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ほ そ き こえ

Small Voice

細き聲

聖書研究

大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき、風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき。
又地震の後に火ありしが、火の中にはエホバ在さざりき、火の後に静なる細微き声ありき。
列王記略上１９：１１、１２ 明治元訳聖書

日本学生宣教会
創世記
１章５節

†

聖書区分

第一部 世界と人間の創造 Gen. 1:1~11:26
一 世界の創造 Gen. 1:1~24
１ 宇宙の創造 Gen. 1:1~2
２ 創造の経緯 Gen. 1:3~2:4
ａ 第一日 Gen. 1:3~5
1:3 神は「光あれ」と言われた。すると光があった。 1:4 神はその光を見て、良しとされた。神はその光
とやみとを分けられた。 1:5 神は光を昼と名づけ、やみを夜と名づけられた。夕となり、また朝となった。
第一日である。 口語訳聖書

†

日本語訳聖書 Gen.1:5

【漢訳聖書】
Gen. 1:5 謂光爲晝、謂暗爲夜、有夕有朝、是乃首日。
【明治元訳】
Gen.1:5 神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり
【口語訳】
Gen. 1:5 神は光を昼と名づけ、やみを夜と名づけられた。夕となり、また朝となった。第一日である。
【新改訳改訂３】
Gen. 1:5 神は光を昼と名づけ、やみを夜と名づけられた。夕があり、朝があった。第一日。
【新共同訳】
Gen. 1:5 光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。
【バルバロ訳】
Gen.1:5 神は光を昼と呼び、やみを夜と呼ばれた。こうして、夕となり、朝となった。これが一日めである。
【フランシスコ会訳】
Gen.1:5 光を「昼」と名づけ、闇を「夜」と名づけられた。そして夕べとなり朝となり、一日目が過ぎた。
【詳訳聖書】
Gen.1:5 And God called the light Day, and the darkness He called Night, And there was evening and there
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was morning,one day.
そして、神は光を「昼」と呼ばれ、また闇を「夜」と呼ばれた。そして夕があり朝があった。第一日

†

聖書引照

Gen.1:5

Gen.1:5 神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり
[神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり] 創世 8:22; 詩篇 19:2; 74:16; 104:20; イザ 45:7; エレ 33:20; Ⅰコリ 3:13; エペ 5:13;
Ⅰテサ 5:5
[夕あり朝ありき是首の日なり] 創世 1:8,13,19,23,31

†

Interlinear

ヘブライ語聖書

Gen.1:5

י־בקֶׁ ר יֶ֥ ֹום אֶׁ ָ ָֽחד׃ פ
ֹ֖ י־ע ֶֶׁ֥רב ַוַָֽֽיְ ִּה
ֶׁ ֱֹלהים׀ לָאֹור֙ י֔ ֹום וְ ל ַֹ֖חשֶׁ ְך ָ ָ֣ק ָרא ָלָ֑יְ לָה ַוַָֽֽיְ ִּה
ִ֤ ִּ וַיִּ קְ ָ ָ֨רא א
wayyiqərā’ ’ĕlōhîm| lā’wōr ywōm wəlaḥōšeḵə qārā’ lāyəlâ wayəhî-‘ereḇ wayəhî-ḇōqer ywōm ’eḥāḏ: f

וְ ל ַֹ֖חשֶׁ ְך

י֔ ֹום

wə·la·ḥō·šeḵ
and·to·the·darkness

†

yō·wm,
day

אֶׁ ָ ָֽחד׃ פ

יֶ֥ ֹום

י־בקֶׁ ר
ֹ֖ ִַּוַָֽֽיְ ה

’e·ḥāḏ.
the first

yō·wm
day

ḇō·qer way·hîthe morning and

֙לָאֹור

ֱֹלהים׀
ִ֤ ִּ א

lā·’ō·wr
to·the·light

וַיִּ קְ ָ ָ֨רא

’ĕ·lō·hîm
way·yiq·rā
Elohim and·he-is-calling

ַוַָֽֽיְ הִּ י־עֶׁ ֶֶׁ֥רב
‘e·reḇ way·hîthe evening And were

לָ ָ֑יְ לָה
lā·yə·lāh;
Night

ָ ָ֣ק ָרא
qā·rā
he called

ヘブライ語聖書 品詞色分け

Gen.1:5

ף ו קרא אֱלהִּ ים ל אֹור יֹום ו ל חשֶׁ ְך קרא ל ְַילָה ו היה ע ֶֶׁׁרב ו היהבּקֶׁ ר יֹום אֶׁ חָ ד

† LXX

Interlinear

Gen.1:5
kai. evka,lesen o` qeo.j to. fw/j h`me,ran kai. to. sko,toj evka,lesen nu,kta kai. evge,neto e`spe,ra kai. evge,neto prwi, h` me,ra mi,a
καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα
μία
καὶ
And

ἐκάλεσεν
called

ὁ θεὸς
God

τὸ

φῶς

the

light

ἡμέραν καὶ
Day,

and

τὸ
the

σκότος
darkness

καὶ

ἐγένετο

ἑσπέρα

καὶ

ἐγένετο

πρωί

ἡμέρα μία

and

there was

evening

and

there was

morning,

the first day.

† LXX 品詞色分け
Gen.1:5

ἐκάλεσεν
he called

νύκτα
Night,
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καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα
μία

†

F・Josephus

Antiquitates

Judaicae

Gen.1:5
καὶ τῷ μὲν ὄνομα ἔθετο νύκτα, τὸ δὲ ἡμέραν ἐκάλεσεν ἑσπέραν τε καὶ ὄρθρον τὴν ἀρχὴν τοῦ φωτὸς καὶ τὴν
ἀνάπαυσιν προσαγορεύσας.
and the name he gave to one was Night, and the other he called Day: and he named the beginning of light, and the time of
rest, The Evening and The Morning, and this was indeed the first day.

そして神はそれを夜と名づけ、他を昼と呼ばれ、そして光の出現と休止を夕と朝と名づけられた。これが実に第
一日であった。

†

ラテン語 Interlinear

Latin Vulgate
Gen. 1:5
Appellavitque lucem diem et tenebras noctem factumque est vespere et mane dies unus
And he called the light, ‘Day,’ and the darknesses, ‘Night.’ And it became evening and morning, one day.

Appellavitque
And he called

†

lucem

diem

et

tenebras

the light, ‘Day,’ and the darknesses, ‘Night.’ And it became evening and morning, one day.

noctem

factumque

est

‘Night.’

it became

And evening

vespere

et

mane

and morning,

dies unus
one day.

私訳（詳訳）Gen.1:5

私訳 「そして、神は光＜曙＞を昼と呼び＜告げ、名づけ＞、闇＜暗黒＞を夜＜夕＞と呼ばれ＜告げ、名づけ
＞られた。こうして、夕となり＜があり＞、朝となり＜があり＞、第一日」

†

英語訳聖書 Gen.1:5

King James Version
1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were
the first day.
New King James Version
1:5 God called the light Day, and the darkness He called Night. So the evening and the morning were the
first day.
American Standard Version
1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was
morning, one day.
Bible in Basic English
1:5 Naming the light, Day, and the dark, Night. And there was evening and there was morning, the first day.
Today's English Version
1:5 and he named the light "Day" and the darkness "Night." Evening passed and morning came-that was the
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first day.
Darby's English Translation
1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening, and there was
morning -- the first day.
Douay Rheims Bible
1:5 And he called the light Day, and the darkness Night; and there was evening and morning one day.
Noah Webster Bible
1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night: and the evening and the morning were
the first day.
World English Bible
1:5 God called the light Day, and the darkness he called Night. There was evening and there was morning,
one day.
Young's Literal Translation
1:5 and God calleth to the light `Day,` and to the darkness He hath called `Night;` and there is an evening,
and there is a morning -- day one.

†

旧約聖書ヘブライ語語句研究

Gen.1:5

י־בקֶׁ ר יֶ֥ ֹום אֶׁ ָ ָֽחד׃ פ
ֹ֖ י־ע ֶֶׁ֥רב ַוַָֽֽיְ ִּה
ֶׁ ֱִֹּלהים׀ לָאֹור֙ י֔ ֹום וְ ל ַֹ֖חשֶׁ ְך ָ ָ֣ק ָרא ָלָ֑יְ לָה ַוַָֽֽיְ ה
ִ֤ ִּ וַיִּ קְ ָ ָ֨רא א
【そして】

w

接続詞

１）…と…
【神は】

ֱלהים
ִּ א

@PcN [51275] <10012>

２）そして

３）すなわち

エローヒーム

４）あるいは

'elohiym {el-o-heem'}

普通名詞男複

１）神、いと高き神 ２）神々 ３）主 ４）天使、御使い
６）大いなる、卓越した、偉大な、力ある
「ֱלהים
ִּ א

エロヒーム」は複数形。語源は「

אֵ ל

@ncmpN [2602] <430>

５）激しい、非常に、非常に大きい

エル」権力、権威を指す。

LXX
θεός てオス theos {theh‘-os}
名詞
１）神 ２）神性 ３）唯一の神
Latin Vulgate
Deus
１）神 ２）神性
【光を】

 אֹורオーレ

‘ôr {ore} 普通名詞男女単

@ncbsN [120] <215>

１）光、稲妻、輝く ２）あけぼの、あける、夜明け、あらわす ３）日、日光、日ざかり、白昼 ４）
顔の輝き
ヨブ 36:30; 38:19; 詩篇 97:11; 104:2; 118:27; イザ 45:7; 60:19; ヨハ 1:5,9; 3:19; Ⅱコリ 4:6; エペ
5:8,14; Ⅰテモ 6:16; Ⅰヨハ 1:5; 2:8
LXX
φῶς

ふォース

phōs {foce}

名詞

１）光、発光体 ２）あかり、火、灯火
心、理性、理解力

３）昼の光、日の出、光、発光体、天体

４）眼の光、
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Latin Vulgate
lux
１）光 ２）輝き

יֹום

【昼】

ヨーム

３）明かり

４）生命

yôm {yome} 普通名詞男単

@ncmsN [2317] <3117>

１）日、時、年 ２）生涯 ３）時間、期間 ４）今日、昨日、明日 ５）朝、昼、真昼
創世1:5,14; 8:22; 18:1; ネヘ4:22; エス4:16; 詩篇74:16; 88:1; 136:8; 139:12 etc.
LXX
ἡμέρα ヘーメラ hēmera {hay-mer‘-ah}
１）日、時 ２）昼間、日中 ３）時期、時代
Latin Vulgate
dies
１）日 ２）昼

ל

【と】

３）期限

４）人生、生活

５）時間

６）陽光

７）一日の仕事

@PpN [20687] <10011>

前置詞

１）
（方向を示す）に

【名づけ】

４）日付

６）代、世

קרא

２）
（所有を表す）の

‘動詞 Qal 継続 waw３男単

qârâ‘ {kaw-raw}

カーラー

３）～に関して
@vqw3msN [886] <7121>

１）呼ぶ ２）告げる ３）名づける ４）読む
創世 1:5; 3:20; 4:17 etc. 出エ 2:10; 33:7 etc.
LXX
καλέω カれオー kaleō {kal-eh‘-o}
１）呼ぶ、呼びかける、大声で呼ぶ ２）招く
呼ぶ、名づける ５）召喚する
Latin Vulgate
appello
１）呼びかける ２）命名する
【そして】

ו

接続詞

１）…と…

【闇を】

חשֶׁ ְך

３）呼び出す、呼び掛ける、呼び寄せる

４）～を～と

３）発音する

@PcN [51275] <10012>

２）そして

コーセク

１）闇、暗黒、暗闇

３）すなわち

choshek {kho-shek'}

４）あるいは

普通名詞男単

２）秘密の場所 ３）暗さ、晦い

@ncmsN [80] <2822>

４）黄昏時、夜

５）（比喩的に）悲惨、破

壊、死、無知、悲しみ、邪悪
創世1:2,4,5,18; 出エ10:21,22, 14:20; 申命4:11; 5:23; ヨブ3:4; 5:14; 10:21; 12:22; 15:22 etc.
2:13; 20:20 伝道2:13; 5:17; 6:4; 11:8; イザ5:20; 9:2; 29:18; 42:7; 45:3 etc.
LXX
σκότος スコトス skotos {skot‘-os} 名詞
１）暗いこと、闇、暗黒、闇の中 ２）秘密裏の、はっきりとわからない
の刑罰の場所、死の暗黒、よみの闇 ５）罪
Latin Vulgate
tenebræ
１）暗闇 ２）暗黒 ３）夜 ４）暗い場所 ５）牢獄

３）無知、欺瞞

箴言

４）死後
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ל ְַילָה

【夜】

ラーイラー layelâh {lah‘-yel-aw}

@ncmsN [224] <3915>

普通名詞男単

１）夜 ２）真夜中 ３）夜半 ４）夕
創世 1:5,16; 8:22; 14:15; 311:39; 出エ 12:30,42; 13:21; 40:38 etc.
LXX
νύξヌゆクス nux {noox}
１）夜 ２）暗闇 ３）闇
Latin Vulgate
nox
１）夜 ２）闇 ３）暗黒

ל

【と】

@PpN [20687] <10011>

前置詞＋冠詞

１）
（方向を示す）に
【名づけられた】

קרא

２）
（所有を表す）の

３）～に関して

qârâ‘ {kaw-raw}

カーラー

‘動詞 Qal 継続 waw３男単

@vqw3msN [886] <7121>

１）呼ぶ ２）告げる ３）名づける ４）読む
創世 1:5; 3:20; 4:17 etc. 出エ 2:10; 33:7 etc.
LXX
καλέω カれオー kaleō {kal-eh‘-o}
１）呼ぶ、呼びかける、大声で呼ぶ ２）招く
呼ぶ、名づける ５）召喚する
Latin Vulgate
appello
１）呼びかける ２）命名する
【そして】

w

接続詞

１）…と…
【夕べと】

ע ֶֶׁׁרב

３）呼び出す、呼び掛ける、呼び寄せる

３）発音する

@PcN [51275] <10012>

２）そして
エレブ

３）すなわち

４）あるいは

‛ereb {eh‘-reb} 普通名詞男単

@ncmsN [139] <6153>

１）朝夕 ２）夕方、夕暮れ、夕日 ３）宵、夜 ４）アラビヤ
創世 1:5; 49:27; 出エ 27:21; 29:39; レビ 6:20; 11:24 etc.
LXX
ἐσπέρα ヘスペラ hespera {hes-per‘-ah}
１）晩 ２）夕方 ３）夕暮れ ４）西、西方
Latin Vulgate
vespera
１）夕方 ２）夕暮れ
【なり】

hyh

ハヤア

hayah {haw-yaw}

動詞

Qal完３女単

@vqp3fsN [3576] <1961>

１）ある、いる、おられる、存在する ２）なる、臨む
niph １）ある、２）起こる ３）成就する ４）なる ５）装う
LXX
εἰμί エイミ eimi {i-mee‘} 動詞
１） ある､いる、～である､～です、～だ

２）行われる、おこ

４）～を～と
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る、生る、現れる、来る ３）いる、滞在する、とどまる ４）存在する ５）生きている
γίνομαι ギノマイ ginomai {ghin‘-om-ahee} 動詞
１）存在するようになる、存在するにいたる、存在を始める ２）生じる、生ずる、生まれる ３）
現れる、おこる、発生する、始まる、になる、ふりかかる、成る、登場する、来る ４）～とされ
る、仕上げられる、作られる、行われる、なされる ５）出る、起こる
Latin Vulgate
Sum
１）存在する ２）～である ３）いる ４）起こる ５）生じる
Fácio
１）なす ２）つくる ３）建築する ４）作成する ５）実行する ６）実
現する ６）果たす
【そして】

w

接続詞

１）…と…
【朝と】

בּקֶׁ ר

@PcN [51275] <10012>

２）そして

ボケル

３）すなわち

bôqer {bo‘-ker}

１）朝 ２）翌日 ３）明日
創世 1:5; 19:27; 29:25; 40:6; 49:27;

４）あるいは

普通名詞男単

@ncmsN [214] <1242>

出エ 8:20; 10:13; 18:13; 19:16; etc.

LXX
πρωΐα プローイィア prōia {pro-ee‘-ah}
１）朝 ２）早朝 ３）夜明け
Latin Vulgate
mane
１）朝 ２）早朝
【なり】

hyh

ハヤア

hayah {haw-yaw}

Qal完３女単

動詞

@vqp3fsN [3576] <1961>

１）ある、いる、おられる、存在する ２）なる、臨む
niph １）ある、２）起こる ３）成就する ４）なる ５）装う
LXX
εἰμί エイミ eimi {i-mee‘} 動詞
１） ある､いる、～である､～です、～だ ２）行われる、おこ
る、生る、現れる、来る ３）いる、滞在する、とどまる ４）存在する ５）生きている
γίνομαι ギノマイ ginomai {ghin‘-om-ahee} 動詞
１）存在するようになる、存在するにいたる、存在を始める ２）生じる、生ずる、生まれる ３）
現れる、おこる、発生する、始まる、になる、ふりかかる、成る、登場する、来る ４）～とされ
る、仕上げられる、作られる、行われる、なされる ５）出る、起こる
Latin Vulgate
Sum
１）存在する ２）～である ３）いる ４）起こる ５）生じる
Fácio
１）なす ２）つくる ３）建築する ４）作成する ５）実行する ６）実
現する ６）果たす

 אֶׁ חָ דエハッド

【一】

１）ひとつの

‘echâd {ekh-awd‘}

２）一時に

３）元日

LXX
εἷς ヘイス heis {hice}
１） 1 ２）一つの、ただ一つの

形容詞男単

@amsN [705] <259>

４）一

３）全く同一の

４）ある人
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Latin Vulgate
unus
１）一つの ２）唯一の

יֹום

【日】

ヨーム

yôm {yome} 普通名詞男単

@ncmsN [2317] <3117>

１）日、時、年 ２）生涯 ３）時間、期間 ４）今日、昨日、明日 ５）朝、昼、真昼
創世1:5,14; 8:22; 18:1; ネヘ4:22; エス4:16; 詩篇74:16; 88:1; 136:8; 139:12 etc.

６）代、世

LXX
ἡμέρα ヘーメラ hēmera {hay-mer‘-ah}
１）日、時 ２）昼間、日中 ３）時期、時代 ４）人生、生活
Latin Vulgate
dies
１）日 ２）昼 ３）期限 ４）日付 ５）時間 ６）陽光 ７）一日の仕事

【】ף

†

@xN [1174] <10013>

（段落を表す）

細き聲 聖書研究ノート

＜神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり＞
神が「光よあれ」と仰せられると「光」があり、神は「光」と「闇」を区別され、
「光」を「昼」と、
「闇」を「夜」
と名づけられた。夕となり朝となり、これが第一日であった。

＜神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり＞
神は光を「昼」
、やみを「夜」と名づけられる。
「名づける  קראカーラー
qârâ‘ {kaw-raw}」は「呼ぶ、告げる」の意味である。
LXXの「καλέω カれオー kaleō {kal-eh‘-o}」には「呼び出す」の意味がある。
神が「光」を「昼」と名づけられると「昼」が呼び出され、
「やみ」を「夜」と名づけられると「夜」が呼び出さ
れたのである。

＜夕あり朝ありき＞
「昼」と「夜」が呼び出され、
「夕」と「朝」が出現した。
夜のはじまりとしての「夕」があり、昼のはじまりとしての「朝」があった。
ユダヤ人の一日は「夜」にはじまり「昼」にいたる。

＜夕あり朝ありき＞
へフライ語では「And the evening was, and the morning was」である。
夕から朝へ、朝から夕へ、
「夕」と「朝」が連続しながらそれぞれに「夕」として「朝」として存在し一日をなす
ことが重要である。
光の創造によって時と空間が定められ、夕と朝の一日が定められた。

＜是首の日なり＞
漢訳聖書は「第一日」を「是乃首日」とする。
「首」は「先頭」の意味で第一番に置かれるものをあらわす。
光は創造の第一に置かれるにふさわしい。
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†

心のデボーション

「神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり」 創世 1:5 明治元訳聖書
「光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である」 新共同訳聖書
「夕べがあり、朝があった」
聖書において「夕」からはじまり「夕」に終わる。一日の始まりは「朝」ではなく「夕」である。
活動的な「昼」の前に、ます、静まりの「夜」がある。
行動のまえに思考、想念、祈りの夜がある。

†

心のデボーション

「神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり」 創世 1:5 明治元訳聖書
「光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である」 新共同訳聖書
「夜と昼」
神は光を呼び出され、「光」を「昼」と、「闇」を「夕」と名づけられた。「夕」と「昼」は連続しながら、「夕」
として、また「昼」として、それぞれにある。
「活動の昼」と「静まりの夜」にそれぞれの勤めがあり、それによって一日が成り立つ。昼には昼のいのち、夜
には夜のいのちがある。

†

心のデボーション

「神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり」 創世 1:5 明治元訳聖書
「光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である」 新共同訳聖書
「昼は昼に、夜は夜に」
「昼は昼に言葉を伝え 夜は夜に知識を伝える」
「この日ことばをかの日につたへこのよ知識をかの夜におくる 語らずいはずその聲きこえざるに
そのひびきは全地にあまねく そのことばは地のはてにまでおよぶ 神はかしこに帷幄を日のためにまうけたま
へり」 詩篇 19:2~4 明治元訳聖書
「昼は昼に言葉を伝え 夜は夜に知識を伝える」 フランシスコ会訳聖書
昼には昼に聞く言葉があり、夜には夜に学ぶ知識がある。そのひびきは全地に及ぶ。

†

心のデボーション

「神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり」 創世 1:5 明治元訳聖書
「光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である」 新共同訳聖書
「神の定め」
神は「昼と夜」を定められた。「昼」は神のもの、「夜」も神のものである。明るきも暗きも神によって創られ、
定められている。
「晝はなんぢのもの夜も又汝のものなり なんぢは光と日とをそなへ あまねく地のもろもろの界をたて夏と冬
とをつくりたまへり」 詩篇 74:16~17 明治元訳聖書

†

心のデボーション

「神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり」 創世 1:5 明治元訳聖書
「光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である」 新共同訳聖書
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「光も闇も」
神は光を創造され、闇を創造され、平和をつくり、禍を創造される。安きも禍も神の御支配のもとにある。
「われは光をつくり又くらきを創造す われは平和をつくりまた禍害をさうざうす 我はヱホバなり 我すべてこ
れらの事をなすなり」 イザヤ 45:7 明治元訳聖書

†

心のデボーション

「神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり」 創世 1:5 明治元訳聖書
「光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である」 新共同訳聖書
「この一日」
神は「この一日」を基本的な単位として創造された。日毎に、その日に成し遂げられるべき事柄がある。
「この一
日」をしっかり生きる幸せ以上のものはない。どのような人生の状況にも神は私に生きるべき「この一日」を創
られる。

†

細き聲 説教

「時と空間」
創世 1:5 明治元訳聖書

「神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり」

創世記 1:3~5 は創造の第一日として「光の創造」が主題である。
「光」は神の創造の第一であって、
「光」によって神の創造された「天と地」は「目に見える世界」となった。
現代物理学は「光」を、目に見える光（可視光）に加えて、目に見えない光（電波、赤外線、紫外線、X線（あ
るいはガンマ線）も含めている。
「光」はいのちを生み出すエネルギーであり、また時と空間を説明し、未知のものを明らかにする。
。

「神光を晝と名け暗を夜と名けたまへり夕あり朝ありき是首の日なり」

創世 1:5 明治元訳聖書

神は光によって光と闇を区別され、光を「昼」
、闇を「夜」と名づけられた。そして、夕があり、朝があった。
すべてのいのちは「夕となり朝となる」日の中でその営みを始める。
神がすべてのいのちを「光」の織り成す世界に置かれたということは、
「人間とは何か」という問いが、この神の
創られた「夕と朝」の時の中で、我が目をもって見、手にて触れるものでなければならないというところに私た
ちを導く。

ここで「夕あり朝あり」の「一日」について考える必要がある。
神の創造は第一日から第七日までに及ぶ。
第1日
第2日
第3日
第4日
第5日
第6日
第7日

光、昼と夜
空（天）
大地、海、地に植物
太陽と月と星
魚と鳥
獣と家畜、人
聖と休み
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「一日」は「夕あり朝あり」の繰り返しではない。それぞれの「一日」に目的があり、達成されて、次の日を迎
える。神はそのような営みをもつ「時」と「空間」を創造された。
人は誕生の時から限りない数の「夕となり朝となる」を迎える。しかし、それは平坦な時の流れとして人の上を
行くのではない。
「私とは何か」を告げる神の「第一日」があり「第二日」がある。それは世界を形づくり、説明
して、
「神の聖」にまで至る。
（皆川誠）

