
「御言葉を行う人になる」

“Becoming Doers of the Word”

ヤコブの手紙1:19～27
James 1:19-27



感情は移ろいやすい。
Our feelings are variable.



感情は意図的に作り出す
ことはできない。

We cannot create feelings.



「感情的に(情緒的に）成熟しない限り
霊的に成熟することはできない。」

- ピーター・スキャゼロ -

“We cannot be spiritually mature unless
we are emotionally mature.”

- Peter Scazzero -



１.感情に振り回されてはいけない！
Don’t be controlled by emotions!

「どうして怒るのか。どうして
顔を伏せるのか。もしお前が
正しいのなら、顔を上げられ
るはずではないか。正しくな
いなら、罪は戸口で待ち伏
せており、お前を求める。お
前はそれを支配せねばなら
ない。」（創世記4:6～7）



１.感情に振り回されてはいけない！
Don’t be controlled by emotions!

“Why are you angry? Why is 
your face downcast? If you 
do what is right, will you not 
be accepted? But if you do 
not do what is right, sin is 
crouching at your door; it 
desires to have you, but you 
must rule over it.”

(Genesis 4:6-7)



「わたしの愛する兄弟たち、よくわきま
えていなさい。だれでも、聞くのに早く、
話すのに遅く、また怒るのに遅いよう
にしなさい。人の怒りは神の義を実現
しないからです。」（ヤコブ1:19～20）



「怒ることがあっても、罪を犯してはな
りません。日が暮れるまで怒ったまま
でいてはいけません。悪魔にすきを

与えてはなりません。」
（エフェソ4:26～27）



“My dear brothers and sisters, take note 
of this: Everyone should be quick to listen, 

slow to speak and slow to become 
angry, 20 because human anger does not 

produce the righteousness that God 
desires.” (James 1:19-20)



“In your anger do not sin”: Do not 
let the sun go down while you are 
still angry, 27 and do not give the 

devil a foothold.” (Ephesians 4:26)



「だから、悪意、偽り、偽善、ねたみ、
悪口をみな捨て去って、生まれたばか
りの乳飲み子のように、混じりけのな
い霊の乳を慕い求めなさい。これを飲
んで成長し、救われるようになるため

です。」 （1ペトロ2：1-2）

育って成長するには

霊のミルクが必要！

２.御言葉を心に植え付ける！



2.  Plant the Word in you !

“Therefore, rid yourselves of all malice 
and all deceit, hypocrisy, envy, and 

slander of every kind. 2 Like newborn 
babies, crave pure spiritual milk, so 
that by it you may grow up in your 

salvation.” (1 Peter 2:1-2)

You need spiritual milk 

to grow !



• 食べさせ、育ててくれる家が
必要！

• 食べさせ、育ててくれる誰か
が必要！



• You need a HOME to help feed 
and nurture.

• You need SOMEONE to help feed 
and nurture.



「わたしたちの主、救い主イエス・
キリストの恵みと知識において、

成長しなさい。」
（2ペトロ3：18）



「兄弟たち、物の判断については
子供となってはいけません。悪事
については幼子となり、物の判断
については大人になってくださ
い。」 （1コリント14：20）



「だから、あらゆる汚れやあふれる
ほどの悪を素直に捨て去り、心に
植え付けられた御言葉を受け入れ
なさい。この御言葉は、あなたがた
の魂を救うことができます。」

（ヤコブ1：21）

２.御言葉を心に植え付ける！



「キリストの言葉があなたがたの内
に豊かに宿るようにしなさい。知恵
を尽くして互いに教え、諭し合い、
詩編と賛歌と霊的な歌により、感謝
して心から神をほめたたえなさい。」

（コロサイ3：16）

２.御言葉を心に植え付ける！



But grow in the grace and 
knowledge of our Lord and 

Savior Jesus Christ.
（2 Peter 3:18）



“Brothers and sisters, stop 
thinking like children. In regard to 

evil be infants, but in your 
thinking be adults.” (1 Cor. 14:20)



“Therefore, get rid of all moral filth 
and the evil that is so prevalent and 
humbly accept the word planted in 

you, which can save you.” 
(James 1:21)

2.  Plant the Word in you !



“Let the message of Christ dwell 
among you richly as you teach and 

admonish one another with all 
wisdom through psalms, hymns, and 
songs from the Spirit, singing to God 

with gratitude in your hearts.” 
(Colossians 3:16)

2.  Plant the Word in you !



「御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、
聞くだけで終わる者になってはいけません。
御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、そ
の人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人
に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めて
も、立ち去ると、それがどのようであったか、
すぐに忘れてしまいます。しかし、自由をもた
らす完全な律法を一心に見つめ、これを守る
人は、聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人
です。このような人は、その行いによって幸せ

になります。」（ヤコブ１：22～25）

３.学んだことや聞いたことを実践する！



３.学んだことや聞いたことを実践する！

「わたしから学んだこと、受けたこと、
わたしについて聞いたこと、見たこと
を実行しなさい。そうすれば、平和の
神はあなたがたと共におられます。」

（フィリピ4：9）



Do not merely listen to the word, and so deceive 
yourselves. Do what it says. 23 Anyone who listens 

to the word but does not do what it says is like 
someone who looks at his face in a mirror 24 and, 

after looking at himself, goes away and 
immediately forgets what he looks like. 25 But 

whoever looks intently into the perfect law that 
gives freedom, and continues in it—not forgetting 
what they have heard, but doing it—they will be 

blessed in what they do.” (James 1:22-25)

3. Put what you have learned and heard 

into practice !



3. Put what you have learned and heard 

into practice !

“Whatever you have learned or 
received or heard from me, or seen 
in me—put it into practice. And the 

God of peace will be with you.” 
(Philippians 4:9)



３.学んだことや聞いたことを実践する！

The Parable of Wise & 
Foolish Builders



高さを出す
ためには、

底辺を広げ

ること。

In order to grow 
taller, you need to 

expand the base !



「こうして、教会はユ
ダヤ、ガリラヤ、サマ
リアの全地方で平和
を保ち、主を畏れ、
聖霊の慰めを受け、
基礎が固まって発展
し、信者の数が増え

ていった。」
（使徒9：31）



“So the church 
throughout all Judea 

and Galilee and 
Samaria had peace and 
was being built up. And 

walking in the fear of 
the Lord and in the 
comfort of the Holy 
Spirit, it multiplied.”
（Acts 9:31 ESV)




