


J.M. ギール（注 Jennie Margaret Gheer）は、1846 年

に米国ペンシルベニア州ベルウッドで誕生し、

1879 年に婦人外国伝道会の宣教師として来日

した。長崎でエリザベス・ラッセル（Elizabeth 

Russell）の協力者として活水女学校（現在の活水

学院）の設立に力を尽くした後、1885 年に福岡で英

和女学校（現在の福岡女学院）を創立した。

このJ.M. ギールについて、第二次世界大戦下の

戦災により福岡女学院の校舎が焼失したため、彼

女に関する資料は学院に殆ど残っていない。その

ため、学院の創立者であるJ.M. ギールに関する資

料の調査・収集は、学院史を編纂する上で大きな課

題であるといえる。そこで学院資料室では、キリス

ト教神学を専門とする徐亦猛氏（福岡女学院大学

国際キャリア学部国際キャリア学科教授）、学院の

歴代宣教師について調査をすすめているMillikan, 

Stella 氏（福岡女学院大学短期大学部英語学科講

師）に協力を得、本学の助成事業である学院活性化

推進助成（2020 年度、研究期間：1 年間）を受ける

かたちで、J.M. ギールに関する国内外での資料調

査を2020 年度に実施することを計画していた。

しかし、新型コロナウイルスの世界的大流行に

伴い、2020 年4 月7 日には新型コロナウイルス対策

の特別措置法に基づく緊急事態宣言が福岡県でも

発令され、不要不急の外出の禁止・県をまたぐ移動

や外国への移動等が大きく制限されることとなっ

た。そのため、国外での調査も視野に入れた本格的

な資料調査の実施を見送らざるを得なくなった。

そこで、2020 年度は国内外の図書館などから取り

寄せることが可能な資料を調査・収集することに

つとめ、J.M. ギールが行った宣教活動の詳細や彼

女の人物像等の把握を行うこととした。

本号では、「特集　J.M. ギール」と題し、「J.M. ギー

ル宣教師の逸話」（徐亦猛）、「“Send Forth Reapers!” 

Gheer’s Bible-Women in Meiji Japan」（Millikan, 

Stella）を掲載した（日本語訳については、6 頁〜

9 頁に掲載）。徐氏はJ.M. ギールの人物像が垣間

見えるエピソードについて、Millikan, Stella 氏は

J.M. ギールの宣教活動の詳細について紹介してい

る。

今後は、新型コロナウイルスの終息を待ち、当初

予定していたJ.M. ギールに関する国内外での資料

調査を実施したいと考えている。

注：ギールの墓碑名には、Jean と記されているが、

日本での宣教活動では、その殆どでJennie を用いて

いる。本ジャーナルではJennie に統一した。

創立者　J.M. ギール

特集　J.M. ギールについて　

学院資料室　講師　井上  美香子
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J.M. ギール宣教師の逸話　

国際キャリア学部　教授　徐  亦猛　

福岡女学院の歴史に大きな足跡を残した創立者

J.M. ギール（Jennie Margaret Gheer）宣教師の豊かな

人物像を知るため、今回はギール宣教師に関する

２つのエピソードを紹介する。

ギール宣教師は、1846 年11 月13 日、米国ペン

シルバニア州プレア郡ベルウッドで生まれた。ペ

ンシルバニア州立師範学校で学んだ後、アンティ

ス、タイロン、アルトーナ地区の公立学校で教員と

して働いた。彼女が所属した米国メソジスト監督

教会婦人外国伝道会（Woman’s Friend Missionary 

Society of the Methodist Episcopal Church）は、1869 年

3 月にボストンで結成された団体であった。婦人

外国伝道会が結成される前、当時の米国で主な宣

教団体は男性宣教師の派遣を目的としたものであ

り、女性は宣教師の妻としてのみ同行が許されて

いた。宣教師の妻は、宣教地に渡り、現地の女性の

生活を目の当たりにし、その虐げられた姿に強い

衝撃を受けた。そして、異教徒の中でもまず女性

が、キリスト教の福音によって救われなければな

らないと痛感したのである。しかし、現地の風習に

よって、男性宣教師が女性に近づくことは極めて

困難であった。また宣教師の妻は、宣教地で夫を支

え、子どもを育てながら、クリスチャンホームを維

持してゆくことに大半のエネルギーを消費するた

め、自ら女性への伝道活動に乗り出して行くゆと

りはほとんどなかった。中には強い使命感から伝

道を試みる者もいたが、健康を害する結果となり、

宣教地からの報告書に宣教師の妻の名前が載る場

合は、そのほとんどが彼女の死を告げる時である

と言われたほどであった。その意味で、現地の男性

宣教師と同じような活動を展開する女性宣教師は

いなかった。

そのような宣教状況の中、米国メソジスト監督

教会の8 名の女性は、同教会からインドに派遣さ

れていた男性宣教師の妻の報告により、インドで

女性が社会的に隔絶された状況にあるものの、男

性宣教師はそれに対して無力であるという事態を

知った。そして、インドの女性のために働くことが

できるのは、彼女たちとの接触が許される女性宣

教師であり、その派遣がぜひとも必要であるとの

要請を受けて行動を起こした。1869 年11 月に2 名

の女性宣教師をインドに派遣したのを皮切りに、

中国、日本、南米、メキシコ、朝鮮半島などへ送り出

し、米国国内の最大の婦人外国伝道会に成長した。

ギール宣教師は来日の前に、婦人外国伝道会の

インド支部から宣教報告を聴いた。召命を受けた

ギール宣教師は、インドへの宣教に大変関心を持

ち、インドへ宣教の道に献身したい旨を同会に申

し出た。同会はその志を受入れ、当初彼女の希望通

りにインドに派遣することとした。しかし、長崎で

伝道活動を行っている米国メソジスト監督教会か

ら派遣されたJ.C. デビソン宣教師夫妻はキリスト

教の布教には教育が重要であると考え、繰り返し

本国伝道局に女性宣教師の派遣を求めていた。そ

のため、婦人外国伝道会は急遽、ギール宣教師に日

本へ行くように任地替えを要請した。この要請を

受けたギール宣教師は少々動揺した。なぜなら、彼

女の心はもうすっかりインドへ向いていたし、日

本について知っているのは、地図で見る限りアジ

アの近くのほんの小さな国ということぐらいで、

その他のことについてほとんど未知だったからで

ある。果たして自分にとって全く未知の国である

日本に渡り、本当に現地で伝道の活動はできるの

かとても不安であった。しかし、彼女は自分の希望
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と意思よりも神の御心を最優先し、婦人外国伝道

会の要請に従い、祈りを通して、心配、不安、動揺な

どすべてを主に委ね、心の安らぎを得て、来日し

た。

もう一つのエピソードは、1881 年来日3 年目の

活水女学校（現在の活水学院）でのクリスマス時

の出来事である。ギール宣教師は英和女学校（現

在の福岡女学院）を創立する前、活水女学校で音楽

と神学の教育に尽力していた。ギール宣教師の親

友であり同労者であるラッセル宣教師（活水学

院創立者）は、クリスマスをお祝いするため、日本

の生徒たちに英語で歌を歌わせることを提案し

た。この提案に対し、ギール宣教師は反対した。な

ぜなら、ギール宣教師は、クリスマスにはとても重

要な意味があると認識していたからである。聖書

には「神は、その独り子をお与えになったほど、世

を愛された」とあるように、イエスの誕生は神が人

間にお与えくださった最高の贈り物である。それ

と同時に、この神の最大・最上の贈り物に対して、

聖書の中に書かれている東方の三博士は、神に感

謝する心を長い旅の苦労と共に見える形で高価な

黄金・乳香・没薬をイエスに献げた。ギール宣教師

はいつもこの東方の三博士を見習い、クリスマス

の時、自分のできる範囲で、最高の感謝を神に献げ

ようという願いをもっていたのである。これまで

生徒たちに英語の発音を教えてきたギール宣教師

は、彼らが綺麗に英語を発音できないため、英語で

の合唱がうまくいくはずはなく、大切なクリスマ

スのお祝いも台無しになるかもしれないと思った

のである。

しかし、ギール宣教師はラッセル宣教師が一生

懸命に生徒たちに英語の歌詞を教えたり、日本人

にとって難しいL とR の発音を一緒に練習したり

する姿を見て、活水女学校で音楽を担当している

者として合唱の準備に協力した。

結局、クリスマスの当日、生徒たちはL とR の発

音だけでなく、英語の歌詞の意味を理解していな

いまま合唱し、クリスマスのお祝いどころではな

くなってしまった。このことについて、ギール宣教

師は合唱失敗の責任をラッセル宣教師や生徒たち

に押し付けることはなかった。むしろ、音楽を担当

している者として、そのすべての責任を一人で背

負っていたのである。

神にクリスマスの最高の感謝のプレゼントを贈

ることができなかったことは、敬虔なキリスト教

信仰を持つギール宣教師にとって、きっと一番悔

しかった出来事の一つに違いないと考えられるで

あろう。
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1. The Beginnings of Jennie Gheer’s Bible-women
Jennie Margaret Gheer is remembered as the founder of Fukuoka Jo Gakuin. But she was more than a school 

principal. She was an evangelist - a pioneer who blazed the Gospel of the Kingdom of Jesus Christ throughout 
Kiushiu (Kyushu). Her mission was to train an army of women evangelists who would take this gospel to their fellow 
countrywomen and children. She called them “Bible-women.” It was because of the segregated roles of men and women 
in the nineteenth century that women were regarded as the best choice for reaching other women and children with the 
Gospel. Gheer states, “... if the women are taught about the true God, that teaching must be done entirely by women.”1 
There are stories of Bible-women in other mission fields, however none have been so detailed as the stories told by 
Gheer.2 Through the archive of annual conference reports Gheer penned the stories of Bible-women and their exploits. 
This paper will tell of what they accomplished together for the Lord Jesus Christ under the direction of Missionary Gheer. 

2. Bible-women were converts of Christianity
The Bible-women were converts of Christianity who made their life’s work about telling others of His great 

salvation. In order to raise up women evangelists for a great harvest of souls, Gheer was in charge of the establishment of 
a Biblical department on both campuses: Nagasaki and Fukuoka. She writes of their mission:

We look upon the five or six millions of Kiushiu’s benighted ones, and find among them, those who have found 
Jesus, and they are telling others of the great salvation. Their numbers are small, and they are often regarded with 
pity, contempt and even hated by those around them, yet their faith fails not, nor do they count their lives dear unto 
themselves. But look more closely at them, are they all men? No; among them is a little band of devoted women, 
taking their places in the conflict between life and death. Simply, quietly, faithfully they do their work, and though 
we hear no cries of victory from them, nor shouts of approval from the multitudes around them, yet, methinks, “there 
is joy in the presence of the angels of God” as they behold one soul, and another led to the Savior.3 

On November 17, 1884, Gheer describes, “Our First Bible-Woman in Nagasaki”, O Saki San, in Heathen Woman’s 
Friend. 4

Almost two years ago, when so many of our girls were converted, she was among the first converts. I shall never 
forget her experience as she told it to us. There had been during the week an unusual interest among the girls on 
the subject of religion; they had been holding prayer-meetings, and making inquiries as to the way. On Sunday 

“Send Forth Reapers!” Gheer’s Bible-Women in Meiji Japan

Stella Millikan

afternoon O Saki San and one of the girls came into our Sunday class with 
faces showing the peace and joy they felt. When she was asked to speak, 
she rose with her face aglow, and told in a simple, childlike way how she 
had felt herself a sinner, and had asked God to pardon her, and how He had, 
when she asked, forgiven all her sins. There was no excitement about her, 
but I do not think I ever saw before such a childlike trust in God. From that 
time she has been a faithful Christian, studying carefully God’s word, and 
trying to teach others when opportunity offered.... Since September she has 
been employed as a Bible-woman, studying in the morning and visiting in 
the afternoon.... She is now my “right-hand” helper...5

In June 1888 five women, including O Saki San, graduated from the Biblical 
Department’s 4-year Bible Training course.

Pioneer class graduation
(From the left, Haru Shibata, Saki 

Oshima, Masa Inoue, Toku Kawakubo, 
Hatsune Okashima (Okajima)　
Kwassui Gakuin Collection
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women are called for in numbers greater than can be supplied.”6 Upon their graduation, the Bible-women were escorted 
by Gheer to various locations to assist the pastors of churches in their work among women. As the number of graduates 
entering the field of Bible-woman work increased, Miss Gheer’s missionary base enlarged itself to cover all of Kiushiu as 
well as the Loo Choo islands as shown in Table 1.7

4. The Fruitful labors of Bible-women
In The Minutes of the Thirteenth Session of the Woman’s Annual Conference of the MEC in Japan, Gheer 

explains the role of Bible-women: 
The work these women are appointed to do is for the women of their own land.  Their one work should be 
to teach the Gospel and they do teach it.... They visit the homes of both Christians and unbelievers, they 
organize and carry on women’s classes and meetings, Sunday schools, day-schools, distribute tracts, cards, 
&c. sometimes they visit and care for the sick, they are class leaders, Sunday School superintendents, 
stewards, pastor’s advisors and counsellors; in any and every way possible, they are holding up Jesus their 
Savior as the Savior of the world. The districts over which they are scattered, extend from the north of 
Kiushiu to the Loo Choo Islands, embracing a territory of almost fifteen thousand square miles, and we are 
casting our eyes towards Formosa hoping someday to bring it within the circle.8

According to Gheer’s 1893 report on the Fukuoka District the following details are given revealing the depth of 
the mission. “No. of women employed during year (11); No. of Visits to women in their homes (4664); No. of 
talks on Christianity (3108); Study and Reading Scriptures (1958); No. of Weekly Women’s Meetings (11); No. of 
Sunday Schools (18); Average Attendance at Sunday School (398); United with the church as probationers and full 
Members (44).”9 The following year thirty Bible-women attended the Bible-Woman’s convention in Nagasaki. As 
Gheer reflected on all their work, she remembered a time “when there was no Bible-woman in Kiushiu, and none 
in preparation for such work.”10 Yet her heart longed for the one soul who had yet to hear the Gospel message. So, 
she writes: 

While considering the subject of sending out these girls, one question kept presenting itself to me. It was 
this: Would we not accomplish more and have more satisfactory work done if our Bible-women, instead 
of being sent out, as heretofore, to work in and with and for some one or more of the churches, were sent, 
perhaps two and two together, to the towns or even villages where there is no pastor, and where, but for the 
teaching they can give, the people will never hear the Gospel?11

A few years later in 1898 Gheer’s work is reported from the Southern District’s Kagoshima base:
She has twelve trained Bible-women, and others receiving training. Work is regularly carried on in nineteen 
stations. There are twenty Sunday-schools, twenty women’s meetings, regularly held in stated places, and 
two day-schools. Five thousand four hundred visits have been made, besides calling on the women in their 
homes. A Bible-woman’s convention was held, which proved to be a great success--helpful on spiritual 
lines as well as methods of work. An earnest plea is forwarded for a Bible-woman’s Home and Training-
school, and such an investment would be a great help to the evangelistic work.12

Finally, the years 1905-1906 are the pinnacle years of Gheer’s success. The annual report on the Southern District 
informs that “in all this vast territory we have only eighteen Bible-women.... Last year 16,500 tracts and leaflets 
were distributed, 8,250 visits made and 1,800 families visited.... Miss Gheer has traveled the District from end to 
end, teaching, holding meetings and distributing tracts, which she herself carefully prepared.... Miss Gheer was 
thus enabled to take her furlough after ten years of continuous work.”13 

3. Gheer the Superintendent of Bible-women’s work
The missionary career of Gheer in Japan lasted 

three decades. Initially, the Bible-women were trained 
by Gheer in both schools: Kwassui Jo Gakko (Kwassui 
Gakuin) and Eiwa Jo Gakko (Fukuoka Jo Gakuin). Every 
year graduates from both schools joined the ranks of 
Bible-women who then propagated the seeds of the gospel 
across Japan.  Gheer comments, “The evangelistic work is 
opening and developing finely, all over the island. Bible-

“Send Forth Reapers!” Gheer’s Bible-Women in Meiji Japan

1879.10.3

Departure Base Supervision
Nagasaki
Fukuoka

Training Bible-women 
School establishment

Furlough

Training Bible-women 
Training Bible-women
Training Bible-women
Southern District
Training Bible-women
Southern District

Nagasaki
Fukuoka

Kagoshima

Kagoshima

1890.12

1896.4.28 

1909.4.23

1887.6～1890.12

1894.6～1896.4

1907.7～1909.4

1910.5
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5. Conclusion 
This report introduced the beginnings of the Gospel movement of Bible-women, told from the pen of Jennie 

Gheer. She recorded in detail their mission, purpose and exploits. The mission began with Christian education 
in schools as girls were presented the opportunity to hear about and study the truth found in the Bible. These 
students were also the attendees of services and meetings on Sundays and worked in the Sunday schools reaching 
the surrounding communities of women and children. As more and more people had the opportunity to hear the 
Gospel, many decided to believe and obey it. And not a few of these congregations grew into churches, resulting in 
more workers in the fields of harvest.14 Gheer had a passion to spread this gospel and to raise up workers to work 
in His vineyard. She writes, “Had we twenty more women we could easily find places for them in the Master’s 
vineyard.”15 It was under her guiding influence that His kingdom was the focal point of all graduates, whether they 
were from the Biblical department or from the Collegiate Department: “All are engaged for the next scholastic 
year in Christian work. Six more devoted Christian young women entering the field to work for Jesus. Still with 
our additions more are needed and we still cry ‘Send Forth Reapers’.”16
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ブル・ウーマン（以下、女性聖書普及員と記載）と

呼んだ。19 世紀、男性と女性の役割が分離されて

おり、女性によって他の女性や子供たちに福音を

伝えるのが一番いいと考えられていた。ギールは、

「女性が真の神について教えを受ける時、他の女性

から教えられるべきだ」と述べている1。他の宣教

地にあっても女性聖書普及員の話はあるが、ギー

ルが記したものほど詳細な記録は存在しない2。年

次会議報告書のアーカイブを紐解くと、ギール自

身の言葉によって女性聖書普及員とその功績が記

されていることを確認できる。

　本稿の目的は、ギールによる女性聖書普及員の

活動をとおして、女性聖書普及員の活動内容、ミッ

ション、ギールの役割と共に働くことによって主

イエス・キリストのために何を成し遂げたかにつ

いて検討することである。

２．女性聖書普及員は改宗者だった

　女性聖書普及員たちはキリスト教に改宗した者

であり、キリストの大いなる救いを他の人に伝え

ることを自らの人生の仕事とした。女性聖書普及

員を魂の大収穫のための働き人として育てるた

め、ギールは活水女学校（現在の活水学院）と英和

女学校（現在の福岡女学院）の両校の聖書部の設

立を担当した。ギールは女性聖書普及員の使命を

「暗闇の中にいる九州の500 万から600 万の人々の

中にも、イエスを受け入れた人々はおり、その者た

ちは他の人々にその大いなる救いに関して伝道し

ています。彼らの数は少なく、しばしば同情された

り、軽蔑されたり、周囲の人々から憎まれたりさえ

しますが、信仰を失わず、自分たちの命をも顧みず

にいます。しかし、その者たちをよく見てみるとす

べて男性でしょうか。いいえ、その中に、生と死の

はざまで戦う献身的な女性の精鋭隊がいます。彼

女たちはシンプルに、粛々と、忠実に、仕事をして

おり、彼女たちからは勝利の叫びや周りの大勢の

人々からの承認の叫びが聞かれることもありませ

んが、それでも、一人一人の魂が救い主に導かれて

いくのを見て思い浮かぶのは『（一人の罪人が罪

4 年間の聖書訓練コース

を卒業した女性聖書普及

員たち

（活水学院所蔵）

( 左から、柴田ハル、大

島サキ、井上マサ、川久

保トク、岡島ハツネ )

を悔いて神のもとに帰ったとき）天使たちはたい

へんな喜びにわくのです』という言葉です」3 と説

明している。

　1884 年11 月17 日、ギ ー ル は、Heathen Woman’s 

Friend 誌の「長崎で最初の女性聖書普及員」とい

うタイトルの記事で最初の女性聖書普及員であっ

たオサキさん4 について、「約2 年前、多くの女生徒

が回心したとき、オサキさんは最初の回心者の1 人

でした。その時、彼女が私たちに自分の経験を話し

てくれたこと決して忘れません。その週、宗教に関

して女生徒の間でいつにも増して関心が高まって

いました。彼女らは祈祷会を開き、救いの道に関し

て質問していました。日曜日の午後、オサキさんと

女生徒の一人が顔に平安と喜びをたたえながら日

曜日のクラスに参加しました。彼女が話すように

頼まれたとき、顔を輝かせて立ち上がりました。そ

して、簡潔に子供のよう（な率直さ）で、自分自身

が罪人だと感じたこと、また主に赦していただけ

るように頼んだことに対して、主が彼女を赦して

くださったことに関して話しました。彼女は興奮

はしてはいませんでしたが、私は彼女のように子

供のような主への信頼をいまだかつて見たことは

ないと思います。その時から彼女は忠実なクリス

チャンになり、神様の御言葉を注意深く研究し、機

会があれば他の人に教えようと努めてきました。

（中略）9 月以来、彼女は女性聖書普及員として雇わ

れ、午前中に（聖書の）勉強をし、午後に訪問をし

ます。（中略）今や彼女は私の「右腕」となる助手で

す」と述べている5。1888 年6 月、オサキさんを含む5

人の女性たちが最初の女性聖書普及員クラスの卒

業生となった。

「収穫のための働き人を送ってください」
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る。

　1893 年にギールが女性聖書普及員の福岡部門で

報告した内容によると、「（1 年で雇用した）女性の

普及員（11 名）、普及員による家庭訪問（4664 回）、

キリスト教に関する講演（3108 回）、聖書の研究と

読書（1958 回）、毎週の女性会議（11 回）、日曜学

校（18 学校）、日曜学校への平均出席（398 名）、新

しい教会員（44 名）」9 とあり、彼女の使命の深さを

伺い知ることができる。さらに翌年には、30 人が長

崎での女性聖書普及員の大会に出席した。

　このように、それまで九州には存在していな

かった女性聖書普及員を育てたギールであった

が、まだ改善すべき点があると考えていた10。ギー

ルの心には常に、福音をまだ聞いていない、とり残

されている魂を救いたいとの考えがあった。1896

年にギールは「この女性たちを送り出すことを検

討している間、ずっと拭い去れない問いが頭をよ

ぎっていました。その問いとは次のようなもので

した。これまで女性聖書普及員は教会で働くため

に派遣されていましたが、それよりも2 人もしくは

2 人組を牧師がいない町や村に派遣し、福音を聞い

たことのない方々に福音を伝える働きに従事させ

た方がいいのではないかということです」11 と述

べている。

　その数年後1898 年の鹿児島での記録には、「彼

女のもとには12人の訓練を受けた女性聖書普及員

と、他に訓練を受けている者がいます。訓練は19 の

支部で定期的に行われています。日曜学校は20 校、

指定された場所で定期的に開催される女性会議は

20 校、2 日間の学校があります。女性たちの自宅に

連絡する以外に、5400 回の家庭訪問をしています。

女性聖書普及員の大会開催は大成功を収め、神に

従う生活や働き方に役立ちました。女性聖書普及

員の育成と訓練学校の設立のために切実な要請が

送られました。この投資は福音伝道のための教会

に大いに役立つでしょう」12 と記されている。

　最後に、1905 年から1906 年はギールの功績の頂

点であったといえる。南部地区の年次報告から「こ

の広域な土地にたった18 名の女性聖書普及員しか

３．ギールの監督者としての任務

　ギールの日本での宣教活動は30 年に渡った。最

初は、活水女子校と英和女学校の両学校にてギール

自ら女性聖書普及員の訓練に携わった。毎年、両学

校の卒業生から女性聖書普及員が誕生し、彼女たち

によって日本中に福音の種が蒔かれていった。伝道

活動は至る所で開かれ、順調に発展していった。需

要に間に合わず、より多くの女性聖書普及員が必要

とされた6。卒業後、彼女たちは、教会の牧師が女性

に対して牧会する際の支援のため、ギールによって

さまざまな場所に連れて行かれた。女性聖書普及員

として働く卒業生の数が増えるにつれて、表1 から

もわかるようにギールの宣教は琉球諸島まで及び、

九州全土へと拡大していった7。

４．育成された女性聖書普及員の実りある働き

　The Minutes of the Thirteenth Session of the Woman’s 

Annual Conference of the MEC in Japan で、ギール

は彼女たちの働きについて、「女性聖書普及員が任

されている働きとは、自分たちの土地の女性のた

めです。仕事は福音を教えることであるべきです。

（中略）彼女たちはその役割をよく担っています。

信者と未信者の家を訪問し、女性のクラス、集会や

日曜学校を組織し続けています。時には病人を訪

ねて世話をします。聖書クラスのリーダーであり、

日曜学校の監督であり、世話役であり、牧師の相談

役やカウンセラーの役も担います。可能な限りの

あらゆる方法で、彼女たちは世界の救い主として

の主イエスを掲げて働いているのです。派遣され

ている地域は、九州の北から琉球諸島に広がる約

15,000 平方マイルの地域にわたり、また更にフォ

ルモサ（台湾）にも目を向けています」8 と記してい

「収穫のための働き人を送ってください」

1879.10.3

出発 配属地 任務

長崎

福岡

女性聖書普及員の育成

学校設立

帰国

女性聖書普及員の育成
女性聖書普及員の育成

女性聖書普及員の育成
南部地区全体の宣教活動

女性聖書普及員の育成
南部地区全体の宣教活動

長崎
福岡

鹿児島

鹿児島

1890.12

1896.4.28 

1909.4.23

1887.6～1890.12

1894.6～1896.4

1907.7～1909.4

1910.5

（表 1）日本への宣教師の旅

注：南部地区は、長崎、熊本、鹿児島、琉球諸島、フォルモサで構成される
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いない。（中略）昨年は16500 のトラクト（宣教のた

めの小冊子）が配布され8250 回の訪問があり、1800

の家族訪問があった。（中略）地域を端から端まで

駆け回り、教え、ミーティングを開催し、手書きの

トラクトを配布した。（中略）そしてギールは、10 年

間休みなく働いたのち、一時休暇で帰国をするこ

とになった」と記録されている13。

５．結論

　本稿では、J.M. ギール直筆の文書に基づき、彼

女による女性聖書普及員の福音運動の始まりを紹

介した。ギールは、自らの使命、目的、および功績を

詳細に記録に残していた。学校におけるキリスト

教の教育を通して聖書にある真理に触れる機会を

つくることから彼女の宣教は始まった。学生たち

は日曜日の礼拝やミーティングに参加し、日曜学

校で奉仕しながら地域の女性や子供たちに仕えて

いった。彼女たちを通し更に多くの人々が福音を

聞く機会が与えられ、また、その中の多くの人々

が信じて従うという決意をしていった。それらの

人々のうち、成長し教会になっていくものも多々

あり、多くの収穫の働き人が育成されていたの

だった14。

　神のブドウ園での働き人を育成することによっ

て福音を広く伝えるということに関する彼女の情

熱は卓越している。ギールは「もし更に20 人の女

性聖書普及員がいたとしても、働ける場所はまだ

沢山あります」と記している15。聖書の学部であろ

うと大学の学部生であろうと、卒業生に求められ

たことが神の王国のための働き人として整えられ

ることという方向性を決めたのは、ギールの指導

のもとであり、彼女は「すべての者がキリストの

働きのために次学年を費やしました。新たに6 名の

献身的なクリスチャンの若い女性がイエス様のた

めに働きます。それでもまだ更に働き人が必要で

『収穫のための働き人を送ってください』と私たち

は声をあげています」16 と記している。

「収穫のための働き人を送ってください」
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