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に、エズラと共同で、律法の朗読を通してユダヤ人たちの

霊的覚醒を促します。「聖書研究から霊的覚醒（目覚め）が」

のモデルケースがここにあります。⑥彼は、総督としての手

当（税金）を受けず、かえって自費で多くの人々を援助しま

した。これは、貧しいユダヤ人たちの状況を考慮したから

です。この事実は、彼が神を恐れる者であったことを示し

ています（ネヘ 5：14 ～ 19）。⑦ヨセフスの『ユダヤ古代誌』

では、ネヘミヤは非常に高齢で死んだとされています。

　以上のことから間違いなく言えるのは、ネヘミヤは民衆

の手本であり、「聖書的リーダーシップ」の実例であるとい

うことです。

ネヘミヤのリーダーシップの内容
　Clay【クレイ】の原稿を執筆しながら、私は新しくネヘ

ミヤに出会い、大きな励ましと挑戦を受けました。誰もが

何らかの形でリーダーとしての責任を負わされています。国

のリーダー、企業や組織のリーダー、学校のリーダー、地

域のリーダー、家庭のリーダー、そして教会のリーダー。

そう考えると、ネヘミヤのリーダーシップから教訓を学ばな

くてもよい人は、ひとりもいないはずです。

　ドナルド・K・キャンベルは、その著『Nehemiah: Man 

in Charge』の中で、ネヘミヤのリーダーシップについて

21 の項目を上げています。その中から 7 項目をご紹介しま

す（Clay【クレイ】11 月 11 日の項参照）。コメントは私が

書いたものです。

【p.2へつづく】

はじめに
　いつの時代でもリーダーの責任は重大です。もし無責任

なリーダーが先頭に立ったとしたら、後から付いて行く人た

ちは不幸な目にあいます。世の中が複雑になればなるほど、

良きリーダーの出現が待ち望まれます。

　ところで、クリスチャンにとっての関心事は、「聖書的リー

ダーシップとは何か」ということです。このテーマに関しては、

抽象的議論よりは、聖書に登場する人物を具体例として取

り上げる方が、より実り多い議論になるでしょう。すぐに思

い浮かぶのは、アブラハム、モーセ、ヨシュアなどですが、

いま私の関心は捕囚期以降に活躍したネヘミヤという人物

に向かっています。月刊デボーションガイド／ Clay【クレイ】

で、ネヘミヤ記の解説を始めたことがその理由です（2015

年 11 月号より）。

ネヘミヤという人物
　ネヘミヤの人物像に関しては、ネヘミヤ記だけが唯一の

情報源です。①彼は、ペルシヤ王アルタシャスタ 1 世（前

5 世紀）の献酌官でした。つまり、宮廷で仕える高官だっ

たということです。②ある日彼は、エルサレムの荒廃した様

子と帰還民の悲惨な状態について知らされます。彼の心は

痛みました。③彼は、王の許しを請う機会を待ち、ついに

帰国の許可を得ます。④帰国後、さまざまな妨害を受けな

がらも、ユダヤ人たちを励まして、わずか 52 日間で城壁を

再建します（ネヘ 6：15）。驚異的なスピードです。⑤さら

2014 年クリスチャンリーダーシップセミナー

初心者のための

  ネヘミヤに学ぶ 
 「聖書的リーダーシップ」

★★ 最新情報満載のメールマガジン登録受付中！www.harvesttime.tv ★★

ヘブル的に聖書を学ぼう

  ネヘミヤに学ぶ 
 「聖書的リーダーシップ」

356Vol．

ハーベスト・タイム　2015 年１1月1日　通巻356 号（毎月1回1日発行）

11
2015

最新情報を
フォローしよう



2

① 彼は、理性的で達成可能なゴールを設定した。リーダー

は、夢物語のようなゴールを設定してはなりません。

非現実的なゴールは、一見信仰的に聞こえますが、フォ

ロワーを落胆させるものです。一方、「人間の努力」の

範囲でゴールを設定するのも間違いです。「人間の努力

＋信仰」で達成できそうなゴールがいいと、私は思い

ます。無責任にならず、また、神様に働いていただく

機会も残している、というバランスがいいのです。

② 彼は、使命意識を持っていた。エルサレムの城壁の修

復は、町の防御を考えると緊急の課題でした。ネヘミ

ヤは、それを達成するのが自分の使命だと確信しまし

た。使命意識を考える時は、自らの人生の文脈と、い

ま置かれている地位や立場を考慮する必要があります。

ネヘミヤは、ペルシヤ帝国の高官であり、自分には特

権が与えられていることをよく知っていました。彼はそ

の特権を十二分に活かしました。

③ 彼は、ゴール達成のため、何を優先すべきかを再吟味

した。プロジェクト遂行のためには、優先順位の確立

が極めて重要です。リーダーが正しい優先順位を示す

と、フォロワーは知恵と力を得ます。先ず自分ではな

く、神を第一とする姿勢を持つなら、日々の生活に新

しい可能性が開けてきます。「だから、神の国とその義

とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、

これらのものはすべて与えられます」（マタ 6：33）

④ 彼は、自分の上に立つ人に敬意を表した。この世の権

威は、神によって立てられたものです（もちろん、神に

敵対する権威もありますが、その場合は異なった対応

が必要です）。意義深いプロジェクトを遂行するために

は、上に立つ権威との調和が必要です。権威と対立す

る傾向のある人は、最終的な権威である神に従ってい

るかどうか自己吟味すべきです。

⑤ 彼は、重要な局面で祈りを重視した。この項目は、聖

書的リーダーシップの特徴です。「人間の努力＋信仰」

という原則が輝き出すチャンスです。設定したゴールに

向かう過程で必ず妨害が入ります。そのゴールが崇高

なものであればあるほど、敵の妨害も激しくなります。

妨害の背後には人間以上の力が働いていますので、祈

りの力が必要なのです。

⑥ 彼は、問題の内容と大きさを把握した後に、計画を公

表した。リーダーは一喜一憂してはなりません。事実を

把握し、問題の内容と性質を見極めた上で、具体的計

画を公表する必要があります。「朝令暮改」型のリーダー

は、誰からも信頼されなくなります。

⑦ 彼は、神がこの計画に関与しておられることを民に確

信させた。試練の中でリーダーがなすべき最高の責務

は、フォロワーを励ますことです。成功への方程式を

語るよりも、神がこの計画に関与しておられることを確

信させるべきです。フォロワーの心が変われば、行動

が変わり、結果的に状況が変わります。

　最後に、11 月に大阪と東京で開催される「第 3 回クリス

チャン・リーダーシップセミナー」のお知らせです。これが、

このシリーズ最終回となります。私が取り上げるテーマは、

「日本人の精神構造を探る」（その 3）です。幕末から明治

維新にかけて、さらに戦中から戦後へと、日本人の精神性

がどのように変化して行ったかを要約して解説するつもりで

す。靖国神社や国家神道が主要なテーマになります。今を

しっかりと生きるために、歴史から教訓を学ぼうではあり

ませんか。米国からは、3 年連続でリーダーシップセミナー

の専門家アン・ベイリー女史をお迎えします。私はリーダー

ではないと思っておられる方々も大歓迎です。なぜなら、

すべての人が何らかの形でリーダーとしての責任を負わされ

ているからです。

 
イベントスケジュール

2015 年
■ 第 3 回クリスチャン・リーダーシップセミナー
　 大阪 ： 11 月  17 日（火） 、18 日（水） 
　 東京 ： 11 月 20 日（金）、  21 日（土）

2016 年
■ フルクテンバウムセミナー
　 大阪 ： 4 月  29 日（金） 、30 日（土） 
　 東京 ： 5 月　3 日（火）、    4 日（水）
■ 聖書フォーラムキャンプ（ 静岡県御殿場市）
　 7 月 21 日（木）～ 23 日（土）



 3【p.6へつづく】

2015
11月

「城壁の祈り」はサンプルには掲載していません。インターネット上で公開する

と、情報提供者に不利な状況を生む可能性がある祈りの課題があるためです。

城 壁 の 見 張 り 人 の 祈 り
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クリスチャンフェロ―シップと
聞くミニストリー （続き）	

　OARS は英語で舟の「オール」
という意味の言葉で、「リスニング
（傾聴）」のための一つのツールで
す。英語で次の４つの言葉の頭文
字からなっています。

・Open-ended	question（オープ
ンエンドの質問）

・Affirm（認める）
・Reflect（繰り返す）
・Summarize（要約する）

　OARS を的確に用いると、話し
相手との関係を深めることができ
ます。クリスチャンの方々に「良
い聞き手」になるための「リスニ
ング・ワークショップ」をするこ
とがあります。そこでは、このシ
ンプルでありながら、効果的な
OARS に基づいた方法を教えてい
ます。同世代で同性の相手とペア
を組み、順番に相手の話を聞く時
間をとります。話題は心を痛めて
いることでも、さしさわりのない
話でも構いません。次のようなス
テップで話を進めていきます。

O：Open-ended question「オー
プンエンドの質問」

　まず、聞き手がオープンエンド
の質問をします。オープンエンド
の質問とは「はい」「いいえ」といっ
た簡単な答えを求める質問ではな
く、回答に説明を要する質問です。
例えば「人生の中で一番辛かった
経験はなんですか」または「今日
はなぜこのワークショップにいら
したのですか」といった質問です。

A：Affirm「認める」

　どんな答えが返ってきても、話
されたことの中から肯定的な部分
を見つけて「認める」ことが大切
です。たとえば「そんなに辛い経
験を話してくれてありがとう」な
ど。

R：Reflect「繰り返す」

　話されたことを、繰り返す、ま
たは、自分の言葉に置き換えて言
うようにします。そうすると、話
し手は「自分の話が理解された」
と認識することができます。感情
の表現がなされた時などは特に、
その言葉を返すようにします。た

とえば、「このように感じたのです
か」「つまり、こうなったというこ
とですか」など。

S：Summarize 「要約する」

　ある程度話が進んだ段階で、話
の要約をします。

　ここで、再度「O（オープンエ
ンドの質問）」に戻って、このサイ
クルを何回か繰り返して、話し手
が十分に話を聞いてもらえたとこ
ろで、聞き手と話し手を入れ替え
て同じ練習をします。誰もが生れ
ながら聞く賜物があるわけではあ
りませんが、OARS の様なツール
を用いて練習することによって聞
く力を伸ばすことはできます。
　私自身も、OARS を使い始めて
からカウンセリングのストレスが
減り、会話を楽しむことができる
ようになりました。それはまるで、
舟に乗りオール（OARS）を使っ
て川下りをしているようなもので
す。相手と正面からぶつかり合う
ことなく穏やかに話を進めること
ができます。話が否定的になり始
めたら、「O（オープンエンドの質

なぜ良い人に悪いことが起きるのか
－ その時クリスチャンとして何ができるか

第 7 回 

著者　　　　： 矢吹 ケン
翻訳・共著　： 中川　洋



問）」を用いて優しく会話を肯定的
な方向に導くことができます。否
定的な発言が出る時は、その言葉
の背後にある感情に触れ「どうし
てそのように感じるのですか」と
いうように質問しつつ、優しく会
話を導きます。否定的な答えが返っ
て来たときは、それを「A（認める）」
プロセスを踏みながら、その原因
となっている否定的な感情から解
放されるまで話を続けます。少し
でも否定的な感情から解放される
と、理性的にその問題に取り組む
ことができるようになります。
　悪い出来事、思い、記憶などに
よって否定的な感情が湧き上がっ
てきた時、脳の「感情」をつかさ
どる部分が発動し「論理的思考」
をつかさどる部分を乗っ取り始め
ます。しかしながら、OARS のテ
クニックを使うことで「感情的部
分」を少しずつ抑えながら「論理
的思考」を回復させることができ
ます。脳に論理的思考能力が戻る
と、もっと深い話をすることがで
きるようになります。私はOARS
のリスニング・テクニックを使い
始めてから二つの利点に気がつき
ました。一つは、とても難しいカ
ウンセリング患者のケースで目覚
ましい改善が見られたということ

です。二つ目は、カウンセリング
をして自分自身が「疲れ果ててし
まう」ということがなくなったこ
とです。この人のことを理解でき
たと感じると、カウンセリングに
やりがいを感じ、力が湧いてきま
す。

　OARS のテクニックをまだ習得
できていなくても、もっとシンプ
ルで、もしかすると同じくらい効
果的な方法があります。箴言 17：
28には「愚か者でも、黙っていれ
ば、知恵のある者と思われ、その
くちびるを閉じていれば、悟りの
ある者と思われる」という言葉が
あります。静かに相手の言葉を聞
くことは、OARS のリスニング・
テクニックを使うのと同じくらい
効果的なことがあります。これは
私自身の経験でもあり、他の人か
らも同様の話を聞いたことがあり
ます。
　これまで聞いたケースの中で最
も印象的だったのが、日本にいる
アメリカ人宣教師の話です。この
宣教師はカウンセラーでしたが、
日本に着いた当初は日本語を全く
話せませんでした。にもかかわら
ず、彼がカウンセラーだと聞いた
日本の牧師に、悩んでいる女性の

話を聞いてあげて欲しいと頼まれ
たのです。この宣教師は、ただた
だ耳を傾けましたが、彼女の力に
なれたのかどうかわかりませんで
した。数日後、その牧師が興奮気
味に彼にこう言ってきました。「何
をしたのか知らないけど、彼女は
すっかり元気になりました！」

　旧約聖書のヨブの話の中で、ヨ
ブの友達はヨブがひどく苦しんで
いるのを見て言葉を失います。ど
う声をかけたらよいのかわからな
かったのです。彼らはヨブととも
に座り「七日七夜」何も言わなかっ
たので（ヨブ記 2：13）、ヨブは
苦しい思いを吐露することができ
ました。これはヨブに良い結果を
もたらしました。しかし、しばら
くするとヨブの友人はその痛みを
見るに見かねて、ヨブを諭し始め
ます。「真実」を伝えることがヨブ
のためになると思ってのことでし
たが、むしろ悪い結果となり、ヨ
ブは非常に心を悩ませました（ヨ
ブ 16：2）。

つづく

 

　　5  

牧会を引退し、現在はアジア系アメリカ人クリスチャン・カウン
セリング・センター (AACCS)のカウンセラー。早稲田大学卒。
フラー神学校で神学修士、カリフォルニア州立大学ロサンゼル
ス校で心理学修士を取得。40 年にわたりメンタルヘルスカウ
ンセリングに携わり、「リスニング・ワークショップ」を日本と
アメリカで開催。

矢吹 ケン（恵二）
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東京定例会アンケートより

■（メシア168）難しく、学びが
いがある箇所でした。私にとって
混乱の原因だったのはマタイ24：

19 ～21でしたが、このメッセージでエル
サレム崩壊の預言とごっちゃになっていたこ
とがわかりました。みことばにある「あな
たがた」が誰を指しているのか、もっと「よ
く読み取るように」なりたいと思います。

■数回に渡る終末論のメッセージを聞いて、
クリスチャンになって初めて「神様がご計画
されている人類全体のストーリー」を意識
するようになりました。今回の話もユダヤ人
のことなのですが、異邦人の私たちに関し
ても将来は計画されているんだと、そう思
い描くようになりました。すると日頃の些
細な苦しみがどうでも良くなってきます。終
末論の内容は難しい話でしたが、ますます
興味がわいてきました。

■（メシア169）オリーブ山の説教の5回目、
聞けば聞くほど、すでに福音書の中でこれ
だけの終末論の全貌が解き明かされている
ことに驚愕します。伝道がいかに重要であ
るかを迫られた学びとなりました。

■（メシア170）ユダヤ式結婚式の背景が
わからないと誤解しやすい箇所ですね。携
挙後に救われた信者たちへ向けて語られた
箇所であると知り、あらためて主イエスの
愛に満ちた言葉であると思いました。

大阪月例会アンケートより
■ダビデ王国が千年王国の型で、ダビデ契
約が千年王国まで続いていることを知り、
神様の壮大なご計画に驚きを禁じ得ませ
ん。サムエル記を読むのが楽しみです。

■神様が人に与えている自由意志、これを
はき違えて従順でないとどうなっていくの
か、歴史を通して学ぶことができました。

こんなメッセージもいただきました
■メシアの生涯No.1から聴いています。新
発見が続出です。

■「福音の三要素」大きくなって紙質もより
上質で感謝します。

■１年間月例会 CDを送っていただき感謝し
ます。旧約聖書がコンパクトにわかり易く語
られていて、手に取って読みたくなるような
とても力強い味方です。

本社〒110-0005　台東区上野 7-14-5
TEL03(3842)3361 FAX03(3842)3427

株式会社

上野の森キリスト教会

日光オリーブの里

恵 友 学 園

J T J 宣 教 神 学 校

Clay
月刊デボーションガイド

2015 年11月号
・連載「聖書人物伝（17）リベカ ①」
・ネヘミヤ記／メシアの生涯（マタイ／マルコ）

【紙版：定期購読】
半年3,420 円
1年 6,600 円

― クレイ ―

★ デジタル版ならちょっとお得な 5,400 円 （定期購読１年間）
　  Fujisan.co.jp にて好評発売中！

メッセージ：中川健一 
 「メシアの生涯」

JELA（ジェラ）ミッションセンター 1F
渋谷区恵比寿 1-20-26　JR 恵比寿駅東口より 3分

聖書講解メッセージシリーズ

60分でわかる旧約聖書（11）「列王記第一」
11 月 10 日（火）

 今月も祈りの応援をお願いします。

（1）今月最大のイベントは、第 3 回リーダーシップセミ
ナーです。大阪（11 月 17 日～ 18 日）と東京（11
月 20 日～ 21 日）で開催されます。参加申込み受付
中です。

（2）  大阪月例会は、11 月 10 日（火）です。「60 分でわ
かる旧約聖書」のシリーズの、『列王記第一』を取り
上げます。

（3） 聖書塾第 24 期（広島）、第 25 期（東京）が開催中です。
来年の前半は、第 26 期（シンガポール）、第 27 期（沖
縄）、第 28 期（東京）を予定しています。受講希望の
方は、ご一報ください。

（4） 第 63 回聖地旅行 （2016 年 2 月）の参加者を募集中
です。参加希望の方はパンフレットをお申込みください。

（5）「　　　　　　　　　　  」によって福音のメッセージ

◤東京定例会

11  

月  

奉  

仕  
予  
定

◤大阪月例会　　　　　 10：30 －12：30

　ハーベスト・タイムの働きは、サポーターの皆様の
献金によって支えられています。クレジットカードによ
る献金も可能ですので、よろしくお願いします（www.
harvesttime.tv）。感謝。

が多くの方に届いています。皆様のお祈りに感謝します。

11月1日（日）～2日（月）
11月 7日（土）
11月 8 日（日）～ 9日（月）
11月10 日（火）
11月14日（土）
11月15日（日）～16日（月）
11月17日（火）～18 日（水）
11月 20 日（金）～21日（土）
11月 22日（日）～23日（月）
11月 29 日（日）～30 日（月）

東京定例会
聖書塾第 24 期（広島）3 回目
東京定例会
大阪月例会
聖書塾第 25 期（東京）3 回目
東京定例会
リーダーシップセミナー（大阪）
リーダーシップセミナー（東京）
東京定例会
東京定例会

M
on

th
ly 

Re
po

rt

活
　
動
　
報
　
告

声

みん
なの

毎週 日 15:30　月 10:30

2015 年 / 12 月 8 日㈫

2016 年 / 1月 12 日㈫、2 月 9 日㈫、3 月 15 日㈫、

4 月 19 日㈫、5 月 10 日㈫、5 月 31 日㈫、7 月 19 日㈫　

月例会スケジュール

　ホテルグランヴィア大阪 20F　JR 大阪駅直結
　TEL 06-6344-1235



1415 Warner Ave. Suite A, Tustin, CA 92780
Tel.714-258-9111 Fax.714-258-9110
http://usa.harvesttime.tv
E-mail: harvesttime@earthlink.net

（毎月１回１日発行　定価１部 50円）
【郵便振替】 00150-2-188306 ハーベスト・タイム    【スルガ銀行】 裾野支店（普）2536395 ハーベストタイム

第6３回ハーベスト聖地旅行 案内 （　　　　）部　発送希望

【 通信欄 】感想、祈りの課題などもぜひお寄せください。

第 6３回ハーベスト聖地旅行第 6３回ハーベスト聖地旅行

パリサイ主義の糾弾、オリーブ山での説教
他収録 （161～170回）

・創世記
・出エジプト
・レビ記
・民数機
・申命記

・ヨシュア記
・士師記
・ルツ記
・サムエル記第一
・サムエル記第二

＜大阪月例会10のメッセージを収録＞

1,000 円 セット

1,300 円 セット

500円 セット

(オンラインショップ）　harvestshop.netTel：055-993-8880　Fax：055-993-8883ご注文、お問合せは

(御殿場)聖書フォーラムキャンプでのメッセージ

（札幌）聖書フォーラムキャンプでのメッセージ 201６年 2月 11日(木）～２月19日(金） 　【 ９日間 】201６年 2月 11日(木）～２月19日(金） 　【 ９日間 】

38

★詳細はパンフレットをお申込みください。

ユダの手紙から学ぶ。
初代教会の時代から今日まで続く異端。その
教えの内容とは？背教に打ち勝つ秘訣とは？

日本人の精神構造を歴史的文脈の中で理解し、そ
の上に有効な宣教方法を模索するセミナー！

2015年11月1７日（火）、１８日（水）
「エル・おおさか」 ６階大会議室

201５年11月2０日（金）、21日（土）
「お茶の水クリスチャン・センター」
　　　OCCビル８階チャペル

「読むもの」だった聖書が
あなたの「体験」に！

最 終 回 ！

中川健一と行く聖地の旅

読みやすくなりました!
写真もよりあざやかに!

（５冊入）

トラクト『福音の三要素』

イスラエルの美しい写真を背
景に、聖書の福音をやさしく
説明。未信者をキリストにあ
る救いに導くための道しるべ
となります。 著者：中川健一

14ページ
オールカラー

判

旧サイズ
CD

CD

・創世記
・出エジプト

・ヨシュア記
・士師記

＜大阪月例会10のメッセージを収録＞

60

　　　　3 枚組テキスト付

CD各　　　4 枚組テキスト付

10枚組

CD 10枚組

CD    「ユダの手紙」

CD　「60 分でわかる旧約聖書Ⅰ」
1,300 円 セットCD　「メシアの生涯ⅩⅦ」

トラクト「福音の三要素」

（2015年）札幌での聖書フォーラムキャンプ

（５冊入り）

第３回クリスチャン リーダーシップセミナー

講師　中川健一
　　　アン・ベイリー

費用 （テキスト代含む）

―初代教会における異端と今―

（2014年7月）

（2015年7月）

（2015年10月）

〒 410-1115 静岡県裾野市千福が丘 1-21-85
TEL 055-993-8880 FAX 055-993-8883
ホームページ http://www.harvesttime.tv 
Ｅメール　　info@harvesttime.tv


