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22001133 年年秋秋のの特特別別セセミミナナーー  iinn  NNaaggaannoo  

「「みみここととばばにに根根ざざすす」」  
        ――――素素晴晴ららししいい旧旧約約聖聖書書のの世世界界  

 

講師 津村俊夫先生 
（旧約聖書学者・聖書神学舎教師・ 

新改訳聖書翻訳編集委員長） 

頌主 

恵みのうちに、本年度も下記のようにセミナーが行える運びとなりました。

個人の学びを益するにとどまらず、福音伝道に一層の光を与えるための

平明かつ世界レベルの旧約聖書講義です。万障お繰り合わせの上、ご参

加いただければ幸いです。 

           2013年 3月 24日 長野キリスト集会一同 

                     記 

1. 月日：2013年 9月 14日(土)，15日（日），16日(月・祝) ※部分参加も可能です。 

2. 場所：ゴスペルホール（電話・FAX 026-295-6705/ n_gospelhall@yahoo.co.jp） 

    〒381-0082長野県長野市上駒沢 918-8 

  上信越道・須坂長野東 ICから 6.5km  JR信越線／飯山線 三才駅から徒歩 10分 

3. 内容 

I. 旧約聖書の世界としての古代オリエント  

    (年表、地図、スライドを使用) 考古学と聖書の関係について。 

II. 創世記とその時代 (創造、洪水、族長時代)  

   メソポタミアからカナンへ、カナンからエジプトへ。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ。 

III. イスラエルの歴史 (出エジプトから、サムエルの時代まで)  

   モーセ、シナイ契約、十戒、礼拝、モアブ契約、ヨシュア、士師時代、ペリシテ。  

IV. 預言者と預言書 (ダビデ時代から、捕囚、帰還まで)  

   アッシリアとイスラエル。前８世紀の預言者（ホセア、アモス）。バビロニア捕囚。 

V. 詩篇の読み方 

   「ダビデの著者性」とは、表題、年代、類型、詩篇 23 篇、46篇。ヘブル詩の並行法。 

VI. 知恵文学とは 

   ｢知恵｣と｢知恵文学｣。ヨブ記、箴言、伝道者の書。 

 （※ 全セッションにおいてプロジェクター使用） 
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4. 講師プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

津村俊夫 (つむら・としお） 

 1944年，神戸で生まれる。 

一橋大学，アズベリ−神学大学，ブランダイス大学で学ぶ。 文学博士(Ph.D.)。ウガリト学，セム語学専攻。

ハーバード大学及び英国ティンデル研究所の研究員，筑波大学助教授を経て，現在、聖書神学舎教師、

図書館長。前教師会議長。聖書宣教会理事。聖書考古学資料館理事長。新日本聖書刊行会理事、翻訳

編集委員長。 

著書： 

『ウガリト神話劇の研究』(1973[英文])  

『創世記１章と２章の地と水』(1989 [英文]) 

『創造か破壊か – 旧約聖書の混沌伝承の評価 -- 』(2005 [英文]) 

『創造と洪水』（日本聖書協会, 2006） 

『第一サムエル記注解』(NICOT; 2007 [英文]) 

『第一、第二サムエル記注解』(ESV Study Bible, 2008 [英文]) 

編書： 

『洪水以前から --- 創世記 1章 - 11章の研究』(共編。1994 [英文]) 

訳書： 

 C.H. ｺﾞｰﾄﾞﾝ『古代文字の謎: オリエント諸語の解読』(現代教養文庫 1979) 

 K.A. ｷｯﾁﾝ『古代オリエントと旧約聖書』(いのちのことば社, 1979) 

 P.C. ｸﾚｰｷﾞｰ『ウガリトと旧約聖書』(教文館, 1990) 

 J. ナヴェー『初期アルファベットの歴史』(法政大学出版局，2000)  

論文：多数 

現在、第二サムエル記 (NICOT)、創世記 (TOTC) の注解書執筆中。 

趣味：ハイキング, ガーデニング 

東京都羽村市に在住。 
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5. 日程 

 
第１日  ９月１４日（土）  

 時 刻 内   容 

13：00 受付 

13：30 開会挨拶、連絡、祈り、全体賛美  

13：45 セッション１ 「旧約聖書の世界としての古代オリエント」 
15：15 休憩 

15：30 セッション２ 「創世記とその時代 （創造、洪水、族長時代）」 

17：00 休憩 

17：15 質疑応答（３０分） 

17：45 連絡、祈り 

18：00 終了  

第２日 ９月１５日（日） 

時 刻 内   容 

9：50 聖餐式（60分） 

11：00 奨励と証詞（津村先生） ［箴言 3章 5-6節から］ 

12：10 連絡、昼食、交わり 

13：50 全体賛美  
14：00 セッション３ 「イスラエルの歴史 （出エジプトから、サムエルの時代まで）」 

15：30 休憩  

15：40 セッション４ 「預言者と預言書 （ダビデ時代から、捕囚、帰還まで）」 

17：10 休憩(質問回収) 

17：20 質疑応答(３０分) 

17：50 祈り、諸連絡 

18：00 終了 

第３日 ９月１６日（月）  

時 刻 内   容 

 9：45 受付 

10：15 賛美、祈り、連絡 

10：30 セッション５ 「詩篇の読み方」 

12：00 連絡、昼食、交わり 

13：25 特別讃美  

13：45 セッション６ 「知恵文学とは」 

15：15 休憩 

15：25 質疑応答（３０分） 

15：55 祈り、諸連絡 

16：00 終了 
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6.  参加のお申込みについて 

 締め切りを 8 月 23 日（金）とさせていただきます。 

 申し込み方法は、（１）郵送（２）ファックス（３）メール  

      のいずれかでお願いいたします。 
   ・ なお、お急ぎの場合は電話でもかまいませんが、名札作成等の関係がありますので、必ず 

     （１）～（３）のいずれかの方法で再度ご連絡ください。 

6．宿泊を希望される皆様へ 

   ・ 原則として、ご本人でホテルなどの宿泊の予約をお願いいたします。 

   ・ ＪＲ長野駅に近いホテルに宿泊される場合には、長野駅までのお迎えが可能ですのでご相談くだ

さい。 

・ 長野集会を通してホテル（一泊 5,000 円前後）を予約される場合は、 

7 月 31 日（水）までにお申し込みください。 
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22001133  秋秋ののセセミミナナーー参参加加申申込込書書（以下２ページにご記入下さい）       集集会会・・教教会会 

８月 23 日（金）必着／宿泊の申し込みがある場合は７月３１日（水）必着 

１． 参加者（準備に必須のため必ずご記入ください。足りない場合はコピーしてお使いください。） 

 

参加者氏名 

フルネームで。ふりがなも。 
性

別 

年齢 

20歳以上は

Aと記入 

参加日 

を○で囲む 
宿泊日 

宿泊関係 

長野集会あっせんで宿泊ご希

望の場合⇒○印を。 

ご自分で予約された場合は 

宿泊先名をご記入ください。 

食事 

必要な部分に○ 

15日 

昼食 

16日 

昼食 

 

 

男 

女 
 14・15・16 14・15  

  

 
男 

女 
 14・15・16 14・15  

  

 
男

女 
 14・15・16 14・15  

  

 
男 

女 
 14・15・16 14・15  

  

 
男

女 
 14・15・16 14・15  

  

 
男

女 
 14・15・16 14・15  

  

 
男

女 
 14・15・16 14・15  
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２． 交通手段 （□の中に✔、自家用車の場合は必ず台数をご記入ください。） 

    

 

 

３．送迎のご希望  ＪＲ信越線・飯山線「三才（さんさい）駅までの送迎が可能です。 

三才駅＝ＪＲ長野駅から 2駅目（長野―北長野―三才）ゴスペルホールより８００ｍ 

     

月   日 三才駅到着時間 人  数 備   考 

９月１４日（土）    

９月１５日（日）    

９月１６日（月）    

 

４．今後の連絡先 

申込責任者 集会           様 

同連絡先 

ご住所 〒            

電話番号             

メールアドレス             ＠ 

申込先 

〒381-0082 長野市上駒沢９１８－８ 長野ゴスペルホール 

電話・FAX（共用）：026(295)6705 

E-mail: n_gospelhall@yahoo.co.jp 

セミナー担当者 

（緊急連絡先） 

尾崎富雄 

Phone&Fax:026-241-2636  

E-mail: tmzk1950@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 自家用車 

   台 

 
列車 

 
貸し切りバス 

mailto:tmzk1950@yahoo.co.jp

