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軽率な言葉は人を傷つける 
 
 

「軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし、知恵のある人の舌は人を

癒やす。」 （箴言 12：18 新改訳） 
 
「親切なことばは蜂蜜。たましいに甘く、骨を健やかにする。」（箴言 16：24 新改訳） 
 
 
１.誰でも言葉で                                  
「私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。あなたがたが知ってい

るように、私たち教師は、より厳しいさばきを受けます。2 私たちはみな、多くの点

で過ちを犯すからです。もし、ことばで過ちを犯さない人がいたら、その人はから

だ全体も制御できる完全な人です。3 馬を御するためには、その口にくつわをは

めれば、馬のからだ全体を思いどおりに動かすことができます。4 また船を見なさ

い。あのように大きくて、強風を受けていても、ごく小さい舵によって、舵を取る人

の思いどおりのところへ導かれます。5同じように、舌も小さな器官ですが、大きな

ことを言って自慢します。見なさい。あのように小さな火が、あのように大きな森を

燃やします。」（ヤコブ 3：1～5 新改訳） 
 

2. 口から出る言葉を                         ことを学ぶ 
「舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの諸器官の中にあってからだ

全体を汚し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの火によって焼かれます。7ど

のような種類の獣も鳥も、這うものも海の生き物も、人類によって制すること

ができ、すでに制せられています。8しかし、舌を制することができる人は、

だれもいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。」 
                               （ヤコブ 3：6～8 新改訳） 
 
3. あなたの言葉はあなたの                           
「私たちは、舌で、主であり父である方をほめたたえ、同じ舌で、神の似姿に造ら

れた人間を呪います。10 同じ口から賛美と呪いが出て来るのです。私の兄弟たち、

そのようなことが、あってはなりません。11 泉が、甘い水と苦い水を同じ穴から湧

き出させるでしょうか。12 私の兄弟たち。いちじくの木がオリーブの実をならせたり、

ぶどうの木がいちじくの実をならせたりすることができるでしょうか。塩水も甘い水

を出すことはできません。」（ヤコブ 3：9～12 新改訳） 
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CARELESS WORDS ARE DESTRUCTIVE  
 

“There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, but the tongue  
of the wise brings healing.” (Proverbs 12:18 NIV) 
 
“Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the 
bones.” (Proverbs 16:24 NIV) 
 
 
1. We all                          with our words 
“Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you 
know that we who teach will be judged more strictly. 2We all stumble in many 
ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep 
their whole body in check. 3When we put bits into the mouths of horses to 
make them obey us, we can turn the whole animal. 4 Or take ships as an 
example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are 
steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. 5 Likewise, the 
tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a 
great forest is set on fire by a small spark.” (James 3:1–5 NIV) 
 
2. Learn how to                         your words 
“The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It 
corrupts the whole body, sets the whole course of one’s life on fire, and is 
itself set on fire by hell. 7 All kinds of animals, birds, reptiles and sea creatures 
are being tamed and have been tamed by mankind, 8 but no human being 
can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison.”  
                                                (James 3:6–8 NIV) 
  
3. Your words                                      
“With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human 
beings, who have been made in God’s likeness. 10Out of the same mouth 
come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. 11Can 
both fresh water and salt water flow from the same spring? 12 My brothers 
and sisters, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a 
salt spring produce fresh water.” (James 3:9–12 NIV) 


