 

    神様は用いられる。 



Even when we are devastated,    
         it’s not a problem for God. 

Even when we are devastated,   
         God can use us. 



信仰とは、希望を持つこと。 

神様に望みをかけること。 

Faith is to have hope. 

To have hope in God. 



「あなたは知らないのか。聞いていないのか。

主は永遠の神、地の果てまで創造された
方。疲れることなく、たゆむことなく、その英
知は測り知れない。疲れた者には力を与え、
精力のない者には活気をつける。若者も
疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。し
かし、主を待ち望む者は新しく力を得、鷲
のように翼をかって上ることができる。走って
もたゆまず、歩いても疲れない。」 

（イザヤ40:28~31） 



“Do you not know? Have you not heard? 
The LORD is the everlasting God, the Creator 
of the ends of the earth. He will not grow 
tired or weary, and his understanding no one 
can fathom. 29 He gives strength to the weary 
and increases the power of the weak. 30 Even 
youths grow tired and weary, and young men 
stumble and fall; 31 but those who hope in the 
LORD will renew their strength. They will soar 
on wings like eagles; they will run and not 
grow weary, they will walk and not be faint.” 

(Isaiah 40:28-31) 


