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しょうがい
イエスの地上での生涯と伝道の記述は，
イエスがどんな人だったのか， 何を教え何を行ったのかを明らかにしています。
私たちはそこから多くのことを学べます。
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道， 真理， 命
良い知らせを聞くとうれしくなるものです。 あなたとあな

には利点があります。 例えば，有名な教師の周りに４人の

たの大切な人にとって， とても良い知らせがあります。

人がいるとしましょう。 教師の前にいるのは，税務署の人

その知らせは， 宇宙を創造したエホバ神がずっと昔に

です。 右側には医師が， 左側にはこの教師の親しい友人

人間に書かせた聖書に収められています。 この本では，
ふく
良い知らせを含んでいる聖書の４つの書に注目します。

である漁師がいます。 教師の後ろにいるのは， ４人の中

それぞれの書には神が選んだ筆者たち， マタイ， マルコ，
ルカ， ヨハネの名前が付いています。
これらの書は４福音書として知られています。 ４つとも，
イエスについての福音つまり良い知らせを伝えていま
す。 その知らせとは， イエスが人類を救うために神から
つか
しん
遣わされた方であり， 神の天の王国の王として， 自分に信
こう いだ
あた
仰を抱 く人に永遠に続く祝福を与 える， というものです。

で一番若い人です。 ４人とも正直で， その人なりの視点を
いだ
持っていて， 興味を抱 くポイントもさまざまです。 それぞ
くわ
れが教師の言葉と活動を書き記すなら， 詳しく書く点や
ちが
ちが
取り上げる出来事は違 っているでしょう。 観点の違 いを
意識しながらその４人が書いたものを読むなら， 教師が
は あく
話したことや行動の全体像をより正確に把 握 できます。
しょうがい
ですから， 素晴らしい教師であるイエスの地上での生涯
について４つの記述を読めることには， 確かに利点があ

（マルコ １０：１７， ３０； １３：１３）

ります。

福音書が４つあるのはなぜか

もう少し考えてみましょう。 税務署の人は， ユダヤ人の
ひび
心に響く内容にしたいと思い， 教師の教えや出来事をユ

しょうがい
神がイエスの地上での生涯 と教えについて４人の人

に書かせたのはなぜだろうと思うかもしれません。
複数の書がイエスの言葉や活動を記録していること

ダヤ人に分かりやすいようにまとめます。 医師は，病気の
い
人や手足の不自由な人が癒 やされた出来事を強調しま
ことがら
す。 それで， 税務署の人が書いている事柄を省いたり， 税

ちが
務署の人とは違う順番で記したりします。 教師の親しい
ひと がら
びょうしゃ
友人は， 教師の気持ちや人 柄 をメインに描写します。 一

道， 真理， 命
この本を読む時， 一番重要なメッセージを心に留めて

番若い人の記述は， さらに簡潔で明快です。 このように
ちが
違 いはありますが， 内容は正確です。 ４福音書を読むな
ひと がら
ら， 私たちはイエスの活動や教えや人 柄 をよく知ること

おきましょう。 それは， イエス・キリストがトマスに話した

ができます。

とはできません」。 （ヨハネ １４：６）

「マタイによる福音書」， 「ヨハネの福音書」 という呼び
ま ちが
方があります。 それは間違っていません。 なぜなら， 各書

この本は， イエスが 「道」 であることをよく理解するの
いの
に役立つでしょう。 イエスを通してでなければ， 祈りでエ

は 「イエス・キリストについての良い知らせ」 つまり福音

ホバ神に近づくことはできません。 また， イエスは神と和

を収めているからです。 （マルコ １：１） しかし見方を変え

解するための道です。 （ヨハネ １６：２３。 ローマ ５：８） です

るなら，４福音書全体で１つの本であり，イエスについての

から，イエスなしでは神との友情を築くことはできません。

良い知らせを私たちに伝えているのです。

次の言葉に要約されています。 「私は道であり， 真理であ
だれ
り， 命です。 私を通してでなければ， 誰も父の元に来るこ

イエスは 「真理」 です。 イエスの話すことや生き方は真

聖書を熱心に学ぶ大勢の人たちは， マタイ， マルコ， ル
ひ かく
カ， ヨハネの書に出てくる出来事や事実を比較したり， 内
せい れき
容をまとめたりしてきました。 西 暦 １７０年ごろ， シリアの
はら
著述家タティアノスはそうした努力を払いました。 タティ
せい れい
アノスは４福音書が正確で神の聖 霊 の導きを受けて書
しょうがい
かれたものだと認め， イエスの地上での生涯と伝道活動

理と調和していました。 まるで生きた真理のような存在

をまとめた 「ディアテッサロン」 という作品を書き上げま

そして， イエスは 「命」 です。 イエスが自分の完全な命
あがな
と血を差し出して贖 いとなったおかげで， 私たちは 「真

した。

でした。 数多くの預言を実現させたので， 「キリストによっ
て 『はい』 となった」 という聖句通りになりました。 （コリ
ント第二 １：２０。 ヨハネ １：１４） そうした預言を考えると，
神の目的が達成されていく中でイエスが中心的な役割
けい じ
を果たしていることを理解できるでしょう。 （啓示 １９：１０）

「イエス 道，真理，命」 というこの本は，内容がより正確
じゅうじつ
で充実 しています。 なぜなら， 今ではイエスの預言や例

の命」 つまり 「永遠の命」 を得られるようになりました。

え話の多くが実現し， それらについての理解が深まって

また， すでに亡くなったものの， 将来復活し， パラダイス

いるからです。 そうした理解によって， イエスの言葉や活

で永遠に生きる希望を持つようになる非常に大勢の人

動の意味や出来事の起きた順番が明確になっています。
しょうさい
考古学上の発見によっても， 特定の詳細な点や筆者の観

たちにとっても， イエスは 「命」 となります。 （ヨハネ ５：

点が明らかになりました。 とはいえ， 一つ一つの出来事

私たちは神の目的の中でのイエスの役割をよく理解
みな
し認めなければなりません。 皆 さんが， 「道であり， 真理

が起きた順番を断定することはできません。 それでも，
「イエス 道， 真理， 命」 では， 出来事を可能な限り論理的
しょうかい
な順で紹介しています。

（テモテ第一 ６：１２， １９。 エフェソス １：７。 ヨハネ第一 １：７）

２８， ２９）

であり， 命」 であるイエスについて学ぶことを楽しまれる
よう願っています。

セ ク ショ ン

1

伝道を
開始するまで

「その子は
偉 大な者とな［る］」。
い だい

ルカ １：３２

神からの２つの知らせ
ルカ １：５‐３３

聖書全体は，神からのメッセージです。 神は私たちを教

ガブリエルは， 「これらの事が起きる日まで， あなたは

えるために聖書を準備しました。 これから， ２０００年以

口が利けなくなり， 話すことができません。 私の言葉を

上前に伝えられた２つの特別な知らせについて考えま

信じなかったからです」 と話します。 （ルカ １：２０）
ひとびと
外で待っている人々は，ゼカリヤがなかなか出てこな

しょう。 それらの重要な知らせは， 「神のすぐ前に立つ
者」 であるガブリエルという天使によって伝えられまし
じょうきょう
た。 （ルカ １：１９） その時の状況を調べてみましょう。
せいれきぜん
西暦前３年ごろのことです。 ガブリエルは最初の知ら
だれ
せを誰に伝えるのでしょうか。 エルサレムからそれほど
遠くないと思われるユダヤの山地に， エホバの祭司で
あるゼカリヤという人が住んでいます。 ゼカリヤも妻
こうれい
エリサベツも高齢になっていて， 子供がいません。 ある
しんでん
日， ゼカリヤが当番のためエルサレムの神殿で祭司の
とつぜん
こうだん
仕事をしていると， 突然， ガブリエルが香壇の近くに現
れます。

おそ
ゼカリヤは恐れを感じます。 それも当然でしょう。 し

かしガブリエルは次のように述べて安心させます。 「ゼ
おそ
き がん
カリヤ， 恐れることはありません。 あなたの祈願は聞き
入れられたからです。 妻のエリサベツは男の子を産み

いので不思議に思っています。 やっと出てきたと思っ
たら， ゼカリヤは身ぶりをするだけで， 全く話すことが
しんでん
き せき
できません。 きっと， 神殿の中で何かの奇跡を見たので
しょう。

しんでん
ゼカリヤは神殿での仕事を終えると， 家に帰ります。
にんしん
それから間もなく， エリサベツは妊娠します。 そして， 安
静にするため５カ月の間， 家で過ごします。
だれ
ガブリエルは次に， 誰に現れましたか。 マリアという
けっこん
若い女性にです。 マリアはまだ結婚しておらず， 北方の
ガリラヤという地域にある町ナザレに住んでいます。 ガ
ブリエルはどんな知らせを伝えるのでしょうか。 こう言
めぐ
にんしん
います。 「あなたは神の恵みを得ました。 あなたは妊娠
して男の子を産みます。 イエスと名付けなさい。 その子
い だい
かれ
は偉大 な者となり， 至高者の子と呼ばれます。 ……彼

ます。 その子をヨハネと名付けなさい」。 それだけでな
い だい
くガブリエルは， ヨハネが 「エホバの前で偉大な人」 と

は王としてヤコブの家を永久に支配します。 その王国

なり， 「準備ができた民をエホバのために整え」 ること

ガブリエルはこれら２つの知らせを伝えることを大切
ちが
な割り当てだと感じたに違いありません。 ヨハネとイエ

になると言います。 （ルカ １：１３‐１７）
でも， ゼカリヤにはとても信じられないことのように
こうれい
思えます。 自分もエリサベツも高齢だからです。 すると

に終わりはありません」。 （ルカ １：３０‐３３）

スについてもう少し調べていくなら， それらの知らせが
どれほど重要なものかが分かるでしょう。

だれ
誰が天からの２つの重要な知らせを伝えましたか。
だれ
それらの知らせは誰に伝えられましたか。
それらの知らせを信じることがとても難しかったのはなぜですか。
１０

天使ガブリエルはバプテストのヨハネの誕生を予告する
ガブリエルはマリアにイエスの誕生について話す
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はら

イエスは生まれる前から敬意を払われる
ルカ １：３４‐５６

天使ガブリエルは若い女性マリアに，あなたはイエスと
いう名前の男の子を産み， その子は永遠に王として支
たず
配する， と話します。 すると， マリアはこう尋ねます。 「ど

はエホバをあがめ， 私の心は救い主である神のおかげ
ど れい
で喜びにあふれます。 神は低い立場にある奴隷の私に
目を留めてくださったからです。 今後， あらゆる世代の

うしてそのようなことがあるでしょうか。 私は男の人と

人々が私を幸せな人と言います。 強力な神が素晴らし

関係を持ったことがありませんのに」。 （ルカ １：３４）
せいれい
ガブリエルは次のように答えます。 「聖霊があなたに
おお
下り， 至高者の力があなたを覆います。 それで， 生まれ

いことをしてくださったからで［す］」。 大きな祝福を受け

る子は聖なる者， 神の子と呼ばれます」。 （ルカ １：３５）
この知らせを受け入れやすくするためだと思われま
すが， ガブリエルはこう続けます。 「何と， 親族のエリサ
にんしん
ベツもあの年で妊娠し， 子供ができないといわれてい
たのが今では６カ月目になります。 神にとっては， どん
な宣言も不可能ではないのです」。 （ルカ １：３６， ３７）

たマリアが， 神をたたえたことに注目してください。 こう
言ったのです。 「その方の名は聖なるものです。 いつの
あわ
おそ
ひとびと
時代も， 神の憐れみがその方を畏れる人々に示されま
す」。 （ルカ １：４６‐５０）
せいれい
聖霊の導きを受けたマリアは， 預言的な言葉でエホ
うで
ごう
バを賛美し続けます。 「神は力強い腕で物事を行い， 傲
まん
慢な心を持つ者たちを散らされました。 権力を持つ人

マリアはガブリエルの知らせを受け入れます。 それ

たちをその座から下ろし， 身分の低い人たちを高くされ
う
ゆうふく
ました。 飢えた人たちを良いもので十分に満たし，裕福

は， マリアの返事から分かります。 「ご覧ください， 私は
ど れい
エホバの奴隷でございます！ あなたの宣言通りのこと

な人たちを手ぶらで去らせました。 神はご自分に仕え
あわ
るイスラエルを助けに来られました。 憐 れみをお忘れ

が私に起きますように」。 （ルカ １：３８）

になりません。 父祖たちにお告げになった通り， アブラ
あわ
ハムとその子孫に憐 れみを永久に示されるのです」。

ガブリエルが去ると， マリアはエリサベツを訪ねる準
備を始めます。 エリサベツは夫のゼカリヤと， エルサレ
ムに近いユダヤの山地に住んでいます。 マリアの家が
あるナザレからは３日から４日かかります。
とうちゃく
ゼカリヤの家に到着したマリアは， 中に入ってエリサ
せいれい
ベツにあいさつをします。 するとエリサベツは聖霊に満

（ルカ １：５１‐５５）

たいざい
マリアは約３カ月滞在します。 その間， 出産が間近い
にん しん
エリサベツを支えたことでしょう。 神の力によって妊 娠
いっしょ
している２人の忠実な女性が， この時期を一緒に過ごせ
るのは素晴らしいことです。

たされ， マリアにこう言います。 「あなたは女性の中で

はら
イエスが生まれる前から敬意を払われたことに注目

祝福された者， あなたのおなかの子も祝福されていま

してください。 エリサベツはイエスを 「私の主」 と呼び

す！ 私の主の母親に来ていただけるとは何と光栄なこ

ました。 また，マリアが初めて訪問してきた時，エリサベ
おど
ツのおなかの子は 「喜んで躍り上がりました」。 しかし
ちが
多くの人は，マリアと生まれてくる子に対して全く違う態

とでしょう。 私があなたのあいさつを聞くと， 私のおな
おど
かの子は喜んで躍り上がりました」。 （ルカ １：４２‐４４）
マリアはそれを聞き， 心から感謝して言います。 「私

１２

度を取ります。 そのことは後の章で取り上げます。

マリアは親族のエリサベツを訪ねる
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にんしん
ガブリエルはマリアが妊娠することを理解できるよう何と述べましたか。
はら
イエスは生まれる前からどのように敬意を払われましたか。
たいざい
マリアはどれくらいエリサベツの元に滞在しましたか。 なぜそうしましたか。
１３

道を整える者が生まれる
ルカ １：５７‐７９

エリサベツの出産の日が近づいています。 これまで３カ

（ルカ １：６０） 生まれてくる子をヨハネと名付けるよう天

月の間， マリアはエリサベツの所で過ごしていました。

使ガブリエルから命じられていたからです。

しかし， 別れの時がやって来ます。 マリアは長い旅をし

近所の人や親族は反対し， 「親族の中に，そう呼ばれ

て， 北にあるナザレの家に帰らなければなりません。 あ

ている人は一人もいません」 と言います。 （ルカ １：６１）

と半年ほどで， マリアにも息子が生まれる予定です。

そして， その子にどんな名前を付けたいか， 身ぶりでゼ
たず
カリヤに尋ねます。 するとゼカリヤは書き板を求め， 「名

マリアが出発してから間もなく， エリサベツに子供が
生まれます。 うれしいことに出産は無事に終わり， 母親
も赤ちゃんも健康です。 エリサベツが生まれたばかりの
みな いっしょ
息子を近所の人や親族に見せると， 皆 一緒 に喜んでく

前はヨハネ」 と書きます。 （ルカ １：６３）
き せき
その時， 奇跡が起きます。 ゼカリヤが再び話せるよう
になったのです。 ゼカリヤは， エリサベツに子供が生ま

れます。

れるという天使ガブリエルの言葉を信じなかったので，

れたなら， ８日目に割礼を受けさせる必要がありまし

話す能力を失っていました。 ですから， 近所の人たちは
おどろ
大変驚きます。 そして， 「この子はどんな人になるのだろ
ひとびと
うか」 と考えます。 （ルカ １：６６） 人々は，ヨハネという名

あた
神がイスラエルに与えた律法によると，男の子が生ま

た。 それから名前を付けました。 （レビ記 １２：２， ３） あ
ひとびと
る人々は， ゼカリヤの息子なのだからゼカリヤという名
前にするべきだ，と言います。 しかし，エリサベツは， 「い

前が付けられたことに神の導きを感じます。
せい れい
ゼカリヤは聖 霊 に満たされてこう言います。 「イスラ

いえ！ この子はヨハネと呼ばれるのです」 と言います。

エルの神エホバが賛美されますように。 ご自分の民に

１４

バプテストのヨハネが生まれ， 名前を付けられる
ゼカリヤはヨハネが将来果たす役割について予告する
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注意を向け，救出されたからです。 そして，ご自分に仕え

る。 道を整えるためにエホバの前を行くからだ。 そして，

たダビデの家に救いの角が現れるようにしてくださいま

罪の許しによる救いについて民に知らせる。 それは神

した」。 （ルカ １：６８， ６９） 「救いの角」 と言った時， ゼカ

の温かい思いやりによるのであり， この思いやりによっ
やみ
かげ
て，高い所から私たちに夜明けが訪れ，闇と死の陰にい
あた
る人たちに光を与え， 私たちを平和の道に導く」。 （ルカ
あた
１：７６‐７９） 希望を与える何と素晴らしい預言でしょう。
とうちゃく
このころには， マリアはナザレの自宅に到着していま
けっこん
にんしん
す。 でも，まだ結婚はしていません。 もし妊娠しているこ
みな
とが皆に知られたら， マリアはいったいどうなってしま

リヤはこれから生まれる主イエスのことを述べていまし
た。 そしてさらに， 「神は［その方によって］私たちを敵か
おそ
ほう し
ら救い出した後， 恐れずに神聖な奉仕 を行えるように
してくださいます。 私たちはいつの日も神の前で忠節で
正しくあるのです」 と続けます。 （ルカ １：７４， ７５）
ゼカリヤは自分の息子について次のような予告をし
ます。 「わが子よ， おまえは至高者の預言者と呼ばれ

うのでしょうか。

ヨハネの誕生後， どれくらいたってからイエスが生まれましたか。
ヨハネが生まれてから８日目に， どんな出来事がありましたか。
あた
ヨハネは神からどんな仕事を与えられることになりますか。

けっ こん

にん しん

結 婚 していないのに妊 娠 しているマリア
マタイ １：１８‐２５

ルカ １：５６

にんしん
マリアは妊娠４カ月です。 すでに学んだように，マリアは
にんしん
妊娠して間もなく， 南のユダヤの山地に住む親族のエ
いっ しょ
リサベツを訪ね， そこで一 緒 に過ごしました。 でも今
にんしん
は， ナザレの自分の家に帰ってきています。 妊娠してい

マリアが３カ月留守にしていたので， ヨセフはマリア
ちが
に会いたがっていたに違いありません。 マリアはヨセフ
じょうきょう
にんしん
に会って， 自分の状況を話したはずです。 妊娠している
せいれい
のは聖霊の働きによるということを何とか分かってもら

ることは， すぐ多くの人に知られてしまうでしょう。 とて

おうと説明します。 しかし当然ながら， ヨセフはその話

も困ったことになりました。

を理解することも信じることもできません。

こんやく
マリアは地元の大工であるヨセフと婚約 しています。
あた
こんやくちゅう
それに， 神がイスラエルに与 えた律法では， 婚 約 中 に
別の異性と性関係を持つなら石打ちにされることを
知っています。 （申命記 ２２：２３， ２４） マリア自身は不道
にんしん
徳なことをしたわけではありません。 それでも， 妊娠し
ていることをヨセフにどのように説明したらよいだろ
なや
う， これから先どうなってしまうのだろうと悩んだことで
しょう。

１６

ヨセフはマリアが立派な女性で良い評判を得ている
ことを知っており， マリアを深く愛しています。 とはいえ，
にんしん
どんなに説明されても， 別の男性によって妊娠したとし
か思えません。 ヨセフは， マリアが石打ちにされて殺さ
ひと びと
はじ
れたり人 々 の前で恥 をかかされたりすることを望みま
り こん
せん。 それで， ひそかに離婚することに決めます。 当時，
こん やく
けっ こん
こん やく
婚 約 している人は結 婚 していると見なされ， 婚 約 を解
り こん
消するには離婚しなければなりませんでした。

にん しん
ヨセフはマリアが妊娠していることを知る
マリアはヨセフの妻になる

ねむ
ヨセフは頭の中でいろいろなことを考えながら眠りま
す。 すると， エホバの天使が夢の中で現れ， こう言いま
むか
おそ
す。 「妻マリアを迎え入れることを恐れてはなりません。
にんしん
せいれい
かのじょ
妊娠 しているのは聖霊 によるのです。 彼女 は男の子を
産みます。 イエスと名付けなさい。 その子は民を罪から
救うからです」。 （マタイ １：２０， ２１）
ヨセフは目が覚めた時， 事情が分かってどんなにすっ
きりしたでしょう。 天使が言った通り，早速マリアを正式
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むか
けっこんしき
に家に迎え入れます。 これは結婚式を意味しており， ヨ
ひとびと
セフとマリアが夫婦になったことを人々に明らかにする
にんしん
ものです。 しかし，ヨセフはマリアがイエスを妊娠してい
る間， マリアと性関係を持ちません。
数カ月後， ヨセフとおなかの大きくなったマリアは自
宅があるナザレから旅に出る準備をしなければなりま
せん。 マリアの出産が近づいているというのに， いった
いどこへ行くのでしょうか。

にんしん
マリアが妊娠していると知った時， ヨセフはどう思ったでしょうか。 なぜそう言えますか。
けっこん
り こん
ヨセフが， まだ結婚していないのにマリアと離婚しようとしたのはなぜですか。
ひとびと
ヨセフとマリアが夫婦になったことを人々に明らかにするどんな出来事がありましたか。

イエスはいつ， どこで生まれたか
ルカ ２：１‐２０

こうてい
ローマ皇帝カエサル・アウグスツスから， 全ての人に登
録の命令が出されます。 それでヨセフとマリアは， ヨセ
フが生まれた町ベツレヘムに旅をします。 エルサレムの
南にある町です。
ベツレヘムは，登録のためにやって来た人で混み合っ
と
か ちく
ています。 ヨセフとマリアが泊まれる所は家畜小屋しか

ことはありません。 聞きなさい。 民の全てにとって大き
な喜びとなる良い知らせをあなた方に告げます。 今日，
みな
ダビデの町で， 皆さんの救い主， 主であるキリストが生
まれました。 その子は布の帯にくるまって飼い葉おけに
ね
とつぜん
寝ているので， すぐに分かります」。 すると突然， さらに
多くの天使が現れ，次のように言います。 「この上なく高
ひとびと
い所では神に栄光が， 地上では神に喜ばれる人々の間
に平和がありますように」。 （ルカ ２：１０‐１４）
たが
天使たちが去った後， 羊飼いたちは互 いに， 「ぜひ，
エホバが知らせてくださった出来事をベツレヘムまで
見に行きましょう」 と言います。 （ルカ ２：１５） そして急
で か
いで出掛けていき， 天使が語った通りの場所で， 生まれ

ありません。 ロバなどの動物がいる場所です。 イエスは
そこで生まれます。 マリアはイエスを布の帯でくるみ，動
えさ
ね
物の餌を入れる飼い葉おけに寝かせます。

たばかりのイエスを見つけます。 羊飼いたちが天使か
おどろ
ら聞いたことを話すと， そこにいる人たちはとても驚 き
しんけん
ます。 マリアは一つ一つの言葉を真剣に受け止め， じっ
くりと考えます。
現代の多くの人は， イエスは１２月２５日に生まれたと

カエサル・アウグスツスが登録を命じる法律を作った
ちが
ことには， 神の導きがあったに違いありません。 なぜな

思っています。 しかし， ベツレヘムやその周辺の１２月

ら， その命令のおかげで， イエスは先祖であるダビデ王

は， 雨が多く寒い季節です。 雪が降る場合もあります。

が生まれ育ったベツレヘムで誕生することになったから

そのような時期に， 羊飼いが羊の群れと一晩中， 野原
こうてい
で過ごすことなどなかったはずです。 また， ローマ皇帝

です。 聖書はずっと昔に， このベツレヘムで約束の支配
者が生まれることを予告していました。 （ミカ ５：２）
その日の夜は特別な夜でした。 野原にいる羊飼いた
ちの周りに明るい光がきらめきます。 それはエホバの栄
おそ
光です。 神の天使の１人が現れ， こう言います。 「恐れる

が登録のため真冬に旅をするよう命令したとは考えら
こうてい
はんこう てき
れません。 ユダヤ人は皇帝 に対して反抗 的だったから
おだ
です。 イエスが生まれたのは，気候がもっと穏やかな１０
月だったと思われます。

なぜヨセフとマリアはベツレヘムに行く必要がありましたか。
イエスが生まれた夜， どんな素晴らしい出来事がありましたか。
イエスが１２月２５日に生まれたと考えにくいのはなぜですか。
１８

イエスがベツレヘムで生まれる
羊飼いたちが， 生まれたばかりのイエスに会いに来る
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約束されていた子
ルカ ２：２１‐３９

もど
ヨセフとマリアはナザレに戻らず， ベツレヘムにとどま
ります。 そして，イエスが生まれてから８日目に，イスラエ
あた
ルに与えられた神の律法に従ってイエスに割礼を受け
させます。 （レビ記 １２：２， ３） また， 男の赤ちゃんに８日
目に名前を付けるという習慣があったので， 天使ガブリ
エルから言われていた通り，息子をイエスと名付けます。
イエスが生まれてから４０日になりました。 ヨセフとマ
はな
しん
リアは， イエスを連れて数キロ離 れたエルサレムの神
でん
殿に向かいます。 律法によれば， 男の子を産んだ母親
しんでん
ささ もの
は出産から４０日後に， 神殿で清めの捧げ物をしなけれ
ばなりません。 （レビ記 １２：４‐８）
ささ もの
マリアはそれに従い， 捧げ物とするために２羽の鳥を

持っていきます。 このことから， ヨセフとマリアの暮らし
ぴき
おひつじ
向きが分かります。 律法では， １匹の若い雄羊と１羽の
お
鳥をささげるよう規定されていました。 しかし， 若い雄
ひつじ
よ ゆう
羊をささげる余裕がない場合は， ２羽のヤマバトか２羽
ささ もの
のイエバトでもよいとされています。 マリアの捧げ物に
は， そういう背景があります。
しんでん
ヨセフとマリアが神殿に行くと， ある老人が近づいて
きます。 シメオンという名前の人です。 シメオンは， 死ぬ
までには神の約束されたキリストつまりメシアを見る，
せいれい
と神から告げられていました。 この日， シメオンは聖霊
しんでん
に導かれて神殿にやって来て， ヨセフとマリアと幼い息
うで だ
子を見つけたのです。 シメオンはその子を腕に抱きます。
だ
イエスを抱きながら， シメオンは神に感謝してこう言
います。 「主権者である主よ， 今あなたは宣言通り， こ
ど れい
の奴 隷 を安らかに行かせてくださいます。 私の目は救
いの手段を見たからです。 それはあなたが用意され，
ひとびと
全ての国の人々が見ることのできるものであり， 異国の
ひとびと
人々からベールを取り除くための光， あなたの民イスラ

「自分たちを清める時が来る」 イス
ラエル人の女性は出産すると， しば
ぎしきじょうけが
らくは儀 式 上汚 れた人と見なされま
した。 その期間の終わりには， 清め
ぎ せい
ささ もの
の犠 牲 として全焼の捧 げ物 をささげ
ることになっています。 それは， 不完
全さと罪を持つ命が子孫に伝えられ
たことを思い出させるためでした。 イ
エスは生まれた時から完全で聖なる
者でした。 （ルカ １：３５） それでも， ヨ
しんでん
セフとマリアはイエスを神 殿 に連れ
ていき， ２人は律法に従って清められ
ました。 （ルカ ２：２２）

２０

エルの栄光です」。 （ルカ ２：２９‐３２）
おどろ
ヨセフとマリアはそれを聞いて驚きます。 シメオンは
２人を祝福します。 さらにマリアに対し， この子が 「選ば
たお
れたのは， イスラエルの多くの人が倒れ， あるいは立ち
するど つるぎ
上がるため」 であり， 悲しみが鋭い剣のようにあなたを
つらぬ
貫く， とも話します。 （ルカ ２：３４）
ちょうどこの時， ヨセフとマリアとイエスの所に， 別の
さい
人がやって来ます。 その人はアンナという８４歳 の女預
しんでん はな
言者で， 神殿を離れたことがありません。 アンナは神に
ひとびと
感謝をささげ始め，人々にイエスについて語りだします。
ヨセフとマリアはどれほどうれしく思ったでしょう。 こ
れら全ては， 自分たちの息子が神の約束された者であ
ることを証明する出来事だったのです。

しん でん
イエスは割礼を受け， 神殿に連れていかれる
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イスラエル人の習慣では， 男の赤ちゃんにいつ名前を付けましたか。

ささ もの
男の子を産んだ母親は出産から４０日後に何をしなければなりませんでしたか。 マリアの捧げ物から， マリアの
暮らし向きについて何が分かりますか。
しんでん
だれ
神殿で， イエスが約束されていたメシアであることを誰が認めましたか。 どのようにそれを示しましたか。
２１

せん せい じゅつ

占 星 術 師たちがイエスに会いにやって来る
マタイ ２：１‐１２

せんせいじゅつ
東の方から何人かの人がやって来ます。 占星術師です。
せんせいじゅつ
占星術師とは， 星の位置を調べれば， 人生の中で起き
るさまざまな出来事の意味を理解し説明できると考え
かれ
る人たちです。 （イザヤ ４７：１３） 彼らは自分の国にいる
きょ り
時， ある 「星」 を見て何百キロもの距離を旅行し， ベツ
レヘムではなくエルサレムにやって来ました。
とうちゃく
せんせいじゅつ
ひとびと
エルサレムに到着すると， 占星術師たちは人々にこう
たず
尋ねます。 「ユダヤ人の王として生まれた方はどこにお
られますか。 東方にいた時にその方の星を見たので， 敬
意を表すために来ました」。 （マタイ ２：１， ２）
せんせいじゅつ
エルサレムにいるヘロデ王は，占星術師たちのことを
聞いてとても取り乱します。 それで， 祭司長と宗教指導
者たちを呼び， キリストはどこで生まれることになって
たず
かれ
いるのか， と尋ねます。 彼らは聖書に基づいて， 「ベツレ
ヘムです」 と答えます。 （マタイ ２：５。 ミカ ５：２） その後，
せんせいじゅつ
ヘロデは占 星術 師たちを自分の所にこっそり連れてこ
さが
させ， 次のように命じます。 「行ってその子を注意深く捜

し， 見つけたら， 報告しなさい。 私も行って， 敬意を表す
ためだ」。 （マタイ ２：８） しかしそれは， ヘロデの本心で
はありません。 本当は， その子を見つけて殺すことをた
くらんでいるのです。
せんせいじゅつ
占星術師たちが出発すると， 何と， 東の方で見たあの
ふ つう
「星」 が先導し始めます。 これは明らかに普通の星では
かれ
せんせいじゅつ
ありません。 彼らを導くための星です。 占星術師たちが
付いていくと， 「星」 はヨセフとマリアと幼い息子が住ん
でいる家のちょうど真上で止まります。
せんせいじゅつ
その家に入った占星術師たちは， マリアとイエスに会
ふ
にゅうこう もつやく おく
い， イエスにひれ伏します。 そして， 金， 乳香， 没薬を贈
もど
ります。 その後， ヘロデの所に戻ろうとしたところ， 夢の
中で神から， そうしてはならないと命じられます。 それ
で， 別の道を通って自分たちの国へ帰っていきます。
だれ
せんせいじゅつ
いったい誰 がその 「星」 を使って占 星 術 師たちを導
いたのでしょうか。 「星」 がベツレヘムにいるイエスの
所へ直接導かなかったことに注目してください。 むしろ，
せんせいじゅつ
エルサレムに導きました。 占星術師たちはそこでヘロデ
に会います。 ヘロデはイエスを殺そうとしました。 もし
かいにゅう
神が事態に介入せず， イエスの居場所をヘロデに教え
せんせいじゅつ
てはならないと占 星 術 師たちに命じていなかったとし
ちが
たら， ヘロデはイエスを殺していたに違 いありません。
ですから， 神の敵であるサタンが， この 「星」 を利用して
と
自分の目的を遂げようとしていたことは明らかです。

せんせいじゅつ
ふ つう
占星術師たちの見た 「星」 が普通の星ではなかったと言えるのはなぜですか。
せんせいじゅつ
占星術師たちがイエスを見つけた時， イエスはどこにいましたか。
せんせいじゅつ
サタンが占星術師たちを導いていたと言えるのはなぜですか。
２２

せん せい じゅつ
「星」 を見た占星術師たちはエルサレムに来て， イエスに会う
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じゃ あく

に

邪 悪な支配者から逃 げる
マタイ ２：１３‐２３

きんきゅう
緊急 な事態です。 ヨセフは急いでマリアを起こします。
たった今エホバの天使が夢でヨセフに現れてこう言っ
たのです。 「起きて， 子供とその母親を連れてエジプト
に
に逃げ， 私が知らせるまでとどまりなさい。 ヘロデがこ
さが
の子を捜して殺そうとしています」。 （マタイ ２：１３）
すぐその夜のうちに， ヨセフとマリアはイエスを連れ
に
せん
て逃 げます。 本当に危ないところでした。 ヘロデが占
せいじゅつ
星 術 師たちに期待を裏切られたことに気付いたから
かれ
もど
です。 ヘロデは彼らに， イエスを見つけたなら戻ってき
せんせいじゅつ
て報告するようにと命じていました。 ところが， 占 星 術
師たちはそうせずに自分たちの国へ帰ってしまったの
げき ど
です。 そこでヘロデは激 怒 します。 何とかしてイエスを
殺そうとします。 そしてベツレヘムとその周辺にいる２
さい
ねん れい
歳 以下の男の子を全員殺せ， と命じます。 その年 齢
せんせいじゅつ
は，東の方から来た占星術師たちの話を基に割り出し
たものです。
ぞっとするような出来事です。 何人の男の子が殺さ
うば
れたのかは分かりませんが， 子供を奪われた母親たち
は悲痛な泣き声を上げます。 こうして， 神の預言者エ
レミヤ が 語 っ た 聖書 預 言 が 実 現 します。 （ エ レ ミヤ
３１：１５）

に
一方， ヨセフとその家族はエジプトに逃げ， そこでし

ばらく暮らすことにします。 ある晩， エホバの天使が再
び夢の中に現れ， ヨセフにこう告げます。 「起きて， 子
供とその母親を連れてイスラエルに行きなさい。 子供
ねら
の命を狙っていた者たちは死にました」。 （マタイ ２：２０）
そこでヨセフは，やっと家族で故郷に帰れると考えます。
このようにして，神の子がエジプトから呼び出される，と
いう別の聖書預言が実現します。 （ホセア １１：１）
ヨセフは，家族とユダヤのベツレヘムの近くに落ち着
２４

に
イエスの家族はエジプトに逃げる
こ
ヨセフは家族とナザレに引っ越す

に
こうと考えているようです。 ベツレヘムはエジプトに逃
げる前に住んでいた場所でした。 しかし， 今ユダヤの王
じゃ あく
として支配しているのはヘロデの邪 悪な息子アケラオ
あた
です。 それで神は， 再びヨセフに夢の中で警告を与えま
す。 そのため，ヨセフと家族はさらに北へ向かい，ガリラ
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ヤ地方のナザレという町にやって来ます。 ナザレはユダ
すうはい
はな
ヤ人の崇拝の中心地であったエルサレムからかなり離
かれ
れた所です。 イエスはその町で育ちます。 こうして， 「彼
はナザレ人と呼ばれる」 というもう１つの預言が実現し
ます。 （マタイ ２：２３）

せんせいじゅつ
もど
占星術師たちが戻ってこなかったため， ヘロデ王はどうしましたか。 イエスはどのように守られましたか。
エジプトを出たヨセフとその家族がベツレヘムに行かなかったのはなぜですか。
この時期に， どんな聖書預言が実現しましたか。
２５

ナザレで成長する
マタイ １３：５５， ５６

マルコ ６：３

ひ かくてき
ふ つう
イエスが育ったのはナザレです。 比較的小さな， 普通の
きゅうりょう
町です。 ガリラヤと呼ばれる北の地域の丘陵地帯にあ

何十キロも南のユダヤに住んでいます。 近くのガリラヤ

り， ガリラヤの海として知られる大きな湖の西側に位置

います。 サロメの夫はゼベダイで， ヤコブとヨハネとい

しています。

う息子たちがいます。 サロメがイエスのおばであれば，

さい
イエスは２歳ぐらいの時，ヨセフとマリアに連れられて

には，イエスの母方のおばと思われるサロメが暮らして

２人はイエスのいとこに当たります。 イエスが子供時代

エジプトからナザレにやって来ました。 その時点で， イ

にこの２人と多くの時間を過ごしたかどうかは分かりま

エスには弟や妹がいなかったようです。 しかしその後，
ます。 さらに女の子も何人か生まれます。 こうして， イエ

せん。 それでも， ３人は親しくなり， ヤコブとヨハネはイ
ほう し
エスの使徒として奉仕するようになります。
けんめい
ヨセフは増えていく家族を支えるために一生懸命 働

スには少なくとも６人の弟や妹ができます。

かなければなりません。 ヨセフは大工で， イエスを自分

異父兄弟である， ヤコブ， ヨセフ， シモン， ユダが生まれ

イエスの親族はほかにもいます。 エリサベツと息子

の本当の息子として育てます。 それで， イエスは 「大工

のヨハネはすでに前の方の章で登場しました。 ２人は

の息子」 と呼ばれます。 （マタイ １３：５５） ヨセフはイエ

２６

ヨセフとマリアの子供が増える
イエスは仕事の技術を学ぶ

うで
スに大工仕事を教え， イエスもどんどん腕 を上げてい
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きます。 そして， 「この人は大工［だ］」 と言われるように

レには会堂があるので， ヨセフは定期的に家族みん
すうはい
ちが
なをそこに連れていき， 崇 拝 をささげたに違 いありま

なります。 （マルコ ６：３）

せん。 その後の聖書の記述には， イエスが 「安息日の

すうはい
ヨセフと家族は生活の中でエホバの崇拝を第一にし

自分の習慣通り」 会堂へ行った， とあります。 （ルカ ４：

ています。 ヨセフとマリアは律法に従い， 「家で座ると
ね
きも， 道を歩くときも， 寝るときも， 起きるときも」 子供

１６） さらに， ヨセフの家族は， 毎年旅をしてエルサレム
しんでん
にあるエホバの神殿に行くことをとても楽しみにしてい

たちにエホバについて教えます。 （申命記 ６：６‐９） ナザ

ました。

イエスには少なくとも何人の弟と妹がいましたか。
イエスはどんな仕事の技術を身に付けましたか。 どのようにしてそれを学びましたか。
ヨセフは家族にどんな大切なことを教えましたか。

イエスの家族はエルサレムに旅をする
ルカ ２：４０‐５２

いっしょ
今は春です。 ヨセフの家族が友達や親族と一緒に例年
通りエルサレムに旅をする時がやって来ました。 律法
す こ
の指示通り， 過ぎ越しを祝うためです。 （申命記 １６：１６）
みな
ナザレからエルサレムまでは約１２０㌔あります。 皆 ， 準
いそが
ふん い き
備で忙しくしていますが， とても楽しそうな雰囲気です。
さい
１２歳になったイエスは， 祭りを心待ちにしており， 再び
しんでん
神殿に行けるのでわくわくしています。
す こ
イエスとその家族にとって， 過ぎ越しは１日限りのイ
む こう ぼ
ベントではありません。 翌日から無 酵 母 パンの祭りが
す
始まり， ７日間続きます。 （マルコ １４：１） この祭りは過ぎ
こ
越しの期間の一部と見なされています。 ですから， ナザ
たいざい
レの家を出発してエルサレムへ行き， そこに滞在して家
もど
に戻るまで， 合計約２週間が必要になります。 でも今年
とちゅう
はもう少し長くなりました。 エルサレムから帰る途中で，
イエスに関連したある出来事が生じたのです。
旅の帰り道， ヨセフとマリアはイエスが親族や友人た
いっしょ
とちゅう
ちと一緒にいるものと思っていました。 ところが，途中で
と
いっ
一晩泊まる時になっても， イエスは見つかりません。 一
しょ
さが
緒にいる人たちの中を捜しますが， やはり見当たりませ

ん。 どこにもいないのです。 それで， ヨセフとマリアはイ
さが
もど
エスを捜しにエルサレムへ戻ります。
さが
２人は１日中捜し回りますが， 見つけることができませ
だ め
ん。 ２日目も駄目でした。 しかし３日目になって， ついに
しんでん
見つけます。 神殿にたくさんある広間の１つにいたので
す。 イエスはユダヤ人の教師たちの真ん中に座って話
を聞いたりいろいろ質問したりしています。 教師たちは
おどろ
その理解力にすっかり驚いています。
マリアはこう言います。 「どうしてこんなことをしたの。
さが
お父さんもお母さんも必死に捜したのよ」。 （ルカ ２：４８）
イエスは自分がどこにいるのか親が分からなかった
たず
さが
と知ってびっくりします。 そしてこう尋 ねます。 「なぜ捜
されたのですか。 私が父の家にいるはずだと思われな
かったのですか」。 （ルカ ２：４９）

いっしょ
こうして再び３人そろい， イエスは両親と一緒にナザ

レに帰り， その後もヨセフとマリアに従い続けます。 そし
かしこ
て， 引き続き成長し， ますます賢くなっていきます。 まだ
めぐ
若くても， 神と人からの恵みを受けます。 イエスは子供
ころ
すうはい
の頃から， エホバの崇拝に対する熱心さと親への敬意
という面で立派な手本を示していたのです。

みな
楽しい旅 年に３回， 祭りのためにエルサレムへ行く旅は， 皆 が楽しみにしている
イベントでした。 （申命記 １６：１５） イエスは旅行中， いろいろな景色を見たり， 地理
すうはいしゃ
を学んだり， ほかの地域から来た仲間の崇拝者たちと出会ったりしたことでしょう。
ちが
それは良い思い出になったに違いありません。

さい
１２歳のイエスは教師たちに質問する
イエスはエホバを 「父」 と呼ぶ
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イエスは毎年春に， 家族とどこに旅をしましたか。 なぜですか。
さい
とちゅう
しんでん
イエスが１２歳の時， ヨセフとマリアはエルサレムから帰る途中でどんなことに気付きましたか。 その後， 神殿で
何を見ましたか。

なら
若い人たちはイエスのどんな点に倣えますか。
２９

バプテストのヨハネは道を整える
マタイ ３：１‐１２

マルコ １：１‐８

ルカ ３：１‐１８

ヨハネ １：６‐８， １５‐２８

さい
しん でん
１２歳 のイエスが神 殿 で教師たちに質問した時から１７
せいれき
年ほどたった西暦２９年の春です。 イエスの親族ヨハネ

「私はキリストではありません」 とヨハネ。
かれ
彼らは， 「では何ですか， エリヤですか」 と聞きます。

のことがうわさになっています。 ヨハネはヨルダン川の

ヨハネは， 「そうではありません」 と答えます。

西の地域一帯で伝道しています。
ヨハネは見た目も話すことも， かなりインパクトの強
こし
し
い人です。 らくだの毛の服を着て， 腰に革の帯を締めて
の みつ
く
います。 食べ物はイナゴと野蜜です。 そして， 「悔い改め
なさい。 天の王国は近づいたからです」 というメッセー
ジを伝えています。 （マタイ ３：２）

く
それを聞く人たちは元気づけられ， 悔い改めなけれ
か
ばならないということに気付きます。 心を入れ替え， 生
き方を変える必要があるのです。 「エルサレムとユダヤ
ひとびと
全土とヨルダン川一帯の人々」 がヨハネの話を聞きに
く
やって来ました。 （マタイ ３：５） そのうちの大勢が悔 い
改めます。 それでヨハネはその人たちをヨルダン川の水
ひた
ほどこ
に浸し， バプテスマを施します。 なぜでしょうか。
ひとびと
けいやく
ヨハネは， 人々が神の律法契約に対する罪を心から
く
しょうちょう
ほどこ
悔い改めたことの象徴としてバプテスマを施しているの
です。 （使徒 １９：４） しかし， 全員がバプテスマにふさわ
しかったわけではありません。 パリサイ派とサドカイ派
かれ
の宗教指導者たちがやって来た時，ヨハネは彼らを 「マ
く
ムシのような者たち」 と呼び， こう言います。 「悔い改め

そこで祭司とレビ族の人たちは， 「例の預言者です
たず
い だい
か」 と尋ねます。 これはつまり， モーセが予告した偉大
な預言者のことです。 （申命記 １８：１５， １８）
ヨハネは， 「いいえ！」 と言います。
かれ
たず
だれ
彼らはしつこく尋ねます。 「あなたは誰 ですか。 私た
つか
ちを遣 わした人たちに答えられるように教えてくださ
い。 あなたは何者なのですか」。 ヨハネは答えます。 「私
は， 預言者イザヤが言った通り， 『エホバの道を真っす
こう や さけ
ぐにしなさい』 と荒野で叫ぶ者です」。 （ヨハネ １：１９‐２３）
さらに質問は続きます。 「では， キリストでもエリヤ
ほどこ
でも例の預言者でもないなら， なぜバプテスマを施 す
のですか」。 そこでヨハネは興味をそそることを言いま
ほどこ
す。 「私は水でバプテスマを施します。 あなた方の間に，
あなた方の知らない方がいます。 私の後から来る方で
［す］」。 （ヨハネ １：２５‐２７）
ヨハネはここで自分の任務を明らかにしています。 そ
れは， 予告されたメシアを受け入れるよう正しい心の
ひとびと
人々を助けて， 道を整えることです。 ヨハネは， 将来王

ブラハムがいる』 などと心の中で言ってはなりません。

となるメシアについて次のように言います。 「私の後か
ぬ
ら来る方は私より強く， 私はその方のサンダルを脱がせ

神はこれらの石からアブラハムのために子供を生じさ

るにも値しません」。 （マタイ ３：１１） こう言ったこともあ

せることもできるのです。 すでに木の根元におのが置か
みな
たお
れています。 立派な実を結ばない木は皆， 切り倒 され
こ
て火に投げ込まれます」。 （マタイ ３：７‐１０）

ります。 「私の後から来る方は私より優れている。 私よ

ヨハネが大きな注目を集め， 強力なメッセージを伝
ほどこ
え， 大勢の人にバプテスマを施しているので， 祭司とレ
は けん
かれ
たず
ビ族の人たちが派 遣されます。 彼らはヨハネに尋ねま
だれ
す。 「あなたは誰ですか」。

づいたからです」 と伝えたのはタイムリーでした。 （マタ

ていることを示す行動を取りなさい。 『私たちには父ア

３０

り先に存在したからである」。 （ヨハネ １：１５）
く
ですからヨハネが， 「悔い改めなさい。 天の王国は近
イ ３：２） これは， エホバから王として任命を受けるイエ
ひと びと
ス・キリストが伝道を始めようとしていることを人 々 に
知らせるメッセージでした。

ほどこ
ヨハネは伝道し， バプテスマを施す
多くの人がバプテスマを受けるが， そうしない人もいる
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ヨハネはどんな人ですか。 どんなことをしていますか。
ひとびと
ほどこ
ヨハネが人々にバプテスマを施しているのはなぜですか。
ヨハネはどんなメッセージを伝えましたか。 そのメッセージにはどんな目的がありましたか。
３１

セ ク ショ ン

2

伝道を
開始する

「見なさい，
……罪を取り去る，
神の子羊です！」
ヨハネ １：２９

バプテスマを受ける
マタイ ３：１３‐１７

マルコ １：９‐１１

ルカ ３：２１， ２２

ヨハネ １：３２‐３４

バプテストのヨハネが伝道を始めてから約半年がたち
さい
ました。 イエスはおよそ３０歳になっています。 そして， ヨ

そうさせてください。 このようにして， 正しいことを全て

ルダン川にいるヨハネの所へやって来ます。 何のためで

ます。 （マタイ ３：１５）

しょうか。 ただヨハネの所に立ち寄ったのでも， その活
動の進み具合を見に来たのでもありません。 バプテス

イエスがバプテスマを受けるのはなぜ正しいことです
く
か。 イエスのバプテスマは， 罪を悔い改めたことではな

マを受けようとして来たのです。

く， エホバの意志を行うために自分を差し出すことを表

果たすのは，私たちにとってふさわしいことです」 と言い

当然のことながらヨハネは， 「私こそあなたからバプ

しています。 （ヘブライ １０：５‐７） イエスはこれまで大工

テスマを受ける必要があるのに， あなたが私の所に来

でした。 しかし，伝道を始める時が来たのです。 それは，
つか
天の父がイエスを地上に遣わした本来の目的です。 ヨ
ほどこ
ハネは，イエスにバプテスマを施す際に何か特別なこと

られるのですか」 と言って， イエスを止めます。 （マタイ
３：１４） ヨハネはイエスが神の子であることを知ってい
ます。 母親エリサベツのおなかの中にいたヨハネは， イ
にん しん
と
エスを妊 娠したマリアが訪ねて来た時， 喜んで跳びは

が起きるのではないか， と期待しています。 なぜでしょ

ねました。 ヨハネは， そのことをエリサベツから教えて
ちが
もらったに違いありません。 また， ガブリエルがマリア
に天使たちが羊飼いに現れたことも聞いたでしょう。
く
ヨハネは自分のバプテスマが罪を悔い改めた人のた

ヨハネは後に次のように語りました。 「水でバプテス
ほどこ
つか
せいれい
マを施すように私を遣わした神が言いました。 『聖霊が
だれ
せいれい
下って誰かの上にとどまるのを見たら， それこそ聖霊で
ほどこ
バプテスマを施す者である』」。 （ヨハネ １：３３） つまりヨ
ほどこ だれ
せいれい
ハネは，自分がバプテスマを施す誰かに聖霊が下ること

めのものであり， イエスに罪がないことを知っています。
ゆず
それでヨハネが止めても， イエスは譲らず， 「このたびは

を予想していたのです。 ですから，イエスが水から上がっ
せいれい
た時に 「神の聖霊がハトのように下ってイエスの上に来

にイエスの誕生を予告したことや， イエスが生まれた晩

３４

うか。

イエスはバプテスマを受け， 油を注がれる
エホバはイエスを自分の子であると宣言する

おどろ
るのを」 見ても， 驚かなかったでしょう。 （マタイ ３：１６）
しかしこの時， 別のことも生じます。 「天が開［いた］」
き
のです。 これは， イエスがバプテスマの時に， 天での記
おく
もど
憶を取り戻したことを意味しているようです。 イエスは，
地上に来る前に神から教えられた真理や， 天でどんな
生活を送っていたかを思い出しました。
さらに， 天から， 「これは私の愛する子， 私はこの子の
ことを喜んでいる」 と宣言する声が聞こえました。 （マタ
イ ３：１７） イエスはヨハネの目の前にいたので， イエス
の声ではありません。 それは神の声でした。 ですからイ
エスが神の子であり， 神でないことは明らかです。
地上にいた時のイエスは， アダムと同じで， 神の子で
あっても人間でした。 弟子ルカは， イエスのバプテスマ
について書いた後，こう記しています。 「イエスは活動を
さい
ひとびと
開始した時， およそ３０歳で， 人々の意見では， ヨセフの
子であった。 ヨセフの父はヘリで，さかのぼると，……ダ
ビデ……アブラハム……ノア……アダムに至る。 そして
アダムは神の子であった」。 （ルカ ３：２３‐３８）
イエスはアダムと同じく， 「神の子」 であり人間でも
ありました。 しかし，バプテスマを受けた時に，神との新
せい れい
しい関係に入り， 聖 霊 によって生み出された神の子に
なりました。 そのようなわけで， イエスは神の真理を教
え， 命への道を示すのにふさわしい方です。 この後イエ
ぎ
スは，罪深い人類のために，自分の人間としての命を犠
せい
牲として差し出す道を歩み始めます。

ヨハネがイエスのことを知っているのはなぜですか。
罪がないのに， イエスがヨハネからバプテスマを受ける
のはなぜですか。
せいれい
神の聖霊がイエスの上に下ってくるのを見てもヨハネが
おどろ
驚 かなかったのはなぜですか。
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ゆう わく

てい こう

誘 惑 に抵 抗 したイエスから学ぶ
マタイ ４：１‐１１

マルコ １：１２， １３

ルカ ４：１‐１３

せいれい
ヨハネからバプテスマを受けた後すぐ， イエスは聖霊に
こう や
よってユダの荒野に導かれます。 イエスにはたくさん考
えることがあります。 バプテスマの時， 「天が開［いた］」
からです。 （マタイ ３：１６） つまり， 天で学んだことや行っ
き おく
もど
もくそう
てきたことの記憶を取り戻したのです。 黙想することが
たくさんあるのも不思議ではありません。
こう や
イエスは荒野 で何も食べずに４０日間過ごしました。
あく ま
そのため， とてもおなかがすいています。 そこへ悪魔サ
ゆう わく
タンが近づいてきて誘 惑し， 「神の子なら， これらの石
に， パンになるように命じなさい」 と言います。 （マタイ
き せき
４：３） イエスは， 自分の欲求を満たすために奇跡を行う
ま ちが
ゆうわく
のは間違いであると知っています。 それで， その誘惑を
退けます。

あく ま あきら
ところが， 悪 魔は諦 めません。 別のアプローチをし，
しんでん
神殿の最上部から飛び降りて天使に助けてもらうよう
すす
に， とイエスに勧めます。 しかしイエスは， そのような派
手なパフォーマンスをしようとは思いません。 聖書の言
ま ちが
葉を引用し， 神をそうした仕方で試すことは間違いであ
る， と言います。
あく ま
ゆうわく し か
すると， 悪魔は３つ目の誘惑を仕掛けます。 何らかの
方法で 「世界の全ての王国とその栄光」 をイエスに見
ふ
すうはい
せ，こう言います。 「ひれ伏して私を１度崇拝するなら，こ
れら全てをあげましょう」。 イエスはこの申し出もきっぱ

きょ ひ
はな
りと拒否し， 「離れ去れ， サタン！」 と言います。 （マタイ
ま ちが
ゆうわく
４：８‐１０） イエスは， 間違ったことをさせようとする誘惑
ほう し
に負けませんでした。 エホバだけに神聖な奉 仕 をささ
げなければならないことが分かっていたからです。 その
ようにして， イエスは神への忠実を保ちます。
ゆうわく
ゆうわく
ていこう
これらの誘惑と，イエスが誘惑にどう抵抗したかを考
ゆうわく
えるなら， 大切なことを学べます。 この誘惑は作り話な
あく ま
どではなく， 現実に起きたものでした。 ですから， 悪 魔
しょうちょう
は悪の象徴ではありません。 目には見えなくても， 確か
に実在しています。 さらに， この記述から， 世界中の政
あく ま
あく ま
府は悪魔のものであり， 悪魔によって支配されているこ
あく ま
ゆうわく
とが分かります。 そうでなければ， 悪魔からの誘惑は本
ゆうわく
当の意味での誘惑とはならなかったでしょう。
あく ま
すうはい
別の点として，悪魔は，自分を１度崇拝するなら， 世界
あた
あく ま
の全ての王国 を与 えようとまで言いました。 悪 魔 は似
ゆうわく
たような方法で私たちを誘惑してきます。 富や権力や良
み りょくてき
か
い地位が手に入るという魅 力的な話を持ち掛けてくる
ゆうわく
かもしれません。 誘惑がどんなものであろうと， イエス
も はん なら
けん めい
の模 範 に倣 って神への忠実を保つのは賢 明 なことで
あく ま
はな
す。 さらに， 悪魔 がイエスから離 れたのは， 「別の都合
の良い時まで」 だったことにも注目してください。 （ルカ
けい
４：１３） 私たちについても同じことが言えます。 決して警
かい ゆる
戒を緩めてはならないのです。

こう や
もくそう
イエスは４０日間荒野にいて， どんなことを黙想したかもしれませんか。
あく ま
ゆうわく
悪魔はイエスをどのように誘惑しようとしましたか。
あく ま ゆうわく
ていこう
悪魔の誘惑と， それに対してイエスがどのように抵抗したかを考えるなら， どんなことを学べますか。
３６

ゆう わく
サタンはイエスを誘惑する
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ひと びと

人々を弟子とする活動を始める
ヨハネ １：２９‐５１

こう や
イエスは荒野で４０日間過ごした後， ガリラヤに向かい
ほどこ
ます。 しかしまずは， バプテスマを施してくれたヨハネの
もど
所に戻ります。 イエスが近づいてくると，ヨハネはイエス
ひとびと
を指さし， 人々に大きな声でこう言います。 「見なさい，
世の罪を取り去る， 神の子羊です！ これこそ私が言っ
ていた方です。 『私の後から来る方がいる。 私より優れ
た方である。 私より先に存在したからである』 と」。 （ヨ
ハネ １：２９， ３０） ヨハネはイエスよりも少し年上ですが，
自分が生まれる前からイエスが天で生きていたことを
知っています。
数週間前にイエスがバプテスマを受けにやって来た
時， ヨハネにはイエスがメシアになるという確信がな
かったようです。 それでヨハネは， 「私もこの方を知りま
ほどこ
せんでしたが， 私が水でバプテスマを施したのは， この
方がイスラエルにはっきり知られるためでした」 と言い
ました。 （ヨハネ １：３１）

ほどこ
それから， イエスにバプテスマを施した時にどんなこ
せいれい
とが起きたかを話し始めます。 「聖霊が天からハトのよ
うに下ってくるのを見ましたが， それはこの方の上にと
どまりました。 私もその方を知りませんでしたが， 水で
ほどこ
つか
バプテスマを施すように私を遣わした神が言いました。
せいれい
だれ
『聖霊が下って誰かの上にとどまるのを見たら， それこ
せいれい
ほどこ
そ聖霊でバプテスマを施す者である』。 私はそれを見た
ので， この方こそ神の子だと証言したのです」。 （ヨハネ
１：３２‐３４）

いっしょ
次の日， ヨハネが弟子２人と一緒にいると， 再びイエ

おそ
恐 らくマリアの姉妹であり， 夫はゼベダイといいます。
イエスはアンデレとヨハネが付いてくるのに気付いて
ふ
たず
振り返り， 「何の用でしょうか」 と尋ねます。
たいざい
２人は， 「ラビ， どこに滞在しているのですか」 と聞き
ます。

いっしょ
するとイエスは， 「一緒に来なさい。 そうすれば分か

ります」 と答えます。 （ヨハネ １：３７‐３９）
時刻は午後４時ごろで， アンデレとヨハネはその日の
いっしょ
残りの時間をイエスと一緒に過ごします。 アンデレは興
奮のあまり， 自分の兄弟でペテロとも呼ばれるシモン

スが近づいてきます。 それでヨハネは， 「見なさい， 神

を見つけると， 「私たちはメシアを見つけた」 と話しま

の子羊です！」 と言います。 （ヨハネ １：３６） すると， バプ

す。 （ヨハネ １：４１） そしてペテロをイエスの所に連れて

テストのヨハネの弟子２人はイエスの後に付いていきま

いきます。 ヨハネも自分の兄弟ヤコブを見つけてイエス

す。 １人はアンデレという名前で， もう１人はこの出来
事を記録したヨハネ本人のようです。 このヨハネはイ

の所に連れてきたようですが， ヨハネはそうした個人的
ことがら
な事柄を記録していません。

エスのいとこで， サロメの息子と思われます。 サロメは

翌日，イエスはベツサイダ出身のフィリポに会います。

３８

イエスの最初の弟子たち

ベツサイダはガリラヤの海の北の岸に近い町で，アンデ
レとペテロの生まれ育った所です。 イエスはフィリポに，
「私の弟子になりなさい」 と言います。 （ヨハネ １：４３）
フィリポは， バルトロマイとも呼ばれるナタナエルを
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おどろ
ナタナエルは驚き， 「ラビ，あなたは神の子です。 イス
ラエルの王です」 と言います。
するとイエスはこう話します。 「イチジクの木の下にい

見つけ， 次のように話します。 「私たちは， モーセの律法

るのを見たと言ったから信じるのですか。 あなたはもっ
おどろ
と驚くような事を目にします」。 そして， 次のように約束

と預言者の書に記されている人を見つけた。 ヨセフの

します。 「はっきり言っておきますが，あなたたちは，天が

子で，ナザレから来たイエスだ」。 するとナタナエルは疑

開いて神の天使たちが人の子の元に上り下りするのを

わしそうに， 「何か良いものがナザレから出るだろうか」

見ます」。 （ヨハネ １：４５‐５１）

と言います。

さそ
フィリポは， 「来れば分かる」 と誘います。 イエスはナ

タナエルが近づいてくるのを見て， 「見なさい， まさにイ
いつわ
スラエル人， 心に偽りがない人です」 と言います。
「どうして私のことを知っているのですか」 とナタナエ
たず
ルは尋ねます。
イエスは， 「フィリポがあなたを呼ぶ前に， あなたが
イチジクの木の下にいるのを見ました」 と答えます。

けいこく
このすぐ後， イエスと新しい弟子たちはヨルダン渓谷

を出発し， ガリラヤに向かいます。

どんな人たちが最初にイエスの弟子となりましたか。
おそ
ペテロは， そして恐らくヤコブも， どのようにしてイエス
の所に連れていかれましたか。
ナタナエルはどのようにしてイエスが神の子であると
確信するようになりましたか。
３９

き せき

最初の奇 跡 を行う
ヨハネ ２：１‐１２

けっこん ひ ろうえん
カナでの結婚披露宴
イエスは水をぶどう酒に変える

ナタナエルがイエスの最初の弟子の１人になってから３
日目のことです。 イエスと弟子たちの何人かは， 北にあ
るガリラヤ地域に向かいます。 そこは， 自分たちが生ま
れ育った場所です。 イエスと弟子たちは， ナタナエルの
けっ こん しき ひ ろう えん
地元の町カナで開かれる結 婚 式 の披 露 宴 に招待され
ているのです。 カナは， イエスが育ったナザレの北に位
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おどろ
幹事はぶどう酒の品質が高いことに驚きますが，それ
き せき
が奇 跡 によって造られたものだとは気付きません。 幹
はなむこ
ふ つう
事は花婿 を呼んで言います。 「普通 は最初に上等のぶ
よ
おと
どう酒を出し，みんなが酔ったころに，劣ったのを出しま
すが， あなたは上等のぶどう酒を今まで取っておいたの
ですね」。 （ヨハネ ２：１０）

置する山地の中にあります。

しんろう
イエスの母親マリアも来ています。 新郎新婦の家族の

き せき
これはイエスが行った最初の奇跡です。 弟子たちはこ
き せき
しんこう
の奇跡を見て， イエスに対する信仰を強められます。 こ

友人として， 大勢の客をもてなす手伝いをしているよう

の後， イエスとマリアとイエスの異父兄弟たちは， ガリラ

です。 それでマリアは足りないものにすぐ気付き， イエス

ヤの海の北西の沿岸にある町カペルナウムに旅をします。

に， 「ぶどう酒がありません」 と言います。 （ヨハネ ２：３）
この時マリアがイエスに言っていたのは， ぶどう酒が
足りないので何とかしてほしいということでした。 イエス
ま ちが
は母親が間違いに自分で気付くように，慣用句を使って，
「それは私とあなたが心配することですか」 と言います。
（ヨハネ ２：４） イエスは神から任命された王なので， 自
分の行動に関する指示を家族や友人からではなく， 天の
けんめい
父から受けることになっています。 マリアは賢明にもそ
かれ
の問題を息子に任せ， 給仕の者たちに， 「彼が言うこと
は何でもしてください」 とだけ言います。 （ヨハネ ２：５）
そこには石の水がめが６つ置いてあり， １つのかめに
は４０㍑以上の水が入ります。 イエスは給仕たちに， 「か
めいっぱいに水を入れなさい」 と指示します。 そしてそ
えんかい
の後， 「さあ， 少しくんで， 宴会の幹事の所に持っていき
なさい」 と言います。 （ヨハネ ２：７， ８）

ひ ろうえん
カナでの披露宴はいつ開かれましたか。
ぶどう酒について母親が言った言葉に， イエスは何と答えましたか。
き せき
ひとびと
イエスはどんな奇跡を行いましたか。 人々はどんな反応をしましたか。
４１

すう はい

真の崇 拝 への熱心さを示す
ヨハネ ２：１２‐２２

しん でん
イエスは神殿を清める

ひ ろう えん
カナでの披露 宴の後， イエスはカペルナウムに向かい
ます。 母親マリアと異父兄弟のヤコブ， ヨセフ， シモン，
いっしょ
ユダも一緒です。
イエスはなぜカペルナウムに行くのでしょうか。 カペ
ルナウムは， ナザレやカナと比べて便利な場所にあり，
大きな町だからです。 しかも， 新しい弟子たちの多くは
カペルナウムやその周辺で暮らしているので， 地元で訓
あた
練を与えることができます。
たいざいちゅう
カペルナウムに滞在中， イエスは非常に多くのことを
と
成し遂 げます。 それで， この町と周辺地域に住む大勢
の人たちがイエスの活動について聞きます。 しかし間も
けんしん
なく， 献身したユダヤ人の男性であるイエスと弟子たち
せいれき
す こ
は，西暦３０年の過ぎ越しの祭りに出席するため，エルサ
レムに行かなければなりません。
しんでん
エルサレムの神殿に着くと， 弟子たちは今まで見たこ
しょうげきてき
とがないようなイエスの衝撃的な一面を見ます。
しん でん
神の律法によれば， イスラエル人は神 殿 で動物の
ぎ せい
しんでん
犠 牲 をささげなければなりません。 また， 神 殿 を訪れ
たい ざいちゅう
る人は滞 在 中 に自分で食事を準備する必要がありま
す。 それで， 遠くからやって来る人たちは 「牛， 羊， ヤ
たいざい ちゅう
こう にゅう
ギ」 を買ったり滞 在 中 に必要なものを購 入 したりする
ため，お金を持ってきてもよいことになっています。 （申
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じょう
命記 １４：２４‐２６） エルサレムの商人たちはそうした状
きょう
しん でん
況 を利用して， 神 殿 の大きな庭で動物や鳥を売ってい
ふ か
ます。 人をだまして高額な値段を吹 っ掛 ける者たちも
います。

いきどお
りょう
イエスはそれを見て強い憤りを感じます。 そして， 両
がえ や こう か
かれ
たお
替屋の硬貨をまき散らし， 彼らの台を倒し， 商人たちを
追い出してこう言います。 「これらの物を運び出しなさ
い！ 私の父の家を商売の家にするのはやめなさい！」
（ヨハネ ２：１６）
これを見た弟子たちは， 神の子について述べた， 「私
おさ
はあなたの家に対する熱い思いを抑え切れない」 とい
う預言を思い出します。 しかし， ユダヤ人たちはイエス
に， 「こうした事をするからには， どんなしるしを見せて
つ
くれるのか」 と詰め寄ります。 するとイエスは答えます。
しんでん こわ
「この神殿を壊してみなさい。 ３日で建て直します」。 （ヨ
ハネ ２：１７‐１９。 詩編 ６９：９）

しんでん
ユダヤ人たちは， イエスがエルサレムの神殿のことを
しんでん
言っていると思い， 「この神殿は４６年かけて建てられた
たず
のに， ３日で建て直すのか」 と尋ねます。 （ヨハネ ２：２０）
しんでん
でもイエスが言っていたのは， 自分の体という神殿のこ
とです。 ３年後， 弟子たちはイエスが復活した時にこの
言葉を思い出します。

ひ ろうえん
カナでの披露宴の後， イエスはどこに向かいますか。
しんでん
いきどお
イエスが神殿で目にした光景に憤 りを感じたのはなぜですか。 それでどうしましたか。
しんでん
イエスが述べた 「神殿」 とは何のことでしたか。 イエスの言葉にはどんな意味がありましたか。
４３

夜にニコデモを教える
ヨハネ ２：２３–３：２１

せいれき
す こ
イエスは西暦３０年の過ぎ越しの祭りでエルサレムにい
き せき
る間，目覚ましいしるし，つまり奇跡を行います。 その結
しんこう
果， たくさんの人がイエスに信仰 を持ちます。 パリサイ
ほうてい
派の人で， ユダヤ人の高等法廷 サンヘドリンの一員で
あるニコデモも， 心を動かされます。 そして， もっと学び
だれ
たいと思い， 暗くなってからイエスを訪問します。 誰 か
に見られて， ユダヤ人の指導者たちからの良い評判を
おそ
失ってしまうのを恐れたからでしょう。
ニコデモはこう言います。 「ラビ， 私たちは， あなたが
教師として神の元から来たことを知っています。 神が共
にいない限り， あなたがするようなしるしは行えないか
らです」。 するとイエスは，神の王国に入るには 「再び生
まれなければ」 ならない， と話します。 （ヨハネ ３：２， ３）
でも， 人が再び生まれることなどあるでしょうか。 ニ
コデモは， 「母親の腹にもう一度入って生まれてくるこ
となどできません」 と言います。 （ヨハネ ３：４）
もちろん，再び生まれるとは， そのような意味ではあ
せい れい
りません。 イエスは， 「水と聖 霊によって生まれなけれ
だれ
ば， 誰も神の王国に入ることはできません」 と説明しま
せいれい
す。 （ヨハネ ３：５） イエスはバプテスマを受けて聖霊 が
せいれい
下ってきた時に， 「水と聖霊によって」 生まれました。 そ
の時， 「これは私の愛する子， 私はこの子のことを喜ん
でいる」 という天からの宣言がありました。 （マタイ ３：
１６， １７） 神は， イエスが天の王国に入る希望を持つ，
せいれい
聖霊によって生み出された子になった， と宣言したので
せいれき
す。 後に， 西暦３３年のペンテコステにおいて， バプテス
せいれい
マを受けた他の人たちに聖霊が注ぎ出され， その人た
ちも神の子として再び生まれることになります。 （使徒
２：１‐４）
ニコデモは， 神の王国についてのイエスの話をなか
なか理解できません。 それでイエスは， 自分が果たす
４４

特別な役割について，さらに
こう や
説明します。 「モーセが荒野
へび
かか
で蛇 をさおに掲 げたのと同
かか
じように，人の子も掲げられ
かれ
なければなりません。 彼 を
みな
信じる人が皆 ， 永遠の命を
受けるためです」。 （ヨハネ
３：１４， １５）

どくへび
ずっと昔， 毒蛇にかまれたイスラエル人は生き延びる
へび
ために銅の蛇を見なければなりませんでした。 （民数記
２１：９） 私たちの場合は， 罪と死から救われ永遠の命を
しんこう いだ
得るため，神の子に信仰を抱かなければなりません。 こ
の点でエホバがどのように大きな愛を示しているかを
強調するため， イエスは次のように話します。 「神は， 自
あた
分の独り子を与えるほどに人類を愛したのです。 そのよ
かれ しんこう いだ
みな ほろ
うにして， 彼に信仰を抱く人が皆， 滅ぼされないで永遠
の命を受けられるようにしました」。 （ヨハネ ３：１６） こ
のように， イエスは伝道開始から半年ほどたった時に，
自分は人類が救われるための道であるということを明
らかにされました。

つか
さらにイエスは， 「神が自分の子を世に遣 わしたの
かれ
つか
は， 彼が世を裁くため」 ではないと話します。 子が遣わ
ほろ
されたのは，人類に滅びを宣告して，世に不利な裁きを
かれ
もたらすためではありません。 むしろ， 「世が彼 を通し
て救われる」 ためなのです。 （ヨハネ ３：１７）
おそ おそ
ニコデモは夜になってから恐る恐るイエスの所へやっ
て来ました。 ですから， イエスがニコデモとの会話の最
後で次のように言ったのは興味深いことです。 「さて， 裁
こん きょ
きの根 拠 は次の通りです。 光［イエスの生き方と教え］
ひと びと
やみ
が世に来ているのに， 人 々 は光ではなく闇 を愛しまし
じゃ あく
た。 邪 悪なことを行っていたからです。 悪を行っている
にく
ばく
人は，光を憎んで，光の所に来ません。 自分の行いが暴

イエスはニコデモに話す
再び生まれるとはどういう意味か
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ろ
露されないようにするためです。 しかし，正しいことを行

パリサイ派でイスラエルの教師でもあるニコデモは，

う人は光の所に来ます。 自分の行いが神の意志に沿っ

この時にイエスから聞いた神の目的におけるイエスの

ていることが明らかになるようにするためです」。 （ヨハ

役割について熟考するでしょうか。 それは， ニコデモ次

ネ ３：１９‐２１）

第です。

ニコデモがイエスを訪問したのはなぜですか。 それが夜だったのはなぜでしたか。
再び生まれる，とはどういう意味ですか。
イエスは 「世を裁くため」 に来たのではない， とはどういう意味ですか。
４５

おとろ

イエスは盛んになっていき， ヨハネは衰 えていく
マタイ ４：１２

マルコ ６：１７‐２０

ルカ ３：１９， ２０

ヨハネ ３：２２–４：３

せいれき
す こ
西暦３０年春の過ぎ越しの祭りの後， イエスと弟子たち

しょうかい はなむこ
紹介し， 花婿の友人のように喜んでいることを示しまし

はエルサレムを出発します。 とはいえ， ガリラヤにある

た。 そのうちの何人かはイエスに従うようになり， やが
せいれい
て聖霊によって油を注がれます。 ヨハネは， いま自分と
いっしょ
一緒にいる弟子たちにもイエスに従ってほしいと願って

自分たちの家に真っすぐ帰るわけではありません。 ユダ
ほどこ
ヤ地方に向かい， そこで多くの人にバプテスマを施しま
おそ
す。 バプテストのヨハネは約１年にわたり， 恐らくヨルダ

います。 結局のところ， ヨハネの任務はキリストによる

ン川流域で同じ活動をしてきました。 ヨハネは今も自
いっしょ
分の何人かの弟子たちと一緒にいます。
ほどこ
イエスはバプテスマを施さず， イエスの指示を受けた

伝道のために道を整えることなのです。 ヨハネは， 「あ
おとろ
の方は盛んになっていき， 私は衰 えていかなければな

弟子たちがそれを行います。 この時期， イエスとヨハネ
けいやく
く
は２人とも，律法契約に対する罪を悔い改めたユダヤ人

すでにイエスの弟子となっていたもう１人のヨハネ
は， イエスがどこから来たのか， 人類を救うためにどん

たちを教えます。 （使徒 １９：４）

な重要な役割を果たすのかについて， 次のように記し

しっ と
ところが， ヨハネの弟子たちはイエスに嫉妬し， ヨハ
いっしょ
ネにこう言います。 「ヨルダン川の向こうで一緒にいた
ほどこ
人［イエス］……がバプテスマを施していて， みんながそ

りません」 と話します。 （ヨハネ ３：３０）

ています。 「上から来る者は他の全ての者の上にいる。

の元に行っています」。 （ヨハネ ３：２６） もちろん， ヨハネ
しっ と
は嫉妬していません。 イエスの成功を喜んでおり， 自分

……父は子を愛していて， 全てのものを子に委ねた。
しんこう いだ
子に信仰を抱く人は永遠の命を受ける。 子に従わない
いきどお
人は命を得ず，神の憤りがその人の上にとどまる」。 （ヨ
ひとびと
ハネ ３：３１， ３５， ３６） これは人々 が知るべき大切な真

の弟子たちにも喜んでほしいと思っています。 それで，

理です。

次の点を思い起こさせます。 「『私はキリストではなく，
つか
その方より前に遣わされた者だ』 と私が言ったことを，
みな
あなたたち自身が証言できます」。 そして， 皆がこのこと
はな
を理解できるように， 例えを用いてこう説明します。 「花
よめ むか
はなむこ
はなむこ
嫁を迎えるのは花婿です。 しかし花婿の友人も， そばに
はなむこ
立って花婿の言葉を聞くと，非常に喜びます。 それで，私

おとろ
バプテストのヨハネは， 自分の役割と活動が衰 えて
たい ほ
いくと話してから間もなく， ヘロデ王の命令で逮捕され
うば
ます。 ヘロデは異母兄弟フィリポの妻ヘロデアを奪 い
けっこん
ひとびと
かんいん
取って結婚しました。 ヨハネが人々の前で２人の姦淫を
ばく ろ
ろう や
暴露したため，ヘロデはヨハネを牢屋に入れます。 それ
いっしょ
はな
を聞いたイエスは， 弟子たちと一緒にユダヤ地方を離

は喜びに満たされています」。 （ヨハネ ３：２８， ２９）

れ， 「ガリラヤに去って」 いきます。 （マタイ ４：１２。 マル

数カ月前にもヨハネは， 自分の弟子たちをイエスに

４６

コ １：１４）

ほどこ
イエスの弟子たちはバプテスマを施
す
ろう や
バプテストのヨハネが牢屋に入れられる
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ほどこ
ヨハネによるバプテスマと， イエスの伝道期間中にイエスの弟子たちが施したバプテスマには， どんな意味がありますか。
しっ と
ヨハネは自分の弟子たちに， イエスの活動に嫉妬すべきでないことをどのように教えましたか。
ろう や
ヨハネが牢屋に入れられたのはなぜですか。
４７

サマリア人の女性を教える
ヨハネ ４：３‐４３

とちゅう
ユダヤから北のガリラヤに向かう途中， イエスと弟子た
みな
つか
ちはサマリア地方を通ります。 皆 ， 旅で疲 れています。
い ど
それで正午ごろ，スカルという町のそばにある井戸の所
きゅうけい
い ど
ほ
で休憩します。 その井戸は， 何世紀も前にヤコブが掘っ
はら
ほ
い
たか，お金を払って掘らせたようです。 現在でも，その井
ど
戸はナブルスという都市の近くに残っています。
い ど
きゅうけい
イエスが井戸 のそばで休憩 している間， 弟子たちは
で か
近くの町へ食べ物を買いに行きます。 弟子たちが出 掛
けた後， サマリア人の女性が水をくみにやって来ます。
イエスはその女性に， 「水を飲ませてください」 と言い
ます。 （ヨハネ ４：７）

へんけん
ユダヤ人とサマリア人の間には根深い偏見があるの
ふ つう
で， 普通は関わりを持ちません。 それで， 女性はびっくり
し， 「ユダヤ人のあなたが，サマリア人で女性の私に，水
たず
を飲ませてほしいと言うのはどうしてですか」 と尋ねま
む しょう
す。 イエスはこう答えます。 「もしあなたが神の無 償 の
おく もの
贈り物について知っていて， 『水を飲ませてください』 と
だれ
言ったのが誰なのか分かっていたなら，あなたはその人
あた
に求め， その人は生きた水を与えたことでしょう」。 する
だん な
と， 女性は言います。 「旦那さま， あなたは水をくむ物も
い ど
持っていませんし， この井戸は深いです。 その生きた水
をどこから持ってくるのですか。 あなたは私たちの父祖
えら
い
ヤコブより偉い方ではありませんよね。 ヤコブはこの井
ど
あた
か ちく
いっ しょ
戸を私たちに与 え， 息子や家 畜 たちと一 緒 にここから
飲みました」。 （ヨハネ ４：９‐１２）

みな
のど
それに対しイエスは， 「この水を飲む人は皆， 再び喉
かわ
あた
が渇 きます。 しかし， 私が与 える水を飲む人は決して
のど かわ
あた
喉が渇くことがなく， 私が与える水はその人の中で泉と
あた
わ
なって， 永遠の命を与える水を湧き上がらせます」 と話
つか
します。 （ヨハネ ４：１３， １４） イエスは疲れています。 そ
あた
れでも， 命を与える真理の言葉を喜んで語ります。
４８

だん な
のど かわ
女性が， 「旦那さま， その水を下さい。 もう喉が渇 か
ないように， ここまで水をくみに来なくてもいいようにし
たの
てください」 と頼 むと， イエスは話題を変え， 「行って，
夫を呼んできなさい」 と言います。 女性は， 「夫はいま
せん」 と答えます。 次にイエスが述べた言葉に， この女
しょうげき
ちが
性は衝撃を受けたに違いありません。 イエスはこう言っ
たのです。 「『夫はいません』 とあなたは正しく答えまし
た。 ５人の夫がいましたが， 今いるのは夫ではないから
です」。 （ヨハネ ４：１５‐１８）
その言葉からイエスがどんな人かを理解した女性は
おどろ
だん な
すっかり驚き， 「旦那さま，あなたは預言者ですね」 と言
すうはい
います。 そして，神への崇拝に関心があることを示し，こ
う続けます。 「私たち［サマリア人］の父祖はこの山［近く
すうはい
にあるゲリジム山］で崇拝しましたが，あなた方［ユダヤ
すうはい
人］は， エルサレムで崇拝しなければならないと言いま
す」。 （ヨハネ ４：１９， ２０）

すうはい
しかしイエスは， どこで崇拝を行うかは重要でないこ

とを示し， 「あなた方がこの山でもエルサレムでもな
すうはい
い所で天の父を崇拝する時が来ます」 と話します。 そし
すうはいしゃ せいれい
て， さらにこう言います。 「真の崇拝者 が聖霊 と真理に
すう はい
導かれて父を崇 拝 する時が来ます。 今がその時です。

イエスはサマリア人の女性や他の人たちを教える
すう はい
神が喜ぶ崇拝
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か
おどろ
サマリア人の女性がイエスから話し掛けられて驚いたのはなぜですか。
すうはい
イエスはその女性に， 生きた水と， どこで崇拝をささげるべきかについて， どんなことを教えましたか。
だれ
イエスはサマリア人の女性に対し， 自分が誰であるかをどのように明らかにしましたか。 イエスはその女性に，
すうはい
すす
どのような崇拝をささげるよう勧めましたか。
４９

すうはい
実際， 父は， 自分をそのように崇拝する人たちを求めて
います」。 （ヨハネ ４：２１， ２３， ２４）
すうはい
すうはい
神が真の崇拝で重要視しているのは， どこで崇拝 す
すうはい
るかではなく， どのように崇拝するかです。 女性は感激
サマリア人とは？ サマリアとは， 北のガリラヤと
南のユダヤの間にある地域を指しています。
ぶんれつ
ソロモン王の死後， イスラエルは分裂し， 北の１０
はな
部族はユダとベニヤミンから離 れました。 その後，
かれ
北の１０部族はサマリアと呼ばれるようになり， 彼
すうはい
せいれきぜん
らは子牛崇 拝 を行い始めます。 そのため西 暦 前
ほろ
７４０年，エホバはアッシリア人がサマリアを滅ぼす
ことを許されます。 アッシリア人は住民の多くを連
ていこく
ひとびと
れ去り， その代わりに帝国のほかの場所から人 々
かみがみ
を連れてきてそこに住まわせました。 異教の神 々
すうはい
を崇 拝 するそれらの新たな住民は， その地に残っ
けっこん
ていたイスラエル人と結婚するようになります。 時
たつうちに， その土地の住民は神の律法で定めら
すう
れていた信条や割礼などの慣行を取り入れた崇
はい
かれ
拝を行い始めましたが， 彼らの宗教的慣行は真の
すうはい
崇拝と呼べるものではありませんでした。 （列王第
二 １７：９‐３３。 イザヤ ９：９）
イエスの時代， サマリア人はモーセ五書を受け
しんでん
すうはい
入れてはいましたが， エルサレムの神 殿 での崇 拝
は行っていませんでした。 そして長い間， スカルの
しんでん すうはい
近くにあるゲリジム山に建てられた神殿で崇拝 を
しんでん は かい
ささげていました。 神殿が破壊された後も， サマリ
すうはい
ア人はその山で崇 拝 を行っていました。 サマリア

して言います。 「私は，メシアが来ることを知っています。
キリストと呼ばれる方です。 その方が来たら， 全てのこ
とをはっきり知らせてくださいます」。 （ヨハネ ４：２５）
ここでイエスは大切な真理を明らかにし， 「あなたと
話している私がそうです」 と告げます。 （ヨハネ ４：２６）
考えてみてください。 この女性は真昼に水をくみに来
て， イエスがメシアだということを教えられたのです。 こ
ひとびと
れは本当に特別なことです。 イエスがまだ人々 の前で
はっきりと教えていないことだからです。
多くのサマリア人が信じる

イエスの弟子たちが食べ物を買ってスカルから帰っ
い ど
てきます。 すると， ヤコブの井 戸 の所で， イエスがサマ
リア人の女性と話しています。 その女性は弟子たちが
もど
戻ってくると， 水がめを残したまま町に行きます。
ひとびと
女性はスカルに行くと， イエスから聞いたことを人々
くわ
に詳しく話します。 そして， 「見に来てください。 私がし
すす
た事を全て言い当てた人がいます」 と強く勧めます。 そ
こう き しん し げき
して， 好奇心を刺激して， 「もしかしたら， この人がキリ
ストではないでしょうか」 と言います。 （ヨハネ ４：２９） こ
ふ
の質問は重要なテーマに触れていました。 モーセの時

人とユダヤ人の間には敵意があり， イエスの伝道

代から， このテーマは関心の的だったからです。 （申命

期間中にもはっきり見られました。 （ヨハネ ８：４８）

記 １８：１８） 町の人たちはイエスに会いに行きます。
すす
弟子たちは買ってきた食べ物をイエスに勧めます。 し
かしイエスが， 「私にはあなたたちが知らない食べ物が
たが
だれ
あります」 と言ったため， 弟子たちは互 いに， 「誰 も食
わた
べる物を渡していないはずだが」 と言います。 そこでイ
エスはその言葉の意味を親切に説明します。 イエスの
えいきょう あた
弟子全てに大きな影 響 を与 える説明です。 「私の食べ
つか
あた
物とは，私を遣わした方の意志を行い，与えられた仕事
と
を成し遂げることです」。 （ヨハネ ４：３２‐３４）

しゅうかく
イエスのしようとしていた仕事は， 穀物の収穫のこと
ではありません。 それは４カ月も先のことだからです。
ひ ゆ てき しゅうかく
イエスは比喩的な収穫について話していたのです。 こう
説明しています。 「目を上げて畑を見なさい。 もう色
しゅうかく
か
ほうしゅう
づいて収穫できます。 すでに， 刈り取る人は報酬を受け
取って， 永遠の命に至る実を集めています。 こうして， ま
か
く人と刈り取る人は共に喜びます」。 （ヨハネ ４：３５， ３６）
イエスは，サマリア人の女性に出会ったことが実を結
びつつあることに気付いているようです。 スカルの大勢
しんこう
の人たちはイエスに信仰を持ち始めます。 その女性が，
イエスは 「私がした事を全て言い当てました」 と証言し
たからです。 （ヨハネ ４：３９） それで， スカルの人たちは
い ど
井戸のそばにやって来た時， もっと長くいて話をしてほ
たの
しい， とイエスに頼みます。 イエスはその申し出を受け
入れ， さらに２日サマリアにとどまります。

イエスの話を聞き， さらに多くのサマリア人がイエス
しんこう
ひとびと
に信仰を持ちます。 人々は例の女性に， 「もう， あなた
が言ったから信じているのではない。 自分で聞いて， こ
の人は確かに人類の救い主だということが分かったの
だ」 と言います。 （ヨハネ ４：４２） サマリア人の女性の立
も はん
派な模範から， キリストについてどのように証言すれば
よいかを学べます。 もっと話を聞きたいと思ってもらえ
ひとびと こう き しん し げき
るように， 人々の好奇心を刺激するのです。
しゅうかく
大麦の収穫までは， まだ４カ月あります。 この地域で
しゅうかく
は大麦の収穫が春に行われるので， 今は１１月か１２月く
せいれき
らいでしょう。 ですから， イエスと弟子たちは西暦３０年
す こ
ほどこ
の過ぎ越しの後， ユダヤで教えたりバプテスマを施した
りしながら８カ月ほど過ごしたことが分かります。 これか
かれ
ら， 彼らは地元である北のガリラヤに向かいます。 そこ
ではどんなことが待ち受けているでしょうか。

サマリア人の女性はイエスについてどんな結論を下しましたか。 それでどうしましたか。
せいれき
す こ
西暦３０年の過ぎ越しの後， イエスと弟子たちは何をしていましたか。

５１

セ ク ショ ン

3

ガリラヤでの
大規模な伝道活動

「イエスは伝道を開始して，
『……天の王国は近づいた
からです』 と言い始めた」。
マタイ ４：１７

き せき

カナでの２度目の奇 跡
マルコ １：１４， １５

ルカ ４：１４， １５

ヨハネ ４：４３‐５４

サマリアで２日過ごした後， イエスは自分の故郷に移動
します。 ユダヤ地方で伝道活動を熱心に行っていまし
もど
たが， ガリラヤへ戻 るのは休息するためではありませ
こ
ん。 むしろ， さらに熱意を込めて伝道を行います。 イエ
かん げい
スは自分が歓 迎 されないことを予想しています。 「預
言者が自分の故郷では敬われない」 と述べたことがあ
いっしょ
るからです。 （ヨハネ ４：４４） 弟子たちはイエスと一緒に
行動せず， 自宅に帰って以前の仕事を再開します。
イエスが伝えるメッセージは次のようなものです。
く
「神の王国は近づきました。 悔い改めて， 良い知らせに
しんこう
信仰を持ちなさい」。 （マルコ １：１５） ガリラヤの人たち
はどんな反応をしますか。 大勢の人がイエスを喜んで
むか
はら
迎え， 敬意を払います。 ただ単にそのメッセージを聞い
す こ
たからではなく， 何カ月も前の過ぎ越しの祭りの時， エ
き せき もくげき
ルサレムでイエスの目覚ましい奇 跡 を目撃 していたか
らです。 （ヨハネ ２：２３）

おそ
イエスはガリラヤでの伝道を恐 らくカナで始めます。
ひ ろうえん
き せき
披露宴 で水をぶどう酒に変えるという奇 跡を行った場
所です。 今回２度目に訪れると， イエスはある若者が重
い病気で死にそうになっていることを知ります。 その子

供が死なないうちに来てください」。 （ヨハネ ４：４９）
おどろ
イエスは， 役人が驚くような返事をし， 「行きなさい。
あなたの息子は治ります」 と言います。 （ヨハネ ４：５０）
その人はイエスの言葉を信じて， 自宅に向かいます。 す
とちゅう
ると途中で， 役人に良い知らせを伝えようとして急ぐ自
ど れい
分の奴隷たちに出会います。 息子は生き延び， 元気に
なったのです。 役人は事の次第を知ろうとして， いつ回
たず
復したのかと尋ねます。
ど れい
「昨日の午後１時ごろに熱が下がりました」 と奴隷た
ちは答えます。 （ヨハネ ４：５２）
役人は， イエスが 「あなたの息子は治ります」 と言っ
ど れい
たまさにその時刻だ， と気付きます。 その後， 奴隷を所
ゆうふく
有するほど裕福なこの男性と，家族全員がキリストの弟
子になります。

き せき
こうしてイエスはカナで２度奇跡を行いました。 水を
はな
い
ぶどう酒に変え， 約２５㌔離れた所にいた若者を癒やし
き せき
たのです。 イエスがこの時までに行った奇 跡 はそれだ
き せき
けではありません。 とはいえ， 今回の奇跡 は重要な意
味を持っています。 イエスが明らかに神からの預言者と
もど
してガリラヤに戻ってきたことを示すものだからです。 し

は王ヘロデ・アンテパスに仕える役人の息子です。 ヘ
ざんしゅけい
ロデ・アンテパスは後にバプテストのヨハネを斬 首 刑

かし， イエスは， 「預言者が自分の故郷では敬われな

にした人です。 役人はイエスがユダヤからカナに来た
さが
と聞き， カペルナウムの自宅からイエスを捜しにやって
たの
来ます。 その人は必死にこう頼 みます。 「主よ， 私の子

うか。

い」 と言いました。 それは， どの程度のことなのでしょ
イエスが故郷のナザレに行くと明らかになります。 何
が起きるのでしょうか。

もど
ひとびと
イエスはガリラヤに戻って， どんなメッセージを伝えますか。 人々はどう反応しますか。
き せき
イエスがカナで行った２番目の奇跡とはどんなものですか。 役人の家族全体はどうしましたか。
い
カペルナウムにいる若者を癒やしたことにはどんな重要な意味がありましたか。
５４

イエスは 「神の王国は近づきました」
はな というメッセージを伝える
い
イエスは遠く離れた所にいる若者を癒やす
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ナザレの会堂で
ルカ ４：１６‐３１

それよりも前， イエスはこの町の大工でした。 でも今

おどろ
たが
驚き， 「これはヨセフの子ではないか」 と互いに言い始
ひとびと
めます。 しかしイエスは， 人々が強力な行いを見たがっ
みな
ていることに気付き， こう言います。 「きっと皆 さんは，

は， 強力な行いをすることで有名です。 地元の人たちは

『医者よ， 自分を治せ』 という言葉を私に当てはめてこ

イエスが何かしてくれるのではないかと期待しています。
ひとびと
イエスが習慣通り会堂に入ると， 人々の期待は高ま
すうはい
いの
ります。 会堂での崇拝では祈 りとモーセの書の朗読が

う言うでしょう。 『私たちはカペルナウムでなされた事

ナザレの町は興奮に包まれています。 イエスがヨハネ
によるバプテスマを受けてから１年以上がたちました。

あり， 「安息日ごとに会堂で」 行われていました。 （使徒
１５：２１） 預言書の一部も朗読されていました。 イエス
は， 朗読のために立ち上がった時， 昔から知っている人
がたくさんいることに気付いたかもしれません。 そし
わた
せいれい
て，預言者イザヤの巻物が渡されると，エホバの聖霊に
よって油を注がれた者について述べている聖句を見つ
けます。 現在のイザヤ ６１章１， ２節です。

と
イエスが読んだその部分には，ある人物が，捕らわれ
しゃくほう もうじん
ている人の釈放， 盲人の視力の回復， エホバに受け入
とう らい
れられる年の到 来 について伝える， と予告されていま
す。 イエスがその聖句を読んでから巻物を係の人に返
い す
し， 椅子に座ると， 全ての人の目がイエスに向けられま
す。 それから，イエスは話し始めます。 かなり長い話だっ
みな
たようです。 その時に， 「皆さんがいま聞いたこの聖句
は， 今日実現しています」 という重要な言葉を語りまし
た。 （ルカ ４：２１）
ひとびと
みりょく
人々はイエスの 「口から出る魅力ある言葉」 に大変

を聞いた。 それを郷里のここでも行え』」。 （ルカ ４：２２，
２３） 昔からイエスを知っている人たちは， イエスはまず
い
地元で癒 やしを行うべきだ， と考えているのでしょう。
イエスから軽く見られたと感じているのかもしれません。
いく
それでイエスは， イスラエルの歴史における幾つかの
出来事を取り上げます。 エリヤの時代， イスラエルには
やもめが大勢いましたが， エリヤはその女性たちの元
つか
には遣わされませんでした。 むしろ， シドンに近い町ザ
つか
レパテに住む， イスラエル人ではないやもめの所に遣
き せき
わされ， そこで命を救う奇跡を行いました。 （列王第一
ひ
１７：８‐１６） またエリシャの時代， イスラエルには重い皮
ふびょう
い
膚病 の人が大勢いましたが， エリシャが癒 やしたのは
シリア人ナアマンだけでした。 （列王第二 ５：１， ８‐１４）
しん こう けつ じょ ばく ろ
自分たちの身勝手さや信 仰 の欠 如 を暴 露 する話を
ひとびと
聞いて， 人々はどう反応するでしょうか。 会堂にいた人
おこ
たちは怒って立ち上がり， イエスを町の外へ追い立てま
がけ
つ
す。 そしてイエスを崖から突き落とそうとします。 しかし
ひとびと
のが
イエスは無事に人々の手を逃れ， ガリラヤ湖の北西の
沿岸にある町カペルナウムに行きます。

イエスの故郷の町ナザレが興奮に包まれていたのはなぜですか。
ひとびと
ひとびと おこ
イエスの話を聞いた人々はどんな反応をしますか。 人々が怒ったのはなぜですか。
ナザレの人たちはイエスに何をしようとしましたか。
５６

イエスはイザヤの巻物を読む
ナザレの人たちがイエスを殺そうとする
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４人の漁師が人を集める漁師になる
マタイ ４：１３‐２２

マルコ １：１６‐２０

ルカ ５：１‐１１

すす
イエスは弟子たちに自分の後にいつも従うよう勧める
漁師が人を集める漁師になる

イエスはナザレの人たちに殺されそうになった後， ガリ
ラヤの海（「ゲネサレ湖」 とも呼ばれる）の近くにある町
カペルナウムにやって来ます。 （ルカ ５：１） これにより，
ひとびと
海沿いに住むガリラヤの人々は大きな光を見た， とい
うイザヤの預言が実現します。 （イザヤ ９：１， ２）
イエスはガリラヤでも， 「天の王国は近づいた」 とい
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ふね
しず
す。 間もなく両方の舟は魚でいっぱいになったため， 沈
ふ
みかけます。 これを見たペテロはイエスの前にひれ伏
はな
し， 「私から離 れてください， 主よ。 私は罪深い男なの
おそ
です」 と言います。 するとイエスはこう答えます。 「恐 れ
と
ることはありません。 今後， あなたは人を生きたまま捕
るのです」。 （ルカ ５：８， １０）

うメッセージを伝えます。 （マタイ ４：１７） イエスは弟子
のうちの４人を見つけます。 以前， ４人はイエスと旅をし
いっ しょ
もど
ていましたが， イエスと一 緒 にユダヤから戻 ってきた
後， 漁の仕事を再開していました。 （ヨハネ １：３５‐４２）
しかし， イエスのそばにずっといて訓練を受ける時が
やって来ました。 そうすれば， イエスがいなくなった後
けいぞく
も伝道を継続できます。
イエスが海辺を歩いていると， シモン・ペテロと兄弟
あみ
かれ
のアンデレが仲間と網を洗っています。 イエスは彼らに
ふね
はな
たの
近づいてペテロの舟に乗り， 陸から少し離すよう頼みま
はな
ふね
す。 少し岸から離れると， イエスは舟の中に座り， 岸に
いる群衆に王国についての真理を教え始めます。
おき
あみ
その後，イエスはペテロに， 「沖に乗り出し，網を下ろ
して漁をしなさい」 と言います。 ペテロは， 「先生， 一晩
と
中働いて何も捕れませんでした。 それでも， おっしゃる
あみ
通り， 網を下ろしてみます」 と答えます。 （ルカ ５：４， ５）
あみ
か
漁師たちが網を下ろしたところ， 非常に多くの魚が掛
あみ さ
ふね
かり， 網が裂け始めます。 それで急いで， そばの舟にい
る仲間たちに身ぶりで合図をし， 助けに来てもらいま

イエスはペテロとアンデレに， 「私に付いてきなさい。
魚ではなく人を集める漁師にしてあげましょう」 と約束
します。 （マタイ ４：１９） イエスは他の２人の漁師， ゼベ
か
かれ
ダイの息子であるヤコブとヨハネにも声を掛けます。 彼
らもためらいません。 これら４人は漁業をやめ， 弟子と
いっしょ
してイエスといつも一緒に行動するようになります。

いっしょ
すす
だれ
イエスはどんな職業の人たちに自分といつも一緒に行動するよう勧めましたか。 それは誰でしたか。
き せき
おそ
ペテロはどんな奇跡を見て恐れを感じましたか。
４人の弟子たちはどんな漁をするようになりますか。
５９

い

カペルナウムで大勢の人を癒 やす
マタイ ８：１４‐１７

マルコ １：２１‐３４

ルカ ４：３１‐４１

ペテロ， アンデレ， ヤコブ， ヨハネの４人は， 人を集める
すす
漁師になるようにとのイエスの勧めに応じました。 そし

ぎょうてん
にいた人たちは仰天し， 「どういうことだ」 と言います。
じゃあく
けん い
そして， 「邪悪な天使たちにさえ権威をもって命じ， それ

て， 安息日に全員でカペルナウムの会堂に行きます。 イ
ひと びと
おどろ
エスがそこで教えると， 人 々はその教え方に驚 きます。
けん い
イエスは律法学者たちのようではなく， 権威を授かった

らは従うのだ」 と話します。 （マルコ １：２７） 当然，この目

人のように教えていたからです。
じゃあく
この日， 会堂には邪悪な天使に取りつかれた男性が
さけ
来ています。 その人は大声で叫びます。 「ナザレ人イエ
ほろ
ス， 何をしに来たのですか。 私たちを滅ぼすのですか。
だれ
あなたが誰 かはよく分かっています。 神の聖なる者で
じゃ あく
しか
す」。 イエスは， その人を操っている邪 悪な天使を𠮟 り
だま
つけ， 「黙りなさい。 その人から出なさい！」 と命じます。

ます。 ペテロのしゅうとめが重い病気にかかり高熱を出
ひとびと
たの
していたため， 人々はイエスに何とか助けてほしいと頼
かのじょ
みます。 それでイエスは彼女の所へ行き， その手を取っ
い
て起こします。 しゅうとめはたちまち癒やされ， イエスと

覚ましい出来事についての話はガリラヤ中に広まります。
イエスと弟子たちは会堂を出て， ペテロの家に行き

弟子たちをもてなし始めます。 食事を出す準備を始め
たのでしょう。

けいれんを起こさせ， 力の限りわめきますが， 男性に

夕方ごろ，いろいろな場所から，病気の人を連れた人
げん
たちがペテロの家を訪れます。 間もなく，町中の人が玄
かんまえ
ちりょう
関前に集まったようです。 なぜでしょうか。 治療を望ん
ひとびと みな
でいたのです。 「人々が皆， 家にいるさまざまな病気の

「傷を負わせることなく」 出てきます。 （ルカ ４：３５） 周り

人をイエスの元に連れて」 きます。 そして， 「イエスは一

（マルコ １：２４， ２５）
じゃあく
たお
すると邪悪な天使は， その男性を地面に投げ倒して

じゃ あく
じゃあく
邪 悪 な天使に取りつかれる 邪悪 な天使に
取りつかれた人は， ひどく苦しめられました。
（マタイ １７：１４‐１８） しかし， そうした天使から
もど
解放されると， 正常な精神状態に戻り， 体調も
せいれい
回復しました。 イエスは， 神の聖 霊 の助けに
じゃあく
よって邪悪 な天使を何度も追い出しました。
（ルカ ８：３９； １１：２０）

人一人に手を置いて治し」 ます。 （ルカ ４：４０） イエスは
い
予告されていた通り， どんな病気でも癒 やしました。
じゃあく
（イザヤ ５３：４） 邪悪な天使に取りつかれている人をさ
じゃあく
え解放します。 邪悪な天使たちは出てくる時に， 「あな
さけ
たは神の子です」 と叫びます。 （ルカ ４：４１） しかしイエ
しか
じゃ
スは𠮟りつけ， それ以上話さないようにと命じます。 邪
あく
悪な天使たちはイエスがキリストであることを知ってい
かれ
たからです。 イエスは彼らが真の神に仕えているような
あた
印象を与えたくありませんでした。

安息日に， カペルナウムの会堂でどんなことがありましたか。
会堂を出た後， イエスはどこに行き， 何をしましたか。
き せき
ひとびと
そこでのイエスの奇跡を知ると， 町の人々はどうしましたか。
６０

じゃ あく
イエスは邪悪な天使を追い出す
い
ペテロのしゅうとめが癒やされる
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ガリラヤ中で伝道する
マタイ ４：２３‐２５

マルコ １：３５‐３９

ルカ ４：４２， ４３

いそが
イエスは４人の弟子たちとカペルナウムで忙しい１日を
ひとびと
過ごしています。 夕方にはその町の人々が病気の人を
い
癒やしてもらおうとしてやって来ます。 独りになれる時
間はほとんどありません。
翌日の朝早く，イエスはまだ暗いうちに起きて外に出
いの
ます。 そして， 父に祈るため， 独りになれる静かな場所
に行きます。 ところが， そうできたのも少しの間です。 イ
さが
エスがいないことに気が付いた 「シモンたち」 が捜しに
と
来たからです。 イエスはシモン， つまりペテロの家に泊
さが
まっていたので， ペテロが中心となって捜したのでしょ
う。 （マルコ １：３６。 ルカ ４：３８）

さが
イエスを見つけたペテロは， 「みんなが捜しています」

の町にも神の王国の良い知らせを広めなければなりま
つか
せん。 そのために遣わされたからです」。 （マルコ １：３８。
ルカ ４：４３）
イエスが地上に来た主な目的は， 神の王国を知らせ
ることでした。 その王国は神の名を神聖なものとし， 人
き せきてき
類の問題全てを永遠に解決します。 イエスは奇跡的な
い
つか
癒やしを行うことにより， 自分が神から遣わされた者で
つか
あることを示します。 モーセが何世紀も前に， 神から遣
き せき
わされたことの証明として奇跡を行ったのと同じです。
（出エジプト記 ４：１‐９， ３０， ３１）
こうして， イエスはほかの町で伝道するためカペルナ

の人たちはイエスにもっと長くいてほしいと思っていま

ウムを出発します。 ４人の弟子たち， ペテロと兄弟のア
いっ しょ
ンデレ， ヨハネとその兄弟ヤコブも一 緒 です。 この４人
いっしょ
すす
は先週，イエスと一緒に旅をしながら伝道を行うよう勧

す。 イエスにしてもらったことに深く感謝しているため，

められ， それに応じた最初の人たちです。

と言います。 （マルコ １：３７） 当然ながら， カペルナウム

イエスが 「自分たちの所から去っていくのを引き留めよ

ガリラヤでのイエスと弟子たちの伝道旅行は大成功

うと」 します。 （ルカ ４：４２） でも， イエスが地上に来た
き せきてき い
のは， 主に奇跡的な癒やしをするためでしたか。 イエス

でした。 イエスのうわさは遠く広く伝わっていきます。

の活動はこの地域だけに限られるのでしょうか。 イエス

れる十都市がある地方や， ヨルダン川の向こう側の他

は何と言いますか。

の地域にまで伝わります。 （マタイ ４：２４， ２５） ユダヤと

イエスは弟子たちに言います。 「どこかほかの所， 近
くの町に行きましょう。 そこでも伝道するためです。 私は
そのために来たからです」。 もっと長くいてほしいと願っ
ひとびと
ている人々に対し，イエスはこうも話します。 「私はほか

「イエスの評判はシリア中に広まり」， デカポリスと呼ば

それらの地域から大勢の人が来て， イエスと弟子たち
ちりょう
の後に従います。 多くの人が治療の必要な人を連れて
じゃあく
きます。 イエスはその期待に応え， 病気を治し， 邪悪な
天使を追い出します。

いそが
カペルナウムでの忙しい日の翌日， 朝早くにどんなことがありましたか。
つか
き せき
イエスが地上に遣わされたのはなぜですか。 イエスは何のために奇跡を行いましたか。
いっしょ
で か
だれ
はんきょう
イエスと一緒にガリラヤへの伝道旅行に出掛けたのは誰でしたか。 イエスの活動に対して， どんな反響がありましたか。
６２

イエスは４人の弟子たちとガリラヤ地方を旅する
わた
イエスの伝道と活動が広く知れ渡る
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ひ

ふ びょう

い

思いやりに動かされて重い皮 膚 病 の人を癒 やす
マタイ ８：１‐４

マルコ １：４０‐４５

ルカ ５：１２‐１６

ひ ふ びょう
い
イエスは重い皮膚病の人を癒やす
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イエスと４人の弟子たちが 「ガリラヤ中の会堂」 で伝道

対するイエスの接し方から， 次の点を確信できます。 そ

していくにつれ，イエスが素晴らしいことを行っていると

れは，イエスが地球全体を支配する時， 「立場が低い人
あわ
や貧しい人を哀れに思い， 貧しい人の命を救う」 という

いうニュースが広まっていきます。 （マルコ １：３９） その
ひ ふびょう わずら
ニュースは， 重い皮膚病を患う１人の男性にも伝わりま
ひ ふびょう
す。 医師ルカは， その人が 「全身重い皮膚病」 だったと
記しています。 （ルカ ５：１２） この病気は進行すると， 体
くず
の各部がだんだん崩れていきます。
ひ さん
はな
男性は悲惨な病状に苦しんでおり， 人から離れて生
活しなければなりません。 さらに， 他の人が自分に近
けが
けが
づいて病気に感染しないよう， 「汚れている， 汚れてい
さけ
る！」 と叫 ぶことも求められています。 （レビ記 １３：４５，
ふ
４６） ところが，この人はイエスに近づいてひれ伏し，こう
言ったのです。 「主よ， あなたは， お望みになるだけで，
い
私を癒やすことができます」。 （マタイ ８：２）
しんこう
イエスに対する何と立派な信 仰 でしょう。 病気のせ
いたいた
いで痛々しい姿をしていたはずです。 イエスはどのよう
に反応するでしょうか。 あなたがその場にいたならどう
の
しましたか。 イエスは思いやりに動かされ， 手を伸ばし
ふ
て相手に触れます。 そして， 「そう望みます。 良くなりな
さい」 と言います。 （マタイ ８：３） すると，信じにくいこと
ひ ふびょう
かもしれませんが， その重い皮 膚 病 はすぐに消えたの
です。
イエスのように思いやりにあふれる有能な人が王に
なってくれたら素晴らしいと思いませんか。 この男性に

預言が実現するということです。 （詩編 ７２：１３） その時，
イエスは苦しむ人たち全てを助けたいという自分の心
からの願いを果たします。
ひ ふびょう
い
重い皮膚病の男性を癒やす前から， イエスの伝道活
ひとびと
き
動は人々の関心を集めています。 今回の目覚ましい奇
せき
跡についての知らせも広まるでしょう。 しかしイエスは，
ひとびと
しんこう
人々がうわさで聞いたことだけを基に信仰 を持ってほ
しくないと考えています。 また， 「通りで自分の声が聞
かれないようにする」 と述べている預言も知っていま
さわ
す。 つまり世間を騒 がせたくないのです。 （イザヤ ４２：
い
あた
１， ２） それで， 癒やした男性に次のような命令を与えま
だれ
す。 「誰にも話さないようにしなさい。 ただ自分を祭司
に見せに行き， モーセが指定した供え物をささげなさ
い」。 （マタイ ８：４）
しかし， この男性はうれしさのあまり， 何が起きたか
を話さずにはいられません。 去っていき， いろいろな場
ひとびと こう き しん
所で話して回ります。 人々の好奇心はますますかき立て
だれ
られます。 イエスは町に入れば人目につくので， 誰も住
んでいない場所にしばらくの間とどまることにします。
ひとびと
い
それでも人々は， イエスから教えを聞くため， また癒や
してもらうために， あちこちからやって来ます。

ひ ふびょう
しょうじょう
重い皮膚病にかかるとどんな症 状が出ますか。 その病気にかかった人は何をしなければなりませんでしたか。
ひ ふびょう
重い皮膚病にかかったある男性は， イエスに何と言いましたか。 イエスの反応からどんなことが分かりますか。
い
ひとびと
男性は癒やされた後どうしましたか。 その結果， 人々はどんな反応をしましたか。
６５

「あなたの罪は許されています」
マタイ ９：１‐８

マルコ ２：１‐１２

ルカ ５：１７‐２６

い
イエスは体がまひした男性の罪を許して癒やす
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イエスの評判は遠く広くに伝わっています。 大勢の人が

９：２） しかし， イエスは本当に罪を許せるのでしょうか。

イエスの教えを聞いたり強力な行いを見たりするため
はな
に， 人里離 れた場所にまでやって来ます。 何日かして，
きょてん
もど
イエスが活動の拠点であるカペルナウムに戻ると， その

律法学者やパリサイ派の人たちはそのことを問題にし，

知らせがガリラヤの海の沿岸にあるこの町全体にあっ

ルコ ２：７）

という間に伝わります。 そのため多くの人がイエスのい
お か
る家に押し掛けます。 中にはガリラヤやユダヤ， さらに

そのような事を考えているのですか。 このまひした人

はエルサレムから来たパリサイ派の人たちや律法の教
師たちもいます。
「大勢の人が集まったため，戸口の辺りにも場所がな
く」 なります。 そして， 「イエスは神の言葉を語り始め」
ます。 （マルコ ２：２） 目を見張るような出来事が起きる
のはこれからです。 イエスは人間の苦しみの原因を取
り除き， 全ての人に健康を回復させる力を持っていま
す。 そのことを確信できる出来事です。
混み合った部屋の中でイエスが教えていると， ４人の
たん か
男性が体のまひした男性を担架に乗せてやって来ます。
い
友達をイエスに癒やしてほしかったのです。 でもあまり
にも混んでいて， イエスの 「すぐそばに連れて」 いけま

こう考えます。 「この男はなぜこんなことを言うのか。 神
ぼう とく
だれ
を冒 瀆している。 神以外の誰 が罪を許せるのか」。 （マ
かれ
み ぬ
たず
イエスは彼 らの考えを見 抜 き， こう尋ねます。 「なぜ

に， 『あなたの罪は許されている』 と言うのと， 『起き上
たん か
がって， 担架を持って歩きなさい』 と言うのとでは， どち
らが簡単ですか」。 （マルコ ２：８， ９） イエスは自分がさ
ぎ せい
さげることになっていた犠牲に基づいて， その男性の罪
を許すことができたのです。
そこにはイエスを批判する人もいましたが， イエスは
けん い
みな
自分が地上で罪を許す権威を持っていることを皆の前
で示します。 体がまひした男性を見て， 「さあ， 起き上
たん か
がって担 架 を持ち， 家に帰りなさい」 と命じます。 する
たん か
みな
と， 男性はすぐにその通りにし， 担架を持って皆の前を
ひとびと
おどろ
歩いて出ていきます。 人々はすっかり驚き， 神をたたえ
て， 「こんなことは見たことがない」 と言います。 （マル
コ ２：１１， １２）

せん。 （マルコ ２：４） がっかりしたはずです。 しかし， 彼
は
らは平らな屋根に上り， 屋根を がして穴を開けます。
たん か
そして， 体がまひした男性を乗せた担架を部屋の中に

の許しが健康の回復に関係のあることに注目してくだ

下ろしたのです。

いで， 罪の結果である病気と死が私たちに遺伝した， と

じゃ ま
おこ
イエスは話の邪 魔をされて怒 るでしょうか。 いいえ，
しん こう
むしろその人たちの信 仰 に感動し， 体がまひした男性
に言います。 「あなたの罪は許されています」。 （マタイ

イエスが病気と罪のつながりについて話したこと， 罪
さい。 聖書は， 人間の最初の親アダムが罪を犯したせ
説明しています。 しかし神の王国の支配下では， イエス
が， 神を愛し神に仕える人全ての罪を許します。 そして，
病気は永遠になくなるのです。 （ローマ ５：１２， １８， １９）

い
イエスがカペルナウムで体のまひした男性を癒やしたのはなぜですか。
その男性はどのようにしてイエスに近づくことができましたか。
この出来事から， 病気と罪のつながりについてどんなことが分かりますか。 将来， どんなことを期待できますか。
６７

マタイが加わる
マタイ ９：９‐１３

マルコ ２：１３‐１７

ルカ ５：２７‐３２

い
体がまひした男性を癒やした後，イエスはガリラヤの海
のそばのカペルナウムの辺りにとどまっています。 その
時も群衆がやって来たため， イエスは再び教え始めま

を聞いたイエスは， こう言います。 「健康な人に医者は
必要ではなく， 病気の人に必要なのです。 『私が望むの
あわ
ぎ せい
は憐 れみであって， 犠 牲 ではない』 ということの意味

す。 その後イエスは歩いている時に， レビとも呼ばれて
ちょうぜいしょ
み か
いるマタイが徴税所に座っているのを見掛け， 「私の弟
さそ
子になりなさい」 と言います。 素晴らしい誘いです。 （マ

を，行って学んできなさい。 私は，正しい人ではなく罪人

タイ ９：９）

ちで 「先生」 と呼んだのではありませんでしたが， 何が

スが行っていた活動をある程度知っていたようです。 ペ
テロやアンデレ， ヤコブやヨハネもそうでした。 その４人

正しいかについてイエスから学べることがありました。
ちょうぜいにん
マタイが徴税人や罪人たちを招いたのは，そうした人
さわ
たちがイエスの話を聞き，神について学んで爽やかにさ

と同じく，マタイもすぐに行動を起こします。 福音書の中

れるためだったようです。 実際， 「そのような人が大勢，

でこう記しています。 「するとマタイは立ち上がって，イエ
ちょうぜいにん
スの後に従った」。 （マタイ ９：９） マタイは徴税人の仕事

イエスの後に従っていた」 とあります。 （マルコ ２：１５）
ひとびと
イエスは， 人々 が神との良い関係を得られるよう助け

を辞めて， イエスの弟子になります。

たいと思っています。 自分こそ正しいと考えるパリサイ
ちが
派の人とは違い， 罪人たちを見下したりはしません。 思
あわ
さわ
いやりと憐れみに動かされ， 心を爽やかにする医師とし
い
て， 罪人たちを癒やします。
ちょうぜいにん
あわ
イエスが徴税人と罪人に憐れみを示すのは， 罪を大

ことがら
マタイはイエスが教えている事柄や， この地域でイエ

さそ
その後マタイは， イエスから特別な誘いを受けたこと

への感謝を表すためだと思われますが， イエスと弟子
だれ
たちを招待して盛大にもてなします。 ほかに誰 が招か
どうりょう
ちょうぜいにん
れていたでしょうか。 マタイの同僚だった徴税人たちで
ちょうぜいにん
にく
す。 徴税 人は， 憎まれていたローマの当局者のために
税金を集めていました。 港に入る船や輸入品， 主要道
ちょうしゅう
路を通る商人たちの荷物に課された税を徴収していま
ちょうぜいにん いっぱん
した。 徴税 人は一般のユダヤ人からどう見なされてい
かれ
たでしょうか。 彼らは税率以上のものを要求することが
きら
ちょうぜいにん
多かったため， ひどく嫌われていました。 徴税人たちに
加えて， この時マタイの家には， 不道徳な生き方で知ら

を招くために来ました」。 （マタイ ９：１２， １３。 ホセア ６：
６） パリサイ派の人たちは， イエスのことを誠実な気持

目に見ているからではありません。 病気の人に対する
いだ
ひ ふ
のと同じ優しい気持ちを抱いているからです。 重い皮膚
びょう
ふ
病の人に思いやり深く触れたイエスのことを思い出して
ください。 イエスは， 「そう望みます。 良くなりなさい」
あわ
と言いました。 （マタイ ８：３） 私たちも， 憐れみ深い態
さわ
度を身に付け，困っている人が神を知って心が爽やかに
なるよう助けていきたいものです。

れている 「罪人」 たちも招かれていました。 （ルカ ７：
３７‐３９）
自分が正しいと信じて疑わないパリサイ派の人たち
ひとびと いっしょ
は， イエスがそうした人々と一緒にいるのを見て， 弟子
ちょうぜいにん
たちに， 「あなたたちの先生が徴税 人や罪人と食事を
たず
するのはどうしてか」 と尋 ねます。 （マタイ ９：１１） それ
６８

イエスがマタイに会った時， マタイは何をしていましたか。
ちょうぜいにん
きら
ユダヤ人が徴税人をひどく嫌っていたのはなぜですか。
イエスが罪人たちと食事をしたのはなぜですか。

ちょう ぜい にん
イエスは徴税いっ
人しょ
のマタイを招く
キリストは罪人を助けるため， 一緒に食事をする
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イエスの弟子たちが断食をしない理由
マタイ ９：１４‐１７

マルコ ２：１８‐２２

ルカ ５：３３‐３９

せいれき
す こ
イエスが西暦３０年の過ぎ越しに出席してからしばらくし
ろう や
て， バプテストのヨハネは牢屋に入れられます。 ヨハネ
は自分の弟子たち全てがイエスの弟子になってほしい
とうごく
と期待しています。 しかし， ヨハネが投獄されて数カ月
たってもそうなっていません。
せいれき
す こ
西暦３１年の過ぎ越しが近づいたころ， ヨハネの弟子
が何人かイエスに近づき， 「私たちとパリサイ派の人た
ちは断食を行うのに，あなたの弟子はどうして断食をし
ないのですか」 と質問します。 （マタイ ９：１４） パリサイ
ぎ しき
派の人たちは宗教上の儀式 として断食をします。 後に
いの
イエスはその点を， あるパリサイ派の人の祈りを題材に

いの
祈りました。 （ルカ １８：１１， １２） ヨハネの弟子たちは習
とうごく
慣として， あるいはヨハネの投獄を悲しんで断食してい
かれ
るのかもしれません。 彼らは， イエスの弟子たちが断食
をして悲しまないのはなぜか， 不思議に思っています。
はなむこ
イエスはヨハネの弟子たちにこう答えます。 「花婿の
はなむこ いっしょ
なげ
友人たちは，花婿が一緒にいる限り，嘆き悲しむ理由が
はな むこ
ありません。 しかし， 花 婿 が取り去られる時が来ます。
そうなれば， 断食をします」。 （マタイ ９：１５）
はなむこ
花婿とは，以前ヨハネが述べたようにイエスのことで
す。 （ヨハネ ３：２８， ２９） ですから， イエスの弟子たちは，
イエスがいる間に断食をすることはありません。 その後

した例えで取り上げました。 その人は自分こそ正しいと
ひとびと
考え， 「神よ， 私がほかの人々のよう……［で］ないこと

イエスが亡くなると， その死を悲しみ， 食欲をなくしま

を感謝します。 私は週に２回断食をし……ています」 と

要がもうなくなり， 大きな喜びが生じます。

す。 しかしイエスが復活すると， 悲しんで断食をする必
つくろ
イエスは次に２つの例えを話します。 「古い外衣を繕

うために，縮んでいない布切れを使う人はいません。 外
断食についての例え イエスは， 多くの人がすぐ
う
さいほう
に思い浮 かべることのできる裁 縫 をテーマにし
て例えを話しました。 もし， 縮んでいない新しい
ぬ
布切れを古い布に縫 い付けるなら， どうなるで
せんたく
しょうか。 洗濯すると， 新しい布切れが縮んで古
い布を引っ張り， 破れができてしまいます。
ふくろ
また， ぶどう酒は動物の革でできた袋 に保存
されることがありました。 革は時間がたつと固
だんりょくせい
くなり， 弾 力性 がなくなります。 そのため， 古い
かわぶくろ
革 袋 は新しいぶどう酒を入れるのに向いてい
はっこう
ません。 新しいぶどう酒は発酵を続け， ガスを発
かわぶくろ
生させるので， 古く固くなった革 袋
は れつ
を破裂させてしまう可能
性があるからです。

衣は新しい布切れに引っ張られ， もっとひどく破れてし
かわぶくろ
まうからです。 また人は， 新しいぶどう酒を古い革袋に
かわぶくろ
さ
入れません。 もしそうしたら，革袋は張り裂け，ぶどう酒
かわぶくろ だ め
はこぼれ出て，革袋は駄目になってしまいます。 やはり，
かわぶくろ
新しいぶどう酒は新しい革袋に入れます」。 （マタイ ９：
１６， １７） イエスは何を教えているのでしょうか。
だれ
ぎ しきてき
誰もイエスの弟子たちに対し， 儀式的な断食などユ
ダヤ教の古い慣行に従うことを期待してはならないと
す
すう はい
いうことです。 イエスは， 古くなって擦 り切れた崇 拝 を
つくろ
繕 って長持ちさせるために来たのではありませんでし
すうはい
た。 古い崇拝の仕組みは間もなく捨てられることになっ
すうはい
ています。 イエスが推進している崇拝は， 人間の伝統が
混じった当時のユダヤ教に従ったものではありません。
かわぶくろ
古い衣類に新しい布切れを当てたり， 古い革袋に新し
いぶどう酒を入れたりするようなものではないのです。

７０

ヨハネの弟子たちが断食についてイエスに質問する

28

だれ
イエスの時代， 誰が断食の習慣を守っていましたか。 なぜですか。
いっしょ
イエスが一緒にいる間， イエスの弟子たちが断食をしないのはなぜですか。 その後， 断食をするようになるのは
なぜですか。
イエスが語った新しい布切れと新しいぶどう酒についての例えには， どんな意味がありましたか。
７１

安息日に良いことを行えるか
ヨハネ ５：１‐１６

こうはん い
イエスはガリラヤでの広範囲にわたる伝道で多くのこと
と
を成し遂げました。 それでも， 「私はほかの町にも神の

だれ
そこでイエスは，この男性だけでなく誰もがびっくりす
しきもの
るようなことを言います。 「起き上がり， その敷物を持っ

王国の良い知らせを広めなければなりません」 と言い

て， 歩きなさい」。 （ヨハネ ５：８） すると， すぐにその男性
い
しきもの
は癒やされ， 敷物を持って歩き始めます。
き せき
ところが， ユダヤ人たちは起きた奇 跡 を喜ぶのでは
しきもの
なく， 「安息日だから， 敷物 を運んではいけない」 と男

ます。 ガリラヤ以外にも目を向けていたのです。 それ
で， イエスは 「ユダヤの会堂で伝道」 していきます。 （ル
カ ４：４３， ４４） これにはもっともな理由がありました。
春になり，エルサレムでの祭りが近づいていたからです。
ガリラヤでの伝道と比べると， ユダヤでの活動のこと
ひと びと
は福音書にあまり記録されていません。 ユダヤの人 々
が無関心だったからかもしれません。 それでもイエスは
ちが
熱心に伝道を続け， どこへ行っても良いことをしたに違
いありません。

せいれき
す こ
間もなくイエスは， 西暦３１年の過ぎ越しを祝うため，

ユダヤの主要な都市エルサレムに向かいます。 エルサ
ちゅうろう
レムの羊の門の近くにある人通りの多い場所に， 柱 廊
のある大きな池があります。 そこはベツザタと呼ばれて
もうじん
います。 この池には， 病人や盲人や足の不自由な人が
ゆ
たくさんやって来ます。 水面が揺れる時に池に入るなら
い
ひとびと
癒やされる， と人々は信じているからです。

性に厳しく注意します。 男性は， 「治してくださった方
しきもの
が， 『敷物を持って， 歩きなさい』 と言いました」 と答え
ます。 （ヨハネ ５：１０，１１） それらのユダヤ人は安息日に
い
癒やしを行った人物を批判します。
かれ
彼らは， 「『それを持って， 歩きなさい』 と言ったのは
だれ
たず
誰 だ」 と男性に尋 ねます。 なぜでしょうか。 イエスは
まぎ こ
「その場の群衆に紛 れ込 んで」 しまっていたからです。
その男性もイエスの名前を知りませんでした。 （ヨハネ
しんでん
５：１２， １３） でもこの男性はもう一度イエスに神殿で会
だれ
い
うことができました。 そして， 誰が池のそばで自分を癒
やしてくれたのかを知ります。
い
だれ
男性は， 癒やしたのは誰 かと聞いてきたユダヤ人た

安息日にイエスは，３８年間も病気の男性に池のそば

ちを見つけ，その人がイエスだったと知らせます。 これを

で会い， 「良くなりたいですか」 と質問します。 男性はこ
だん な
ゆ
う答えます。 「旦那さま，私には，水が揺れる時に池に入

聞いたユダヤ人たちはイエスの所に行きます。 どうやっ
い
てその人を癒やしたのかを知るためではなく， 安息日に
い
癒やしを行ったことでイエスを非難するためです。 そし
はくがい
て， イエスを迫害し始めます。

れてくれる人がいません。 私が行こうとすると， ほかの
人が先に降りてしまいます」。 （ヨハネ ５：６， ７）

イエスがユダヤに向かったのはなぜですか。 イエスは何をし続けますか。
ベツザタと呼ばれる池に大勢の人が集まっていたのはなぜですか。
き せき
池のそばでイエスはどんな奇跡を行いましたか。 それを知ったあるユダヤ人たちはどうしましたか。
７２

イエスはユダヤで伝道する
い
イエスは池で病気の男性を癒やす

29

イエスは神の子
ヨハネ ５：１７‐４７

い
ユダヤ人たちは，イエスが男性を癒やすことで安息日を

ですから， イエスには特別な役割があります。 それで

破ったと非難します。 それに対し， イエスはこう答えま

もイエスは， 自分は神に次ぐ存在だとはっきり言いま

す。 「天の父は今までずっと働いてきました。 それで私も

す。 「私は自分からは何一つ行えません。 ……自分の意
つか
志ではなく， 私を遣わした方の意志に沿って行うからで
ひとびと
す」。 （ヨハネ ５：３０） イエスが人々に神の目的の中での
ひとびと
自分の役割を話すのは初めてです。 でも人々 は， 別の

働き続けています」。 （ヨハネ ５：１７）
イエスは， 安息日に関する神の律法に反していませ
い
ん。 伝道や癒 やしを行うことにより， 神の良い行いに
なら
倣 っているのです。 それで， 毎日良いことを行います。
おこ
でも， ユダヤ人たちはイエスの答えを聞いてますます怒
り， イエスを殺そうとします。 なぜでしょうか。
かれ
い
彼らは， イエスが癒やしを行って安息日を破っている
ま ちが
という間違った見方をしているだけでなく， イエスが自
分を神の子としたことで非常に腹を立てているのです。
神を父と考えるのは不敬だ， 自分を神と同等の存在と
おそ
していることになる， というわけです。 しかしイエスは恐
れずに， 自分と神との特別な関係について， こう話しま
いだ
す。 「父は子に愛情を抱いていて， 自分がする事全てを
子に示します」。 （ヨハネ ５：２０）
あた
イエスの父は命を与えることができます。 過去におい
あた
て， 復活させる力をある人たちに与えたこともあります。
あた
それでイエスは， 「父が死者を生き返らせて命を与える
あた
ように，子も自分が望む人に命を与える」 でしょう，と言
いだ
います。 （ヨハネ ５：２１） まさに将来への希望を抱かせ
はな
る言葉です。 とはいえ， 神の子はすでに， 神から離れて
ひとびと
しまった人々の心が再び神に向かうよう助けています。
つか
イエスはこう言います。 「私の言葉を聞いて，私を遣わし
しょばつ
た方を信じる人は， 永遠の命を受けます。 処罰されず，

人がイエスの役割について証言したのも聞いています。
し てき
イエスはその点を指摘し， 「あなた方は［バプテストの］
ひとびと つか
ヨハネの所に人々を遣わし， ヨハネは真理について証
言しました」 と言います。 （ヨハネ ５：３３）
ひとびと
イエスを非難する人々は，２年ほど前にヨハネが宗教
指導者に話すことを聞いていたでしょう。 それは， 「預
言者」 また 「キリスト」 と呼ばれる人が自分の後から来
る， ということです。 （ヨハネ １：２０‐２５） イエスは， 今は
とうごくちゅう
かれ
し てき
投 獄 中 のヨハネを彼 らが尊敬していたことを指 摘 し，
かれ
「あなた方はしばらくの間， 彼の光を受けて喜びにあふ
れたいと思っていました」 と言います。 （ヨハネ ５：３５）
こ
しかし， イエスはヨハネを超える証言を行っています。
い
ふく
イエスはさらに， 「［これまで行ってきた癒やしも含め］
つか
しょう
私がしている事……それが，父が私を遣わしたことの証
こ
つか
拠となるのです」 と話した上で， 「私を遣わした父が私
について証言してくださいました」 と言います。 （ヨハネ
５：３６， ３７） 例えば， 神はイエスのバプテスマの時に， イ
エスについて証言しました。 （マタイ ３：１７）
ですから， イエスを非難する人たちには， イエスを退
こん きょ
かれ
ける根 拠 がありません。 彼 らが調べていると主張する
聖書そのものが， イエスの立場について証明している

死から命へ移っています」。 （ヨハネ ５：２４）
だれ
イエスが誰かを実際に生き返らせたことはまだあり

のです。 イエスは結論としてこう言います。 「あなた方が

ません。 しかし， そうした復活が起きることを， イエスは
みな かれ
こう予告します。 「記念の墓の中にいる人が皆， 彼の声

モーセは私について書いたからです。 しかし， モーセが

を聞いて出てくる時が来るのです」。 （ヨハネ ５：２８， ２９）

を信じるでしょうか」。 （ヨハネ ５：４６， ４７）

７４

本当にモーセを信じているなら， 私を信じるはずです。
書いた物を信じないのであれば， どうして私が言うこと

神はイエスの父
復活は約束されている
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い
イエスが安息日に伝道や癒やしを行っても， 安息日を破ったことにならないのはなぜですか。
神の目的の中でのイエスの重要な役割とはどんなものですか。
しょうこ
イエスが神の子であることをどんな証拠が示していますか。
７５

安息日に穀物をむしる
マタイ １２：１‐８

マルコ ２：２３‐２８

ルカ ６：１‐５

イエスと弟子たちは北のガリラヤに向かっています。 春
なので畑には穀物が実っています。 おなかがすいた弟
ほ
子たちは穂 をむしって実を食べます。 その日は安息日
で， パリサイ派の人たちがイエスと弟子たちを見張って
います。
少し前， エルサレムのユダヤ人たちは， イエスが安息
日を破ったと非難し， イエスを殺そうとしました。 この
日も， パリサイ派の人たちは弟子たちの行動を見て， こ
う言います。 「見なさい， あなたの弟子たちは安息日に
してはいけないことをしています」。 （マタイ １２：２）
しゅうかく だっこく
穀物をむしり， 手でこすって食べるのは収穫と脱穀に
当たるというのが， パリサイ派の人たちの主張です。
しんこう
（出エジプト記 ３４：２１） もともと安息日は信 仰 を強め
さわ
かれ
る爽 やかな日であるべきでした。 でも， 彼 らは何が仕

ふく
事に含 まれるかについて厳し過ぎる見方をしていたの
で， 安息日は大変うっとうしいものになっていました。
エホバが取り決めた安息日の律法はそのように厳しい
いく
ものではありません。 イエスはそのことを示すため， 幾
かれ
ま ちが
し
つかの例を使って彼 らの見方が間 違 っていることを指
てき
摘します。
かれ
まずイエスは， ダビデとその部下の例を挙げます。 彼
らは空腹だった時， 幕屋に立ち寄って供え物のパンを
か
食べました。 そのパンはすでに新しいものと取り換 え
ふ つう
られ， エホバの前から取り下げられたもので， 普通は祭
司たちが食べました。 しかし， その時は特別に， ダビデ
と部下は食べることを許されました。 （レビ記 ２４：５‐９。
サムエル第一 ２１：１‐６）

しん でん
次にイエスは別の例を挙げ， 「安息日に神 殿 にいる

弟子たちが安息日に穀物をむしる
イエスは 「安息日の主」

祭司たちが安息日を守らなくても罪にならないことを，
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あわ
ぎ せい
のは憐れみであって， 犠牲ではない』 ということの意味

律法の中で読んだことがないのですか」 と言います。 祭
しんでん ぎ せい
司は安息日でも神殿で犠牲のための動物を殺したりし

を理解していたなら， 罪のない人を断罪したりはしな

ます。 イエスはこう続けます。 「しかしあなた方に言いま
しんでん
い だい
すが， 神殿より偉大な者がここにいます」。 （マタイ １２：

主なのです」 と言います。 イエスはここで， 自分が行う

５， ６。 民数記 ２８：９） つまり， イエスは神の大祭司なの

（マタイ １２：７， ８。 ホセア ６：６）

で， 安息日を破ることなど心配せずに自分の仕事を行
うことができるのです。
イエスは大切なポイントを強調するため， もう１つの
聖句を引用し， こう言います。 「あなた方は， 『私が望む

かったでしょう」。 そして最後に， 「人の子は安息日の
１０００年間の平和な王国支配について述べていました。
人類は長い間， サタンの支配する世で戦争や暴力に
苦しめられながら生活してきました。 しかし， 安息日の
こ
主キリストは， 私たちがずっと待ち焦がれてきた安心で
きる時代を実現するのです。

パリサイ派の人たちは， イエスの弟子たちがどんな罪を犯したと非難しましたか。 それはなぜですか。
イエスはそれらの人たちの見方をどのように正しましたか。
イエスが 「安息日の主」 と言えるのはなぜですか。

７７

安息日に関する正しい見方
マタイ １２：９‐１４

マルコ ３：１‐６

ルカ ６：６‐１１

イエスは別の安息日に， ある会堂に行きます。 それはガ
リラヤの会堂だったようです。 イエスはそこで，右手のま
み か
ひした男性を見掛けます。 （ルカ ６：６） 律法学者とパリ
サイ派の人たちはイエスをじっと見ています。 その理由
かれ
は， 彼らの次の質問で明らかになります。 「安息日に病
気を治すのは正しいことでしょうか」。 （マタイ １２：１０）
ちりょう
ユダヤ教の宗教指導者たちは， 安息日に治療が許さ
れるのは命が危険な場合 だけ であると考えています。
ねん
例えば，安息日には骨折の手当てをしてはならない，捻
ざ
挫した所に包帯をしてはならない， といった規定があり

ひ かく
イエスは分かりやすい比 較 をし， 「人は羊よりずっと
価値があるのではないでしょうか。 それで， 安息日に立
派なことをするのは正しいことです」 と話します。 （マタ
い
イ １２：１２） ですから， イエスがその男性を癒やしたとし
ても安息日を破ることにはならないのです。 宗教指導
者たちはそのような論理的で思いやり深い見方に反論
だま こ
できません。 黙り込んでしまいます。
かれ
いきどお
イエスは彼らの誤った見方に心を痛め，憤りを感じつ
の
つ， 周りを見回します。 そしてその男性に， 「手を伸ばし

ました。 律法学者とパリサイ派の人たちがイエスに質
き づか
問したのは， 右手のまひした男性を気遣っているからで

なさい」 と言います。 （マタイ １２：１３） 男性がまひした
の
手を伸ばすと， まひはすっかりなくなります。 男性は大
おとしい
喜びしますが， イエスを陥れようとたくらんでいた人た

はありません。 イエスを非難する口実を見つけようとし

ちはどうするでしょうか。

ているのです。

かれ
しかしイエスは， 彼らの考え方がゆがんでいることを
かれ
知っています。 彼らは， 安息日にしてはならないとされ
ふく
きょくたん
る仕事に何が含まれるかについて， 極端 で聖書からず
れた見方をしています。 （出エジプト記 ２０：８‐１０） イエ
ことがら
ちが
スが行った良い事柄に対する見当違いの批判はこれま
でもありました。 それでイエスは， この問題に正面から
こ
切り込むことにし， 右手のまひした男性に， 「立って， 中
央に来てください」 と言います。 （マルコ ３：３）
イエスは律法学者とパリサイ派の人たちの方を見て，
ぴき
「あなた方の中で， 飼っている１匹の羊が安息日に穴に
落ちた場合， つかんで引き出さない人がいるでしょうか」
と質問します。 （マタイ １２：１１） 羊は貴重な収入源なの
で， 次の日まで穴の中に放置することはありません。 そ
んなことをすれば羊は死んでしまうかもしれず， 損をす
るのは自分だからです。 さらに， 聖書には， 「正しい人
か ちく
しんげん
は自分の家畜を大切にする」 とあります。 （箴言 １２：１０）
７８

パリサイ派の人たちは男性の手が治ったことを喜ば
ず，その場から出ていき，すぐに 「ヘロデ党の人たちと協
議」 します。 「イエスを殺そうとして」 です。 （マルコ ３：
６） ヘロデ党の中には， サドカイ派と呼ばれるグループ
の人たちもいるようです。 サドカイ派とパリサイ派は対
立していますが， イエスに敵対するために団結します。

い
安息日に男性の手を癒やす
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どんなことがきっかけでイエスとユダヤ教の宗教指導者たちの議論が始まりましたか。
ま ちが
ユダヤ教の宗教指導者たちは安息日についてどんな間違った見方をしていましたか。
ま ちが
イエスは安息日に関する間違った見方にどのように反論しましたか。
７９

イザヤの預言を実現する
マタイ １２：１５‐２１

マルコ ３：７‐１２

ねら
イエスはパリサイ派とヘロデ党の人たちが命を狙 って
いっしょ
いることを知り， 弟子たちと一緒にガリラヤの海に向か
います。 すると，いろいろな場所からたくさんの人たちが
イエスの所へやって来ます。 ガリラヤ，海辺の町ティルス
やシドン，ヨルダン川の東側，エルサレム，はるか南のイ
い
ドマヤからもです。 イエスは大勢の人を癒やします。 そ
お
のため， 重い病気の人たちがイエスの元に押 し寄せま
ふ
す。 イエスに触れてもらうのを待たずに， 自分からイエ
ふ
スに触れようとしているのです。 （マルコ ３：９， １０）
あまりにも大勢の人がやって来たので，イエスは弟子
こ ぶね
はな
たちに小舟を準備するように言います。 岸から離れるこ
お
さ
とができ， 群衆に押しつぶされてしまうのを避けられる
ふね
ひとびと
からです。 また，舟の上から人々を教えたり，岸に沿って
移動しながら別の人たちを助けたりできます。
弟子のマタイは， イエスの活動により 「預言者イザヤ
を通して……語られた事」 が実現する， と述べていま
す。 （マタイ １２：１７） それはどんな預言なのでしょうか。
ほう し しゃ
「見なさい， 私が選んだ奉仕者， 私が愛し， 喜んでい
かれ
せいれい
かれ
る者である。 私は彼の上に聖霊を置き， 彼は， 公正とは
ひと びと
かれ
何かを諸国の人 々 に明らかにする。 彼 は言い争わず，
さけ
だれ
かれ
かれ
叫び立てず， 誰も大通りで彼の声を聞かない。 彼は， 傷
ついたアシを折らず， くすぶる灯心を消さず， やがて公正
ひと びと かれ
を確実にもたらす。 まさに， 諸国の人 々 は彼 の名に望
か
みを掛ける」。 （マタイ １２：１８‐２１。 イザヤ ４２：１‐４）
ほう し しゃ
イエスは， 神が愛し， 神が喜んでいる奉仕者です。 宗
いつわ
教上の偽 りの伝統によってあいまいになっている真の

解放します。 それで， 宗教指導者たちはイエスを殺した

公正とは何かを明らかにします。 パリサイ派の人たちは

さないようにと」 命じました。 （マルコ ３：１２） イエスは
だいだいてき
自分のことが通りで大々的に宣伝されることや， 大げさ

律法を不公正また自分勝手な方法で適用し， 安息日に
は病気の人を助けようともしません。 しかしイエスは，
せいれい
神の公正をはっきりさせ， 聖霊が自分の上にあることを
ひとびと
示すことによって， 不公正な伝統という重荷から人々を
８０

いと思っているのです。 何と残念なことでしょう。
かれ
さけ
だれ
かれ
「彼は言い争わず， 叫び立てず， 誰も大通りで彼の声
い
を聞かない」 とはどういう意味でしょうか。 イエスは癒
ひとびと じゃあく
だれ
やしを行った際， 人々や邪悪な天使に対し， 「誰にも話

なうわさが広まっていくことを望んでいないのです。
またイエスは，傷ついたアシのようにいわば折り曲げ
たお
られ倒された人たちをほっとさせるメッセージを伝えま

お
群衆がイエスに押し寄せる
イエスはイザヤの預言を実現する

す。 その人たちは， くすぶるランプの火のように， 今にも
ほのお
命の炎が消えそうになっています。 イエスは傷ついたア
ほのお
シを折ったり， くすぶる灯心の炎を消したりはしません。
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にゅう わ
愛と優しさをもって柔 和 な人を親切に元気づけます。
ひとびと
か
イエスこそ， 諸国の人々が望みを掛けることのできる方
です。

さけ
イエスは大通りで叫び立てることなく， 公正とは何かを明らかにしました。 どのようにですか。
傷ついたアシやくすぶる灯心とは， どんな人のことを指していますか。 イエスはそうした人たちにどう接しますか。

８１

１２使徒を選ぶ
マルコ ３：１３‐１９

ルカ ６：１２‐１６

しょうかい
バプテストのヨハネがイエスを神の子羊として紹介した

人」 シモン， トマス， アルパヨの子ヤコブ， ユダ・イスカリ

時から約１年半が過ぎました。 イエスが伝道活動を始

オテです。 （ルカ ６：１６。 マタイ １０：２‐４）

めてから， 大勢の誠実な男性が弟子になっています。 例

この１２人はこれまでもイエスと旅をしてきたので， イ
かれ
エスは彼 らのことをよく知っています。 イエスの親族も
ふく
何人か含 まれています。 ヤコブとヨハネはイエスのい

えば， アンデレ， シモン・ペテロ， ヨハネ， フィリポ， ナタ
おそ
ナエル（バルトロマイとも呼ばれる）がいます。 恐らくヤ
ふく
コブ（ヨハネの兄弟）も含まれるでしょう。 その後も大勢
の人がイエスに従い始めます。 （ヨハネ １：４５‐４７）
イエスが使徒を選ぶ時が来ました。 使徒たちはイエ
スの親しい仲間となり， 特別な訓練を受けます。 でも，

とこと思われます。 また， ある人たちが考えるようにア
ルパヨがイエスの養父ヨセフの兄弟であるなら， アル
パヨの息子で使徒のヤコブもイエスのいとこに当たり
ます。

イエスは使徒を選ぶ前に， 山に出ていきます。 カペルナ

イエスにとって使徒たちの名前を覚えるのは簡単で

ウムからそれほど遠くない， ガリラヤの海のそばの山で

したが， あなたはどうですか。 覚え方があります。 まず，
シモンが２人， ヤコブが２人， ユダが２人います。 そして，
シモン（ペテロ）の兄弟がアンデレ， ヤコブ（ゼベダイの
子）の兄弟がヨハネです。 これで８人の使徒を覚えられ
ちょうぜいにん
いだ
ます。 あとの４人は， 徴税人（マタイ）， 後に疑いを抱い
た人（トマス）， 木の下から呼ばれた人（ナタナエル）， ナ
タナエルの友人（フィリポ）です。
使徒のうち１１人は， イエスの故郷であるガリラヤの

いの
ち え
しょう。 一晩中イエスは神に祈ります。 知恵と神の祝福
ちが
を求めたに違いありません。 次の日， 弟子たちを自分

出身です。 ナタナエルはカナ出身で， フィリポとペテロ
とアンデレはベツサイダ出身です。 ペテロとアンデレは
こ
後にカペルナウムに引っ越します。 そこにはマタイも住

の所に呼び， その中から１２人を使徒として選びます。
ちょうぜいしょ
イエスは， 最初の節に出てきた６人に加えて， 徴税所

んでいたようです。 ヤコブとヨハネはカペルナウムかそ

から呼んだマタイも選びます。 そのほかの５人は， ユダ

裏切るユダ・イスカリオテだけがユダヤ出身だったよう

（タダイ， または 「ヤコブの子」 と呼ばれる）， 「熱心な

です。

の周辺に住み， 漁業を営んでいました。 後にイエスを

いの
イエスは夜通し神に祈った後， どんな大切な決定を下しましたか。
だれ
イエスの１２使徒は誰ですか。 どうすれば使徒たちの名前を覚えられますか。

８２

１２使徒
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有名な山上の垂訓
マタイ ５：１–７：２９

ルカ ６：１７‐４９

山上の垂訓

いの
イエスは一晩中祈った後， 弟子の１２人を使徒として選
のぼ
つか
びました。 すでに日は昇っています。 イエスは疲れてい
ちが
ひと びと
るに違 いありません。 でも， 人 々 を助けたいと願って
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だれ
本当に幸福なのは誰 か
だれ
誰もが幸福になりたいと願っています。 それでイエス

おり， その力も残っています。 それで， ガリラヤの山の中

は， 本当に幸福なのはどんな人かについて話し始めま
ひと びと
しんけん
す。 人 々 はイエスの話を真剣 に聞きます。 しかし， すぐ

腹で時間を取ります。 そこは， カペルナウムにあるイエ

には納得できない部分もあったでしょう。

スの活動の中心地からそれほど遠くない場所と思われ
ます。
大勢の人が遠くからイエスの所にやって来ています。
エルサレムやユダヤなど南の方から来た人もいれば，
北西の海辺の町ティルスやシドンから来た人もいます。
何のためですか。 「イエスの話を聞くため， また病気を
い
癒やしてもらうため」 です。 そして， イエスは 「全ての人
い
を癒 やし」 ていきます。 考えてみてください。 病気の人
い
たち全員が癒やされたのです。 さらにイエスは， サタン
じゃ あく
が率いる 「邪 悪 な天使に苦しめられている人たち」 も
助けます。 （ルカ ６：１７‐１９）

ひとびと
イエスは山の中腹で平らな場所を見つけ， 人々もそ

こに集まります。 弟子たち， 特に１２使徒はイエスのすぐ
い
じゃあく
そばにいたことでしょう。 病気を癒やしたり邪悪な天使
みな
を追い出したりする人の話をぜひ聞きたいと皆 が思っ

イエスはこう話します。 「神の導きが必要であること
を自覚している人たちは幸福です。 天の王国はその人
なげ
たちのものだからです。 嘆き悲しむ人たちは幸福です。
なぐさ
慰められるからです。 ……正しいことを切望している人
たちは幸福です。 満たされるからです。 ……正しいこと
はく がい
をして迫 害 されてきた人たちは幸福です。 天の王国は
はく
その人たちのものだからです。 私のために非難され， 迫
がい
害され……るとき， あなたたちは幸福です。 喜び， また
かん き
歓喜しなさい」。 （マタイ ５：３‐１２）
イエスはどういう意味で 「幸福」 と言っていたので
ゆ かい
しょうか。 陽気で愉快な気分のことを言っていたのでは
ありません。 幸福とはもっと深いものです。 人生におけ
じゅうじつかん
る満足感や充実感のことです。
イエスが言う幸福な人とは， 神の導きが必要である

ています。 そこでイエスは教訓となる話をします。 この

ことを認め， 自分の罪深さを悲しみ， 神を知って神に仕

時以来， 非常に大勢の人たちがこの話から力を得てき

えるようになる人のことです。 その人は，神に従うことで
にく
はくがい
憎まれ迫害されても幸福です。 神に喜ばれ， 永遠の命
あた
という報いが与えられると知っているからです。

ました。 イエスがシンプルに分かりやすく述べた深い教
ひとびと ふ だん
訓は， 私たちにも役立ちます。 イエスは， 人々が普段経
験することやよく知っていることを題材にして話します。
そのおかげで， 神が喜ぶ生き方をしたいと願う人は， イ
エスの話をすぐに理解できます。 では， イエスが語った
大切な教訓を順番に取り上げましょう。

とはいえ多くの人は， 経済的に豊かで楽しければ幸
ちが
せになれる，と考えています。 しかし，イエスは違う見方
ひとびと
ゆう
を示します。 人々に考えさせるため， こう言います。 「裕
ふく
ひ さん
なぐさ
福なあなたたちは悲惨 です。 慰 めを全て得ているから

だれ
イエスは， 有名な山上の垂訓をどこで話しましたか。 そこには誰がいましたか。
ふく
その垂訓にはどんな大切な教訓が含まれていますか。
だれ
本当に幸福なのは誰ですか。 なぜそう言えますか。

８５

ひ さん
う
です。 いま満たされているあなたたちは悲惨です。 飢え
ひ
るようになるからです。 いま笑っているあなたたちは悲
さん
なげ
惨です。 嘆いて泣き悲しむようになるからです。 全ての
ひ
人があなたたちのことを良く言うとき， あなたたちは悲
さん
かれ
にせ
惨 です。 彼 らの父祖も偽 預言者たちにそのようにした
のです」。 （ルカ ６：２４‐２６）
ゆうふく
ほ
裕福になったり， 楽しく笑ったり， 人から褒められたり
ひ さん
するのが悲惨なのはなぜでしょうか。 そうしたことを重
要視すると， 神に仕えることが後回しになり， 本当の幸

上に置きます。 それでイエス
すす
はこう勧めます。 「あなたたち
ひと びと
かがや
の光を人 々 の前に輝 かせな
ひと びと
さい。 そうすれば， 人 々 はあ
なたたちの立派な行動を見
て， 天にいる父をたたえるで
しょう」。 （マタイ ５：１４‐１６）
弟子のため の高い規準

宗教指導者たちはイエスを
い はんしゃ
律法の違反者と見なし， 少し前にもイエスを殺そうとし
ました。 それでイエスははっきりこう言います。 「私が律
法や預言者の言葉を取り消すために来た， と考えては
なりません。 取り消すためではなく， 実現するために来
ました」。 （マタイ ５：１７）

みな
イエスは神の律法をとても大切にしており， 皆にもそ
すす
うするよう勧めます。 イエスはこう言います。 「ですから，
小さなおきての１つを破り， そうするよう教える人は， 天
の王国にふさわしくない者と呼ばれます」。 これは， 王
福を得られなくなる可能性があるからです。 イエスは，
う
貧しさや飢 えが人を幸福にすると言っていたのではあ
めぐ
じょうきょう
りません。 しかし多くの場合， 恵まれない状況にある人
たちは，イエスの教えを受け入れ，本当の幸福を味わい
ます。
次に， イエスは弟子たちに， 「あなたたちは地の塩で
す」 と言います。 （マタイ ５：１３） 本物の塩のことではあ
しん でん さい だん
りません。 塩は保存料の働きをします。 神 殿 の祭 壇 の
ささ もの ふ か
近くには大量の塩が置かれ， 捧げ物に振り掛けられま
ふ はい
した。 また， 塩は腐敗を防ぎます。 （レビ記 ２：１３。 エゼ
キエル ４３：２３， ２４） イエスの弟子たちも 「地の塩」 とし
ひと びと
ふ はい
て， 人 々 の心を腐 敗 から守ります。 弟子たちの伝える
メッセージは， それを受け入れる人たちの命を保護す
ることができます。
イエスはさらに， 「あなたたちは世の光です」 と話し
かご
ます。 ランプは籠の下ではなく，周りを照らせるよう台の
８６

国に入ることができないという意味です。 そして，こう続
けます。 「しかし，そうしたおきてを行い，教える人は，天
の王国にふさわしい者と呼ばれます」。 （マタイ ５：１９）
ま
イエスは，神の律法を破ることにつながる考え方も間
ちが
違っている， と教えます。 律法が 「殺人をしてはならな
ふ
いきどお
い」 と述べていることに触れた後， 「兄弟に対して憤り
いだ
みな ほうてい
を抱き続ける人は皆， 法廷に引き出されます」 と言った
いきどお いだ
のです。 （マタイ ５：２１， ２２） 他の人に憤りを抱き続ける
のはとても危険です。 殺人につながりかねないからで
す。 それでイエスは， 平和を作り出すためにどこまです
べきかを次のように説明します。 「それで， あなたが供
さい だん
え物を祭 壇に持ってきて， 兄弟が自分に対して何か反
いだ
感を抱いていることをそこで思い出したなら， 供え物を
さいだん
で か
祭壇の前に残して， 出掛けていきなさい。 まず兄弟と仲
もど
直りし， それから戻 ってきて， 供え物をささげなさい」。
（マタイ ５：２３， ２４）
かんいん
律法には， 姦淫に関するおきてもあります。 イエスは
言います。 「あなたたちは， こう言われているのを知っ
かんいん
ています。 『姦淫をしてはならない』。 しかし私は言いま
いだ
みな
す。 女性を見続けて情欲を抱く人は皆，すでに心の中で
かんいん
姦淫をしたのです」。 （マタイ ５：２７， ２８） イエスは， 頭に
う
ふと浮 かぶ不道徳な考えについてではなく， 「見続け」

人は生き延びるために， 病
おか
気にひどく侵 された手足を切
断する場合があります。 イエス
が教えていたのは， 不道徳な
さ
考えや行いを避 けるためなら
何でも 「捨て去［る］」 ように，

ということでした。 たとえそれ
が目や手と同じくらい大切な
ものであっても， そうすべきな
のです。 「体の一部を失う方
が，全身がゲヘナに落ちるよりは，よいのです」 とイエス
じょうへき
は説明します。 ゲヘナとは， エルサレムの城壁の外側に
ほろ
あった燃えるごみの山のことで， 永遠の滅びを表してい
ます。
イエスは， 私たちの心や体を傷つける人にどう対処
じゃあく
すればよいかを教えます。 「邪悪な人と争ってはなりま
ほお
ほお
せん。 右の頬 を平手打ちする人には， もう一方の頬 も
おそ
向けなさい」。 （マタイ ５：３９） これは， 襲われた時に自
分や家族を守ることができないという意味ではありま
せん。 イエスは平手打ちという言葉を使っています。 平
手打ちは， ひどい傷を負わせたり相手を殺したりすると
ぶじょく
だれ
いうより， 侮辱するための方法です。 ですから， 誰かから

ることの重大さを教えていたのです。 見続けるなら欲望
かんいん
がどんどん強くなり，機会があると姦淫をしてしまうかも
しれません。 では， 何ができますか。 断固とした行動が
必要です。 イエスはこう言います。 「そこで， もし右目が
あなたに罪を犯させているなら， えぐり出して捨て去り
なさい。 ……もし右手があなたに罪を犯させているな
はな
ら， 切り離して捨て去りなさい」。 （マタイ ５：２９， ３０）

ひ さん
本当に幸福な人とは対照的に， どんな人は悲惨だと言えますか。 なぜですか。
イエスの弟子たちは 「地の塩」， 「世の光」 です。 なぜそう言えますか。
イエスは神の律法を大切にしていることをどのように示しましたか。
かんいん
さ
イエスは殺人や姦淫につながりかねないことをきっぱり避けるために何をすべきだと教えましたか。

８７

いの
ぎ ぜんしゃ
さらにイエスは， 「祈るとき， 偽善者たちのようであっ
てはなりません。 その人たちは， 人に見えるように会堂
いの
の中や大通りの角に立って祈ることを好みます」 と話し
いの
ます。 そして， 「祈るときには， 自分の部屋に入って戸を
いの
閉じてから， ひそかな所にいる父に祈りなさい」 と教え
いの
ます。 （マタイ ６：５， ６） 人前で祈 ることが良くないわけ
いの
ではありません。 イエスもそうした祈りをささげました。
いの
ほ
祈るとき， 人を感心させて褒め言葉をもらおうとしては
ぶじょくてき
ふ か
実際の平手打ちや侮辱的な言葉でけんかを吹っ掛けら

ならない， ということです。
いの
ひとびと
イエスは， 「祈るとき，異国の人々がするように同じこ

れても， 乗ってはならないのです。
りんじん
このアドバイスは， 隣人を愛するようにという神の律

とを何度も言ってはなりません」 と述べます。 （マタイ
く
いの
ま ちが
６：７） ある事について繰 り返し祈 るのは間 違 っていま

法に沿ったものです。 それで，イエスはさらにこう教えま
はく がい
いの
す。 「敵を愛し続け， 迫 害する人のために祈り続けなさ
い。 自分が天にいる父の子であることを示すためです。
のぼ
父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ……てくださるの

せん。 イエスは， 覚えたフレーズを 「何度も」 使って機
いの
械的に祈 るのはよくない， と言っていたのです。 それ
せいがん ふく
からイエスは７つの請願が含
も はんてき いの
まれている模範的な祈りを教

です」。 （マタイ ５：４４， ４５）

えます。 最初の３つは神の支

し
イエスは垂訓のこの部分をこう締めくくります。 「です

配権と神の目的に関係があ

から， あなたたちは， 天の父が完全であるように完全で

り， 神の名前が神聖なものと

なければなりません」。 （マタイ ５：４８） これは私たちが
かんぺき
なら
完璧になれるということではありません。 神に倣って敵

されること， 神の王国が来る

をも愛するほどの大きな愛を持てる， という教えです。
あわ
あわ
別の言い方をすると， 「天の父が憐れみ深いように憐れ

とを願うものです。 それらに
いの
ついて祈 ってから， 個人的な
いの
ことを祈 れるでしょう。 毎日
ゆうわく た
の食物， 罪の許し， 誘惑に耐
じゃあく
える力， 邪悪な者からの救出

み深くありなさい」 ということです。 （ルカ ６：３６）
いの
しん らい
祈 りと神への信 頼
次にイエスは， 「注目されようとして人前で善行をす
ることがないように注意しなさい」 と言います。 イエス
けい けん
あわ
ほどこ
は見せかけの敬 虔な態度を非難し， 「憐れみの施しを
ぎ ぜんしゃ
ほどこ
するとき，偽善者たちが……するように，施す前にラッパ
ふ
を吹いてはなりません」 と言います。 （マタイ ６：１， ２） そ
ほどこ
うした施しは， 目立たないように行う方がよいのです。

こと， 神の意志が行われるこ

を願うことができます。
私たちにとって所有物はどれほど重要ですか。 イエ
たくわ
スはこう話しました。 「自分のために地上に宝を蓄える
が
どろぼう
のをやめなさい。 そこでは蛾やさびがむしばみ， 泥棒が
ぬす
入って盗 みます」。 イエスの言う通りです。 所有物は高

ほお
もう一方の頬を向けるとは， どんな意味ですか。
私たちはどのような意味で神のように完全であることができますか。
いの
イエスは祈りについてどんなことを教えましたか。

く
く
繰 り返し教える イエスは大切な教訓を繰 り返し教え
いの
ました。 例えば， 山上の垂訓では， 祈 り方と， 物に対する
バランスの取れた見方を教えました。 （マタイ ６：９‐１３，
２５‐３４）
それから約１年半後， イエスは同じことをもう一度教え
ました。 （ルカ １１：１‐４； １２：２２‐３１） これにより， 最初の
時にその場にいなかった人が教訓を
得ただけでなく，弟子たちもそれ
を心に刻むことができました。

価であっても失われやすく， たくさん所有しているから
といって神からの評価が上がるわけではありません。 そ
たくわ
れでイエスは， 「自分のために天に宝を蓄えなさい」 と
ほう し
教えます。 神への奉 仕 を生活の中で第一にすることに
よってそうできます。 神の前での私たちの良い立場や永
うば
だれ
遠の命という報いを奪うことは誰にもできません。 イエ
スの次の言葉は事実です。 「あなたの宝のある所， そこ

にとって光です。 それで，もし
しょうてん
目の焦点が合っていれば，体

だれ
イエスはインパクトのある例えを語ります。 「誰も２人
ど れい
にく
の主人に奴隷として仕えることはできません。 一方を憎
つ
んで他方を愛するか， 一方に尽くして他方を軽く見るか
ど れい
です。 神と富とに奴隷として仕えることはできません」。

全体が明るいでしょう。 しか

（マタイ ６：２４）

にあなたの心もあるのです」。 （マタイ ６：１９‐２１）
イエスはこの点を強調する例えを話します。 「目は体

し， 目が欲で満ちていれば，

ひつ じゅひん
話を聞いている人たちは， 生活必 需品についてどん

タイ ６：２２， ２３） 目はきちん

な見方をすればよいのかと思ったかもしれません。 イエ
ほう し
スは，神への奉仕を第一にする限り，不安に思う必要は

と働けば， 光を放つランプのようになります。 しかし， そ
しょうてん
のためには， 目の焦点が合っていなければなりません。

ないと教え， こう言います。 「鳥をよく観察しなさい。 種
か
をまいたり， 刈り取ったり， 倉に集めたりはしません。 そ

さもないと， 誤った判断をする可能性があります。 目の
しょうてん
ほう し
焦点 が神への奉 仕 よりも所有物に合っていると， 私た
やみ
ちの 「体全体が暗」 くなり， 暗い闇の方向に進んでしま

れでも天の父は鳥を養っています」。 （マタイ ６：２６）
さ
その山に咲 いていた野のユリはどうですか。 イエス
えい が
は， 「栄華を極めたソロモンでさえ， このような花の１つ

うかもしれません。

ほどにも装ってはいませんでした」 と言います。 何を学

体全体が暗いでしょう」。 （マ

８９

べますか。 「神が， 今日ここにあって明日かまどに投げ
こ
あた
込まれる野の草木にこのように服を与えているなら， ま
あた
してあなたたちには服を与 えてくださるのではないで
しんこう
しょうか。 信仰の少ない人たち」。 （マタイ ６：２９， ３０） イ
わずら
エスはこう教えます。 「思い煩って， 『何を食べるのか』，
『何を飲むのか』， 『何を着るのか』 などと言ってはなり
ません。 ……天の父は， あなたたちがこうしたもの全て

ません」 と言いました。 （マタイ ７：６） 神の言葉 聖書に
しんじゅ
収められている真理は， 貴重な真珠のようです。 もしあ
る人がその貴重な真理の価値を全く認めないなら， 弟
子たちは真理を喜んで聞く別の人を探すべきです。
いの
もど
いの
イエスは祈りのことに話を戻し， 祈り続ける大切さを
あた
教えてこう言います。 「求め続けなさい。 そうすれば与
いの
えられます」。 神は祈 りに答える用意ができています。

を必要としていることを知っています。 ですから， 王国と
神から見て正しい事とをいつも第一にしなさい。 そうす
あた
れば， こうしたほかのもの全ても， あなたたちに与えら
れます」。 （マタイ ６：３１‐３３）
命を得る方法

使徒たちや他の誠実な人たちは神を喜ばせる生き方
かれ
をしたいと願っています。 しかし彼らにとって， それは簡
単なことではありません。 例えば， パリサイ派は全体的
えい
に， 批判的で他の人を厳しく裁きます。 イエスはその影
きょう
響を受けないよう忠告し， 「裁くのをやめなさい。 裁か
れないためです。 人を裁いているのと同じ仕方で， 自分
も裁かれ」 ます， と言います。 （マタイ ７：１， ２）
批判ばかりしているパリサイ派に従うのは危険です。
イエスは例えを用いて， 「目の見えない人が目の見えな
い人を案内できるでしょうか。 ２人とも穴に落ちてしま
いませんか」 と質問します。 では， 他の人のことをどう
見るべきでしょうか。 決して批判的になるべきではあり
ません。 重大な罪につながりかねないからです。 イエス
は説明を続けます。 「自分自身の目の中の材木が見え
ていないのに， どうして， 『兄弟，あなたの目の中にある
ぎ ぜん
わらを取り除かせてください』 と言えるのですか。 偽善
しゃ
者たち！ まず自分の目から材木を取り除きなさい。 そ
うすれば， 兄弟の目の中にあるわらを取り除く方法が
はっきり分かるでしょう」。 （ルカ ６：３９‐４２）
ま ちが
これは，正しいか間違いかの判断をしてはならないと
いう意味ではありません。 イエスは， 「聖なるものを犬
あた
しんじゅ ぶた
に与 えてはなりません。 真珠 を豚 の前に投げてもなり
９０

だれ
イエスはその点を強調します。 「あなたたちのうち誰が，
わた
自分の子からパンを求められて， 石を渡 すでしょうか。
じゃあく
……それで， 邪悪な人間でありながら， あなたたちが子
おく もの あた
供に良い贈り物を与えることを心得ているのであれば，
まして天にいる父は， ご自分に求めている人に良いも
あた
のを与えてくださるのです」。 （マタイ ７：７‐１１）
イエスは次に，有名な行動規準を教えます。 それはこ
のような言葉です。 「ですから， 自分にしてほしいと思う
みな
ことは皆， 人にもしなければなりません」。 この助言を
いつも覚えておき， 人間関係に当てはめるのは本当に
大切です。 しかし， そうするのが難しいときもあります。
せま
イエスが教えた通りです。 「狭い門を通って入りなさい。
ほろ
ひろびろ
滅びに至る門は広くてその道は広々としており， それを

にせ
実で分かる， と話します。 人間も同じです。 偽預言者か
どうかはその教えと行動で分かるのです。 ですから， イ
エスの弟子は， 言葉 だけでなく行動で見分けられます。
では， イエスは自分の主である， と言っていても， 神の
意志を行っていない人はどうなりますか。 イエスはこう
言います。 「私ははっきり言います。 『あなたたちのこと
はな
は全く知りません。 不法なことをする人たち， 離 れ去
れ』」。 （マタイ ７：２３）

通って入っていく人は多いからです。 一方， 命に至る門
せま
せば
は狭くてその道は狭められており， それを見いだす人は

し
イエスは山上の垂訓の締めくくりに， 次のように話し
みな
ます。 「私のこれらの言葉を聞いて行う人は皆， 岩の上
し りょ
こう
に家を建てた思 慮深い人のようです。 大雨が降って洪
ずい お
ふ
くず
水が押し寄せ， 風が吹いてたたきつけても， その家は崩
す
れ落ちませんでした。 岩の上に土台が据えられていた
くず
からです」。 （マタイ ７：２４， ２５） 家が崩れなかったのは
ほ
なぜですか。 建てた人が 「地面を深く掘り下げて岩の
す
上に土台を据え 」 たからです。 （ルカ ６：４８） ですから，

少ないのです」。 （マタイ ７：１２‐１４）

イエスの言葉を聞くだけではなく， 「行う」 努力をしな

イエスは， 弟子たちを命に至る道からそらせようとす

ければなりません。

る人がいることを知っていま

では， イエスの 「言葉を聞いても行わない人」 につい

す。 それで， こう警告します。
にせ
「羊の格好をしてやって来る偽
けいかい
預言者たちに警戒していなさ

（マタイ ７：１５） さらにイエス

ては何と言えますか。 その人は 「砂の上に家を建てた
おろ
こう ずい
愚かな人のようです」。 （マタイ ７：２６） 雨が降り， 洪 水
ふ
くず
が来て， 風が吹くと， その家は崩れ落ちてしまいます。
ひとびと
おどろ
人々はこの垂訓を聞き， イエスの教え方に大変驚き
けん い
ます。 権威を授かった人のように教え， 宗教指導者たち
ちが
とは全く違っていたからです。 話を聞いた人の多くがイ

は， 良い木か悪い木かはその

エスの弟子になったことでしょう。

い。 その人たちは内側では，
むさぼり食うオオカミです」。

たくわ
天に宝を蓄える方が良いと言えるのはなぜですか。 どうすればそうできますか。
イエスの弟子は不安に思う必要がありません。 そう言えるのはなぜですか。

ま ちが
イエスは他の人を裁くことについてどんなことを教えましたか。 何が正しいか間違いかの判断をすべき， どんな場合が
ありますか。
いの
イエスは祈りについてさらにどんなことを教えましたか。 どんな行動規準を教えましたか。
イエスは自分の弟子であるのが簡単ではないことと， 命の道からそらされる危険について， どんな説明をしましたか。
９１

しん こう

百人隊長の立派な信 仰
マタイ ８：５‐１３

ルカ ７：１‐１０

ど れい い
隷が癒やされる
しん士官の奴
こう
信仰がある人は祝福される

イエスは山上の垂訓の後， カペルナウムの町に行きま
す。 すると，ユダヤ人の長老たちが近づいてきます。 ロー
は けん
マ軍の士官である百人隊長から派遣されたのです。
め つか
その士官の大切な召し使いが重い病気で死にかかっ
ています。 士官は異国人ですが， イエスに助けを求めて
め つか
います。 ユダヤ人の長老たちは， 士官の召し使いが 「体
ね こ
がまひして家で寝込んでおり，ひどく苦しんで」 いると話
します。 きっと激しい痛みがあるのでしょう。 （マタイ ８：
６） 長老たちはイエスに， 士官は 「私たちの民を愛して，
会堂を建ててくれ」 たので， ぜひこの人を助けてあげて
たの
ほしいと頼みます。 （ルカ ７：４， ５）
いっしょ
イエスは長老たちと一緒に士官の家に向けてすぐに
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おどろ
イエスはとても驚き， 「あなたたちに言いますが， イス
しんこう
ラエルでもこれほどの信仰は見たことがありません」 と
もど
言います。 （ルカ ７：９） 士官の家に戻 った友人たちは，
ど れい
重体だった奴隷が無事に回復したことを知ります。
い
イエスはこの癒やしを行った後，ユダヤ人ではない人
しん こう
たちの信 仰 が報われることを次のように保証します。
「大勢の人が東や西から来て， 天の王国でアブラハム，
しょくたく
イサク， ヤコブと共に食卓 に着いて横になります」。 不
かれ
忠実なユダヤ人はどうなりますか。 イエスによると， 彼
やみ
らは 「外の闇に放り出され， そこで泣き悲しんだり歯ぎ
しりしたりします」。 （マタイ ８：１１， １２）

出発します。 イエスが家の近くまで来た時， 士官は次の
は けん
ように伝えるため友人たちを派 遣します。 「閣下， わざ
およ
わざ私のような者の家に来ていただくには及びません。
うかが
それに， 私はあなたの元に伺 うにはふさわしくない者
だと思いました」。 （ルカ ７：６， ７） 士官は人に命令する
けん そん
ことに慣れているはずですが， 何と謙 遜 なのでしょう。
ふ つう
ど れい
あつか
ちが
普通ローマ人は奴隷を厳しく扱いますが，この人は違っ
ています。 （マタイ ８：９）
士官は， ユダヤ人が別の人種の人と交友を持たない
ことを知っているのでしょう。 （使徒 １０：２８） そのためと
たの
思われますが， 士官は友人たちを通してイエスにこう頼
め つか
い
みます。 「ただ一言言ってくださり， 私の召し使いが癒や
されるようにしてください」。 （ルカ ７：７）

ユダヤ人はキリストと共に王国の一員となる機会を
あた
最初に与えられました。 しかし，それを受け入れないな
ら， 神から退けられます。 その代わりに， 異国人が 「天
しょくたく
の王国で」 いわば食卓に着いて横になります。

は けん
たの ごと
ユダヤ人たちが異国人の士官から派遣されてイエスに頼み事をしたのはなぜですか。
士官はイエスに， 家まで来ていただかなくてもよいと言いました。 それはなぜだと考えられますか。
イエスは異国人にどんな希望があることを示しましたか。
９３

やもめの息子を復活させる
ルカ ７：１１‐１７

め つか
い
イエスは士官の召 し使 いを癒 やした後， カペルナウム
はな
はな
を離れ， 南西に３２㌔余り離れた所にあるナインという
いっ
町に行きます。 イエスは弟子たちや他の大勢の人と一
しょ
とうちゃく
緒 に旅をしています。 ナインの町の外れに到 着 したの
は夕暮れ近くだったようです。 すると， たくさんのユダヤ
そうしき
人がやって来ます。 葬式 の行列です。 若い男性の遺体
まいそう
が埋葬のために町の外へ運ばれていきます。

さわ
き触ります。 （ルカ ７：１３， １４） そのため， 町の人たちの
行列は止まります。 多くの人は， イエスはなぜそのよう
なことを言うのだろう， いったい何をするつもりだろう，
と思ったでしょう。
いっしょ
では， イエスと一緒に旅をしてきた人たちはどう思っ
ているでしょうか。 これまでイエスが大勢の人の病気を
い
もくげき
癒やし， 強力な行いをするのを目撃してきました。 しか

一番悲しみに暮れているのは， その若い男性の母親

し， イエスが死者を復活させるのを見たことは１度もな

です。 この母親はやもめで， その１人息子が亡くなった

いようです。 復活は遠い昔にはありましたが， イエスは

のです。 夫が亡くなった時には， まだ息子がいてくれま
たよ
した。 この母親が息子をどれだけ頼 りにしていたか想
たく
像できますか。 自分の望みも今後のことも息子に託 し

人を復活させることができるのでしょうか。 （列王第一

ていました。 しかし， その息子はもういません。 これか
だれ いっしょ
らは誰が一緒にいて支えてくれるのでしょうか。
ゆ
イエスは女性の痛ましい姿を見て心を揺さぶられま

１４） すると， 若者は体を起こして話し始めます。 イエス
おどろ
わた
は驚きと喜びでいっぱいになっている母親に息子を渡

す。 それでやもめに優しくもきっぱりと， 「泣くことはあ
の
りません」 と言います。 そして， 遺体を載せた台に近づ

１７：１７‐２３。 列王第二 ４：３２‐３７） そこでイエスは， 「若
者よ， さあ， 起き上がりなさい！」 と命じます。 （ルカ ７：

します。 もう独りではありません。
ひとびと
人々はこの若者が本当に生きているのを見て， 命を
あた
い だい
与える方エホバを賛美し， 「偉大 な預言者が私たちの

ナインでの復活
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間に現れた」 と言います。 また， 起きた素晴らしい出来
事の重要性を認識して， 「神はご自分の民に注意を向
けてくださった」 と言う人もいます。 （ルカ ７：１６） この
き せき
感動的な奇 跡 の話は周辺地域にあっという間に広ま
はな
り， １０㌔余り離れたイエスの故郷ナザレにも伝わった
ようです。 そして， 南方のユダヤにも広まります。
ろう や
バプテストのヨハネはというと， 今も牢 屋 の中にい
て，イエスの活動をもっと知りたいと願っています。 それ
き せき
で， ヨハネの弟子たちはイエスが行った奇跡のことを話
します。 ヨハネはどんな反応をするでしょうか。

イエスがナインの近くまで来た時， どんなことが
ありましたか。
イエスはそこで見たことにどう反応しましたか。
それで何をしましたか。
ひとびと
イエスが行ったことに人々はどんな反応を示しましたか。

９５

ヨハネはイエスに質問する
マタイ １１：２‐１５

ルカ ７：１８‐３０

ろう や
バプテストのヨハネが牢屋に入れられてから１年になり
ます。 ヨハネも， イエスの素晴らしい行いについて聞き

もうじん
ハネに報告しなさい。 盲人は見， 足が不自由だった人
ひ ふびょう
は歩き， 重い皮膚病の人は治り， 耳が聞こえなかった人

ます。 ヨハネは自分の弟子たちから， イエスがナインで

は聞き，死人は生き返り，貧しい人には良い知らせが告

やもめの息子を復活させたことを知らされて感動した

げられています」。 （マタイ １１：４， ５）

はずです。 しかしヨハネは， イエス自身からイエスがメ

ヨハネの質問には，イエスが自分を解放してくれるの
こ
ではないか， という期待が込められているのかもしれま
き せき
せん。 でもイエスは， いま自分が行っている以上の奇跡

シアなのかどうかを聞きたいと思っています。 それで弟
たず
たの
子２人を呼び， イエスにこう尋ねるよう頼みます。 「あな
たが， 来ることになっている方ですか。 それとも， ほかの
方を待つべきでしょうか」。 （ルカ ７：１９）
この質問は不思議に思えるかもしれません。 ヨハネ
しん こう
は強い信 仰 を持つ人です。 ２年近く前， イエスにバプ
ほどこ
せいれい
テスマを施した時には， 聖霊がイエスに下るのを見， イ
エスのことを喜んでいるという神からの言葉を聞きまし
しん こう
た。 ヨハネの信 仰 が弱くなっているとは考えられませ
ん。 イエスはヨハネからのこの質問を聞いた後， ヨハネ
ほ
しんこう
を褒めています。 もしヨハネの信仰が弱くなっていたの
であれば，そのようなことはしないはずです。 では，なぜ
ヨハネはイエスにこんな質問をしたのでしょうか。
しょう こ
ヨハネはイエスがメシアであるとの証 拠 をイエス自
身から得たいだけなのかもしれません。 それを得られ
ろう や
るなら， 牢屋ですっかりやつれたヨハネにとって大きな
はげ
励ましとなるでしょう。 ヨハネの質問には別の意味もあ
るようです。 ヨハネは，神に油を注がれた者が王また救
出者になるという聖書預言をよく知っています。 しかし，
イエスがバプテスマを受けてから何カ月もたっているの
ろう や
に， ヨハネはまだ牢屋から出られません。 そのため， メ
シアに関する預言全てを実現する別の方， いわばイエ
こうけいしゃ
たず
スの後継者がいるのかどうか尋ねているのです。
イエスはヨハネの弟子たちに， 私こそ来ることになっ
ている者です，とは言いません。 むしろ，自分がメシアで
しょうこ
ある証拠として， あらゆる病気の人を治していることを
ことがら
挙げ， こう言います。 「行って， 見聞きしている事柄をヨ
９６

は期待しないようにとヨハネに言っているのです。
ひとびと
ヨハネの弟子たちが去ると， イエスは人々 にヨハネ
がただの預言者ではないと教えます。 そして， ヨハネが
マラキ ３章１節で預言されているエホバの 「使者」 であ
り， マラキ ４章５， ６節で予告されている預言者エリヤで
ある， と説明します。 また， こう述べます。 「はっきり言い
ます。 これまでに生まれた人で， バプテストのヨハネよ
い だい
り偉大な人は現れていません。 しかし，天の王国で小さ
かれ
い だい
な方の者も彼より偉大です」。 （マタイ １１：１１）
い だい
イエスは天の王国で小さな方の者もヨハネより偉大
であると述べて，ヨハネが天の王国に入らないことを示
しました。 ヨハネはイエスのために道を整えますが， イ
エスが天への道を開く前に亡くなりました。 （ヘブライ
１０：１９， ２０） ヨハネは神の忠実な預言者であり， 将来，
地上で神の王国の支配を楽しみます。

バプテストのヨハネはイエスの役割について質問する
ほ
イエスはヨハネを褒める

38

たず
ヨハネはイエスが来ることになっている方なのか， それともほかの方を待つべきなのかを尋ねました。 それはなぜですか。
イエスはバプテストのヨハネがどんな預言を実現したと言いましたか。
いっしょ
バプテストのヨハネが天でイエスと一緒にならないのはなぜですか。
９７

どん かん

ひ さん

鈍 感 な世代は悲 惨
マタイ １１：１６‐３０

ルカ ７：３１‐３５

はら
イエスはバプテストのヨハネに敬意を払っていますが，
ほかの人たちはどうなのでしょうか。 イエスはこう言い
さけ
ます。 「この世代［は］広場に座って遊び友達に叫 ぶ幼
ふ
い子供たちのようです。 こう言うのです。 『笛を吹いてあ
おど
さけ
げたのに，踊ってくれなかった。 泣き叫んだのに，胸をた
たいて悲しんでくれなかった』」。 （マタイ １１：１６， １７）
イエスの言葉にはどんな意味がありますか。 イエスは
こう説明します。 「ヨハネが来て食べたり飲んだりしな
かれ じゃあく
いと， 『彼は邪悪 な天使に取りつかれている』 と言い，

く
いをしたなら， それらの町は悔い改めただろう， と言い
きょてん
ます。 さらに， カペルナウムにはイエスの活動の拠点が
あったにもかかわらず， そこの人たちはイエスの強力な
行いに良い反応をほとんど示しませんでした。 それでイ
た
エスは， 「裁きの日には， あなたよりソドムの方が耐 え
やすいでしょう」 と言います。 （マタイ １１：２４）
それからイエスは天の父を賛美します。 神が貴重な
かしこ
かく
真理を 「賢 い知識人たちから」 隠 し， 幼い子供のよう

て簡素に生活し， お酒も一切飲みませんでしたが， この
ひとびと
じゃあく
世代の人々はヨハネが邪悪な天使に取りつかれている

な立場の低い人たちに明らかにしているからです。 （マ
すす
タイ １１：２５） イエスは立場の低い人たちに優しくこう勧
みな
めます。 「労苦し， 荷を負っている人は皆 ， 私の所に来
さわ
なさい。 そうすれば， 爽やかにしてあげましょう。 私と共
けんそん
に働いて， 私から学びなさい。 私は温和で， 謙遜だから
さわ
です。 あなたたちは爽 やかさを感じるでしょう。 私と共

と言いました。 （民数記 ６：２，３。 ルカ １：１５） 一方，イエ

に働くことは心地よく， 私の荷は軽いのです」。 （マタイ

スはほかの人と変わらない生活をし， 食事もお酒もほ
ひと びと
どほどにしか楽しまなかったのに， 人 々は食べ過ぎだ
ひと びと
飲み過ぎだと非難したのです。 人 々 を満足させること

１１：２８‐３０）

人の子が来て食べたり飲んだりすると， 『見ろ， 大食い
ちょうぜいにん
で， ぶどう酒にふける男， 徴税人や罪人たちの友だ』 と
言います」。 （マタイ １１：１８， １９） ヨハネはナジル人とし

はできません。

ひとびと
イエスはこの世代の人々を市場にいる子供たちに例
ふ
えます。 その子供たちはほかの子たちが笛を吹 いても
おど
さけ
踊りませんし， ほかの子たちが泣き叫んでも悲しみませ
ち え
ん。 イエスは， 「知恵の正しさは， 行動によって示される
のです」 と教えます。 （マタイ １１：１６， １９） イエスとヨハ
ひとびと
いつわ
ネの 「行動」 は， 人々からの非難が偽りであることを証

ひと びと
さわ
イエスは人 々 をどのように爽 やかにするのでしょう

か。 宗教指導者たちは安息日に関する厳格な規定を設
ひとびと
しば
けたりして， 人々の生活を伝統で縛っています。 しかし
イエスは， 厳しい伝統とは一線を画した真理を教えて，
ひとびと さわ
人々を爽やかにしています。 さらに， 圧政に苦しんでい
らくたん
る人や， 自分が犯した罪のために落胆 している人に助
あた
けを与 えます。 イエスは， どうすれば罪が許されるの
おだ
か， どうすれば神の前で穏 やかな心を持てるのかを教

明しています。

どんかん
イエスはこの世代の鈍感さについて話した後， 自分

えているのです。
いっ しょ
イエスと一 緒 に働いて心地よさを経験する人は， 神
けんしん
あわ
に献身し， 思いやりと憐れみがある天の父に仕えるよう

が強力な行いをしてきた３つの町， コラジン， ベツサイ

になるでしょう。 それは決して重荷とはなりません。 神

ダ，カペルナウムを名指しで非難します。 イエスは，もし

は私たちに難し過ぎることを求めたりはしないからで

自分がフェニキア人の町ティルスとシドンでそうした行

す。 （ヨハネ第一 ５：３）

９８

いく
イエスは幾つかの町を非難する
さわ
あた
イエスは安心感と爽やかさを与える
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ひとびと
イエスの世代の人々は， どんな子供のようですか。
イエスが天の父を賛美したのはなぜですか。
ひとびと
あた
多くの人々はどんな重荷に苦しんでいましたか。 イエスはどんな助けを与えましたか。
９９

許しについて教える
ルカ ７：３６‐５０

イエスの教えや行いに対する反応は， 人の心の状態に

女か知っているはずだ。 この女は罪人だ」 と思います。

よって異なります。 そのことは， ガリラヤのある家で起き

（ルカ ７：３９）

たことからよく分かります。 シモンというパリサイ派の人

イエスはシモンの心を読み， 「シモン， あなたに言う

がイエスを食事に招いた時のことです。 シモンはたくさ
き せき
んの奇跡を行う人に実際に会ってみたいと思ったのか
ちょうぜいにん
もしれません。 イエスは，徴税人や罪人たちとの食事に
ひと びと
応じた時と同じく， 今回の招待も人 々 を教える機会と

ことがあります」 と切り出します。 シモンは， 「先生， 何

見なしたようです。

ふ つう
かん
しかしイエスは， 普通， 客に示されるような温かい歓

げい
迎を受けません。 パレスチナのほこりっぽい道を歩くと，
は
よご
サンダルを履いた足は火照り， 汚れます。 ですから， 客
をもてなすために足を冷たい水で洗う習慣がありまし
いっ ぱん てき
た。 しかし， イエスは足を洗ってもらえません。 一 般 的
かんげい
に行われる歓迎の口づけもありません。 親切なもてな
しとして客の頭に油を注ぐこともありませんでした。 本
かんげい
当に歓迎されているのでしょうか。
みな しょくたく
皆が食卓に着いて横になります。 すると食事中に， 招
待されていない女性が静かに部屋へ入ってきます。 そ
れは， 「罪人として知られる女性」 でした。 （ルカ ７：３７）
不完全な人間は全て罪人ですが， この女性は不道徳な
しょうふ
生活をしているようで， 娼婦と思われます。 イエスの教
みな
えや， 「荷を負っている人は皆 ， 私の所に来なさい。 そ
さわ
すす
うすれば，爽やかにしてあげましょう」 というイエスの勧

でしょうか」 と答えます。 それでイエスはこう続けます。
「２人の人がある人からお金を借りていました。 １人は
５００デナリ， もう１人は５０デナリでした。 ２人が返済でき
かん だい
ないので， 貸した人は２人を寛 大 に許してやりました。
かれ
では， どちらの人が彼をより愛するでしょうか」。 シモン
はぶっきらぼうに， 「多く許してもらった方だと思いま
す」 と答えます。 （ルカ ７：４０‐４３）
イエスは同意します。 そして女性に目を向けつつ， シ
モンに話します。 「この女性が見えますか。 私が家に
入っても， あなたは足を洗う水をくれませんでした。 し
なみだ
かみ け ふ
かし， この女性は涙で私の足をぬらし， 髪の毛で拭いて
くれました。 あなたは私に口づけしませんでしたが， こ
の女性は，私が入ってきた時から私の足に優しく口づけ
してやめませんでした。 あなたは私の頭に油を注ぎませ
こう ゆ
んでしたが， この女性は私の足に香 油 を注いでくれま
く
した」。 イエスは， その女性が不道徳な生活を心から悔
い改めていることを理解しました。 それでこう言います。
かのじょ
かのじょ
「彼女の罪は多いとはいえ許されています。 彼女は多く

めを聞いていたのかもしれません。 （マタイ １１：２８， ２９）

愛したからです。 ところが， わずかしか許されていない

女性はイエスの教えと行いに心を動かされ， イエスを
さが
捜していたのです。
しょくたく
その女性は食 卓 に着いているイエスの後ろに行き，
なみだ
足元にひざまずきます。 目から涙 があふれ， イエスの
かみ け
ふ
足をぬらします。 女性はそれを髪 の毛 で拭 き取り， イ
こう ゆ
エスの足に優しく口づけし， 持ってきた香油を足に注ぎ
ふ き げん
なが
ます。 シモンは不 機 嫌 な顔でそれを眺 め， 「この人が
さわ
だれ
本当に預言者なら， 自分に触っているのが誰でどんな

人は， わずかしか愛しません」。 （ルカ ７：４４‐４７）

１００

イエスは不道徳を軽く見ているのではありません。 む
こう かい
しろイエスは， 重大な罪を後 悔 して助けを求めている
人に深い思いやりを示したのです。 この女性がイエス
か
から次の言葉を掛けられた時，どんなにほっとしたか想
像できますか。 「あなたの罪は許されています。 ……あ
しん こう
なたが救われたのは信 仰 があったからです。 安心して
行きなさい」。 （ルカ ７：４８， ５０）

こう ゆ
罪人として知られる女性がイエスの足に香
油を注ぐ
かか
借金を抱えていた人が許される例え
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むか
イエスはシモンの家でどのように迎えられましたか。
さが
地元のある女性がイエスを捜していたのはなぜですか。
イエスはどんな例えを話しましたか。 それをどのように適用しましたか。
１０１

き せき

だれ

奇 跡 は誰 の力によるものか
マタイ １２：２２‐３２

マルコ ３：１９‐３０

ルカ ８：１‐３

イエスはシモンの家で許しについて語った後， ガリラヤ

たいざい
大勢の人がイエスの滞在している家にやって来たた

での２回目の伝道旅行を始めます。 伝道を開始して２年
いっしょ
じゃあく
目です。 今回の旅も１２使徒が一緒です。 また， 「邪悪な
い
いっしょ
天使から解放され病気を癒やされた女性たち」 も一緒

め， イエスと弟子たちは食事もできません。 イエスのこ

です。 （ルカ ８：２） その中には， マリア・マグダレネ， スザ
テパスに仕える役人でした。

ます。 といっても， イエスから学んだり， イエスの活動を
かれ
ひと びと
手伝ったりするためではありません。 彼 らは人 々 に，
かれ
じゃ あく
「彼 はベエルゼブブに取りつかれている」， 「邪 悪 な天

イエスが有名になるにつれて，イエスの活動について
じゃあく
の議論が激しくなっていきます。 邪悪な天使に取りつか
もうもく
れた盲目で口が利けない男性がイエスの所に連れてこ

使の支配者」 とぐるになっている， と言います。 （マルコ
さわ
３：２２） この騒 ぎについて聞いたイエスの親族は， イエ
つか
スを捕まえようとしてやって来ます。 なぜでしょうか。

られた時， それが明らかになります。 イエスがその人を
い
じゃあく
癒やすと， 男性は邪悪 な天使から解放され， 見たり話
ひと びと
おどろ
したりできるようになりました。 人 々はただただ驚 き，
「もしかしたらこの人がダビデの子ではないか」 と言い

イエスの弟たちはまだイエスが神の子だとは信じて
いっしょ
いません。 （ヨハネ ７：５） ナザレで一緒に育ったイエス
さわ
がこうした騒ぎを起こしているというのは， 考えられな
かれ
いことです。 それで， 「彼は頭がおかしくなってしまった」

ます。 （マタイ １２：２３）

と言います。 （マルコ ３：２１）

ンナ，ヨハンナがいます。 ヨハンナの夫は王ヘロデ・アン

とを 「ダビデの子」 と考える人たちだけでなく， 律法学
者とパリサイ派の人たちもはるばるエルサレムから来

イエスは２回目の伝道旅行を始める
じゃ あく
邪悪な天使を追い出し， 許されない罪について警告する

じゃあく
事実は何を示していますか。 イエスは邪悪な天使に
い
取りつかれた男性を癒 やしたばかりで， その人は目が
見え， 話せるようになりました。 これは否定できない事
実です。 それで律法学者とパリサイ派の人たちは， イ
い
が
エスの評判を落とすために言 い掛 かりをつけ， 「この
じゃあく
じゃあく
男が邪 悪 な天使を追い出すのは， 邪 悪 な天使の支配
者ベエルゼブブの力によるのだ」 と言います。 （マタイ
１２：２４）

み
イエスは律法学者とパリサイ派の人たちの考えを見
ぬ
ぶんれつ
抜きます。 それで， こう話します。 「内部で分裂している
こうはい
ぶんれつ
王国はどれも荒廃し， 内部で分裂している町や家はど
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うば
しんにゅう
します。 「家財を奪 うために強い人の家に侵 入 したな
しば
ら， まずその人を縛らなければなりません。 そうして初
うば
めて， その家の物を奪 えます。 私の側にいない人は私
いっしょ
に敵対しており， 私と一緒に集めない人は散らしていま
す」。 （マタイ １２：２９， ３０） 律法学者とパリサイ派の人た
かれ
ちはイエスに敵対しています。 それは， 彼らがサタンの
しょう こ
側にいる証 拠 です。 神の力によって行動する神の子の
ひとびと
元から， 人々を追い散らしているのです。
えいきょう
イエスはサタンの影響を受けている敵対者たちにこ
ぼうとく
う警告します。 「人は，どんな罪を犯し，どんな冒瀆の言
せいれい ぼうとく
葉を発しても， 全て許されます。 ただし， 聖霊を冒瀆す

いることになります。 そうしたら， その王国はどうして長

る人は永久に許されず， 永遠の罪を負うのです」。 （マル
せいれい
コ ３：２８，２９） 敵対者たちは聖霊の力によって行われた
かれ
ことを，サタンの力によるものとしたのです。 それが彼ら

く続くでしょうか」。 （マタイ １２：２５， ２６）

にとって何を意味するか考えてみてください。

れも長くは続きません。 同じように， サタンがサタンを
ぶん れつ
追い出すなら， サタンが自分自身に敵対して分 裂 して

見事な説明です。 パリサイ派の人たちは， あるユダヤ
じゃあく
人たちが邪悪な天使を追い出していることを知っていま
す。 （使徒 １９：１３） それで，イエスはこう言います。 「もし
じゃあく
私がベエルゼブブによって邪悪な天使を追い出すので
だれ
あれば， あなた方の弟子は誰によって追い出すのです
ま ちが
か。 従って， あなた方が間違っていることをあなた方の
じゃあく
弟子が示します。 しかし，私が邪悪な天使を追い出すの
せいれい
が神の聖霊によるのであれば， 神の王国はもうあなた
方の所に来ています」。 （マタイ １２：２７， ２８）

じゃあく
イエスは， サタンを制する力があるからこそ， 邪悪な

天使を追い出せるということを， 次のような例えで示

だれ
イエスとガリラヤでの２回目の伝道旅行をしたのは誰ですか。
つか
イエスの親族がイエスを捕まえようとしたのはなぜですか。
き せき
ぶじょく
律法学者とパリサイ派の人たちはイエスの奇跡をどのように侮辱しましたか。 イエスはどのように反論しましたか。
１０３

ひと びと

パリサイ派の人々に強く警告する
マタイ １２：３３‐５０

マルコ ３：３１‐３５

ルカ ８：１９‐２１

律法学者とパリサイ派の人たちは， イエスが神の力で
じゃあく
邪悪な天使を追い出すということを認めません。 そのた
せいれい ぼうとく
おか
め， 聖霊を冒 する危険を冒しています。 イエスはこう

はずです。 それで， イエスはユダヤ人の指導者たちにこ
じゃあく かんいん
う言います。 「邪悪な姦淫の世代はしきりにしるしを求
あた
めますが， 預言者ヨナのしるし以外にしるしが与えられ

言います。 「木を立派にして
くさ
実も立派にするか木を腐 ら
くさ
せて実も腐らせるかのどちら

ることはありません」。 （マタイ １２：３８， ３９）

かにしなさい。 木はその実に
よって知られるのです」。 （マ

イエスはその言葉の意味を説明し，こう続けます。 「ヨ
きょだい
ナが巨大な魚の腹の中に３日３晩いたように， 人の子も
きょだい
地の中に３日３晩いるのです」。 ヨナは巨大な魚に飲み
こ
せいかん
込まれた後に生還しましたが， それはまるで復活のよう

タイ １２：３３）
じゃ あく
イエスは邪 悪 な天使を追

な経験でした。 イエスはここで， 自分が死んで３日目に

い出すという立派な行いを

の予告が実現した時， ユダヤ人の指導者たちは 「ヨナ
く
こば
のしるし」 を退け， 悔い改めて変化することを拒みます。
ひとびと
（マタイ ２７：６３‐６６； ２８：１２‐１５） 一方， 「ニネベの人々」
く
はヨナが伝道した後， 悔い改めました。 それで， 「ニネ
ひとびと
ベの人々」 はこの世代を断罪すると言えるのです。 さら

したのに， サタンに仕えてい
るからそうできるのだ， と考えるのはおかしな話です。
イエスが山上の垂訓で教えた通り，実が立派であれば，
くさ
ひとびと
木は腐っていません。 パリサイ派の人々の実はどのよう
こんきょ
なものですか。 イエスに根拠のない非難を浴びせてい
かれ
くさ
かれ
る彼 らは腐 っています。 イエスは彼 らにこう話します。
じゃあく
「マムシのような者たち，あなた方は邪悪なのに，どうし
ことがら
て良い事柄を語れるでしょうか。 心に満ちあふれている
ものが口から出ます」。 （マタイ ７：１６， １７； １２：３４）
ことがら
言葉には心の状態が表れるので， 話す事柄は裁きの
こん きょ
根 拠 になります。 イエスはこう言います。 「あなた方に
言いますが， 人は， 自分が語る無益な言葉全てについ
て裁きの日に責任を問われることになります。 あなた
は， 自分の言葉によって正しいと認められ， 自分の言葉
によって有罪とされます」。 （マタイ １２：３６， ３７）
イエスが強力な行いをしているのに，律法学者とパリ
サイ派の人たちは， 「先生， あなたからのしるしを見た
かれ
き せき
いのですが」 とさらに要求します。 彼らはイエスの奇跡
を自分では見ていないかもしれませんが， イエスの強
しょうこ
力な行いを見た人はたくさんいるため， 証拠は十分な
１０４

復活することを予告しているのです。 しかし，後にイエス

にイエスは， シェバの女王も立派な手本を残している

イエスは 「ヨナのしるし」
について話す
きずな
きずな
弟子たちとの絆は家族の絆よりも強い

42

ので， この世代を断罪するだろうと言います。 女王はソ
ち え
ロモンの知恵を聞きたいと願い， 実際にそれを聞くと深
く感動しました。 イエスは， 「ソロモンを上回る者がここ
にいます」 と言います。 （マタイ １２：４０‐４２）
じゃあく
イエスはこの世代を， 邪悪な天使が出ていった人に
例えます。 （マタイ １２：４５） その人は自分を良いもので
じゃあく
満たさなかったので， 出ていった天使がもっと邪悪な天
もど
使７人を連れて戻り， 住み着きます。 同様に， イスラエル
国民は清められ， さまざまな改革を経験してきました。
かれ
せいれい
しかし， 彼らは神の預言者たちを退け， 明らかに聖霊を
受けていたイエスに反対するまでになります。 国民の状
態は誕生した時よりも悪くなってしまいました。

とう
イエスが話している間に，イエスの母と兄弟たちが到
ちゃく
着しますが， たくさんの人がいて近づけません。 それで
イエスのそばに座っていた人たちが， 「お母さんと兄弟
たちが外にいて，会いたがっています」 と言います。 する
きずな
とイエスは， 弟子たちとの強い絆について話します。 弟
子たちの方に手を差し出し， 「私の母また兄弟たちと
は， 神の言葉を聞いて行うこの人たちのことです」 と
言ったのです。 （ルカ ８：２０， ２１） イエスは， 自分と親族
きずな
の絆 がどれほど貴重であっても， 弟子たちとの関係は
それ以上に貴重であることを明らかにしました。 私たち
きずな
は仲間の兄弟姉妹とそのような親しい絆を持てること
を本当にうれしく思います。 他の人たちから理解されな
かったり， 私たちが行う良い活動について非難されたり
する時には， 特にそうです。

ひとびと くさ
パリサイ派の人々が腐った木のようだったのはなぜですか。
「ヨナのしるし」 とは何ですか。 そのしるしはどのように退けられましたか。
じゃあく
１世紀のイスラエル国民は， 邪悪な天使が出ていった人にどんな点で似ていますか。
イエスは弟子たちとの親しい関係をどのように強調しましたか。
１０５

王国に関する例え
マタイ １３：１‐５３

マルコ ４：１‐３４

ルカ ８：４‐１８

あた
イエスがパリサイ派の人たちに強い警告を与えたのは，
カペルナウムにいた時のようです。 その日の続く出来事
を見てみましょう。 イエスは家を出て， 近くのガリラヤの
ひとびと
海まで歩いていきます。 するとそこでも人々が集まって
ふね
はな
きます。 イエスは舟に乗って少し岸から離れ， 天の王国
について教え始めます。 その際， たくさんの例えを使い
ます。 イエスはみんながよく知っている場面や物事を題
材にして話します。 そのため， 王国に関するさまざまな
点が理解しやすくなります。
イエスはまず， 種をまく人の話をします。 まかれた種
いく
みちばた
の幾らかは道端に落ち， 鳥に食べられてしまいました。
また， ある種は土が深くない岩地に落ちます。 根は出る
の
か
ものの深くまで伸びず， 結局， 太陽の熱に焼かれ枯れて
しまいました。 ある種はいばらの間に落ちます。 しか
さまた
し， すぐにいばらが新芽の成長を妨げてしまいました。
別の種は良い土に落ちて， 「ある種は１００倍， ある種は
６０倍，ある種は３０倍の実を付けました」。 （マタイ １３：８）
イエスは次に， 天の王国を種の成長に例えます。 種
ね
は人が寝ていても起きていても成長していきます。 それ
が 「どのようにしてかを人は知りません」。 （マルコ ４：
しゅうかく
２７） 種は自然に成長を続けて実を結び， やがて収穫で
きるようになります。
イエスは種まきについての３つ目の例えを語ります。
ひとびと ねむ
ある人が小麦の良い種をまきますが， 「人々が眠ってい
る間に」 敵が小麦の間に雑草をまいていきました。 種
ど れい
ぬ
たず
をまいた人の奴隷は雑草を引き抜いてもよいか尋ねま
ぬ
す。 するとその人は言います。 「いいえ， 雑草を抜く際に
いっ しょ
ぬ
しゅうかく
小麦も一 緒 に引き抜 くといけません。 収 穫 まで両方と

イエスはいつ， どんな場所で， いろいろな例えを使って
話しましたか。

イエスは王国に関する例えを話す
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１０７

いっしょ
しゅうかく
も一緒に成長させておきなさい。 収穫の季節になった
か
ぬ
ら， 刈 り取る者たちにこう言いましょう。 まず雑草を抜
しば
き， 焼くために縛って束にし， それから小麦を倉に集め

現するためです。 マタイによる書には， こう説明されて

なさい， と」。 （マタイ １３：２４‐３０）

実際， 例えを用いないで話そうとはしなかった。 それは

イエスの話を聞く人の多くは農業に通じています。 そ
れでイエスは， よく知られていた小さなからしの種につ
いて話します。 その種は成長し， 鳥が来て枝の間に巣
を作れるほどの大木になります。 この種についてイエス
は， 「天の王国はからしの種のようです。 人がそれを畑

イエスがそのようにする理由の１つは， 聖書預言を実
います。 「イエスはこれら全てを例えで群衆に話した。
預言者を通してこう語られた事が実現するためである。
かく
こと
『私は口を開いて例えを語り， 始めから隠されてきた事
がら
柄を言い広める』」。 （マタイ １３：３４， ３５。 詩編 ７８：２）
しかし， イエスが例えを使った理由はほかにもありま
ひとびと
す。 例えによって，人々の心の中が明らかになるのです。

物学の話をしているのではありません。 王国の目覚ま

ほとんどの場合， 人がイエスに関心を持つのは， イエス
き せき
が優れた話をし， 奇跡を行うからにすぎません。 自分を

しい成長について説明し，とても小さいものがいかに成

捨てて従うべき自分の主と考えているわけではありま

長し拡大していくかを話しているのです。

せん。 （ルカ ６：４６， ４７） 物の見方や生き方を変えるよう

に植えました」 と話します。 （マタイ １３：３１） イエスは植

さらにイエスは， 多くの人にとって身近な例を取り上
げます。 イエスは天の王国を， 女性が 「３セアの麦粉と
混ぜ」 た 「パン種」 に例えます。 （マタイ １３：３３） 生地
かく
の中のパン種は人間の目から隠されていますが， 全体
はっこう
に広がり， 生地を発酵させます。 ですから， パン種は大
きな成長をもたらし， 目には見えない変化を生じさせ
ます。

ひとびと
これらの例えを話してからイエスは人々を解散させ，
たい ざい
もど
滞 在 している家に戻 ります。 その後しばらくすると， 弟
子たちが例えの意味を知りたくてイエスの所にやって来
ます。
イエスの例えから学ぶ

要求されるのは好みません。 イエスの言葉にそこまで
えいきょう
いや
影響されるのは， 嫌なのです。
イエスは弟子たちの質問に答えてこう言います。 「で
すから， 例えを使って話すのです。 あの人たちは見てい
む だ
む だ
さと
ても無駄に見， 聞いていても無駄に聞き， 意味を悟らな
いからです。 この人たちについて， イザヤの次の預言が
にぶ
実現しています。 …… 『この民は心が鈍 くな［った］』」。
（マタイ １３：１３‐１５。 イザヤ ６：９， １０）
しかし， その言葉はイエスの話を聞いていた人全て
に当てはまるわけではありません。 イエスはこう説明し
ます。 「あなたたちの目は見るので， また耳は聞くので，
幸せです。 はっきり言いますが， 多くの預言者や正しい
人は， あなたたちが見ているものを見たいと願いなが

弟子たちはイエスが例えを使って話すのを以前にも

ら見ず， あなたたちが聞いている事を聞きたいと願いな

聞いたことがありますが，１度にこれほど多くの例えを聞
くのは初めてです。 それでイエスに， 「例えを使って話す

がら聞かなかったのです」。 （マタイ １３：１６， １７）
にぶ
１２使徒と他の忠実な弟子たちの心は決して鈍くあり

のはどうしてですか」 と質問します。 （マタイ １３：１０）

ません。 それでイエスはこう話します。 「あなたたちは，

イエスは最初にどんな５つの例えを話しますか。
イエスが例えを使って話すのはなぜですか。
ちが
イエスの弟子たちは他の人たちと違っていることを， どのように示しましたか。
イエスは種をまく人の例えについてどのように説明しましたか。

天の王国の神聖な秘密を理解することを許されていま

はな
などによって 「試練の時期」 が来ると， 離れ去ってしま

すが，あの人たちは許されていません」。 （マタイ １３：１１）
かれ
彼らが心から理解したいと思っていたので， イエスは種

います。 （マタイ １３：２１。 ルカ ８：１３）

をまく人の例えについて説明します。

エスによれば， それは神の言葉を聞いた人たちのこと
かれ
ゆう
です。 しかし彼 らは， 「今の体制での心配事や富の誘
わく
あっとう
惑」 に圧倒 されてしまいます。 （マタイ １３：２２） 神の言

「種は神の言葉です」 とイエスは言います。 （ルカ ８：
１１） そして， 土は心です。 この点が， イエスの例えを理解
かぎ
する鍵です。
ふ
みちばた
踏み固められた道端の土にまかれた種について， イ
エスはこう説明します。 「信じて救われることがないよ
あく ま
う， 悪魔がやって来て， その心から神の言葉を取り去り
ます」。 （ルカ ８：１２） 岩地にまかれた種はどうですか。
イエスの説明によると， それは， 神の言葉を喜んで受け
入れたものの， その言葉が心に深く根付かない人のこ
はくがい
しん
とです。 「その言葉のために苦難や迫害が生じると」， 信
こう
仰 を捨ててしまいます。 家族や他の人たちからの反対

いばらの間にまかれた種についてはどうですか。 イ

葉をいったん心に入れたものの， ふさがれ， 実らなくな
ります。
イエスは最後に良い土について話します。 良い土の
人は， 神の言葉を聞いて受け止め， 神の言葉の意味を
理解します。 その結果どうなりますか。 その人たちは
ねんれい
じょうきょう
「実」 を結びます。 年齢や健康状態など状況は人によっ
ちが
みな
て違うため， 皆が同じことを行えるわけではありません。
生み出す実は，１００倍，６０倍，３０倍といろいろです。 しか
し， 「非常に良い心で神の言葉を聞いた後， それをしっ

１０９

た しの
かり保ち，耐え忍んで実を結ぶ人」 は，神に仕えることの
祝福を味わえるのです。 （ルカ ８：１５）
イエスの教えの意味を理解したいと思ってイエスの
おど
元に来た弟子たちは， こうした説明を聞き， 胸を躍らせ
ちが
がいよう
たに違いありません。 例えの概要だけではなく， もっと
深い真の意味を理解できたのです。 イエスが弟子たち
に例えの意味を教えたのは， 弟子たちが他の人に真理
を伝えられるようにするためでした。 それでイエスはこ
かご
う言います。 「ランプを持ってきて， 籠の下やベッドの下
に置いたりしますか。 台の上に置きませんか」。 そして，
「聞く耳のある人は聞きなさい」 と言います。 （マルコ ４：
２１‐２３）
さらに多くのことを教えられる

種をまく人の例えの説明を聞いた弟子たちは， もっと
学びたいと願い， 「畑の雑草の例えを説明してください」
と言います。 （マタイ １３：３６）

ことがら
はら
「聞いている事柄に注意を払いなさい。 あなたたちは
あた
あた
自分が量って与えるのと同じはかりで与えられます。 し
かも， さらに加えられます」。 （マルコ ４：２４） 弟子たちは
ことがら
はら
イエスから聞く事柄に注意を払っています。 イエスに大
きな関心を向けているので， さらに多くの教えと理解を
あた
与えられます。 実際イエスは， 小麦と雑草の例えの意味
たず
を尋ねてきた弟子たちに対し， こう答えます。
「良い種をまく人は人の子です。 畑は世界です。 良い
じゃあく
種は王国の子たち， 雑草は邪悪な者の子たち， 雑草を
あく ま
しゅう かく
か
まいた敵は悪 魔 です。 収 穫は体制の終結で， 刈 り取る
者は天使たちです」。 （マタイ １３：３７‐３９）
くわ
このような詳しい説明をした後， イエスは例えの結末
か
を話します。 体制の終結の際， 刈り取る者つまり天使た
にせ
ちは， 雑草のような偽のクリスチャンを本当の 「王国の
子たち」 から分けます。 それら 「正しい人たち」 は集め
かがや
じゃあく
られ， 最終的に 「父の王国で」 明るく輝きます。 「邪悪な
かれ
むか
ほろ
者の子たち」 はどうなりますか。 彼らの迎える結末は滅
かれ
びであるため， 彼らは 「泣き悲しんだり歯ぎしりしたり」
します。 （マタイ １３：４１‐４３）
イエスは弟子たちのために， さらに３つの例えを話し
かく
ます。 １番目はこうです。 「天の王国は野原に隠 された
かく
宝のようです。 ある人がそれを見つけてから隠しました。
そして， 喜びのあまり， 行って持ち物を全て売り， その野
原を買います」。 （マタイ １３：４４）

はま べ
この質問から， 弟子たちの態度と浜 辺にいる人たち
ちが
の態度には大きな違 いがあると分かります。 それらの
人たちはただ聞くだけで， 例えにはどんな意味があるの
か， 自分たちにどう関係するのかを知りたいという気持
がいよう
ちがないようです。 イエスの例えの概要を知るだけで満
はま べ
足しているのです。 イエスは， 浜辺にいる人たちと， もっ
と学びたいという意欲を持ってイエスの所に来た弟子
ひ かく
たちとを比較し， こう言います。
１１０

はら
払わなければなりません。 （マタイ ５：３） イエスがこれ
らの例えを語って聞かせた人たちの中には， 神の導き
を得るため， またイエスの真の弟子となるため， 喜んで
はら
大きな努力を払 ってきた人がいます。 （マタイ ４：１９，
２０； １９：２７）
最後に， イエスは天の王国をあらゆる種類の魚を集
ひ あみ
める引き網に例えます。 （マタイ １３：４７） 魚が分けられ
る時，良いものは入れ物に集められ，良くないものは投
げ捨てられます。 体制の終結の時にも， 同じことが起き
じゃあく
ます。 天使たちは正しい人たちから邪悪な人たちをより
分けるのです。
イエス自身，最初の弟子たちを 「人を集める漁師」 と
しん
イエスは話を続けます。 「また， 天の王国は立派な真
じゅ
しんじゅ
珠を探し求める旅商人のようです。 高価な真珠１つを見
そく ざ
しん
つけると，去っていって持ち物全てを即座に売り，その真
じゅ
珠を買いました」。 （マタイ １３：４５， ４６）
イエスは両方の例えで， 真に価値のあるもののため
ぎ せい はら
に進んで犠牲を払う態度を強調しています。 商人は高
しんじゅ
価な真珠を手に入れるため， 「持ち物全て」 をすぐに売

して招いた時， いわば漁をしていました。 （マルコ １：
ひ あみ
１７） しかしイエスは， 引き網に関する例えが将来の 「体
制の終結の時」 に当てはまる， と説明します。 （マタイ
１３：４９） ですから， イエスの話を聞いていた使徒と他の
おどろ
ことがら
弟子たちは， 将来， 驚くような事柄が生じることを理解
できました。
ふね
舟の上で話された例えを聞いた使徒と他の弟子たち
は， 満たされた気持ちになります。 イエスは 「弟子たち

りました。 弟子たちにとってこれはよく理解できる例え
かく
です。 また， 野原に隠された宝を見つけた男性は， それ

だけの時に全ての説明をし」 ました。 （マルコ ４：３４） イ

を手に入れるために 「持ち物を全て売り」 ました。 どち

主人」 のようです。 （マタイ １３：５２） 例えを話す際にも

らの例えにおいても， 貴重なものは手の届く所にありま

教える能力を見せびらかしていません。 むしろ， 貴重な

した。 それは手に入れるべき， また大切にすべきもので
ぎ せい
した。 私たちも神の導きを得るには， 同じような犠牲を

宝のような真理を弟子たちに喜んで伝えています。 本

エスは 「宝物庫から新しい物と古い物を取り出す家の

当に優れた 「教師」 です。

しゅうかく か
小麦と雑草の例えに出てくる， 種をまく人， 畑， 良い種， 雑草， 敵， 収穫， 刈り取る者は，
だれ
それぞれ誰を， または何を表しますか。
イエスはさらにどんな３つの例えを話しましたか。 それらの例えから何を学べますか。
１１１

あらし

海の嵐 を静める
マタイ ８：１８， ２３‐２７

マルコ ４：３５‐４１

ルカ ８：２２‐２５

あらし
イエスはガリラヤの海で嵐を静める

つか
イエスは１日中働いて疲れています。 その日の夕方， 弟
わた
子たちに， 「向こう岸に渡りましょう」 と言います。 今い
るカペルナウムの向こう側の場所です。 （マルコ ４：３５）
ガリラヤの海の東側はゲラサ人の地域です。 この地
域はデカポリスの一部です。 デカポリスはギリシャ文化
の中心でしたが， ユダヤ人もたくさん住んでいました。
ひとびと
イエスがカペルナウムから出発すると， 人々はそれに
ふね
気付き， ほかの舟 に乗って後に続きます。 （マルコ ４：
３６） 向こう岸まではそれほど遠くありません。 ガリラヤ
たんすい こ
はば
の海は大きな淡水湖で， 長さが約２１㌔， 幅は一番広い
所で１２㌔ほどあり， 深さもかなりあります。
いそが
つか
イエスは完全な人ですが，忙しく伝道したので疲れて
ふね
はな
ふね
います。 そのため舟が岸を離れると，舟の後部で横にな
まくら
ねむ
り， 枕を使って眠ってしまいます。
ふね あつか
使徒たちの中には舟の扱いに慣れている人もいます
が， 今日はどうも大変なことになりそうです。 ガリラヤ
の海は山に囲まれていて， 湖面の温度がかなり上がり
ふ
ます。 それで，山からの冷たい風が温かな湖面に吹き下
とつぜん もうれつ
ろすと， 突然に猛烈な暴風が生じることがあります。 ま
じょうきょう
ふね
さに今， その状況 です。 波が激しくぶつかり， 舟は 「水
をいっぱいかぶって危険な状態になって」 きます。 （ルカ
ねむ
８：２３） それでも， イエスは眠ったままです。
あらし
ぬ
使徒たちはこれまで嵐を切り抜けてきた経験を生か
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ふね
あらし
して， 必死に舟 を操ります。 しかし， この嵐はただ事で
はありません。 弟子たちは命の危険を感じてイエスを
さけ
起こし， こう叫 びます。 「主よ， 助けてください。 死んで
おぼ
しまいそうです！」 （マタイ ８：２５） 溺れてしまうのではな
いかと心配しているのです。

こわ
イエスは目を覚まして弟子たちに， 「なぜそんなに怖
しん こう
がっているのですか。 信 仰 の少ない人たち」 と言いま
す。 （マタイ ８：２６） それから風と海に向かって， 「静ま
れ！ 静かになれ！」 と命じます。 （マルコ ４：３９） すると
おだ
暴風はやみ， 海は穏やかになります。 （マルコとルカも
あらし
この印象的な出来事を記録していますが， イエスが嵐
き せきてき
を奇跡的に静めたことをまず強調し， その後， 弟子たち
しんこう
の信仰のなさについて述べています。）
弟子たちがどんな反応をしたか想像してみてくださ
あ くる
かれ
い。 荒れ狂っていた海がすっかり静まったのです。 彼 ら
おそ
は大変な畏れを感じ， 「一体どういう方なのだろう。 風
くちぐち
や湖さえ従うのだ」 と口々に言います。 その後， 無事に
とうちゃく
いっ しょ
向こう岸に到 着します。 （マルコ ４：４１–５：１） 一 緒に出
ふね
もど
発したほかの舟は西側の岸に戻っていったのかもしれ
ません。
神の子が自然界をコントロールする力を持っている
というのは， 本当に心強いことです。 イエスが王国で支
はら
配し，地上に深い関心を払う時，全ての人が安心して暮
らせます。 自然災害はなくなるからです。

あらし
ガリラヤの海で激しい嵐が生じやすかったのはなぜですか。
命の危険を感じた弟子たちはどうしましたか。
あた
この出来事が私たちに安心感を与えるのはなぜですか。
１１３

じゃ あく

大勢の邪 悪 な天使を追い出す
マタイ ８：２８‐３４

マルコ ５：１‐２０

ルカ ８：２６‐３９

あらし
ぬ
弟子たちがひどい嵐を切り抜けて岸に着くと， ショック
じゃあく
きょう
なことが起きます。 邪悪な天使に取りつかれた２人の凶
ぼう
暴な男が墓の間から出てきて， イエスに向かって走って

じゃあく
実は， この男性には大勢の邪悪な天使が取りついて
たず
いました。 「あなたの名前は何ですか」 とイエスが尋ね

きたのです。 聖書の記述では， そのうちの１人が特に注
おそ
きょうぼう
目されています。 恐らく， その男の方がより凶暴で， より
じゃあく
長い期間， 邪悪な天使に支配されてきたからでしょう。
はだか
この気の毒な男性はずっと裸で生活しており，昼も夜
さけ
も 「墓場や山の中で叫んだり， 石で自分の体を傷つけ
きょうぼう
たりして」 います。 （マルコ ５：５） あまりにも狂 暴 なの
だれ
しば
で， その周辺を通る人は誰もいません。 この人を縛ろう
くさり
こわ
としても， 鎖は引きちぎられ， 足かせは打ち壊されてし
だれ
まいます。 誰もこの人を従わせる力がないのです。
ふ
男性はイエスの前でひれ伏します。 すると， 取りつい
じゃあく
ている邪悪な天使は， 「至高の神の子イエス， 何をしに
ばっ
か
ちか
来たのですか。 私を罰 しないことを神に懸 けて誓 って
さけ
じゃあく
ください」 と男性に叫ばせます。 イエスは邪悪な天使を
けん い
従わせる権 威 があることを示し， 「その人から出なさ
じゃあく
い， 邪悪な天使よ」 と命じます。 （マルコ ５：７， ８）

う答えが返ってきます。 （マルコ ５：９） レギオンは軍団と

ると， 「レギオンです。 私たちは大勢いるからです」 とい
いう意味です。 古代ローマの軍団は何千人もの兵士で
じゃ あく
構成されていました。 ですから， 非常に大勢の邪 悪 な
天使がこの男性を苦しめ， それを楽しんでいたのです。
じゃあく
邪悪 な天使たちは， 「底知れぬ深みに去っていけとは
たんがん
かれ
命じないでください」 とイエスに嘆願します。 彼らは自
分たちと自分たちの支配者であるサタンにどんな最後
が待っているのか知っているようです。 （ルカ ８：３１）
ぶた
その付近の野原では２０００頭ほどの豚が草を食べてい
ぶた けが
ました。 律法で豚は汚れた動物とされており， ユダヤ人
ぶた
じゃあく
は豚を飼うことすら許されていませんでした。 邪悪な天
ぶた
こ
使たちは， 「私たちを豚の中に送り込んで， その中に入
らせてください」 と言います。 （マルコ ５：１２） イエスがそ
かれ
ぶた
れを許すと， 彼らは豚の中に入ります。 すると， ２０００頭
ぶた
がけ とっしん
でき し
ほどの豚全てが崖に突進し， 海に落ちて溺死します。

じゃ あく
ぶた
こ
大勢の邪悪な天使を追い出し， 豚の群れの中に送り込む
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たの
に頼 みます。 しかしイエスはこう言います。 「親族の元
に帰り， エホバがしてくださった全ての事と示してくだ
あわ
さった憐れみについて知らせなさい」。 （マルコ ５：１９）
ふ つう
い
普 通 イエスは自分が癒 やした人に， 起きたことを話
ひとびと
さないよう命じます。 人々が大げさなうわさによって自
しんこう
分に信仰を持つことがないようにするためです。 しかし
ちが
今回は違います。 この男性はイエスの強力な力の生き
しょうこ
ひとびと
た証 拠 であり， イエスが直接会えない人 々 に証言する
ぶた
こともできます。 また， この男性が証言すれば， 豚が死
んだ件で悪いうわさが広がるのを防げます。 それで， こ
の人はイエスがしてくれたことをデカポリス全域で話し
ます。

ぶた
豚 の世話をしていた人たちは急いで町や田舎に行
ひとびと
き， このことを知らせました。 人々は何が起きたのか見
じゃあく
ようとやって来ます。 来てみると， 邪悪 な天使に取りつ
もど
かれていた男性がすっかり元気になり，正気を取り戻し
ています。 そして何と， 服を着てイエスの足元に座って
います。
この知らせを聞いたり， その男性を見たりした人たち
きょう ふ
は恐 怖を感じ， イエスが次に何をするのか不安になり
たん がん
ます。 それで， ここから出ていくようイエスに嘆 願 しま
ふね
じゃあく
す。 イエスが舟で出発しようとした時， 邪悪な天使に取
いっしょ
りつかれていた男性が一緒に行かせてほしいとイエス

じゃあく
聖書の記述で， 邪悪な天使に取りつかれた２人の男性のうち１人が特に注目されているのはなぜですか。
じゃあく
邪悪な天使たちは自分たちの将来について何を知っていますか。
じゃあく
邪悪な天使に取りつかれていた男性が， 起きたことを他の人に話すようイエスに指示されたのはなぜでしたか。
１１５

さわ

い

イエスの外衣に触 って癒 やされる
マタイ ９：１８‐２２

マルコ ５：２１‐３４

ルカ ８：４０‐４８

もど
イエスはデカポリスから戻ってきました。 ガリラヤの海
の沿岸の北西部に住んでいるユダヤ人たちの間に， そ
あらし
の知らせが広がります。 最近イエスが嵐の際に風と波を
じゃあく
静めたことは大勢の人に知られていたでしょう。 邪悪な
い
天使に取りつかれた男性を癒 やしたことも伝わってい
おそ
たかもしれません。 そのため， 恐らくカペルナウムの海
むか
辺に， 「大勢の人」 が集まりイエスを迎えます。 （マルコ
はま べ
ひとびと
５：２１） イエスが浜辺に立つと，人々の期待は高まります。
しゅさい
会堂の主宰 役員ヤイロも， ぜひともイエスに会いた
いと思ってそこにいます。 ヤイロはイエスの足元にひれ
ふ
むすめ
伏し， 「私の娘は今にも死にそうです。 元気になって生
きられるよう， おいでになって手を置いてやってくださ
たの
さい
い」 と何度も頼 みます。 （マルコ ５：２３） まだ１２歳 のか
ひ と り むすめ
うった
わいい一人 娘をどうか助けてほしいという心からの訴
えに， イエスはどう応じるでしょうか。 （ルカ ８：４２）
とちゅう
イエスはヤイロの家に向かいますが， その途中， 心を
動かされる別の出来事が生じます。 大勢の人たちは別
き せき
の奇跡を見られるのではないかと， 興奮しながらイエス
ちが
に付いていきます。 しかし， １人の女性だけは様子が違
います。 自分の深刻な病気のことで頭がいっぱいなの
です。

なや
このユダヤ人の女性は１２年間， 出血に悩まされてい
み
ちりょう
ます。 たくさんの医者に診てもらっていろいろな治療を

ぎ しきてき けが
女性は儀式的に汚れた人となります。 その女性や女性
けが
ふ
の血で汚れた服に触れるなら， 水を浴びなければなら
けが
ず，夕方まで汚れた人とされました。 （レビ記 １５：２５‐２７）
さが
「イエスの評判を聞い」 た女性は，ずっとイエスを捜し
けが
ていました。 自分が汚 れていることを知っているので，
できるだけ目立たないように人混みの中を進み， 「あの
さわ
方の外衣に触るだけで良くなる」 と自分に言い続けま
すそ さわ
す。 そして， イエスの外衣の裾に触ります。 すると， 出血
が止まったことをすぐに感じ取ります。 ついに 「悲痛な
い
病気が癒やされた」 のです。 （マルコ ５：２７‐２９）
さわ
だれ
その時， 「触ったのは誰ですか」 とイエスが言います。
これを聞いた女性がどう思ったか想像できますか。 ペ
テロは， そんなことは分かるはずがないというニュアン
ひと びと
スで， 「人 々 があなたを囲んで群がっているのです」 と
さわ
だれ
言葉を返します。 では， 「触 ったのは誰 ですか」 とイエ
たず
スが尋ねたのはなぜでしょうか。 イエスはこう説明しま
だれ
さわ
す。 「誰かが私に触ったのです。 私から力が出ていきま
い
うば
した」。 （ルカ ８：４５， ４６） 癒やしを行うと力を奪われる
のです。
女性は気付かれずには済まなかったことを知ると，
おそ
ふる
ふ
恐れて震えながらイエスの前にひれ伏 します。 そして，
ひとびと
い
人々の前で， 自分の病気のことと， たった今癒やされた

受けた結果， お金を使い果たしてしまいました。 しかし

ことをありのままに話します。 するとイエスは優しく安
しんこう
心させるように， 「あなたが良くなったのは信仰 があっ

良くなりません。 「かえって悪くなっていた」 のです。 （マ

たからです。 安心して行きなさい。 悲痛な病気は治りま

ルコ ５：２６）

した」 と言います。 （マルコ ５：３４）
この出来事から， 地を支配させるために神が選んだ

その女性は病気で体調が悪くなっていただけでなく，
は
ふ つう
人に言えないような恥ずかしさも感じていました。 普通
しょうじょう
はそうした症状のことを人前で話すことはしないでしょ

のは， 温かく思いやりのある方だということが分かりま
ひとびと き づか
す。 人々を気遣うだけでなく， 実際に助ける力も持って

う。 さらにモーセの律法によれば， 血の流出がある間，

いるのです。

１１６

さわ
い
ある女性がイエスの外衣に触って癒やされる
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もど
ひとびと
むか
イエスがカペルナウムの辺りに戻ってきた時， 人々がイエスを迎えるために集まってきたのはなぜですか。
かか
ある女性はどんな問題を抱えていましたか。 イエスに助けてほしいと思っていたのはなぜですか。
い
女性はどのように癒やされましたか。 イエスは何と言って女性を安心させましたか。
１１７

少女が復活する
マタイ ９：１８， ２３‐２６

マルコ ５：２２‐２４， ３５‐４３

ルカ ８：４０‐４２， ４９‐５６

なや
い
ヤイロは， 出血に悩 まされていた女性をイエスが癒 や
むすめ
すのを見ました。 「今ごろはもう， 私の娘は死んでしまっ
ちが
たに違い［ない］」 という気持ちもありますが， イエスな
ら絶対に助けてくれると思います。 （マタイ ９：１８） 少女
み こ
に助かる見込みはあるのでしょうか。
い
癒やされた女性とイエスがまだ話しているうちに， ヤ
むすめ
イロの家から何人かの人が来てこう報告します。 「娘さ
わずら
んは亡くなりました。 もう先生を煩わさなくてもいいの

さわ
すると， たくさんの人たちが騒 ぎ立てています。 泣いて
大声を上げたり， 胸をたたいて悲しんだりしていたので
す。 そこでイエスは中に入り， 「子供は死んだのではな
ねむ
おどろ
く， 眠っているのです」 という驚くようなことを言います。
（マルコ ５：３９） これを聞いた人たちはイエスをばかに
して笑い始めます。 少女が実際に死んだことを知ってい
あた
るからです。 しかしイエスは， 神から与えられた力で人
ねむ
を復活させられることを示します。 それは， ぐっすり眠っ

ではありませんか」。 （マルコ ５：３５）

ている人を起こすかのようなものです。

何と悲しい知らせでしょう。 この地域で大変尊敬され
ひとり
ているヤイロですが， どうすることもできません。 一人
むすめ
娘が亡くなったのです。 しかし， この報告を聞いたイエ
はげ
スはヤイロの方を向き， こう励まします。 「心配は要りま
しんこう いだ
せん。 ただ信仰を抱きなさい」。 （マルコ ５：３６）
そ
とうちゃく
イエスはヤイロに付き添 って家に向かいます。 到 着

イエスは， ペテロ， ヤコブ， ヨハネ， そして少女の両親
みな
以外の全員を家の外に出します。 それから皆で亡くなっ
た少女が横たわっている所に行きます。 イエスは少女
の手を取り， 「タリタ クミ」 と言います。 これは訳すと，
「少女よ， さあ， 起きなさい！」 という意味です。 （マルコ
５：４１） すると， 少女はすぐに起き上がり， 立って歩き始
めます。 ヤイロと妻がどれほど喜んだか想像できます
か。 少女が本当に生きていることを示すため， イエスは
あた
何か食べ物を少女に与えるようにと言います。
い
これまでもイエスは癒やした人たちに，何が起きたか
を大勢の人に話さないよう命じていましたが， 今回も
少女の両親にそう命じます。 それでも， このニュースは
「その地方全体に」 広まります。 （マタイ ９：２６） 死んで
いた人が生き返るのを見たなら興奮して話したくなる
のも当然かもしれません。 これは， イエスが死んだ人を
復活させた２番目の例です。

はげ
ヤイロはどんな報告を聞きましたか。 イエスはどのようにヤイロを励ましますか。
とうちゃく
じょうきょう
ヤイロとイエスが家に到着した時， どんな状 況でしたか。
ねむ
死んだ子供はただ眠っているだけだとイエスが述べたのはなぜですか。
１１８

むすめ
イエスはヤイロの娘を復活させる
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き せき

奇 跡 を行うが， ナザレで退けられる
マタイ ９：２７‐３４； １３：５４‐５８

マルコ ６：１‐６

もう じん
い
イエスは盲人たちと口が利けない男性を癒やす
ナザレの人たちはイエスを退ける

いそが
ふね もど
忙しい１日でした。 デカポリスから舟で戻ってきた後，出
なや
い
むすめ
血に悩まされていた女性を癒やし， ヤイロの娘を復活
させました。 でも，１日はまだ終わりません。 ヤイロの家
もうじん
あわ
か
を出ると， ２人の盲人が， 「ダビデの子よ， 憐れみをお掛
さけ
けください」 と叫びながら付いてきます。 （マタイ ９：２７）
か
この２人は 「ダビデの子」 と呼び掛けることにより， イ
けいしょうしゃ
エスがダビデの王位継承 者つまりメシアだと信じてい
かれ
さけ
ることを示します。 イエスは彼らの叫びを無視している
ねば
ように思えます。 ２人の粘 り強さを試しているのかもし
かれ
あきら
れません。 それでも彼らは諦めず， イエスが家の中に入
ると， 同じように入ってきます。 それでイエスは， 「私に
しんこう
たず
それができるという信仰がありますか」 と尋ねます。 す
かれ
こ
ると彼らは確信を込めて， 「はい， 主よ」 と答えます。 そ
さわ
しんこう
こでイエスは２人の目に触り， 「あなたたちの信仰通り
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じゃあく
天使を追い出すのは， 邪悪な天使の支配者の力による
のだ」 と言って非難します。 （マタイ ９：３３， ３４）
いっしょ
その後間もなく， イエスは弟子たちと一緒に， 地元の
もど
ナザレに戻ります。 １年ほど前， イエスはナザレの会堂
ひとびと
で教えました。 最初， 人々は感心していましたが， 後に
その教えに腹を立て， イエスを殺そうとしました。 とこ
ろが， イエスはそのような人たちをもう一度助けようと
します。
安息日に， イエスは再び会堂で教えます。 多くの人が
おどろ
ち え
驚き， 「この人は， このような知恵 と強力な行いをする
たず
かれ
力をどこで得たのか」 と尋ねる人もいます。 しかし， 彼
らはこうも言います。 「この人は大工の息子ではない
か。 母親はマリアと言い， 弟はヤコブ， ヨセフ， シモン，
みな
いっしょ
ユダではないか。 妹たちも皆， 私たちと一緒にいる。 で

になるように」 と言います。 （マタイ ９：２８， ２９）

は， この全てをどこで得たのか」。 （マタイ １３：５４‐５６）

すると， ２人の視力は回復します。 イエスはこの時も，
い
癒 やされたことを人に話してはならない， と命じます。
かれ
みな
しかし彼らはうれしさのあまり， イエスのことを皆に話

ナザレの人たちには， イエスがただの地元の人にし
かれ
か見えません。 自分たちは彼の成長を見てきた， どうし
かれ
て彼 がメシアだと言えるのか， と考えます。 その結果，
い だい ち え
しょうこ
偉大な知恵や強力な行いという証拠が十分あるのに，

して回りました。

ひとびと じゃあく
２人の男性が去ると， 人々 は邪悪 な天使に取りつか

れて口が利けない人を連れてきます。 イエスが天使を
ひとびと
追い出すと， すぐに男性は話し始めます。 人々はすっか
おどろ
り驚き， 「このようなことはイスラエルで一度も見たこと
がない」 と言います。 そこには， パリサイ派の人たちも
かれ
き せき
いますが， 彼らはイエスの奇跡を否定できません。 それ
だれ
かれ じゃ あく
でその力が誰 によるかを再び問題にし， 「彼 が邪 悪 な

イエスを退けます。 イエスの親族でさえ， イエスをよく
じゃ ま
しんこう
知っているという気持ちに邪魔されて， 信仰を持ちませ
ん。 それで，イエスはこう言います。 「預言者は郷里や自
分の家以外であれば敬われます」。 （マタイ １３：５７）
ひとびと しん こう
おどろ
人々 の信 仰 のなさに驚 いたイエスは， 「何人かの病
き せき
人に手を置いて治す以外」， 奇跡 を行いません。 （マル
コ ６：５， ６）

もうじん
か
２人の盲人はイエスに 「ダビデの子」 と呼び掛けることにより， 何を信じていることを示しましたか。
き せき
パリサイ派の人たちはイエスが奇跡を行った時， 何と言って非難しましたか。
ナザレの人たちはイエスをどう見ましたか。 なぜですか。
１２１

ガリラヤで伝道し， 使徒たちを訓練する
マタイ ９：３５–１０：１５

マルコ ６：６‐１１

ルカ ９：１‐５

イエスは２年ほど熱心に伝道活動を続けてきました。 で
ぬ
はもう手を抜き， のんびりしてよいでしょうか。 そうでは
ありません。 イエスは伝道活動を拡大し， 「［ガリラヤ
で か
の］全ての町や村を回る旅に出掛けて， 会堂で教え， 王

しゅうかく
つか
しゅうかく
収穫のために人を遣わしてくださるよう， 収穫の主人に
お願いしなさい」。 （マタイ ９：３７， ３８）
イエスはどうすればいいかを知っています。 それで１２

国の良い知らせを伝え，あらゆる病気や不調を治し」 ま

使徒を集め， ２人ずつの組にして６つのチームを作りま
あた
す。 それから明確な指示を与 えます。 「異国人の道に

す。 （マタイ ９：３５） また，その旅を通して，伝道活動をさ

行ってはならず， サマリア人の町に入ってはなりません。

らに拡大する必要があることを確信します。 でもどうし

いつも， イスラエルの家の迷い出た羊の所に行きなさ

たらそうできるのでしょうか。
ひとびと
イエスは旅行しながら， 人々 が助けと支えを必要と

い。 行って， 『天の王国は近づいた』 と伝道しなさい」。

している様子を目にします。 羊飼いのいない羊のように
かれ
痛めつけられ， 放り出されていたのです。 イエスは彼ら
をかわいそうに思い， 弟子たちにこう言います。 「確か
しゅうかく
に，収穫は多いですが，働き手は少ないのです。 それで，

（マタイ １０：５‐７）
かれ
も はんてき いの
彼らが伝道する王国とは， イエスが模範的 な祈りの
中で述べた王国のことです。 「王国は近づいた」 と言え
るのは， 神から王に指名されたイエス・キリストが今そ
こにいるからです。 弟子たちがこの王国を代表している

イエスは再びガリラヤを旅行する
つか
イエスは使徒たちを伝道に遣わす
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しょうこ
かれ
という証拠についてはどうですか。 イエスは彼らに， 病
あた
気を治し， 死者を生き返らせる力を与え， ただでそうす
ひつじゅひん
るよう指示します。 では， 毎日の食物など， 生活必需品
はどうしたらよいのでしょうか。
イエスは弟子たちに， 旅行用品の準備はしないよう
に，と言います。 金や銀や銅のお金を持つ必要はありま
しょくもつぶくろ
せん。 旅のための食物袋， 予備の下着，サンダルも要り
ません。 なぜですか。 イエスは， 「働く人には当然，食物
あた
が与 えられます」 と言います。 （マタイ １０：１０） 弟子た
ひつじゅひん
ちのメッセージを聞いて感謝する人たちが，必需品に事
欠かないよう助けてくれるのです。 さらにイエスは， 「ど
こでも， ある家に入ったなら， その土地を去るまではそ
たいざい
こに滞在しなさい」 と言います。 （マルコ ６：１０）
イエスは，どのように家の人に王国について伝えたら
よいかも教えます。 「家に入る時には， 家の人たちにあ
いさつをしなさい。 その家がふさわしいなら， あなたた
ちが願う平和がそこにとどまるようにしなさい。 しかし，
もど
ふさわしくないなら， その平和を戻らせなさい。 どこで
むか
も， 人があなたたちを迎えず， 話を聞かない所では， そ
ふ はら
の家や町を出る際に，足の土を振り払いなさい」。 （マタ
イ １０：１２‐１４）
１つの町や村全体が話を聞こうとしない場合もある
でしょう。 そのような所はどうなりますか。 厳しい裁きが

下されます。 イエスはこう説明します。 「はっきり言いま
すが， 裁きの日には， その町よりもソドムとゴモラの方
た
が耐えやすいでしょう」。 （マタイ １０：１５）

ひとびと
イエスが再びガリラヤでの伝道旅行を始めたのはいつですか。 イエスは人々のどんな状態に気付きますか。
つか
あた
イエスはどのように１２使徒を遣わしますか。 その際， どんな指示を与えますか。
「天の王国は近づいた」 とはどんな意味ですか。
１２３

はく がい

迫 害 されても伝道を続けるための準備
マタイ １０：１６–１１：１

マルコ ６：１２， １３

ルカ ９：６

イエスは使徒たちに， ２人１組でどのように伝道を行え
あた
ばよいかについて， 素晴らしい指示を与 えます。 しか
し同時に， 伝道に反対する人について次のような警告
あた
つか
を与えます。 「さあ， 私はあなたたちを遣わします。 あな

はく がい
に
「ある町で迫 害されるときには， 別の町に逃げなさい。
はっきり言いますが， 人の子が来るまでにあなたたちが
まち まち
つ
イスラエルの町 々 を回り尽 くすことは決してありませ
ん」。 （マタイ １０：２３）

たたちはオオカミの間にいる羊のようになります。 ……
ひとびと
ほうてい
人々に用心していなさい。 あなたたちを地方法廷に引
わた
き渡し，会堂でむち打つからです。 そして，あなたたちは
そうとく
私のために総督や王の前に連れていかれます」。 （マタ

イエスのこれらの言葉は， １２使徒にとってぴったりの
はげ
指示， 警告， 励 ましです。 しかし， この言葉はイエスの

イ １０：１６‐１８）

れ」 ると述べたものの， 当時の使徒たちはまだそのよう

はくがい あ
イエスの弟子は厳しい迫害に遭うことでしょう。 しか
わた
し， イエスは元気の出る約束をします。 「引き渡 される
とき，何をどう話そうかと心配してはなりません。 話すべ
あた
き事はその時に与 えられるからです。 単にあなたたち
せいれい
が話すのではなく， 天の父の聖霊があなたたちによって
話すのです」。 さらに， こう続けます。 「兄弟が兄弟を， 父
わた
が子供を引き渡して死なせ， 子供が親に歯向かい， 死

死と復活の後に伝道する人たちにも当てはまります。 そ
にく
う言えるのは， イエスは弟子たちが 「全ての人から憎ま
な経験をしていなかったからです。 また， 使徒たちがガ
そうとく
リラヤでの短い伝道期間中に総督や王の前に連れてい
わた
かれたり， 家族によって引き渡されて殺されたりしたと
いう記録は聖書にありません。
イエスはこの時， 将来のことを考えながら話していま
まちまち
つ
した。 「人の子が来るまでに」 弟子たちが町々を回り尽
くすことはない， という言葉に注目してください。 イエス

に至らせます。 そしてあなたたちは， 私の名のために全
にく
た しの
ての人から憎 まれますが， 終わりまで耐 え忍 んだ人が

は， 自分が栄光を受けた王として裁きを行うために来

救われます」。 （マタイ １０：１９‐２２）

ことを示していたのです。

それでイエスは， 自由に伝道を続けられるように弟子
し りょ
たちが思 慮 深くあるべきことを強調し， こう言います。

も主人より上ではありません」 と言います。 これは， イ

ことがら
伝道は最優先しなければならない大切な事柄です。

１２４

る時までに， 弟子たちが伝道を終えることはないという
あ
おどろ
伝道を行う際に反対に遭うとしても， 驚くべきではあ
ど れい
りません。 イエスは， 「弟子は先生より上ではなく， 奴隷

つか
イエスは使徒たちを訓練し， 伝道に遣わす
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あつか
はく
エスが神の王国を伝道したためにひどい扱いを受け迫
がい
害されたのであれば，弟子たちも同じ経験をするという
意味です。 しかし， イエスはこう言います。 「体は殺せて
うば
おそ
も命を奪えない人たちを恐れてはなりません。 むしろ，
ほろ
おそ
命も体もゲヘナで滅ぼせる方を畏れなさい」。 （マタイ
１０：２４， ２８）

も はん
イエスはこの点で模 範 を示します。 全能者であるエ
おそ
た
ホバ神への忠節を曲げずに， 恐 れることなく死を耐 え
しの
ほろ
忍びました。 神は人の命を滅ぼす（将来の命の希望を
うば
あた
奪う）こともできれば， 人を復活させて永遠の命を与え
いだ
ることもできます。 これは使徒たちに安心感を抱 かせ
ます。
イエスは神が弟子たちを愛情深く世話する様子を，
こう か
例えを使って説明します。 「スズメ２羽は小額の硬貨１枚
で売っていませんか。 それでも， その１羽でさえ， 天の父
が知らないうちに地面に落ちることはありません。 ……
おそ
ですから，恐れることはありません。 あなたたちはたくさ

いだ
「私より父親や母親に愛情を抱く人は私の弟子としてふ
むすめ
いだ
さわしくありません。 私より息子や娘に愛情を抱く人は
私の弟子としてふさわしくありません」。 （マタイ １０：
３４， ３７）

むか
その一方で， 弟子たちを喜んで迎える人もいます。 イ

ることもあります。 同じ家族の中でも， メッセージを受

エスはこう語ります。 「はっきり言いますが， これら目立
ぱい
たない人の１人を弟子であると認めてほんの１杯の冷た
あた
い飲み水を与 える人は， 必ず報いを得ます」。 （マタイ

け入れるかどうかは人それぞれだからです。 イエスは，

１０：４２）

んのスズメより価値があるのです」。 （マタイ １０：２９，３１）
ぶんれつ
弟子たちが伝道するメッセージは， 家族を分裂 させ

「私が地上に平和をもたらすために来たと考えてはなり

はげ
イエスの指示， 警告， 励ましによって準備が整った使

ません」 と言います。 聖書の真理を信じて守るには， 勇

徒たちは， 「村から村へと区域を回り， 至る所で良い知

気が必要です。 ですから， イエスは次のように話します。

らせを広め， 病気を治し」 ていきます。 （ルカ ９：６）

あた
イエスは弟子たちにどんな警告を与えましたか。
はげ
イエスは弟子たちをどのように励まし， 安心させるどんな言葉を語りましたか。
イエスの指示が私たちにも当てはまると言えるのはなぜですか。
１２５

誕生パーティーの裏で行われた殺人
マタイ １４：１‐１２

マルコ ６：１４‐２９

ルカ ９：７‐９

イエスと使徒たちがガリラヤで伝道を行っている間も，
しょうかい
イエスを神の子羊として紹 介 したバプテストのヨハネ
しゃくほう
ろう や
は釈放されていません。 牢屋に入れられてから２年がた

かも， 「欲しいものが何であっても， 王国の半分でも，あ
ちか
げよう」 とまで誓ったのです。 サロメはまず母親の所に

とうとしています。

コ ６：２２‐２４）

ヨハネは， 王ヘロデ・アンテパスが異母兄弟フィリポ
うば
けっこん
ま ちが
の妻ヘロデアを奪い取って結婚したことは間違いであ
だいたん
けっこん
る， と大胆に非難しました。 ヘロデはヘロデアと結婚す
り こん
るために最初の妻を離 婚 したのです。 ヘロデが従うと
けっこん かん いん
主張しているモーセの律法では， そうした結婚 が姦 淫

ヘロデアが待ちに待ったチャンスがやって来ました。
そく ざ
ほどこ
即 座 に， 「バプテスマを施 す者ヨハネの首を」 と答え
もど
ます。 サロメはすぐヘロデの所に戻り， 「バプテストのヨ
の
あた
ハネの首を大皿に載せて今すぐお与えくださいますよう

とされており， 禁じられています。 ヨハネの非難を聞い
かれ ろう や
たヘロデは彼を牢屋に入れます。 ヘロデアがそう要求
したのでしょう。
ひとびと
「人々がヨハネを預言者と見なして」 いるため， ヘロ
デはヨハネをどうしたらよいものかと考えています。 （マ
うら
タイ １４：５） しかし， ヘロデアはためらいません。 「恨み
いだ
を抱き」， 何とかヨハネを殺したいと思っています。 （マ
ルコ ６：１９） そしてついに， 機会が訪れます。
せいれき
す こ
西暦３２年の過ぎ越しの直前，ヘロデは自分の盛大な
誕生パーティーを開きます。 ヘロデに仕える高官や士

行き， 「何を求めたらいいでしょうか」 と聞きます。 （マル

に」 と願い出ます。 （マルコ ６：２４， ２５）

みな
ヘロデはかなりうろたえます。 しかし， 客は皆， 自分
ちか
が誓ったのを聞いています。 たとえ無実の男性を殺すこ
とであったとしても， サロメの願いを聞かないのはきま
りが悪いことです。 それで護衛にぞっとするような命令
あた
ろう や つか
を与え， 牢屋に遣わします。 間もなく護衛はヨハネの首
の
を大皿に載せて持ってきます。 ヘロデはそれをサロメに
あた
わた
与え， サロメはヘロデアに大皿を渡します。
これを聞いたヨハネの弟子たちは， やって来て遺体
ほうむ
を引き取り， 葬ります。 それからイエスに報告します。
ひとびと い
じゃあく
後に， イエスが人々を癒やしたり邪悪な天使を追い

官たち全て， またガリラヤ市民の中の有力者たちが招
えんかい
待されます。 宴会が進んだところで， ヘロデアとその以
むすめ
前の夫フィリポの間に生まれた若い娘サロメが，客のた
おど
おど
めに踊ります。 男たちはその踊りに夢中です。
おど
ヘロデもサロメの踊りにとても喜び， 「何でも欲しい

出したりしていることを聞いたヘロデは， 不安になりま

ものを言いなさい。 それをあげよう」 と約束します。 し

心配していることが本当かどうか確かめたかったのです。

す。 バプテストのヨハネが 「生き返」 り， そうしたことを
行っているのではないかと思ったのです。 （ルカ ９：７）
それでイエスに会ってみたいと考えます。 イエスのメッ
セージを聞きたいと思ったのではありません。 自分の

ろう や
バプテストのヨハネが牢屋に入れられているのはなぜですか。
ヘロデアはヨハネを殺すチャンスをどのようにして得ましたか。
ヨハネの死後， ヘロデ・アンテパスがイエスに会いたいと思ったのはなぜですか。
１２６

ざん しゅ けい
ヘロデはバプテストのヨハネを斬首刑にする
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少しのパンと魚で非常に大勢の人に食事をさせる
マタイ １４：１３‐２１

マルコ ６：３０‐４４

ルカ ９：１０‐１７

ヨハネ ６：１‐１３

１２使徒はガリラヤ中で伝道旅行を楽しみ， その後，

ちりょう
い
（マルコ ６：３４） また， 「治療が必要な人たち」 を癒やし

「行った事や教えた事を全て」 イエスに話します。 使徒
つか
たちは当然疲れています。 しかし， 出入りする人が多く
ひま
て， 食事をする暇さえありません。 それでイエスは， 「さ
いっしょ
あ， 一緒に静かな場所に行って， 少し休みましょう」 と

ます。 （ルカ ９：１１） 夕方になると， 弟子たちはイエスに
おそ
こう言います。 「ここは辺ぴな場所で， もう遅 い時間で
むらむら
す。 群衆を解散させ，村々に行って自分で食物を買える

言います。 （マルコ ６：３０， ３１）
おそ
ふね
それで，恐らくカペルナウム辺りから舟に乗り，ヨルダ
はな
ン川の東にあるベツサイダに近い人里離れた場所へ向
かれ
かいます。 しかし， 彼らの出発をたくさんの人が見てい
わた
みな
たため， そのことが知れ渡ります。 それで皆は岸伝いに
ふね とうちゃく
走っていき， 先回りして舟の到着を待ちます。
ふね
舟を降りたイエスは大勢の人を見て， かわいそうに

するとイエスは， 「その必要はありません。 あなたた
あた
ちが食べ物を与えなさい」 と答えます。 （マタイ １４：１６）

思います。 羊飼いのいない羊のようだったからです。 そ
れで， 神の王国について 「多くのことを教え始め」 ます。

ようにしてあげてください」。 （マタイ １４：１５）

イエスはこれから何をするか決めていますが， フィリポ
ひとびと
に， 「この人々が食べるパンをどこで買いましょうか」 と
たず
かれ
尋ねます。 フィリポを試したのです。 彼がベツサイダ近
くの出身だったからです。 しかし， パンを買ってきても問
題は解決しません。 約５０００人の男性がいたのです。 女
ふく
こ
性や子供を含 めると１万人を超 えたでしょう。 それで
フィリポはこう返事します。 「２００デナリ分［１デナリは当
わた
時の日給に当たる］のパンでも足りません。 行き渡ると
しても， １人分はごくわずかでしょう」。 （ヨハネ ６：５‐７）
アンデレも，全員に食事をさせるのは無理だと思った
らしく，こう言います。 「ここに大麦のパン５つと小さな魚
ひき
２匹を持っている少年がいます。 でも， これほど大勢で
は何になるでしょうか」。 （ヨハネ ６：９）
せいれき
す こ
おか
今は西暦３２年の過ぎ越しの直前です。 春なので丘の
中腹には青草がたくさん生えています。 イエスは弟子た
ひとびと
ちに命じて人々を５０人から１００人のグループに分けて
ひき
座らせます。 それから５つのパンと２匹の魚を取り， 神に
いの
感謝の祈りをささげます。 そしてそれらを割って弟子た
わた
ひとびと
ちに渡し，弟子たちが人々に配ります。 そして何と，全て
の人がおなかいっぱい食べたのです。
その後， イエスは弟子たちに， 「余ったかけらを集め，
む だ
何も無 駄 にならないようにしなさい」 と命じます。 （ヨ
かご
ハネ ６：１２） 残ったものを集めると， １２の籠がいっぱい
になりました。

１２８

イエスは５０００人の男性に食事をさせる
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イエスが使徒たちのために静かな場所を探したのはなぜですか。
とうちゃく
イエスと弟子たちはどこに向かいましたか。 到着した時， どんなことがありましたか。
すす
ひとびと
弟子たちはイエスにどうするよう勧めましたか。 しかし， イエスは人々をどのように世話しましたか。
１２９

風と海をコントロールする支配者
マタイ １４：２２‐３６

マルコ ６：４５‐５６

ヨハネ ６：１４‐２５

ひと びと
人々がイエスを王にしようとする
イエスは水の上を歩き， 風を静める

き せきてき
イエスが奇跡的な力を使って非常に大勢の人に食事を
ひとびと しょうげき
させるのを見た時， 人々は衝 撃を受けました。 そして，
「これこそ，世に来ることになっていた預言者だ」 と言い
ます。 イエスこそメシアであり，この人なら素晴らしい支
ちが
配者になってくれるに違 いないと考えたのです。 （ヨハ
ネ ６：１４。 申命記 １８：１８） それでイエスを王にするため
つか
に捕まえようとします。
み ぬ
ひとびと
しかしイエスはその考えを見抜きます。 それで人々を
ふね
解散させ， 弟子たちには舟に乗るよう指示します。 どん
なルートでどこへ向かうのでしょうか。 まずベツサイダ
の方向に進み， それからカペルナウムに向かいます。 イ
いの
エスはというと， 晩に１人で祈るため山に登ります。
う
ふね
夜明け前の月明かりの中， 遠くに浮 かぶ舟 がイエス
あ
の目に入ります。 強風のため湖の波は荒れており，使徒
たちは 「向かい風のために……必死でこいでい」 ます。
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こわ
しず
風を見て怖くなり， 沈み始めます。 ペテロが， 「主よ， 助
さけ
の
けてください！」 と叫ぶと， イエスは手を伸ばしてペテロ
しんこう
をつかみ， 「信仰の少ない人よ， なぜ疑いに負けたので
すか」 と言います。 （マタイ １４：２７‐３１）
ふね
こ
ペテロとイエスが舟 に乗り込 むと暴風はやみます。
おどろ
弟子たちは大変驚きますが，それは無理のないことでし
かれ
は あく
たか。 彼らが 「パンの意味」 を把握していれば， つまり
イエスが少し前に非常に大勢の人に食事をさせたこと
を正しく理解していたなら， イエスが水の上を歩き， 暴
おどろ
風を静めたとしても驚かなかったはずです。 弟子たちは
イエスに敬意を示し， 「確かにあなたは神の子です」 と
言います。 （マルコ ６：５２。 マタイ １４：３３）
かれ
ひ
彼らは間もなく， カペルナウムの南にある美しくて肥
よく
とうちゃく
ふね
沃 なゲネサレの平原に到 着 します。 そして舟 を止めて
ひとびと
岸に降ります。 するとイエスに気付いた人々や， 周囲の

（マルコ ６：４８） イエスは山を下り， 使徒たちの方に向
かれ
かって波の上を歩き始めます。 彼らが 「５， ６キロほどこ
ふね
いだ時」 のことです。 （ヨハネ ６：１９） 弟子たちは舟のそ
げん
ばを通り過ぎようとするイエスを見ても信じられず， 「幻
えい
おそ
さけ
影だ」 と思い， 恐ろしくなって叫びます。 （マルコ ６：４９）
おそ
するとイエスは， 「安心しなさい。 私です。 恐れること
か
はありません」 と声を掛 けます。 それに対しペテロは，

地方の人たちが病気の人をイエスの元に連れてきます。
すそ ふ
病気の人たちはイエスの外衣の裾に触れるだけですっ

「主よ， あなたでしたら， 水の上を歩いてそちらに行くよ
たの
う私に命令してください」 と頼みます。 イエスは， 「来な
ふね
さい！」 と言います。 そこでペテロは舟から出て， 実際に

してイエスを見つけると， 「ラビ， いつここに来たのです
たず
かれ
か」 と尋ねます。 （ヨハネ ６：２５） するとイエスは彼らを

水の上を歩いてイエスの方に向かいます。 ところが暴

の章で考えましょう。

かり良くなります。

き せき
イエスが非常に大勢の人に食事をさせるという奇跡

を見た人たちは， イエスが去ってしまったことに気付き
かれ
ふね
ます。 彼らはティベリアから数そうの舟が着くと， それに
さが
乗ってイエスを捜しにカペルナウムにやって来ます。 そ

非難します。 それにはもっともな理由がありました。 次

ひとびと
イエスが非常に大勢の人に食事をさせた後， 人々はイエスに何を期待しましたか。
おどろ
イエスが水の上を歩き， 暴風を静めた時に， 弟子たちが驚くべきでなかったのはなぜですか。
とうちゃく
カペルナウムの近くの岸辺にイエスが到着した後， どんなことがありましたか。
１３１

イエスは 「命のパン」
ヨハネ ６：２５‐４８

イエスはガリラヤの海の東側の地域で， 大勢の人に食
ひとびと
事をさせました。 その後， 人々が自分を王にしようとし
あ
たため， そこを去ります。 その晩には， 荒れる海の上を
しんこう
歩きます。 ペテロも水の上を歩きますが， 信仰が弱くな
しず
り沈 み始めたので， イエスはすぐに助けます。 そして暴
ふね しず
風を静め， 弟子たちの舟が沈まないようにしました。
それから，イエスはガリラヤの海の西側にあるカペル
もど
き せき
ナウムに戻ってきました。 奇跡によって食事をした人た
ちはイエスを見つけ， 「いつここに来たのですか」 と質
かれ
問します。 するとイエスは彼 らを非難します。 その人た
さが
ちは， もう一度食事をさせてもらいたくてイエスを捜 し
くさ
ていたからです。 イエスは， 「腐る食物のためではなく，
なくならないで永遠の命をもたらす食物のために働き
すす
ひとびと
なさい」 と強く勧めます。 そこで人々は， 「何をしなけれ
たず
ばなりませんか」 と尋ねます。 （ヨハネ ６：２５‐２８）
ひと びと
人 々 は， 「働きなさい」 と言われた時， 律法に従っ

つもそのパンを下さい」 と言います。 （ヨハネ ６：３２‐３４）
では，イエスが言っていた 「パン」 とは何なのでしょうか。
イエスはこう説明します。 「私が命のパンです。 私の
う
しんこう いだ
のど
元に来る人は全く飢えず， 私に信仰を抱く人は決して喉
かわ
みな
が渇きません。 しかし私が言ったように， 皆さんは確か
に私を見たのに信じません。 ……私が天から下ってき
つか
たのは，自分の意志ではなく，私を遣わした方の意志を
つか
行うためだからです。 私を遣わした方の意志は， 私が，
たく
託された全ての人を一人も失うことなく終わりの日に
しんこう
復活させることです。 私の父の意志は， 子を認めて信仰
いだ
みな
を抱く人が皆， 永遠の命を受けることなのです」。 （ヨハ
ネ ６：３５‐４０）

さわ
この説明を聞いてユダヤ人たちは騒ぎだし， 不満を

言い始めます。 いったいなぜイエスは自分のことを 「天
から下ってきたパン」 だと言えるのでしょうか。 （ヨハネ
ひと びと
６：４１） 人 々 にとってイエスは， ガリラヤの町ナザレ出

て働くことを想像したかもしれません。 しかしイエス
つか
は， 最重要なことが何かを示し， 「神が遣 わした人に
しんこう いだ
ひとびと
信仰を抱くことが必要です」 と言います。 でも， 人々 は
しんこう いだ
イエスに信仰を抱きません。 イエスが多くのことを行っ

身の親から生まれた人間にすぎないのです。 それで，
かれ
「これはヨセフの子イエスではないか。 私たちは彼の父

てきたのに， さらに多くのしるしを見せてほしいと要求

６：４２）

します。 そしてイエスに， 「どんなことをするのですか」 と
たず
こう や
尋ねます。 さらに， 「私たちの父祖は荒野でマナを食べ
あた
ました。 『神は天からパンを与えて食べさせた』 と書い

そこでイエスは言います。 「不満を口にするのはやめ
つか
なさい。 私を遣 わした父が引き寄せてくださらない限
だれ
り， 誰も私の元に来ることはできません。 私はその人を
かれ
みな
終わりの日に復活させます。 預言者の書に， 『彼らは皆

てある通りです」 と言います。 （ヨハネ ６：２９‐３１。 詩編
７８：２４）

き せき
あた
それに対してイエスは， 必要なものを奇跡によって与
だれ
えるのは誰かを， こう説明します。 「はっきり言っておき
あた
ます。 モーセは天からのパンを与えませんでした。 しか
みな
あた
し， 私の父は， 天からの真のパンを皆さんに与えていま
あた
す。 天から下ってきて人類に命を与 える人が神のパン
ひとびと
だからです」。 でも， 人々は要点を理解せず， 「主よ， い
１３２

親も母親も知っている。 今になって， 『私は天から下っ
てきた』 と言うのはどうしてか」 と言います。 （ヨハネ

エホバに教えられる』 と書いてあります。 父から聞いて
みな
だれ
学んだ人は皆， 私の元に来ます。 誰かが父を見たとい
うのではありません。 神の所から来た人だけが父を見
ました。 はっきり言っておきますが， 信じる人は永遠の
命を受けます」。 （ヨハネ ６：４３‐４７。 イザヤ ５４：１３）
以前イエスはニコデモに永遠の命について話しまし
いだ しんこう
た。 そして， その命と人の子に抱 く信仰 を関連付けて，

イエスは 「天からのパン」

しんこう いだ
みな ほろ
「［神の独り子］に信仰を抱く人が皆，滅ぼされないで永
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れていたパンを食べても手に入りません。 では， どうす

遠の命を受け」 る， と言いました。 （ヨハネ ３：１５， １６）
ひとびと
今回はもっと大勢の人たちに， 自分には人々が永遠の

れば永遠の命を得られますか。 イエスはもう一度， 「私

命を得るために果たすべき役割があると説明します。 こ
いっ ぱん
の永遠の命は， マナを食べてもガリラヤで一 般に売ら

天からのパンについての話は続きます。 その話はイエ
むか
スがカペルナウムの会堂で教えた時に山場を迎えます。

は命のパンです」 と言います。 （ヨハネ ６：４８）

少し前に起きた出来事について考えると， イエスにしるしを要求するべきでなかったのはなぜですか。
イエスが自分のことを真の 「天からのパン」 だと言った時， ユダヤ人たちはどんな反応をしましたか。
ふ つう
マナや普通のパンよりも， イエスが話したパンの方が優れていると言えるのはなぜですか。
１３３

しょう げき

大勢の人がイエスの言葉に衝 撃を受ける
ヨハネ ６：４８‐７１

パンであることを教えています。 ガリラヤの海の東側か
もど
ひと びと
か
ら戻 ってきた人 々 に話しています。 イエスを追い掛 け，

ぎ せい
体を差し出し， 自分の血を注ぎ出すことにより犠牲をさ
みな
ぎ せい
さげます。 永遠の命を得たいと願う人は皆，その犠牲に
しんこう いだ
信仰 を抱 かなければならない， とイエスは教えている

パンと魚で食事をさせてもらった人たちです。
こう や
イエスは， 「父祖たちは荒野でマナを食べましたが，

のです。 でも， 弟子の中にさえこの教えを理解しない人
だれ
が多くいます。 ある人たちは， 「この話はひどい。 誰 が

それでも死にました」 と言います。 しかし， イエスが述
ちが
べているパンは違 います。 こう説明します。 「私は天か

聞いていられるだろうか」 と言います。 （ヨハネ ６：６０）

イエスはカペルナウムの会堂で， 自分が天からの真の

ら下ってきた生きたパンです。 このパンを食べる人は永
あた
久に生きます。 そして， 私が与えるパンとは私の肉であ
り， 人類が生きるためのものです」。 （ヨハネ ６：４８‐５１）
せいれき
西暦３０年の春， イエスはニコデモに， 神は自分の子
あた
を救い主として与えるほどに人類を愛した， と話しまし
ぎ せい しんこう いだ
た。 そして今， イエスは自分がささげる犠牲に信仰を抱
くことによりイエスの肉を食べるべきである， という点
を教えています。 それが永遠の命を得る道なのです。
ひと びと
しかし， 人 々 はイエスの言葉に反発し， 「どうしてこ
あた
の人は自分の肉を与えて食べさせることができるのか」
ひ ゆ
と言います。 （ヨハネ ６：５２） イエスは比喩を使って話し
ひ ゆ
ていることを理解してもらうため， 比喩を続けます。
「人の子の肉を食べず， その血を飲まない限り， 自分
の内に命を持てません。 私の肉を食べ， 私の血を飲む

イエスは不満を言う人がいるのに気付き，こう質問し
いだ
ます。 「このことで反感を抱いているのですか。 では， 人
の子が元いた所に上っていくのを見たら， どうでしょう
せいれい
か。 ……私があなたたちに話した事は聖霊によるので
あた
あり， 命を与えます。 しかし， あなたたちの中には信じ
ない人もいます」。 これを聞いた大勢の弟子が去ってい
き， もうイエスに従おうとしません。 （ヨハネ ６：６１‐６４）
イエスは１２使徒に， 「あなたたちも去っていきたいで
たず
すか」 と尋ねます。 するとペテロがこう答えます。 「主よ，
だれ
私たちは誰 の所に行けばよいのでしょう。 あなたは永
遠の命の言葉を持っています。 私たちは，あなたが神の
聖なる方であることを信じ， 知るようになりました」。
（ヨハネ ６：６７‐６９） ペテロや他の使徒たちは今聞いた
ばかりの教えを十分には理解していません。 それでも，
イエスに対する変わらぬ愛を示したのです。

人は永遠の命を受け……ます。 私の肉は真の食物， 私

イエスはペテロの返事をうれしく思ったでしょう。 し

の血は真の飲み物です。 私の肉を食べ， 私の血を飲む

かし， こうも言います。 「私があなたたち１２人を選んだ

人は， ずっと私と結び付いて……います」。 （ヨハネ ６：

のではありませんか。 しかし， あなたたちのうちの１人

５３‐５６）
ユダヤ人たちはぞっとしたでしょう。 人食いや血を飲
すす
んで律法を破ることを勧めていると感じたかもしれませ

は中傷する人です」。 （ヨハネ ６：７０） イエスはユダ・イス
かれ
カリオテのことを言っていました。 彼が悪い欲望に従い
み ぬ
始めていることを見抜いていたのかもしれません。

ん。 （創世記 ９：４。 レビ記 １７：１０， １１） しかしイエスは，

それでもイエスは， ペテロと他の使徒たちが自分に

本当に人肉を食べたり血を飲んだりすることを述べて

従い続け， 命を救う活動をやめなかったので， 喜びを感
ちが
じたに違いありません。

いたのではありません。 将来イエスは， 自分の完全な

１３４

イエスの肉を食べ， その血を飲む
しん こう
大勢の人が信仰を捨ててイエスの後に従うのをやめる
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ひとびと あた
イエスはどのようにして自分の肉を人々に与えますか。 イエスの肉を食べるとはどういう意味ですか。
ひとびと しょうげき
イエスが自分の肉と血について話した時， 人々が衝撃を受けたのはなぜですか。 イエスが強調していたのは
どんなことでしたか。
大勢の人がイエスに従うのをやめた時， ペテロは何と言いましたか。
１３５

けが

人を本当に汚 すものとは何か
マタイ １５：１‐２０

マルコ ７：１‐２３

ヨハネ ７：１

せいれき
す こ
西暦 ３２年の過ぎ越 しが近づいたころ， イエスはガリラ
ひとびと
いそが
ヤで人々を教えて忙しい毎日を過ごしていましたが， 律
す こ
法の規定に従い， 過ぎ越しを祝うためエルサレムに向
ねら
かったようです。 ただし， ユダヤ人たちから命を狙われ

ありました。 例えば， ある人が自分のお金や財産は 「コ
しんでん けんのう
ルバン」 （神や神殿に献納されたもの）である，と言うか
もしれません。 そして， そうした資産がまだ手元にあり
しんでん
こうれい
自由に使えたとしても，これは神殿のためだから高齢の

ているので用心深く行動します。 （ヨハネ ７：１） その後，
もど
ガリラヤへ戻ります。
おそ
恐 らくカペルナウムにいたイエスの所へ， パリサイ

貧しい親を助けるために使うことはできない， と主張し
のが
ます。 こうして， 親に対する責任を逃れるのです。 （マル

派の人たちと律法学者たちがエルサレムからはるばる
い はん
やって来ます。 なぜでしょうか。 イエスを宗教上の違反
うった
て が
で訴える手掛かりをつかもうとしているのです。 それで

パリサイ派の人たちが神の律法をねじ曲げているこ
いか
とに， イエスが怒りを感じたのも当然です。 それでこう

イエスにこう質問します。 「あなたの弟子が父祖たちか
らの伝統を破っているのはどうしてですか。 例えば， 食
事をする時に手を洗いません」。 （マタイ １５：２） しかし，
ひじ
食事の時に 「手を肘まで洗［う］」 というしきたりは神が
命じたものではありません。 （マルコ ７：３） それでもパ
い はん
リサイ派の人たちは，そうしないのは重大な違反である
と考えています。

かれ
イエスはその非難に直接は答えません。 むしろ， 彼ら

がどのように神の律法を意図的に破っているかを，次の
し てき
ように指摘します。 「あなた方が自分たちの伝統によっ
て神のおきてを破っているのはどうしてですか。 例え
ば，神は， 『あなたの父と母を敬いなさい』，そして， 『父
は
し けい
や母に暴言を吐く人は死刑にしなさい』 と言いました。
ところがあなた方は言います。 『父や母に， 「私の物で
けんのう
お役に立ちそうな物はどれも神に献納された供え物な

コ ７：１１）

言います。 「自分たちの伝統によって神の言葉を否定し
ぎ ぜんしゃ
ています。 偽善者たち，イザヤはあなた方について適切
くちびる
にこう預言しました。 『この民は唇で私を敬うが， 心は
はな
すう はい
む だ
私から遠く離 れている。 私を崇 拝 し続けても無 駄 であ
る。 人間の命令を教理として教えるからである』」。 イ
エスからの厳しい非難にパリサイ派の人たちは何も答
ひとびと
えられません。 イエスは人々を近くに呼んで話を続けま
さと
す。 「聞いて， 意味を悟 りなさい。 口に入るものが人を
けが
けが
汚 すのではありません。 口から出るものが人を汚 すの
です」。 （マタイ １５：６‐１１。 イザヤ ２９：１３）
その後， 弟子たちは家の中でイエスに， 「パリサイ派
いだ
の人たちがあなたの言ったことを聞いて反感を抱いた
たず
のを知っていますか」 と尋 ねます。 イエスはこう答えま
みな
ぬ
す。 「天の父が植えたのでない植物は皆， 引き抜かれま
す。 放っておきなさい。 あの人たちは目が見えない案内

のです」 と言えば， 父を敬わなくてよい』」。 （マタイ １５：

人です。 目の見えない人が目の見えない人を案内すれ

３‐６。 出エジプト記 ２０：１２； ２１：１７）
けんのう
パリサイ派の人たちは， 神に献納された供え物はお
しんでん
金も財産も全て神殿のものであり， 他の目的のために
けんのう
用いることはできないと教えています。 ところが，献納し

ば， ２人とも穴に落ちます」。 （マタイ １５：１２‐１４）
けが
たの
ペテロから人を汚すものの説明を頼まれ， イエスは
おどろ
驚 いたようです。 こう言います。 「口に入るものは何で
はいしゅつ
も胃を通って下水に排 出 されるのではありませんか。

たはずの供え物をその人自身がまだ持っていることが

しかし， 口から出るものは何でも心から出てくるのであ

１３６

イエスは人間の伝統の問題点を暴く

けが
じゃあく
り， それが人を汚します。 例えば， 心から， 邪悪な考え，
かんいん
ぬす
ぎしょう ぼうとく
殺人， 姦淫， 性的不道徳， 盗み， 偽証， 冒瀆が出てきま
けが
す。 これらは人を汚します。 しかし， 手を洗わずに食事
けが
をすることは人を汚しません」。 （マタイ １５：１７‐２０）
ふ だん
これは， 普段の衛生に気を付けなくてもよいとか， 調
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理や食事の前に手を洗わなくてもよいという意味では
ありません。 イエスは， 人間の伝統によって神の律法を
ぎ ぜん
無視しようとする宗教指導者たちの偽善を非難してい
けが
たのです。 人を本当に汚すのは， 心から出てくる悪い行
いです。

パリサイ派の人たちと律法学者たちは何と言ってイエスを非難しましたか。

し てき
イエスは， パリサイ派の人たちと律法学者たちが神の律法を意図的に破っていることを， どのように指摘しましたか。
けが
人を本当に汚すものとは何ですか。
１３７

い

女の子と耳が聞こえない人を癒 やす
マタイ １５：２１‐３１

マルコ ７：２４‐３７

イエスはパリサイ派の自分勝手な伝統を非難した後，
はな
弟子たちとそこを去ります。 北西に何十キロも離 れた
フェニキアのティルスやシドンがある地域に向かいます。
と
イエスは泊まる家を見つけますが， そこにいることを

りのことが起きるように」 と言います。 （マタイ １５：２７，
おどろ
むすめ
２８） すると驚いたことに， 女性の娘はその場にいなかっ
い
むすめ
たのに癒やされます。 女性が家に帰ると， 幼い娘はすっ
い
ね どこ
じゃあく
かり癒やされて寝床に横になっています。 「邪悪な天使

知られたくありません。 でも， 気付かれてしまいます。 そ

は出ていっていた」 のです。 （マルコ ７：３０）

の地域出身のギリシャ系の女性がイエスを見つけ， 「主
あわ
か
むすめ じゃあく
よ， ダビデの子よ， 憐れみをお掛けください。 娘が邪悪
たの
な天使に取りつかれ， ひどく苦しめられています」 と頼
み始めます。 （マタイ １５：２２。 マルコ ７：２６）
イエスが何も答えずにいると， 弟子たちが， 「この女
はら
さけ
性を追い払ってください。 後に付いてきて， ずっと叫んで
います」 と言います。 するとイエスは女性を無視してい
る理由を説明し， 「私は， イスラエルの家の迷い出た羊
つか
の所にしか遣わされていません」 と答えます。 でも女性
あきら
は諦めません。 イエスの前にひざまずき， 「主よ，お助け
たの
ください！」 と必死に頼みます。 （マタイ １５：２３‐２５）
しんこう
そこでイエスは女性の信仰を試すためだと思われま
こくせき
へんけん
すが， 他の国籍の人に対するユダヤ人の偏見 にそれと
ふ
あた
なく触れて， 「子供たちのパンを取って小犬に投げ与え
るのは正しくありません」 と言います。 （マタイ １５：２６）
イエスは “犬” ではなく 「小犬」 と述べることで， ユダヤ
人ではない人への優しい気持ちを表現しています。 表
ちが
情や声にもその気持ちが表れていたに違いありません。
女性はイエスの返事に腹を立てたりはしません。 イ
へんけん
エスがユダヤ人の偏見について述べていることに気付
けんそん
き， 謙遜にこう答えます。 「そうです， 主よ。 けれど， 小犬
しょくたく
も主人の食卓から落ちるパンくずを食べます」。 この言
じゅんすい
葉を聞いたイエスは，女性が純粋な心を持っていること
しんこう い だい
を認め， 「あなたの信仰 は偉大 です！ あなたの願う通

１３８

次にイエスと弟子たちはフェニキア地方を出発し， ヨ
ルダン川の上流に向かいます。 その後， ガリラヤの海の
わた
北のどこかでヨルダン川を渡り， デカポリス地方に入り
ます。 そして山に登りますが， そこでも大勢の人に見つ
ひとびと
かってしまいます。 人々は足が不自由な人， 障害を負っ
もうじん
た人， 盲人， 口が利けない人などをイエスの所に連れ
かれ
い
てきてその足元に横たえます。 イエスが彼らを癒やして
みな
おどろ
いくと， 皆がとても驚き， イスラエルの神をたたえます。
イエスは耳が聞こえず言語障害のある１人の男性に
注目します。 その人が大勢の人の中でどんな気持ちに
きん
なっていたか想像できますか。 イエスは男性がとても緊
ちょう
張 しているのに気付いたのかもしれません。 その人を
別の場所に連れていきます。 ２人だけになると， イエス
はこれから何を行うかを伝えます。 まず指を男性の両
つば か
ふ
耳に入れ， それから唾を掛けて， 舌に触れます。 そして
天を見上げ， 「エファタ」 つまり 「開かれよ」 と言います。
ふ つう
すると， 男性は耳が聞こえるようになり， 普通に話し始
ひとびと
こと
めます。 とはいえ， イエスは人々が自分で見聞きした事
がら
柄に基づいて信じてほしいと願っているため， このこと
みな
を皆に話さないよう命じます。 （マルコ ７：３２‐３６）
い
ひとびと
イエスがこうした癒やしを行うのを見て人々は 「すっ
おどろ
かり驚」 きます。 そしてこう言います。 「あの人は何でも
見事に行った。 耳が聞こえない人を聞こえるように， 口
が利けない人を話せるようにするのだ」。 （マルコ ７：３７）

むすめ い
イエスはフェニキア人の女性の娘を癒
い やす
耳が聞こえず言語障害のある男性を癒やす
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むすめ
い
イエスがフェニキア人の女性の娘をすぐに癒やさなかったのはなぜですか。
イエスと弟子たちはフェニキア地方を出発してどこに向かいましたか。
耳が聞こえず言語障害のある男性に対して， イエスはどのように思いやりを示しましたか。
１３９

パンを増やし， パン種について警告する
マタイ １５：３２–１６：１２

マルコ ８：１‐２１

ガリラヤの海の東側に位置するデカポリス地域で，非常

おおかご
ぱい食べます。 しかも余った物を集めると， ７つの大籠

に大勢の人たちがイエスの所に集まっています。 イエス
い
の話を聞きたい， 癒やしてほしいと思ってやって来てお
おおかご
り， 食料を入れる大籠を持参している人もいます。

がいっぱいになります。
ひとびと
ふね
イエスは人々を解散させると， 弟子たちと舟でガリラ

しばらくしてイエスは弟子たちにこう言います。 「群衆

リサイ派とサドカイ派の人たちがイエスを試すため近
たの
づいてきて，天からのしるしを見せてくれるよう頼みます。
かれ
イエスは彼 らの動機に気付き， こう答えます。 「あな

がかわいそうです。 私と共に３日いて， 食べる物がない
とちゅう たお
のです。 空腹のまま家に帰らせたら， 途中で倒れてしま

ヤの海の西側にあるマガダンに行きます。 そこでは， パ

うでしょう。 遠くから来ている人もいます」。 すると弟子
ひとびと
たちは， 「この辺ぴな場所で， この人々に十分食べさせ

た方は， 夕方になると， 『夕焼けだから， 晴れる』 と言

るだけのパンをどこから得られるでしょうか」 と答えま

ような雨が降る』 と言います。 空模様から天気を見分

す。 （マルコ ８：２‐４）

ける方法を知りながら， 時代のしるしは見分けられな

いく
たず
イエスは， 「パンは幾 つありますか」 と尋 ねます。 弟
びき
子たちは， 「７つです。 それに小さい魚が何匹 かありま

い， 朝には， 『朝焼けで雲が出ているから， 今日は冬の

いのです」。 （マタイ １６：２， ３） そして， あなた方にヨナ
あた
のしるし以外にしるしが与えられることはない， と言い

す」 と言います。 （マタイ １５：３４） そこでイエスは地面
ひとびと
に座るよう人々に指示します。 次に， パンと魚を取って
いの
わた
神に祈り， それらを分けて弟子たちに渡し， 弟子たちが
ひとびと
おどろ
人々に配っていきます。 驚いたことに， そこにいた人全

ます。

員， ４０００人ほどの男性と女性や子供たちがおなかいっ

１個しかありません。 その時イエスは， パリサイ派とヘ

ふね
イエスと弟子たちは舟 に乗り， ガリラヤの海の北東
とちゅう
にあるベツサイダへ出発します。 その途中，弟子たちは
パンを十分持ってこなかったことに気付きます。 パンは
ロデを支持するサドカイ派の人たちに会ったことを考
えつつ， 「じっと見張っていて， パリサイ派のパン種とヘ
ロデのパン種に気を付けなさい」 という警告を弟子た
あた
ちに与えます。 弟子たちはパン種と聞いて， パンを十分
かんちが
持ってこなかったことを言われていると勘 違 いします。
それに気付いたイエスは， 「なぜパンがないことにつ
たず
いて言い合っているのですか」 と尋ねます。 （マルコ ８：
１５‐１７）

あた
少し前にイエスは非常に大勢の人たちにパンを与え

たばかりでした。 ですから， イエスがパンについて心配
していないことに弟子たちは気付いてもよいはずでし
た。 イエスは， 「覚えていませんか。 私が５つのパンを
いく
かご
５０００人のために割った時， 幾つの籠がかけらでいっぱ
１４０

イエスは４０００人の男性に食事をさせる
パリサイ派のパン種について警告する
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いになりましたか」 と質問します。 弟子たちは 「１２個で

派とサドカイ派のパン種に気を付けなさい」 と言いま

す」 と答えます。 イエスはさらに， 「７つのパンを４０００人
いく
おおかご
のために割った時， 幾 つの大籠 がかけらでいっぱいに
たず
かれ
なりましたか」 と尋ねます。 彼らは， 「７つです」 と答え

す。 （マタイ １６：１１）

ます。 （マルコ ８：１８‐２０）
それでイエスは， 「私がパンについて話したのでない
さと
たず
ことを， どうして悟らないのですか」 と尋ね， 「パリサイ

弟子たちはイエスの話の意味をやっと理解します。
はっこう
ふく
パン種はパンを発酵させて膨らますために使われます。
ふ はい
ですから， パン種は腐 敗 を表していました。 イエスは，
ふ はい
人を腐敗させる 「パリサイ派とサドカイ派の教え 」 に気
を付けるようにと警告していたのです。 （マタイ １６：１２）

ひとびと
人々がイエスの所に集まったのはなぜですか。

かんちが
イエスがパン種について話した時， 弟子たちはどんな勘違いをしましたか。
イエスが述べた 「パリサイ派とサドカイ派のパン種」 とは何のことでしたか。
１４１

だれ

人の子とは誰 のことか
マタイ １６：１３‐２７

マルコ ８：２２‐３８

ルカ ９：１８‐２６

ひとびと もうもく
イエスと弟子たちがベツサイダに着くと， 人々が盲目の
かれ ふ
い
たの
男性を連れてきて， 彼 に触 れて癒 やしてほしいと頼 み

だれ
けい じ
ペテロにイエスが誰であるかを啓示したからです。 イエ

ます。

この岩の上に自分の会衆をつくります。 死の力はそれを
せいふく
征服できません」。 これは， イエスが会衆をつくること，
かれ
その会衆の成員が死ぬまで忠実であるなら死さえも彼
と
らを捕らえておくことはできないことを意味しています。

そこでイエスはその男性の手を取って村の外へ連れ
つば か
ていきます。 そして， 男性の両目に唾を掛けてから， 「何
たず
か見えますか」 と尋ねます。 その人は， 「人が見えます。
木のように見えますが， 歩き回っています」 と答えます。

スはさらにこう言います。 「あなたはペテロであり， 私は

目に当てて視力を回復させます。 イエスは男性を家に

イエスはペテロに次のような約束をします。 「私はあな
かぎ あた
たに天の王国の鍵を与えます」。 （マタイ １６：１８， １９）
あた
イエスはペテロに使徒たちの中で一番良い地位を与

帰らせますが， 村に入ってはならないと言います。

えたわけでも， ペテロを会衆の土台としたわけでもあ

その後，イエスと弟子たちは北のカエサレア・フィリピ
およ
地方に向けて旅をします。 そこまでは約４０㌔に及ぶ上
かい ばつ
り道で， 村は海 抜 ３５０㍍の所にあります。 村の北東に

りません。 イエス自身が岩であり， その上に会衆がつく

は， 頂上に雪をかぶったヘルモン山がそびえています。
おそ
恐らく２日かそれ以上の旅だったでしょう。
とちゅう
いの
途中， イエスは祈るために独りになります。 自分が死

ています。 それは， ３つのグループの人たちに天の王国

（マルコ ８：２３， ２４） それからイエスは両手を男性の両

ぬまで残り９カ月か１０カ月です。 弟子たちのことが心配
です。 最近， 大勢の人が自分に従うのをやめてしまいま
した。 イエスの態度に納得がいかず， 失望した人もいる
きょ ひ
ようです。 王になることをなぜイエスが拒 否 したのか，
だれ
自分が誰であるかを明らかにするしるしをなぜイエスが
示そうとしないのか， 分からないのかもしれません。
いの
イエスが祈っていると弟子たちがやって来ます。 イエ
ひと びと
だれ
スは， 「人 々 は人の子のことを誰 だと言っていますか」
たず
と尋ねます。 弟子たちは， 「バプテストのヨハネや， エリ
ヤ， エレミヤ， 預言者の１人， などと言っています」 と答
ひとびと
えます。 人々は，そのうちの１人が復活しイエスとして現
れた， と考えています。 弟子たちの考えを知りたいイエ
だれ
スは， 「あなたたちは，私のことを誰だと言いますか」 と
質問します。 するとすぐにペテロが， 「キリスト，生きてい
る神の子です」 と答えます。 （マタイ １６：１３‐１６）
イエスはペテロに，あなたは幸福だと言います。 神が
１４２

られるのです。 （コリント第一 ３：１１。 エフェソス ２：２０）
かぎ あた
とはいえ， ペテロには３つの鍵が与えられることになっ
に入る機会を開くという特別な割り当てのことです。
せい れき
ペテロは西 暦 ３３年のペンテコステにおいて， １番目

もう もく
い
イエスは盲目の男性を癒
やす
かぎ あた
ペテロは王国の鍵を与えられる
イエスは自分の死と復活について予告する
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かぎ
く
の鍵 を使います。 その時， ペテロは悔 い改めたユダヤ
人と改宗者たちに対し， 救われるには何をしなければ
かぎ
ならないかを説明します。 さらに２番目の鍵 を使って，
しん こう いだ
信 仰 を抱 いたサマリア人に王国に入る機会を開きま
せいれき
かぎ
す。 そして西暦３６年， ３番目の鍵を使い， コルネリオな
い ほうじん
どの割礼を受けていない異邦人にも機会を開くのです。
（使徒 ２：３７， ３８； ８：１４‐１７； １０：４４‐４８）
イエスは使徒たちとの話の続きで，間もなく自分はエ
ルサレムで苦しみと死を経験することになると予告しま
かれ
どうよう
す。 それを聞いて彼らは動揺します。 ペテロは， イエス
が復活し天での命を得ることを理解していません。 そ
わき
しか
れでイエスを脇 に連れていって𠮟 り， 「主よ， 自分を大
あ
切にしてください。 決してそのような目には遭いません」
と言います。 するとイエスはペテロに背を向けて， こう
答えます。 「私の後ろに下がれ， サタン！ あなたは私の
じゃ ま
いだ
邪魔をしています。 神の考えではなく， 人間の考えを抱
いているからです」。 （マタイ １６：２２， ２３）
イエスは使徒たちに加えて他の弟子たちも呼び集
め，自分の後に従うのは簡単ではないということを次の
だれ
ように説明します。 「誰 でも私に付いてきたいと思うな
くい
ら， 自分を捨て， 苦しみの杭を持ち上げ， 絶えず私の後
に従いなさい。 自分の命を救おうと思う人はそれを失
いますが，私と良い知らせのために命を失う人はそれを
救うからです」。 （マルコ ８：３４， ３５）
めぐ
イエスの恵みを得るのにふさわしい人となるには，勇
ぎ せい
気と自己犠牲が求められます。 イエスはこう言います。

かんいん
は
「この罪深い姦淫の世代において私と私の言葉を恥じ
るようになる人については， 人の子も， 聖なる天使たち
は
と共に，自分の父の栄光を帯びて来る時，その人を恥じ
おのおの ふ
るのです」。 （マルコ ８：３８） イエスはその時， 「各々の振
ま
る舞いに応じて報います」。 （マタイ １６：２７）

だれ
イエスが誰であるかについて， ある人たちはどんな見方をしていますか。 使徒たちはどんな見方をしていますか。
かぎ あた
ペテロはどんな鍵を与えられましたか。 どのようにそれを使いますか。
きょうせい
ペテロはどんな矯正を受けましたか。 なぜですか。
１４３

栄光のうちにキリストの姿が変わる
マタイ １６：２８–１７：１３

マルコ ９：１‐１３

ルカ ９：２７‐３６

はな
イエスはヘルモン山から２５㌔ほど離 れたカエサレア・
おどろ
フィリピで教えている時， 使徒たちを驚かせる次のよう

おそ
これを聞いて弟子たちは恐ろしくなり， 地面にうつぶし
おそ
ます。 するとイエスは， 「起き上がりなさい。 恐れること

なことを言います。 「はっきり言いますが， ここに立って
むか
いる人の中には，死を迎える前に，人の子が王国をもっ

はありません」 と言います。 （マタイ １７：５‐７） ３人が顔を
だれ
まぼろし
上げると， イエスのほかにはもう誰も見えません。 幻は

て来るのを見る人たちがいます」。 （マタイ １６：２８）

終わったのです。 次の日， 山を下りていく時， イエスは，
まぼろし
だれ
「人の子が生き返るまでは， この幻について誰にも語っ

弟子たちは， イエスの言葉はどういう意味だろうと
ちが
思ったに違いありません。 数日後， イエスはペテロ， ヤ
おそ
コブ，ヨハネの３人を連れて高い山に登ります。 恐らく夜
ねむ
だったのでしょう。 ３人の使徒たちは眠そうです。 イエス
いの
かれ
が祈っていると， 彼らの目の前でイエスの姿が変わりま
かがや
かがや
す。 顔が太陽のように輝き， 服が光のように明るく輝い
て， きらめくほど白くなったのです。

てはなりません」 と命令します。 （マタイ １７：９）
まぼろし
使徒たちは幻の中でエリヤが現れたことを不思議に
思います。 それで， 「なぜ律法学者たちは， まずエリヤ
が来なければならないと言うのですか」 と質問します。
ひとびと かれ
するとイエスは， 「エリヤはすでに来た」 が 「人々 は彼
を見分け」 なかった， と答えます。 （マタイ １７：１０‐１２）

するとそこに， ２人の人 「モーセとエリヤ」 が現れ，

イエスは， エリヤと同じような役割を果たしたバプテス

「エルサレムで実現しようとしているイエスの旅立ち」

トのヨハネについて話していました。 エリヤはエリシャ

についてイエスと話し始めます。 （ルカ ９：３０， ３１） 旅立

のために，ヨハネはキリストのために道を整えたのです。
まぼろし
ちが
イエスも使徒たちもこの幻によって強められたに違
もく
いありません。 王国におけるキリストの栄光を事前に目
げき
撃できたからです。 イエスが約束していた通り， 弟子た

ちとは， イエスが最近話した死と復活のことです。 （マタ
ちが
イ １６：２１） この会話は， ペテロの期待とは違って， イエ
ひ さん
さ
スが悲惨な死に方を避けられないことを示しています。
ねむ け ふ
使徒たちは眠気が吹き飛び， 目を丸くして聞き入りま
まぼろし
す。 幻がとてもリアルだったので， ペテロは会話に加わ

ちは 「人の子が王国をもって来る」 のを見ました。 （マ
そうごん
タイ １６：２８） 山にいた時， 「キリストの荘厳さを実際に

ろうとし， こう言います。 「ラビ， 私たちがこの場にいら

見た」 のです。 パリサイ派の人たちはイエスが神によっ

れるのは素晴らしいことです。 ３つの天幕を立てさせて

て選ばれた王であることを証明するしるしを見たいと思

ください。 あなたと， モーセと， エリヤのためです」。 （マ

いましたが， その願いはかなえられませんでした。 しか

ルコ ９：５） 「天幕を立てさせてください」 とペテロが言っ
まぼろし
たのは，幻が続いてほしいと思ったからかもしれません。
みな おお
ペテロが話していると， 明るい雲が皆を覆い， 雲の中

し， イエスの親しい弟子たちは， イエスの姿が変わるの

から声が聞こえてきます。 「これは私の愛する子， 私はこ
かれ
の子のことを喜んでいる。 彼の言うことを聞きなさい」。

ちにとって預言の言葉はいっそう確かなものとなりまし

１４４

を見ることができました。 それは王国の預言に対する
しんらい
信頼を強めるものでした。 それでペテロは後に， 「私た
た」 と記しています。 （ペテロ第二 １：１６‐１９）

まぼろし
幻 の中でイエスの姿が変わる
使徒たちは神の声を聞く
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むか
ある人たちは死を迎える前に， イエスが王国をもって来るのをどのようにして見ましたか。
まぼろし
モーセとエリヤは幻 の中で何についてイエスと話しましたか。
まぼろし
イエスの姿が変わるという幻 を見て， キリストの弟子たちが強められたのはなぜですか。
１４５

じゃ あく

い

邪 悪な天使に取りつかれた男の子を癒 やす
マタイ １７：１４‐２０

マルコ ９：１４‐２９

ルカ ９：３７‐４３

山を下りたイエスと使徒たちは大勢の人に会います。

ふ しんこう
にこう言います。 「ああ， 不 信 仰 でねじけた世代よ， 私

何か様子が変です。 律法学者たちがイエスの弟子たち
ひとびと
を取り囲み， 言い合っています。 人々はイエスを見ると

はいつまであなた方と共にいなければならないので
た
しょう。 いつまであなた方のことを耐えなければならな

興奮し， 走り寄ってあいさつします。 イエスは， 「何を言
たず
い合っているのですか」 と尋ねます。 （マルコ ９：１６）

いのでしょう」。 この強い言葉は， イエスがいない間に

すると， １人の男性が出てきてひざまずき， こう言いま
じゃ あく
す。 「先生， 息子が邪 悪 な天使に取りつかれて話せな

弟子たちを困らせていた律法学者たちに， ぴったり当
どうよう
てはまります。 それから，イエスは動揺している父親に，
「その子をここに連れてきなさい」 と言います。 （マタイ

いので， あなたの所に連れてきました。 その者はいつで
おそ
あわ ふ
も息子を襲うと地面にたたきつけ， 息子は泡を吹き， 歯

１７：１７）

ぎしりして， ぐったりしてしまいます。 あなたの弟子たち
たの
に， 追い出してくれるよう頼みましたが， できませんでし
い
律法学者たちは弟子たちがその男の子を癒 やせな

子を地面にたたきつけ， 激しくけいれんさせます。 また，
あわ ふ
その子は泡を吹きながら転げ回ります。 イエスは， 「こ
たず
うしたことがいつから起きているのですか」 と尋ねます。
じゃあく
父親はこう答えます。 「小さなころからずっとです。 邪悪

かったので批判し， ばかにしていたようです。 イエスは
ひとびと
取り乱している父親に直接答えず， その場にいた人 々

な天使は息子を殺そうとして， 何度も火の中や水の中
こ
たんがん
に投げ込みました」。 そしてこう嘆願します。 「何かでき

た」。 （マルコ ９：１７， １８）

じゃあく
男の子がイエスの方に来る間も， 邪悪な天使はその

じゃ あく
しん こう
邪悪な天使を追い出すには強い信仰が必要
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るのでしたら， かわいそうだと思って私たちを助けてく
ださい」。 （マルコ ９：２１， ２２）
父親は必死です。 弟子たちが何もできなかったから
か
です。 イエスはその願いを聞いて， 心強い言葉を掛けま
しん こう
す。 「『できるなら』 と言うのですね。 信 仰 がある人に
は， 全てのことが可能です」。 すぐに父親は声を張り上
しん こう
しん こう
げて言います。 「私には信 仰 があります！ 信 仰 が必要
なところで私を助けてください！」 （マルコ ９：２３， ２４）
ひとびと お
イエスは人々が押し寄せてくるのに気付きます。 そし
ひとびと
じゃあく
しか
て， 人々の前で邪悪な天使を𠮟りつけて， 「口と耳をふ
じゃあく
さぐ邪悪な天使よ， 私は命じます。 この子から出て， 二
じゃ あく
度と入ってはなりません」 と言います。 すると， 邪 悪 な
さけ
天使は男の子に叫び声を上げさせ， 何度もけいれんを
たお
起こさせてから出ていきます。 男の子が倒れて動かなく
ひと びと
なったのを見た人 々は， 「この子は死んだ！」 と言いま
す。 （マルコ ９：２５，２６） しかし，イエスが手を取って起こ
すと， 「その時， 少年は治った」 のです。 （マタイ １７：１８）
ひとびと
き せき
おどろ
人々がイエスの奇跡に非常に驚いたのもうなずけます。
じゃあく
以前，弟子たちはイエスの指示で伝道した際，邪悪な
天使を追い出していました。 それで， 弟子たちは家でイ
たず
エスにそっと尋ねます。 「なぜ私たちは追い出せなかっ
しん
たのでしょうか」。 するとイエスは， 今回は弟子たちの信
こう
し てき
いの
仰が足りなかったことを指摘し， 「この種のものは， 祈ら
なければ追い出せません」 と説明します。 （マルコ ９：
しん こう
いの
２８， ２９） 強い信仰を持ち， 力を求めて神に祈らなけれ
じゃあく
ば，邪悪で強力な天使を追い出すことはできないのです。

最後にイエスはこう言います。 「はっきり言いますが，
しんこう
からしの種ほどの信仰があるなら， この山に， 『ここから
あそこに移れ』 と言うとしても，それは移るのであり，何
しんこう
事も不可能ではありません」。 （マタイ １７：２０） 信仰 は
何と強いものなのでしょう。
ほう し
エホバへの奉仕を行っていると，山のような障害や問
こ
題にぶつかるかもしれません。 取り除くことや乗り越え
しんこう
ることができないと感じるとしても， 強い信仰があるな
こくふく
ら， 必ず克服できるのです。

イエスは山を下りてきた時， どんな様子を目にしましたか。
じゃあく
弟子たちが男の子から邪悪な天使を追い出せなかったのはなぜですか。
しんこう
信仰はどれほど強いものですか。
１４７

けん そん

謙 遜 さについての大切な教え
マタイ １７：２２–１８：５

マルコ ９：３０‐３７

ルカ ９：４３‐４８

じゃあく
イエスの姿が変わったり， 邪悪 な天使に取りつかれた
い
男の子をイエスが癒やしたりしたのは， カエサレア・フィ

「ほかの人からです」 と答えると， イエスは， 「そうであ
れば， 子は税を課されていません」 と言います。 （マタイ

リピ地方でのことです。 イエスはその後， カペルナウム
だれ
に向かいます。 「そのことを誰にも知られたくなかった」

１７：２５， ２６）

ので，弟子たちだけを連れて目立たないように旅をしま
とちゅう
す。 （マルコ ９：３０） イエスは旅の途中， 弟子たちがイエ

されている宇宙の王です。 で
しんでんぜい はら
すから， 神の子が神殿税を払

スの死を受け入れ， その後も活動していくための準備
ひとびと
をさせます。 イエスは， 「人の子は裏切られて人々に引
わた
き渡され， 殺され， ３日目に生き返ります」 と話します。

う義務はないのです。 イエス

（マタイ １７：２２， ２３）

おどろ
これは弟子たちにとって驚くことではなかったはずで

す。 ペテロは信じようとしませんでしたが，イエスはすで
に自分が殺されると話していたからです。 （マタイ １６：
２１， ２２） さらに， ３人の使徒はイエスの姿が変わるのを
もくげき
目撃し，イエスの 「旅立ち」 についての話を聞きました。
（ルカ ９：３１） 弟子たちはイエスの言っていることを全部
理解できているわけではありませんが， 「非常に悲し」
くなります。 （マタイ １７：２３） しかし，このことについてイ
くわ
エスに詳しく質問する勇気はありません。
かれ
きょてん
その後彼らは， イエスの活動の拠点であり， 多くの弟
とうちゃく
子たちの故郷でもあるカペルナウムに到着します。 する
しん でん ぜい ちょうしゅう
と， 神 殿 税 を徴 収 する人たちがペテロの所にやって来
かれ
はら
ます。 彼らはイエスが税を払っていないことを非難する
ためだと思われますが，こう質問します。 「あなたたちの
しんでんぜい はら
先生は２ドラクマ税［神殿税］を払わないのですか」。 （マ
タイ １７：２４）

はら
もど
ペテロは 「払 います」 と答えます。 家に戻ると， 何が

あったかを知っていたイエスはペテロが話す前にこう
たず
尋ねます。 「シモン，どう考えますか。 地上の王たちは物
だれ
品税や人頭税を誰から受け取っていますか。 自分の子
からですか， それともほかの人からですか」。 ペテロが，
１４８

しん でん すう はい
イエスの父は神 殿 で崇 拝

はこう続けます。 「しかし， 反
いだ
感を抱かせないために， 湖に
つ ばり
行って， 釣 り針 を垂らしなさ
つ
い。 最初に釣 れる魚を取って口を開けると， 銀貨［ス
か へい
タテル， つまり４ドラクマ貨幣］が１枚見つかります。 それ
はら
を取って， 私とあなたの分の税を払いなさい」。 （マタイ
１７：２７）
間もなくして， 弟子たちはイエスの所に来て， ある質
だれ
えら
問をしようとします。 王国では誰が一番偉いのかという
たず
質問です。 イエスの死については尋 ねる勇気がなかっ
たのに， 自分たちの将来のこととなると， ためらうこと
たず
なくイエスに尋ねるのです。 イエスは弟子たちの考えを
もど とちゅう
知っています。 それはカペルナウムに戻る途中で， イエ
かれ
スの後ろを歩きながら彼 らが言い合っていたことでし
とちゅう
た。 それでイエスは， 「途中で何を言い合っていたので
は
すか」 と質問します。 （マルコ ９：３３） 恥 ずかしくなった
だま こ
弟子たちは黙り込みます。 答えにくいことだったからで
す。 でもついに， 自分たちが言い合っていたことを持ち
だれ
えら
出し， 「天の王国ではいったい誰が一番偉いのですか」
たず
とイエスに尋ねます。 （マタイ １８：１）
ほぼ３年にわたり，イエスをすぐそばで見て，その話を
聞いていた弟子たちがこのような議論をすることなど
かれ
あり得るのでしょうか。 しかし， 彼らも不完全な人間で
えいきょう
す。 地位や身分を重んじる宗教的な背景の影響もあり

イエスは再び自分の死を予告する
はら
魚の口にあった銀貨で税を払
だれ
えら う
天の王国では誰が一番偉いか
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かぎ
ます。 さらに， ペテロは最近イエスから王国の 「鍵」 を
あた
与えると約束されました。 自分は特別だと考えていた
のかもしれません。 ヤコブとヨハネも， イエスの姿が変
もくげき
ゆうえつかん
わるのを目撃していたので， 優越感を感じていたかもし
れません。
いずれにしろ， イエスは弟子たちの考え方を改めさ
せます。 １人の子供を呼んで弟子たちの真ん中に立た
か
せ， こう教えたのです。 「心を入れ替 えて幼い子供のよ
うにならなければ， 決して天の王国に入れません。 で
けんそん
すから， この幼い子供のように謙遜になる人が， 天の王
えら
国で一番偉いのです。 そして， 私の名のためにこのよう
な幼い子供１人を受け入れる人は， 私をも受け入れま
す」。 （マタイ １８：３‐５）

おこ
素晴らしい教え方です。 イエスは弟子たちを怒 った

り， 欲が深くて野心的だと言ったりはしませんでした。
むしろ， 実例を使って教えました。 幼い子供は高い地位
や名声を持っていません。 そのような子供と同じ態度を
し
持たなければならないと教えたのです。 そして， こう締
めくくります。 「あなたたちの間でより小さな者として行
えら
動する人こそ偉いのです」。 （ルカ ９：４８）

もど とちゅう
カペルナウムに戻る途中， イエスは弟子たちにどんな重要なことをもう一度教えましたか。 それを聞いて
弟子たちはどう反応しましたか。
しんでんぜい はら
はら
イエスには神殿税を払う義務がないと言えるのはなぜですか。 それでもイエスが税を払ったのはなぜですか。
弟子たちが地位のことをとても気にしていたことには， どんな理由がありますか。 イエスはどのようにして
かれ
彼らの考え方を改めさせましたか。
１４９

しん こう

さまた

信 仰を妨 げるものと罪について教える
マタイ １８：６‐２０

マルコ ９：３８‐５０

ルカ ９：４９， ５０

イエスは弟子たちが持つべき態度について子供を実例
として教えました。 弟子たちは 「［イエス］の名のために
このような幼い子供……を受け入れ 」， 「［イエス］を
も受け入れ」 なければなりません。 （マタイ １８：５） 何
けんそん
の立場も持っていない子供のような謙遜さが必要なの

しんこう さまた
しかし， 使徒たちがその男性の信仰を妨げるのは重
しんこう
大なことです。 イエスは言います。 「信仰を持つそのよう
しんこう さまた
な目立たない人１人の信仰を妨げる人は， ロバが回す
うす
か
こ
ひき臼の石を首に掛けられて海に投げ込まれる方がま
しです」。 （マルコ ９：４２） 続けてイエスは， 手や足や目

です。

だれ
えら
使徒たちは誰が一番偉いか議論したばかりだったの

で， イエスの言葉は良い助言となったでしょう。 ここで
ふ
使徒ヨハネが， 最近起きた出来事に話題を振 ります。
じゃ あく
「ある人があなたの名を使って邪 悪 な天使を追い出し
ていたので， 私たちはやめさせようとしました。 私たち
いっしょ
と一緒にあなたに従っていないからです」。 （ルカ ９：４９）
い
じゃあく
けん い
ヨハネは， 人を癒やし邪悪な天使を追い出す権威を
あた
与えられているのは自分たちだけなのに， なぜその男
じゃ あく
性が邪 悪 な天使を追い出せるのか， と思ったのでしょ
き せき
う。 ヨハネは，自分たちに同行していないその人が奇跡
を行うのはおかしい， と考えたようです。

おどろ
しかし， イエスの次の言葉を聞いてヨハネは驚 いた

でしょう。 「やめさせようとしてはなりません。 私の名に
よって強力な行いをしながら， すぐ私を悪く言える人は
いないからです。 私たちに反対していない人は私たち
に味方しているのです。 はっきり言いますが， あなたた
ぱい
あた
ちがキリストの弟子だという理由で１杯の飲み水を与え
てくれる人は， 必ず報いを得ます」。 （マルコ ９：３９‐４１）
いっしょ
この当時， イエスの味方になるためにキリストと一緒

しんこう さまた
など貴重なものでも， 信仰を妨げているなら， 捨て去る
べきだと教えます。 自分にとって大切なものにしがみつ
いてゲヘナ（ヒンノムの谷）に行くよりは， それらを捨て
てでも神の王国に入る方が良いのです。 ヒンノムの谷
はエルサレムの近くにあり， そこではごみが燃やされて
ほろ
いました。 ですから使徒たちは， ゲヘナが永遠の滅びを
表していると理解できたでしょう。

に行動する必要はありませんでした。 クリスチャン会衆

イエスはさらにこう警告します。 「それら目立たない

はまだ設立されていません。 ですから， イエスと旅をし
いつわ
ないとしても， 反対者であるとか偽りの宗教を推進して

人の１人をも軽く見ないようにしなさい。 あなたたち
かれ
に言いますが， 彼 らの天使たちは， 天にいる父の前に

いるということにはなりません。 この男性がイエスの
しんこう
名に信仰を持っていたことは明らかです。 それでイエス

常にいるのです」。 この 「目立たない人」 たちは天の父
ぴき
にとってどれほど大切なのでしょうか。 イエスは１００匹
ぴき
の羊を飼っている人の例えを話します。 １００匹のうちの

は， その人は報いを得ると言ったのです。
１５０

しん こう さまた
信仰を妨げるもの
兄弟が罪を犯した時
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ぴき
ひき
さが
１匹がいなくなると， その人は９９匹を残して捜しに行き
ひき
ぴき
ます。 そして見つけると，９９匹のこと以上にその１匹のこ
とで大喜びします。 イエスは， 「それら目立たない人が１
ほろ
人でも滅 びるのは， 天にいる私の父の望むところでは
ありません」 と話します。 （マタイ １８：１０， １４）
だれ
えら
イエスは誰が一番偉いのか言い合っていた使徒たち
すす
のことを考えていたようです。 それで，こう勧めます。 「自
たが
分の内に塩を持ちなさい。 そして， 互いに平和を保ちな
さい」。 （マルコ ９：５０） 塩があれば食べ物は食べやすく
なります。 塩で味付けするかのように言葉を選んで話す
なら， 相手は受け入れやすくなり， 平和を保てます。 言
い合ってしまうと， そうはなりません。 （コロサイ ４：６）
イエスは， 深刻な問題の解決方法をこう教えます。
「もしあなたの兄弟が罪を犯したなら，行って，あなたと
兄弟だけの間で罪を明らかにしなさい。 あなたが話す
ことを兄弟が聞くなら， あなたは兄弟を助けたのです」。
相手が聞かないならどうしますか。 イエスは， 「１人か２

しない場合は， 「会衆」 に，つまり長老たちに話し，判断

かん とく
会衆の監 督 たちは神の言葉にしっかりと従います。
きょうせい
もしある人の罪が確認され，矯正が必要なら，その裁き
しば
は 「天ですでに縛られ」 たものです。 しかし， その人の

を委ねることができます。 それでも罪を犯した人が聞か

無罪が証明されるなら，それは 「天ですでに解かれ」 た

ないならどうしますか。 「その兄弟を， あなたにとって，
ちょうぜいにん
異国人や徴 税 人 のような者としなさい」 とイエスは教

ものです。 この考え方は会衆が設立された後に大変役
あつか
立つでしょう。 イエスはこうした重大な問題を扱う時の

えます。 当時のユダヤ人はそうした人たちと交友を持ち

ことについて， 「２人か３人が私の名において集まってい

ませんでした。 （マタイ １８：１５‐１７）

る所には， 私もいる」 と話します。 （マタイ １８：１８‐２０）

人を連れていきなさい。 どんな事も２人か３人の証言に
よって確かめられるためです」 と言います。 それで解決

じゃあく
邪悪な天使を追い出していた男性を反対者と考えるべきでなかったのはなぜですか。
しんこう さまた
目立たない人の信仰を妨げることはどれほど重大な問題ですか。 そうした目立たない人たちが大切であることを，
イエスはどんな例えで説明しましたか。
ある兄弟が罪を犯したなら， イエスはどうすべきであると教えましたか。
１５１

許すことの大切さ
マタイ １８：２１‐３５

ペテロは， 仲間との間で難しい問題が生じたなら， まず
は一対一で解決するようにというイエスのアドバイスを
聞きました。 しかし，そうした努力を何回くらいすべきな
んだろうと思っているようです。
たず
それでペテロはこう尋ねます。 「主よ， 兄弟が私に罪
を犯すとき， 何回許すべきでしょうか。 ７回までですか」。
ある宗教指導者たちは３回までは許すようにと教えてい
ます。 ペテロは， 「７回まで」 許すと言った自分はとても
心が広いと考えたかもしれません。 （マタイ １８：２１）
しかし， 回数を数えるという考え方は， イエスの教え
ちが
とは違っています。 イエスはペテロに， 「あなたに言い
ますが， ７回ではなく７７回までです」 と教えます。 （マタ
イ １８：２２） これは，無制限に許しなさいということです。
ペテロは仲間を許す回数に制限を設けるべきではな
かったのです。
次にイエスは， 許す義務があることを例えを使って教
え， ペテロと弟子たちの心を動かします。 その例えは，
思いやりのある主人である王と同じ態度を示さなかっ
ど れい
ど れい
た奴隷についての話です。 王は奴隷たちに借金の清算
を求めます。 そこへ１万タラント（６０００万デナリ）という
きょがく
かか
ど れい
巨額の借金を抱えた奴隷が連れてこられます。 しかし，
ど れい
ど
その奴 隷は返すお金がありません。 それで王はその奴
れい
隷に， 自分と妻と子供たちを売って返済するよう命じま
ど れい
ふ
す。 すると奴隷は王の足元にひれ伏し， 「もうしばらくご
しんぼう
たの こ
辛抱ください。 全てをお返ししますから」 と頼み込みま
す。 （マタイ １８：２６）

きょがく
王はかわいそうになり， 思いやり深くもその巨額の借
ど
金を取り消してあげます。 王にそうしてもらった後， 奴
れい
ど れい
隷 は出ていき， 自分から１００デナリを借りている奴 隷
つか
し
を見つけます。 そしてその人を捕 まえて首を絞め始め，
せま
ど れい
ふ
「借金を全部返せ」 と迫 ります。 相手の奴 隷 はひれ伏
しん ぼう
たん
し， 「もうしばらくご辛 抱 ください。 返しますから」 と嘆
１５２

許すのは７回までか
ど れい
思いやりのない奴隷の例え
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許すことの大切さが本当によく分かる例えです。 私た
きょがく
ちは神から巨額の借金のような罪を許されてきました。
その罪に比べれば， 仲間が私たちに対して犯す罪はは
るかに小さなものです。 さらに私たちは神から１度だけ
でなく数え切れないほど許してもらっています。 ですか
ら，たとえ不満を感じるとしても，仲間を許すべきではな
いでしょうか。 イエスが山上の垂訓で教えた通り，神は，
ふ さい
「私たちに罪を犯した人たち［いわば負 債 がある人た
ち］を私たちが許」 す時， 「私たちの罪を」 許してくださ
います。 （マタイ ６：１２）
がん
願 します。 （マタイ １８：２８， ２９） しかし， 王に借金を取
ど れい
り消してもらった奴隷は王と同じ態度を示そうとしませ
ん。 自分からはるかに少ない額しか借りていない相手
ろう や
を， 借金を返すまで牢屋に入れてしまいます。
ど れい
この思いやりのない仕打ちを見た他の奴隷たちは王
おこ
ど れい
の所に行き， 報告します。 すると王は怒り， 奴隷を呼ん
じゃあく ど れい
たんがん
でこう言います。 「邪悪な奴隷よ，あなたが嘆願した時，
ふ さい
私は負債 を全て取り消してあげました。 私があなたに
あわ
か
ど れい あわ
憐れみを掛けたように， あなたも仲間の奴隷に憐れみ
か
を掛けるべきではありませんでしたか」。 そして王は，借
ど れい ろうばん
わた
金を全て返すまで， その奴隷を牢番に引き渡します。 イ
エスは最後にこう言います。 「もしあなたたち各自が兄
弟を心から許さないなら， 天の父もこの主人と同じよう
に行動します」。 （マタイ １８：３２‐３５）

ペテロが仲間を許すことについてイエスに質問しようと思ったのはなぜですか。 「７回まで」 許すと言った時，
自分は心が広いとペテロが考えたかもしれないのはなぜですか。
ど れい たんがん
ど れい
ちが
奴隷の嘆願に対する王の態度と， 仲間に対するその奴隷の態度はどのように違っていましたか。
イエスの例えからどんな大切なことを学べますか。
１５３

と ちゅう

エルサレムへの旅の途 中 で教える
マタイ ８：１９‐２２

ルカ ９：５１‐６２

ヨハネ ７：２‐１０

イエスはしばらくの間， 主にガリラヤだけで活動します。
ひとびと
ひとびと
その地域の人々がユダヤの人々よりも良い反応を示し
たからです。 イエスがエルサレムで安息日にある男性を
い
癒やした時， 「ユダヤ人たちはますますイエスを殺そう
とするようにな」 りました。 （ヨハネ ５：１８； ７：１）
せいれき
今は西暦３２年の秋で，幕屋（または仮小屋）の祭りが
近づいています。 祭りは７日間続き， ８日目には特別な
集まりが開かれます。 農耕の１年の終わりを示すもの
みな
で， 皆が喜びにあふれ， 神に感謝する時です。
イエスの異父兄弟ヤコブ， シモン， ヨセフ， ユダはイエ
すす
スに， 「ここを去ってユダヤに入りなさい」 と勧 めます。
エルサレムは国全体における宗教の中心地で， 年３回
すす
の祭りの時には大混雑します。 エルサレムへ行くよう勧
かれ
める理由として彼らはこう言います。 「公に知られること
を求めながら， 物事をひそかに行う人はいません。 行っ
ひとびと
ている事を人々に見せなさい」。 （ヨハネ ７：３， ４）
しんこう いだ
４人の異父兄弟たちは 「イエスに信仰を抱いて」 おら
ず， イエスがメシアであるとは考えていません。 それで
も，祭りで集まった人たちにイエスの強力な行いを見て
ほしいと思っています。 イエスは危険が待っていること
にく
を知っているため， こう答えます。 「世があなたたちを憎
にく
む理由はありません。 しかし， 私のことは憎みます。 世
じゃあく
の行いが邪悪であることを明らかにするからです。 あな
たたちは祭りに行きなさい。 私はまだ行きません。 私の
時はまだ来ていないからです」。 （ヨハネ ７：５‐８）
イエスの異父兄弟たちがエルサレムに向かう大勢の
いっしょ で か
人たちと一緒 に出掛 けてから数日後， イエスと弟子た
ひとびと
さ
ひとびと
ちも人々の目を避けながらこっそりと出発します。 人々
ぬ
がよく使うヨルダン川に近い道ではなく， サマリアを抜
ける直行ルートを行きます。 そして， サマリアのどこかで
つか
夜を過ごす手配をするため， イエスは先に使者を遣 わ
かれ
むか
します。 ところが， ある場所の人たちは彼らを迎えたり
１５４

ふ つう
普通するようなもてなしをしたりはしません。 なぜなら，
イエスがユダヤ人の祭りのためにエルサレムへ向かっ
おこ
ているからです。 ヤコブとヨハネは怒り， 「主よ， お望み
かれ
ほろ
つ
でしたら， 天から火が下るよう求めて彼らを滅ぼし尽く
しましょうか」 と言います。 （ルカ ９：５４） イエスはそうい
しか
う発言をした２人を𠮟ります。 そして， 旅を続けます。
とちゅう
その途中， ある律法学者がイエスに， 「先生， あなた
が行く所なら， どこへでも付いていきます」 と言います。
しかしイエスは， 「キツネには穴があり， 鳥には巣があ
ります。 しかし人の子には頭を横たえる所がありませ
ん」 と答えます。 （マタイ ８：１９，２０） イエスは，自分の弟
子になるなら試練を経験する， と言っていました。 この
律法学者はプライドが高過ぎてイエスの弟子としての

イエスの兄弟たちはイエスのことをどう見ていたか
ほう し
王国のための奉仕を最優先にした生き方はどれほど大切か
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生活を受け入れられないのでしょう。 私たちも， 自分は

を見る人は神の王国にふさわしい人ではありません」。

喜んでイエスの弟子になるだろうか， と考えてみるべき

（ルカ ９：６１， ６２）

です。

イエスの真の弟子になりたいと思うなら，王国のため
ほう し
しょうてん
の奉仕に目の焦点を合わせていなければなりません。
うね
畑を耕す人が真っすぐ前を見ていないと， 畝は曲がって

イエスは別の男性に， 「私の弟子になりなさい」 と言
ほうむ
います。 するとその人は， 「主よ， まず行って父を葬らせ
じょうきょう
てください」 と答えます。 その男性の状況を知っていた
ほうむ
イエスは， 「死人は死人に葬らせ， あなたは行って神の

しまうでしょう。 また， 後ろのものを見るためにすきを下
ろしてしまうなら， 畑での作業は進みません。 同じよう

王国を広く知らせなさい」 と言います。 （ルカ ９：５９， ６０）

に，後ろを向いて今の体制を見る人は，永遠の命へと続

その人の父親はまだ生きていたようです。 もし父親が

く道からそれてしまうかもしれません。

亡くなったのであれば， その男性がその場にいてイエス
と話すことはなかったでしょう。 神の王国を最優先にし

イエスの４人の異父兄弟たちはイエスのことをどう

た生活をする準備ができていなかったのです。

見ていましたか。

エルサレムへの道を進んでいくと， また別の男性がイ
エスに， 「主よ， 私はあなたの後に従います。 でも， まず
家の者に別れを告げさせてください」 と言います。 イエ
か
スはこう答えます。 「すきに手を掛 けてから後ろのもの

むか
サマリアの人たちがイエスを迎えなかったのはなぜ

ですか。 ヤコブとヨハネはどんな反応をしましたか。
とちゅう
エルサレムに向かう途中， イエスは３人の人とどんな
ほう し
会話をしましたか。 その会話でイエスは神への奉仕
についてどんなことを強調しましたか。

セ ク ショ ン

4

ユダヤでの
伝道活動

しゅう かく

「収 穫 のために人を
つか
しゅう かく
遣 わしてくださるよう， 収 穫 の
主人にお願いしなさい」。
ルカ １０：２

エルサレムでの幕屋の祭り
ヨハネ ７：１１‐３２

バプテスマ後， イエスは有名になります。 多くのユダヤ
き せき
人がイエスの奇跡を見， イエスの活動についての話は
こうはん い
広範囲に伝わっています。 今は幕屋（または仮小屋）の
さが
祭りの最中で， 大勢の人がイエスを捜しています。
かれ
イエスについての意見はさまざまです。 「彼は善い人
まど
だ」 と言う人もいれば， 「いや， 群衆を惑わしている」 と
ひと びと
言う人もいます。 （ヨハネ ７：１２） 人 々は祭りの初めの
だれ
期間に， こうしたひそひそ話をよくしていました。 でも誰
もイエスを支持する話を大きな声でする勇気はありま
おそ
せん。 ユダヤ人の指導者の反応を恐れていたのです。
しんでん
イエスは祭りが半分を過ぎたころに神殿へ行きます。
ひとびと
おどろ
人々 の多くはイエスの教える能力の素晴らしさに驚 き
ます。 イエスがラビの学校に行ったことはないと知って
いるので不思議に思い， 「どうしてこの人は， 学校で学
んだこともないのにこんなに聖書の知識があるのだろ
う」 と言います。 （ヨハネ ７：１５）
イエスはこう説明します。 「私の教えは私のものでは
つか
なく， 私を遣わした神のものです。 この方の意志を行い
たいと願う人なら， この教えが神からのものか， それと
も私が独自の考えで話しているのかが分かります」。
（ヨハネ ７：１６， １７） イエスの教えは神の律法に沿った
ものです。 ですから， 明らかにイエスは自分ではなく神
しょうさん
が称賛されるよう願っています。
あた
さらにイエスはこう言います。 「モーセが律法を与 え
だれ
たのではありませんか。 それなのに，あなた方の誰も律
法に従っていません。 なぜ私を殺そうとするのですか」。
その場にいたある人たちはエルサレム市外から来て
わるだく
いると思われますが， そうした悪巧みについて知りませ

じゃ あく
だれ
は邪 悪 な天使に取りつかれています。 誰 が殺そうとし
ているのですか」 と言います。 （ヨハネ ７：１９， ２０）
い
１年半前にイエスが安息日に男性を癒やした時，ユダ
ヤ人の指導者たちはイエスを殺そうとしました。 それで
イエスはここで，指導者たちの分別のなさを見事に暴き
ます。 まず， 律法の規定について考えさせます。 規定に
ほどこ
よると，男の子は生後８日目に割礼を施さなければなら
ず， その日が安息日でもそれは変わりません。 それから
イエスはこう言います。 「モーセの律法を破らないよう
ほどこ
に安息日に割礼を施すのに， 私が安息日に人をすっか
おこ
み か
り健康にすると，激しく怒るのですか。 見掛けで裁くのを
やめ， 正しい裁きをしなさい」。 （ヨハネ ７：２３， ２４）
すると， いきさつを知っているエルサレムの住民はこ
う言いだします。 「これは， 支配者たちが殺そうとしてい
る人ではないか。 それなのに， 公然と話しており， 支配
者たちは何も言わない。 この人がキリストだとはっきり
分かったのだろうか」。 では， イエスがキリストであると
かれ
エルサレムの住民が信じないのはなぜでしょうか。 彼ら
はこう言います。 「私たちは，この人がどこから来たのか
を知っている。 キリストが来る時には， どこから来たの
だれ
かを誰も知らないはずだ」。 （ヨハネ ７：２５‐２７）
だれ
そこでイエスはこう答えます。 「あなた方は，私が誰で
どこから来たのかを知っています。 私は自分の考えで来
つか
たのではなく， 私を遣わした方がいます。 あなた方はそ
の方を知りません。 私はその方を知っています。 私は
つか
代理としてその方に遣わされたからです」。 （ヨハネ ７：
２８， ２９） イエスが自分の立場をはっきり示したため， あ
つか
ろう や
る人たちはイエスを捕まえて， 牢屋に入れるか殺すかし
ようとします。 しかし， イエスが死ぬ時はまだ来ていな

ん。 イエスのような優れた教師を殺そうとする人がいる

かったため， 失敗に終わります。

とは信じられないのです。 それで， そんなことを考える

とはいえ， イエスの強力な行いにより， 大勢の人がイ
しんこう
エスに信仰を持ちます。 水の上を歩き， 風を静め， 少し

イエスはどこかおかしいのではないかと思い， 「あなた
１５８

しん でん
イエスは神殿で教える

い
のパンと魚で大勢の人に食事をさせました。 病気を癒
もうじん
やし， 足が不自由な人を歩けるようにし， 盲人の視力を
ひ ふびょう
い
回復させ， 重い皮膚病 の人を癒やしました。 死んだ人
ひとびと
を復活させることまでしたのです。 人々がこう言ったの
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も当然です。 「キリストが来ても， この人が行ったほど多
くのしるしは行わないのではないか」。 （ヨハネ ７：３１）
ひとびと
人々の話を聞いたパリサイ派の人たちは祭司長たち
たい ほ
は けん
と共に，イエスを逮捕させるため下役たちを派遣します。

ひとびと
祭りの際， 人々はイエスについてどんなことを言いましたか。
イエスは自分が律法を破っていないことをどのように見事に説明しましたか。
しんこう いだ
大勢の人がイエスに信仰を抱いたのはなぜですか。
１５９

「あのように話した人はこれまでいませんでした」
ヨハネ ７：３２‐５２

イエスは幕屋（または仮小屋）の祭りのためにエルサ
しん こう
レムにいます。 そして， 「群衆の多くがイエスに信 仰 を
持」 ったことを喜んでいます。 しかし，宗教指導者たちは
ちが
たい ほ
つか
違います。 イエスを逮捕するために下役たちを遣わしま
かく
す。 （ヨハネ ７：３１， ３２） でもイエスは隠れません。
ひとびと どうどう
むしろ， イエスはエルサレムで人々を堂々と教え続け
つか
ます。 そして，こう言います。 「私は，自分を遣わした方の
元に行くまで， もうしばらくあなた方と共にいます。 あな
さが
た方は私を捜しますが， 見つけることができず， 私がい
る所に来ることができません」。 （ヨハネ ７：３３，３４） でも
ユダヤ人たちは意味を理解できず， こう話します。 「この
人はどこへ行って見つからないようにするつもりなの
り さん
か。 ギリシャ人の間に離散しているユダヤ人の所へ行っ
て， ギリシャ人を教えるつもりなのだろうか。 『あなた方
さが
は私を捜 しますが， 見つけることができず， 私がいる所
に来ることができません』 というのはどういう意味なの
か」。 （ヨハネ ７：３５， ３６） この時イエスが言っていたの
は，自分の死と天への復活についてでした。 敵はイエス
か
を天まで追い掛けることができません。
祭りの７日目になりました。 祭りの期間中は毎朝， 祭
さいだん
司がシロアムの池からくんだ水を祭壇の上に注ぎ出し，
さいだん
ぎ しき
水は祭壇の基部に流れ落ちます。 イエスはこの儀式を
ひとびと
人々に思い起こさせようとしたようです。 それで， 大声で
のど かわ
こう言います。 「喉 が渇 いている人がいるなら， 私の所
しんこう
に来て飲みなさい。 私に信仰を持つ人は， 聖書にある
おく
通り， 『その人の奥深くから， 生きた水が流れ出ます』」。
（ヨハネ ７：３７， ３８）

せいれい
イエスは， 弟子たちが聖霊で油を注がれ天での命の

希望を持つようになる時， 何が起きるかについて話して
いました。 それが起きるのは， 翌年のペンテコステの日
１６０

たい ほ
つか
イエスを逮捕するために下役たちが遣わされる
ニコデモはイエスのために発言する
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せい れい
です。 その日に， 聖 霊 で油を注がれた弟子たちが他の
あた
人に真理を伝え始め， 命を与 える水が流れ始めます。

では， まず本人の話を聞いて， 行っている事を確認して

イエスの話を聞いたある人たちは， 「これこそ確かに

「あなたもガリラヤ出身にでもなったのか。 預言者はガ

あの預言者だ」 と言います。 予告されていた， モーセよ
い だい
りも偉 大 な預言者のことを言っているようです。 また，

リラヤからは現れないことを調べてみなさい」 と言い返

「これがキリストだ」 と言う人もいます。 しかし別の人た

聖書は， 預言者がガリラヤから出るとはっきり述べて

ちは， 「キリストがガリラヤから出るはずがない。 聖書

いるわけではありません。 とはいえ， キリストがそこから

は， キリストがダビデの子孫で， ダビデがいた村ベツレ

出るということは示しています。 なぜなら， 「大きな光」
ひとびと
が 「諸国の人々のガリラヤ」 で見られるようになると予

ヘムから出ると言っているではないか」 と主張します。
（ヨハネ ７：４０‐４２）
ひとびと
ぶんれつ
たい ほ
人々の間には分裂が生じます。 イエスの逮捕を期待
だれ
つか
している人もいますが， 誰もイエスを捕まえようとしませ
もど
ん。 下役たちがイエスを連れずに戻ると， 祭司長とパリ
かれ
サイ派の人たちは， 「どうして彼 を連れてこなかったの
たず
か」 と尋ねます。 下役たちは， 「あのように話した人はこ

から， 裁くのではないか」。 それを聞いた他の人たちは，

します。 （ヨハネ ７：５１， ５２）

告しているからです。 （イザヤ ９：１， ２。 マタイ ４：１３‐１７）
さらに， イエスは予告通りベツレヘムで生まれ， ダビデ
の子孫でもあります。 しかし， パリサイ派の人たちはそ
のことに気付いていながら， イエスについての誤解を広
めていたようです。

れまでいませんでした」 と答えます。 すると宗教指導者
おこ
たちは怒り， あざけってこう言います。 「あなたたちまで
まど
かれ
惑わされたというのか。 支配者やパリサイ派の中に彼
しんこう
に信仰を持った人がいるか。 律法を知らないあの群衆
は神に見放されているのだ」。 （ヨハネ ７：４５‐４９）
この時， パリサイ派でサンヘドリンの一員であるニコ
デモがイエスのために発言します。 ニコデモは２年半ほ
しんこう
ど前に， 晩にイエスを訪ね， イエスに対する信仰を言い
表しました。 ニコデモはこう言います。 「私たちの律法

ぎ しき
イエスは， 祭りの間に毎朝行われていた儀式を思い出させるようなどんなことを述べましたか。
たい ほ
下役たちがイエスを逮捕しなかったのはなぜですか。 宗教指導者たちはどのような反応をしましたか。
キリストがガリラヤから出ることはどのように予告されていましたか。
１６１

神の子は 「世の光」
ヨハネ ８：１２‐３６

しん でん
幕屋の祭りの最終日である７日目に， イエスは神 殿 の
ひと びと
中の 「寄付箱」 がある辺りで人 々 を教えています。 （ヨ
ハネ ８：２０。 ルカ ２１：１） それは婦人の庭にある場所の
ひとびと
ようで， 人々はそこで寄付をします。
祭りの期間中， 日が暮れるとそのエリアでは特別な
きょだい
明かりが準備されます。 ４つの巨大なランプ台で， それ
はち
ぞれには油を満たした４つの大きな鉢が付いています。
この明かりはとても強力で， 周囲をかなり遠くまで照ら
します。 次のイエスの言葉を聞いた人はその明かりのこ
う
とを思い浮かべたかもしれません。 「私は世の光です。
やみ
私の後に従う人は決して闇の中を歩むことがなく， 命を
あた
与える光を持つようになります」。 （ヨハネ ８：１２）
パリサイ派の人たちは， 「あなたは自分について証言
しています。 それを信じることはできません」 と文句を
言います。 イエスはこう答えます。 「私が自分について
証言していても， その証言は真実です。 私は， 自分がど
こから来て， どこへ行くかを知っているからです。 しかし
あなた方は，私がどこから来て，どこへ行くかを知りませ
ん」。 そしてさらにこう言います。 「あなた方自身の律法
にも， 『２人の証言があれば真実である』 と書いてあり
つか
ます。 私について， 私自身が証言し， 私を遣わした父も
証言します」。 （ヨハネ ８：１３‐１８）
パリサイ派の人たちはイエスの説明に納得せず， 「あ
たず
なたの父親はどこにいるのですか」 と尋ねます。 イエス
ははっきりこう言います。 「あなた方は私も私の父も知
りません。 もし私を知っているなら， 私の父をも知って
いるはずです」。 （ヨハネ ８：１９） パリサイ派の人たちは
たい ほ
だれ
イエスを逮捕したいと思っていますが， 誰もイエスに手
を出そうとしません。

く
イエスは前に話したことを繰 り返します。 「私は去っ
さが
ていきます。 あなた方は私を捜しますが， それでも罪を
負ったまま死にます。 私が行く所へあなた方は来ること
１６２

だれ
イエスは子とは誰かを説明する
ど れい
ユダヤ人はどんな意味で奴隷か

ができません」。 ユダヤ人たちはその意味が分からず，
かれ
「彼は自殺するつもりではないだろう。 でも， 『私が行く
所へあなた方は来ることができない』 と言っている」 と
かれ
言い合います。 彼 らはイエスがどこから来たのかに気
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にはしませんでした。 私は常に， その方が喜ぶことを行
うからです」。 （ヨハネ ８：２８， ２９）
しんこう
あるユダヤ人たちはイエスに信 仰 を持ちます。 それ
でイエスはその人たちにこう話します。 「私の教えを

付いていないので誤解しているのです。 イエスはこう説

常に守るなら， あなた方は本当に私の弟子であり， 真

明します。 「あなた方は地上の領域の者ですが， 私は天

理を知り， 真理によって自由になります」。 （ヨハネ ８：

の領域の者です。 あなた方は人間社会に属しています

３１， ３２）

が， 私はそうではありません」。 （ヨハネ ８：２１‐２３）
イエスは，人間になる前に天にいたこと，自分が約束

この言葉を聞いて不思議に思った人たちは， こう反
だれ ど れい
論します。 「私たちはアブラハムの子孫で， 誰の奴隷 に

のメシアまたキリストであることについて話しています。

なったこともありません。 どうして 『自由になる』 と言う

宗教指導者たちはイエスがそのような人物であること
かれ
を認めるべきです。 しかし， 彼らはイエスをばかにして，
だれ
「あなたは誰なのですか」 と聞きます。 （ヨハネ ８：２５）

のですか」。 ユダヤ人は何度も外国の支配を受けてき
ど れい
たのに， 奴隷とは呼ばれたくないのです。 しかしイエス
し てき
はこう指摘します。 「はっきり言っておきますが， 罪を犯
みな
ど れい
す人は皆， 罪の奴隷です」。 （ヨハネ ８：３３， ３４）
ど れい
自分たちが罪の奴隷であることを認めようとしないな

そうした敵対的な反応に対しイエスは， 「一体， 私は
何のためにあなた方に話しているのでしょうか」 と言
います。 そして自分の父に注意を向け， 子の言うことを
聞くべき理由を説明します。 「私は， 真実を語る方から
つか
世に遣わされ， その方から聞いたことを話しているので
す」。 （ヨハネ ８：２５， ２６）

ら， ユダヤ人たちは危険な立場にいることになります。
ど れい
イエスは， 「奴隷は主人の家にいつまでもいるわけでは
ありません。 子はいつまでもいます」 と説明します。 （ヨ
ど れい
かい こ
ハネ ８：３５） 奴 隷 には相続権がないため， いつ解 雇 さ

イエスは， ユダヤ人たちが持っていない， 父に対する

れてもおかしくありません。 その家で生まれた子か養子

確信を次のように言い表します。 「あなた方は， 人の子
くい か
を杭に掛けた後に， 私がその者で， 何事も自分の考え

だけが 「いつまでも」，つまり生きている限り家にいます。

で行っていたのではないことを知ります。 私は， 父が教

人を永遠に自由にする真理なのです。 イエスはこう断

えてくださった通りに， これらのことを話しています。 そ
つか
して，私を遣わした方は共にいてくださり，私を独りだけ

言します。 「子である私が自由にするなら， あなた方は

ですから， 子についての真理は， 死をもたらす罪から

本当に自由になります」。 （ヨハネ ８：３６）

祭りの期間中の晩には， どんなことがなされましたか。 それは， イエスが教えたこととどんな関係がありますか。
イエスは自分がどこから来たと言いましたか。 その言葉からイエスについてどんなことが分かりますか。
ど れい
かれ
ど れい
ユダヤ人は何の奴隷でしたか。 彼らをその奴隷状態から解放するのはどんな真理ですか。
１６３

あく ま

アブラハムと悪 魔 のどちらが父なのか
ヨハネ ８：３７‐５９

イエスは幕屋の祭りでエルサレムにいる間，大切なこと

「あなた方がアブラハムの子孫であることは知っていま

イエスは自分を退ける結果を示してきましたが， ここ
し てき
あく
でずばりと指摘します。 「あなた方は，あなた方の父，悪
ま
魔から出ていて， 自分たちの父が欲することを行おうと
かれ
しています」。 そして彼らの父の正体を暴き， 「その者は
はな
その始まりから人殺しで， 真理から離れました」 と言い

す。 しかし， あなた方は私を殺そうとしています。 私の

ます。 それから， こう述べます。 「神の所から来た人は神

教えを受け入れられないからです。 私は自分の父の元

の言う事を聞きます。 あなた方は聞きません。 神の所か

で見た事を話し， あなた方は自分たちの父から聞いた

ら来ていないからです」。 （ヨハネ ８：４４， ４７）

事を行っています」。 （ヨハネ ８：３３， ３７， ３８）
かれ
ちが
イエスの父は彼らの父とは違うということです。 しか
しユダヤ人たちはそれが分からず， 「私たちの父はアブ

ユダヤ人たちはかっとなり， 「『あなたはサマリア人
じゃあく
で， 邪悪な天使に取りつかれている』 と私たちが言うの
さけ
かれ
も当然ではありませんか」 と叫びます。 彼らはイエスを

ラハムです」 と主張します。 （ヨハネ ８：３９。 イザヤ ４１：
かれ
８） 彼らはアブラハムの子孫なので， 神の友アブラハム
しんこう
と同じ信仰を持っていると考えているのです。

「サマリア人」 と呼び見下しました。 イエスはそれを気
じゃあく
に留めず， 「邪悪な天使に取りつかれてはいません。 私
はずかし
は父を尊んでいて， あなた方は私を辱めています」 と答

イエスは答えます。 「アブラハムの子なら， アブラハム
なら
なら
に倣って行動しているはずです」。 本当の子なら父に倣

えます。 イエスをどう見るかは重要な問題です。 イエス

うはずです。 さらにイエスは， 「あなた方は今，神から聞

素晴らしい約束をしているからです。 これは， イエスの

いた真理を告げた者， つまり私を殺そうとしています。

弟子は死を経験しない， という意味ではなく， 「第二の
ほろ
死」， つまり復活の希望のない永遠の滅びに至ることは
けい じ
ないということです。 （ヨハネ ８：４８‐５１。 啓示 ２１：８）

を教えます。 そこにいたあるユダヤ人たちがイエスに，
だれ ど れい
「私たちはアブラハムの子孫で， 誰の奴隷になったこと
もありません」 と言ったので， イエスはこう答えます。

アブラハムはそのようなことはしませんでした」 と言い，
なら
「あなた方は自分たちの父に倣って行動しています」 と
し てき
指摘します。 （ヨハネ ８：３９‐４１）
だれ
ユダヤ人たちには誰のことを言っているのか分かりま
かんいん
せん。 「私たちは姦淫によって生まれたのではありませ
ん。 私たちにはひとりの父， 神がいます」 と言い張りま
す。 でも，本当にそうでしょうか。 イエスはこう言います。
「もし神があなた方の父なら， あなた方は私を愛するは
ずです。 私は神の元から来てここにいるからです。 自分
つか
の考えで来たのではなく， その方に遣 わされました」。

は， 「私の言葉を守る人は， 決して死にません」 という

ユダヤ人はその言葉を文字通りに取り， 「今， あなた
じゃ あく
が邪 悪 な天使に取りつかれていることがはっきり分か
ります。 アブラハムも預言者たちも死んだのに， あなた
むか
は， 『私の言葉を守る人は， 決して死を迎 えない』 と
えら
言っています。 あなたは私たちの父アブラハムより偉く
はないでしょう。 アブラハムは死に……ました。 自分を
だれ
誰だと思っているのですか」。 （ヨハネ ８：５２， ５３）

いのはなぜでしょうか。 それは， 私の教えを受け入れよ

イエスはメシアであることを示そうとしているものの，
しょうさん
質問には直接答えず， こう言います。 「私が自分を称賛
しょうさん
するなら， それはむなしいものです。 私を称賛してくださ

うとしないからです」 と話します。 （ヨハネ ８：４１‐４３）

るのは私の父で， あなた方が自分たちの神だと言う方

それから， 「私が言っている事をあなた方が理解できな

１６４

ユダヤ人はアブラハムを父と主張する
イエスはアブラハムが生まれる前に生まれた
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ています。 私が， その方を知らないと言ったら， あなた方

さい
は， 「５０歳になってもいないのに， アブラハムを見たこ
つ
とがあるのですか」 と問い詰 めます。 そこでイエスは，

のようにうそつきになるでしょう」。 （ヨハネ ８：５４， ５５）

「はっきり言いますが，アブラハムが存在する前から私は

ここでイエスは， 「父アブラハムは， 私が来る日をとて
えが
も楽しみにしていて， その時を思い描 いて喜びました」

います」 と答えます。 人間になる前に強力な天使として

です。 しかし， あなた方はその方を知りません。 私は知っ

と述べます。 アブラハムは神の約束を信じ， メシアが来
ることを待ち望みました。 それを聞いたユダヤ人たち

天にいたことを述べているのです。 （ヨハネ ８：５６‐５８）
げき ど
ユダヤ人たちはその言葉に激怒 し， イエスを石打ち
はな
にしようとしますが，イエスはその場を無事に離れます。

ちが
イエスは自分の父と敵たちの父が違うことを， どのように示しますか。
ま ちが
ユダヤ人がアブラハムを父と主張するのは間違いです。 なぜですか。
むか
イエスの弟子たちが 「決して死を迎えない」 とは， どういう意味ですか。
１６５

もう もく

い

生まれつき盲目の男性を癒 やす
ヨハネ ９：１‐１８

イエスはまだエルサレムにいます。 安息日に町の中を
もうもく もの
歩いていたイエスと弟子たちは， 生まれつき盲目 の物
ご
乞いに会います。 弟子たちは， 「ラビ， この人が生まれ
だれ
つき目が見えないのは， 誰が罪を犯したからですか。 本
たず
人ですか，それとも親ですか」 と尋ねます。 （ヨハネ ９：２）
弟子たちは， その男性が前世に罪を犯したとは信じ
ていませんが， 母親のおなかの中で罪を犯したと思っ
ているのかもしれません。 イエスは答えます。 「この人

おどろ
もの ご
人たちは驚 き， 「これは， 座って物 乞 いをしていた男で
はないか」 と言います。 それに対して， 「その人だ」 と言
ちが
う人もいれば， 起きたことが信じられず， 「違う， でも似
ている」 と言う人もいます。 すると本人は， 「私がその
人です」 と言います。 （ヨハネ ９：８， ９）
ひとびと
それで人々は， 「では，どうして目が見えるようになっ
たず
たのか」 と尋ねます。 男性はこう答えます。 「イエスとい
どろ
ぬ
う人が泥を作って私の両目に塗り， 『シロアムに行って

や親が罪を犯したからではありません。 この件で， 神の
もう
力が明らかにされます」。 （ヨハネ ９：３） この男性が盲
もく
ま ちが
目になったのは， 本人や親が何かの間違いをしたり罪

洗いなさい』 と言いました。 それで， 行って洗ったら， 見
かれ
えるようになりました」。 彼らが 「その人はどこにいるの

を犯したりしたからではありません。 人間は全て， アダ
けっかん
ムが罪を犯したために生まれつき不完全で， 欠陥があ
もうもく
ります。 盲目のような障害もその１つです。 しかしこの人
もうもく
が盲目だったことがきっかけで， 素晴らしいことが起こ

ネ ９：１０‐１２）

ります。 イエスが神の力を明らかにするのです。 これま
い
でにたくさんの病気を癒やした時と同じです。
おく
イエスは神の力を表すことを遅 らせてはいけないこ
とを強調し， こう言います。 「私たちは昼のうちに， 私を
つか
だれ
遣わした方の意志を行わなければなりません。 誰も働
くことができない夜が来ようとしています。 私は世にい
せま
る間，世の光です」。 （ヨハネ ９：４， ５） イエスの死は迫っ
ており， 墓に入ればイエスは何もできなくなります。 そ
かがや
の時まで， イエスは世に光を輝かせ続けます。
い
では，どのようにこの人を癒やすのでしょうか。 イエス
つば は
どろ
ぬ
は地面に唾を吐いて泥を作り， その男性の両目に塗っ
て， 「シロアムの池に行って洗いなさい」 と言います。
（ヨハネ ９：７） 男性がその通りにすると， 何と見えるよう
になります。 生まれて初めて目が見えるようになったの
です。 その喜びを想像できますか。
近所の人たちと， この男性の障害を知っていた他の
１６６

か」 と聞くと， 男性は， 「知りません」 と言います。 （ヨハ
その人はパリサイ派の人たちの所に連れていかれま
かれ
す。 どのようにして見えるようになったのか， 彼らも知り
たいのです。 それで男性はこう説明します。 「その人が

もう もく もの ご
い
生まれつき盲目の物乞いが癒やされる

どろ
私の両目に泥を付け，私は洗いました。 今は見えます」。
かれ
パリサイ派の人たちも喜んでいいはずですが， 彼らのう
ちの何人かはイエスを非難し， 「この人は神の所から来
たのではない。 安息日を守っていない」 と言います。 一
方， 「罪人だったら， どうしてこんなしるしを行えるだろ
かれ
うか」 と言う人もいます。 （ヨハネ ９：１５， １６） 彼らの意
見は分かれてしまいました。
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かれ
たず
彼らはその人に尋ねることにし， 「あなたの目を開け
た人だが，何者だと思うか」 と聞きます。 男性は， 「あの
人は預言者です」 と断言します。 （ヨハネ ９：１７）
みな
パリサイ派の人たちは信じようとしません。 皆をだま
すためイエスとその男性は何かをたくらんでいる， と
思ったのかもしれません。 それで， この男性が本当に目
たず
が見えなかったかどうか親に尋ねることにします。

もの ご
もうもく
物乞いの男性が盲目だったのはなぜですか。
もうもく
い
盲目だった男性を知る人たちは， その男性が癒やされたことにどう反応しましたか。
い
男性が癒やされたことについてパリサイ派の人たちの意見はどう分かれましたか。
１６７

もう もく

つ

パリサイ派の人たちが盲目だった男性に詰 め寄る
ヨハネ ９：１９‐４１

もう もく
パリサイ派の人たちは， 盲 目 だった男性の視力をイエ
スが回復させたことを信じません。 そこで男性の両親を
呼び出します。 両親は 「会堂から追放」 される可能性
もあることを知っています。 （ヨハネ ９：２２） そのように
して他のユダヤ人たちとの交流を断たれるなら， 社会
こ りつ
的に孤立し，経済的にも生活が苦しくなってしまいます。
パリサイ派の人たちは２つの質問をします。 「これは，

すか。 あの人は私の目を開けました」 と言います。 そし
だれ
て， 神が誰 の願いを喜んで聞くかを明快に話します。
おそ
「神は， 罪人たちの願いは聞きませんが， 神を畏れてそ
もうもく
の意志を行う人の願いなら， 聞きます。 生まれつき盲目
の人の目を開けたという話は今まで聞いたことがあり
ません」。 結論はこうです。 「神の所から来た人でなけ
れば， 何もできないはずです」。 （ヨハネ ９：３０‐３３）

生まれつき目が見えなかった息子か。 今は見えるのは

パリサイ派の人たちはこの説明に太刀打ちできませ

どうしてか」。 両親は， 「これは息子で， 生まれつき目が

ん。 「罪にまみれて生まれながら， 私たちを教えるとい

見えませんでした。 でも， どうして今見えるのかは知り
だれ
ませんし， 誰が目を開けたのかも知りません」 と答えま

うのか」 と言って男性を追い出します。 （ヨハネ ９：３４）
さが
たず
イエスはそのことを聞くと男性を捜し， こう尋ねます。
しんこう
「人の子に信仰を持っていますか」。 男性は， 「それはど
しんこう
なたですか。 その方に信仰を持ちたいのですが」 と答え

す。 息子から話を聞いていたのかもしれませんが， 言い
つか
方に気を遣い， 「本人に聞いてください。 もう大人です。
自分で話すはずです」 と言います。 （ヨハネ ９：１９‐２１）
もど
それでパリサイ派の人たちは男性を呼び戻します。 そ
しょうこ
おど
して， 自分たちはイエスに不利な証拠を持っていると脅
し， 「神の前で本当のことを言いなさい。 私たちはその
人が罪人であることを知っているのだ」 と言います。 男
ついきゅう
性は追及をかわそうとし， 「その人が罪人かどうかは分

ます。 するとイエスははっきりこう言います。 「あなたは
その人に会ったことがあります。 しかも， その人は今あ
なたと話しています」。 （ヨハネ ９：３５‐３７）
しんこう
男性は， 「人の子に本当に信仰を持っています， 主よ」
しんこう
ふ
と答え， 信仰と敬意を示しひれ伏します。 そこでイエス
は深い言葉を述べます。 「私がこの世に来たのは裁きの

かりません」 と答え， こうも言います。 「１つ分かるのは，

ため， すなわち， 見えない人が見えるようになり， 見える

私は目が見えなかったのが， 今は見えるということで

人が見えないようになるためです」。 （ヨハネ ９：３８，３９）

す」。 （ヨハネ ９：２４， ２５）
かれ
かれ
彼らは満足せず， 「彼はあなたに何をしたのか。 どの
たず
ようにして目を開けたのか」 と尋ねます。 男性はきっぱ

その場にいたパリサイ派の人たちは目が見えないわ
かれ
けではありません。 しかし， 彼らは神について教えると
かれ
いう責任を果たしていたでしょうか。 彼らは自分たちは

りと， 「すでに話しましたが， あなた方は聞きませんでし

正しいと言いたげに， 「私たちも目が見えないというわ
たず
けではないでしょうね」 とイエスに尋ねます。 イエスは

た。 なぜもう一度聞きたいのですか。 あなた方もあの
人の弟子になりたいわけではないでしょう」 と答えま
かれ
おこ
す。 彼らは怒りだします。 「あなたはあの男の弟子だが，

こう答えます。 「目が見えなかったなら，あなた方は罪を

私たちはモーセの弟子だ。 神がモーセに語ったという
ことは知っている。 だが， この男については， どこからの

言います。 あなた方は罪を問われます」。 （ヨハネ ９：
かれ
４０， ４１） 彼らがイスラエルを教える立場にいなければ，

者か知らない」。 （ヨハネ ９：２６‐２９）
おどろ
男性は驚き， 「あの人がどこからの人か知らないので

メシアであるイエスを退けたとしてもまだ許せます。 し
かれ
かし彼らは律法に通じていたので， 罪は重いのです。

１６８

問われないでしょう。 しかしあなた方は今， 『見える』 と

もう もく
つ
パリサイ派の人たちが盲目だった男性に詰め寄る
宗教指導者たちは 「目が見えない」

71

もうもく
盲目だった男性の両親がパリサイ派の人たちから呼び出された時に不安を感じたのはなぜですか。 両親はどんな
返事をしましたか。

おこ
パリサイ派の人たちはどんな明快な説明を聞いて怒りだしますか。
パリサイ派の人たちがイエスに反対したことで許されないのはなぜですか。
１６９

７０人を伝道に送り出す
ルカ １０：１‐２４

せい れき
今は西 暦 ３２年の終わりごろです。 イエスがバプテスマ
たちとエルサレムでの幕屋の祭りに出席しました。 今も

あた
出した時に与 えたものと同じです。 イエスは弟子たち
かんげい
に， 全ての人から歓迎されるわけではないと話します。
かれ
しかし， 彼 らの努力によって心の広い人たちは準備が

まだエルサレムの近くにいるようです。 （ルカ １０：３８。

できます。 この後すぐイエスがやって来た時に， それら

ヨハネ １１：１） イエスは残されている半年の間， ユダヤ
わた
とヨルダン川を渡ったペレア地域で伝道を行います。 そ

の人たちの多くがぜひイエスの話を聞きたいと思うで

れらの地域でも伝道する必要があります。
せい れき
す こ
以前にイエスは， 西 暦 ３０年の過 ぎ越 しが終わった

やがて， ３５組の弟子たちがイエスの所に帰ってきて，

を受けてから約３年がたちます。 少し前にイエスは弟子

しょう。

の後の１年半， イエスは主に北のガリラヤで教え， 大勢

喜びながらこう報告します。 「主よ， あなたの名を使う
じゃあく
と， 邪悪 な天使も服するのです」。 イエスはこの素晴ら
いな
しい報告に感動し， こう言います。 「サタンがすでに稲
ずま
妻 のように天から落ちたのが見えます。 私はあなたた
へび
ふ
けん い あた
ちに，蛇やサソリを踏みつけ……る権威を与えました」。

の人が弟子になります。 イエスはガリラヤで使徒たちを

（ルカ １０：１７‐１９）

後， ユダヤで数カ月間伝道し， それからサマリアを通っ
せいれき
す こ
て移動しました。 そして西暦３１年の過ぎ越しのころ， エ
ルサレムのユダヤ人たちはイエスを殺そうとします。 そ

訓練し， 「『天の王国は近づいた』 と伝道しなさい」 と
あた
かれ
いう指示を与 えて彼 らを送り出しました。 （マタイ １０：
５‐７） 今度は， ユダヤでの伝道活動を組織します。
この活動のために， イエスは７０人の弟子を選び， ２人
しゅうかく
ずつ送り出します。 ですから， 「収穫は多い」 ものの 「働
き手は少ない」 区域で３５チームが伝道します。 （ルカ
１０：２） イエスが行こうとしている場所に弟子たちが先
で か
い
に出掛けていくのです。 彼らは病気の人を癒やし， イエ
ひとびと
スが伝えているのと同じ知らせを人々に伝えます。
会堂で教えることが弟子たちの目標ではありません。
ひとびと
イエスは人々の家を訪問するようにと指示し， こう言い
ます。 「どこでも家に入ったなら， まず， 『この家に平和
がありますように』 と言いなさい。 平和を望む人がそこ
にいるなら，あなたたちが願う平和はその人の元にとど
まります」。 どんな知らせを伝えますか。 イエスはこう言
います。 「『神の王国はあなた方の近くに来ました』 と
告げなさい」。 （ルカ １０：５‐９）
７０人への指示は， 約１年前にイエスが１２使徒を送り
１７０

へび
ふ
ここでイエスは， 蛇やサソリを踏みつけるという表現

イエスは７０人の弟子たちを選んで， 伝道へ送り出す
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を用いて， 弟子たちが悪に打ち勝つことを保証していま

と
強力なことを成し遂 げている父を賛美します。 それか

す。 将来サタンが天から落とされることも確信できま

ら弟子たちにこう言います。 「あなたたちが見ているも

す。 またイエスは， 長期的に見て本当に重要なのは何
じゃあく
かを弟子たちが理解できるよう，こう言います。 「邪悪な

のを見る人は幸せです。 あなたたちに言いますが， 多く

天使が服していることを喜ぶのではなく， あなたたちの

いと願いながら見ず， あなたたちが聞いている事を聞

名前が天に記されたことを喜びなさい」。 （ルカ １０：２０）
けんそん
イエスは深い喜びを感じ， 謙遜 な弟子たちを通して

きたいと願いながら聞かなかったのです」。 （ルカ １０：

の預言者や王は， あなたたちが見ているものを見た

２３， ２４）

イエスは残されている半年の間， どこで伝道を行いましたか。 それはなぜですか。
７０人の弟子たちはどのように伝道することになっていましたか。
と
７０人の弟子たちは多くのことを成し遂げましたが， イエスはさらに重要なことがあると言いました。 それは何ですか。

りん じん

本当の隣 人となったサマリア人
ルカ １０：２５‐３７

イエスがエルサレムの近くにいる期間中， たくさんのユ

す。 （使徒 １０：２８） ですから，この男性は，仲間のユダヤ

ダヤ人が会いにやって来ます。 ぜひ何か学びたいと思っ

人に親切に接していれば自分は正しいと考えています。

ている人だけでなく， イエスを試そうと思っている人も

イエスの弟子たちの中にもそう考える人がいたかもし

います。 律法に通じたある男性もその１人で， イエスに

れません。 しかし， この男性も弟子たちも， 別の人種の
あつか
人を不親切な仕方で扱っていた可能性があります。 そ
りんじん
ういう人は 「隣人」 ではないというわけです。
おこ
イエスは， ユダヤ人を怒らせることなく， どのように見

こう質問します。 「先生， 永遠の命を受けるには何をす
る必要があるでしょうか」。 （ルカ １０：２５）

み ぬ
イエスはその人の質問には裏があることを見 抜きま
おこ
す。 ユダヤ人が怒るようなことをイエスに答えさせよう
としているのです。 さらにイエスは， 相手がすでに正し
い答えを知っていることに気付きます。 それで， 相手の
たく
考え が明らかになる仕方で巧みに返事をします。

方を正すでしょうか。 次の例え話を語ります。 「ある男性
とちゅう
ごうとう おそ
がエルサレムからエリコに下っていく途中で， 強盗に襲
ごうとう
は
なぐ
われました。 強盗は服を ぎ， 殴り， 半殺しにして去っ
ていきました。 たまたま， ある祭司がその道路を下って

イエスは， 「律法には何と書いてありますか。 どう読
たず
みますか」 と尋ねます。 その男性は律法をよく学んでい

いきましたが， 男性を見ると， 反対側に寄って通り過ぎ
かれ
ました。 同じように，あるレビ族の人も，そこに来て彼を

るので， 申命記 ６章５節とレビ記 １９章１８節を引用して
つ
つ
こう答えます。 「『あなたは， 心を尽くし， 力を尽くし， 知
つ
つ
力を尽くし， 自分の全てを尽くして， あなたの神エホバ
りん じん
を愛さなければならない』， そして， 『隣 人 を自分自身

見ると， 反対側に寄って通り過ぎました。 ところが， その
かれ
道路を通っていたあるサマリア人はそこに来て彼 を見

のように愛さなければならない』」。 （ルカ １０：２６， ２７）
しかし， これはその男性が願っていた答えでしたか。
イエスは， 「その通りです。 それを行い続けなさい。
そうすれば命を得ます」 と言います。 会話はまだ続きま
す。 男性はただ正解が欲しいのではありません。 「自分
の正しさを示」 したい， つまり自分の考えや他の人への
接し方は正しいという確証を得たいと思っているので
りんじん
だれ
す。 それで， 「私の隣人とはいったい誰でしょうか」 と質

ると， かわいそうに思いました」。 （ルカ １０：３０‐３３）
しんでん
イエスに質問した男性は， 大勢の祭司と神殿で祭司
ほ さ
を補佐するレビ族の人たちがエリコに住んでいることを
しんでん
もど
知っていたでしょう。 神殿からエリコに戻るには， ２３㌔
ほどの道を下っていかなければなりません。 そのルート
ごう とう かく
は強 盗 が隠 れている場合があり， 危険でした。 例え話
ひ さん
あ
の祭司やレビ族の人は， 悲惨な目に遭った仲間のユダ
み か
ヤ人を見掛けた時に助けるべきなのに， そうしようとし
けいべつ
ません。 その人を助けたのは，ユダヤ人から軽蔑されて
いたサマリア人だったのです。 （ヨハネ ８：４８）

問します。 （ルカ １０：２８， ２９） 簡単な質問のようで実は

サマリア人はけがをしたユダヤ人をどのように助け

深い意味があります。 どういうことでしょうか。
りんじん
ユダヤ人は， 「隣人」 という言葉は自分たちの伝統を

たでしょうか。 イエスはこう続けます。 「それで近寄り，

守る人にしか当てはまらないと考えていて， レビ記 １９
こん きょ
章１８節をその根 拠にしていたようです。 別の人種と交
友を持つのは 「許されない」 とまで主張する人もいま
１７２

傷に油とぶどう酒を注いで包帯をしてあげました。 それ
かれ
か ちく
から彼を自分の家畜に乗せ， 宿屋に連れていって世話
をしました。 次の日，２デナリを取り出し，宿屋の主人に
わた
渡して言いました。 『この人の世話をしてください。 もっ

永遠の命を受けるには何をすべきか
親切なサマリア人

もど
はら
と費用がかかったら， 戻ってきた時に払いますから』」。
（ルカ １０：３４， ３５）
この後，優れた教師であるイエスは男性に次のように
たず
だれ
ごうとう おそ
尋ね， 考えさせます。 「この３人のうち誰が， 強盗に襲わ
りんじん
れた人にとって隣人になったと思いますか」。 この人は
「サマリア人です」 と言いたくなかったようで， 「その人
あわ
に対して憐れみ深く行動した人です」 と答えます。 イエ
すす
スはこの話の教訓をはっきりさせ， こう勧めます。 「行っ
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て， あなたも同じようにしなさい」。 （ルカ １０：３６， ３７）
何と優れた教え方でしょう。 イエスが， 別の人種の人
りんじん
も隣人であると話すだけだったなら，男性や他のユダヤ
人たちは納得しなかったでしょう。 しかし， 聞いている
人がすぐにイメージできるシンプルな例え話を用いて，
りんじん
だれ
「私の隣人とはいったい誰でしょうか」 という質問の答
りんじん
えを見事に出したのです。 本当の隣人とは，聖書が命じ
ている愛や親切を行いで示す人なのです。

ある男性がイエスに， 永遠の命を受けるにはどうすればよいか質問したのはなぜですか。
だれ りんじん
ユダヤ人は誰を隣人だと考えていましたか。 なぜですか。
りんじん
だれ
本当の隣人とは誰かについての正しい見方を， イエスはどのようにして教えましたか。
１７３

いの

もてなしと祈 りについての教え
ルカ １０：３８–１１：１３

はな
ひがししゃめん
エルサレムから３㌔ほど離れたオリーブ山の東斜面に，

いの
り強く祈 らなければならないということを強調します。

ベタニヤという村があります。 （ヨハネ １１：１８） イエス

「あなたたちの１人が真夜中に友人の所に行って， こ

はその村に住む友人， マルタとマリアという２人の姉妹
かんげい
またその兄弟ラザロを訪ね， 温かく歓迎されます。
むか
めい よ
メシアを客として迎えるのは大変名誉なことです。 マ
こ
ルタはイエスをもてなすため， 手の込 んだ食事を準備

う言ったとしましょう。 『友よ，パンを３つ貸してください。
とちゅう
友人が旅の途中で今うちに来たのですが， 出す物が何

しています。 一方， マリアはイエスの足元に座り， 話を

もありません』。 しかし， その人は中からこう答えます。
かぎ か
『無理なことを言わないでください。 もう戸には鍵を掛
いっしょ ね
け， 幼い子供たちが私と一緒に寝ています。 起きて行っ

聞いています。 やがて， マルタがイエスにこう言います。

て何かをあげることはできません』。 あなたたちに言い

「主よ， マリアが私だけに用事をさせていることを何と
も思わないのですか。 手伝うよう言ってください」。 （ル
カ １０：４０）

しか
うば
イエスはマリアを らず，食事の準備に注意を奪われ

ているマルタにこう言います。 「マルタ，マルタ，あなたは
つか
多くのことに気を遣ってかき乱されています。 でも，必要
なのはわずかなもの， というより１つだけです。 マリアは
かのじょ
良いものを選びました。 それが彼女 から取り上げられ
ることはありません」。 （ルカ １０：４１，４２） イエスは， たく
さんの料理を出すために多くの時間をかける必要はな
いと教えていました。 簡単な食事で十分でした。
マルタの動機は良いものです。 イエスをもてなした
かったのです。 でも， 食事のことに気を取られ過ぎて，
のが
神の子から貴重な教えを学ぶチャンスを逃しています。
かしこ せんたく
イエスはマリアが賢い選択をしたと強調しました。 その
せんたく
選択はマリアの人生にとって大きな祝福となります。 私
たちもマリアから大切な教訓を学べます。
別の時にもイエスは， 弟子たちに重要なことを教え
いの かた
ます。 ある弟子が， 「主よ， 私たちに祈り方を教えてくだ
たの
さい。 ヨハネも弟子たちに教えました」 と頼んだ時のこ
とです。 （ルカ １１：１） イエスは約１年半前に山上の垂訓
いの かた
で祈 り方 を教えました。 （マタイ ６：９‐１３） この弟子は
その場にいなかったのかもしれません。 それでイエス
ねば
は同じ内容をもう一度教えます。 そして例えを使い， 粘
１７４

ますが， その人は， 友人だという理由で起きて来て何か
あた
しつよう たの
を与えることはないとしても， 執拗に頼むなら， 必ず起
あた
きて来て何でも必要とする物を与えてくれます」。 （ルカ
１１：５‐８）
エホバは私たちの願いになかなか応じない方ではあ
ねば
たの
りません。 友人が， 気が進まないとしても粘り強く頼ま
れた時に願いを聞くのであれば， 愛ある天の父はなお
のこと忠実な人の誠実な願いを聞いて行動してくださ
るのです。 イエスはさらにこう言います。 「求め続けなさ
あた
い。 そうすれば与えられます。 探し続けなさい。 そうす
れば見つかります。 たたき続けなさい。 そうすれば開か
れます。 求めている人は受け， 探している人は見つけ，
たたいている人には開かれるのです」。 （ルカ １１：９，１０）
ひ かく
イエスは人間の父親と神を比較することで要点を強
調します。 「あなたたちのうちどの父親が， 自分の子か
へび わた
ら魚を求められて， 魚ではなく蛇 を渡すでしょうか。 ま
わた
た，卵を求められて，サソリを渡すでしょうか。 それで，あ
じゃあく
おく
なたたちが邪悪な人間でありながら， 子供に良い贈り
もの あた
物を与えることを心得ているのであれば， まして天の父
せいれい あた
は， ご自分に求めている人に聖霊を与えてくださるので
す」。 （ルカ １１：１１‐１３） ですから私たちは， 神が願いを
喜んで聞き， 私たちのために行動してくださることを確
信できます。

イエスはマルタとマリアの家を訪れる
ねば
いの
粘り強く祈ることは大切
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マルタとマリアの注意はそれぞれ何に向けられていましたか。 そのことから何を学べますか。
いの かた
イエスが祈り方についてもう一度教えたのはなぜですか。
ねば
いの
イエスは粘り強く祈ることの大切さをどのように教えましたか。
１７５

本当に幸福なのはどんな人か
ルカ １１：１４‐３６

く
いの
イエスが伝道期間中に繰り返し教えたのは，祈りのこと
き せき
だけではありません。 ガリラヤでイエスの奇 跡 を見た
ひとびと
き せき じゃあく
人々は， そうした奇跡は邪悪な天使の支配者の力によ
ひとびと
るのだと批判しました。 今回， ユダヤの人々も同じこと
を言います。

じゃあく
イエスは， 邪悪な天使のせいで口が利けなかった男
い
おどろ
性を癒やします。 群衆はとても驚きますが， イエスに敵
ひとびと
対する人たちはガリラヤの人々と同じ批判をし， こう言
かれ じゃあく
います。 「彼 は邪悪 な天使の支配者ベエルゼブブの力
じゃあく
で， 邪悪な天使を追い出しているのだ」。 （ルカ １１：１５）
つ
また， イエスが何者であるかを突き止めたくて， 天から
たの
のしるしをもっと見せてくれるよう頼む人たちもいます。
かれ
イエスは彼 らが自分を試そうとしていることに気付
ひとびと
き， ガリラヤの人々にしたのと同じ返事をします。 まず，
ぶん れつ
たお
内部で分 裂 している王国はどれも倒 れてしまうと話し
ぶんれつ
てから， 「サタンも自分自身に敵対して分裂しているな
たず
ら，その王国はどうして長く続くでしょうか」 と尋ねます。
かれ
じゃ あく
それから彼 らに対しはっきりこう言います。 「私が邪 悪

しょうこ
サタンを支配できる証拠です。 それは， 十分に武装して
ていたく
邸宅 を守っている人をもっと強い人が打ち負かすのと
じゃあく
同じです。 ここでイエスは， 邪悪な天使が出ていった人
の例えをもう一度話します。 その人は自分を良いもの
じゃ あく
で満たさなかったので， 最初の邪 悪 な天使が７人の天
もど
使を連れて戻 ってきてしまい， 最終的な状態は最初よ
り悪くなるのです。 （マタイ １２：２２，２５‐２９，４３‐４５） これ
はイスラエル国民の状態にぴったり当てはまります。
ここで，話を聞いていた１人の女性が， 「あなたを産ん
で乳を飲ませた女性は幸福です！」 と大声で言います。
ユダヤ人の女性たちは預言者の母親， 特にメシアの母
親になりたいと願っていました。 それでこの女性は， こ
んなに素晴らしい教師の母親になったマリアは幸せだ，
と思ったのでしょう。 しかしイエスは， 本当に幸福なの
はどんな人かを教え， 「いいえ， 神の言葉を聞いて守っ
ている人たちこそ幸福です！」 と言います。 （ルカ １１：
めい よ あた
２７， ２８） イエスは， マリアに名誉が与えられるべきだと

な天使を追い出すのが神の力［または指］によるのであ

いうことは絶対に言いませんでした。 むしろ， 男女を問
けつえん
ことがら
わず本当の幸福は，血縁関係や達成した事柄ではなく，

れば， 神の王国はもうあなた方の所に来ています」。

神に忠実に仕えることから味わえると教えたのです。

（ルカ １１：１８‐２０）

ひとびと
イエスがそう言った時，人々はイスラエルの歴史で生

じたある出来事を思い出したことでしょう。 ファラオの
きゅうてい
き せき
宮 廷 にいた人たちはモーセが行った奇 跡 を見た時，
さけ
「これは神の力［または指］です！」 と叫びました。 また，
じっ かい
石板２枚に十 戒 を書き記したのも 「神の指」 でした。
（出エジプト記 ８：１９； ３１：１８） その同じ 「神の指」 つま
せいれい
じゃあく
り聖霊によって， イエスは邪悪な天使を追い出したり病
い
気を癒やしたりしています。 イエスはそれを神から指名
された王として行いました。 ですから， 神の王国はイエ
スの反対者たちの所に来ていると言えるのです。
じゃ あく
イエスが邪 悪 な天使を追い出せることは， イエスが
１７６

イエスはガリラヤで行ったように， しるしを求めた人
たちを非難します。 そして， 「ヨナのしるし」 以外のしる
あた
しは与えられないと言います。 ヨナは魚の中に３日間い
だいたん
たこと， また大胆に伝道したことでしるしとなり， ニネベ
ひと びと く
の人 々 は悔い改めました。 イエスはこう言います。 「し
かし見なさい， ヨナを上回る者がここにいます」。 （ルカ
ち え
１１：２９‐３２） さらにイエスは， シェバの女王が知恵を聞
くためにやって来たソロモンを上回る者でもあります。
イエスは話を続け， 「人はランプをともした後，それを
かご
人目に付かない所や籠の下ではなく， 台の上に置」 く，
ひと びと
と言います。 （ルカ １１：３３） イエスは， これらの人 々 の
き せき
前で教えたり奇 跡 を行ったりするのはランプを人目に

じゃ あく
「神の指」 によって邪悪な天使を追い出す
本当に幸福なのはどんな人か
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付かない場所に置くようなものだ， と言っていたのかも
かれ
しょうてん
しれません。 彼らの目の焦点は合っていないので， イエ
き せき
スの奇跡の目的を理解できないのです。
じゃあく
イエスは邪悪 な天使を追い出し， 口が利けなくなっ

よう動かされるはずです。 しかし， イエスを批判した人
かれ
たちはそのような反応をしません。 そのためイエスは彼
やみ
らにこう警告します。 「それで， あなたの内の光が闇 に

ていた男性が話せるようにしました。 それを見た人たち

が明るく少しも暗い所がないなら， ランプが照らすとき

は神を賛美し，エホバが行っていることを他の人に話す

のように全く明るいでしょう」。 （ルカ １１：３５， ３６）

ならないように用心していなさい。 あなたの体は， 全体

ひとびと
い
ユダヤのある人々はイエスが男性を癒やした時にどんな反応をしましたか。
「神の指」 とは何のことですか。 神の王国はどのような意味でイエスの話を聞いていた人たちの所に来ていましたか。
本当に幸福なのはどんな人ですか。
１７７

パリサイ派の人と食事をする
ルカ １１：３７‐５４

イエスはユダヤにいる時， あるパリサイ派の人から食事

ふく
かれ
に使われるハーブが含まれていました。 彼らはそうした

に呼ばれます。 それは夕食ではなく昼食だったようで

ハーブの１０分の１をきちょうめんに納めていましたが，

す。 （ルカ １１：３７， ３８） パリサイ派の人たちには，食事の
ひじ
前に手を肘まで洗うしきたりがあります。 でもイエスは
ひじ
そうしません。 （マタイ １５：１， ２） 肘まで洗っても律法を

律法が要求しているもっと大切なことを行っていませ
つつし
ん。 それは公正や慎みなどを示すことです。 （ミカ ６：８）

破ることにはなりませんが， 神はそこまですることを求
めていません。
そのパリサイ派の人はイエスが伝統に従わないのを
おどろ
見て驚 きます。 イエスはそれに気付き， こう言います。
さかずき
「さて， パリサイ派の人たち， あなた方は杯と皿の外側
どん よく じゃ あく
は清めますが， あなた方の内側は貪 欲 と邪 悪 に満ち
ています。 無分別な人たち！ 外側を作った方は内側も
作ったのではありませんか」。 （ルカ １１：３９， ４０）
問題となっているのは， 食事の前に手を洗うことでは
ぎ ぜん
なく， 宗教的な偽善です。 しきたりとして手を洗うパリサ
じゃあく
イ派などの人たちは， 自分の心にある邪悪さを洗い落
かれ
とせていないのです。 それでイエスは彼らにこう言いま
あわ
ほどこ
あた
す。 「憐れみの施しをする時には， 内面からのものを与
えなさい。 そうすれば， あなた方は何もかも清くなるの
だれ
です」。 （ルカ １１：４１） イエスの言う通りです。 誰かに何
あた
かを与える時には， 心からの愛に動かされてそうすべき
あた
です。 正しいことを行うふりをして， 人に良い印象を与
えようとすべきではありません。
あた
パリサイ派の人たちは与 えていないわけではありま
せん。 イエスはこう言います。 「あなた方は……ミントや
ヘンルーダなど， あらゆるハーブの１０分の１を納めなが

イエスはさらにこう言います。 「パリサイ派の人たち，
ひ さん
あなた方は悲惨です！ 会堂の最も良い座席や， 広場で
ひ さん
あいさつされることを愛するからです。 あなた方は悲惨
ひとびと
です！ 目に付きにくい墓のようだからです。 人々はその
上を歩いても気付きません」。 （ルカ １１：４３， ４４） 人は
ぎしきじょう けが
そうした目立たない墓につまずき， 儀式上 汚れた人に
なってしまう可能性があります。 イエスはここで， パリサ
けが
イ派の人たちの汚れがはっきり見えないということを強
調していたのです。 （マタイ ２３：２７）
こう ぎ
すると，律法に通じたある人が抗議し， 「先生，その発
ぶ じょく
言は私たちをも侮 辱 しています」 と言います。 しかし，
かれ
ひとびと
彼らは自分たちが人々を助けていないことに気付くべ
きです。 イエスはこう言います。 「律法に通じたあなた方
ひ さん
も悲惨です！ 担うのが大変な荷を人に負わせますが，
ふ
自分ではその荷に指一本触れないからです。 あなた方
ひ さん
は悲惨です！ 預言者の墓を建てますが， 預言者を殺し
たのはあなた方の父祖だからです」。 （ルカ １１：４５‐４７）
イエスが話した荷とは， 口頭伝承とパリサイ派による
かいしゃく
ひと びと
律法の解 釈 のことです。 パリサイ派の人たちは人 々 の
生活を楽にするどころか， 重荷となる規則を守ること
かれ
を求めていたのです。 彼らの父祖たちはアベル以降の
かれ
預言者たちを殺しました。 彼らは墓を建てて預言者を

りません」。 （ルカ １１：４２） 律法では， 作物の１０分の１を

敬っているように見せかけていますが， 実際の行動や態
い だい
度は父祖たちと変わりません。 しかも， 一番偉 大 な預
かれ
言者を殺そうとしています。 神は彼らの責任を問うこと

納めることが求められています。 （申命記 １４：２２） 納め
かお づ
るものには， ミントやヘンルーダなど， 食物の香り付け

になるとイエスは言います。 そして， この時から３８年後
せいれき
の西暦７０年に， まさにその通りの出来事が生じました。

ら， 神の公正と神への愛を無視してい［ま］す。 １０分の
１を納める義務はありますが， 後者を無視すべきではあ

１７８

ぎ ぜん
イエスはパリサイ派の偽善を非難する

ひ さん
さらにイエスは， 「律法に通じたあなた方は悲 惨 で
かぎ
す！ 知識の鍵 を取り去ったからです。 自分自身が入ら
さまた
ず， 入ろうとする人を妨げます」 と言います。 （ルカ １１：
かれ
とびら ひとびと
５２） 彼らは， 神の言葉を理解するための扉を人々に開
とびら
くべきですが， そうせずに， その扉を閉じているのです。
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パリサイ派の人たちと律法学者たちはどう反応した
かれ
でしょうか。 イエスがその場を去ろうとすると， 彼らは激
つ
しく詰 め寄り， さらに質問をぶつけます。 何かを学ぼう
たい ほ
こんきょ
としていたのではありません。 逮捕する根拠になること
をイエスに言わせようとしていたのです。

イエスがパリサイ派の人たちと律法学者を非難したのはなぜですか。
ひとびと
人々はどんな大変な荷を負わされていましたか。
イエスに反対し， イエスを殺そうとしていた人たちはどうなりますか。
１７９

財産に対する見方を教える
ルカ １２：１‐３４

さんの人が家の外に集まってきます。 ガリラヤにいた時

かた
しいと考えているようです。 イエスはどちらの肩を持つ
だれ
こともせず， 「誰が私をあなたたち２人の裁判官や仲裁

と同じです。 （マルコ １：３３； ２：２； ３：９） ここユダヤで

人に任命したのですか」 と答えます。 （ルカ １２：１４）

イエスがパリサイ派の人の家で食事をしていると， たく

も， 大勢の人たちがイエスに会って話を聞きたいと思っ
おおちが
ています。 パリサイ派の人たちの態度とは大違いです。

どん
そして全ての人に， 「じっと見張っていて， あらゆる貪
よく けいかい
欲に警戒しなさい。 満ちあふれるほど持っていても， 命

イエスの最初の言葉は弟子たちにとって重要です。
ぎ ぜん
こう言ったのです。 「パリサイ派のパン種つまり偽 善 に
あた
気を付けなさい」。 イエスは同じ警告を以前にも与えま

は所有物からは生じないからです」 と言います。 （ルカ
ゆうふく
１２：１５） どれだけ裕福でも， いつかは死に， 全てを後に

した。 しかし，食事の際の出来事を考えると，ここでもう

強調し，神から良い評価を得ることの大切さも教えます。
ゆう ふく
「ある裕 福 な人の土地で作物が豊かに実りました。

一度警告が必要です。 （ルカ １２：１。 マルコ ８：１５） パリ
じゃ あく
かく
サイ派の人たちは信心深いふりをして邪 悪さを隠 そう
かれ
とすることがあります。 それで， 彼 らが危険な存在であ
ることをはっきり教えなければなりません。 イエスはこ
う話します。 「注意深く秘められているもので明らかに
されないものはなく， 秘密にされているもので知られな
いでいるものはありません」。 （ルカ １２：２）
おそ
ひとびと
イエスの所に来た人たちの多くは恐らくユダヤの人々
で， ガリラヤでイエスが教えた際にその場にいませんで
した。 それでイエスは， その時に教えた大切な点をもう
すす
一度話し， こう強く勧 めます。 「体は殺せてもその後は
おそ
何もできない人たちを恐れてはなりません」。 （ルカ １２：
４） イエスは， 弟子たちは神が養ってくださることを信じ
だれ
なければならない， と強調します。 また， 人の子とは誰

残すことになります。 イエスはその点を印象的な例えで

そこでその人は心の中で考え始めました。 『どうしよう
か。 作物を集める場所がない』。 その人は言いました。
こわ
『こうしよう。 倉を取り壊して， もっと大きいのを建て， そ
こに穀物などの物を全て集めるのだ。 そして自分に言
たくわ
おう。 「おまえはたくさんの良い物を何年分も蓄えるこ
とができた。 楽にして， 食べて， 飲んで， 楽しめ」』。 しか
し神は言いました。 『無分別な者よ， 今夜， あなたの命
たくわ
だれ
は取り上げられる。 そうしたら， 蓄えた物は誰のものに
たくわ
ゆう
なるのか』。 自分のために宝を蓄えても， 神から見て裕
ふく
福でない人はこうなるのです」。 （ルカ １２：１６‐２１）
弟子たちもこの話を聞いていた人たちも， もっと豊か
ゆうわく
な暮らしをするという誘惑にはまるかもしれません。 毎
日の心配事によって， エホバに仕えることから気をそら

のことかを認め， 神が助けてくださることも確信してい

される可能性もあります。 それでイエスは， 約１年半前

るべきです。 （マタイ １０：１９， ２０， ２６‐３３； １２：３１， ３２）
とつぜん
すると突然， ある男性が自分の心配事を持ち出して，
たの
イエスにこう頼みます。 「先生， 相続財産を私と分ける

に山上の垂訓で語った大切な教訓をもう一度教えます。

よう私の兄弟に言ってください」。 （ルカ １２：１３） 律法に
あた
よると，長男は２倍の相続財産を与えられることになって

めなさい。 ……ワタリガラスのことを考えなさい。 種を
か
まいたり刈り取ったりしませんし， 納屋も倉も持ってい

いるので，議論する必要はありません。 （申命記 ２１：１７）

ません。 それでも神はその鳥を養っています。 あなたた

それなのに， この人は律法が定めている分よりも多く欲

ちは鳥よりずっと価値があるのではありませんか。 ……

１８０

「何を食べるのだろうかと自分の命のことで， また何
わずら
を着るのだろうかと自分の体のことで， 思い煩うのをや

ゆう ふく
裕福な人の例え
ワタリガラスとユリについての話
あた
王国を与えられる 「小さな群れ」
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ユリがどのように育つかを考えなさい。 苦労して働いた
つむ
えい が
り，糸を紡いだりはしません。 しかし，栄華を極めたソロ
モンでさえ， このような花の１つほどにも装ってはいま
せんでした。 ……それで， 何を食べるのか， 何を飲むの
かとばかり考えるのをやめ， 心配して気をもむのをやめ
なさい。 ……天の父は， あなたたちがこうしたものを必
要としていることを知っています。 ……神の王国を求め
ていきなさい。 そうすれば， こうしたものはあなたたち
あた
に与えられます」。 （ルカ １２：２２‐３１。 マタイ ６：２５‐３３）
神の王国を求めるのはどんな人たちですか。 イエス
ひ かく てき
は， それが比較 的少数の忠実な人であることを明らか
かれ
にし，彼らを 「小さな群れ」 と呼びます。 後に，その人数
かれ
が１４万４０００人であることも明らかになります。 彼 らに
は何が保証されていますか。 イエスは， 「天の父は， あ
あた
なたたちに王国を与えることをよしとしました」 と言い
たくわ
ます。 これらの人たちは， 地上で宝を蓄えることに心を
うば
ぬす
奪われません。 そうした宝は盗まれてしまう危険があり
かれ
つ
ます。 むしろ彼らの心は， 「決して尽 きることのない宝」
かれ
に向けられています。 その宝は， 彼らが将来キリストと
共に支配を行う天にあるのです。 （ルカ １２：３２‐３４）

たの
イエスはある男性から相続財産のことで助けてほしいと頼まれた時， どのように答えましたか。
イエスの例えは私たちにどんな大切な教訓を教えていますか。
いっしょ
イエスは自分と一緒に王国に入る人たちについて， どんなことを明らかにしましたか。
１８１

忠実な管理人は用意をしていなければならない
ルカ １２：３５‐５９

イエスは天の王国に入るのは 「小さな群れ」 だけであ

たず
すか。 それとも， 全ての人にもですか」 と尋 ねます。 イ

ると説明しました。 （ルカ １２：３２） この素晴らしい報い

エスはペテロの質問に直接答える代わりに， 別の例え

を決して軽く見るべきではありません。 この報いを得る
み こ
見込みを持つ人にとって， 正しい態度がとても大切であ

を話します。 「主人が， 時に応じて従者たちに必要な食
あた
かれ
料を与 えていくため， 彼 らの上に任命する忠実な管理
し りょ
だれ
ど れい
人， 思慮深い者はいったい誰でしょうか。 その奴隷は，

ることをイエスは強調します。
それでイエスは弟子たちに，自分が帰って来る時のた

主人が来た時に， そうしているところを見られるなら，

めに用意をしているよう， 次のように忠告します。 「身支
ひ ろうえん
度を整え， ランプをともしていなさい。 主人が披露宴か

幸せです！ 実を言うと， 主人は自分の全ての持ち物を
ど れい
管理させるためにその奴 隷 を任命します」。 （ルカ １２：

ら帰って来て戸をたたく時にすぐ開けられるように待っ
ど れい
ている奴隷たちのようでありなさい。 主人が来た時， 見
ど れい
張っているところを見られるその奴隷たちは幸せです！」
（ルカ １２：３５‐３７）
弟子たちは， イエスがどんな態度を教えようとしてい
るのかすぐに理解します。 例えの使用人は用意をして主
人が帰って来るのを待っています。 イエスはこう説明し
ます。 「主人が第２夜警時［午後９時ごろから真夜中］に，
あるいは第３夜警時［真夜中から午前３時ごろ］に来た
としても， 用意ができているところを見られるなら， 幸せ
です！」 （ルカ １２：３８）
この忠告には， 勤勉な使用人となることや， よく働く
すす
ことを勧 める以上の重みがあります。 なぜなら例えで
は， どのように人の子イエスが来るかが示されている
からです。 イエスは弟子たちにこう話します。 「あなた
たちも用意をしていなさい。 思ってもいない時刻に人
の子は来るからです」。 （ルカ １２：４０） 将来のある時点

４１‐４４）
最初の例えに出てくる 「主人」 とは， 人の子であるイ
エスのことです。 そして 「忠実な管理人」 とは， 王国を
あた
与えられる 「小さな群れ」 の一部の人たちのことです。
（ルカ １２：３２） イエスは， その人たちが 「時に応じて従
あた
者たちに必要な食料を与えていく」 と話しました。 イエ
スはペテロや他の弟子たちに真理を教え養いました。
かれ
それで彼らは， 将来人の子が来る期間中にも同じよう
なことが起きると結論できました。 その期間中に， 管理
人が主人の 「従者たち」 つまりイエスの弟子たちに真
理を教える体制が整うのです。

ど
さらにイエスはこう言います。 「しかし， もしもその奴
れい
おそ
隷 が， 『主人は来るのが遅 い』 と心の中で言い， 使用
よ
人の男女をたたいて， 食べたり飲んだり酔ったりし始め
ど れい
ど れい
るなら， その奴隷の主人は， 奴隷が予期していない日，
かれ ばっ
思ってもいない時刻に来て， 最も厳しく彼を罰し， 不忠
あ
実な者たちと同じ目に遭わせます」。 （ルカ １２：４５， ４６）

に 「小さな群れ」 には用意をしていてほしいと願ってい

ここでもイエスは，弟子たちが油断することなく，自分た
はら
ちの態度に注意を払っていなければならないことを強
ゆる
調していました。 なぜなら， 気を緩めてしまい， 仲間の

ます。

兄弟姉妹に反対するようにまでなってしまう危険がある

で，イエスは帰って来ます。 それで，自分の弟子たち，特

ペテロはイエスの話の意味をはっきり理解したいと
思い， 「主よ， この例えは私たちにだけ話しているので
１８２

からです。
次にイエスは，自分は 「地上に火をおこすために」 来

忠実な管理人は用意をしていなければならない
ぶん れつ
イエスは分裂させるために来た

たと話します。 イエスは確かに地上に火をおこしまし
いつわ
た。 イエスの教えは大きな議論を引き起こし， 偽りの教
つ
えや伝統を焼き尽 くすことになります。 またその教え
きずな
ぶんれつ
は， 本来は固い絆で結ばれている人たちをも分裂させ
むすめ
ます。 それで， 「父が息子と， 息子が父と対立し，母が娘
むすめ
よめ
よめ
と， 娘が母と対立し， しゅうとめが嫁と， 嫁がしゅうとめ
と対立します」。 （ルカ １２：４９， ５３）
イエスはここまでの話を主に弟子たちのために語り
かれ
ました。 次にイエスは群衆に向けて話します。 彼らの多
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しょうこ
くは， イエスがメシアであることを示す証拠があるのに，
その事実を受け入れてきませんでした。 それでイエスは
みな
こう言います。 「皆さんは， 西に雲が出るのを見ると， す
あらし
ふ
ぐに 『嵐が来る』 と言い， そうなります。 また， 南風が吹
いているのが分かると， 『熱波が来る』 と言い， そうなり
ぎ ぜん しゃ
ます。 偽 善 者 たち， 地や空の様子の調べ方を知ってい
るのに，なぜ，この特別な時の調べ方を知らないのです
ひとびと
か」。 （ルカ １２：５４‐５６） 明らかに， 人々はメシアを受け
入れる用意ができていないのです。

だれ
だれ
「主人」 とは誰のことですか。 また， 「忠実な管理人」 とは誰のことですか。
将来， 忠実な管理人が存在するようになると弟子たちが結論できたのはなぜですか。 管理人はどんな役割を
果たすことになっていますか。
「用意をしていなさい」 というイエスの助言がとても大切なのはなぜですか。
１８３

しん こう

ほろ

信 仰 のないユダヤ人が滅 びてしまうのはなぜか
ルカ １３：１‐２１

イエスは神との関係を見直すよう， さまざまな方法で
ひとびと
人々を助ける努力をしてきました。 あるパリサイ派の人
ひとびと
の家の前で人々と話した後にも， その機会が訪れます。
ひ さん
その場にいた人たちが， ある悲惨 な出来事のことを
ぎ せい
持ち出します。 それは， 「犠 牲 をささげていたガリラヤ
そうとく
人たちを［ローマ総督のポンテオ・］ピラトが殺した」 事
かれ
件のことです。 （ルカ １３：１） 彼 らは何が言いたいので
しょうか。
そのガリラヤ人とは， エルサレムへの送水路建設の
しんでん
ために神殿の寄付箱のお金を使ったピラトに大勢のユ
こう ぎ
さわ
こ
ダヤ人が抗議した際， 騒ぎに巻き込まれて殺された人
しんでん けん い しゃ
たちのことでしょう。 ピラトは神殿の権威者たちの協力
ひとびと
でお金を得たと思われます。 人々は， ガリラヤ人たちが
あ
悪いことをしていたのでそういう目に遭ったのだと考え

みな
く
みな ほろ
スは， 「皆さんも，悔い改めないなら，皆，滅ぼされます」
と教えます。 （ルカ １３：５） イエスはなぜ今のタイミング
でこの教訓を強調するのでしょうか。
その答えは， イエスの伝道期間と関係があります。 イ
エスは例えでこう説明します。 「ある人が， ブドウ園に１
本のイチジクの木を持っていました。 実があるかと見に
行きましたが， 見つかりませんでした。 それでブドウの
さいばいにん
栽培人に言いました。 『このイチジクの木に実があるか
ともう３年も見に来ていますが， 一つも見つかりません。
たお
む だ
切り倒 してしまいなさい！ なぜ土地を無 駄 にしている
さいばい にん
のですか』。 栽培 人は答えました。 『ご主人さま， あと１
ほ
年そのままにしてください。 周りを掘って肥やしをやり

ているようです。 しかしイエスはそう考えません。
イエスは， 「そのガリラヤ人たちはそうした苦しみに
あ
遭 ったのだから他の全てのガリラヤ人よりひどい罪人
だったのだ， と思いますか」 と質問します。 イエスは， 決
してそうではないと言います。 しかし， この出来事をユ
みな
く
ダヤ人たちに関連付けて， 「皆さんも， 悔い改めないな
みな ほろ
あた
ら， 皆， 滅ぼされます」 と警告を与えます。 （ルカ １３：２，
おそ
３） 次にイエスは， 恐らくピラトの送水路建設に関連し
さん じ
たず
て最近起きた惨事について， こう尋ねます。
とう たお
「また， シロアムの塔 が倒れて死んだあの１８人はエ

ます。 この先， 実を結ぶようであればそれでいいですし，
たお
そうでなければ切り倒してください』」。 （ルカ １３：６‐９）
しん こう つちか
イエスは３年以上にわたって， ユダヤ人が信 仰を培
えるよう助けてきました。 その努力を考えると， 弟子と

ルサレムの他の全ての住民より罪が重かった， と思いま

なった人たちの数はわずかです。 それでイエスは４年目

すか」。 （ルカ １３：４） 群衆は， その人たちが個人的に悪

に入って， ユダヤとペレアでますます熱心に伝道し教え

いことをしていたから死んだと思っているようです。 しか
みな
しこの件でも， イエスはそう考えません。 人は皆 ， 「思
ぎ せい
いも寄らないこと」 を経験し， その犠牲になる場合があ

ます。 それはまるで， ユダヤ人というイチジクの木の周
ほ
りを掘って肥料をやっているようなものです。 結果はど

ると知っているからです。 （伝道の書 ９：１１） それでも，
ひとびと
人々はこの出来事から大切な点を学ぶべきです。 イエ
１８４

うですか。 ほんの少数の人しか良い反応を示しません。
く
ほろ
全体的に見てユダヤ国民は悔い改めず， 滅びに向かっ
ています。

ひ さん
２つの悲惨な出来事から教える
い
安息日に体の不自由な女性を癒やす
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だ め
さい。 安息日は駄目だ」 と言います。 （ルカ １３：１４） こ
い
の人は， イエスの癒 やす力を認めていないのではあり
い
ません。 安息日に癒やしてもらおうとやって来る人たち
を非難しているのです。 それでイエスはこう切り返しま
ぎ ぜんしゃ
す。 「偽善者たち， あなた方はそれぞれ安息日に牛やロ
か ちく
バを家 畜 小屋から解いて， 水を飲ませに引いていきま
せんか。 それなら， アブラハムの子孫でサタンが１８年も
しば
縛っていたこの女性が安息日に解放されてもよいので
はありませんか」。 （ルカ １３：１５， １６）
は
反対者たちは恥 ずかしくなります。 群衆はというと，
こと がら
イエスがした素晴らしい事 柄を見て， とても喜びます。
次にイエスは， 王国についての２つの預言的な例えをこ
こユダヤで再び話します。 これは以前にガリラヤの海の
ふね
ほとりで舟に乗って話したものと同じです。 （マタイ １３：
３１‐３３。 ルカ １３：１８‐２１）
しんこう
多くの人の信仰のなさは， イエスが例えを話したすぐ
後に再び明らかになります。 イエスは安息日に会堂で
じゃあく
教えています。 そこには， 邪悪な天使に取りつかれてい
こし
るせいで１８年間も腰 が折れ曲がった女性が来ていま
あわ
す。 憐れみの気持ちに動かされたイエスはその女性に，
「あなたはもう病弱ではありません」 と言います。 （ルカ
１３：１２） イエスが両手を置くと， 女性はすぐさま真っすぐ
に立ち， 神をたたえ始めます。
しゅさい
おこ
ところが， 会堂の主宰役員は怒り， 「仕事をすべき日
は６日あるのだから， それらの日に来て治してもらいな

ひとびと
あた
ひ さん
イエスは人々に警告を与えるため， どんな２つの悲惨な出来事について話しましたか。 それはどんな警告でしたか。
実を結ばないイチジクの木の例えは， ユダヤ国民の状態にどのようにぴったり当てはまりますか。
しゅさい
ぎ ぜんてき
会堂の主宰役員は何を非難しましたか。 イエスはその人の偽善的な考え方をどのように明らかにしましたか。
１８５

立派な羊飼いと羊の囲い
ヨハネ １０：１‐２１

ひとびと
今もユダヤで教えているイエスは， 人々がイメージしや

バプテストのヨハネは戸口番のような役割を果たし，

すい羊と羊の囲いの話をします。 話を聞いたユダヤ人

「羊」 が付いていくべきなのはイエスであることを明ら

たちは， ダビデが語った， 「エホバは私の牧者。 私は
あおあお
ね
何も不足しない。 導かれて青々とした牧草地に寝そべ

かにしました。 また， ガリラヤでもここユダヤでも， ある
ひとびと
かれ
人々はイエスの声を聞き分けました。 では， イエスは彼

［る］」 という言葉を思い出したでしょう。 （詩編 ２３：１，

らをどこに 「連れ出」 しますか。 イエスに付いていくとど

２） ダビデは 「詩編」 の別の編でも国民全体に対し， こ
か
すうはい
ふ
う呼び掛けています。 「さあ， 崇拝し， ひれ伏そう。 私た

んな結果になりますか。 例えを聞いていたある人たち

ちを造ったエホバの前でひざまずこう。 この方は私たち

いる事を理解できなかった」 からです。 （ヨハネ １０：６）

の神。 私たちは神の牧草地の民」。 （詩編 ９５：６， ７） こ

イエスはこう説明します。 「はっきり言っておきますが，
みな どろ
私は羊が通る戸口です。 私のふりをして来た人は皆，泥
ぼう ごうとう
かれ
棒や強盗です。 しかし羊は彼らの言うことを聞きません

れらの聖句から分かる通り， 律法下のイスラエル人はこ
れまでずっと羊の群れに例えられてきました。
けいやく
“羊” であるイスラエル人はモーセの律法契約という
さく
“羊の囲い” の中で生まれました。 律法は柵のようにな
けいやく
ひとびと けが
り， 律法契約の下にいない人々の汚れた慣行からイス
かれ
ラエル人を保護しました。 しかし， 彼らの中には神の羊
あつか
の群れを優しく扱わない人たちもいました。 それでイエ

はそうした点を疑問に思ったようです。 「イエスが言って

でした。 私は戸口です。 私を通って入るなら救われ， 出
入りして牧草地を見つけます」。 （ヨハネ １０：７‐９）

ひとびと
この時， イエスは新しいことを教えていました。 人々
けいやく
はイエスが律法契約への戸口でないことを知っていま
けいやく
す。 その契約は何世紀も存在してきたからです。 イエス

スはこう言います。 「はっきり言っておきます。 羊の囲い
こ
に， 戸口を通ってではなくほかの所を乗り越えて入る人
どろぼう ごうとう
は， 泥棒や強盗です。 一方， 羊飼いは戸口を通って入り

は，自分が 「連れ出」 す羊は別の囲いに入ることになる

ます」。 （ヨハネ １０：１， ２）
ひとびと
じしょう
人々は， メシアつまりキリストを自称する人たちのこ
う
どろぼう ごう
とを思い浮かべたでしょう。 そうした人たちは泥棒や強
とう
ひと びと
盗のようです。 人 々 はそのようなペテン師にではなく，

が命を得て生き続けるために来ました。 私は立派な羊

イエスが語る次のような 「羊飼い」 に付いていくべき
です。

かれ
「戸口番は羊飼いに対して戸口を開け， 羊は彼 の声

と話していたのです。 では，その羊たちはどうなりますか。
イエスは自分の役割をさらに説明します。 「私は， 羊
飼いです。 立派な羊飼いは羊のために命をなげうちま
す」。 （ヨハネ １０：１０， １１） 「羊飼い」 であるイエスは少
おそ
し前に弟子たちに， 「恐 れることはありません， 小さな
あた
群れよ。 天の父は， あなたたちに王国を与えることをよ
はげ
しとしました」 と言って励 ましていました。 （ルカ １２：
３２） ですから， 「小さな群れ」 を構成する人たちとは，イ

を聞きます。 羊飼いは自分の羊の名前を呼んで連れ
みな
出します。 自分の羊を皆外に出すと， その先頭を行きま

エスが新しい囲いに連れていく人たちのことです。 そし
かれ
て， 彼らは 「命を得て生き続ける」 ことになります。 その

す。 羊は後に付いていきます。 羊飼いの声を知っている
に
からです。 よその人には決して付いていかず， むしろ逃

群れの一員となるのは何という祝福なのでしょう。

げます。 その人たちの声を知らないからです」。 （ヨハネ

いますが， この囲いのものではありません。 私はその羊

１０：３‐５）

たちも連れてこなければならず， それらも私の声を聞き

１８６

イエスの話には続きがあります。 「私にはほかの羊が

立派な羊飼いと羊の囲いの話

ます。 こうして， １つの群れ， １人の羊飼いとなります」。
（ヨハネ １０：１６） 「ほかの羊」 は 「この囲いのものでは
つ
ありません」。 王国を受け継ぐ 「小さな群れ」 とは別の
囲いにいます。 これら２つの囲いの羊に約束されている
ちが
将来は違っているのです。 しかし， どちらの囲いの羊に
とってもイエスの役割は重要です。 イエスはこう言いま
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かれ じゃあく
群衆の多くは， 「彼は邪悪な天使に取りつかれ，頭が
おかしくなっている」 と言います。 しかし， イエスの話に
引き付けられ， 立派な羊飼いに付いていきたいと考え
じゃ あく
る人たちもいます。 そして， 「あのような話は邪 悪 な天
じゃあく
もうじん
使に取りつかれた人にはできない。 邪悪な天使が盲人

す。 「父は私を愛してくださいます。 私が命をなげうつか

の目を開けられるはずがない」 と話します。 （ヨハネ
もう もく
い
１０：２０， ２１） 生まれつき盲 目 だった男性をイエスが癒

らです」。 （ヨハネ １０：１７）

やした時のことを言っているのでしょう。

イエスが羊と羊の囲いについて話した時， ユダヤ人たちがイメージしやすかったのはなぜですか。
だれ
立派な羊飼いとは誰のことですか。 その羊飼いによって羊はどんな祝福を受けますか。
ちが
ちが
イエスに付いていく２つの囲いの羊には違いがあります。 どんな違いですか。
１８７

父と一つであっても神ではない
ヨハネ １０：２２‐４２

けんのう
イエスはエルサレムでの献納の祭り（またはハヌッカ）に
しんでん さいけんのう
来ています。 これは神殿の再献納を記念する行事です。
１００年以上前，シリアの王アンティオコス４世エピファネ
しんでん だいさいだん
さいだん
スは， 神殿の大祭壇の上に別の祭壇を築きました。 後
うば
に，ユダヤ人の祭司の子孫がエルサレムを奪い返し，エ
しんでん さいけんのう
ホバに神殿を再献納します。 それ以来毎年，キスレウの
２５日から祭りが開かれているのです。 キスレウの月は
現在の１１月後半から１２月前半の時期に相当します。
しん でん
それは寒い冬の時期です。 イエスが神 殿にあるソロ
ちゅうろう
モンの柱廊を歩いていると， ユダヤ人がイエスを取り囲
み， 「いつまで私たちを迷わせるのですか。 あなたがキ
リストなら， はっきりそう言ってください」 と言います。

だれ
かれ
うば
されません。 誰 も私の手から彼 らを奪 うことはありま
あた
せん。 天の父が私に与えてくださった羊は， ほかの全て
きずな
のものより大切で［す］」。 そして， 自分と父の絆がどれ
ほど強いかを示し， 「私と父とは一つです」 と言います。
（ヨハネ １０：２６‐３０） イエスは地上におり， 父は天にい
いっ ち
ますが，同じ目的を持って一致して行動しているのです。
げき ど
ユダヤ人たちはその返事を聞いて激怒し，またもや石
おそ
を拾って殺そうとします。 でもイエスは恐れることなく，
「私は， 天の父が命じた立派な行いをあなた方の前で
数多くしました。 そのうちどの行いのために， 私を石打
かれ
ちにするのですか」 と質問します。 すると彼 らは， 「石
ぼうとく
打ちにするのは， 立派な行いのためではなく， 冒 のた

（ヨハネ １０：２２‐２４） イエスは， 「私は言いましたが， あ
い ど
なた方は信じません」 と答えます。 井戸の所でサマリア

めだ。 ……自分を神とするからだ」 と答えます。 （ヨハネ

人の女性に， イエスは自分がキリストであると言いまし

ていないのに， なぜこのように非難されるのでしょうか。

たが， ユダヤ人たちに 直接 そう言ったことはありませ

それはイエスが，ユダヤ人が神にしかないと信じてい

ん。 （ヨハネ ４：２５， ２６） しかし以前， イエスは自分がど

た力を持っていることを話したからです。 例えば， 「羊」
かれ
あた
について話した際， 「私は彼らに永遠の命を与え」 ると

んな者かを明らかにし， 「アブラハムが存在する前から
私はいます」 と話したことがあります。 （ヨハネ ８：５８）
イエスの願いは， 自分の活動と， キリストが行うと予
ことがら
ひ かく
告されていた事柄とを比較し， イエスこそキリストであ

１０：３１‐３３） イエスは自分のことを神だとは一度も言っ

言いました。 それは人間にはできないことです。 （ヨハ
けん い
ネ １０：２８） でもユダヤ人たちは， イエスが父から権 威
あた
しんけん
を与えられているとはっきり述べていることを真剣に受

るという結論を各自が下すことです。 そのため， 自分が
だれ
メシアであることを誰にも話さないよう弟子たちに命じ
いだ
てきたのです。 でもイエスはここで， 自分に敵意を抱い

け止めていませんでした。
かれ
ま ちが
イエスは彼らの非難が間違いであることを示し， こう

ている相手にはっきりこう言います。 「父の名において
ことがら
だれ
私が行っている事柄を見れば， 私が誰かは明らかです。

「あなた方は神だ」』 と書かれていませんか。 神にとがめ

しかしあなた方は信じません」。 （ヨハネ １０：２５， ２６）
かれ
イエスがキリストであることを彼らが信じないのはな

言います。 「律法［詩編 ８２編６節］の中に， 『私は言った。
られた人たちが 『神』 と呼ばれ， ……父が神聖なものと
つか
して世に遣わした私が， 自分は神の子だと言うと， 『神
ぼうとく
を冒 している』 と言うのですか」。 （ヨハネ １０：３４‐３６）

ぜでしょうか。 イエスはこう説明します。 「あなた方は信

聖書は， 不公平な裁判人のことをさえ 「神」 と呼んで

じません。 私の羊ではないからです。 私の羊は私の声
かれ
かれ
を聞きます。 私は彼らを知っており， 彼らは私に付いて
かれ
あた
かれ
ほろ
きます。 私は彼らに永遠の命を与え， 彼らは決して滅ぼ

います。 ですから， イエスが 「自分は神の子だ」 と言っ
かれ
ても罪を問われる理由にはなりません。 イエスは彼 ら

１８８

をこう論破します。 「私が， 父が望むことを行っていない

「私と父とは一つです」
ま ちが
自分を神としたという非難の間違いを証明する
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なら， 私を信じてはなりません。 しかし行っているなら，

なんたん
た地域に行きます。 そこはガリラヤの海の南端からそれ

たとえ私を信じないとしても， その行いを信じなさい。

ほど遠くない場所のようです。

そうすれば， 父と私が結び付いていることが分かり， さ

そこでも大勢の人たちがイエスの所にやって来て，

らによく分かるようになります」。 （ヨハネ １０：３７， ３８）
つか
するとユダヤ人たちはイエスを捕まえようとしますが，
に
イエスは逃げます。 そしてエルサレムを去ってヨルダン
わた
ほどこ
川を渡り， ４年近く前にヨハネがバプテスマを施し始め

「ヨハネはしるしを一つも行わなかったが， ヨハネがこ
の人について言ったことは全て本当だった」 と言いま
す。 （ヨハネ １０：４１） そして， たくさんのユダヤ人がイエ
しんこう いだ
スに信仰を抱くようになります。

ひとびと
イエスが自分の活動に人々の注意を向けたのはなぜですか。
イエスと父はどのような意味で一つですか。

ま ちが
自分を神としたというユダヤ人からの非難に対し， イエスは詩編を引用してその間違いをどのように証明しましたか。
１８９

セ ク ショ ン

5

ヨルダンの
東側での
伝道活動

「多くの人が
しん こう
イエスに信 仰 を持った」。
ヨハネ １０：４２

ペレアでの伝道
ルカ １３：２２–１４：６

ひと びと
い
イエスはユダヤとエルサレムで人 々 を教え， 癒 やしを
わた
行った後， ヨルダン川を渡り， ペレア地域の町から町へ
もど
教えていきます。 しかし間もなくして， エルサレムへ戻り

めつけられてきたユダヤ人など］が最初になったり， 最
ほこ
初の人［アブラハムの子孫であることを誇りにしている

ます。

す。 （ルカ １３：３０） 「最後」 になるというのは， そうした

ペレアでのこと， １人の男性がイエスに， 「主よ， 救わ
たず
れる人は少ないのですか」 と尋ねます。 この人は， 救わ

感謝の欠けた人たちが神の王国に入ることは決してな

宗教指導者たち］が最後になったりします」 と説明しま

いという意味です。

れる人たちが多いか少ないかという宗教指導者たちの
議論を知っていたのかもしれません。 イエスはその質
問には答えず， 救われるためには何をすべきかこう教え
せま
はげ
ます。 「狭い戸口を通って入るため， 精力的に励みなさ
い」。 そこまでの努力が必要なのはなぜですか。 イエス
は， 「あなた方に言いますが， 入ろうとしても入れない
人が多いからです」 と説明します。 （ルカ １３：２３， ２４）
はげ
精力的に励む必要性を， イエスは例えで説明します。
かぎ か
「家の主人が立ち上がって戸に鍵を掛けると， あなた方
は外に立って戸をたたき， 『主よ， 開けてください』 と言
います。 ……しかし主人は言います。 『あなた方がどこ
みな
はな
の人か知りません。 悪を行う者たちよ， 皆， 私から離れ
去りなさい！』」 （ルカ １３：２５‐２７）
おく
かぎ
この例えでは， ある人が遅 れて来ると戸が閉まり鍵
か
みじ じょうきょう びょうしゃ
が掛かっているという惨めな状況 が 描写されています。
自分の都合の良い時間に来たのでしょう。 しかし都合
が悪くても， もっと早くに来るべきでした。 これは， イエ
スがいる間にイエスから学べたはずの人たちに当ては
かれ
すうはい
まります。 彼らは， 真の崇拝を人生の主な目標とする機
のが
つか
会を逃してしまいました。 救いのために遣わされたイエ

そこへ何人かのパリサイ派の人たちがやって来て，
「ここから出て，去っていきなさい。 ヘロデ［・アンテパス］
があなたを殺そうとしています」 とイエスに忠告します。

スを， 大半の人は受け入れませんでした。 イエスはその

ヘロデ王はイエスに自分の領土から出ていってほしい
かれ
と思い， 自分でこのうわさを広めたようです。 彼はすで

人たちが外に放り出され， 「泣き悲しんだり歯ぎしりし

にバプテストのヨハネを殺害していたので， イエスとい

たり」 すると言います。 しかし， 「東や西から， 北や南か
しょくたく
ら」 来るさまざまな国の人たちが 「神の王国で食 卓 に

う別の預言者の殺害にも関わりたくないと思ったのか

着いて横になります」。 （ルカ １３：２８， ２９）

う言います。 「行って， あのきつねに言いなさい。 『私は
じゃあく
ひとびと い
今日と明日，邪悪な天使を追い出し，人々を癒やしてい

さらにイエスは， 「最後の人［ユダヤ人以外の人や痛
１９２

もしれません。 しかしイエスはパリサイ派の人たちにこ

せま
はげ
狭い戸口を通って入るため， 精力的に励む
イエスはエルサレムで死ななければならない
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ます。 そして３日目に終えます』」。 （ルカ １３：３１， ３２） イ
かれ わるがしこ
エスはヘロデのことを 「きつね」 と呼んで， 彼が悪賢い
ことを示していたようです。 とはいえイエスは，ヘロデや
ほかの人の言いなりになったり， せき立てられたりはし
ません。 父からの任務を， 人に従ってではなく神である
父が定めた予定に従って果たしていきます。
イエスはエルサレムへの旅を続けます。 イエスの言葉
によると， 「預言者がエルサレムの外で殺されることは
あり得ない」 からです。 （ルカ １３：３３） メシアがエルサレ
ムで死ぬことになるという聖書預言は一つもありませ
ん。 では， イエスが自分はエルサレムで殺されると言っ
たのはなぜでしょうか。 エルサレムは， ７１人の成員で構
ほうてい
ほう
成されるサンヘドリンの高等法廷がある首都で， その法
てい
にせ
廷では偽預言者が裁判にかけられることになっていた
ぎ せい
からです。 さらに， エルサレムでは動物の犠牲がささげ

とうちゃく
エルサレムに到着する前，イエスは安息日にパリサイ

られました。 ですからイエスは， 自分がエルサレム以外

派のある指導者から家での食事に招かれます。 そこに
すいしゅ あし
は水腫（脚に水がたまりやすい重い病気）の人が来てお

の場所で殺されることはあり得ないと知っていたのです。

り， 他の客たちはイエスがどうするかじっと見ています。

イエスは悲しんでこう言います。 「エルサレム， エルサ
つか
ひとびと
レム， 預言者たちを殺し， 遣わされた人々を石打ちにす
つばさ
る者よ， 私はめんどりが翼の下にひなたちを集めるよう

そこでイエスは， パリサイ派の人たちと律法に通じた人

にあなた方を集めたいと何度思ったことでしょう。 しか
し， あなた方はそれを望みませんでした。 聞きなさい，
あなた方の家は見捨てられます」。 （ルカ １３：３４， ３５）
ひ さん
神の子を退けたイスラエル国民には， 悲惨な将来が待
ち受けています。

たちに， 「安息日に病気を治すのは正しいでしょうか。
正しくないでしょうか」 と質問します。 （ルカ １４：３）
ひとびと だま
い
人々は黙ったままです。 それでイエスはその男性を癒
ひとびと
たず
やし， 人々にこう尋ねます。 「あなた方のうち， 息子や牛
い ど
が井戸に落ちた場合， 安息日だからすぐに引き上げな
いという人がいるでしょうか」。 （ルカ １４：５） このイエス
かれ
の明快な教えに， 彼らは何も答えられません。

し
救われるには何をすべきであるとイエスは教えましたか。 多くの人がいわば家から締め出されてしまうのはなぜですか。
「最後」 だったのに 「最初」 になる人， 「最初」 だったのに 「最後」 になる人とは， それぞれどんな人たちですか。
き が
ヘロデ王にとって気掛かりだったのはどんなことかもしれませんか。
イエスが自分はエルサレムで殺されると言ったのはなぜですか。
１９３

食事に招く
ルカ １４：７‐２４

すいしゅ わずら
い
イエスは水腫を患う男性を癒やした後も，パリサイ派の

いった弱い立場の人を食事に招くなら大きな祝福を受

人の家にいます。 イエスは客たちが目立つ場所に座ろ
けんそん
うとしているのを見て， 謙遜さについて教えます。
けっ こん ひ ろうえん
「結 婚の披 露宴 に招かれたとき， 最も目立つ場所を

けるということを強調していたのです。 イエスは自分を

取ってはなりません。 もしかすると， あなたより重要な

１人が， 「神の王国で食事をする人は幸せです」 と言い

人が招かれているかもしれません。 その場合， 招いた
ゆず
人から， 『この方に場所を譲 ってください』 と言われま
は
す。 その時， 恥ずかしい思いをしながら最も良くない場

ます。 （ルカ １４：１５） この男性は， それが本当に光栄な
みな
ことだと考えていたのです。 とはいえ， 皆がその人と同

所に移ることになります」。 （ルカ １４：８， ９）

とについてある例えを話します。

招いたパリサイ派の人に， 「あなたは， 正しい人たちが
復活する時に報いを受けます」 と言います。 すると客の

じ見方をしているわけではありません。 イエスはそのこ

最も良くない場所に着きなさい。 そうすると， 招いた人

「ある男性が盛大な夕食会を設けて， 大勢の人を招
ど れい つか
きました。 そして……奴隷を遣わして， 招いておいた人

から， 『友よ， もっと良い場所に行ってください』 と言わ
いっしょ
ほま
れます。 その時， 一緒 にいる全ての客の前で誉 れを受

たちに言いました。 『おいでください。 全て用意ができ
みな
ました』。 ところが， 皆が一様に言い訳をし始めました。

けます」。 これは単に， 良いマナーを示すようにという教
こうまん
えではありません。 イエスはこう説明します。 「高慢にな
みな
けん そん
る人は皆 低く評価され， 謙 遜 になる人は高く評価され
けんそん
るのです」。 （ルカ １４：１０， １１） イエスは， 謙遜さを身に

最初の人は言いました。 『畑を買ったので， 見に行かな
うかが
ければなりません。 すみませんが，伺えません』。 別の人

イエスはさらに話します。 「招かれたときは， 行って，

付けるようにと教えていたのです。
次にイエスは，自分を招いたパリサイ派の人に，神の
めぐ
恵みを得るにはどんな人たちを食事に招けばよいかに
ついて教えます。 「昼食会や夕食会を設けるときには，
ゆうふく りんじん
友人や兄弟， 親族や裕福な隣人などを呼んではなりま
せん。 その人たちを呼ぶと， お返しに招かれて報われ
えんかい
るでしょう。 むしろ， 宴会を設けるときには， 貧しい人，
もうもく
体が不自由な人， 足が不自由な人， 盲 目 の人などを
招きなさい。 そうするなら幸せです。 その人たちにはあ
なたに報いるものが何もないからです」。 （ルカ １４：
１２‐１４）

ふ つう
友達や親族や近所の人を食事に呼ぶのは普 通 のこ
ま ちが
とです。 イエスはそれが間 違っていると言っているので
もうもく
はありません。 貧しい人， 体が不自由な人， 盲目の人と
１９４

は言いました。 『牛を５対買ったので， 調べに行くところ
うかが
です。 すみませんが，伺えません』。 また別の人は言いま
けっこん
した。 『結婚したばかりなので， 出席できません』」。 （ル
カ １４：１６‐２０）

か ちく
何とひどい言い訳でしょう。 畑や家 畜 は買う前に調
ふ つう
べるのが普 通です。 買った後に急いで見に行く必要は
けっこん
ありません。 また３番目の人も結婚の準備をしていたの
けっこん
ではなく， すでに結婚していました。 大切な招待を断る
理由はなかったはずです。 主人はこうした言い訳を聞く
おこ
ど れい
と怒り， 奴隷にこう命じます。
「急いで町の大通りや路地に行き， 貧しい人， 体が不
もうもく
自由な人， 盲目の人， 足が不自由な人をここに連れて
ど れい
きなさい」。 奴隷は命じられた通りにしますが，まだ空き
ど れい
があります。 それで主人は奴 隷 にこう言います。 「道路
ひとびと
や小道に出ていき， 無理にでも人々に来させ， 家をいっ
だれ
ぱいにしなさい。 招かれていたあの人たちは誰も私の

けん そん
謙遜さについての教え
招待客が言い訳をする
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夕食会で食べることはできないのだ」。 （ルカ １４：２１‐２４）
つか
この例えは， エホバ神がイエス・キリストを遣 わして
ひと びと
天の王国に入るよう人 々 を招待する様子をよく表して

いユダヤ人たちや改宗者も招待されることをはっきり
すうはい
示しています。 そして最後に， ユダヤ人が神の崇拝にふ
ひとびと
さわしくないと見なしていた人々が招待されます。 （使

います。 最初は主にユダヤ人の宗教指導者たちが招待
かれ
されました。 しかし， イエスが伝道した期間中， 彼らの

徒 １０：２８‐４８）

大半はその招待を断りました。 とはいえ，招待されたの
かれ
は彼らだけではありません。 イエスは， 将来， 立場の低

実であることを裏付けています。 「神の王国で食事をす

こと がら
イエスの教えた事 柄 は， 客の１人が言った言葉が真

る人は幸せです」。

けんそん
イエスは謙遜さが大切であることをどのように教えましたか。
だれ
誰を食事に招くことができますか。 それはどんな祝福につながりますか。
夕食会の例えでイエスはどんなことを教えましたか。
１９５

キリストの弟子であることの責任
ルカ １４：２５‐３５

イエスはパリサイ派のある指導者の家で食事をした時

ですから， イエスの話を聞いていた人たちは， キリス

に大切なことを教えました。 その後もエルサレムへの
いっしょ
旅を続けますが， 大勢の人が一緒に付いてきます。 なぜ
ぎ せい はら
でしょうか。 どんな犠牲を払ってでもイエスの真の弟子

トの弟子になるということがどういうことかを注意深

になりたいと本当に思っているからでしょうか。
と ちゅう
おどろ
旅の途 中でイエスは驚くようなことを言います。 「私

を計算し， 完成させるだけのものを持っているかどうか

の元に来て， 自分の父親， 母親， 妻， 子供， 兄弟， 姉妹，
さらには自分の命以上に私を愛さないなら， 私の弟子

く考えるべきでした。 イエスはその点を例えで強調しま
とう
す。 「例えば， 塔を建てようと思う場合， まず座って費用
を調べるのではないでしょうか。 そうしないなら， 土台
す
を据えても仕上げられないかもしれず， 見ている人たち
みな
ひとびと
は皆あざけり始めるでしょう」。 （ルカ １４：２８， ２９） 人々

になることはできません」。 （ルカ １４：２６） どういう意味
でしょうか。
これは， イエスの弟子になりたい人は家族を愛して
はいけないということではありません。 家族に対する愛
よりもイエスに対する愛が大きくなければならない， と
いう意味です。 家族に対する愛が大きくなってしまうと，
けっこん
例え話の中で， 結婚を言い訳にして夕食会への招待を
断った人のようになってしまうかもしれません。 （ルカ
１４：２０）
弟子となる人は 「自分の命」 であっても第一にすべ
きではない， とイエスは言っています。 自分を大事にす
る気持ちよりもイエスへの愛の方が大きくなければな
らず， 場合によってはイエスのために死ぬこともためら
わない，という意味です。 ですから，キリストの弟子にな
ともな
ることには大きな責任が伴います。 よく考えず軽い気持

は， イエスの弟子になる前に， 弟子としての責任をしっ

ちで決定してはなりません。
はくがい
弟子になれば， 困難や迫害を経験するかもしれませ

かり果たすことを固く決意しているべきなのです。 イエ

ん。 イエスはこう言っているからです。 「自分の苦しみの
くい
杭を運びながら私に付いてくる人でなければ， 私の弟

「ある王が別の王との戦いに出ていく場合， まず座っ
せ
て， ２万の軍勢で攻めてくる相手に１万の軍勢で立ち向

子になることはできません」。 （ルカ １４：２７） イエスの本
にん
当の弟子はイエスと同じように， つらい経験をしても忍
たい
耐 しなければなりません。 イエスは， 自分が敵の手で

かえるかどうかを協議するのではないでしょうか。 実際，

殺されるとも言いました。

を強調し， こう言います。 「同じように， 持ち物全てに別

１９６

スは別の例えでそのことを強調します。

立ち向かえないなら， 相手がまだ遠くにいる間に， 使節
つか
団を遣わして和平を求めます」。 それからイエスは要点

弟子に求められること
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だれ
れを告げない人は誰も私の弟子になることができませ
ん」。 （ルカ １４：３１‐３３）

いっしょ
このイエスの言葉は，一緒に旅をしている人たちだけ

に当てはまるのではありません。 キリストを知るように
みな
なる人は皆， ためらうことなくイエスの言葉通りに行動
しなければなりません。 イエスの弟子であるには， 持ち
かく ご
物全て，また自分の命さえも手放す覚悟が必要です。 で
いの
ことがら
すから， これは祈って， よく考えるべき事柄です。
次にイエスは， 山上の垂訓の中で語った点をもう一
度教えます。 それは， 弟子たちが 「地の塩」 であるとい
うものです。 （マタイ ５：１３） その時イエスは， 塩が保存
ひと びと
ふ はい
料の働きをするように， 弟子たちも人 々 の心を腐 敗 か
ら守ると教えていたようです。 伝道期間が終わりに近づ
いた今， イエスはこう言います。 「確かに塩は良いもの
です。 しかし，塩が塩気を失ったら，何によって塩気を取
もど
ひとびと
り戻せるのですか」。 （ルカ １４：３４） 人々は，当時の塩に
は土のような不純物が混ざっていることがあり， そうし
た塩が使い物にならないことを知っていました。
イエスは， これまでずっと自分の弟子だった人でも決
意を弱めてはならないと教えます。 もし弱めてしまうな
ら， 塩気を失った塩のように使い物にならなくなってし
ひとびと
まうでしょう。 そうなると人々からばかにされるだけで

めぐ
なく，神の恵みを失いかねないのです。 神の名が非難さ
れることもあり得ます。 イエスはそうした結果にならな
すす
いよう強く勧め， 「聞く耳のある人は聞きなさい」 と言い
ます。 （ルカ １４：３５）

イエスは， 自分の弟子となる人は家族や 「自分の命」 以上に私を愛さなければならない， と教えました。 それは
どういう意味でしたか。
とう
塔を建てることや戦いをする王の例えで， イエスはどんなことを教えていましたか。
塩についてのイエスの話はどんな大切なことを教えていますか。
１９７

く

悔 い改める罪人のことを喜ぶ
ルカ １５：１‐１０

けんそん
イエスは伝道期間中のさまざまな機会に， 謙遜さの大
けん
切さを教えてきました。 （ルカ １４：８‐１１） また， 神に謙
そん
遜な態度で仕えたいと願う人たちを熱心に探していま
す。 その中には， 罪人として知られてきた人たちがい
ます。
パリサイ派と律法学者たちは， 自分たちが無価値な

ぴき
「あなた方のうちのある男性が１００匹の羊を持ってい
ぴき
ひき こう や
て１匹がいなくなったとき， その男性は９９匹を荒野に残
さが
して， 迷い出た羊を見つけるまで捜すのではないでしょ
かた の
うか。 そして見つけると， その羊を肩 に載 せて喜びま
りんじん
いっ
す。 家に着くと，友人や隣人を呼び集めて言います。 『一
しょ
緒 に喜んでください。 迷い出ていた羊が見つかりまし

人間と見なしている罪人がイ

た』」。 （ルカ １５：４‐６）

エスとイエスの教えに引き付

この例えは何を教えていますか。 イエスはこう説明し
く
ます。 「あなた方に言いますが， 同じように， 悔 い改め
く
る１人の罪人については， 悔い改める必要のない９９人

けられていることに気付きま
す。 それで， 「この男は罪人た
かんげい
いっしょ
ちを歓迎して一緒に食事をす
る」 と文句を言います。 （ルカ
１５：２） 宗教指導者たちは自
分たちの方が優れていると考
いっぱん ひとびと
え，一般の人々を足元の土で
あつか
もあるかのように扱 い， いわ
ふ
ば踏みつけています。 そして， アム・ハーアーレツ（ヘブ
けい べつ
ライ語で 「地の民」 という意味）と呼んで軽 蔑 してい
ます。

ちが
でもイエスは違 います。 一人一人を大切にし， 親切

に思いやりを持って接します。 それで， 罪人として知ら
れる人や立場の低い人はイエスの話をぜひ聞きたいと
かれ
思うのです。 ではイエスは， 彼らを助けることで上がる
批判をどう考え， それにどう反応するでしょうか。
イエスの気持ちは， イエスが語った心を動かす例え
に表れています。 それは以前にカペルナウムで語った
例えに似ています。 （マタイ １８：１２‐１４） イエスはパリサ
イ派の人を， 自分は正しく神の囲いの中にいて安全だ
えが
と考えている人として描いています。 対照的に， 立場の
低い人は迷い出て失われた状態にあるとしています。
イエスはこう話します。
１９８

の正しい人についてよりも， 大きな喜びが天にあるので
す」。 （ルカ １５：７）
く
イエスが悔 い改めについて話した時， パリサイ派の
しょうげき
かれ
人たちは衝撃を受けたでしょう。 彼らは， 自分たちは正
く
しく悔い改める必要など全くないと考えていました。 ２
かれ
ちょうぜいにん
年ほど前にも， 彼らが徴 税人や罪人たちと食事をする

こう か
迷い出た羊となくした硬貨の例え
天使たちが喜ぶ
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イエスを批判した時， イエスは， 「私は， 正しい人では
なく罪人を招くために来ました」 と言いました。 （マルコ
く
２：１５‐１７） パリサイ派の人たちは悔い改めが必要であ
ることを認めないため， 天には喜びがありません。 しか
く
し，罪人が本当に悔い改めると，天には喜びがあります。
天での喜びの大きさを強調するため，イエスは家の中
での出来事を基にした例えを話します。 「ある女性が１０
こう か
枚のドラクマ硬貨を持っていて１枚をなくした場合， ラン
は
さが
プをともして家の中を掃き， 見つけるまで注意深く捜す
りん じん
のではないでしょうか。 そして見つけると， 友人や隣 人
いっしょ
を呼び集めて言います。 『一緒に喜んでください。 なくし
こう か
たドラクマ硬貨が見つかりました』」。 （ルカ １５：８， ９）
この例えの適用は， 迷い出た羊の例えと同じです。 イ
エスはこう言います。 「同じように， あなた方に言います
く
が， 悔い改める１人の罪人については， 神の天使たちが
いっしょ
一緒に喜ぶのです」。 （ルカ １５：１０）
もど
考えてみてください。 天使たちは迷い出た罪人が戻っ
いだ
く
てくることに深い関心を抱いているのです。 悔い改めて
神の天の王国に入る罪人は， 天使たちより高い地位に
就くことになります。 それを考えると， 天使たちの態度
から大切なことを学べます。 （コリント第一 ６：２， ３） 天
しっ と
使たちは嫉妬しないのです。 そうであればなおのこと，
く
もど
私たちは罪人が心から悔い改めて神の元に戻ってきた
時に喜ぶべきではないでしょうか。

イエスが罪人として知られる人たちと時間を過ごしたのはなぜですか。
いっぱん ひとびと
ひとびと
パリサイ派の人たちは， 一般の人々をどのように見なしていましたか。 また， そうした人々へのイエスの接し方を見て，
どう反応しましたか。
イエスは２つの例えによってどんなことを教えましたか。
１９９

もど

いなくなっていた息子が戻 ってくる
ルカ １５：１１‐３２

こう か
イエスは， 迷い出た羊となくした硬貨の例えを， ヨルダ
ン川の東側のペレアにいる時に語ったようです。 それら
く
もど
の例えは，罪人が悔い改めて神の元に戻ってきた時，私
たちも喜ぶべきであるということを教えています。 パリ
サイ派の人たちと律法学者たちは，イエスがそうした罪
人たちと時間を過ごすのを見て批判してきました。 では
かれ
く
彼らは， 教訓を学ぶでしょうか。 天の父が悔い改めた罪
人を見てどう感じるかを理解するでしょうか。 イエスは
こうした大切な教訓をしっかり教えるため， 感動的な別
の例え話をします。
主な登場人物は， 父親と２人の息子です。 下の息子
が中心となって話が展開していきます。 パリサイ派の人
たちや律法学者たち， またこの話を聞いていた他の人
たちも，この下の息子から教訓を学べるでしょう。 でも，
ことがら み のが
父親や上の息子についてイエスが語った事 柄 も見 逃

の息子がいました。 下の息子が父親に言いました。 『父

せません。 その２人が示した反応は大切なことを教え

上，財産のうち私が頂くことになる分を下さい』。 それで

ているからです。 この３人に注目しながら考えてみま

父親は資産を２人に分けました」。 （ルカ １５：１１，１２） 下

しょう。

の息子は，父親が亡くなったので資産を分けてほしいと

イエスは次のように話し始めます。 「ある男性に２人

言ったのではありません。 父親はまだ生きています。 自
はな
分の分を今欲しがったのは， 親元を離れ， もらったお金
で好きなことをしたかったからです。 それはどんなこと
でしたか。
イエスは続けます。 「数日後， 下の息子は全ての物を
ほう とう
まとめて遠い国に旅立ち， そこで放 蕩 の生活をして財
産を乱費しました」。 （ルカ １５：１３） この息子は， 父親
き づか
が気遣い養ってくれる温かい家で暮らすのをやめてしま
で か
います。 別の土地に出掛けていき， そこで好き放題なこ
とをし， 性的に乱れた生活を送って財産を使い果たし
ます。 当然，生活は苦しくなります。 イエスは次のように
話します。

き きん
「全てを使い果たした時，その国中でひどい飢饉が起

２００

いなくなっていた息子の例え話

かれ こんきゅう
き， 彼 は困 窮 し始めました。 その国のある住民の所に
こ
ぶた
転がり込むことまでし， 野で豚を飼う仕事をさせられま
ぶた
した。 豚 が食べているイナゴマメのさやでおなかを満
だれ
たしたいと思うほどでしたが， 誰も何もくれませんでし
た」。 （ルカ １５：１４‐１６）
ぶた けが
律法で豚は汚れた動物とされていますが， この息子
ぶた
は豚 を飼う仕事をしなければなりませんでした。 空腹
ぶた
えさ
のあまり，豚が食べている，動物用の餌でいいから食べ
ひ さん じょうきょう
たいと思うようになります。 こうした悲 惨な状 況で， 息
子は 「本心に立ち返」 ります。 そしてこう言います。 「父
やと
の所では大勢の雇われ人に有り余るほどパンがあるの
う
に， 私はここで飢え死にしそうだ。 ここを出て父の元に
行き， こう言おう。 『父上， 私は天に対しても， あなたに
対しても罪を犯しました。 もう息子と呼ばれるに値しま
やと
せん。 雇 われ人の１人のようにしてください』」。 そして
父親の元へ帰ることにします。 （ルカ １５：１７‐２０）
ど な
父親はどんな反応をするでしょうか。 怒 鳴りつけ， そ
しか
もそも家を出ていったのが悪かったのだと𠮟りつけます
ふ ゆ かい
か。 帰ってきた息子を無視し， 不愉快だという態度を示
すでしょうか。 あなたがこの息子の父親ならどうすると
むすめ
思いますか。 もし自分の息子や娘がこの息子のように
帰ってきたなら， どうするでしょうか。

だれ
イエスはこの例え話を誰に向けて話しましたか。
なぜですか。

だれ
例え話の主人公は誰ですか。 主人公はどんなことをし，

その後どうなりましたか。
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いなくなっていた息子が見つかる

イエスは父親がどう思い， どう行動したかを次のよう
かれ
に話します。 「彼［下の息子］がまだ遠くにいる間に， 父
だ し
親は息子を見てかわいそうに思い， 走っていって抱き締
め， 優しく口づけしました」。 （ルカ １５：２０） 父親は息子
が好き放題な生活をしているということを聞いていたで
むか
しょう。 それでも息子を温かく迎えました。 エホバを知
すう はい
り崇 拝 すると主張するユダヤ人の指導者たちは， 天の
く
父が悔い改めた罪人たちを見てどう感じるかを理解す
むか
るでしょうか。 また， イエスが天の父と同じく， 温かく迎
える態度を示していることを認めるでしょうか。

こ
よく気が付くこの父親は，息子の悲しげで落ち込んだ
く
表情を見て， 本人が悔 い改めていることが分かったは
むか
ずです。 息子は， 父親が愛情深く自分から迎えに来てく
れたので， 罪を打ち明けやすくなります。 イエスはこう
続けます。 「息子は言いました。 『父上， 私は天に対して
も， あなたに対しても罪を犯しました。 もう息子と呼ば
れるに値しません』」。 （ルカ １５：２１）
ど れい
すると父親は奴 隷 たちに言います。 「さあ早く， 長い
服， 一番良いのを出してきてこの子に着せ， 指輪をは
は
め， サンダルを履かせなさい。 それから， 肥えた子牛を
連れてきて調理しなさい。 食べて祝いましょう。 私のこ
の息子が死んでいたのに生き返ったのです。 いなくなっ
ていたのに見つかりました」。 そして， 「楽しいひととき」
が始まります。 （ルカ １５：２２‐２４）
次にイエスは上の息子についてこう話します。 「上の
息子は畑にいましたが， 帰ってきて家に近づくと， 音楽
おど
め つか
と踊りの音が聞こえました。 召し使いを呼び， 何事かと
たず
め つか
尋ねました。 召し使いは言いました。 『ご兄弟がお帰り
もど
になりました。 無事に戻ってこられたので， お父さまは
ふ ま
かれ おこ
肥えた子牛を振 る舞 われたのです』。 ところが彼 は怒
り， 入ろうとしませんでした。 すると父親が出てきて， 中
うなが
に入るよう促 し始めました。 上の息子は父親にこう答
ど れい
えました。 『私はこれまで何年もあなたのために奴隷の
ように働いてきて， ご命令に背いたことは一度もありま

し， 私の物は全部おまえのものだ。 でも， 祝って喜ばず
にはいられなかった。 おまえの弟が死んでいたのに生
き返り， いなくなっていたのに見つかったのだ」。 （ルカ
１５：３１， ３２）
イエスは上の息子がその後どうしたかについて何も
述べていません。 しかし， イエスの死と復活の後， 「非
常に大勢の祭司たちが信じるようにな」 りました。 （使
徒 ６：７） その中には， イエスがこの感動的な例え話を
かれ
話すのを直接聞いた人たちもいたことでしょう。 彼らも
く
もど
本心に立ち返り， 悔い改めて神の元に戻ってくるチャン
スがあったのです。
その日以降， 弟子たちはこの例え話の大切な教訓を
忘れなかったでしょう。 また， 決して忘れるべきではあ
いっしょ
せん。 それなのに， 友人と一緒 に食べるための子ヤギ
しょうふ
を下さったことが一度もありません。 ところが， 娼婦 た
いっしょ
ちと一緒にあなたの資産を乱費したあのあなたの息子
もど
ふ ま
が戻るとすぐ， 肥えた子牛を振る舞ったのです』」。 （ルカ
１５：２５‐３０）
いっぱん
あわ
イエスが一般の人たちや罪人たちに憐れみを示し関
はら
心を払った時， そのことを上の息子のように批判したの
だれ
は誰 でしたか。 パリサイ派の人たちと律法学者たちで
す。 それでイエスはこの例え話を話すことにしたのです。
あわ
みな
神の憐 れみを批判する人は皆， この話の教訓をしっか
りと心に刻むべきです。
イエスは， 父親が上の息子に言った言葉でこの例え
し
話を締めくくります。 「息子よ， おまえはいつも私といた

りませんでした。 その教訓の１つは， 「遠い国」 での楽
うば
ただよ
しみに心を奪われて漂い出てしまうのではなく， 天の父
き づか
ひとびと
はな
が気遣い養っている愛情深い人々から離れてはならな
い， ということです。
２つ目の教訓は， もし神の道からそれてしまうことが
めぐ
あったとしても， 天の父の恵 みをもう一度得るために，
けんそん
もど
謙遜に父の元に戻るべきである， ということです。
さらに学べることがあります。 父親は物分かりの良い
かんだい
いか
れいたん
寛大な態度を示し， 上の息子は怒りに満ちた冷淡な態
度を示しました。 神の民であれば， 迷い出た人が心か
く
かんだい
ら悔い改めて父の 「家」 に戻ってきた時， 寛大に温かく
むか
迎えたいと思うでしょう。 「死んでいたのに生き返り， い
なくなっていたのに見つかった」 私たちの兄弟のことを
喜びたいものです。

もど
下の息子が戻ってきた時， 父親はどう反応しましたか。
同情心にあふれた父親から， エホバとイエスについてどんなことが分かりますか。
上の息子の反応は， パリサイ派の人たちと律法学者たちの行動にどんな点で似ていましたか。
イエスの例え話から何を学べますか。
２０３

ち

え

実際的な知 恵を働かせ， 前もって計画する
ルカ １６：１‐１３

く
いなくなっていた息子の例え話は， 神が悔 い改めた罪
ちょうぜいにん
人を快く許すということを， 徴税人や律法学者やパリサ
イ派の人たちにはっきり教えるものとなったはずです。
（ルカ １５：１‐７， １１） 次にイエスは弟子たちに向けて別
ゆうふく
の例えを話します。 ある裕福な男性の家の管理人が適
切な管理をしていないという話です。

これは２２００㍑に相当します。 この人は， 広大なオリー
ブ園を持っていたのか， オリーブ油の商人だったのかも
けいやくしょ
しれません。 管理人は言います。 「契約書を受け取って
座り， 急いで５０［１１００㍑］と書きなさい」。 （ルカ １６：６）
管理人は別の人に， 「さてあなたは， どれくらい借り
たず
がありますか」 と尋ねます。 その人は， 「小麦１００コルで
す」 と答えます。 これは２万２０００㍑に相当します。 管理
けいやくしょ
人は， 「契約書を受け取って， ８０と書きなさい」 と言い
ふ さい
ます。 負債を２０％減らしてあげたのです。 （ルカ １６：７）
管理人はまだ主人の財産の管理を任されているの
ふ さい
で， 負債を減らすことができます。 そうすることで管理人
かい こ
は友を作り， 解雇された時に力を貸してもらえるように
しているのです。
そのことが， ある時点で主人の耳に入ります。 主人は
管理人のしたことが自分にとって損になると思いました
ほ
が， 感心し管理人を褒めます。 「正しい人とは言えませ
ち え
んが， 実際的な知恵を働かせた」 からです。 イエスはこ
ひとびと
う言います。 「今の体制の人々は， 自分たちの世代に対
ひと びと かしこ
する実際的なやり方の点で， 光の中にいる人 々 より賢

ろう ひ
うった
この管理人は主人の持ち物を浪費していると訴えら
かい こ
れ， 主人から解雇すると言われてしまいます。 管理人は
考えます。 「どうしよう。 主人は管理人の仕事をさせな
つち ほ
もの ご
いつもりだ。 私は土掘りをするほど強くないし， 物乞い
は
をするのは恥 ずかしい」。 それで今後に備えてどうする
かを決め， こう言います。 「いい考えがある。 こうすれ
ひとびと
むか
ば， 管理人を辞めさせられた時に人々が家に迎え入れ
ふ さい
てくれるはずだ」。 すぐに管理人は主人に負債がある人
たちを呼び， 「私の主人にどれくらい借りがありますか」
たず
と尋ねます。 （ルカ １６：３‐５）
最初の人は， 「オリーブ油１００バトです」 と答えます。
２０４

いのです」。 （ルカ １６：８）
イエスは管理人のやり方を大目に見ているわけで
がしこ
すす
も， ずる賢い商売を勧めているわけでもありません。 で
は例えの要点は何ですか。 イエスは弟子たちに， 「正し
つ
くない富によって友を作り， そうした物が尽きた時に永
むか
すす
遠の住まいに迎え入れてもらえるようにしなさい」 と勧
めます。 （ルカ １６：９） イエスは， 先のことを考えて実際
ち え
的な知 恵を働かせるように， と教えていたのです。 「光
ひと びと
の中にいる人 々 」 つまり神に仕える人たちは， 将来の
かしこ
永遠の命のことを考え， 自分の資産を賢 く用いるべき
です。

むか
人を天の王国やその支配下の地上のパラダイスに迎

正しくない管理人の例え
富によって 「友を作」 る

え入れることができるのは， エホバとイエスだけです。
ですから， 私たちは王国を支える活動のために自分の
資産を用いることによって， エホバとイエスとの友情を
深めるよう努力しなければなりません。 そうすれば， 金
や銀といった物質の富が役に立たなくなったり失われ
たりした時でも， 将来の永遠の命はしっかり保証される
でしょう。
さらにイエスは， 資産や所有物を用いることに関して
ことがら あつか
忠実な人は，もっと重要な事柄を扱うことに関しても忠
実である， と教えます。 そしてこう言います。 「それで， あ
なたたちが正しくない富に関して忠実であることを示し
だれ
ていないなら， 誰があなたたちに［王国を支える活動と
たく
いった］本当に価値あるものを託するでしょうか」。 （ル
カ １６：１１）

むか
イエスは， 「永遠の住まいに迎え入れ」 られるために

は多くのことが期待されると話します。 神に仕えなが
ど れい
ら， 物質の富の奴隷になることはできません。 イエスは
例え話の最後にこう言います。 「どんな使用人も２人の
ど れい
にく
主人の奴隷 となることはできません。 一方を憎 んで他
つ
方を愛するか， 一方に尽 くして他方を軽く見るかです。
ど れい
神と富との奴 隷 となることはできません」。 （ルカ １６：
９， １３）

例えに出てくる管理人は， 自分を助けてくれそうな友を
どのようにして作りましたか。
「正しくない富」 とは何ですか。 クリスチャンがその富を
用いて 「友を作」 るとは， どうすることですか。
私たちが 「正しくない富」 を用いることに忠実であれば，
だれ
むか
誰が 「永遠の住まいに迎え入れ」 てくれますか。
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ゆう ふく

裕 福 な男性とラザロは変化を経験する
ルカ １６：１４‐３１

イエスは弟子たちに資産の用い方について優れた教訓
を教えました。 話を聞いていたのは弟子たちだけでは
かれ
なく，そこにはパリサイ派の人たちもいました。 彼らもそ
の教訓を心に刻むべきです。 なぜなら 「金を愛する」 人
かれ
たちだったからです。 しかし， 彼らは 「イエスのことを冷
笑し始め」 ます。 （ルカ １５：２； １６：１３， １４）
イエスはひるみません。 こう言います。 「あなた方は
人前で自分を正しく見せますが， 神はあなた方の心を
知っています。 人の間で重んじられるものは， 神から見
て極めて不快なものなのです」。 （ルカ １６：１５）
パリサイ派の人たちはこれまでずっと 「人の間で重ん
じられ」 てきました。 しかし変化が生じ， 立場が逆転し
えいきょうりょく
ます。 多くの資産， 政治権力， 宗教上の影響力を持ち，
大変重んじられてきた人たちは低められます。 そして，
いっ ぱん ひと びと
神についてもっと多くを学びたいと願う一 般 の人 々 が
祝福されるのです。 イエスはこの大きな変化について
次のように話します。
「律法と預言者の言葉が広められたのはヨハネの時
まででした。 それ以降は， 神の王国が良い知らせとし
だれ
て広められており， 誰もがその王国に入ろうとひたむき
に努力しています。 天地が消え去るとしても， 律法の文

に導くことでした。 バプテストのヨハネは神の子羊がイ
エスであることを明らかにしました。 （ヨハネ １：２９‐３４）
けん そん
ヨハネが伝道を開始して以来， 謙 遜なユダヤ人， 特に
貧しい人たちが 「神の王国」 について聞いてきました。
おんけい
その王国の国民になり， その支配の恩恵を受けたいと
願う人全てにとっての良い知らせです。

字の１画が実現しないことはありません」。 （ルカ ３：１８；

ひとびと
モーセの律法は実現しないというわけではなく，人々

１６：１６， １７） イエスの言葉から， 生じている変化につい

をメシアに導いています。 そして， 律法を守る義務は間

てどんなことが分かりますか。

もなくなくなります。 例を考えましょう。 律法下ではさ
り こん
まざまな理由で離婚が許されていました。 しかしイエス
り こん
けっこん
みな かんいん
は， 「妻を離婚して別の女性と結婚する人は皆， 姦淫を
り こん
けっこん
かん
することになり， 夫に離婚された女性と結婚する人は姦
いん
淫をすることになります」 と説明します。 （ルカ １６：１８）

ユダヤ人の宗教指導者たちは， モーセの律法を固く
じ まん
守っていることを自慢げに話します。 エルサレムでイエ
スがある男性の視力を回復させた時， パリサイ派の人
こう まん
たちは高 慢 な態度で， 「私たちはモーセの弟子だ。 神
がモーセに語ったということは知っている」 と言いまし
あた
た。 （ヨハネ ９：１３，２８，２９） モーセを通して律法が与え
けん そん
られた目的の１つは， 謙 遜 な人をメシアつまりイエス
２０６

何事にも細かな規則を作っていたパリサイ派の人たち
ちが
は， これを聞いてひどく腹を立てたに違いありません。
イエスは， 生じている大きな変化を強調する例え話

ゆう ふく
裕福な男性とラザロの例え話

を話します。 ２人の男性が登場し， それぞれの立場つま
きょうぐう
り境遇が一変します。 例えを考えるに当たり， その場に
は， 人の間で重んじられてきた， 金を愛するパリサイ派
の人たちもいたことを覚えておきましょう。
ゆうふく
むらさきぬの あ
イエスはこう話します。 「ある裕福な男性が紫布や亜
ま ぬの
麻布の服で装い， 毎日ぜいたくに楽しく暮らしていまし
かいよう
もの
た。 一方， その門の所に， 潰瘍だらけのラザロという物
ご
ゆうふく
しょくたく
乞いがいて， 裕福な男性の食卓から落ちる物でおなか
かい
を満たしたいと思っていました。 その上， 犬が来ては潰
よう
瘍をなめるのでした」。 （ルカ １６：１９‐２１）
パリサイ派の人たちは金を愛していたので， イエスが
ゆうふく
かれ
話した 「裕福な男性」 とは明らかに彼らのことでした。
き かざ
それらユダヤ人の宗教指導者たちは高価な服で着飾る
かれ
ゆうふく
ことを好みました。 さらに， 彼らは裕福だっただけでな
く， どんな富よりも素晴らしい富を持っていました。 つ
まり， 神に仕える特権と機会がたくさんあったのです。
こ むらさき
かれ
あ ま ぬの
濃い紫の服は彼らの特別な立場を表し， 白の亜麻布は
自分こそ正しいと信じて疑わない態度を表しています。
（ダニエル ５：７）
ゆうふく えら
いっぱん
裕福で偉そうにしている宗教指導者たちは， 一般の
貧しい人たちをどう見ていたでしょうか。 そうした人た
けい べつ
ちを軽 蔑 してアム・ハーアーレツつまり地の民と呼び，
律法を知らず，律法を知る必要もない人たちだと考えて
いっぱん
いたのです。 （ヨハネ ７：４９） 言ってみれば， 一般の貧し

いっぱん ひとびと じょうきょう
ユダヤ人の宗教指導者たちと一般の人々の状 況は
ちが
どれほど違っていましたか。
ヨハネが伝道を始めた時にどんな変化が起きたことを
イエスは示しましたか。

ゆうふく
イエスの例え話に出てくる裕福な男性とラザロは，
だれ
それぞれ誰を表していましたか。
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ゆうふく
しょくたく
い人たちは， 「裕福な男性の食卓から落ちる」 わずかな
もの ご
物でもほしいと思っていた 「ラザロという物乞い」 と同
じょうきょう
かいよう
じ状況にありました。 また， ラザロが潰瘍だらけだった

イエスはある変化が生じることについてこう言ってい
ました。 「律法と預言者の言葉が広められたのは［バプ
テストの］ヨハネの時まででした。 それ以降は， 神の王

ように，神の目から見て病気のような状態にあるので神

国が良い知らせとして広められて……います」。 ですか

に喜ばれていない， と見なされていました。
ひ さん じょうきょう
そうした悲惨な状況はしばらくの間続いてきました。
ゆうふく
ひとびと
しかしイエスは， 裕福な男性のような人々とラザロのよ
ひとびと
うな人々の立場が非常に大きく変化することを知ってい

ら， ヨハネとイエス・キリストが伝道を始めたことによっ
ゆうふく
きょうぐう
て， ラザロも裕福な男性も以前の境遇つまり状態に関
しては死に， 神の前での立場が変わりました。
けん そん
具体的に考えてみましょう。 謙 遜 な人たちや貧しい

ました。
ゆう ふく
裕 福 な男性とラザロの立場が逆転する
イエスは２人の男性の間の劇的な変化についてこう
話します。 「やがてラザロは死に， 天使によってアブラハ
ゆう ふく
ムのそばに運ばれました。 また， 裕 福な男性も死んで
ほうむ
葬られました。 そして墓の中で苦しみながら目を上げ
ると，遠くにアブラハムがいて，そのそばにラザロがいる
のが見えました」。 （ルカ １６：２２， ２３）
話を聞いていた人たちは， アブラハムがずっと昔に死
ほうむ
んで葬られたことを知っています。 聖書は， アブラハム
ふく
を含め亡くなった人は全て， 見ることも話すこともでき
ないとはっきり教えています。 （伝道の書 ９：５， １０） で
は， イエスの例え話を聞いて， 宗教指導者たちはどう
いっぱん ひとびと
思ったでしょうか。 イエスは一般の人々と金を愛する宗
教指導者たちについて， 何を言おうとしているのでしょ
うか。

うば
人たちはそれまでずっと神について知る機会を奪われ
かれ
てきました。 しかし彼らは， 最初はバプテストのヨハネ
によって， 次にイエスによって伝えられた王国の知らせ
に良い反応を示し， 助けられてきました。 かつては， 宗
しょくたく
教指導者たちの食 卓から落ちる， 神についてのわずか
ばかりの教えで何とかやっていくしかありませんでした。
ところが今では，生きていくのに欠かせない聖書の真理
で養われています。 特に， イエスの素晴らしい教えを聞
めぐ
くことができます。 ついに， エホバ神の前で恵まれた立
場を得ることができたのです。
ゆうふく えいきょうりょく
一方， 裕福で影響力を持つ宗教指導者たちは， ヨハ
ネとイエスが国中で伝えてきた王国の知らせを受け入
れません。 （マタイ ３：１， ２； ４：１７） 神からの火のような
せま
かれ
裁きが間近に迫っていることを示すその知らせに， 彼ら
おこ
は怒り，苦しんでいます。 （マタイ ３：７‐１２） もしイエスと

２０８

ゆる
弟子たちが伝道の手を緩めるなら， その苦痛は和らげ
かれ
ゆう
られるでしょう。 彼らは例え話の中でこう言っている裕
ふく
あわ
か
福な男性のようです。 「父アブラハム， 私に憐れみを掛
つか
かれ
ひた
け， ラザロを遣わして， 彼が指先を水に浸して私の舌を

さわ
受け入れ， ついに爽やかさを味わい， 神について十分

冷やすようにさせてください。 私はこの燃え盛る火の中
く もん
で苦悶しています」。 （ルカ １６：２４）

ます。 （エレミヤ ３１：３１‐３３。 コロサイ ２：１４。 ヘブライ
せい れき
せいれい
８：７‐１３） 西 暦３３年のペンテコステの日に神が聖霊 を
めぐ
注がれる時， 神の恵 みを受けるのはパリサイ派の人た

しかし， その願いは聞かれません。 宗教指導者たち
かれ
のほとんどは変化しようとしないでしょう。 彼らは， イエ
スを神のメシアまた王として受け入れるよう導くはずの

に学べるようになったのです。 （マタイ １１：２８‐３０） この
けいやく はい し
けいやく
変化は数カ月後，律法契約が廃止され新しい契約が有
効になった時に， ますますはっきり見られるようになり

ちや他の宗教指導者たちではなく， イエスの弟子たちで
あるということが， 疑う余地なく明らかになるのです。

「モーセや預言者の言葉に」 従ってきませんでした。 （ル
けんそん
カ １６：２９， ３１。 ガラテア ３：２４） 謙遜にならず， イエスを
めぐ
受け入れて神からの恵みを得るようになった貧しい人
たちから学ぼうとしません。 弟子たちの側が， 宗教指導
だきょう
者たちを満足させたりなだめたりするために， 妥協して
うす
真理を水で薄めることはありません。 イエスはそのこと
ゆうふく
を例えの中で， 裕福な男性に対する 「父アブラハム」 の
言葉として次のように話します。

まんきつ
「あなたが生きている間に良い物を満喫し， 一方ラザ

ロが悪い物を受けたことを思い出しなさい。 しかし今，
なぐさ
く もん
ラザロはここで慰められ， あなたは苦悶しています。 し
さ め
かも，私たちとあなた方との間には大きくて深い裂け目
が設けられており， ここからあなた方の所に行きたいと
ひとびと
思う者たちもそうできず， 人々がそこから私たちの所に
わた
渡ってくることもできません」。 （ルカ １６：２５， ２６）
い
こうした劇的な変化が起きるのは正しいことです。 威
ば
けんそん
張っていた宗教指導者たちと謙遜な人たちの立場が逆
けんそん
転したのです。 謙遜な人たちはイエスと共に働くことを

じょうきょう
びょうしゃ
イエスは状 況の変化をどのように描写しましたか。

かれ
宗教指導者たちはヨハネとイエスが伝えた知らせにどのように反応しましたか。 イエスは彼らの反応を
びょうしゃ
どのように描写しましたか。
宗教指導者たちはどんなことを期待しましたか。 その願いが聞かれなかったのはなぜですか。
さ
め
宗教指導者たちとイエスの弟子たちとの間にある深い裂け目が， 一層大きくなるのはいつのことでしたか。
２０９

ユダヤに行く前にペレアで教える
ルカ １７：１‐１０

ヨハネ １１：１‐１６

わた
しばらくの間， イエスは 「ヨルダンを渡 」 った所にある
ペレアという地域で教えてきました。 （ヨハネ １０：４０）
これから， 南にあるエルサレムに行くつもりです。
ちょうぜいにん
イエスは１人ではなく， 弟子たちや徴税人や罪人など
いっしょ
大勢の人と一緒です。 （ルカ １４：２５； １５：１） イエスの言
動を批判するパリサイ派の人たちや律法学者たちもい
ゆうふく
ます。 迷い出た羊， いなくなっていた息子， 裕福な男性
かれ
とラザロの例え話を聞いた後なので， 彼らは考えること
がたくさんありました。 （ルカ １５：２； １６：１４）
おそ
イエスは， 恐らくパリサイ派の人たちから批判された
り冷笑されたりしたことを考えながら， 弟子たちに注意
いく
を向けます。 そして，ガリラヤで教えた幾つかのことをも
う一度話します。
しんこう さまた
さ
「信仰の妨げとなるものが生じることは避けられませ
ひ さん
んが， その経路となる人は悲惨です！ ……注意してい
く
なさい。 兄弟が罪を犯すなら強く警告し， 悔い改めるな
ら許してあげなさい。 その人が１日に７回あなたに罪を
もど
く
犯し，７回戻ってきて 『悔い改めます』 と言うとしても，許

ど れい もど
羊の番をしたりする奴隷 が戻 った時に， 『すぐここに来
しょくたく
て， 食卓に着いて食事をしなさい』 と言うでしょうか。 そ
まえ か
うではなく， 『私の夕食のために何か用意し， 前掛けを
して， 私が食べたり飲んだりし終わるまで給仕しなさ
い。 その後は， 食べたり飲んだりして構いません』 と言
ど れい
うのではありませんか。 奴隷が割り当てられた事をした
からといって， ありがたく感じたりするでしょうか。 あな
たたちも， 割り当てられた事を全部した時， 『私たちは
ど れい
役に立たない奴隷です。 当然すべき事をしたまでです』
と言いなさい」。 （ルカ １７：７‐１０）
みな
私たちは皆， 生活の中で神に仕えることを最優先に
しなければなりません。 また， 神の家族の１人として神
すうはい
あた
を崇拝する機会を与えられていることに感謝すべきです。
イエスがこの点を教えたすぐ後のことと思われます
が， ラザロの姉妹たちでユダヤのベタニヤに住むマリア
とマルタの所から， 使いがやって来ます。 その人は， 「主
いだ
よ， あなたが愛情を抱いている者が病気です」 という伝
言をイエスに伝えます。 （ヨハネ １１：１‐３）

さなければなりません」。 （ルカ １７：１‐４） この最後の言

イエスはラザロが重病だと聞いても， ショックを受け

葉を聞いたペテロは，兄弟を許すのは７回までかと質問

てぼうぜんとするのではなく， こう話します。 「この病気

したことを思い出したでしょう。 （マタイ １８：２１）

は死で終わるのではなく， 神に栄光をもたらし， そして

弟子たちはイエスのこの言葉に従って行動できるの
しんこう あた
でしょうか。 弟子たちが， 「さらに信仰を与えてください」

神の子も栄光を受けます」。 イエスはそこにさらに２日
たいざい
滞在し， それから弟子たちに， 「もう一度ユダヤに行き

と言うと， イエスはこう保証します。 「からしの種ほどの
しんこう
くろぐわ
ぬ
信仰があったなら， この黒桑の木に， 『引き抜かれて海

ましょう」 と言います。 弟子たちは， 「ラビ， ついこの間

に根を下ろせ！』 と言っても， この木は従うでしょう」。
しんこう
（ルカ １７：５， ６） ある程度の信仰があるなら， 非常に大
ことがら
と
きな事柄を成し遂げられるのです。
けんそん
さらにイエスは， 謙遜であることと， 自分自身に対す

くのですか」 と反対します。 （ヨハネ １１：４， ７， ８）

るバランスの取れた見方をすることの大切さを使徒た
だれ
ちに教えます。 「あなたたちのうちの誰が，畑を耕したり
２１０

ユダヤ人たちに石打ちにされそうになったのに， また行
するとイエスはこう答えます。 「昼間は１２時間あるの
だれ
ではないでしょうか。 誰でも昼間に歩くなら何にもぶつ
ひとびと
かりません。 人々のための光によって見ることができる
だれ
からです。 しかし， 誰でも夜歩くなら何かにぶつかりま
す。 光がその人の内にないからです」。 （ヨハネ １１：９，

だれ
しん こう さまた
誰かの信仰を妨げることの重大さ
しん こう
許して信仰を示す
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１０） ここでイエスが言おうとしていたのは， 神が定めた

ねむ
眠っているのであれば， 良くなるでしょう」 と言います。

イエスの地上での伝道期間はまだ終わっていない， と

そこでイエスははっきりと， 「ラザロは死にました。 ……

いうことだったようです。 ですから， イエスは残っている

さあ， 行きましょう」 と言います。 （ヨハネ １１：１１‐１５）

時間を最大限に活用する必要があります。
ねむ
イエスはさらに， 「友のラザロは眠っていますが，私は
起こしに行きます」 と話します。 弟子たちは， ラザロが
休んでいて， そのうち回復すると思ったようで， 「主よ，

トマスは， イエスがユダヤで殺される危険があると
知っていましたが， ぜひイエスを支えたいと思い， 他の
弟子たちに， 「私たちも行こう。 共に死ぬのだ」 と呼び
か
掛けます。 （ヨハネ １１：１６）

イエスはどこで教えてきましたか。

けんそん
イエスはどんなことをもう一度教えましたか。 イエスは謙遜さについて教えるためにどんな例えを話しましたか。
イエスはどんな知らせを聞きましたか。 トマスがイエスと共に死のうと言ったのはなぜでしたか。
２１１

「私は復活であり， 命です」
ヨハネ １１：１７‐３７

はな
イエスはペレアを離れ， エルサレムから東に３㌔ほどの

あた
はないでしょうか。 イエスは神から死を制する力を与

所にあるベタニヤの村の外れに来ます。 マリアとマルタ

えられていることをマルタに思い出させ， こう言います。
しんこう いだ
「私に信仰を抱く人は死んでも生き返ります。 そして， 生
しんこう いだ
みな
きていて私に信仰を抱く人は皆， 決して死ぬことがあり

は兄弟ラザロを亡くしたばかりで悲しみに暮れていま
き づか
す。 大勢の人が２人を気遣うためにやって来ます。
マルタはイエスが来ていると知ると， イエスの所に急

ません」。 （ヨハネ １１：２５， ２６）

ぎ， 「主よ， もしここにいてくださったなら， 私の兄弟は

これは， その時生きている弟子たちが決して死なな

死ななかったでしょう」 と言います。 マルタもマリアも，

いという意味ではありません。 イエスが話してきた通

ラザロの死後４日間ずっとそのことを考えていたので

り，イエス自身も死にます。 （マタイ １６：２１； １７：２２，２３）
しんこう いだ
しかし， イエスに信仰を抱くなら永遠の命が得られるの
です。 多くの人は復活後にその命を得ますが， この体制
の終わりに生きている忠実な人たちの中には， 決して
しん
死を経験しない人がいます。 いずれにせよ， イエスに信
こう いだ
みな
仰を抱く人は皆， 永遠の死を経験しないのです。
イエスは， 「私は復活であり， 命です」 と言いました
が， 死後４日たつラザロを助けられるでしょうか。 イエス
がマルタに， 「このことを信じますか」 と質問すると， マ
ルタは， 「はい，主よ。 あなたがキリストで，神の子で，世
に来ることになっていた方だと信じています」 と答えま
ちが
す。 マルタは， イエスがこれから何かしてくださるに違い
もど
ないと思い， 急いで家に戻ってマリアに， 「先生が来て

しょう。 しかし， マルタは希望を捨てず， 「あなたが求め

いて， あなたを呼んでいます」 と言います。 （ヨハネ １１：
ひとびと かのじょ
２５‐２８） それを聞いてマリアは家を出ます。 人々は彼女

るどんなことも神がかなえてくださると今でも信じてい

がラザロの墓に行くのだろうと思い， 付いていきます。

ます」 と言います。 （ヨハネ １１：２１， ２２） イエスがラザロ

ところがマリアはイエスの所へ行きます。 そして， 足
ふ
元にひれ伏して泣き， マルタと同じように， 「主よ， もし

を助けてくれると思っているのです。
イエスは， 「あなたの兄弟は生き返ります」 と答えま
いだ
す。 マルタは， アブラハムや他の人たちが抱いていた希
望，つまり将来の地上での復活についてイエスが話して
いるのだと考えます。 そして， 自分がそれを信じている
かれ
ことを表し， 「彼が終わりの日の復活の際に生き返るこ
とは知っています」 と言います。 （ヨハネ １１：２３， ２４）
とはいえ， イエスならすぐに助けることができるので
２１２

ここにいてくださったなら， 私の兄弟は死ななかったで
しょう」 と言います。 マリアや大勢の人が泣いているの
く のう なみだ
を見ると， イエスは深くうめいて苦悩し， 涙を流します。
それを見た人たちは， イエスがラザロを深く愛していた
ことを知ります。 しかしある人たちは， 生まれつき目が
い
見えない男性を癒 やしたイエスが， ラザロの死を防げ
なかったのだろうか， と言います。 （ヨハネ １１：３２， ３７）

とう ちゃく
イエスはラザロが亡くなってから到着する
「私は復活であり， 命です」
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とうちゃく
じょうきょう
イエスがベタニヤの近くに到着した時， どんな状 況でしたか。
いだ
こんきょ
マルタはどんな復活の希望を抱いていましたか。 その希望はどんな根拠に基づいていましたか。
ちが
マルタが， イエスは何かしてくださるに違いないと感じたのはなぜですか。
２１３

ラザロの復活
ヨハネ １１：３８‐５４

イエスはベタニヤの村の外れで， まずマルタに， それか

目にする， とあなたに言いませんでしたか」 と答えます。

らマリアに会います。 そしてラザロの墓へ行きます。 墓
どうくつ
は洞窟で， 入り口は石でふさがれています。 イエスは，

（ヨハネ １１：３９， ４０）

「石をどけなさい」 と指示します。 マルタは， イエスが何
くさ
をしようとしているのかよく分からず， 「主よ， もう臭 く
ちが
なっているに違いありません。 ４日たっています」 と心配
かがや
します。 しかしイエスは， 「信じるなら神の輝かしい力を

す。 「父よ， 私の願いを聞いてくださったことを感謝いた

いの
石がどけられると， イエスは天を見上げてこう祈りま

します。 常に聞いてくださることは知っていました。 しか
ひとびと
し， 周りに立つ人々のために言っています。 あなたが私
つか
ひとびと
を遣わされたことをこの人々が信じるためです」。 イエ

ラザロが復活する
サンヘドリンはイエスを殺そうとする

いの
スはこの祈りにより， これから行うことが神の力による
ひとびと
ということをその場の人々に示しました。 その後イエス
さけ
は大声でこう叫びます。 「ラザロ， 出てきなさい！」 する
まいそうよう
と，ラザロが出てきます。 手と足，そして顔にも埋葬用の
布が巻かれたままです。 イエスは， 「ほどいて， 歩けるよ
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みな
めに死ぬ方が皆さんの得になる， ということを考えてい
ません」。 （ヨハネ １１：４９， ５０。 使徒 ５：１７； ２３：８）
カヤファは 「独自の考えで言った」 のではありませ
かれ
ん。 彼 が大祭司だったので， 神がそう語らせたのです。
けん い えいきょうりょく
カヤファは， 自分たちの権威と影響 力がこれ以上弱ま

うにしてあげなさい」 と言います。 （ヨハネ １１：４１‐４４）
き づか
マリアとマルタを気 遣 って訪ねてきた大勢のユダヤ
き せき
しんこう
人たちは， この奇跡を見てイエスに信仰を持ちます。 し
ひとびと
かし， ある人々はパリサイ派の人たちの所へ行き， イエ

らないように，イエスを殺すべきだと言っていました。 し

スがしたことを話します。 パリサイ派の人たちと祭司長
ほう てい
はユダヤ人の高等法 廷 サンヘドリンを招集します。 大
かれ
祭司カヤファもサンヘドリンの一員です。 彼らの中には

カヤファはサンヘドリンがイエスの殺害を計画するよ

こう言う人もいます。 「この男が多くのしるしを行ってい
るが，私たちはどうすべきだろうか。 このまま放っておい
みな かれ しんこう
たら， 皆が彼に信仰を持ち， ローマ人がやって来て， 私
しん でん
うば
たちの神 殿 も国民も奪 い去ってしまう」。 （ヨハネ １１：
かれ
４７， ４８） 彼らはイエスが 「多くのしるしを行っている」 と
もくげき
いう目撃証言を聞きましたが， 神がイエスを通して行っ
ことがら
けん い
ている事柄を喜びません。 自分たちの立場と権威を守

かしカヤファの言葉は，イエスの死がユダヤ人だけでな
あがな
く， 「各地に散る神の子供たち」 全てのための贖いにな
ることを示す預言でした。 （ヨハネ １１：５１， ５２）
う仕向けることに成功します。 その計画を， サンヘドリ
ンの成員でイエスに友好的なニコデモがイエスに伝え
たのでしょうか。 いずれにせよイエスは， 神が定められ
さ
た時より前に殺されることを避けて， エルサレム地域を
はな
すぐに離れます。

ることしか考えていないからです。

どう よう
サドカイ派の人たちはラザロの復活に激しく動 揺 し

ます。 復活を信じていないからです。 そのサドカイ派の
みな
カヤファがこう発言します。 「皆さんは何も分かっていま
ほろ
せん。 国民全体が滅 ぼされるよりも１人の人が民のた

もくげき
ラザロの復活を目撃した人たちはどのような反応をしましたか。
じゃあく
サンヘドリンの成員たちのどんな反応に邪悪さが表れていますか。
カヤファはそれと気付かずに， 神によってどんな預言を語りましたか。
２１５

ひ

ふ びょう

い

重い皮 膚 病を癒 やされた１人の人が感謝を示す
ルカ １７：１１‐１９

イエスは自分を殺そうとするサンヘドリンの計画を知
り， エルサレムの北東の方にあるエフライムという町に
のが
はな
逃れます。 そして， 敵から離れたその場所で弟子たちと
いっしょ
せいれき
一緒に過ごします。 （ヨハネ １１：５４） でも， 西暦３３年の
す こ
過ぎ越しが近づいているのでまた移動を始め， サマリア
を通って北のガリラヤに向かいます。 イエスが亡くなる
前にその地域を訪れるのは， これが最後です。
イエスが旅を始め， 村から村に移動していると， 重い
ひ ふ びょう
皮 膚 病 の男性１０人に出会います。 この病気にかかる
じょじょ
と， 手足の指や， 耳などの器官が徐々に失われる場合
ひ
があります。 （民数記 １２：１０‐１２） 律法下では， 重い皮
ふびょう
けが
けが
さけ
膚病 の人は， 「汚 れている， 汚 れている！」 と叫 ばなけ
はな
ればならず， ほかの人から離れて生活しなければなり
ませんでした。 （レビ記 １３：４５， ４６）
はな
それで１０人の男性は離れた所からイエスに向かって
あわ
か
大声でこう言います。 「イエス， 先生， 憐れみをお掛けく
ださい！」 するとイエスはその人たちを見て， 「自分を
祭司に見せに行きなさい」 と言います。 （ルカ １７：１３，
１４） イエスはそう指示することによって律法への敬意を
ひ ふ びょう
表しました。 律法では， 祭司たちが重い皮 膚 病が治っ
たかどうか判断し， その人を清いと宣言することになっ
いっしょ
ていたからです。 そうなれば， 健康な人たちと一緒に暮
らせるようになります。 （レビ記 １３：９‐１７）
き せき
いだ
１０人の男性は奇 跡 を行うイエスの力に確信を抱 い
い
ています。 それで， 癒やされる前に， 祭司に会いに行き

とちゅう かれ
しんこう
ます。 その途中， 彼らのイエスに対する信仰は祝福され
ます。 体が健康になっていくのを自分の目で見， また感
じたのです。
清くなった９人の男性はそのまま行ってしまいます。
ちが
でも１人は違 いました。 この人はサマリア人でしたが，
さが
引き返してイエスを捜 します。 イエスに深く感謝してい
き せき
たのです。 そして， これが神による奇跡 であることを認
め， 「大声で神をたたえ」 ました。 （ルカ １７：１５） イエス
ふ
を見つけると， 男性は足元にひれ伏して感謝します。
いっ しょ
イエスは自分と一 緒 にいる人たちにこう言います。
い
「１０人全員が癒やされたのではありませんか。 では， ほ
かの９人はどこにいるのですか。 神をたたえるために
もど
戻ってきたのは， この他国の人だけなのですか」。 それ
からイエスはサマリア人の男性に言います。 「立って，行
しんこう
きなさい。 あなたが良くなったのは信仰があったからで
す」。 （ルカ １７：１７‐１９）

い
あた
イエスは１０人の男性を癒やし， エホバ神から力を与

えられていることを示しました。 そして， １０人のうちの
い
１人はイエスに癒やされただけでなく， 命の道を歩み始
い
めました。 今の時代， 神がイエスを通してそうした癒や
しんこう いだ
しを行うことはありません。 しかし， イエスに信仰を抱く
なら， 永遠の命への道を歩むことができます。 では私た
ちは， サマリア人の男性のように， その道を歩む機会が
あた
与えられていることに感謝を表すでしょうか。

のが
イエスは自分を殺そうとする計画を知ってどこに逃れましたか。
ひ ふびょう
はな
かれ
１０人の重い皮膚病の男性がイエスから離れた所にいたのはなぜですか。 イエスが彼らに祭司の所へ行くようにと
言ったのはなぜでしたか。
サマリア人の男性が経験したことから， どんなことを学べますか。
２１６

ひ ふ びょう
い
イエスは１０人の重い皮膚病の人を癒やす
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人の子が現れる
ルカ １７：２０‐３７

イエスはサマリアかガリラヤにいます。 パリサイ派の人
たちはイエスに， 王国が来ることについて質問します。
かれ
はな ばな
どう どう
彼 らは王国が華 々 しく堂 々 と登場すると期待している
のです。 しかしイエスはこう言います。 「神の王国は目
ひとびと
立つ様子で来るのではなく， また人々が 『ここを見なさ
い！』 とか 『そこを！』 とか言うのでもありません。 見な
さい， 神の王国はあなた方のただ中にあります」。 （ル
カ １７：２０， ２１）
このイエスの言葉を， 王国は神に仕える人たちの心
の中にある， という意味に取る人もいるようです。 しか
し， そうではありません。 王国はイエスが話していた相
かれ
手， つまりパリサイ派の人たちの心の中ではなく， 彼ら
のただ中にあるのです。 神の王国の王として選ばれた
かれ
イエスが， まさに彼らの目の前にいたからです。 （マタイ

２１：５）

おそ
イエスは，恐らくパリサイ派の人たちが去ってから，王
くわ
国が来ることについて弟子たちに詳しく話します。 まず，
けん い
自分が王国の権威をもって臨在することについて，注意
すべき点を教えます。 「あなたたちが人の子の時を１日
でも見たいと願う時が来ます。 しかし， 見られません」。

ひとびと
イエスの話は続きます。 「人々が 『そこを見なさい！』
とか 『ここを見なさい！』 とか言います。 出ていったり後
か
いな ずま
を追い掛けたりしてはなりません。 稲 妻 が天の一方か
かがや
ら他方まで光り輝くように， 人の子も自分の日にそのよ
にせ
うになるからです」。 （ルカ １７：２３， ２４） 弟子たちは偽の
か
メシアを追い掛ける必要はありません。 イエスは， 本物
いなずま
のメシアは多くの場所から見える稲妻のようだ， と言い
けん い
ました。 ですから， イエスが王国の権威をもって臨在し
しょうこ
ていることの証拠は， 注意深い人たち全てにはっきり見
えるのです。

ひ かく
それからイエスはその時のことを昔の出来事と比 較
ひと びと
し， 人 々がどのような態度を取るかを話します。 「人の
子の時にはちょうどノアの時代のようなことが生じま
す。 ……同じく， ちょうどロトの時代のようなことが生
ひと びと
じます。 人 々 は食べたり， 飲んだり， 買ったり， 売った
り， 植えたり， 建てたりしていました。 しかし， ロトがソ
い おう
ドムから出た日に天から火と硫 黄が降って全ての人を
ほろ
滅ぼしました。 人の子が現れる日も同様です」。 （ルカ
１７：２６‐３０）

ひとびと
イエスは， ノアの時代とロトの時代の人々が， 食べた

まだ先であると言っています。 ある弟子たちはその時が

り， 飲んだり， 買ったり， 売ったり， 植えたり， 建てたりと
ふ だん
ほろ
いった普段通りの生活を送っていたために滅ぼされた，

早く来てほしいと思うでしょう。 しかし，神が定めた時が

と言っているのではありません。 ノアもロトもその家族

来るまでずっと待たなければなりません。

も， そういうことはしていました。 でも， ほかの人たちは

（ルカ １７：２２） イエスは， 人の子が王国で支配するのは

２１８

かれ
王国は彼らのただ中にある
イエスが現れる時， どのような状態になるか

神の意志を全く気にせずに暮らし， 自分がどんな時代
にいるかを考えようとしませんでした。 ですからイエス
はら
は， 神の意志によく注意を払い， それを熱心に行うよう
すす
ほろ
勧めています。 それが， 神が滅びをもたらす時に保護さ
れ， 生き続ける方法なのです。
ことがら
弟子たちは世の事柄に気を散らされないようにすべ
きです。 イエスはこう言います。 「その日， 屋上にいる人
は， 家の中に持ち物があっても取りに下りてはならず，
畑に出ている人も， 物を取りに帰ってはなりません。 ロ
トの妻のことを思い出しなさい」。 （ルカ １７：３１， ３２） ロ
トの妻は塩の柱になってしまいました。

じょう
イエスは， 人の子が王として支配する時に生じる状
きょう
ね どこ
況をさらにこう説明します。 「その夜， ２人が１つの寝床
にいて， 一方は連れていかれ， 他方は捨てられます」。
（ルカ １７：３４） ある人たちは救われますが， ある人たち
は捨てられて命を失います。
すると弟子たちは， 「主よ， どこでですか」 と質問しま
す。 それに対しイエスは， 「死体のある所にはワシも集
するど
まります」 と答えます。 （ルカ １７：３７） 弟子たちは鋭 い
視力を持つワシのように， 本物のキリスト， つまり人の
しんこう いだ
子の元に集まります。 その時， イエスは信仰を抱く弟子
たちを命を救う真理で養います。

王国がパリサイ派の人たちのただ中にあるとは
どのような意味ですか。
いなずま
キリストの臨在が稲妻のようであるとはどういう
意味ですか。
イエスの弟子たちが， 人の子がいつ来るかに注意を
はら
払うべきなのはなぜですか。

93

いの

けん そん

祈 りと謙 遜 さは大切
ルカ １８：１‐１４

ねば
いの
イエスは弟子たちに粘り強く祈ることの大切さを例えで
教えたことがあります。 （ルカ １１：５‐１３） 今イエスはサ
いの
あきら
マリアかガリラヤにいますが， 祈るのを諦めてはならな
いことを，例えを使ってもう一度教えます。 こう話します。
おそ
「ある町に， 神への畏れも人への敬意もない裁判官
がいました。 その町には１人のやもめもいて， しきりに
かれ
そしょう
彼の元に来ては， 『訴訟の相手との間で公正な裁判が
なされるようにしてください』 と言いました。 裁判官は

エホバ神がその裁判官に似ているというのではあり
ねば
たの
ません。 粘り強く頼まれると正しくない人間の裁判官で
ま ちが
も応じるのであれば， 神は間 違いなくそうしてくださる
あきら
いの
ということです。 神は正しく善良なので， 諦めずに祈 る
なら聞き届けてくださいます。 イエスの次の言葉からも
そう確信できます。 「［神は］速やかに公正が行われるよ
うにしてくださるのです」。 （ルカ １８：８）
ゆうふく
ゆうぐう
権力を持つ人や裕福な人が優遇され，立場の低い人
あつか
や貧しい人が公正に扱われないことはよくあります。 で
あつか かた
ちが
もそれは神の物事の扱い方 とは違 っています。 時が来
じゃあく
ばっ
れば，神は邪悪な人たちを罰し，神に仕える人たちに永
あた
遠の命を与えます。 そのようにして公正を行うのです。
しんこう いだ
では， このやもめのような信仰を抱き， 神が 「速やか
に公正が行われるようにしてくださる」 ことを本当に確
信している人はどれくらいいるのでしょうか。 イエスは
ねば
いの
いの
しんこう
粘り強く祈るべきであると教えた後， 祈りに対する信仰
しんこう
について話し， 「人の子は来る時， このような信仰を地
上で本当に見つけるでしょうか」 と言います。 （ルカ １８：
しんこう
８） これは，キリストが来る時にそうした信仰はあまり見
られないということを示しているようです。

しばらくは気が進みませんでしたが， その後， 心の中で
おそ
だれ
言いました。 『私は神を畏れず誰も敬いはしないが， こ
のやもめがうるさく言ってくるから， 公正な裁判がなさ
うった
れるようにしてやろう。 そうすれば， しつこく訴えて私を
困らせることはないだろう』」。 （ルカ １８：２‐５）
どんなことを学べますか。 イエスは次のように話しま
す。 「正しくない人とはいえ， この裁判官が言ったことを
さけ
聞きましたか。 では神は， 昼も夜もご自分に向かって叫
ぶ選ばれた者たちのために必ず公正が行われるように
かれ
しんぼう
してくださらないでしょうか。 神は彼らに対して辛抱して
います」。 （ルカ １８：６， ７） イエスは天の父について何を
教えていたのでしょうか。
２２０

しん
イエスの話を聞いている人たちの中には， 自分の信
こう だい じょうぶ
仰は大 丈夫 だと考えている人がいるようです。 自分は
こ
正しいと思い込み， ほかの人を見下しています。 イエス
はそうした人たちに対し， 次のような例えを話します。
いの
しんでん
「２人の人が祈りをするために神殿に上りました。 １人
ちょうぜいにん
はパリサイ派の人， もう１人は徴 税人でした。 パリサイ
いの
派の人は立って， 心の中でこう祈り始めました。 『神よ，
ひとびと
かん
私がほかの人々のように， ゆすり取る者， 不正な者， 姦
いん
ちょうぜいにん
淫をする者ではなく， この徴税人のようでもないことを
感謝します。 私は週に２回断食をし， 得る物全ての１０分
の１を納めています』」。 （ルカ １８：１０‐１２）
パリサイ派の人たちは，自分が正しいことを見せつけ

ねば
粘り強いやもめの例え
ちょう ぜい にん
パリサイ派の人と徴税人

かんめい あた
かれ
ることで有名です。 人に感銘を与えたいのです。 彼らは
月曜日と木曜日に断食をすることにしています。 それら
の日は大きな市場が開かれてにぎわうので， 大勢の人
かれ
から注目してもらえます。 彼らは小さな薬草であっても
きちょうめんに１０分の１を納めます。 （ルカ １１：４２） 数カ
かれ
いっぱん
けいべつ
月前に， 彼らは一般の人たちを軽蔑していることをはっ
きり示し， こう言いました。 「律法［つまり， 律法に対する
かいしゃく
パリサイ派の解釈 ］を知らないあの群衆は神に見放さ
れているのだ」。 （ヨハネ ７：４９）
ちょうぜいにん はな
イエスは続けます。 「一方， 徴税人は離れた所に立っ
て，天を見上げようともせず，胸をたたきながら， 『神よ，
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じ ひ
ちょう
罪人の私に慈悲をお示しください』 と言いました」。 徴
ぜいにん けんそん
税人は謙遜に自分の罪深さを認めます。 イエスは最後
にこう言います。 「あなた方に言いますが，この人はパリ
サイ派の人より正しいことが明らかになり， 家に帰って
こうまん
みなはずかし
けんそん
いきました。 高慢になる人は皆辱められますが，謙遜に
なる人は高く評価されるのです」。 （ルカ １８：１３， １４）
けんそん
このようにイエスは， 謙遜 であるようにとはっきり教
えます。 これは弟子たちにも大切な教訓です。 当時の
社会では， 自分が正しいと信じて疑わないパリサイ派
の人たちが立場や地位を重視していたからです。 もちろ
けんそん
ん， 謙遜さはイエスに従う全ての人にとって重要です。

うった
イエスは， やもめの訴えを聞き入れた裁判官の例えでどんなことを教えていましたか。
しんこう
イエスは， 自分が来る時にどんな信仰を見たいと思っていますか。
さ
イエスの弟子たちは， パリサイ派の人たちが示していたどんな態度を避けるべきですか。
２２１

り こん

離 婚 と子供たちへの愛について教える
マタイ １９：１‐１５

マルコ １０：１‐１６

ルカ １８：１５‐１７

イエスと弟子たちはガリラヤを出発してヨルダン川を
わた
渡り， ペレアを南下します。 イエスはこの前ペレアを訪
り こん
れた際， パリサイ派の人たちに離婚に関する神の規準
かれ
について話しました。 （ルカ １６：１８） 今回， 彼らはイエ
スを試そうとして同じ話題を持ち出します。
は
り こん
モーセは， 妻に 「恥ずべき点」 があれば夫は離婚 で
り こん こん きょ
きるとしました。 （申命記 ２４：１） 離 婚 の根 拠 について
こん
は， さまざまな意見があります。 かなりささいな点も根
きょ
拠になると考える人たちもいます。 それでパリサイ派の
り こん
人たちは， 「どんな理由でも， 妻を離婚してよいのでしょ
うか」 とイエスに質問します。 （マタイ １９：３）
たく
いっぱん
イエスは巧みに答えます。 一般の見方を引き合いに
ひとびと
出すことなく， 神の考えに人々の注意を向けたのです。
「あなた方は読まなかったのですか。 人間を創造した方
は， 初めから男性と女性に造り， 『それで， 男は父と母
はな
から離れて妻にしっかり付き， ２人は一体となる』 と言
べつ べつ
いました。 それで， ２人はもはや別 々 ではなく， 一体で
はな
す。 ですから， 神が結び合わせたものを， 人が離しては
けっ
なりません」。 （マタイ １９：４‐６） 神はアダムとエバを結
こん
けっこん
婚させた時， 結婚を解消する方法は定めませんでした。
パリサイ派の人たちは反論し， 「では， なぜモーセ
り こん
あた
り こん
は， 離婚証書を与えて妻を離婚するように， と指示した

いん
り こん
淫をすることになります」。 （マタイ １９：９） 聖書が離 婚
こんきょ
の正当な根拠としているのは， 性的不道徳だけです。
それで弟子たちは， 「妻に関して男の立場がそのよう
けっ こん
なものであれば， 結 婚 するのは良いことには思えませ
けっこん
ん」 と言います。 （マタイ １９：１０） 結婚 を考えている人
きずな
は， その絆 が永遠のものであることを覚えておくべき
です。
次にイエスは独身について話します。 ある人は生ま
けっ こん
れつき障害があり， 性関係を持てないので結 婚しませ
ん。 また， 障害を負わされて性関係を持てなくなったた
けっこん
こと
めに結婚しない人もいます。 さらに， 王国に関連した事
がら
柄を十分に行いたいと思っているので，性関係を楽しむ
けっこん
ことを自制し， 結婚しない人もいます。 それでイエスは
すす
こう勧めます。 「［独身］を受け入れることができる人は，
受け入れなさい」。 （マタイ １９：１２）
ひとびと
この時， 人々が幼い子供たちをイエスの所に連れて
しか
きます。 しかし弟子たちはその人たちを ります。 イエ
めいわく か
スに迷惑を掛けてはいけないと考えたのでしょう。 イエ
ふん がい
スはそれを見て憤 慨し， こう言います。 「子供たちを私
の所に来させなさい。 止めようとしてはなりません。 神
の王国はこの子供たちのような人のものだからです。

のですか」 と質問します。 （マタイ １９：７） イエスはこう
がん こ
答えます。 「モーセはあなた方の頑固さを考えて， 妻と
り こん
じょうほ
の離婚に関して譲歩したのです。 初めからそうなってい

はっきり言いますが， 幼い子供のように神の王国を受け

たわけではありません」。 （マタイ １９：８） 「初め」 という

これはとても大切な教訓です。 神の王国に入るには，

のは， モーセの時代のことではなく， 神がアダムとエバ
けっこん
を結婚させた時のことです。

幼い子供のように従順で教えやすい人でなければなり

入れる人でなければ， 決してそこに入れません」。 （マル
コ １０：１４， １５。 ルカ １８：１５）

それからイエスは重要な真理を教えます。 「あなた方

ません。 イエスは子供たちが大好きです。 それで， その
だ
子たちを抱き寄せて祝福し始めます。 イエスはそのよう

に言いますが， 性的不道徳［ギリシャ語， ポルネイア］以
り こん
けっこん
かん
外の理由で妻を離婚して別の女性と結婚する人は， 姦

な優しい愛を， 「幼い子供のように神の王国を受け入
いだ
れる人」 全てに対して抱いているのです。 （ルカ １８：１７）

２２２

り こん
イエスは離婚についての神の見方を教える
独身の立場
幼い子供のようでなければならない
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り こん
パリサイ派の人たちは離婚のことで， どのようにイエスを試しましたか。
り こん
イエスは離婚に関する神の規準についてどんなことを教えましたか。
イエスの弟子のうち， ある人たちが独身でいるのはなぜですか。
イエスは子供たちへの接し方を通してどんなことを教えましたか。
２２３

ゆう ふく

若くて裕 福 な支配者の質問に答える
マタイ １９：１６‐３０

マルコ １０：１７‐３１

ルカ １８：１８‐３０

イエスはエルサレムを目指してペレアを旅しています。
ゆうふく
すると若くて裕福な支配者がイエスの所に走ってきてひ
ざまずきます。 この人は 「ある支配者」 と言われていま
しゅさい
すが， 会堂の主宰役員かサンヘドリンの成員なのでしょ
う。 こう質問します。 「善い先生，永遠の命を受けるには
何をしなければなりませんか」。 （ルカ ８：４１； １８：１８；
２４：２０）
イエスは， 「なぜ私のことを善いと呼ぶのですか。 神
だれ
以外に善い者は誰もいません」 と答えます。 （ルカ １８：
１９） この若い支配者はラビたちがしているように， 「善
しょうごう
い」 という言葉を称 号 として使っているようです。 イエ
スは優れた教師です。 それでもイエスは， 「善い」 とい
しょうごう
う称号にふさわしいのは神だけであると教えます。
イエスはその人に， 「命を受けたいなら， おきてを絶
すす
えず守りなさい」 と勧めます。 男性は， 「どのおきてです
たず
じっかい
かんいん ぬす
か」 と尋ねます。 イエスは十戒から， 殺人， 姦淫， 盗み，
いつわ
偽 りの証言， 親を敬うことについての命令を引用しま
りんじん
す。 それから， もっと重要な命令， 「隣人を自分自身の
ように愛さなければならない」 を付け加えます。 （マタ
イ １９：１７‐１９）
男性は， 「その全てを守ってきました。 まだ何が足り
ないのですか」 と言います。 （マタイ １９：２０） 永遠の命
はな ばな
を得るにはさらに何か華 々 しいことをしなければなら
ないと考えていたのかもしれません。 イエスは相手の
いだ
ひたむきさを感じ取り， その人に 「愛を抱」 きます。 （マ
ルコ １０：２１） しかし， その人には１つ， 障害となるもの
がありました。
所有物に強い愛着があったのです。 それでイエスは
こう言います。 「あなたには１つのことが欠けています。
あた
行って， 持っている物を全て売り， 貧しい人たちに与 え
なさい。 そうすれば， 天に宝を持つようになります。 そ
２２４

ゆう ふく
裕福な男性が永遠の命について質問する

れから来て， 私の弟子になりなさい」。 その人は， 何の
あた
お返しもできない貧しい人たちにお金を与えて， イエス
の弟子になることができたはずです。 しかしその人は悲
あわ
しげに， その場を立ち去ります。 イエスはそれを見て憐
れみを感じたことでしょう。 その人は 「多くの資産」 に
いだ
愛着を抱いていたので， 本物の宝が見えなくなっていた
のです。 （マルコ １０：２１， ２２） イエスはこう言います。
ひとびと
「お金を持つ人々が神の王国に入っていくのは何と難し
いのでしょう」。 （ルカ １８：２４）
おどろ
イエスは弟子たちを驚かせる言葉をさらに語ります。
ゆうふく
ぬ
「実際， 裕福な人が神の王国に入るよりは， ラクダが縫
ばり
い針 の穴を通る方が簡単です」。 それで弟子たちは，
だれ
たず
「いったい誰 が救われるのでしょうか」 と尋 ねます。 救
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造される時のことを言っていました。 将来ペテロや他の
弟子たちは報いを受け， イエスと共に地上の楽園を支
ぎ せい
はら
配するのです。 その報いはどんな犠 牲 でも払 う価値が
ある素晴らしいものです。
報いは将来だけでなく， 今でも経験できます。 イエス
はこう言います。 「神の王国のために，家，妻，兄弟，親，
みな
あるいは子供を後にした人は皆， この時期に何倍も得
て，新しい体制で永遠の命を得ます」。 （ルカ １８：２９，３０）
すうはいしゃ
弟子たちはどこへ行っても，仲間の崇拝者たちとの素
晴らしい友情を楽しめます。 それは家族よりも強くて貴
きずな
ゆうふく
重な絆です。 残念ながら，先ほどの若くて裕福な支配者
は， そうした祝福や神の天の王国での命を得損なって
しまったと言えるでしょう。

われるのは難し過ぎることなのでしょうか。 イエスは弟

イエスはさらにこう話します。 「しかし， 多くの最初の

子たちをじっと見てこう答えます。 「人には不可能なこ

人たちが最後に， 最後の人たちが最初になります」。

とも神には可能です」。 （ルカ １８：２５‐２７）
ゆうふく
ちが
ペテロはその裕福な男性とは違う生き方をしてきた

（マタイ １９：３０） これはどういう意味でしょうか。

ことを示し， 「見てください！ 私たちは全てのものを後

初の人たち」 に属していました。 神の命令を守る人であ
み こ
り， イエスの弟子となって多くの良いことを行える見 込

にして， あなたに従ってきました。 私たちは何を受ける
のでしょうか」 と質問します。 イエスはそれに答えて， 正

その若い支配者は，ユダヤ人の指導者たちと同じ 「最

しい生き方がどんな結果になるかを教えます。 「再創造

みがありました。 しかし， お金や所有物を第一にしてい
いっぱん
たのです。 対照的に， 地の民とされる一般の人たちはイ

の際，人の子が栄光の座に座る時に，私に従ってきたあ

エスの教えが真理であり， 命に導くものであることを理

なたたちも１２の座に座り， イスラエルの１２部族を裁き

解するようになりました。 いわば 「最後の人たち」 が
かれ
「最初」 になったのです。 彼らには，イエスと共に天で王

ます」。 （マタイ １９：２７， ２８）
イエスは， エデンの園に見られた状態が地上に再創

座に座し，地上のパラダイスを支配する希望があります。

どんな人がイエスの所にやって来ましたか。
こば
イエスが 「善い」 と呼ばれることを拒んだのはなぜですか。
イエスは弟子たちにどんな報いを約束しましたか。
「最初の人たちが最後」 に， 「最後の人たちが最初」 になるとはどういう意味ですか。
２２５

ブドウ園の労働者の例え話
マタイ ２０：１‐１６

イエスはペレアで， 「多くの最初の人たちが最後に， 最
後の人たちが最初になります」 と教えました。 （マタイ
１９：３０） それから，その点を裏付けるため，ブドウ園の労
働者の例え話を始めます。
「天の王国は，ある家の主人のよう……です。 主人は，
やと
で か
ブドウ園の労働者を雇うために朝早く出掛けました。 労
働者たちと１日１デナリで合意し， ブドウ園に行かせまし
で か
た。 午前９時ごろにも出掛けると， 仕事がなくて広場に
立っている人たちがいました。 そこで， 『あなたたちもブ
はら
ドウ園に行きなさい。 相応の賃金を払います』 と言いま
した。 それでその人たちは行きました。 主人は昼の１２
で か
時ごろと午後３時ごろにも出掛 けて， 同じようにしまし
で か
た。 最後に， 午後５時ごろに出掛けて， ほかにも立って
いる人たちを見つけ， 言いました。 『なぜ仕事をしない

ドウ園で短時間だけ働く労働者のように， 神にそれほど
ほう し
奉仕していない人たちと見ています。 イエスの例え話で
はそれらの人たちは朝の９時ごろ， 昼の１２時ごろ， 午後
やと
３時ごろ， 午後５時ごろに雇われた人たちです。
ひとびと
イエスに従う人々は， 「神に見放されている」 と見な
されています。 （ヨハネ ７：４９） 漁師などの仕事をして
せいれき
きた人たちです。 しかし， 西暦２９年の秋に 「ブドウ園の
つか
主人」 はイエスを遣わし， そのような立場の低い人たち
か
に， 弟子となって神のために働くよう呼び掛 けました。
かれ
彼らはイエスが述べた 「最後の人たち」 であり， 午後５
やと
時ごろブドウ園に雇われた人に当たります。
イエスはこの例え話の最後で， １日の終わりごろのこ
とを説明します。 「夕方になった時， ブドウ園の主人は
はら
責任者に言いました。 『労働者たちを呼んで， 賃金を払

で一日中ここに立っていたのですか』。 その人たちは言
だれ やと
いました。 『誰も雇ってくれなかったからです』。 主人は

いなさい。 最後の人から順に最初の人までです』。 午

言いました。 『あなたたちもブドウ園に行きなさい』」。

した。 それで， 最初の人たちは来た時， もっと受け取れ

（マタイ ２０：１‐７）

ると考えましたが， やはり１デナリずつでした。 それを受

ひとびと
この話を聞いていた人々は， 「天の王国」 や 「家の主

人」 という言葉を聞いてエホバ神について考えたこと

後５時の人たちが来て， それぞれ１デナリを受け取りま

け取ると，家の主人に文句を言い始め， 『この最後の人

でしょう。 聖書ではブドウ園の所有者はエホバを表して

たちは１時間働いただけです。 それなのに， 焼け付く暑
あつか
さの中で一日中働いた私たちと同じ扱いなのですか！』

いるからです。 ブドウ園とはイスラエル国民のことでし

と言いました。 しかし主人はその１人に言いました。

た。 （詩編 ８０：８，９。 イザヤ ５：３，４） イエスの話では，律
けいやく
法契約に入っている人たちがブドウ園の労働者に例え

『あなたに不当なことは何もしていません。 １デナリで

られています。 しかしイエスが語っているのは， 過去で
じょうきょう
はなく， その当時の状況です。
り こん
離 婚 の問題についてイエスを試そうとしたパリサイ
すうはい
派のような宗教指導者たちは， 神への崇拝のために働

合意したではありませんか。 自分の分を受け取って，
あた
行きなさい。 この最後の人にもあなたと同じように与
えたいのです。 私は自分のもので望むことをしてもいい
のではありませんか。 それとも， 私が善良なので， あな
たはねたむのですか』。 このように， 最後の人たちが最

き続けていると見なされています。 ですから，丸１日働い

初に， 最初の人たちが最後になります」。 （マタイ ２０：

て１デナリの賃金を期待している労働者のようです。
いっぱん
そのような宗教指導者たちは一般のユダヤ人を， ブ

８‐１６）

２２６

弟子たちはその言葉の意味を知りたいと思ったこと

ブドウ園の労働者の 「最後の人たち」 が 「最初」 になる

でしょう。 自分のことを 「最初の人たち」 と考えていた
ユダヤ人の宗教指導者たちは， どのようにして 「最後」
になるのでしょうか。 イエスの弟子たちは，どのようにし
て 「最初」 になるのでしょうか。
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せい
ラテア ６：１６。 マタイ ２３：３８） バプテストのヨハネも， 聖
れい
霊によるバプテスマについて述べた時に， 新しい 「神の
ふ
イスラエル」 となる人たちのことに触 れました。 「最後
かれ
せいれい
の人たち」 が最初になったのは，彼らが聖霊によるバプ

たち」 と見られていましたが， １日分の賃金を受け取

テスマを受け， 「地上の最も遠い所にまで」 イエスの証
あた
人になるという特別な仕事を与えられた時です。 （使徒

ることにより 「最初」 になります。 神はイエスの死とと

１：５， ８。 マタイ ３：１１） イエスが述べた大きな変化の意

もにイスラエル国民を捨て， 新しい国民として 「神のイ

味を理解した弟子たちは， 「最後」 になった宗教指導

スラエル」 を選びます。 それは大きな変化でした。 （ガ

者たちからの激しい反対を予期したことでしょう。

イエスの弟子たちは宗教指導者たちから 「最後の人

だれ
「ブドウ園の主人」 がエホバを表していると言えるのはなぜですか。 ブドウ園の 「労働者たち」 は誰ですか。
イエスがこの例え話で述べている大きな変化とは何のことですか。
その変化が明らかになるのはいつですか。
２２７

使徒たちは再び目立った立場を求める
マタイ ２０：１７‐２８

マルコ １０：３２‐４５

ルカ １８：３１‐３４

イエスと弟子たちは南のエルサレムを目指してペレア
を旅してきました。 その旅の終わりごろ， エリコ近辺の
わた
せい れき
す こ
ヨルダン川を渡 ります。 西 暦 ３３年の過 ぎ越 しを祝うた
かれ
いっしょ
め彼らと一緒に旅行する人たちもいます。
す こ
イエスは過ぎ越しの日までにエルサレムに着けるよう，
しっかりした足取りで弟子たちの先頭を歩いています。
しかし，弟子たちは不安です。 少し前，ラザロが死んでイ
エスがペレアからユダヤに入ろうとした時， トマスは仲
間の弟子たちに， 「私たちも行こう。 共に死ぬのだ」 と
言いました。 （ヨハネ １１：１６， ４７‐５３） エルサレムに行く
のは危険です。 弟子たちの気持ちはよく分かります。
ことがら
イエスはこれから起こる事柄に備えさせるため， 使徒
わき
たちを脇に連れていき， こう言います。 「私たちはエルサ
レムに上っていきます。 人の子は祭司長と律法学者た
わた
ひと びと
ちに引き渡 され， 死に値すると断罪されて異国の人 々
わた
に引き渡 されます。 人の子はあざけられ， むち打たれ，
くい か
杭 に掛 けられて死にます。 そして３日目に生き返りま
す」。 （マタイ ２０：１８， １９）
イエスが自分の死と復活について弟子たちに語るの
はこれが３度目です。 （マタイ １６：２１； １７：２２， ２３） でも
くい か
この時イエスは， 自分は杭に掛けられて死ぬ， と言いま
おそ
した。 弟子たちは聞いても意味が分かりません。 恐らく，
イスラエルの王国が地上に回復されるのを期待してい
えい よ
たのでしょう。 キリストと共に地上の王国で栄光と栄誉
を受けたいのです。
使徒であるヤコブとヨハネの母親（サロメと思われ
いっ しょ
る）も一 緒 に旅行していました。 イエスはそれら２人の
かみなり
あた
使徒たちに 「雷 の子たち」 を意味する名前を与 えまし
た。 ２人の気性が激しかったからでしょう。 （マルコ ３：
１７。 ルカ ９：５４） この使徒たちは以前から， キリストの
いだ
王国で目立った立場を得たいという野心を抱いていま
２２８

イエスは再び自分の死を予告する
目立った立場を求める使徒たちを教える
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した。 母親はそのことを知り， 息子たちの代わりにイエ
たの ごと
スに近づき， 身をかがめてイエスに頼み事をします。 イ

のはヤコブとヨハネだったのかもしれません。 （ルカ ９：

エスが 「願いは何ですか」 と聞くと，母親は， 「この息子

として行動するようにというイエスの教えを１２使徒が当

たちがあなたの王国で１人はあなたの右に，１人は左に

てはめていなかったことが明らかになりました。 目立っ

座れるようにしてください」 と答えます。 （マタイ ２０：

た立場を得たいという欲求は根深いものでした。

４６‐４８） それはともかく， この出来事から， より小さな者

します。 ２人は， 「できます」 と答えます。 （マタイ ２０：２２）

ふん
イエスは弟子たちの口論とその結果生じた険悪な雰
い き
囲 気 を解決するために行動します。 １２人を呼び集め，
こ
愛を込 めてこう助言します。 「あなたたちは， 諸国の支
い ば えら
けん
配者と見なされている人たちが威張り，偉い人たちが権
い ふ
威を振るうことを知っています。 あなたたちの間ではそ
えら
ほう し しゃ
うであってはなりません。 偉くなりたい人は奉仕者でな
みな ど れい
ければならず， １番でありたい人は皆の奴隷でなければ

まだ自分の言っていることの意味が分かっていないよう

なりません」。 （マルコ １０：４２‐４４）

２０， ２１）
実際のところ， これはヤコブとヨハネの願いでした。
はじ
イエスはすでに， 自分がこれから恥をかかされつらい経
験をすると語っていました。 それで２人に， 「あなたた
ちは， 自分が何を求めているか分かっていません。 私が
さかずき
飲もうとしている杯から飲むことができますか」 と質問

です。
それでも， イエスはこう言います。 「確かに， あなたた
さかずき
ちは私の杯から飲むでしょう。 しかし， 私の右また左に

イエスは素晴らしい手本を残しました。 それでこう言

座ることは， 私が決めることではありません。 その場所

います。 「ちょうど人の子が， 仕えてもらうためではなく，
か
あがな
仕えるため， また自分の命を， 多くの人と引き換える贖
あた
いとして与えるために来たのと同じです」。 （マタイ ２０：

は， そこに座る者たちのために， 天にいる私の父によっ

２８） ３年以上にわたり， イエスは他の人に仕えてきまし

て用意されています」。 （マタイ ２０：２３）

た。 そして人類全体のために死ぬことまでするのです。
なら
弟子たちもキリストに倣 い， 仕えてもらうよりも仕えた

ヤコブとヨハネの願いを聞いて， 他の１０人の使徒た
おこ
だれ
えら
ちは怒ります。 以前に使徒たちの間で誰が一番偉いの
かという口論があった時， 思ったことをずばずば言った

い， 目立った立場を求めるのではなく， より小さな者に
なりたいという気持ちを持たなければならないのです。

イエスはこれから生じる出来事に弟子たちを備えさせるため， どんなことをしましたか。
たの ごと
２人の弟子はイエスにどんな頼み事をしましたか。 他の弟子たちはどんな反応をしましたか。
弟子たちが目立った立場を得たいという欲求を示した時， イエスはどうしましたか。
２２９

もう もく

い

盲目の男性を癒 やし， ザアカイを助ける
マタイ ２０：２９‐３４

マルコ １０：４６‐５２

ルカ １８：３５–１９：１０

いっ しょ
イエスは一 緒 に旅をしている人たちと共にエリコに着
きます。 そこからエルサレムまでは歩いて１日で着きま
す。 エリコは２つの町から成っていました。 古い方のエ

ぬ
おど
衣を脱 ぎ捨てて躍 り上がり， イエスの所に行きます。
たず
イエスは， 「何をしてほしいのですか」 と尋ねます。 す

リコは，ローマ時代に建てられた新しい方のエリコから
ひとびと
１．６㌔ほどの所にありました。 イエスと人々が片方の町
もうもく もの ご
から出てくると， ２人の盲目の物乞いがざわめきを聞き

ると２人は， 「主よ， 目が見えるようにしてください」 と
たの こ
頼み込みます。 （マタイ ２０：３２， ３３） かわいそうに思っ
ふ
たイエスは２人の目に触れます。 そして１人に向かって，
しんこう
「行きなさい。 あなたが良くなったのは信仰があったか

付けます。 その１人の名前はバルテマイです。

らです」 と言います。 （マルコ １０：５２） すると２人とも目

イエスがそばを通っていると聞くと， バルテマイとも
あわ
か
う１人の男性は， 「主よ， 憐 れみをお掛 けください， ダ
さけ
ビデの子よ！」 と叫び始めます。 （マタイ ２０：３０） ある人

が見えるようになり， 神をたたえ始めました。 起きた出
ひとびと
もうもく
来事を見た人々も神を賛美します。 そして， 盲目だった

たちは静かにしているようにと厳しく言いますが， ２人
さけ
さわ
はますます大声で叫 びます。 騒 ぎに気が付いたイエス
さけ
は足を止め， 叫んでいる人たちを連れてくるようにと言
ひとびと
います。 人 々 は２人の所に行ってその片方に， 「勇気を

非常に大勢の人に取り囲まれながらイエスはエリコ
もうもく
い
の中を進んでいきます。 盲目の２人を癒やした人を一目
みな
見たいと皆 が思っています。 イエスの元に前後左右か
お
ら人が押し寄せているので， イエスの姿をちらりとさえ

出して， 立ち上がりなさい。 あなたをお呼びだ」 と伝

見ることができない人もいます。 エリコとその周辺地域
ちょうぜいにん
の徴税人の長であるザアカイもその１人です。 背が低い

えます。 （マルコ １０：４９） するとその人は大喜びし， 外

２人はイエスの後に従い始めます。

ザアカイには何が起きているか見えません。 それで先
の方に走っていって， エジプトイチジク（またはイチジク
グワ）の木に登ります。 そこからだと全てが見えます。 近
くに来たイエスは木の上にいるザアカイを見て， 「ザア
カイ， 急いで下りてきなさい。 私は今日あなたの家に必
ず行きます」 と言います。 （ルカ １９：５） それでザアカイ
もど
むか
は下りてきて急いで家に戻り， 大切な客を迎 える準備
をします。
このやりとりを見た人たちは文句を言い始めます。 罪
人と見なされているような男の所へイエスが客として
行くのはふさわしくないと思っているのです。 ザアカイ
ちょうぜい
ひとびと
は徴税の仕事の際，不正直な方法で人々からお金を巻
ゆうふく
き上げ， 裕福になっていたからです。
ひとびと
イエスがザアカイの家に入ると人々は， 「罪人の家に
客として行った」 と不平を言います。 でもイエスはザア
２３０

もう もく
い
イエスはエリコで盲
目の男性を癒
やす
ちょう ぜい にん
く
徴税人のザアカイが悔い改める

く
カイが悔 い改める可能性を見ていました。 イエスの期
待は裏切られません。 ザアカイは立ち上がり， イエスに
ひと びと
こう言ったのです。 「主よ， 持ち物の半分を貧しい人 々
あた
に与えますし， ゆすり取ったものは何でも４倍にして返
します」。 （ルカ １９：７， ８）
く
本当に悔い改めていることがよく分かります。 ザアカ
だれ
ちょうぜいちょうぼ
イは， 誰からどのくらい巻き上げていたかを徴税帳簿か
ちか
ら計算できたようです。 そして４倍にして返すと誓いまし
はら
た。 これは， 律法で規定されている以上の額を払うこと
を意味していました。 （出エジプト記 ２２：１。 レビ記 ６：
２‐５） それだけでなく， 自分の持ち物の半分を貧しい人
あた
たちに与えるとまで約束したのです。
く
イエスはザアカイが悔い改めたことがはっきり分かっ
たのでうれしく思い，こう言います。 「今日この家は救わ
れました。 この人もアブラハムの子だからです。 人の子
さが
は， 迷い出た人を捜して救うために来たのです」。 （ルカ
１９：９， １０）
最近イエスは， いなくなっていた息子についての例え
じょうきょう
話をして， 迷い出た人の状 況に注意を向けたばかりで
す。 （ルカ １５：１１‐２４） そして今， いなくなっていたも同
然の人が見つかるという実例を示したのです。 宗教指
導者やその支持者たちはイエスに不平を言い， ザアカ
イのような人に注目したことでイエスを批判します。 そ
さが
れでもイエスは，アブラハムの子で迷い出た人たちを捜
もど
し， 連れ戻す努力を続けます。
もうもく
イエスはどこで２人の盲目の男性に出会いましたか。
イエスは２人のために何をしましたか。
ザアカイとはどんな人でしたか。 ザアカイは本当に
く
悔い改めていることをどのように示しましたか。
イエスのザアカイへの接し方からどんな教訓を
学べますか。
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１０ミナの例え話
ルカ １９：１１‐２８

とちゅう
イエスはエルサレムに向かう途中ですが，まだ弟子たち
いっしょ
と一緒にザアカイの家にいるようです。 弟子たちは， イ
エスが王となる 「神の王国」 がすぐにも設立されると思
こ
い込んでいます。 （ルカ １９：１１） その誤解を解くため， イ

イエスが自分たちの王になることを望んでいません。
（ヨハネ １９：１５， １６。 使徒 ４：１３‐１８； ５：４０）
ど れい
例え話の１０人の奴隷たちは， 「高貴な生まれの男性」
あた
もど
たく
が 「王権」 を与えられて戻って来るまで， 自分たちに託

え話を語ります。

もど
「ある高貴な生まれの男性が，王権を確立して戻るた

されたミナをどのように用いるのでしょうか。 イエスは
もど
こう続けます。 「やがて主人は王権を確立して戻 った
あた
ど れい
時，お金を与えておいた奴隷たちを呼び寄せました。 商

めに遠くの土地へ旅行に出ました」。 （ルカ １９：１２） そ

取引でもうけたものを確かめるためでした。 最初の人

うした旅行は時間がかかります。 「ある高貴な生まれの

が進み出て言いました。 『主よ， 頂いた１ミナで１０ミナ
がん ば
をもうけました』。 主人は言いました。 『よく頑張りまし
ど れい
た， あなたは良い奴隷です！ 非常に小さな事において
けん い あた
忠実であることを示したので，１０の町に対する権威を与

エスは王国の設立がまだ遠い将来であることを示す例

男性」 とはイエスのことで， イエスは 「遠くの土地」 であ
あた
る天に旅をし， そこで天の父から王権を与えられます。
ど れい
「高貴な生まれの男性」 は旅に出る前に１０人の奴隷
あた
を呼び， それぞれに１ミナ分の銀貨を与えます。 そして，
もど
「私が戻って来るまでこれで商売をしなさい」 と言いま
す。 （ルカ １９：１３） ミナという単位は， かなりの高額で
す。 １ミナは， 畑仕事３カ月分の給料よりも多いのです。
ど れい
弟子たちは１０人の奴隷が自分たちを表すと分かった
かれ
しゅうかく
でしょう。 イエスは以前にも彼らを収穫のための働き手
に例えたからです。 （マタイ ９：３５‐３８） もちろん， イエス
かれ
しゅうかく
は彼らに収穫した穀物を持ってくるよう言っていたので
ひとびと
はありません。 人々を弟子とし，神の王国で支配を行う
人を増やすように， と言っていたのです。 弟子たちはそ
の活動のために自分の時間や体力や資産を用います。
イエスは続きをこう話します。 「市民は［高貴な生まれ
にく
の男性］を憎み， 使節団を後から送って， 『あなたが私
たちの王になることは望みません』 と言わせました」。
（ルカ １９：１４） 弟子たちは， ユダヤ人たちがイエスを受
け入れないこと， イエスを殺そうとまでする人がいるこ
とを知っています。 ユダヤ人の多くはイエスが亡くなり
はくがい
天へ行った後， その弟子たちを迫害することにより， イ
かれ
エスに対する敵対的な態度を明らかにします。 彼らは，
２３２

えましょう』。 ２番目の人が来て言いました。 『主よ，頂い
た１ミナで５ミナを得ました』。 主人は言いました。 『あ
なたも５つの町を受け持ちなさい』」。 （ルカ １９：１５‐１９）
ど れい
これらの奴隷のように， 体力， 時間， 資産をフル活用
して弟子を増やす努力をしているという自覚があるな
ら， イエスに喜んでもらえると分かって安心できます。 勤
勉さは報われると確信できるのです。 イエスの弟子が
きょうぐう
あた
全員， 同じ境遇にあるわけではありません。 与えられて
あた
いる機会や能力もさまざまです。 それでも 「王権」 を与
はら
えられたイエスは， 一人一人が払った忠実な努力をき
ちんと認め， 祝福します。 （マタイ ２８：１９， ２０）
ど れい
イエスは例え話の最後で， 対照的な奴隷について話
ど れい
します。 「しかし，別の［奴隷］が来て言いました。 『主よ，
かく
頂いた１ミナがここにあります。 布にくるんで隠 してお
こわ
きました。 あなたが怖かったのです。 あなたは厳しい方
で， 預けなかったものを引き出し， まかなかったものを
か
刈 り取られるからです』。 主人は言いました。 『私はあ
ど れい
なた自身の言葉によってあなたを裁きます。 悪い奴 隷
よ。 私が厳しい人間で， 預けなかったものを引き出し，
か
まかなかったものを刈 り取ることを知っていたのです

イエスは１０ミナの例え話を語る

ね。 それなら， なぜ私の金を銀行に入れなかったので
もど
いっしょ
すか。 そうすれば，私は戻って来た時に利息と一緒に受
け取れたでしょう』。 そして， そばに立っている人たちに
言いました。 『この男からその１ミナを取って， １０ミナを
あた
持っている人に与えなさい』」。 （ルカ １９：２０‐２４）
ど れい
この奴 隷 は主人の王国の資産を増やさなかったの
で， 持っているものさえ失います。 使徒たちは神の王国
でイエスが支配することを心待ちにしています。 ですか
ど れい
ら， ３人目の奴隷のことを聞いて， もし勤勉でないなら，
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王国での立場は得られないことを理解したでしょう。
イエスの言葉は忠実な弟子たちの意欲に火を付け
ちが
たに違 いありません。 イエスは例え話の結びにこう言
みな
います。 「あなたたちに言います。 持っている人は皆， さ
あた
らに与えられますが， 持っていない人は， 持っているも
のまで取り上げられます」。 加えて， イエスが 「王となる
かれ
しょけい
ことを望まなかった敵たち」 について， 彼らは処刑され
ることになる， と話します。 その後， イエスはエルサレム
への旅を続けます。 （ルカ １９：２６‐２８）

イエスがミナの例え話をしたのはなぜでしたか。
だれ
で か
「高貴な生まれの男性」 とは誰ですか。 その人が出掛けた 「遠くの土地」 とはどこでしたか。
ど れい
だれ
にく
だれ
奴隷たちは誰を表していますか。 「高貴な生まれの男性」 を憎んでいる市民とは誰のことですか。
あた
ど れい
ど れい
ちが
報いを与えられた奴隷とミナを取り上げられた奴隷には， どんな違いがありましたか。
２３３

セ ク ショ ン

6

最後の伝道活動

「あなたの王がやって来る」。
マタイ ２１：５

ベタニヤのシモンの家で食事をする
マタイ ２６：６‐１３

マルコ １４：３‐９

ヨハネ １１：５５–１２：１１

とちゅう
イエスはエリコを出てベタニヤに向かいます。 途中， 険
しい山道を２０㌔も歩いて登らなければなりません。 エ
リコは海面より２５０㍍ほど低い所， ベタニヤは海面より
６００㍍以上高い所にあります。 ラザロは２人の姉妹たち
とベタニヤの小さな村で暮らしています。 エルサレムか
はな
ひがししゃめん
ら約３㌔離れた， オリーブ山の東斜面にある村です。
す こ
過ぎ越しを祝うため， 多くのユダヤ人がすでにエルサ
とうちゃく
さわ
けが
レムに到着しています。 死体に触ったりすると汚れてし
ぎしきじょう
まうので， 「儀式 上 の清めをするために」 早く来るので
しん でん
す。 （ヨハネ １１：５５。 民数記 ９：６‐１０） 早く着いて神 殿
す こ
に集まっている人たちは， イエスが過ぎ越しの祭りに来
るかどうか予想し合っています。 （ヨハネ １１：５６）
いろいろな意見が飛び交います。 宗教指導者の中に
つか
は， イエスを捕まえて殺したいと思っている人もいます。
かれ
実際彼らは，イエスの居場所が分かったなら通報するよ
つか
う命令していました。 「イエスを捕 まえるため」 です。
かれ
（ヨハネ １１：５７） 彼らは以前にも， ラザロを復活させた
後にイエスを殺そうとしたことがあります。 （ヨハネ １１：
４９‐５３） それで， そもそもイエスが人の大勢いる所に現
れるかどうか分からない， と考える人もいます。
す こ
イエスは 「過ぎ越しの６日前」 の金曜日に， ベタニヤ
とうちゃく
にちぼつ
に到 着します。 （ヨハネ １２：１） 日没 と同時に新しい日

ひ ふびょう
い
「重い皮膚病だった」 とされています。 きっとイエスに癒
かのじょ
やしてもらったのでしょう。 働き者のマルタは， 彼女らし
く客たちにこまやかな心配りをしています。 マリアはと
き づか
いうと，イエスに特別の気遣いを示します。 しかし，今回
はそれがきっかけで， ある議論を引き起こします。
こう ゆ じゅんすい
マリアは， 「香油， 純粋のナルド［が］１ポンド」 入って

ベタニヤに住むシモンがイエスと友人たちを土曜の

いる雪花石こうの容器，つまり小さなつぼのふたを開け
こう ゆ
ます。 （ヨハネ １２：３） この香油は大変高価なもので，値
こう ゆ
段は１年分の給料（３００デナリ）に相当します。 その香油
かみ け ふ
をマリアはイエスの頭と足に注ぎ， 髪の毛で拭きます。
かお
すると家中に良い香りが広がります。
こう ゆ
ところが弟子たちは腹を立てて， 「この香油をどうし
む だ づか
て無 駄 遣 いするのか」 と言います。 （マルコ １４：４） ユ
こう ゆ
ダ・イスカリオテも， 「どうしてこの香 油 を３００デナリで
ほどこ
売って， 貧しい人たちに施しをしなかったのか」 と批判

夕食に招待します。 ラザロも招かれています。 シモンは

します。 （ヨハネ １２：５） ユダがそう言ったのは， 貧しい

（ニサン８日， 安息日）が始まるので， イエスは金曜の夕
にち ぼつ
方までにこの旅を終えていました。 金曜の日 没から土
にちぼつ
曜の日没までは安息日であり， 安息日の旅行はユダヤ
人の律法で禁じられていました。 ですから， イエスがそ
の間にエリコからベタニヤまで旅をしたとは考えられ
ません。 ベタニヤでは， 以前と同じようにラザロの家に
行ったものと思われます。

２３６

もど
イエスはエルサレム近くのベタニヤに戻
る
こう ゆ
マリアはイエスに香油を注ぐ

か
人たちのことを本当に気に掛けていたからではなく， 自
ぬす
分が管理していた弟子たちの金箱からお金を盗んでい
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伝えられる所では， この女性がしたことも語られ， 思い

イエスはマリアをかばい， こう言います。 「なぜこの女

起こされます」。 （マタイ ２６：１０‐１３）
たいざい
イエスはベタニヤに１日以上滞在しているので， その
わた
ことが知れ渡り， 大勢の人がイエスや 「生き返らされた

性を困らせようとするのですか。 私に立派なことをしてく

ラザロ」 を見るためにシモンの家にやって来ます。 （ヨ

れたのです。 貧しい人たちはずっといますが， 私はずっ
こう ゆ
といるわけではありません。 この女性がこの香 油 を私
ほうむ
の体に付けたのは， 私が葬られる時のための準備です。

ハネ １２：９） それを知ると祭司長たちは， イエスもラザ

たからです。

はっきり言いますが， 世界中どこでもこの良い知らせが

ロも殺そうと相談します。 ラザロが生きていると， たくさ
しんこう いだ
んの人がイエスに信仰を抱いてしまうと考えているので
じゃあく
す。 本当に邪悪な人たちです。

しんでん
ユダヤ人たちは神殿で何について話していましたか。
とうちゃく
イエスがベタニヤに到着したのが土曜日ではなく金曜日だと言えるのはなぜですか。
マリアのどんな行動がきっかけで議論が起きましたか。 イエスはマリアをどのようにかばいましたか。
じゃあく
祭司長たちが非常に邪悪だと言えるのはなぜですか。
２３７

子ロバに乗り， 王としてエルサレムに入る
マタイ ２１：１‐１１， １４‐１７

マルコ １１：１‐１１

ルカ １９：２９‐４４

イエスはシモンの家で食事をした翌日， ニサン９日の日
曜日に，弟子たちとベタニヤを出発してエルサレムに向
かいます。 オリーブ山にあるベテパゲのそばに来た時，
イエスは弟子２人にこう言います。
「向こうに見えるあの村に行きなさい。 すぐに， １頭の
いっしょ
ロバがつながれていて子ロバが一緒にいるのが見つか
ります。 それらを解いて連れてきてください。 何か言わ
れたら， 『主が必要としているのです』 と言わなければ
なりません。 そうすれば， すぐに行かせてくれます」。 （マ
タイ ２１：２， ３）
弟子たちはイエスの指示に預言が関係していること
に気付いていません。 でも後になって， その指示がゼカ
リヤの預言を実現させるものだったことを理解します。
その預言では， エルサレムに来る， 神によって約束され
けんそん
め
た王は 「謙遜で， ロバに乗っている。 雌ロバの子である

ヨハネ １２：１２‐１９

さけ
なら，石が叫ぶでしょう」 と答えます。 （ルカ １９：３９，４０）
なが
イエスはエルサレムのそばまで来ると， その町を眺め
なみだ
て涙を流し， こう言います。 「もしあなたが， そうです， あ
なたが， 平和に関係する事をこの日に見分けていたな
かく
ら — 。 しかし今， それはあなたの目から隠 されていま
だいしょう
す」。 エルサレムはどこまでも不従順でした。 その代 償
は高くつきます。 イエスはこう予告します。 「敵があなた
くい さく
の周りに先のとがった杭 で柵 を築き， あなたを完全に
包囲する時が来［ま］す。 敵は， あなたとあなたの子供
ほろ
つ
たちを滅ぼし尽くし，あなたの中で石を石の上に残した
ままにはしておきません」。 （ルカ １９：４２‐４４） その言葉
せいれき
ほろ
通り， エルサレムは西暦７０年に滅びます。
さわ
イエスがエルサレムに入ると， 町中の人が騒ぎ立ち，
だれ
ひとびと
「これは誰か」 と言います。 それに対し人々は， 「これは
預言者イエス， ガリラヤのナザレから来た方だ！」 と伝

子ロバに」 と予告されていました。 （ゼカリヤ ９：９）
め
弟子たちがベテパゲにやって来て， 雌ロバと子ロバ

えていきます。 （マタイ ２１：１０， １１） イエスがラザロを復

を連れていこうとすると， そこに立っていた人たちから，
「子ロバを解いたりして何をしているのだ」 と言われま

パリサイ派の人たちは何一つうまくいっていないことを
なげ
だれ
かれ
嘆き， 「誰もが彼に付いていってしまった」 と言います。

す。 （マルコ １１：５） でも， 主が必要としていると説明す

（ヨハネ １２：１８， １９）

ると， 許可してくれます。 それで弟子たちは外衣をロバ
か
の親子に掛け， イエスは子ロバの方に乗ります。
いっしょ
イエスがエルサレムに近づくにつれ，一緒に進んでい
く人の数が増えていきます。 多くの人たちが外衣を道路
し
に敷いたり， 「野原から葉の付いた枝」 を切ってきて道
し
さけ
に敷 いたりします。 そして， こう叫 びます。 「お救いくだ

活させるのを見た人たちは，そのことを広めていきます。

しんでん
イエスはエルサレムでそれまでしてきたように， 神殿
ひとびと
もうもく
に行って人々を教えます。 また，盲目の人や足の不自由
い
な人を癒やします。 祭司長と律法学者たちはその様子
しんでん
を見， 男の子たちが神殿 の中で， 「お救いください， ダ
さけ
げき ど
ビデの子を！」 と叫んでいるのを聞いて激怒 します。 そ
して， 「子供たちが言っている事が聞こえるか」 とイエス

さい， この方を！ エホバの名によって来る方が祝福さ

に言います。 するとイエスは， 「『あなたは子供や幼児

れますように！ 間もなく来る，私たちの父ダビデの王国

の口から賛美を生じさせた』 とあるのを読んだことが

が祝福されますように！」 （マルコ １１：８‐１０） それを聞

ないのですか」 と答えます。 （マタイ ２１：１５， １６）
しん でん
イエスは神 殿 の中を全て見て回ります。 そして時間
おそ
しんでん はな
が遅くなったので， 弟子たちと神殿を離れ， ニサン１０日
もど
になる前にベタニヤに戻り， そこで晩を過ごします。

いたパリサイ派の人たちは腹を立て， 「先生， あなたの
しか
弟子たちを𠮟 ってください」 と言います。 するとイエス
だま
は， 「あなた方に言いますが， この人たちが黙っている
２３８

イエスは王としてエルサレムに入る
ほろ
エルサレムの滅びが予告される
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イエスは王として， いつまたどのような仕方でエルサレムに入りましたか。
なが
イエスはエルサレムを眺めた時， どんな気持ちになりましたか。 それからどんな預言を語りましたか。
しんでん
イエスが神殿に行くとどんなことがありましたか。
２３９

しん でん

神 殿 を再び清める
マタイ ２１：１２， １３， １８， １９

マルコ １１：１２‐１８

ルカ １９：４５‐４８

ヨハネ １２：２０‐２７

イエスと弟子たちはエリコを出てベタニヤに着き， そこ
ぱく
に３泊します。 そして， ニサン１０日の月曜日の早朝にエ

行ったことを聞いて， イエスを殺す決意をますます固め

ルサレムに向かいます。 イエスは空腹だったので， イチ

を殺せるか， その方法が分かりません。 イエスの周りに

ジクの木を見つけて近寄ります。 実はあったでしょうか。

は， 話を聞こうとして人だかりができているからです。
す こ
過ぎ越しの祭りには， ユダヤ人だけでなく改宗者， つ

今は３月の終わりごろで， イチジクが実を付けるのは
ふ つう
６月以降です。 でも， この木は普通よりも早く葉を付け
た ごろ
ています。 ですからイエスは，季節外れの食べ頃の実が

ます。 しかし， １つ問題がありました。 どうしたらイエス

まりユダヤ教の信者になった人たちもやって来ます。 そ

れました。 葉が出ていたので実はあるはずなのに， 一

の中にはギリシャ人たちもいて，フィリポを通してイエス
こ
に面会を申し込みます。 フィリポというギリシャ名が気
かれ
に入ったのかもしれません。 しかしフィリポは， 彼 らを

つもなかったのです。 それでイエスは， 「もう二度と実

イエスに会わせてよいかどうか判断がつかなかったよう

がならないように」 と言います。 （マルコ １１：１４） する
か
と， イチジクの木はすぐに枯れ始めます。 その意味は次

です。 それでアンデレに相談し， ２人でイエスに知らせ
しんでん
に行きます。 イエスはまだ神殿にいるはずです。

の日の朝に明らかになります。

イエスは自分が数日後に死ぬことを知っています。
ひとびと こう き しん
ですから， 今は人々の好奇心を満足させたり人気集め

なっているのではないかと思います。 しかし， 期待は外

とうちゃく
しばらくして， イエスと弟子たちはエルサレムに到着
しんでん
します。 イエスは前の日の午後， 神殿をあちこち見て回

をしたりする時ではありません。 それでフィリポとアンデ

りましたが， 今度はそれだけでは終わりません。 ３年前
せいれき
す こ
の西暦３０年の過ぎ越しの時と同じような行動を取った
しん でん
のです。 （ヨハネ ２：１４‐１６） 「神 殿 で売り買いしている
りょうがえや
人たち」 を追い出し， 「両替屋 の台と， ハトを売る人の
こし か
たお
腰掛けを倒」 します。 （マルコ １１：１５） 物を運ぶために
しんでん
近道して神殿の中庭を通ることも， 許しません。
しんでん りょうがえ
神殿で両替したり売り買いしたりしている人たちにイ

レに例えを使って，こう答えます。 「人の子が栄光を受け
つぶ
る時が来ました。 はっきり言っておきます。 １粒の小麦は
つぶ
地面に落ちて死なない限り， ただ１粒のままです。 しか

エスがこれほどの行動を取ったのはなぜですか。 イエ
ひとびと
いの
スは言います。 「『私の家は全ての国の人々のための祈

も１人の人間ですが， 神に忠実を保って死ぬなら， 多く
あた
の人に命を与える経路となります。 イエスのように進ん
あた
で自分を差し出す人たちに， 永遠の命を与 えることが

りの家と呼ばれる』 と書いてあるではありませんか。 そ
ごうとう どうくつ
れなのに， あなた方はそれを強盗の洞窟としました」。
かれ
ごうとう
かれ
（マルコ １１：１７） イエスは彼らを強盗と呼びました。 彼
ぎ せいよう
と ほう
らが， 犠牲用の動物を買う必要のある人たちに途方も
せいきゅう
なく高額の料金を請求していたからです。 イエスはそう
ごうとう
いうやり方を， ゆすりや強盗と考えています。
祭司長， 律法学者， 民の主立った人たちは， イエスが
２４０

し，死ぬなら，多くの実を結びます」。 （ヨハネ １２：２３，２４）
つぶ
１粒の小麦はわずかな価値しかないように見えます。
それでも， 種が土に落ちて 「死ぬ」 なら， 芽を出して成
長し， やがて多くの実を結びます。 完全であったイエス

できるのです。 それでイエスはこう語ります。 「自分の命
しゅうちゃく
に執着 する人はそれを失いますが， この世で自分の命
お
を惜 しまない人は， それを保って永遠の命を得ます」。
（ヨハネ １２：２５）
イエスは自分のことだけを考えて話していたのではあ
りません。 こう言ったからです。 「私に仕えようと思う人

しん でん
イエスはイチジクの木に災いを宣告し，
神殿を清める
あた
多くの人に命を与えるために， イエスは死ななければならない

は，私の後に従いなさい。 私がいる所にその人もいるこ
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とになります。 私に仕えようと思う人は， 天の父に尊ば

しょう。 父よ， 私をこの事態から救い出してください」 と
いの
に
祈ります。 でもイエスは， 逃げたがっているのではあり

れます」。 （ヨハネ １２：２６） 素晴らしい報いです。 天の父

ません。 それで， 「しかしやはり， 私はまさにこのために

に尊ばれる人は， 王国でキリストの仲間となるのです。

来たのです」 と言います。 （ヨハネ １２：２７） イエスは，神
ぎ せい
と
の目的全てに同意しており， 自分が犠牲の死を遂げる

イエスは， 間もなく経験する大きな苦しみと死につい
さわ
て考え， 「今私の心は騒 ぎます。 何と言えばよいので

ことも受け入れています。

まだイチジクの実がなる季節ではなかったのに， イエスが実を期待したのはなぜですか。
しんでん
ごうとう
イエスが神殿で商売をしていた人を 「強盗」 と呼んだのは， なぜ正しいことですか。
つぶ
イエスはどのような意味で１粒の小麦のようですか。 イエスは間もなく経験する自分の苦しみと死について，
どう感じていましたか。
２４１

しん こう

ユダヤ人は神の声を聞いて信 仰 を示すか
ヨハネ １２：２８‐５０

せま
ニサン１０日の月曜日， イエスは自分の死が迫っている
ことについて話します。 神の評判に傷が付くことを心配
したイエスは， 「父よ， お名前を栄光あるものとしてくだ

くい
葉から分かります。 （ヨハネ １２：３１， ３２） イエスは杭に
か
ひとびと
掛けられて死ぬことにより， 人々を自分に引き寄せ， 永

さい」 とお願いします。 すると天から大きな声がして，

遠の命への道を開きます。
ひとびと
たず
人々は， 「上げられ［る］」 という言葉を聞いてこう尋

「私はすでにそれを栄光あるものとし， 再び栄光あるも

ねます。 「私たちは， キリストが永久にとどまると律法

のとする」 と言います。 （ヨハネ １２：２７， ２８）
ひとびと どうよう
かみなり
そばにいた人々は動揺します。 雷の音だと考えた人
かれ
か
も， 「天使が彼 に話し掛 けたのだ」 と言う人もいます。
ひとびと
（ヨハネ １２：２９） しかし， 人々が聞いたのはエホバの声

にあるのを聞きました。 人の子が上げられなければな
だれ
らないと言うのはなぜですか。 人の子とは誰 ですか」。

でした。 イエスに関して話す神の声を人間が聞いたの

たのもその１つです。 でも， ほとんどの人は信じません。

は， これが最初ではありません。

とヨハネとペテロも， 目の前でイエスの姿が変わった

イエスは再び， 自分は 「光」 であると言います。 （ヨハ
ひと びと
すす
ネ ８：１２； ９：５） そして人 々 にこう勧 めます。 「光はもう
みな
しばらく皆さんの間にあります。 光があるうちに歩きな
やみ せいふく
さい。 闇に征服されないためです。 ……光があるうちに
しん こう いだ
光に信 仰 を抱 きなさい。 光の子となるためです」。 （ヨ
かく
ハネ １２：３５，３６） そう言ってから，身を隠します。 ニサン

時に，神がこう言うのを聞きました。 「これは私の愛する
かれ
子， 私はこの子のことを喜んでいる。 彼の言うことを聞

１０日は死ぬべき日ではないからです。 「上げられ［る］」，
くい
す こ
つまり杭にくぎ付けにされるのは， ニサン１４日の過ぎ越

きなさい」。 （マタイ ３：１７； １７：５） しかし３度目の今回，

しの日でなければなりません。 （ガラテア ３：１３）
ふ
イエスの伝道活動を振り返ると分かりますが， ユダヤ
しんこう
人がイエスに信仰を示さないことによって， 預言が実現
ひとびと
しています。 イザヤの預言によると， 人々は目を見えな
い
くされ， 心を固くされるので， 生き方を変えて癒やされる

その３年半前， バプテストのヨハネも神の声を聞いて
います。 イエスがバプテスマを受けた時に， 「これは私
の愛する子， 私はこの子のことを喜んでいる」 という声
せいれき
す こ
がしたのです。 また， 西暦３２年の過ぎ越しの後， ヤコブ

エホバは大勢の人が聞けるように語っています。

みな
イエスは， 「この声がしたのは， 私のためではなく， 皆

さんのためです」 と言います。 （ヨハネ １２：３０） この神
の声は， イエスがまさしく神の子， 予告されたメシアで
しょうこ
あることの証拠です。
イエスの忠実な生き方により， 人はどう生きるべきか
ほろ
が示されました。 また，世の支配者サタンは滅ぼされる
べきであることもはっきりしました。 イエスは言います。

（ヨハネ １２：３４） イエスが本当に神の子であり， 約束さ
しょうこ
れたメシアである証拠はたくさんあります。 神の声がし

ということがありません。 （イザヤ ６：１０。 ヨハネ １２：
がん こ
４０） ほとんどのユダヤ人は頑 固 で， イエスが約束され
しょうこ
た救出者であり命の道である証拠を認めないのです。

利です。 その理由は， 「私の方は， 地から上げられたな

しかし，ニコデモ，アリマタヤのヨセフ，そして多くの支
しんこう
しん
配者たちがイエスに 「信仰を持」 ちます。 では， その信
こう
仰を行動に表しますか。 それとも， 会堂から追放される
おそ
しょうさん
ことを恐れて，あるいは 「人からの称賛を愛し」 て，ため

ら， あらゆる人を私に引き寄せます」 というイエスの言

らうでしょうか。 （ヨハネ １２：４２， ４３）

「今， この世の裁きがなされています。 もうこの世の支
配者は追い出されます」。 イエスの死は敗北ではなく勝

２４２

多くの人が神の声を聞く
こん きょ
裁きの根拠

しんこう
イエスに信仰を持つとはどういうことか， イエス自身
しんこう
が説明しています。 「私に信仰を持つ人は， 私だけでな
つか
しんこう
く， 私を遣わした方にも信仰を持ちます。 また， 私を見
つか
る人は， 私を遣わした方をも見ます」。 イエスが神から
ひとびと
教えられ， 人々 に伝えている真理は， 非常に大切なも
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りの日に断罪するのです」。 （ヨハネ １２：４４， ４５， ４８）
し
それから， こう締めくくります。 「私は自分の考えで話
つか
したのではなく， 私を遣わした天の父が， 何を言い何を
教えるべきかを命じました。 私は，永遠の命を得るには

て私の言葉を受け入れない人には， その人を断罪す

父のおきてに従う必要があることを知っています」。 （ヨ
しんこう いだ
ハネ １２：４９， ５０） イエスは，自分に信仰を抱く人のため
ぎ せい
に， 間もなく自分の血を犠牲として注ぎ出すことを知っ

るものがあります。 私が話した言葉です。 それが終わ

ているのです。 （ローマ ５：８， ９）

のです。 ですからイエスはこう語ります。 「私を無視し

イエスに関して話す神の声が聞こえたことは３回ありました。 どんな時ですか。
しんこう
かれ
しんこう
どんな支配者たちがイエスに信仰を持ちましたか。 彼らが信仰を行動に表さなかったのはなぜですか。
ひとびと
人々は， 何に基づいて 「終わりの日」 に断罪されますか。
２４３

しん こう

イチジクの木を使って信 仰 について教える
マタイ ２１：１９‐２７

マルコ １１：１９‐３３

ルカ ２０：１‐８

イエスは月曜日の午後にエルサレムを出て，オリーブ山
ひがししゃめん
もど
の東 斜 面 にあるベタニヤに戻 ります。 友人のラザロと
と
マリアとマルタの家に泊まるようです。
むか
ニサン１１日の朝を迎 えました。 イエスと弟子たちは
しん でん
再びエルサレムに向かいます。 イエスが神 殿 で過ごす
ひとびと
のは今回が最後です。 また，人々に伝道するのもこの日
す こ
が最後です。 その後しばらくして，過ぎ越しを祝い，自分
しょけい
の死の記念式を制定し， 裁判を受けて処刑されること
になっています。
ベタニヤからオリーブ山を通ってエルサレムに向か
とちゅう
う途 中 ， ペテロがあのイチジクの木に気付きます。 昨
日の朝イエスから災いを宣告された木です。 それで，
「ラビ， 見てください！ あなたが災いを宣告したイチジ
か
クの木が枯 れています」 と大声で言います。 （マルコ
１１：２１）

か
それにしても， どうしてイエスはこの木を枯 らしたの

でしょうか。 その理由は， 次のイエスの言葉から分かり
しんこう
ます。 「はっきり言います。 信仰を持って疑わないなら，
私がイチジクの木にしたようなことができるだけでな

か
しんこう
さらに， 枯 れたイチジクの木は信仰 の質について別の
ことも教えています。

み か
イスラエル国民はこのイチジクの木のように， 見掛け
ちが
かれ
けい やく
と中身が違 っていました。 彼 らは神と契 約 を結んでお
り， 律法を守っているように見えましたが， 国民全体と
しんこう
しては信仰に欠け， 良い実を結んでいませんでした。 さ
らに神の子を退けることまでしました。 ですからイエス
か
は， 実を結ばないイチジクの木を枯らすことにより， 実
しんこう
を結ばない信仰に欠けた国民が最後はどうなるかを示
したのです。
しばらくして， イエスと弟子たちはエルサレムに入り
しんでん
ひとびと
ます。 イエスはこれまでと同じように神殿に行き， 人々
を教え始めます。 すると， 祭司長と長老たちがやって来
おそ
りょう がえや
ます。 恐らく， 前日イエスが両 替屋 に対して行ったこと
つ
を問題視しているのでしょう。 こう詰め寄ります。 「どん
けん い
けん
な権威でこうしたことをするのか。 こうしたことをする権
い だれ
あた
威を誰があなたに与えたのか」。 （マルコ １１：２８）
イエスは答えます。 「１つ質問します。 それに答えるな
けん い
ら， 私もどんな権 威 でこれらのことを行うかを言いま

く，この山に， 『持ち上がって海に入れ』 と言っても，そう
しんこう
いの
なります。 信仰を持って祈り求めるもの全てを受けるの
しんこう
です」。 （マタイ ２１：２１， ２２） ここでイエスは， 信仰は山

しょう。 ヨハネによるバプテスマは天からのものでした

をも動かせるという教訓をもう一度取り上げているの

はどう答えればよいか話し合います。 「『天から』 と言え
かれ
ば， 『では， なぜ彼を信じなかったのか』 と言うだろう。
かれ
かといって， 『人から』 と言えるだろうか」。 彼 らは群衆
おそ
を恐 れていました。 群衆は， 「ヨハネは確かに預言者

です。 （マタイ １７：２０）

か
イエスはイチジクの木を実際に枯らすことにより， 神
しんこう
に信仰を持つことの必要性を教えました。 こう言ってい
いの
みな
あた
ます。 「祈 って求めることは皆 すでに与 えられたという
しんこう
信仰を持ちなさい。 そうすれば， それを受けることにな

か， それとも人からのものでしたか。 答えてください」。
今度は反対者たちが答える番です。 祭司長と長老たち

だったと思っていた」 からです。 （マルコ １１：２９‐３２）

て大切な教えですが， 使徒たちにとってはまさにタイム

反対者たちは良い答えが思い付かず， 「私たちは知
けん
らない」 と言います。 それでイエスは， 「私も， どんな権
い
威 でこれらのことを行うかを言いません」 と答えます。

リーなものでした。 間もなく試練に直面するからです。

（マルコ １１：３３）

ります」。 （マルコ １１：２４） イエスの弟子たち全てにとっ

２４４

か
しん こう
枯れたイチジクの木から信けん
仰について教える
い
イエスの権威が批判される
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ニサン１１日が重要な日と言えるのはなぜですか。
か
イエスはイチジクの木を枯らすことにより， どんなことを教えましたか。
けん い
イエスはどんな権威でこれらのことを行うのかと質問された時， どのように答えましたか。
２４５

ブドウ園についての２つの例え話
マタイ ２１：２８‐４６

マルコ １２：１‐１２

ルカ ２０：９‐１９

しんでん
イエスは神殿で， 祭司長や長老たちの質問を上手にか
かれ
けん い
わしました。 彼らは，どんな権威でこうしたことをするの
せま
だま こ
か，とイエスに迫りましたが，答えを聞いて黙り込んでし
かれ
まいました。 それからイエスは例え話をします。 彼らが

いく
を幾らか受け取るためです。 ところが耕作人たちはその
ど れい つか
なぐ
奴隷を捕まえて殴り， 何も持たせずに去らせました。 再
ど れい つか
ど れい
なぐ
び別の奴隷を遣わすと， 耕作人たちは奴隷の頭を殴り
はじ
つか
つけ， 恥をかかせました。 それで別の人を遣わすと， 耕

本当はどんな人間かを暴くためです。

作人たちはその人を殺してしまいました。 ほかにも多く
つか
の人を遣 わしたのですが， 耕作人たちはその人たちを
なぐ
殴ったり殺したりしました」。 （マルコ １２：１‐５）
ひとびと
聞いていた人々は， 次のイザヤの非難の言葉を思い
う
浮かべたかもしれません。 「エホバのブドウ園はイスラ
さいばい ち
エルの家であり， 神の大切な栽培地はユダの人たちな

「ある男性に２人の子供がいました。 その男性は年上
の子の所に行き， 『今日， ブドウ園に行って働きなさい』
と言いました。 その子は， 『行きません』 と答えましたが，
こうかい
で か
後になって， 後悔して出掛けていきました。 父親は年下
の子に近づいて，同じことを言いました。 その子は， 『行
で か
きます， 父上』 と答えましたが， 出掛けていきませんでし

のである。 神は公正さを期待したが， 不公正が見られ

た。 ２人のうち， どちらが父親が望んだ通りにしました

た」。 （イザヤ ５：７） イエスの例え話でも， よく似た表現

か」。 （マタイ ２１：２８‐３１） 答えは明らかです。 父親が望

が用いられています。 ブドウ園の持ち主はエホバです。

んだ通りに行動したのは年上の子です。

ブドウ園は， 神の律法によって囲われ保護されているイ

イエスは反対者たちにこう話します。 「はっきり言い
ちょうぜいにん しょうふ
ますが， 徴税人や娼婦があなた方より先に神の王国に
ちょうぜいにん しょうふ
入りつつあります」。 徴税人や娼婦は最初， 神に仕えよ
こうかい
うとしませんでした。 しかし， 年上の子のように後悔し，

スラエル国民です。 エホバはイスラエル国民を教えて，
つか
良い実を生み出すのを助けるために， 預言者たちを遣
わしました。

神に仕えるようになりました。 対照的に，宗教指導者た

つか
ど れい
ところが 「耕作人たち」 は， 遣わされた 「奴隷」 たち
ぎゃくたい
を虐 待 したり殺したりしました。 イエスは話を続けま

ちは年下の子のように， 神に仕えると言いながら， 実際

す。 「ブドウ園の持ち主には， まだ１人， 愛する息子がい

にはそうしていません。 イエスは言います。 「［バプテス

ました。 『私の息子なら尊敬するだろう』 と言って， 最後
つか
たが
に息子を遣わしました。 ところが， 耕作人たちは互いに

トの］ヨハネが来て正しい道を示したのに， あなた方は
ちょうぜいにん しょうふ
ヨハネを信じ［ませんでした］。 ところが， 徴税人や娼婦
こうかい
は信じました。 あなた方は， それを見ても， 後悔して信
じるようにはなりませんでした」。 （マタイ ２１：３１， ３２）

言いました。 『これは相続人だ。 さあ， 殺してしまおう。
そうすれば， 相続財産はわれわれのものだ』。 そして息
つか
子を捕まえて殺し……ました」。 （マルコ １２：６‐８）
ここでイエスは， 「ブドウ園の持ち主はどうするでしょ

イエスはさらに別の例え話をします。 宗教指導者たち
じゃあく
が神に仕えていないどころか， 邪悪であることを示す話
さく
です。 「ある男性がブドウ園を造り， 周りを柵で囲い， ブ
しぼ ば
ほ
とう
ドウ搾り場用に大きな穴を掘り， 塔を立てて， 耕作人た

うか」 と質問します。 （マルコ １２：９） 宗教指導者たちは
じゃあく
おそ
ほろ
こう答えます。 「その邪悪な者たちに恐ろしい滅びをも

ちに貸し出し， 外国へ旅行に出ました。 時期が来て， 耕
ど れい つか
しゅうかく
作人たちの元に奴隷 を遣 わしました。 ブドウ園の収 穫

に貸し出すだろう」。 （マタイ ２１：４１）
かれ
彼らはこの時，それと知らずに自分たちを罪に定めて

２４６

たらし， ブドウ園をほかの耕作人， 実った物を納める人

２人の息子についての例え話
ブドウ園の耕作人たちについての例え話

かれ
いました。 彼らも， エホバの 「ブドウ園」 であるイスラエ
ル国民の 「耕作人たち」 なのです。 ですから， エホバが
かれ
彼らに， 神の子であるメシアを信じるよう期待するのは
かれ
当然です。 イエスは彼 らを真っすぐ見て言います。 「あ
なた方はこの聖句を読んだことがないのですか。 『建築
すみ いし
者たちの退けた石， それが主要な隅 石 となった。 これ
おどろ
はエホバから出たのであり， 私たちの目には驚くべきも
のである』」。 （マルコ １２：１０， １１） それから， ずばりこう

106

言います。 「それで， 神の王国はあなた方から取られ，
あた
王国の実を生み出す国民に与 えられます」。 （マタイ
２１：４３）
律法学者と祭司長たちは， これが 「自分たちのこと
を念頭に置いた例え 」 だと気付きます。 （ルカ ２０：１９）
それで， いよいよむきになって， 正当な 「相続人」 である
イエスを殺そうと考えます。 でも， イエスを預言者と考
ひとびと おそ
えている大勢の人々を恐れ， すぐには実行しません。

だれ
イエスの例え話に出てくる２人の息子は， それぞれ誰を表していますか。

ど れい
２つ目の例え話の中の 「ブドウ園の持ち主」， 「ブドウ園」， 「耕作人たち」， 「奴隷」 たち， 「相続人」 は
だれ
それぞれ誰を表していますか。
「耕作人たち」 はどうなりますか。
２４７

ひ ろう えん

王は披 露 宴 に招いた人たちを呼ぶ
マタイ ２２：１‐１４

イエスは伝道活動の終わりが近づいても引き続き例え
話をして， 律法学者と祭司長たちの誤りを暴いていきま
す。 それで， 律法学者と祭司長たちはイエスを殺そうと
します。 （ルカ ２０：１９） でも， イエスはやめず， 別の例え
話をします。

けっ こん ひ ろうえん
「天の王国は， 息子のために結 婚 の披 露宴 を設けた
ど れい
つか
ひ ろうえん
王のようです。 王は奴隷たちを遣わして， 披露宴に招い

れきぜん
けいやく
暦前１５１３年に律法契約を受け入れ， 「祭司が治める王
み こ
あた
国」 の一員となる見込みを与えられました。 そのような
み こ
あた
見込みを与えられたのは， この国民が最初です。 （出エ
かれ
ひ ろうえん
ジプト記 １９：５‐８） では， 彼らが実際に 「披露宴」 に呼
せいれき
ばれたのは， いつですか。 それは， 西暦２９年， イエスが
天の王国について伝道し始めた時のことです。
では， 大半のユダヤ人はその招待にどう応じました

た人たちを呼びましたが， その人たちは来たがりません

か。 「その人たちは来たがりませんでした」 とイエスは

でした」。 （マタイ ２２：２， ３） イエスは 「天の王国は」 と

言います。 宗教指導者とユダヤ国民の大部分は， イエ

言ってから， 例え話を始めました。 ですから， 「王」 はエ
ちが
ひ ろう えん
ホバ神に違 いありません。 王の息子と， 披 露 宴に招か
だれ
れた人たちは誰のことですか。 もちろん， 王の息子はこ

スがメシアであり， 神に王として指名されたことを認め

の話をしている， エホバの子です。 招かれた人たちは，
いっしょ
天の王国でその子と一緒に支配する人たちです。
だれ
最初に招かれたのは誰ですか。 イエスと使徒たちは
王国についてどんな人たちに伝道してきましたか。 ユ
せい
ダヤ人です。 （マタイ １０：６， ７； １５：２４） ユダヤ国民は西

ませんでした。
それでもイエスは， ユダヤ人たちにもう一度チャンス
あた
ど れい
が与えられることを示します。 「［王は］再びほかの奴隷
つか
たちを遣わして言いました。 『招いた客にこう言いなさ
お うし
い。 「さあ， 食事の準備ができました。 雄 牛 と肥えた動
ひ ろうえん
物の肉をはじめ，全て用意ができています。 披露宴に来
はら
てください」』。 ところが， その人たちは関心を払わず， あ

ひ ろうえん
披露宴についての例え話

で か
る人は畑に， 別の人は商売に出 掛けていきました。 ほ
ど れい
つか
かの人は， 奴隷たちを捕まえて痛めつけ， 殺してしまい
じょうきょう
ました」。 （マタイ ２２：４‐６） この状況は， クリスチャン会
衆が設立された後の出来事に対応しています。 クリス
チャン会衆が設立された後， ユダヤ人にはまだ王国に
入る機会が開かれていました。 それなのに， ほとんどの
ど れい
ぎゃくたい
ユダヤ人はこの招待をはねつけ， 王の奴隷たちを虐待
することさえします。 （使徒 ４：１３‐１８； ７：５４， ５８）
では， ユダヤ国民はどうなってしまいますか。 「王
いきどお
は憤り， 軍隊を送って殺人者たちを殺し， その町を焼き
せいれき
ました」。 （マタイ ２２：７） ユダヤ人は西暦７０年にその言
かれ
葉通りのことを経験します。 彼らの 「町」 エルサレムは
ほろ
ローマ軍によって滅ぼされてしまいます。
かれ
彼らが王の招待を断ったということは， もう招かれる
人はいないという意味ですか。 そうではありません。 イ
ど れい
エスはさらにこう話します。 「それから［王は］奴 隷たち
けっ こん ひ ろう えん
に言いました。 『結 婚 の披 露 宴 は用意ができています
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が， 招いた人たちはふさわしくありませんでした。 それ
だれ
で， 町の外に通じる道路に行き， 見つけた人を誰 でも
ひ ろうえん
ど れい
披露宴に招きなさい』。 そこで， 奴隷たちは道路に出て
みな
いき， 見つけた人を悪人も善人も皆集めました。 こうし
けっこんしき
て，結婚式の部屋は食事をする人でいっぱいになりまし
た」。 （マタイ ２２：８‐１０）
その通りのことが生じます。 何年か後， 使徒ペテロは
い ほうじん
異邦人（生まれつきユダヤ人ではない人や， ユダヤ教に
改宗していない人）がクリスチャンになるよう助ける活
せいれき
動を始めます。 西暦３６年， ローマ軍の部隊の士官コル
せいれい
ネリオとその家族が聖霊 を受け， 天の王国の一員とな
み こ
る見込みを持つようになりました。 （使徒 １０：１，３４‐４８）
ひ ろうえん
イエスは， 披露宴 に来た人全てが 「王」 に受け入れ
られるわけではないことを示します。 「王は， 客を見る
けっ こんしき
ために入ってきた時に， 結 婚式の服を着ていない人を
けっこん しき
見つけ， 言いました。 『どうして結婚 式の服を着ないで
入ってきたのですか』。 その人は何も言えませんでした。
め つか
しば
王は召し使いたちに言いました。 『この人の手足を縛っ
やみ
かれ
て外の闇に放り出しなさい。 彼はそこで泣き悲しんだり
歯ぎしりしたりします』。 招かれる人は多いですが， 選ば
れる人は少ないのです」。 （マタイ ２２：１１‐１４）
宗教指導者たちはイエスの話の全てを理解できたわ
やっかい
けではないでしょう。 それでも気分を害し， こんな厄介
な人間は殺してしまおう， とますます固く決意します。

だれ
イエスの例え話に出てくる 「王」， 「息子」 は誰のこと
けっこん ひ ろうえん
だれ
ですか。 結婚の披露宴に最初に誰が招かれますか。
ひ ろうえん
ユダヤ人が披露宴に呼ばれたのはいつですか。
だれ
その後に誰が招かれますか。
招かれる人は多いが選ばれる人は少ない， とは
どういう意味ですか。
２４９

し

か

仕 掛 けられたわなを見破る
マタイ ２２：１５‐４０

マルコ １２：１３‐３４

ルカ ２０：２０‐４０

どうよう
かれ
じゃあく
イエスの敵たちは動揺しています。 イエスが彼らの邪悪
さを暴く例え話をしたからです。 そこでパリサイ派の人
たちは， イエスをわなにはめようとたくらみます。 人を
やと
は けん
そう とく
わた
雇 ってイエスの所に派 遣 し， ローマ総 督 に引き渡 す口
実となることをイエスに言わせるのです。 （ルカ ６：７）
その人たちはこう言います。 「先生，私たちは，あなた
あつか
が正しく話して教え， 不公平な扱いをせず， 真理に沿っ
て神の道を教えることを知っています。 カエサルに人頭
はら
税を払うのは良いことでしょうか， 良くないことでしょう
か」。 （ルカ ２０：２１，２２） イエスはそういうお世辞にはだ
ぎ ぜん
がしこ
まされません。 その裏に偽善やずる賢さがあることを見
破ります。 ここで， 「良くありません」 と答えれば， ロー

うった
マに対する反逆の罪で訴 えられるかもしれません。 逆
きら
に， 「良いことです」 と言えば， ローマの支配を嫌 って
ひとびと
いる人々は， イエスを誤解し， 敵意を示すかもしれませ
ん。 イエスはどう答えるでしょうか。

ぎ ぜんしゃ
イエスは， 「なぜ私を試すのですか， 偽善者たち。 人
こう か
頭税の硬貨を見せなさい」 と言います。 すると， デナリ
こう か
だれ
硬貨 が持ってこられたので， イエスは， 「これは誰 の像
しょうごう
と称号ですか」 と聞きます。 「カエサルのです」 という返
事に対し， 「それでは，カエサルのものはカエサルに，し
たく
かし神のものは神に返しなさい」 と巧 みに答えます。
（マタイ ２２：１８‐２１）

おどろ
その人たちはイエスの言葉に驚 きます。 答え方が見

カエサルのものはカエサルに
けっ こん
復活した人は結婚するか
最大のおきて

事だったので言い返せず， その場を去ります。 しかし， イ
か
エスをわなに掛けようとするたくらみはこれで終わりま
せん。 パリサイ派の人たちの計画は失敗しましたが， 別
のグループの指導者たちがイエスの所にやって来ます。
かれ
復活はないと主張するサドカイ派の人たちです。 彼ら
けっこん
は， 復活と義兄弟結婚に関する質問を持ってきました。
たず
こう尋ねます。 「先生， モーセは， 『男が子供を持たずに
かれ
けっこん
死んだなら，彼の兄弟が残された妻と結婚して，兄弟の
ために子孫をもうけなければならない』 と言いました。
けっこん
さて， 私たちの所に７人の兄弟がいました。 長男は結婚
して死にましたが， 子孫がおらず， 妻を兄弟に残しまし
た。 次男， 三男， 結局７人全員が同じようになりました。
最後にその女性が死にました。 そうすると復活の際， こ
だれ
の女性は７人のうち誰の妻なのでしょうか。 全員が妻に
したのです」。 （マタイ ２２：２４‐２８）
イエスは，サドカイ派の人たちが受け入れているモー
かんが ちが
セの書を引用し， こう答えます。 「そのような考え違いを
するのは，聖書も神の力も知らないからではありません
けっこん
か。 生き返る時， 男性も女性も結婚しません。 天使のよ
うになります。 死者が生き返ることに関しては， モーセ
が書いたいばらの木に関する記述の中で， 神がモーセ
に 『私はアブラハムの神， イサクの神， ヤコブの神であ
る』 と言ったのを読まなかったのですか。 この方は死ん
だ人の神ではなく， 生きている人の神です。 あなた方は
ま ちが
ひどく間 違 っています」。 （マルコ １２：２４‐２７。 出エジプ
おどろ
ト記 ３：１‐６） 群衆はその答えに非常に驚きます。
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パリサイ派の人たちもサドカイ派の人たちも， イエス
に全く言い返せませんでした。 そこで今度はイエスを試
いっしょ
すためにこの２つのグループが一緒にやって来ます。 そ
の中の１人の律法学者が， 「先生， 律法の中で最大のお
きてはどれですか」 と質問します。 （マタイ ２２：３６）
イエスは答えます。 「第一はこうです。 『聞きなさい，イ
スラエル， 私たちの神エホバはただひとりのエホバであ
つ
つ
つ
り， あなたは， 心を尽くし， 知力を尽くし， 力を尽くし， 自
つ
分の全てを尽くして，あなたの神エホバを愛さなければ
りんじん
ならない』。 第二はこうです。 『あなたは隣人 を自分自
身のように愛さなければならない』。 これらより大きな
おきてはほかにありません」。 （マルコ １２：２９‐３１）
律法学者はその答えを聞いて， こう言います。 「先生，
『神はただひとりであり， そのほかにはいない』 と， 真理
つ
つ
に沿ってよく言われました。 心を尽 くし， 理解力を尽 く
つ
りんじん
し， 力を尽くして神を愛すること， また， 隣人を自分自身
ささ もの ぎ せい
のように愛することは， 全焼の捧げ物と犠牲全部よりは
るかに価値があります」。 イエスは， この人が的確に答
えたのを見て， 「あなたは神の王国から遠くありません」
と言います。 （マルコ １２：３２‐３４）
しん でん
イエスは神 殿 で３日間（ニサン９日から１１日）教えて
います。 その間， この律法学者のようにイエスの話を喜
ちが
んで聞いた人たちもいますが， 宗教指導者たちは違 い
かれ
ます。 彼らには 「それ以上イエスに質問する勇気は」 あ
りません。

イエスをわなにはめようとして， パリサイ派の人たちはどんなことをたくらみましたか。 どんな結果になりましたか。
か
たく
イエスは， わなに掛けようとするサドカイ派の人たちの質問に， どのように巧みに答えましたか。
ある律法学者の質問に対して， イエスは何を重要なものとして挙げましたか。
２５１

イエスは敵対者たちを非難する
マタイ ２２：４１–２３：２４

マルコ １２：３５‐４０

ルカ ２０：４１‐４７

か
敵対者たちは， イエスの信用を落とすことも， わなに掛
わた
けてローマ人に引き渡すこともできませんでした。 （ルカ
しんでん
２０：２０） それでイエスはニサンの１１日，まだ神殿にいる
だれ
時に形勢を逆転させます。 自分が誰かを明らかにし， こ
かれ
う切り出します。 「キリストについてどう考えますか。 彼
だれ
は誰の子ですか」。 （マタイ ２２：４２） キリストつまりメシ
アがダビデの家系から生まれることはよく知られていま
かれ
す。 それで彼らは， ダビデの子であると答えます。 （マタ
イ ９：２７； １２：２３。 ヨハネ ７：４２）
そこでイエスはさらに質問します。 「では， どうしてダ
せいれい
かれ
ビデは， 聖霊によって彼を主と呼んでいるのですか。 こ

ダヤ人たちは， 律法の数節を記したものを小さい箱に
うで
入れ， 額や腕に着けていました。 しかしパリサイ派の人
あた
たちは， 律法を守ることに熱心であるという印象を与
すそ
えるため， その箱を大きくしています。 さらに， 「服の裾
すそ かざ
を長くしています」。 イスラエル人は服の裾 に飾りを付
けなければなりませんでしたが， パリサイ派の人たちは
かざ
その飾りをやたらと長くしていました。 （民数記 １５：３８‐
４０） 全ては 「人に見せるため」 でした。 （マタイ ２３：５）
えいきょう
弟子たちも目立ちたいという考え方の影響を受けて
いたようです。 それでイエスはこう教えます。 「あなたた

あなたの敵たちをあなたの足の下に置くまで， 私の右

ちは， ラビと呼ばれてはなりません。 あなたたちの先
みな
生はただひとりであり， あなたたちは皆 ， 兄弟だから
だれ
です。 また， 地上の誰をも父と呼んではなりません。 あ

に座っていなさい」』。 ダビデが主と呼んでいるのであれ

なたたちの父はただひとり， 天にいる方だからです。 ま

ば，どうしてダビデの子でしょうか」。 （マタイ ２２：４３‐４５）
だま
かれ
パリサイ派の人たちは黙っています。 彼らは， ダビデ

た， 指導者と呼ばれてもなりません。 あなたたちの指

の家系に生まれる人間がローマの支配から解放して

てどんな見方をし， どう行動すべきなのでしょうか。 イ
えら
エスはこう続けます。 「あなたたちの間で一番偉い人は
ほう し しゃ
こうまん
奉仕者でなければなりません。 高慢になる人は低く評
けんそん
価され，謙遜になる人は高く評価されるのです」。 （マタ

う言っています。 『エホバは私の主に言いました。 「私が

くれると期待しているからです。 しかしイエスは， 詩編
１１０編１，２節のダビデの言葉を基に，メシアがただの人
間の支配者ではないことを証明します。 メシアとはダビ
デの主であり， 神の右に座った後に支配を開始するの
ちんもく
です。 これを聞いた敵対者たちは沈黙してしまいます。
ふく
弟子たちを含め大勢の人が聞いています。 そこでイエ
スは， 律法学者やパリサイ派の人たちに関する警告を
あた
かれ
与えます。 彼らは神の律法を教えることによって 「モー
セの座に座っています」。 イエスはこう教えます。 「その
人たちが告げることは全て行い，守りなさい。 しかし，そ
なら
の行いに倣ってはなりません。 その人たちは言いはしま
すが， 実行しないからです」。 （マタイ ２３：２， ３）
かれ
ぎ ぜん
そして彼 らの偽 善の例を取り上げ， 「お守りとして身
に着ける聖句箱を大きく」 している， と話します。 あるユ
２５２

導者はキリストひとりだからです」。 では， 自分につい

イ ２３：８‐１２）

ぎ ぜんてき
次にイエスは， 偽善的な律法学者とパリサイ派の人
ひ さん
し てき
ぎ ぜんしゃ
たちが悲惨であることを指摘します。 「偽善者である律
ひ さん
法学者とパリサイ派の人たち， あなた方は悲 惨 です！
人の前で天の王国を閉ざすからです。 自分自身が入ら
ず， 入ろうとする人をも入らせません」。 （マタイ ２３：１３）
かれ
イエスは，彼らが神にとって重要なことを全く無視し，
自分勝手な区別を設けていることを非難します。 例え
かれ
しんでん か
ちか
ば彼らは， 「神殿に懸けて誓っても， 守らなくてよい。 し
しんでん
か
ちか
かし， 神殿の金に懸けて誓うなら， 義務を負う」 と言い
かれ
もうもく
すうはい
ます。 彼らは道徳的に盲目です。 エホバを崇拝し， エホ

だれ
キリストは誰
ぎ ぜんの子か
イエスは敵対者たちの偽善を暴く

しんでん
バに近づくための場所よりも，神殿の金の方を重視して
ことがら
いるのです。 そのようにして， 「律法のより重大な事柄，
あわ
すなわち公正と憐れみと忠実を無視して」 います。 （マ
タイ ２３：１６， ２３。 ルカ １１：４２）
イエスはパリサイ派の人たちを 「目が見えない案内人
たち」 と呼び， 「あなた方は， ブヨはこし取りながらラク
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こ
ダをのみ込 んでいます！」 と言います。 （マタイ ２３：２４）
かれ
彼らはぶどう酒からブヨをこし取りますが， それはブヨ
ぎしきじょうけが
かれ
が儀式上汚れたものだからです。 しかし，彼らは律法の
ことがら
より重大な事柄を無視しています。 それは， ブヨと同じ
ぎしきじょうけが
ように儀式上汚れていて， しかももっと大きなラクダを
こ
のみ込んでいるようなものです。 （レビ記 １１：４，２１‐２４）

だま
イエスが詩編 １１０編にあるダビデの言葉を引用して質問した時， パリサイ派の人たちが黙っていたのはなぜですか。
すそ かざ
パリサイ派の人たちが聖句箱を大きくし， 服の裾の飾りを長くしていたのはなぜですか。
イエスは弟子たちにどんなことを教えましたか。
２５３

しん でん

イエスが神 殿 で過ごす最後の日
マタイ ２３：２５–２４：２

マルコ １２：４１–１３：２

ルカ ２１：１‐６

しんでん
イエスは神殿で過ごす最後の日に， 律法学者たちとパ
ぎ ぜんしゃ
かれ
リサイ派の人たちのことをはっきり偽善者と呼び， 彼ら
ひ ゆ
の態度を非難します。 比 喩 表現を用いて， こう言いま
さかずき
す。 「あなた方は……杯と皿の外側は清めますが， 内側
どん よく
は貪 欲と放縦に満ちてい［ま］す。 目が見えないパリサ
さかずき
イ派の人たち， まず杯と皿の内側を清めて， 外側も清く

し， 何十万ものユダヤ人を殺害した時に実現しました。
おそ
じょうきょう
イエスはその時の恐 ろしい状 況 を考えて心を痛め，
こ
悲しみを込 めてこう言います。 「エルサレム， エルサレ
つか
ひとびと
ム， 預言者たちを殺し， 遣わされた人々を石打ちにする
つばさ
者よ，私はめんどりが翼の下にひなを集めるようにあな

なるようにしなさい」。 （マタイ ２３：２５， ２６） パリサイ派
ぎしきじょう
の人たちは， 儀式上の清さや自分の外面については大

た方はそれを望みませんでした。 聞きなさい， あなた方

変きちょうめんですが， 自分の内面については無関心
で， 心を清めることができていません。
かざ
かれ
預言者の墓を建てて飾 り付けていることにも， 彼 ら
ぎ ぜん
かれ
の偽善が表れています。 しかしイエスが言う通り， 彼ら
は 「預言者を殺害した者たちの子」 です。 （マタイ ２３：
しょうこ
３１） イエスを殺そうとしていること自体， その証拠です。
（ヨハネ ５：１８； ７：１， ２５）

く
それでイエスは， 宗教指導者たちが悔い改めないな
へび
らどうなるかをこう話します。 「蛇よ， マムシのような者
しょばつ のが
たちよ， あなた方はどうしてゲヘナの処罰を逃れられる
でしょうか」。 （マタイ ２３：３３） ゲヘナとはヒンノムの谷
のことです。 そこはごみを燃やす所でした。 ですからこ
じゃあく
の表現は， 邪悪な律法学者たちとパリサイ派の人たち
ほろ
に永遠の滅びが待ち受けていることを示しています。
けんじん
弟子たちは 「預言者」， 「賢人」， 「教師」 になります。
あつか
どんな扱 いを受けるでしょうか。 イエスは宗教指導者
たちにこう言います。 「あなた方は［私の弟子］の中の
くい か
ある人を殺し， 杭に掛け， ある人を会堂でむち打ち， あ
はくがい
ちこちの町で迫 害 します。 こうして， 正しい人アベルの

た方を集めたいと何度思ったことでしょう。 しかし，あな
の家は見捨てられます」。 （マタイ ２３：３７， ３８） これを聞
いた人たちは， イエスが言った 「家」 とは何のことだろ
ちが
うと思ったに違いありません。 神の保護があるように思
しんでん
える， エルサレムの立派な神殿のことでしょうか。
イエスの次の言葉はこうです。 「あなた方に言います
が， あなた方は今後， 『エホバの名によって来る方が祝
福されますように！』 と言う時まで， 決して私を見ること
はありません」。 （マタイ ２３：３９） イエスは， 詩編 １１８編
２６節の， 「エホバの名によって来る方が祝福されますよ
うに。 私たちはエホバの家であなたたちのために祝福
を願う」 という言葉から引用しています。 この聖句の
しんでん
しんでん ほろ
「エホバの家」 とは神殿のことです。 神殿が滅ぼされる
だれ
と， 誰もそこに神の名によって来ることはできません。
しんでん
次にイエスは， 神殿の寄付箱が見える場所に移動し
ます。 その箱の上部には小さな口があり， そこから寄付
ひと びと
を入れる仕組みになっています。 イエスは人 々が寄付
ゆうふく
をする様子を見ています。 裕福な人たちは 「たくさんの
こう か
こう
硬貨を入れて」 います。 イエスは 「ごく小額の小さな硬
か
貨２つ」 を寄付した， １人の貧しいやもめに注目します。

血から……ゼカリヤの血に至るまで， 地上で流された
か
正しい人の血全てがあなた方に降り掛 かります」。 そ

（マルコ １２：４１， ４２） イエスは， そのやもめの寄付が神

してこう警告します。 「はっきり言いますが， その全てが
か
この世代に降り掛 かります」。 （マタイ ２３：３４‐３６） こ
せいれき
ほろ
の言葉は， 西 暦 ７０年にローマ軍がエルサレムを滅 ぼ

イエスは弟子たちを呼ぶと， 「はっきり言いますが， こ

２５４

に喜ばれることを知っています。
の貧しいやもめは， 寄付箱にお金を入れたほかの人た
ち全てよりたくさん入れました」 と話します。 なぜそう言

イエスは宗教指導者たちへの非難を続ける
しん でん ほろ
神か殿は滅ぼされる
こう
貧しいやもめが小さな硬貨２つを寄付する
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かれ
みな
えるのでしょうか。 イエスは， 「彼らは皆， 余っている中
とぼ
から入れましたが， この女性は乏しい中から自分が持

あた
なものがあったため， 建物は強固で不動な印象を与え

つ全て，生活に必要な全てのものを入れたからです」 と

の立派な建物を見ているのですか。 石がこのまま石の
くず
上に残って崩されないでいることは決してありません」。

説明します。 （マルコ １２：４３， ４４） この女性は内面も行
ちが
動も， 宗教指導者たちとは全く違っていたのです。
しんでん
ニサン１１日も過ぎていき， イエスは神殿 を後にしま
す。 すると１人の弟子が， 「先生， 見てください。 何と見
さけ
事な石と建物なのでしょう」 と叫びます。 （マルコ １３：１）
しんでん かべ
神殿の壁に使われていた石の中にはとてつもなく大き

ました。 ところがイエスは不思議なことを言います。 「こ

（マルコ １３：２）
そう言ってから， イエスは使徒たちとキデロンの谷を
わた
渡り，オリーブ山に登ります。 そして，４人の使徒ペテロ，
いっしょ
アンデレ， ヤコブ， ヨハネと一緒になります。 その場所か
そうれい しんでん
らは壮麗な神殿が見えます。

しんでん
イエスは神殿で過ごす最後の日に， 何をしましたか。
しんでん
イエスは神殿が将来どうなると予告しましたか。
ゆうふく
イエスが， やもめは裕福な人たちよりもたくさん寄付したと言ったのはなぜですか。
２５５

たず

使徒たちはしるしについて尋ねる
マタイ ２４：３‐５１

２５６

マルコ １３：３‐３７

ルカ ２１：７‐３８

たず
４人の弟子がしるしについて尋ねる
イエスが話したしるしは１世紀とそれ以降に実現する
はら
私たちは注意を払っていなければならない

ニサン１１日火曜日が暮れていきます。 イエスの地上で
いそが
の忙しい活動期間にも終わりが近づいています。 ここし
しんでん
ばらくイエスは， 昼は神殿で教え， 夜はエルサレム市の
と
ひと びと
外に泊 まっていました。 イエスは人 々 の関心の的とな
しんでん
り， 「神殿でイエスの話を聞こうとして朝早く来」 る人も
ひ び
大勢いました。 （ルカ ２１：３７， ３８） しかし， そうした日々
むか
も終わりを迎えました。 イエスは４人の使徒たち， ペテ
いっしょ
ロ， アンデレ， ヤコブ， ヨハネと一緒にオリーブ山に座っ
ています。

しん
４人は自分たちだけでイエスの所にやって来ます。 神

でん
殿の石がこのまま石の上に残ることはないという予告
しんでん
を聞いて，神殿のことが気になっているのです。 でも，知
りたいことはほかにもあります。 イエスは以前， 「用意を
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さらに， 「体制の終結のしるし」 にも関心があります。
くわ
イエスはそれらの質問に詳しく答えながら， エルサレ
しんでん
ムと神殿が終わる時を見分けるしるしを明らかにしてい
きます。 しかし，そのしるしは，将来のクリスチャンにとっ
ても重要です。 それらクリスチャンが， イエスの 「臨在」
期間中に生きており， 地上の体制全ての終わりが近い
ことを識別する助けになるからです。
やがて， 使徒たちはイエスの預言が実現していくのを
もくげき
かれ
目撃します。 彼らが生きている間に， 予告されていた多
せい
くのことが起こり始めるのです。 そのため， ３７年後の西
れき
暦７０年に生きているクリスチャンたちは， ユダヤ人の体
しん でん ほろ
つ
制と神 殿 が滅 びる時に不意を突 かれることなく， 準備

していなさい。 思ってもいない時刻に人の子は来るから

を整えていることができます。 とはいえ， イエスが予告
せいれき
したこと全てが， 西暦 ７０年とそれまでの期間に実現す

です」 と言いました。 （ルカ １２：４０） また， 「人の子が現

るわけではありません。 では， イエスが王国の支配を開

れる日」 について話したこともあります。 （ルカ １７：３０）
しんでん
こと がら
そうした言葉も， 神殿 について先ほど聞いた事 柄と何

始して臨在する時のしるしには， どんなものがあるので

か関係があるのでしょうか。 使徒たちは知りたくてうず
たの
うずしています。 それでイエスにこう頼みます。 「教えて

にします。

ください。 そのようなことはいつあるのでしょうか。 そし

があり， 「国民は国民に， 王国は王国に敵対して立ち上
じ しん
が」 ります。 （マタイ ２４：６， ７） また， 「大きな地 震 があ
しょくりょう
り， あちらこちらで食糧不足や流行病があります」。 （ル
ひとびと
カ ２１：１１） イエスは弟子たちに， 「人々はあなたたちを
と
はくがい
捕らえて迫害」 する， とも警告します。 （ルカ ２１：１２） さ
にせ
まど
らに， 偽預言者が現れ， 多くの人を惑わします。 不法な

て， あなたの臨在と体制の終結のしるしには， 何があり
ますか」。 （マタイ ２４：３）
かれ
しんでん ほろ
彼らは， 目の前に見えている神殿 が滅びる時のこと
を考えているようです。 また， 人の子の臨在についても
質問しています。 きっと， 「ある高貴な生まれの男性が，
もど
王権を確立して戻 るため」 に旅行に出た， というイエ
スの例え話を思い出したのでしょう。 （ルカ １９：１１， １２）

しょうか。 イエスは使徒たちの質問に答えながら明らか
イエスの予告によると， 「戦争のことや戦争の知らせ」

ことが増え， 大半の人の愛が冷えます。 それからイエス
ひとびと
は， 「王国の良い知らせは， 全ての国の人々が聞けるよ

弟子たちが将来の出来事について質問するきっかけになったのはどんなことでしたか。 その質問をした時，
弟子たちはほかにもどんなことを考えていたかもしれませんか。
イエスの預言が実現し始めるのはいつですか。 どのようにして実現し始めますか。
とくちょう
じょうきょう
キリストの臨在の特徴となるのは， どんな状 況ですか。

うに世界中で伝えられます。 それから終わりが来ます」
とも話します。 （マタイ ２４：１４）
いく
イエスの預言のうち幾つかの点は， ローマ軍によって
ほろ
ほろ
エルサレムが滅ぼされる時や， その滅びが生じるまでの
期間に実現します。 しかし， イエスの預言はずっと後の
時代に，もっと大きなスケールで実現します。 では，この
しょうこ
重要な預言が現代に実現しているという証拠がありま
すか。
イエスが自分の臨在のしるしとして挙げたものの１つ
こうはい
に， 「荒廃をもたらす極めて不快なもの」 の出現があり
せいれき
ます。 （マタイ ２４：１５） 西暦６６年， この極めて不快なも
じん えい
のはローマ人の 「陣 営 を張った軍隊」 として出現しま
ぐう ぞう し
す。 その軍には偶 像 視 されていた軍旗がありました。
じょうへき
くず
ローマ軍はエルサレムを包囲し， 城壁の土台を崩し始

まど
にせ
ちは惑わされません。 偽キリストは目に見えますが， イ
エスの臨在は目に見えないのです。
イエスは， 現在の体制の終わりに生じる， もっと大規
かんなん
模な患難についてこう話します。 「太陽は暗くなり，月は
ゆ
光を放たず， 星は天から落ち， 天の力は揺り動かされま
す」。 （マタイ ２４：２９） 使徒たちはこうした予告を聞いて
も， 具体的に何が起きるのか分かりません。 それでも，
ま ちが
おそ
間違いなく恐ろしい時となるでしょう。
かん なん
えいきょう あた
そうした患 難 は人間にどんな影 響を与 えますか。 イ
ひとびと
おそ ことがら
エスはこう言います。 「人々は， 世界を襲う事柄に対す
おそ
ゆ
る恐 れと予想から気を失います。 天の力が揺 り動かさ
れるからです」。 （ルカ ２１：２６） イエスの言葉通り， 人間
ひ さん
むか
がこれまで経験したことがないような悲惨 な時を迎 え
るのです。

立ってはならない 「極めて不快なもの」 が立っていたの

イエスは， 「人の子が力と大きな栄光を帯びて」 来る
なげ
時に， 全ての人が嘆くわけではない， と話して使徒たち

です。

を元気づけます。 （マタイ ２４：３０） イエスは， 「選ばれた

めます。 （ルカ ２１：２０） ユダヤ人の 「聖なる場所」 に，

イエスはさらに， 「世界の始めから今まで起きたこと
だいかんなん
がなく， いえ， 二度と起きないような大患難がある」 と
せい れき
ほろ
予告します。 西 暦７０年， ローマ軍はエルサレムを滅 ぼ
しんでん
は かい
します。 ユダヤ人の 「聖都」 は神殿もろとも破 壊され，
だいかんなん
何十万もの人が殺害されたため， まさに大患難となり
ます。 （マタイ ４：５； ２４：２１） ユダヤ人とエルサレムの歴
は かいてき
史上，これほど破壊的な出来事はありませんでした。 そ
すうはい
れまで何百年も続いてきたユダヤ人の崇拝の体制も終
わりを告げます。 ですから， イエスの預言が将来もっと
おそ
ちが
大規模に実現する時， それは恐ろしいものであるに違
いありません。

者たちのために」 神が行動を起こすと述べていました。
しょうげきてき
（マタイ ２４：２２） では， イエスが話した衝 撃 的 な予告
が実現していく時， 忠実な弟子たちは何をすべきでしょ
すす
うか。 イエスはこう勧めます。 「これらの事が起き始めた
ら， 真っすぐに立ち， 頭を上げなさい。 あなたたちの救
出が近づいているからです」。 （ルカ ２１：２８）
その期間に生きている弟子たちは， 終わりが近いこ
とをどのようにして知るのでしょうか。 ここでイエスはイ
やわ
チジクの木の例えを話します。 「若枝が柔 らかくなって
葉を出すと， すぐに， 夏が近いことが分かります。 同じよ
うに， これら全てを見たら， 人の子が近づいて戸口にい
ることを知りなさい。 はっきり言いますが， これら全てが

体制の終結における確信

起きるまで， この世代は決して過ぎ去りません」。 （マタ

イエスが王として臨在するしるしと， 体制の終結のし
にせ
るしについて， イエスは話し続けます。 イエスは 「偽キリ
にせ
ふ
あた
ストや偽 預言者」 に振 り回されないよう警告を与 えま
かれ
まど
す。 彼らは， 「できれば選ばれた者たちをさえ惑わそう」

イ ２４：３２‐３４）

とするでしょう。 （マタイ ２４：２４） しかし， 選ばれた者た

に向けてこう語ります。

２５８

弟子たちは， しるしのさまざまな特色が実現するのを
見る時， 終わりが近いことに気付かなければなりませ
ん。 イエスは， 将来その重要な時代を生きる弟子たち

だれ
「その日と時刻については誰も知りません。 天使たち

意を整えていなければならないと教えます。 そして， そ

も子も知らず， 父だけが知っています。 人の子の臨在の
こうずいまえ
時はちょうどノアの時代のようになります。 洪水前のそ
はこぶね
ひとびと
の時代，ノアが箱舟に入る日まで，人々は食べたり飲ん
けっこん
こうずい
だり， 結婚したりしていました。 そして， 洪水が来て全て

のことを別の例えで強調します。 「１つのことを知ってお
どろぼう
きなさい。 家の主人は， 泥棒がどの夜警時に来るかを
お
知っていたなら，目を覚ましていて，家に押し入らせはし

の人を流し去るまで注意しませんでした。 人の子の臨

ていることを示しなさい。 人の子は予期しない時刻に

在の時もそのようになります」。 （マタイ ２４：３６‐３９） イ
えいきょう あた
エスは話を聞いている人たちに， 地球全体に影響を与
だい こう ずい
えた， ノアの時代の大 洪 水 のことを思い起こさせてい

来るからです」。 （マタイ ２４：４３， ４４）

ます。
オリーブ山でイエスの話を聞いていた使徒たちは，注
はら
意を払 い続けなければならないと気付いたはずです。
イエスはこう言います。 「食べ過ぎや飲み過ぎや生活上
あっ ぱく
の心配事で心が圧 迫 されないよう注意していなさい。
とつ ぜん
そうでないと， その日が全く突 然 に訪れます。 わなの
ようにです。 その日は地上の全ての人に訪れます。 それ
のが
で， 必ず起きるこの全ての事を逃 れて人の子の前に立
き がん
つことができるよう， 常に祈願をしつつ， ずっと目を覚ま

なかったでしょう。 ですから， あなたたちも， 用意ができ

イエスはここで， 弟子たちに心配し過ぎないでよい理
由を示します。 それは， これまで話してきた預言が実現
はら
ど れい
する時， 注意を払いつつよく働く 「奴隷」 がいる， という
ことです。 イエスは使徒たちがイメージしやすい次のよ
め つか
うな場面を話します。 「主人が， 時に応じて召し使いた
あた
かれ
し
ちに食物を与えるため， 彼らの上に任命した， 忠実で思
りょ
ど れい
だれ
慮深い奴隷はいったい誰でしょうか。 主人が来て， そう
ど れい
しているところを見るなら， その奴隷は幸せです！ はっ

イエスはここ数十年の間に起きる出来事や，エルサレ
えいきょう およ
ムの都市またはユダヤ国民だけに影 響 を及 ぼす出来

きり言いますが， 主人は自分の全ての持ち物を管理さ
ど れい
せるためにその奴 隷 を任命します」。 しかし， もしその
ど れい
じゃあく
あつか
「奴隷」 が邪悪な態度を表し，他の人をひどい仕方で扱
かれ ばっ
うなら， 主人は 「最も厳しく彼 を罰 し」 ます。 （マタイ
ひ かく
２４：４５‐５１。 ルカ １２：４５， ４６と比較。）
じゃあく
イエスは， 弟子たちのあるグループが邪悪 な態度を

事を預言していたのではありません。 もっとスケールの

示すようになると言っていたのではありません。 では，

大きなこと， 「地上の全ての人に訪れ」 る変化について

どんな教訓を弟子たちに残したかったのでしょうか。 そ
はら
れは， 注意を払 いつつよく働くべきであるということで

していなさい」。 （ルカ ２１：３４‐３６）

話していたのです。

はら
イエスは， 弟子たちが注意を払い， 見張っていて， 用

す。 そのことをさらに別の例えで教えます。

「極めて不快なもの」 はどのようにして出現しますか。 その後， どんな出来事が生じますか。
もくげき
イエスの預言が実現するのを目撃する人たちはどんな反応を示しますか。
終わりの時が近いことを知る方法について， イエスはどんな例えを話しましたか。
イエスの預言が世界規模で実現すると言えるのはなぜですか。

あた
体制の終結が近い時代に生きる弟子たちに， イエスはどんな大切な教訓を与えましたか。
２５９

おと め

乙 女 たちの例え話から学ぶ
マタイ ２５：１‐１３

イエスは， 自分の臨在と体制の終結のしるしについて

ると教えていたのです。 しかしイエスとしては，弟子たち

使徒たちから質問され， それに答えているところです。
あた
そして， もう１つの例え話をして大切な教訓を与えます。

が忠実であり続け， 天の父の祝福を受けるということを

イエスの臨在期間中に生きている人たちは， その例え
話が実現するのを見ることになります。
例え話はこう始まります。 「天の王国は， ランプを持っ
はなむこ むか
おと め
て花婿を迎えに出た１０人の乙女のようです。 そのうち５
おろ
し りょ
人は愚かで，５人は思慮深い人でした」。 （マタイ ２５：１，２）
つ
イエスは， 天の王国を受け継 ぐ弟子たちのうち半分
おろ
し りょ
が愚 かで， もう半分が思 慮 深いと言っていたのではあ
ことがら
りません。 弟子たち各自には， 王国の事柄にしっかり注
はら
せんたく し
おこた
せんたく し
意を払うという選択肢と，注意を怠るという選択肢があ

確信していました。
おと め
はな むこ むか
けっ こん しき
１０人の乙 女 は全員， 花 婿 を迎 えて結 婚 式 の行列に
で か
はなむこ とうちゃく
加わるために出掛けていきます。 花婿が到着し，準備を
はなよめ
おと め
整えた家に花嫁 を連れていく時， 乙 女 たちは道をラン
はなむこ
プで照らします。 そのようにして， 花婿に対し敬意を表
すのです。 では， 話はどう展開するでしょうか。
おろ
おと め
たずさ
「愚かな乙女たちはランプを持ちましたが， 油を携え
し りょ
おと め
ていかず， 一方， 思 慮 深い乙 女 たちは， ランプと共に，
びん
はな むこ おく
油を瓶 に入れて持っていきました。 花 婿が遅 れている
みな ねむ
ねむ こ
間に， 皆， 眠くなって眠り込んでしまいました」。 （マタイ

おと め
イエスは１０人の乙女の例え話をする

はなむこ
とうちゃく
おと
２５：３‐５） 花婿は予想していた時間に到着しません。 乙
め
ねむ こ
おく
女たちが眠 り込 んでしまったことからすると， かなり遅
れているようです。 これを聞いた使徒たちは， ある高貴
な生まれの人の例え話を思い出したでしょう。 その人
もど
は旅行に出， 「やがて……王権を確立して戻った」 とイ
エスは話しました。 （ルカ １９：１１‐１５）
はなむこ
とうちゃく
さて， 花婿がついに到着した時のことを， イエスはこ
はなむこ
むか
う話します。 「真夜中に， 『さあ， 花婿だ！ 迎えに出なさ
さけ
おと め
い』 と叫 ぶ声がしました」。 （マタイ ２５：６） 乙 女たちは
用意ができているでしょうか。

おと め みな
イエスはこう続けます。 「そこで， 乙女は皆起きて， ラ
おろ
おと め
し りょ
おと め
ンプを確認しました。 愚かな乙女たちは思慮深い乙女
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はなむこ
言いました。 花婿は答えました。 『はっきり言って， あな
たたちのことは知りません』」。 （マタイ ２５：１０‐１２） 何
おこた
と残念なのでしょう。 注意を怠り用意ができていなかっ
た結果です。

はなむこ
使徒たちは， 例え話の中の花婿とはイエスのことだ
はなむこ
と分かったでしょう。 イエスは以前にも自分を花婿に例
し りょ
えたことがあったからです。 （ルカ ５：３４，３５） では，思慮
おと め
だれ
つ
深い乙 女 とは誰 ですか。 イエスは王国を受け継 ぐ 「小
さな群れ」 について話した時， 「身支度を整え， ランプ
をともしていなさい」 と言いました。 （ルカ １２：３２， ３５）
おと め
ですから使徒たちは， 今回の例えに出てくる乙女とは，
自分たちや小さな群れを構成する他の人たちを指して

たちに言いました。 『油を分けてください。 今にもラン
し りょ
おと め
プが消えそうです』。 思 慮 深い乙 女 たちは答えました。

いると理解したでしょう。 イエスはこの例え話で何を教

『みんなの分はなさそうです。 それより， 油を売る人たち

イエスは教訓をあいまいにせず，例え話の最後ではっ

の所で自分の分を買ってくるのはどうですか』」。 （マタ

きりこう言います。 「ずっと見張っていなさい。 あなた

イ ２５：７‐９）
おろ
おと め
おこた はなむこ むか
５人の愚 かな乙女 は注意を怠り， 花婿 を迎 える用意

たちは， その日も時刻も知らないからです」。 （マタイ

ができていません。 ランプのための油が足りないので，

イエスは自分の臨在について忠実な弟子たちに話し

何とか手に入れる必要があります。 話は続きます。 「そ
はな むこ
の５人が買いに行っている間に花 婿 が来て， 用意がで
おと め
けっこん ひ ろうえん
はなむこ いっしょ
きていた乙女たちは結婚の披露宴のために花婿と一緒
おと め
に中に入り， 戸が閉められました。 その後， 残りの乙女
だん な
だん な
たちも来て， 『旦那さま， 旦那さま， 開けてください』 と

た際， 「ずっと見張って」 いるべきだと教えました。 イエ
し りょ
おと め
スが来る時， 弟子たちは５人の思慮深い乙女のように，
はら
注意を払っていて用意ができていなければなりません。

えようとしていたのでしょうか。

２５：１３）

そのようにして， 貴重な希望を見失ったり報いを得損
なったりすることがないようにすべきです。

はら
し りょ
おと め
おろ
おと め
ちが
注意を払い用意ができているという点で， ５人の思慮深い乙女と５人の愚かな乙女とではどんな違いがありますか。
はなむこ
だれ
おと め
だれ
花婿とは誰のことですか。 また乙女たちとは誰のことですか。
おと め
１０人の乙女の例え話でイエスが教えていた教訓とはどのようなものですか。
２６１

タラントの例え話から学ぶ
マタイ ２５：１４‐３０

イエスはオリーブ山の上で４人の使徒たちから自分の

売をして， さらに５タラントを手に入れました。 ２タラント

臨在と体制の終結のしるしについて質問され， その答

れるのはまだ遠い将来であると説明しました。 この２つ

を受け取った人も同じように，さらに２タラントを手に入
ど れい
れました。 しかし， ただ１タラントを受け取った奴隷は，
で か
ほ
かく
出掛けていって地面を掘り， 主人のお金を隠しておきま
もど
した」。 （マタイ ２５：１６‐１８） さて， 主人が戻 ってきた時

の例え話には似ている点がたくさんあります。 この章で

にどうなりますか。

考える例え話は， 使徒たちはイエスから委ねられた持
あつか
ち物を扱 う際に勤勉でなければならないということを

イエスはこう話します。 「長い時がたち， 主人が来て，
ど れい
奴隷たちと清算をしました」。 （マタイ ２５：１９） 最初の２
ど れい
つ
人の奴隷は 「各自の能力に応じて」 ベストを尽くしまし

えとして， もう１つの例え話を語ります。 数日前にエリコ
にいた時， イエスはミナの例え話をして， 王国が設立さ

教えています。
イエスはこう話し始めます。 「それはちょうど， 外国へ
ど れい
旅行に出る際に， 奴隷 たちを呼び寄せて， 自分の持ち
物を委ねた男性のようです」。 （マタイ ２５：１４） イエスは
自分を 「王権を確立」 するために旅行に出た男性に例
えたことがあるので， 使徒たちは今回の例え話に出てく
る 「男性」 もイエスであるとすぐに分かります。 （ルカ
１９：１２）

ど れい
その人は外国に旅行に出る前に， 奴隷たちに自分の

貴重な持ち物を委ねます。 イエスは３年半の伝道期間
かたむ
中， 神の王国の良い知らせを伝えることに全力を傾け，
弟子たちが伝道活動を行えるよう訓練しました。 自分
は間もなく去っていきますが， 訓練した通りに弟子たち
が伝道活動をしていくと確信しています。 （マタイ １０：７。
ひ かく
ルカ １０：１， ８， ９。 ヨハネ ４：３８； １４：１２と比較。）
例え話の男性は自分の持ち物をどのように委ねたで
しょうか。 イエスはこう話します。 「その男性は， ある人
には５タラント，別の人には２タラント，さらに別の人には
あた
１タラントと， 各自の能力に応じて与えてから， 外国へ行
ど れい
きました」。 （マタイ ２５：１５） では， 奴隷たちは委ねられ
たもので何をしますか。 主人の期待に沿って委ねられた
ものを勤勉に用いるでしょうか。 イエスはこう続けます。
で か
「５タラントを受け取った人はすぐに出掛け， それで商
２６２

た。 委ねられたものを使って勤勉に熱心に働き， 利益
を生み出しました。 ５タラントを受け取った人も２タラ
ントを受け取った人も， 委ねられたものを２倍にしたの
かせ
です。 （当時， １タラントを稼ぐには１９年ほどかかりまし
ど れい
ほ
か
た。） 主人はその２人の奴 隷 に同じ褒 め言葉を掛 けま
がん ば
ど れい
す。 「よく頑張りました， あなたは忠実な良い奴隷です！
わずかなものに忠実でした。 多くのものを管理させる

イエスはタラントの例え話をする
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ためにあなたを任命しましょう。 主人である私と共に喜
びなさい」。 （マタイ ２５：２１）

ど れい
しかし， １タラントを受け取った奴隷はこう言います。

「ご主人さま， あなたが厳しい方で， まかなかった所で
か
だっこく
刈り取り， 脱穀しなかった所で集めることを知っていま
こわ
した。 それで怖くなり，行って，あなたの１タラントを地中
かく
に隠しておきました。 さあ， お返しいたします」。 （マタイ
ど れい
２５：２４， ２５） この奴 隷 はお金を銀行家に預けることも
いく
しませんでした。 そうしていれば，少なくとも幾らかの利
ど れい
息が付いたでしょう。 この奴 隷 は主人の期待を裏切っ
たのです。

ど れい
たい だ
ど
当然のこととして， 主人はその奴隷を 「怠惰な悪い奴

れい
隷」 と呼び， 委ねていたものを取り上げ， 喜んで勤勉に
あた
働く人にそれを与えます。 そしてこう言います。 「持って
みな
あた
いる人は皆，さらに与えられて満ちあふれます。 しかし，
持っていない人は， 持っているものまで取り上げられま
す」。 （マタイ ２５：２６， ２９）
イエスの弟子たちはこの例え話を聞いて， さまざまな
かれ
ことを考えさせられたでしょう。 彼 らはイエスから何を
ひと びと
委ねられたか知っています。 それは人 々 を弟子とする

たい だ
「各自の能力に応じて」 働くべきなのです。 「怠惰」 にな
つ
り， 主人の持ち物を増やすためにベストを尽くさないな

子たち全てが同じ仕方でその仕事をし， 同じ成果を上

ら， イエスが喜ぶことは決してありません。
みな
あた
「持っている人は皆，さらに与えられ［る］」 とイエスが
ちが
約束した時， 使徒たちはとてもうれしかったに違いあり

げるよう期待しているわけではありません。 弟子たちは

ません。

という大変価値のある立派な仕事です。 イエスは， 弟

だれ
ど れい
だれ
タラントの例え話に出てくる主人とは誰のことですか。 奴隷たちとは誰ですか。
あた
イエスは弟子たちにどんな教訓を与えましたか。

２６３

キリストは王として羊とヤギを裁く
マタイ ２５：３１‐４６

おと め
イエスは， オリーブ山の上で１０人の乙女とタラントの例
え話を語ったところです。 自分の臨在と体制の終結のし
るしについての質問に答えていたイエスは， 最後に羊と
ヤギの例え話をします。
その話はこう始まります。 「人の子が栄光を帯びて来
て， 全ての天使が共に来ると， その時， 人の子は栄光の
座に座ります」。 （マタイ ２５：３１） この例え話の中心人
物はイエスです。 イエスはこれまで何回も自分のこと
を， 「人の子」 と呼んでいるからです。 （マタイ ８：２０； ９：
６； ２０：１８， ２８）
この例え話はいつ実現しますか。 イエスが天使たち
いっしょ
と一緒に 「栄光を帯びて来て」， 「栄光の座に」 座る時
いっしょ
です。 イエスは少し前にも， 天使たちと一緒に 「人の子
が力と大きな栄光を帯びて天の雲に乗って来る」 と話
かん
したことがあります。 それはいつのことでしょうか。 「患
なん
難 のすぐ後」 のことです。 （マタイ ２４：２９‐３１。 マルコ
１３：２６， ２７。 ルカ ２１：２７） ですからこの例え話は， 将来
イエスが栄光を帯びて来る時に実現します。 その時， イ
エスは何をするのでしょうか。
イエスはこう説明します。 「人の子が栄光を帯びて来
ひと びと かれ
［ると，］全ての国の人 々 が彼 の前に集められ， 人の子
ひと びと
は， 羊飼いが羊をヤギから分けるように， 人 々 を分け
ます。 そして羊を自分の右に， ヤギを自分の左に置きま
す」。 （マタイ ２５：３１‐３３）
羊はどうなりますか。 イエスはこう言います。 「それか
ら王は，右にいる人たちに言います。 『さあ，私の父に祝
福された人たち， 世が始まって以来あなたたちのため
に用意されている王国を受けなさい」。 （マタイ ２５：３４）
めぐ
羊が王からの恵みを受けるのはなぜでしょうか。
う
王は次のように説明します。 「私が飢えると食べ物を
あた のど かわ
あた
与え，喉が渇くと飲み物を与えてくれたからです。 よそか
２６４

イエスは羊とヤギの例え話を語る
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むか はだか
あた
ら来ると温かく迎え， 裸でいると服を与えてくれました。
ろう や
病気になると世話をし， 牢屋にいると訪問してくれまし
た」。 それを聞いた羊つまり 「正しい人たち」 は，自分た
たず
ちがいつ王にそのようなことをしたか尋ねます。 すると
王は， 「これら私の兄弟のうち最も目立たない人の１人
にしたのは， それだけ私にしたのです」 と答えます。 （マ
タイ ２５：３５，３６，４０，４６） 正しい人たちは，そうした良い
ことを天で行ったのではありません。 天では病気になっ
う
たり飢えたりしないからです。 ですから王は， 羊が地上
にいるキリストの兄弟たちにしたことを言っているの
です。
では左に置かれたヤギはどうなりますか。 イエスの
説明はこうです。 「それから王は， 左にいる人たちに言
はな
あく ま
います。 『災いを宣告された人たち， 私から離れ， 悪魔
じゃあく
と邪悪な天使たちのために用意された永遠の火に入り
う
あた
のど かわ
なさい。 私が飢えても食べ物を与えず， 喉が渇いても飲
あた
み物を与えてくれなかったからです。 よそから来ても温
むか
はだか
あた
ろう や
かく迎えず，裸でいても服を与えず，病気であったり牢屋

かれ
は彼らに次のように話します。 「その時， 王は［言い］ま
す。 『実のところ， これら最も目立たない人の１人にしな

にいたりしても世話をしてくれませんでした』」。 （マタイ

かったのは， それだけ私にしなかったのです』。 この人
むか
たちは永遠の死を迎え， 正しい人たちは永遠の命を受

２５：４１‐４３） ヤギは地上にいるキリストの兄弟たちに親

けます」。 （マタイ ２５：４５， ４６）

切であるべきでしたが， そうしなかったので， このような
裁きを受けるのも当然です。
使徒たちは， 将来行われるこの裁きが１回限りで， そ
の結果は永遠に続くものであることを知ります。 イエス

使徒たちの質問に対するイエスの答えから，イエスの
弟子である全ての人は多くのことを学べます。 そして，
自分の態度や行動がどのようなものか考えさせられ
ます。

だれ
羊とヤギの例え話に出てくる 「王」 とは誰のことですか。 この例え話が実現するのはいつのことですか。
めぐ
裁きの時に羊が王からの恵みを得るのはなぜですか。
ある人たちがヤギとして裁かれるのはなぜですか。 羊とヤギにはそれぞれどんな結果が待っていますか。
２６５

す

こ

最後の過ぎ越 しが近づく
マタイ ２６：１‐５， １４‐１９

マルコ １４：１， ２， １０‐１６

ルカ ２２：１‐１３

とを教えました。

おだ
しかし， 祭司長と民の長老たちは穏やかでいられま
す こ
せん。 過ぎ越しの日が来る前に， 大祭司カヤファの家の
ぎ ぜん
中庭に集まります。 なぜでしょうか。 自分たちの偽善を

とと思われますが， イエスは使徒たちにこう言います。
す こ
「知っての通り， 今から２日後に過ぎ越しが行われます。
わた
くい か
そして， 人の子は引き渡 され， 杭 に掛 けられて死にま

暴かれたことが許せないのです。 それで， イエスを 「う
と
まく捕 らえて殺そうと相談」 します。 いつどのように実
かれ
行するのでしょうか。 彼 らは， 「祭りの時はやめておこ
そうどう
う。 民の間で騒動が起きないようにするためだ」 と言い
した
ます。 （マタイ ２６：４， ５） イエスが大勢の人たちから慕

す」。 （マタイ ２６：２）

われているので， ためらっているのです。

イエスはオリーブ山の上で４人の使徒からの質問に答
え， 自分の臨在と体制の終結のしるしについて多くのこ
いそが
それにしてもニサン１１日はとても忙しい日でした。 そ
と ちゅう
の夜を過ごすためベタニヤに向かっている途 中でのこ

イエスは翌日のニサン１２日水曜日を， 使徒たちと静
ひとびと
かに過ごしたようです。 火曜日には人々の前で宗教指
かれ
かれ
導者たちを非難し， 彼らの真の姿を暴きました。 彼らか
ねら
ら命を狙 われているので， 水曜日は人前に出ません。
す こ
ニサン１４日が始まる木曜日の晩に使徒たちと過ぎ越し
だれ
じゃ ま
を祝うのを誰にも邪魔されないためです。

そうしているところへ，ある人物がやって来ます。 何と
イエスの使徒の１人ユダ・イスカリオテです。 サタンは
こ
主人を裏切るという考えをユダに植え込んでいました。
わた
ユダは宗教指導者たちに， 「イエスを裏切って渡 した
たず
かれ
ら， 何をくれますか」 と尋ねます。 （マタイ ２６：１５） 彼ら
あた
は喜び， 「銀を与えることで合意」 します。 （ルカ ２２：５）

ユダ・イスカリオテはイエスを裏切るための金をもらう
す こ
２人の使徒が過ぎ越しの準備をする
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いく
おそ
その値段は幾らでしたか。 銀３０枚です。 これは恐らく３０
ど れい
シェケルに相当し，奴隷１人当たりの値段です。 （出エジ
けい べつ
プト記 ２１：３２） 宗教指導者たちはイエスを軽 蔑 し， ほ
とんど価値のない人間と見なしていたのです。 この時
わた
以降， ユダは 「群衆がいない時にイエスを裏切って渡
す良い機会をうかがうように」 なります。 （ルカ ２２：６）
にちぼつ ご
水曜日の日没後からニサンの１３日が始まります。 イ
エスがベタニヤで過ごす最後の晩となりました。 夜が
す こ
明けて木曜日の朝になれば， 過ぎ越しのための最後の
準備をしなければなりません。 子羊を手に入れ， 夕方
にニサン１４日が始まってからほふり， 丸ごと焼く必要が
だれ
あります。 その食事はどこで行うのでしょうか。 誰 がそ
の準備をするのでしょうか。 イエスがこのことで特に何
も指示を出さないため， ユダはイエスを裏切って祭司
わた
長たちに渡す良い機会をつかめません。
木曜日の昼すぎと思われますが， イエスはペテロと
ヨハネをベタニヤから送り出すことにし， こう言います。
す こ
「行って， 過ぎ越しの食事を用意しなさい」。 ２人は， 「ど
たず
こに用意したらいいでしょうか」 と尋 ねます。 それでイ
エスはこう指示します。 「町に入ると，水がめを運んでい
る男に会います。 付いていって， その人が入る家に入り
す
なさい。 そして， 家主にこう言いなさい。 『先生が， 「過
こ
ぎ越 しの食事を弟子たちとできる客室はどこでしょう
か」 と言っています』。 その人は整った大きな階上の部

屋を見せてくれます。 そこに用意しなさい」。 （ルカ ２２：
８‐１２）

ちが
この家主はイエスの弟子であるに違 いありません。
す こ
イエスがこの過 ぎ越 しを祝うために自分の家を使うこ
とを予想していたようです。 ペテロとヨハネがエルサレ
ムに着くと， 全てイエスが話した通りになります。 それで
す
２人は子羊の準備を見届け， イエスと１２使徒たちが過
こ
ぎ越しを祝うのに必要なものがそろうようにします。

イエスはニサン１２日水曜日をどう過ごしたようですか。 それはなぜですか。
宗教指導者たちが集まったのはなぜですか。 ユダがそこへ行ったのはなぜですか。
だれ
かれ
イエスは木曜日に誰をエルサレムに送り出しましたか。 彼らは何をしましたか。
２６７

す

こ

けん そん

最後の過ぎ越 しで謙 遜 さを教える
マタイ ２６：２０

マルコ １４：１７

ルカ ２２：１４‐１８

ヨハネ １３：１‐１７

ペテロとヨハネはエルサレムに着き， イエスの指示に
す こ
従って過ぎ越しを祝う準備を整えます。 イエスと残りの
１０人の使徒たちもベタニヤを出発します。 木曜日の午
しず
後， 西の空に太陽が沈んでいく中， イエスと使徒たちは
オリーブ山を下りていきます。 復活する前に， この風景
を昼間に見るのは， イエスにとってこの時が最後です。
す こ
エルサレムに着いたイエスと使徒たちは，過ぎ越しの
食事をする家に向かいます。 階段を上り， 大きな部屋に
入ると， そこには自分たちだけで食事をする準備が整っ
ています。 イエスはこの時をずっと待っていました。 それ
でこう言います。 「私は苦しみを受ける前にぜひあなた
いっしょ
す こ
たちと一緒にこの過ぎ越しの食事をしたい， と思ってい
ました」。 （ルカ ２２：１５）
す こ
さかずき
過ぎ越しの食事の際にぶどう酒の入った杯を回すと
いう習慣は， ずっと昔に取り入れられたものです。 イエ
さかずき
いの
スは杯を受け取り， 感謝の祈りをしてからこう言います。
「これを取って， 順番に回しなさい。 あなたたちに言い
ますが， 今後， 神の王国が来るまで私はブドウからでき
たものを二度と飲みません」。 （ルカ ２２：１７， １８） イエス
せま
の死がもうそこまで迫っているのです。
みな
皆が食事をしていると， イエスが席を立ちます。 外衣
わき
ふ ぬの
を脇に置いて拭き布を取り， すぐそばにあったたらいに
ふ つう
め つか
水を入れます。 普通なら， 召し使いが客の足を洗うよう
家の主人が取り計らいます。 （ルカ ７：４４） でもこの時
は， 主人がいなかったので， イエスが自分で世話をしま

「私が洗わないとしたら， あなたは私の仲間ではありま
せん」 と答えます。 それでペテロは， 「主よ， 足だけでな
く， 手も頭もお願いします」 と言います。 しかし， 次のイ
おどろ
エスの言葉を聞いてペテロは驚 いたことでしょう。 「水

す。 使徒たちもその仕事を買って出ることができたはず
だれ
かれ
ですが，誰もそうしようとしませんでした。 彼らの間には

浴びした人は全身が清く， 足以外は洗う必要がありま

まだライバル意識が残っていたのかもしれません。 いず

せん」。 （ヨハネ １３：８‐１０）

れにせよ， 弟子たちはイエスが自分たちの足を洗おう
とするのを見てまごつきます。

せん。 あなたたちは清いのです。 しかし全員ではありま
ふく
イエスはユダ・イスカリオテを含 む１２人全員の足を
しょくたく
洗います。 そして外衣を着てから， 再び食卓に着いて横

ペテロはイエスが自分のところに来ると， 「足を洗っ

になり， 使徒たちにこう質問します。 「あなたたちにした

ていただくことなどできません」 と言います。 イエスは，

ことが理解できますか。 あなたたちは私を 『先生』 や

２６８

いっ しょ
す こ
イエスは使徒たちと一緒に， 最後の過ぎ越しの食事をする
あた
使徒たちの足を洗って大切な教訓を与える

『主』 と呼びます。 それは正しいことです。 私はそういう
者だからです。 それで， 主また先生である私があなた
たちの足を洗ったのであれば， あなたたちも足を洗い
も はん
合うべきです。 私はあなたたちのために模 範 を示しま
した。 あなたたちも同じようにするためです。 はっきり
ど れい
えら
つか
言っておきますが，奴隷は主人より偉くなく，遣わされた
つか
えら
人は遣わした人より偉くありません。 あなたたちはこう
した事を知っており， それを行うとき， 幸せです」。 （ヨハ
ネ １３：１２‐１７）
けんそん
謙遜に仕えることを教える何と素晴らしい教訓でしょ
う。 イエスの弟子は， 自分は重要な存在だから仕えて
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もらうのが当然と考えて， 最優先されることを期待すべ
なら
きではありません。 むしろ， イエスの手本に倣うべきで
だれ
けんそん
す。 実際に誰かの足を洗うということではなく， 謙遜に，
へんけん
偏見を持たずに進んで仕えるということです。

す こ
過ぎ越しの食事をしている時， イエスは自分の死が
近いことを示すどんなことを言いましたか。

ふ つう
使徒たちの足を洗うというイエスの行動が普通では

考えられなかったのはなぜですか。
イエスは使徒たちの足を洗うことによって， どんな
あた
教訓を与えましたか。
２６９

ばん さん

主の晩 餐
マタイ ２６：２１‐２９

マルコ １４：１８‐２５

ルカ ２２：１９‐２３

ヨハネ １３：１８‐３０

けんそん
イエスは使徒たちの足を洗って，謙遜さについての大切
あた
す こ
な教訓を与 えました。 過 ぎ越 しの食事が終わってから
しん らい
のことと思われますが， イエスは， 「私が信 頼 していた
いっしょ
親しい友， 一緒にパンを食べていた人が私に敵対する
ようになった」 というダビデの預言的な言葉を引用して
話します。 それから， 「あなたたちの１人が私を裏切りま
す」 とも言います。 （詩編 ４１：９。 ヨハネ １３：１８， ２１）
くちぐち
使徒たちは顔を見合わせて口々に， 「主よ， まさか私
たず
ではありませんね」 と尋ねます。 ユダ・イスカリオテもそ
となり
だれ
う質問します。 ペテロはイエスの隣にいたヨハネに， 誰
うなが
のことを言っているのか質問するように促します。 それ
だれ
でヨハネはイエスに体を近づけて， 「主よ， それは誰で
すか」 と聞きます。 （マタイ ２６：２２。 ヨハネ １３：２５）
はち ひた
あた
イエスは， 「私がパン切れを鉢 に浸 して与 えるのが
しょくたく
その人です」 と答えます。 そしてパンを食卓の上にあっ

２７０

はち ひた
わた
た鉢に浸してユダに渡し， 「人の子は書かれている通り
ひ さん
去っていきますが， 人の子を裏切るその人は悲惨です！
生まれてこなかった方がよかったでしょう」 と言います。
（ヨハネ １３：２６。 マタイ ２６：２４） すると， サタンがユダ
じゃあく
に入ります。 ユダはすでに心が邪 悪 になっていました
あく ま
ほろ
が， この時に悪 魔 の意志を行うようになり， 「滅 び」 に
つ
突 き進んでいったのです。 （ヨハネ ６：６４， ７０； １２：４；
１７：１２）
イエスはユダに， 「あなたがしている事をもっと早く
しなさい」 と言います。 それを聞いた使徒たちはユダが
金箱を管理しているので， 「『祭りのために必要な物を
あた
買いなさい』 とか， 貧しい人たちに何かを与えるように」
という意味だろうと思っています。 （ヨハネ １３：２７‐３０）
しかし， ユダはイエスを裏切るために出ていきます。
その後， イエスは全く新しい祝いを始めます。 パンを

ユダがイエスを裏切ることが明らかにされる
イエスは記念の食事を始める

いの
わた
取って感謝の祈りをし， それを割って使徒たちに渡しま
あた
す。 そして， 「これは， あなたたちのために与えられる私
の体を表しています。 このことを行っていき， 私のことを
思い起こしなさい」 と言います。 （ルカ ２２：１９） 使徒た
ちはそのパンを順番に回し， それを食べます。
さかずき
いの
次に， イエスはぶどう酒の杯を取り， 感謝の祈りをし
わた
みな さかずき
てから使徒たちに渡 します。 使徒たちは皆 その杯 から
さかずき
けい
飲みます。 イエスは， 「この杯は私の血による新しい契
やく
約 を表しています。 それはあなたたちのために注ぎ出
されることになっています」 と言います。 （ルカ ２２：２０）
このようにして， イエスは自分の死の記念式を取り決
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めました。 そして弟子たちは毎年ニサンの１４日にその
記念式を開きます。 その式は， 人間を罪と死の有罪宣
告から救うためにイエスと天の父が行ったことを思い
す こ
起こす機会となります。 この祝いは， ユダヤ人の過ぎ越
しん こう
しよりも重要なものです。 信 仰を持つ人全てに永遠の
あた
自由を与えるイエスの死に注意を向ける式だからです。
イエスは自分の血が 「罪の許しのため， 多くの人のた
めに注ぎ出されることになってい［る］」 と話します。 そ
の許しを受ける大勢の人には， 忠実な使徒たちや他の
ふく
弟子たちが含まれています。 その人たちは天の父の王
国でイエスと共に支配します。 （マタイ ２６：２８， ２９）

イエスは聖書のどの預言を引用しましたか。 その聖句をどのように説明しましたか。
イエスはユダに何をするよう言いましたか。 弟子たちはその言葉をどのように理解しましたか。
イエスはどんな式を始めましたか。 それはどんな機会になりますか。

だれ

えら

誰 が一番偉 いかで口論が起きる
マタイ ２６：３１‐３５

マルコ １４：２７‐３１

ルカ ２２：２４‐３８

ヨハネ １３：３１‐３８

いっ しょ
使徒たちと一 緒に過ごす最後の晩です。 先ほどイエス
けん そん
は， 使徒たちの足を洗うことによって謙 遜 に仕えるこ

まん まん
するとペテロは自信満 々 な態度で， 「ほかのみんな
があなたを見捨てても， 私は決して見捨てません！」 と

との大切さを教えたばかりです。 なぜその必要があっ
かれ
たのでしょうか。 使徒たちに弱点があったからです。 彼
けんしん
だれ
えら
らは神に献身していますが， 誰が一番偉いかということ
いだ
に強い関心を抱いていました。 （マルコ ９：３３， ３４； １０：

主張します。 （マタイ ２６：３３） そこでイエスは， 今夜おん

３５‐３７） その弱さがまた出てしまいました。
だれ
えら
使徒たちの間で 「誰が一番偉いのか」 について 「激

は，兄弟たちを力づけなさい」。 （ルカ ２２：３２） それでも
いっしょ
ペテロは， 「たとえ一緒に死ぬことになるとしても，あな

しい議論」 が起きたのです。 （ルカ ２２：２４） イエスはと

たを知らないとは決して言いません」 と言い張ります。

てもがっかりしたはずです。 どうするでしょうか。
かれ
しか
イエスは彼らの態度や行動を らず，根気強く接し，考
い ば
けん い
えさせます。 「諸国の王は威張り， 権威を持つ人たちは

（マタイ ２６：３５） 他の使徒たちも同じことを言います。

功労者と呼ばれます。 しかし， あなたたちはそうであっ

す。 私はユダヤ人たちに， 『私が行く所へあなた方は来

てはなりません。 ……というのは， 食事をしている人と
えら
給仕している人では， どちらが偉いですか」。 そして， 自

ることができない』 と言いましたが， 今はあなたたちに

分が示してきた手本を思い出させ， 「しかし私は， あな
たたちに仕える人です」 と言います。 （ルカ ２２：２５‐２７）
使徒たちは不完全ですが，困難な時期にイエスとずっ
いっしょ
と一緒にいました。 それでイエスは， 「私は， 天の父が
けい やく
私と契 約を結んだように， あなたたちと王国のための
けいやく
かれ
契約を結［ぶ］」 と言います。 （ルカ ２２：２９） 彼らはイエ
けい やく
スに忠節な人たちです。 イエスは契 約 を結ぶことによ
かれ
り， 彼らが王国に入り， 共に支配することを保証します。

どりが２度鳴く前にあなたは私を知らないと言う， と話
します。 しかしイエスはこうも言います。 「私は， あなた
しん こう つ
き がん
の信 仰 が尽 きないように祈 願 しました。 立ち直った後

イエスはこう話します。 「私はもうしばらくあなたたち
いっ しょ
さが
と一 緒 にいます。 あなたたちは私を捜 すようになりま

も同じように言います」。 そしてさらにこう言います。 「新
あた
たが
しいおきてを与えます。 それは， あなたたちが互いに愛
し合うことです。 私があなたたちを愛した通りに， あな
たが
たたちも互いを愛しなさい。 あなたたちの間に愛があ
れば， 全ての人は， あなたたちが私の弟子であることを
知ります」。 （ヨハネ １３：３３‐３５）

いっしょ
ペテロは， イエスがもうしばらくの間だけ一緒にいる
たず
と聞いて， 「主よ， どこへ行くのですか」 と尋 ねます。 イ
エスは， 「あなたは私が行こうとしている所へ今は付い

そうした素晴らしい希望があっても， 使徒たちは弱点

てくることができません。 しかし後で来ることになります」

を持つ不完全な人間です。 イエスは， 「サタンはあなた
わた
たちを渡すよう要求しました。 小麦をふるいにかけるよ

と答えます。 ペテロはその意味が分からず， 「主よ， どう

うに試すためです」 と話します。 （ルカ ２２：３１） そして，
みな
こう警告します。 「今夜， あなたたちは皆， 私を見捨て

命もなげうちます」 と言います。 （ヨハネ １３：３６， ３７）

して今は付いていけないのですか。 あなたのためには

なる』 と書いてあるからです」。 （マタイ ２６：３１。 ゼカリ

次にイエスは， 使徒たちをガリラヤの伝道旅行に送
しょく
り出した時のことを話します。 その時， 彼らは財布や食
もつぶくろ
で か
物袋を持たずに出掛けていきました。 （マタイ １０：５， ９，

ヤ １３：７）

１０） イエスが， 「何にも不足しなかったのではありませ

ます。 『私は牧者を打つ。 すると，群れの羊は散り散りに

２７２

えら
イエスは偉さについて教える
ペテロはイエスを否定すると予告される
イエスの弟子は愛し合わなければならない

たず
んか」 と尋ねると， 使徒たちは， 「はい， 何にも！」 と答
えます。 しかし， これからはどうなのでしょうか。 イエス
しょくもつぶくろ
は言います。 「財布がある人はそれを持ち， 食物袋も同
つるぎ
じようにしなさい。 剣を持っていない人は， 外衣を売っ
てそれを買いなさい。 というのは， 書かれている事， す
かれ
なわち 『彼 は不法な者たちと共に数えられた』 という
と
言葉は， 私に関して必ず成し遂げられるからです。 これ
は私に関して実現しつつあります」。 （ルカ ２２：３５‐３７）
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イエスは，自分が不法な者たち，つまり犯罪者と並ん
くい
で杭にくぎ付けにされる時のことを話しています。 その
はく がい あ
後， 弟子たちはひどい迫 害 に遭 うでしょう。 使徒たち
は，その準備ができていると考え， 「主よ，ご覧ください，
つるぎ
ここに剣が２本あります」 と言います。 イエスは， 「それ
で十分です」 と答えます。 （ルカ ２２：３８） その後間もな
つるぎ
あた
く， イエスはこの剣に関係した教訓を与えることになり
ます。

あつか
使徒たちが口論をしたのはなぜですか。 イエスはその問題をどう扱いましたか。
けいやく
イエスが忠実な使徒たちと結んだ契約により， どんなことが可能になりますか。
まんまん
ペテロが自信満々の態度を示した時， イエスは何と言いましたか。
２７３

イエスは道， 真理， 命
ヨハネ １４：１‐３１

記念式の食事が終わり， イエスは使徒たちをこう力づ
さわ
しんこう いだ
けます。 「心を騒がせてはなりません。 神に信仰を抱き，
しんこう いだ
私にも信仰を抱きなさい」。 （ヨハネ １３：３６； １４：１）
さわ
イエスは自分が去っても心を騒がせるべきでない理

すると， 熱心に聞いていたフィリポが， 「主よ， 私たち
たの
に父を見せてください。 それで十分です」 と頼 みます。
あた
まぼろし
モーセやエリヤやイザヤに与えられたような幻 で神を
まぼろし
見たいと思っているようです。 でも使徒たちには， 幻よ

由をこう説明します。 「私の父の家には住む所がたくさ

りもずっと良いものがあります。 イエスはその点をこう
いっ しょ
強調します。 「こんなに長い間一 緒 に過ごしてきたの

んあります。 ……行って場所を整えたら， 再び来てあな
むか
たたちを私の所に迎えます。 私がいる所にあなたたち
もいるようにするのです」。 しかし使徒たちは， イエスが
天に行くことを話しているということが分かりません。 ト
たず
マスはこう尋ねます。 「主よ， あなたの行こうとしている

に，フィリポ，あなたはまだ私を知らないのですか。 私を
見た人は， 父をも見たのです」。 天の父を１００％反映し
いっしょ
たイエスと一緒に暮らし， イエスを観察するのは， いわ
ば神を見るようなものでした。 とはいえ， 父は子より上

所が分からないのに， どうしてその道が分かるでしょう

位の方なので， イエスは， 「あなたたちに言うことは， 独

か」。 （ヨハネ １４：２‐５）

自の考えで言っているのではありません」 と話します。

イエスは， 「私は道であり， 真理であり， 命です」 と答
えます。 イエスとその教えを受け入れ， イエスの生き方
なら
に倣う人だけが， 天の父の家に入ることができます。 そ
だれ
れでイエスは， 「私を通してでなければ， 誰も父の元に
来ることはできません」 と言います。 （ヨハネ １４：６）

（ヨハネ １４：８‐１０） そのことは使徒たちにもよく分かり
ました。
使徒たちは，イエスが素晴らしい行いをするのを見た
り， 神の王国の良い知らせを伝えるのを聞いたりしてき
しんこう いだ
ました。 それでイエスは， 「私に信仰を抱く人も， 私がし

イエスは場所を整えに行く
えん
じょ しゃ あた
弟子たちに援助者を与えると約束する
い だい
父はイエスよりも偉大
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ていることを行います。 しかも， もっと大きなことを行

しない， というのはどういうことですか」 と質問します。

います」 と話します。 （ヨハネ １４：１２） これはイエスより
い だい き せき
偉大な奇跡を行うという意味ではありません。 弟子た
はん い
ちがイエスよりも， もっと長い期間， もっと広い範囲で，

イエスはこう答えます。 「私を愛する人は私の言葉を守

もっと多くの人に伝道するということです。

ります。 私の父はその人を愛し……ます。 私を愛さない
人は私の言葉を守りません」。 （ヨハネ １４：２１‐２４） 世
ひとびと
の人々は，イエスが道，真理，命であることを認めません。

イエスは去っていきますが， 使徒たちを見捨てるわけ

イエスが去ってしまった後， 弟子たちは教わったこと

ではありません。 イエスは， 「あなたたちが私の名に

をどのようにして思い出せばよいのでしょうか。 イエス
つか
えんじょしゃ
は説明します。 「父が私の名によって遣わす援助者つま
せいれい
り聖霊が， あなたたちに， 全てのことを教えるとともに，

よって何か求めるなら， 私はそれを行います」 と約束し
ます。 また， こうも言います。 「私は天の父にお願いしま
えん じょ しゃ あた
す。 父は別の援 助 者 を与 えて， あなたたちと共に永久
せい
にいるようにしてくださいます。 それは真理を伝える聖
れい
えんじょしゃ
霊です」。 （ヨハネ １４：１４， １６， １７） 別の援助者， つまり
せいれい あた
聖霊 を与 えるという約束は， ペンテコステの日に実現
します。

私が話した全てのことを思い起こさせます」。 使徒たち
せいれい
は聖霊がどれほど強力に働くかを知っていたので，安心
あた
したでしょう。 イエスはさらにこう言います。 「私が与 え
さわ
る平和はあなたたちの元にとどまります。 ……心を騒

は二度と私を見ません。 しかしあなたたちは見ます。 私

がせてはならず， 弱気になってもなりません」。 （ヨハネ
さわ
１４：２６，２７） ですから，心を騒がせる必要はありません。
あた
イエスの父から指示と保護が与えられるからです。

は生きていて， あなたたちも生きるからです」。 （ヨハ

神からの保護は間もなく明らかになります。 イエスは

ネ １４：１９） イエスは復活後に人間の姿で使徒たちに現
かれ
いっしょ
れ，さらに彼らを復活させ天で一緒になるようにします。

こう言います。 「世の支配者が来ようとしてい［ま］す。

ひとびと
また， こう続けます。 「もうしばらくすれば， 世の人々

次にイエスはシンプルな真理を話します。 「私のおき

もっとも， その者は私に対して何の力もありません」。
あく ま
かれ
（ヨハネ １４：３０） 悪 魔 はユダの中に入り， 彼 をコント

てを受け入れてそれに従う人は私を愛しています。 さら

ロールできました。 しかしイエスには罪深い弱さが全

に， 私を愛する人は父に愛されます。 そして私はその人

くないので， イエスを神に反逆させることはできません。
ふう こ
イエスを死に封じ込めておくこともできません。 イエス

を愛して，自分のことをはっきり知らせます」。 この時，タ
ダイとも呼ばれるユダが， 「主よ， 私たちには自分のこ
ひとびと
とをはっきり知らせようとし， 世の人々にはそうしようと

は 「父が命じた通りにして」 おり， 父が自分を復活させ
てくださるという確信があります。 （ヨハネ １４：３１）

たず
イエスはどこに行こうとしていましたか。 トマスはそこへの道について尋ねた時， イエスからどんなことを言われましたか。
フィリポはイエスに何をしてほしいと思っていたようですか。
イエスの弟子たちがイエスより大きなことを行うとはどういう意味ですか。
い だい
イエスは天の父が自分よりも偉大なので， どんなことを確信できましたか。
２７５

枝として実を結び， イエスの友であり続ける
ヨハネ １５：１‐２７

ひび
はげ
イエスは心に響 く話をして使徒たちを励 ましています。
おそ
時刻は遅く， 真夜中を過ぎていると思われます。 イエス

ら， どうなりますか。 イエスは， 「私と結び付いたままで

はここで，使徒たちの意欲を高める別の例えを話します。

します。 しかし， こうも言います。 「あなたたちが私と結

イエスは， 「私は真のブドウの木， 私の父は耕作者で

び付いたままでいて， 私が言ったことがあなたたちの心

す」 と話し始めます。 （ヨハネ １５：１） このイエスの例え
ことがら
は， 数百年前にイスラエル国民について語られた事柄

にとどまっているなら， 自分が願うどんなことでも求め

と似たところがあります。 当時は， イスラエル国民がエ

ここでイエスは， すでに２度話した， おきてを守ること

ホバのブドウの木と呼ばれていました。 （エレミヤ ２：
かれ
２１。 ホセア １０：１， ２） しかし， エホバは彼らを捨て去り

について話します。 （ヨハネ １４：１５， ２１） 「私のおきて

ます。 （マタイ ２３：３７， ３８） ですから， イエスがこの例え

守っていつも父に愛されるようにしているのと同じで

で教えるのは別のことです。 ブドウの木はイエスで， 天
せい れき
せい れい
の父は西 暦 ２９年に聖 霊 でイエスに油を注いだ時から

す」。 それから， イエスのおきてを守っていることを示す

いない人は……投げ捨てられて……しまいます」 と話

なさい。 それはかなえられます」。 （ヨハネ １５：５‐７）

を守るなら， いつも私に愛されます。 私が父のおきてを

ずっとこの木を育ててきました。 しかしイエスは， 自分１

大切な方法について， 次のように教えます。 「私があ
たが
なたたちを愛した通りにあなたたちが互いを愛するこ

人がその木を表すのではないことを示し，こう言います。

と， これが私のおきてです。 友のために自分の命をなげ

「父は， この木で実を結んでいない枝を全て切り落と

うつことより大きな愛はありません。 私が命じているこ

し， 実を結んでいる枝を全て手入れして， さらに実を結

とを行うなら， あなたたちは私の友です」。 （ヨハネ １５：

ぶようにします。 ……枝がブドウの木に付いていなけれ

１０‐１４）

ば実を結べないように， あなたたちも私と結び付いて
いなければ実を結べません。 私はブドウの木， あなた
たちはその枝です」。 （ヨハネ １５：２‐５）
えんじょしゃ
せいれい
イエスは自分が去った後， 援助者である聖霊を忠実

しんこう いだ
もう少しすれば， イエスは自分に信仰を抱く人全ての

ために命を差し出して， 愛を示します。 弟子たちはイエ
も はん
ぎ せい
スの模範を考える時， 同じように自分を犠牲にするほど
の愛を示したいと思うはずです。 この愛はイエスの弟子

な弟子たちに送ると約束しました。 その時から５１日後，
せいれい
使徒たちと他の弟子たちはその聖霊を受け，ブドウの木

であることの証明になります。 イエスが言った通りです。

の枝になります。 全ての 「枝」 はイエスと結び付いてい

ちが私の弟子であることを知ります」。 （ヨハネ １３：３５）

なければなりません。 なぜでしょうか。

「あなたたちの間に愛があれば， 全ての人は， あなたた
使徒たちはイエスが自分たちを 「友」 と呼んだことに

イエスはこう説明します。 「私と結び付いていて，私が

気付いたでしょう。 イエスはそう呼ぶ理由について話し

結び付いている人， その人は多くの実を結びます。 あな
はな
たたちは私から離 れては何も行えません」。 忠実な弟
なら
子たちという 「枝」 は， イエスの特質に倣い， 他の人に

ます。 「私はあなたたちを友と呼びました。 天の父から

神の王国について積極的に伝え， もっと多くの人を弟

えてもらえるというのは何と素晴らしいのでしょう。 しか

子とすることにより， 多くの実を結びます。 イエスと結び

し使徒たちがその友情を保つには， 「実を結び続け」 な

付いたままでいなかったり， 実を結ばなかったりするな

ければなりません。 もしそうするなら， 「あなたたちが

２７６

聞いた事を全てあなたたちに知らせたからです」。 イエ
こと がら
スの親しい友になり， イエスが父から聞いた事 柄 を教

真のブドウの木と枝
イエスに愛され続けるにはどうすればよいか

あた
私の名によって父に何を求めても， 父が与えてくださる」
とイエスは保証します。 （ヨハネ １５：１５， １６）

かれ
「枝」 であるイエスの弟子たちの間の愛は， 彼らが今
にんたい
後直面する出来事を忍耐 するために必要です。 イエス
にく
は， 弟子たちが世から憎まれるという現実に注意を向
はげ
けるとともに， こう言って励 まします。 「もし世があな
にく
にく
にく
たたちを憎むなら， あなたたちを憎む前に私を憎んだ
ということをあなたたちは知ります。 あなたたちが世の
ひとびと
人々のようだったら， 世から好まれることでしょう。 とこ
ひとびと
ろが， あなたたちは……世の人々のようではないので，
にく
世から憎まれます」。 （ヨハネ １５：１８， １９）
にく
イエスは， 世が弟子たちを憎む理由について， さらに
ひとびと
こう言います。 「世の人々は， 私の名のためにあなたた
あつか
つか
ちをこのようにひどく扱います。 私を遣わした方を知ら
き せき
にく
ないからです」。 イエスの奇跡はイエスを憎む者たちを
断罪します。 イエスはこう説明します。 「私は， ほかの
だれ
ひと びと
誰もしなかった事を世の人 々の間で行いました。 もし
かれ
私がそうしていなかったなら， 彼らには何の罪もないで
かれ
にく
しょう。 しかし今， 彼らは私を見た上で憎み， 私の父を
にく
にく
も憎 みました」。 世から憎 まれるのは預言の実現でも
あります。 （ヨハネ １５：２１，２４，２５。 詩編 ３５：１９； ６９：４）
せい れい
えんじょしゃ
イエスは聖 霊という援助者を送るともう一度約束し
ます。 イエスの弟子たち全ては， この強力な力の助けに
たよ
頼りつつ 「証言し」， 実を結びます。 （ヨハネ １５：２７）

イエスの例えに出てくる耕作者， ブドウの木， 枝とは
だれ
それぞれ誰のことですか。
神は枝がどんな実を結ぶことを期待していますか。
弟子たちはどうすればイエスの友でいられますか。
にく
世からの憎しみに立ち向かうには何が必要ですか。
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せい ふく

「勇気を出しなさい！ 私は世を征 服 したのです」
ヨハネ １６：１‐３３

す こ
イエスと使徒たちは過ぎ越しの食事をした階上の部屋
ことがら
を出ようとしています。 イエスは大切な事柄をたくさん
話してきましたが， さらにこう言います。 「私がこれらの
しんこう
事を言ったのは， あなたたちが信仰を失わないためで
す」。 この言葉は適切でした。 なぜですか。 イエスはこ
ひとびと
う説明します。 「人々はあなたたちを会堂から追放しま
みな
す。 実際，あなたたちを殺す人が皆，自分は神に神聖な
ほう し
奉仕をしたと思う時が来ます」。 （ヨハネ １６：１， ２）
どうよう
にく
使徒たちは動揺したでしょう。 世から憎まれるとイエ
スから聞きましたが， 殺されるとは初耳です。 イエスは，
「これらの事を最初に話さなかったのは， あなたたちと
いっしょ
一緒にいたからです」 と説明します。 （ヨハネ １６：４） し
かし今，イエスは去っていくので，使徒たちをこれから先
かれ
しん
に備えさせようとしているのです。 後になって， 彼らが信
こう
仰を失うことのないためです。
つか
イエスはこう続けます。 「私は自分を遣わした方の元
だれ
に行こうとしています。 それでも， あなたたちの誰 も，
たず
『どこに行くのですか』 とは尋 ねません」。 その晩， 使
たず
徒たちはイエスがどこに行こうとしているのか尋ねまし
はくがい
た。 （ヨハネ １３：３６； １４：５； １６：５） でも今， 迫害される
どうよう
しず
と聞いて動揺し， 悲しみに沈んでしまったため， イエス
すうはいしゃ
が受ける栄光や， それが神の真の崇拝者にどんな意味
を持つかについて質問できません。 イエスはその様子
を見て， 「私がこれらの事を話したために， 悲しみに暮
れています」 と言います。 （ヨハネ １６：６）

せいれい
聖霊は， 「罪に関し， 正しさに関し， 裁きに関して， 納
しょうこ
あた
せいれい
得のいく証拠を世に与えます」。 （ヨハネ １６：８） 聖霊に
しんこう いだ
ばく ろ
より， 世が神の子に信仰を抱かなかった罪が暴露され
のぼ
ます。 そして， イエスが天へ昇ることによって， イエスの
しょうこ あた
正しさに関する納得のいく証拠が与えられ， 「この世の
支配者」 サタンが不利な裁きに値する理由も明らかに
なります。 （ヨハネ １６：１１）
イエスは話を続け， 「あなたたちに言うべきことがま
だたくさんありますが， あなたたちは今はそれを理解で
せいれい
きません」 と言います。 将来イエスが聖霊を注ぐ時，弟子
たちは 「真理を十分に理解できる」 よう導かれ， 真理に
沿って生きることが可能になります。 （ヨハネ １６：１２，１３）
と まど
使徒たちはイエスの次の言葉を聞いて戸 惑 います。
「しばらくしたら， あなたたちはもう私を見ません。 で
かれ
も， しばらくしたら， あなたたちは私を見ます」。 彼らは，
かれ
これはどういう意味だろうと話し合います。 イエスは彼
らが質問したがっていることに気付き， こう説明します。
さけ
「はっきり言っておきますが， あなたたちは泣き叫びます
が， 世は喜びます。 あなたたちは深く悲しみますが， 悲
しみは喜びに変わります」。 （ヨハネ １６：１６， ２０） イエス
がこの日の午後に殺されると， 宗教指導者たちは喜び，
弟子たちは深く悲しみます。 しかしその悲しみは， イエ
かれ
スが復活すると喜びに変わります。 そして， イエスが彼
せいれい
らに聖霊を注ぐため， 喜びは続きます。
じょうきょう じん つう
イエスは使徒たちの状 況 を陣 痛 に例えます。 「女性

それから， 「私が去っていくことはあなたたちのため
えん じょ しゃ
になります。 私が去らなければ， 援 助 者 はあなたたち
つか
の元に来ませんが， 去ったら， 私はその者を遣わすから

は， 出産の時が来ると苦しみます。 しかし， 子供を産み

です」 と言います。 （ヨハネ １６：７） イエスが死に， 天
せいれい
に行って初めて， 弟子たちは聖霊を受けるようになりま

ちも今は悲しんでいますが， 再び私に会い， 心から喜び
だれ
うば
ます。 誰もその喜びを奪えません」。 （ヨハネ １６：２１，２２）
いの
この時まで， 使徒たちはイエスの名によって祈ったこ

す。 イエスは自分の弟子たちが地上のどこにいようと，
えんじょしゃ つか
その援助者を遣わすことができます。
２７８

終えると， 人が世に生まれた喜びのためにもう苦痛を
はげ
覚えていません」。 それからこう励まします。 「あなたた

とがありませんでした。 しかし今イエスは， 「その日， あ

使徒たちはもうすぐイエスを見なくなる
使徒たちの悲しみは喜びに変わる

なたたちは私の名によって父に願い求めます」 と言い
いの
ます。 これは天の父が祈りをあまり聞きたがらない， と
いうことでは決してありません。 イエスはこう言います。
いだ
「父はあなたたちに愛情を抱いているのです。 あなたた
いだ
ちは， 私に愛情を抱き， 私が神の代理として来たことを
信じているからです」。 （ヨハネ １６：２６， ２７）
はげ
イエスの励ましにより使徒たちは勇気づけられたで
しょう。 「あなたが神の元から来たことを信じます」 と言
い， 確信を表します。 しかしその確信は間もなく試され
ます。 イエスは何が待ち受けているかを話します。 「あ
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なたたちが散らされてそれぞれ自分の家に帰り， 私を
独りにする時が来ます。 いえ，もう来ています」。 しかし，
あた
保証も与えます。 「これらの事を言ったのは， あなたた
ちが私によって平和な気持ちになるためです。 あなた
あ
たちは世で苦難に遭いますが， 勇気を出しなさい！ 私
せいふく
は世を征服したのです」。 （ヨハネ １６：３０‐３３） イエスは
かれ
せい ふく
彼らを見捨てません。 イエスは使徒たちも世を征 服 で
きると確信していました。 使徒たちはサタンとその世が
しん こう くだ
自分たちの信 仰 を砕 こうとしても， 神の意志を忠実に
せいふく
果たしていくことにより， 必ず世を征服できるのです。

どうよう
使徒たちはイエスのどんな言葉を聞いて動揺しましたか。
使徒たちがイエスに質問できなくなったのはなぜですか。
イエスは使徒たちの悲しみが喜びに変わる様子をどんなことに例えましたか。
２７９

いの

階上の部屋でイエスがささげた最後の祈 り
ヨハネ １７：１‐２６

イエスは使徒たちへの深い愛に動かされ， 別れを前に
かれ
して彼らに心の準備をさせてきました。 ここでイエスは
いの
天を見上げ， 父にこう祈 ります。 「あなたの子に栄光を
あた
お与えください。 子によってあなたが栄光を受けるため
けん い
あた
です。 あなたは全人類に対する権威を子にお与えにな
りました。 子が， 自分に委ねられた人全てに永遠の命
あた
を与えるためです」。 （ヨハネ １７：１， ２）
イエスにとって最も重要なのは，神が栄光を受けるこ
いの
とです。 しかし， イエスがこの祈りで述べた永遠の命の
希望は， 素晴らしいものです。 イエスは 「全人類に対す
けん い
あた
あがな
る権威」 を与えられているので， 贖いによる祝福を全て
の
の人に差し伸べることができます。 しかし， 祝福を受け
るには条件があります。 イエスの次の言葉通りにしな
ゆいいつ
ければなりません。 「永遠の命を得るには， 唯一の真の
つか
神であるあなたと， あなたが遣わされたイエス・キリス
トのことを知る必要があります」。 （ヨハネ １７：３）
きずな
エホバとイエスをよく知って強い絆を育むべきです。
エホバやイエスと同じ感覚を身に付け， エホバとイエス
なら
に倣 った仕方で他の人に接するよう努力することも大
切です。 さらに， 自分が永遠の命を得るより， 神が栄光
を受ける方が重要であることも覚えておかなければな
りません。 次にイエスは， もう一度その点を話します。
と
「私は， あなたから委ねられた事を成し遂げて， 地上
であなたをたたえました。 父よ， 人類が誕生する前に私
があなたのそばで栄光を受けていたように， 今， 私をそ
あた
ばに置いて栄光をお与えください」。 （ヨハネ １７：４， ５）
イエスは， 復活して天で栄光を得たいと願っているの
です。

と
とはいえイエスは，伝道活動で成し遂げたことを忘れ
いの
ていません。 こう祈ります。 「私は， あなたが世から取っ
たく
て託してくださった人たちにあなたのお名前を明らかに
２８０

たく
しました。 この人たちはあなたのものでしたが， 私に託
かれ
してくださいました。 彼らはあなたの言葉を守っていま
す」。 （ヨハネ １７：６） イエスは伝道の際， エホバという
名前を発音する以上のことを行いました。 その名前が
表すもの， つまり神がどんな方で， どのように人間と接
するかが理解できるよう， 使徒たちを助けました。
使徒たちは， エホバについて， イエスの役割につい
ことがら
て， またイエスが教えた他の事柄について知るようにな
けん そん
りました。 それでイエスは謙 遜 にこう言います。 「あな
かれ
たが告げてくださった言葉を私が彼らに告げ［ました］。
かれ
彼らはそれを受け入れて， 私があなたの代理として来
つか
たことを本当に知り， あなたが私を遣わされたことを信
じました」。 （ヨハネ １７：８）

ちが
それからイエスは， 弟子たちと世の違いについてこう
かれ
言います。 「彼らに関してお願いします。 世に関してでは
たく
かれ
なく， 私に託してくださった人たちに関してです。 彼らは
あなたのものだからです。 ……聖なる父よ，あなたは私
たく
にあなたのお名前を託してくださいました。 そのお名前
のためにこの人たちを見守ってください。 私たちが一つ
かれ
であるように， 彼らも一つになるためです。 ……私は彼
だれ ほろ
ほろ
らを守り， 誰も滅びていません。 あの者だけは滅びまし
たが」。 あの者とは， イエスを裏切るユダ・イスカリオテ
のことです。 （ヨハネ １７：９‐１２）
いの
ひとびと かれ
にく
イエスはさらに祈ります。 「世の人々は彼らを憎みま
した。 ……この人たちを世から取り去ることではなく，
じゃ あく
邪 悪 な者から守ってくださることをお願いします。 私
ひとびと
かれ
が世の人々のようではないのと同じように， 彼らも世の
ひとびと
人々のようではありません」。 （ヨハネ １７：１４‐１６） 使徒
たちも他の弟子たちもサタンの支配する社会で生活し
はな
ています。 しかし， 世とその悪から離れていなければな
りません。 どうすればよいのでしょうか。

神と子を知るとどうなるか
エホバとイエスと弟子たちは一つである
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聖なる人でなければなりません。 ヘブライ語聖書に
記されている真理と，イエスが教えた真理を当てはめる
いの
ことによってそうできます。 イエスはこう祈ります。 「真理
かれ
によって彼らを神聖なものとしてください。 あなたの言
葉は真理です」。 （ヨハネ １７：１７） 後に， ある使徒たち
は聖書の一部を書き記します。 その書も，人を神聖なも
ふく
のとするのに役立つ 「真理」 に含まれることになります。
「真理」 を受け入れる人たちがさらに現れるので， イ
いの
エスはこう祈ります。 「この人たち［１１人の使徒たち］だ
かれ
しん こう
ひと びと
けでなく， 彼 らの言葉によって私に信 仰 を持つ人 々 に
ついてもお願いします」。 イエスの願いは何でしょうか。
かれ
「彼ら全員が一つになり， 父よ， あなたと私が結び付い
かれ
ているように， 彼らも私たちと結び付いているため……
です」。 （ヨハネ １７：２０， ２１） 天の父とイエスは， 全ての
点で同意しているという意味で， 一つです。 イエスは弟
いの
子たちも同じように一つになることを祈っているのです。
イエスはその少し前， ペテロや他の使徒たちに， あな
たたちのために場所を整えに行く， と言いました。 天の
場所のことです。 （ヨハネ １４：２， ３） イエスはその点を
いの
たく
再び取り上げて祈ります。 「父よ， 私に託してくださった
ひとびと
いっしょ
人々が私のいる所に一緒 にいるようにと願います。 世
あた
かれ
が始まる前に私を愛して与えてくださった栄光を彼らが
見るためです」。 （ヨハネ １７：２４） ここでイエスは， ずっ
と昔から， アダムとエバに子供ができる前から， 自分が
神に愛されてきたことを示しました。
いの
イエスは祈りの最後に， 父の名前と神の愛を再び強
調します。 その愛は， 使徒たちと， これから 「真理」 を受
け入れる他の弟子に対するものです。 「私はあなたのお
かれ
名前を彼らに知らせました。 これからも知らせます。 あ
かれ
なたが私を愛してくださったように彼らが愛を示し， 私
かれ
が彼らと結び付いているためです」。 （ヨハネ １７：２６）

神とイエスを知るとはどういう意味ですか。
イエスはどのように神のお名前を明らかにしましたか。
すうはいしゃ
神とイエスと真の崇拝者たち全ては一つである， とは
どういう意味ですか。
２８１

いの

深い悲しみの中で祈 る
マタイ ２６：３０， ３６‐４６

マルコ １４：２６， ３２‐４２

ルカ ２２：３９‐４６

いの
イエスは忠実な使徒たちとの祈 りを終えます。 そして，
みな
「皆で賛美の歌を歌ってから， オリーブ山に出て」 いきま

ヨハネ １８：１

す。 （マルコ １４：２６） イエスは使徒たちと東に向かい，よ

いの ゆうわく
ずっと見張っていて絶えず祈り， 誘惑 に負けないように
かれ
していなさい」。 しかしイエスは， 彼らが大きなストレス
おそ
を感じていて， 夜も遅いことを考え， 「もっとも， 心は強く

く時間を過ごしたゲッセマネと呼ばれる園に行きます。

願っていても， 肉体は弱いのです」 と言います。 （マタイ

オリーブの木に囲まれた気持ちの良いこの場所に着
おそ
くと， イエスは恐らく園の入り口付近に， 使徒たちのうち
いの
８人を残します。 そして， 「私が向こうに行って祈 りをす

２６：４０， ４１）

る間， ここに座っていなさい」 と言います。 それから， ペ
テロとヤコブとヨハネを連れてさらに進んでいきます。
く のう
イエスはひどく苦悩し， ３人にこう言います。 「私は悲し
みのあまり， 死んでしまいそうです。 ここにとどまって， 私
と共にずっと見張っていなさい」。 （マタイ ２６：３６‐３８）
はな
ふ
いの
イエスは少し離 れた所に行き， 地面に伏 して祈 り始
きんぱく じょうきょう
いの
めます。 この緊迫 した状況 で何を祈るのでしょうか。 イ
エスはこう言います。 「父よ， あなたには全てのことが可
さかずき
能です。 この杯を私から取り除いてください。 それでも，
私が望むことではなく， あなたが望まれることを」。 （マ
あがな
ルコ １４：３５， ３６） これはどういう意味でしょうか。 贖い
になるという役割を果たせないということですか。 そう
ではありません。

ひと びと
イエスは， ローマ人が人 々をむごい仕方で殺すのを

天から見てきました。 今， イエスは地上にいる人間です。
おそ
恐 れや不安といった感情があり， 痛みも感じます。 で
せま
すから迫りくる死を楽しみにしているはずがありません。
ひ れつ
しかしイエスを一番苦しめているのは， 卑劣な犯罪者と

はな
さかずき
イエスはもう一度離れた所に行き， 「この杯」 を自分
いの
もど
から取り去ってくださるよう神に祈ります。 それから戻っ
ゆうわく
いの
てくると， 誘惑に負けないよう祈っているべき３人がまた
ねむ
かれ
か
もや眠っています。 彼らはイエスから話し掛けられても，
「何と言っていいか分か」 りません。 （マルコ １４：４０） イ
はな
ひざ
いの
エスは３度目にそこを離れ， 膝をついて祈ります。
イエスがとても心配しているのは， 犯罪者として死ね
ば父の名に非難をもたらすかもしれないということで
いの
す。 エホバはイエスの祈 りを聞いていました。 それで，
は けん
天使を派遣してイエスを力づけます。 その後もイエスは
き がん
しんけん いの
父に祈願をし， 「さらに真剣に祈り続け」 ます。 とてつも
かた
ないストレスです。 イエスの肩には重圧がのしかかって
しんこう いだ
います。 自分自身の永遠の命と， イエスに信仰を抱く全
あせ
したた
イエスの汗 は血のように滴 った 医師のルカ
あせ
はどのようにイエスの 「汗 が血のようになっ
したた
て地面に滴 り落ちた」 かを説明していませ
あせ したた
ん。 （ルカ ２２：４４） ルカは， 汗 が滴 る様子を
したた
傷から血が滴 る様子に例えたのかもしれま
せん。 別の見方もあります。 「アメリカ医師会
ジャーナル」 （ JAMA ）誌（英語）の中でウィリ

して殺されるなら，天の父の名に非難が浴びせられるの

アム・ D・エドワーズ博士はこう述べています。

ではないかということです。 あと数時間もすれば， 神を
ぼうとく
くい か
冒瀆したとして杭に掛けられるのです。
いの
もど
イエスが長い祈りを終えて戻ると， 使徒たちは３人と
ねむ
も眠っています。 イエスはペテロにこう言います。 「私と

「ごくまれな現象ではあるが， 感情が非常に
あせ けっかん
高ぶった場合……， 血液の混じった汗 （血汗
しょう
かんせん
こ
症）が出ることもある。 汗 腺 に血液が入り込
ひ ふ
むことで， 皮膚は破れやすくなる」。

共に１時間見張っていることもできなかったのですか。
２８２

ゲッセマネの園でのイエス
あせ
したた
イエスの汗が血のようになって滴り落ちる

あせ
ての人の永遠の命がかかっているのです。 「汗が血のよ
したた
うになって地面に滴り落ち」 ます。 （ルカ ２２：４４）
もど
イエスが３度目に使徒たちの所に戻ってくると， 使徒
ねむ
たちはやはり眠っています。 それでこう言います。 「この
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ねむ
ような時に， あなたたちは眠って休んでいます！ さあ，
わた
人の子が裏切られて罪人たちに引き渡される時が近づ
きました。 立ちなさい。 行きましょう。 見なさい， 私を裏
切る人が近づいてきました」。 （マタイ ２６：４５， ４６）

イエスは階上の部屋を出た後， 使徒たちとどこへ向かいましたか。
いの
イエスが祈っている間， ３人の使徒たちは何をしていましたか。
あせ
したた
イエスの汗が血のように滴り落ちたことから， イエスの感情についてどんなことが分かりますか。
２８３

たい ほ

キリストは裏切られ逮 捕 される
マタイ ２６：４７‐５６

マルコ １４：４３‐５２

ルカ ２２：４７‐５３

ヨハネ １８：２‐１２

真夜中をかなり過ぎています。 祭司長たちは， イエスを
し はら
裏切ることを条件にユダに銀３０枚を支払うことに合意
していました。 ユダは祭司長たちとパリサイ派の人たち
さが
を大勢率い， イエスを捜しています。 ローマ軍の軍司令
いっしょ
官と兵士の一隊も一緒です。
す こ
ユダは過 ぎ越 しの食事の際にイエスから出ていくよ
う言われた後， 真っすぐ祭司長たちの所へ行ったようで
す。 （ヨハネ １３：２７） 祭司長たちは下役たちと兵士の一
かれ
隊を招集します。 ユダはまず， 彼らをイエスと使徒たち
す こ
が過ぎ越しを祝った部屋に連れていったのでしょう。 そ
わた
れからキデロンの谷を渡り， ゲッセマネの園に向かいま
ひとびと
す。 人々は武装し， たいまつやランプを持ってイエスを
絶対に見つけようとしています。
ユダは先頭に立ってオリーブ山を登っていきます。 イ
エスの居場所はあそこだという自信があります。 先週，
イエスと使徒たちはベタニヤとエルサレムを何度も往
きゅうけい
復した際， よくゲッセマネの園で休憩 しました。 しかし
き ぎ
今は夜ですし， オリーブの木々のせいでイエスを見つけ
にくいかもしれません。 イエスを一度も見たことのない
だれ
兵士たちは， 誰がイエスかどうしたら分かるのでしょう

さが
たず
ひと びと
を捜 しているのですか」 と尋 ねます。 人 々 は， 「ナザレ
ゆうかん
人イエスだ」 と答えます。 イエスは勇敢 にも， 「それは
ひとびと
私です」 と言います。 （ヨハネ １８：４， ５） 人々は意表を
つ
たお
突かれ， 地面に倒れます。
やみ まぎ
に
イエスはこの時とばかりに闇に紛れて逃げるのでは
かれ
だれ さが
なく， もう一度彼 らに， 誰を捜しているのかと質問しま
ひとびと
す。 人々は， 「ナザレ人イエスだ」 と答えます。 イエスは
おだ
さが
穏やかに， 「それは私だと言いました。 私を捜している
のであれば，この人たちは行かせてあげなさい」 と言い
じょうきょう
ます。 イエスはこのような状況でも， 私は１人も失わな
いという， 以前に語った言葉を実現させます。 （ヨハネ
６：３９； １７：１２） イエスはこれまでずっと忠実な使徒たち
ほろ
を守ってきました。 しかし， 「あの者［ユダ］だけは滅び」
ました。 （ヨハネ １８：７‐９） それで， イエスは忠節な弟子
たちを行かせるよう求めます。
兵士たちは立ち上がりイエスに近づきます。 使徒た
じょうきょう
つるぎ
か
ちは状況を察知し， 「主よ， 剣で切り掛かりましょうか」
と言います。 （ルカ ２２：４９） イエスが答えるよりも先に，
つるぎ
ふ
ペテロが自分たちで持っていた２本の剣の１つを振り下
ど れい
ろします。 そして， 大祭司の奴隷であるマルコスの右の
耳を切り落とします。

け」。 （マルコ １４：４４）
ひとびと
ユダが人々を率いて園に入っていくと， イエスと使徒

ふ
い
イエスはマルコスの耳に触 れて傷を癒 やします。 そ
あた
れからペテロに次のように命じて， 大切な教訓を与 え
つるぎ
つるぎ
みな
ます。 「その剣 をさやに収めなさい。 剣 を取る人は皆 ，
つるぎ ほろ
に
剣で滅 びます」。 イエスは逃 げる気は全くありません。

たちが見えます。 それでユダは真っすぐイエスの所に行

それで， 「必ずこうなると述べる聖書の言葉はどうして

き， 「こんばんは， ラビ」 と言って， 優しく口づけします。

実現するでしょうか」 と言います。 （マタイ ２６：５２， ５４）
あた
さかずき
また， 「私は父が与えてくださった杯を飲むべきではあ

か。 それでユダは合図を決めてこう言います。 「私が口
つか
づけするのがその人だ。 捕まえて， しっかりと引いてい

それに対しイエスは， 「何のためにここにいるのです
か」 と言います。 （マタイ ２６：４９， ５０） 続けて， 「ユダ，口
づけして人の子を裏切るのですか」 と言います。 （ルカ
２２：４８） でも，ユダとこれ以上関わる必要はありません。
だれ
イエスはたいまつやランプの光の中に進み出て， 「誰
２８４

りませんか」 と話します。 （ヨハネ １８：１１） イエスは， 死
かく ご
に至るまで天の父の意志に従う覚悟でいるのです。
ひとびと
と
イエスは人々にこう言います。 「私を捕らえるために，
ごうとう
つるぎ
強盗に対するように剣やこん棒を持ってきたのですか。

ユダは園でイエスを裏切る
ペテロはある男性の耳を切り落とす
たい ほ
イエスが逮捕される

しんでん
私は毎日神殿で座って教えていたのに， あなた方は私
つか
を捕まえませんでした。 しかし， この全ては， 預言者た
ちの記した事が実現するために起きたのです」。 （マタイ
２６：５５， ５６）
兵士たちと軍司令官とユダヤ人の下役たちは， イエ
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と
しば
に
スを捕らえて縛ります。 これを見た使徒たちは逃げてい
ひとびと
きます。 でも， 弟子のマルコと思われる 「若者」 は人々
ひと びと
の後に付いていきます。 （マルコ １４：５１） ところが人 々
つか
あ ま ぬの
に気付かれ， 捕まりそうになったため， 亜麻布の服を残
に
して逃げていきます。

さが
ユダがイエスを捜すためにゲッセマネの園に行ったのはなぜですか。
ペテロはイエスを守ろうとして何をしましたか。 しかしイエスは何と言いましたか。
かく ご
イエスは天の父の意志に従う覚悟でいることをどのように示しましたか。
に
だれ
使徒たちがイエスを見捨てた時， すぐに逃げなかったのは誰ですか。 その人はどうなりましたか。
２８５

まずアンナスの所へ， その後カヤファの所へ
マタイ ２６：５７‐６８

マルコ １４：５３‐６５

ルカ ２２：５４， ６３‐６５

ふ つう
しば
イエスは普 通 の犯罪者のように縛られ， アンナスの所
しん でん
へ連れていかれます。 アンナスは， 少年イエスが神 殿
おどろ
で教師たちを驚かせた時に大祭司を務めていた人物で
かれ
す。 （ルカ ２：４２， ４７） 彼の息子たちの何人かは大祭司
になり， 現在は義理の息子カヤファが大祭司です。
イエスがアンナスの家にいる間に， カヤファはサンヘ
ドリンを招集します。 サンヘドリンは７１人で構成されて
ほうてい
いる法廷で， 大祭司や大祭司の職に就いたことのある
ふく
人たちが含まれています。
アンナスはイエスに 「弟子たちや教えについて」 質問
みな
します。 イエスはただこう答えます。 「私は皆の前で話し
しんでん
てきました。 全てのユダヤ人が集まる神殿 や会堂でい

ヨハネ １８：１３， １４， １９‐２４

つも教え， 何もひそかに話したりはしませんでした。 な
ぜ私に質問するのですか。 私が話した事を聞いた人た
ちに質問しなさい」。 （ヨハネ １８：１９‐２１）
すると，そばに立っていた下役がイエスの顔を平手打
ちし， 「祭司長にそんな答え方をするのか」 と言います。
ま ちが
しかしイエスは， 何も間 違 ったことをしてこなかったの
ま ちが
で， こう答えます。 「私が間違ったことを言ったなら， 何
ま ちが
が間違っているのかを言いなさい。 しかし，正しいなら，
なぜたたくのですか」。 （ヨハネ １８：２２， ２３） それでアン
ナスはイエスを義理の息子カヤファの家に送ります。
この時までには， サンヘドリン全体， つまり現在の大
祭司と民の長老たちと律法学者たちが集合していまし

イエスは元大祭司アンナスの所へ連れていかれる
い ほう
サンヘドリンによる違法な裁判

す こ
た。 カヤファの家に集結したのです。 過ぎ越しの晩に裁
い ほう
じゃあく
と
判を行うのは違法なことです。 しかし， 邪悪な目的を遂
かれ
げようとする彼らは全く気にしません。
かれ
彼らは公正ではありませんでした。 イエスがラザロを
復活させた後， イエスを殺すことにしました。 （ヨハネ
と
１１：４７‐５３） そして数日前， イエスを捕 らえて殺そうと
相談しました。 （マタイ ２６：３，４） ですから裁判が始まる
前に， イエスの死罪は確定していたのです。
い ほう
かれ
集まりが違法だっただけではありません。 彼らはイエ
しょうこ
スが不利になるうその証拠を提出できる証人を探して
いっ
います。 大勢の証人を見つけますが， 彼らの証言は一
ち
致していません。 最後に２人の証人が進み出て， こう言
しんでん こわ
います。 「この者が， 『人手によるこの神殿を壊し， 人手
によらない別のものを３日で建てる』 と言うのを聞きま
した」。 （マルコ １４：５８） しかしこの２人の証言も， 完全
いっ ち
に一致しているわけではありません。
カヤファはイエスにこう質問します。 「何も答えない
のか。 この人たちがあなたに不利な証言をしているが，
どうなのか」。 （マルコ １４：６０） うその告発をする証人
だま
たちの発言を聞いても， イエスは黙ったままです。 そこ
でカヤファは別の手を使います。
カヤファは， 自分は神の子だと主張する人物に対し
か びん
てユダヤ人が過敏な反応を示すことを知っています。 以
前イエスが神のことを父と呼んだ際にも， ユダヤ人た
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ちは 「自分を神のような者としている」 としてイエスを
殺そうとしたことがありました。 （ヨハネ ５：１７， １８； １０：
３１‐３９） カヤファはそうした事情を知っていたので，イエ
たく
つ
か
スに巧みにこう詰め寄ります。 「生きている神に懸けて
ちか
誓って言え， あなたは神の子キリストなのか」。 （マタイ
２６：６３） これまでイエスは自分が神の子であると認め
だま
てきました。 （ヨハネ ３：１８； ５：２５； １１：４） もし今黙った
ままでそのことを認めないなら， 自分が神の子またキリ
あた
ストであることを否定しているような印象を与えてしま
います。 それでイエスはこう言います。 「その通りです。
あなた方は， 人の子が強力な方の右に座り， また天の
雲と共に来るのを見ます」。 （マルコ １４：６２）

さ
これを聞いたカヤファは大げさに服を引き裂き， こう
さけ
ぼうとく
叫びます。 「この者は冒瀆した！ これ以上， 証人が必要
みな
ぼうとく
でしょうか。 皆さんは今， 冒瀆の言葉を聞きました。 ど
う思いますか」。 サンヘドリンは， 「この者は死に値する」
わた
と答え， 公正とは真逆の判決を言い渡します。 （マタイ
２６：６５， ６６）
かれ
なぐ
それから彼らはイエスをばかにし， こぶしで殴り始め
つば は か
ます。 イエスを平手打ちし， 顔に唾 を吐 き掛 けます。 さ
おお
なぐ
らに， イエスの顔を覆ってから殴り， 「預言してみろ！ お
だれ
まえを打ったのは誰か」 という皮肉を言います。 （ルカ
い ほう
２２：６４） 違法な裁判にかけられた晩，神の子はこうした
ぶじょく
侮辱を受けたのです。

イエスはまずどこに連れていかれましたか。 そこでどんなことがありましたか。
次にイエスはどこへ連れていかれましたか。 カヤファはサンヘドリンがイエスを死罪に定めるよう，
どのように仕向けましたか。
裁判の時， イエスはどのような仕打ちを受けましたか。
２８７

ペテロはイエスのことを知らないと言う
マタイ ２６：６９‐７５

マルコ １４：６６‐７２

ルカ ２２：５４‐６２

ヨハネ １８：１５‐１８， ２５‐２７

たい ほ
ゲッセマネの園でイエスが逮捕されると， 使徒たちはイ
おそ
に
エスを見捨て， 恐 れのあまり逃 げてしまいます。 でも，
かれ
に
とちゅう
彼らのうち２人は逃げるのを途中でやめます。 ペテロと
おそ
「もう１人の弟子」， 恐らくヨハネと思われます。 （ヨハネ

ファの家の中庭の上にある階で行われていたようです。
下で待つペテロや他の人たちは， さまざまな証人が出
たり入ったりするのを見たでしょう。
しょう こ
ひと びと
ペテロのガリラヤなまりを証 拠 に， 人 々 はペテロの

１８：１５； １９：３５； ２１：２４） ２人はイエスがアンナスの家

主張がうそであると見破ります。 さらに， そこにはペテ

に連れていかれる時に追い付いたのでしょう。 アンナス
はな
が大祭司カヤファの所へイエスを送る時にも， ２人は離
かれ
れて付いていきます。 彼 らは自分の命を心配する気持

ロが耳を切り落としたマルコスの親族もいました。 その
かれ
人はペテロに対しはっきりと， 「私は見た。 庭園で彼と
いっしょ
一緒にいたではないか」 と言います。 ペテロがそのこと

ちと，イエスに何が起きるのか不安に思う気持ちの間で
ゆ
揺れていたでしょう。

を３度目に否定すると， イエスが語っていた通り， おんど

ヨハネは大祭司に知られていたので，カヤファの家の
中庭に入ります。 ペテロは外で戸口の所に立っていま
もど
す。 すると，ヨハネが戻ってきて戸口番の女性に話してく
れたため， 中に入ることを許されます。
寒い晩なので， 中庭にいる人たちは炭火をおこしま
す。 ペテロはイエスの裁判の 「成り行きを見ようとし
いっしょ
て」， その人たちと一緒に座り， 体を温めます。 （マタイ
２６：５８） その時， ペテロを中に入れた戸口番の女性が
火に照らされたペテロの顔を見て， 「あなたもこの人の
弟子ではないでしょうね」 と言います。 （ヨハネ １８：１７）
いっ
周りの人たちもペテロに気付き， あなたはイエスと一
しょ
緒にいた， と言いだします。 （マタイ ２６：６９， ７１‐７３。 マ
ルコ １４：７０）

じょうきょう
どうよう
ペテロはこの状況にひどく動揺します。 そこでペテロ

りが鳴きます。 （ヨハネ １３：３８； １８：２６， ２７）
この時ちょうど， イエスは中庭を見下ろすバルコニー
ふ
にいたようです。 イエスは振 り向き， ペテロを真っすぐ
つ さ
ちが
に見ます。 その視線はペテロの心に突き刺さったに違
いありません。 ほんの数時間前に， イエスが階上の部
屋で言った言葉がよみがえります。 自分がしてしまった
ことの重大さに気付き，ペテロがどれほど打ちのめされ
たか想像できるでしょうか。 ペテロは外に出て激しく泣
きます。 （ルカ ２２：６１， ６２）
どうしてこうなってしまったのでしょうか。 あれほど自
しんこう
分の信仰と忠節に自信を持っていたペテロが， なぜイ
エスを知らないと言ってしまったのでしょうか。 イエスは
いや
自分の言葉を曲解され， 卑しい犯罪者のように見なさ
れています。 無実のイエスに忠実であるべき時に， 「永
遠の命の言葉を持って」 いる， まさにその人に背を向け

かも理解できない」 と言います。 （マルコ １４：６７， ６８） そ
しんばつ
ちか
れだけでなく， 「うそなら神罰を受けてもいいと誓い始

てしまったのです。 （ヨハネ ６：６８）
ひ さん
しんこう
ペテロの悲惨な経験から， どれほど強い信仰と忠節
とつぜん
ゆうわく
を示してきたとしても， 突然生じる試練や誘惑に立ち向
たお
かう準備をしていなければ， 倒れてしまう危険があると

め」 ます。 （マタイ ２６：７４）

学べます。 これは神に仕える人全てにとって大切な教

は， 「その人を知らないし， あなたが何を話しているの

その間も， イエスの裁判は進んでいます。 裁判はカヤ

２８８

訓です。

ペテロはイエスを知らないと言う
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ペテロとヨハネはカヤファの家の中庭にどのようにして入ることができましたか。
ペテロとヨハネが中庭にいる間， 家の中で何が行われていましたか。
マタイ ２６章７４節によると， ペテロは何をしましたか。
ペテロの失敗からどんな大切な教訓を学べますか。
２８９

サンヘドリンでの裁判の後， ピラトの所へ連れていかれる
マタイ ２７：１‐１１

マルコ １５：１

ルカ ２２：６６–２３：３

ヨハネ １８：２８‐３５

ペテロがイエスを知らないと３度言ったのは， 夜明けご

ぼうとく
し けい
かれ
冒瀆の罪で死刑にできそうです。 そこで彼らは， 「どうし

ろでした。 サンヘドリンは形だけの裁判を終え， 解散し
かれ
ています。 しかし金曜の朝， 彼らは再び集まります。 そ
い ほう
か
れは， 昨晩の違 法 な裁判を合法的に見せ掛 けるため

てこれ以上， 証言が必要でしょうか」 と言います。 （ル
しば
カ ２２：７０， ７１。 マルコ １４：６４） それからイエスを縛り，
そうとく
ローマ総督ポンテオ・ピラトの所へ引いていきます。

なのでしょう。 イエスはサンヘドリンの前に連れ出され

ユダ・イスカリオテはイエスがピラトの所へ連れてい

ます。
彼らはもう一度， 「もしあなたがキリストなら， そう言
いなさい」 と命じます。 それに対しイエスは， 「たとえ
言っても， あなた方は全く信じないでしょう。 また， 質問
しても， あなた方は答えないでしょう」 と言います。 しか
ゆうかん
しイエスは勇敢にも， 自分がダニエル ７章１３節で予告
されていた人物だと明言します。 「今後， 人の子は強力
な神の右に座ります」。 （ルカ ２２：６７‐６９。 マタイ ２６：６３）
かれ
すると彼らは， 「では， あなたは神の子なのか」 と念
お
を押します。 イエスは， 「あなた方自身が私のことをそ
こんきょ
う言っています」 と答えます。 これを根拠にしてイエスを

かれるのを見たのでしょう。 イエスが有罪とされたのを
こうかい
おそ
知り， 後悔と絶望の気持ちに襲われます。 しかし， 心か
く
ら悔 い改めて神に許しを求めることはせず， 銀３０枚を
返すため祭司長たちの所へ行きます。 そして， 「私は無
かれ
実の人を裏切って罪を犯した」 と言います。 すると彼ら
れいこく
は冷酷な態度で， 「私たちの知ったことではない。 あな
たが始末すべきことだ！」 と答えます。 （マタイ ２７：４）
しんでん
こ
それでユダは銀３０枚を神殿へ投げ込みます。 そして
なわ
自殺を図り過ちを重ねます。 首をつろうとしますが， 縄
を結んだ木の枝が折れたようです。 ユダは岩の上に落
さ
ち， 体が裂けてしまいます。 （使徒 １：１７， １８）

朝に行われたサンヘドリンでの裁判
ユダ・イスカリオテは首をつって死のうとする
うった
イエスはピラトの所へ連れていかれ， 訴えられる

ていたく
イエスは朝早くポンテオ・ピラトの邸宅に連れていか
れます。 しかし， イエスを連れてきたユダヤ人たちは中
い ほうじん
けが
に入ろうとしません。 異邦人と接するなら身を汚してし
けが
む こう ぼ
まうと考えているからです。 身を汚すなら， 無酵母パン
の祭りの初日であるニサン１５日の食事ができなくなる
す こ
のです。 その日も過ぎ越しの期間とされていました。
うった
それでピラトは出てきて， 「どんな理由でこの人を訴
たず
えるのか」 と尋 ねます。 ユダヤ人たちは， 「この男が悪
わた
事をしていなければ， あなたに引き渡 したりはしませ
ん」 と言います。 ピラトは圧力を感じたようで， こう言い
かれ
ます。 「彼を連れていき， 自分たちの律法に従って裁き
かれ
なさい」。 すると彼らは， 「私たちが人を殺すことは許さ
かれ
れていません」 と言います。 彼らがイエスを殺したいと
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たず
はんこう
なのか」 と尋ねます。 つまり， あなたはカエサルに反抗
ていこく
して自分が王であると名乗ることでローマ帝国 の法を
破ったのか， ということです。 ピラトがどの程度のことを
耳にしているのか知るために， イエスは， 「自分の考え
たず
でそう尋 ねているのですか。 それとも， ほかの人が私
について告げたのですか」 と質問します。 （ヨハネ １８：
３３， ３４）
ピラトはイエスについて何も知らないことを認めつ
つ， 知りたいという気持ちを表し， こう言います。 「私が
ひとびと
ユダヤ人だとでも言うのか。 あなたの国の人々と祭司
わた
長たちがあなたを私に引き渡したのだ。 あなたは何を
したのか」。 （ヨハネ １８：３５）

思っていることは明らかです。 （ヨハネ １８：２９‐３１）

イエスは自分が王なのかどうかという問題をはぐら
おどろ
かそうとはせず，ピラトがとても驚くような答えをします。

もし祭りの期間に， 尊敬されているイエスを殺せば，
おおさわ
大騒ぎになるでしょう。 それで， ユダヤ人たちは責任を
まぬが
かれ
免れようとして， ローマ人に彼らの権限でイエスを政治
しょけい
犯として処刑させようと考えます。
ぼう とく
宗教指導者たちは， 自分たちがイエスを冒 瀆 の罪

しんでん
こ
血の土地 祭司長たちは， ユダが神 殿 に投げ込 んだ銀を
かれ
どうすればよいか分かりません。 彼 らは， 「これを聖なる

で有罪にしたことは話しません。 別の罪状をでっち上
まど
げ， こう言います。 「この男は［１］私たちの民を惑わし，
はら
［２］カエサルに税を払うことを禁じ， ［３］自分が王キリ
ストだと言っていました」。 （ルカ ２３：２）
そうとく
ローマを代表する総督としてピラトが知りたいのは，

宝物庫に入れることは許されない。 血の代価だ
からだ」 と言います。 それで， そのお金で，
ほうむ
とうげい
見知らぬ人たちを葬 る墓地として陶 芸
か
家 の土地を買います。 そこは 「血の
土地」 と呼ばれるようになり
ました。 （マタイ ２７：６‐８）

イエスが自分を王だと名乗ったという罪状です。 ピラト
ていたく
は邸宅に入ってイエスを呼び， 「あなたはユダヤ人の王

サンヘドリンが金曜の朝にもう一度集まったのはなぜですか。
ユダはどのようにして死にましたか。 銀３０枚はどうなりましたか。
しょけい
ユダヤ人たちはピラトがイエスをどんな罪状で処刑するよう仕向けましたか。
２９１

ピラトもヘロデもイエスが無実であると認める
マタイ ２７：１２‐１４， １８， １９

マルコ １５：２‐５

ルカ ２３：４‐１６

かく
イエスは自分が王であることをピラトに隠そうとはしま
せん。 しかし，自分の王国がローマにとって危険な存在
ではないことを，次のように説明します。 「私の王国はこ
の世のものではありません。 もし世のものだったら， 私
わた
に付き従う者たちは， 私をユダヤ人たちに渡 さないよ

ヨハネ １８：３６‐３８

に， 「この人たちがあなたに不利な証言をこんなに多く
たず
行っているのが， 聞こえないのか」 と尋ねます。 （マタイ
いか くる
ひとびと
２７：１３） でもイエスは何も答えません。 怒り狂った人々
おだ
おどろ
を前にしても穏やかなイエスを見てピラトは驚きます。
ユダヤ人たちが，イエスは 「ガリラヤから始め」 た，と

うに戦ったでしょう。 しかし実際は， 私の王国はこの世

言うのを聞いてピラトは， イエスがガリラヤ人であると

からのものではありません」。 （ヨハネ １８：３６） イエスの

知ります。 そして， イエスを裁かずに済む良い方法を思

王国は地上のものではないのです。
ピラトはイエスの言葉から， イエスが王であることを

い付きます。 ちょうど， ガリラヤの支配者ヘロデ・アンテ
す こ
パス（ヘロデ大王の子）が過ぎ越しの時期にエルサレム

理解します。 しかし， もう一度， 「それでは， あなたは王

に来ていたのです。 それでピラトはイエスをヘロデの所

なのだな」 と質問します。 イエスはピラトが正しいこと
を認め， こう答えます。 「あなた自身が， 私が王だと言っ

に送ります。 ヘロデ・アンテパスはバプテストのヨハネ
き せき
の首をはねた人物です。 イエスが奇 跡 を行っていると

ています。 真理について証言すること， このために私は

いううわさを聞いたヘロデは， ヨハネが生き返ったので

生まれ， このために私は世に来ました。 真理の側にい
みな
る人は皆， 私の声を聞きます」。 （ヨハネ １８：３７）

はないかと不安に思っていました。 （ルカ ９：７‐９）

以前イエスはトマスに， 「私は道であり， 真理であり，
命です」 と語ったことがあります。 そしてピラトも， イ
エスが地上に来たのは， 「真理」 について証言するた
めだということを知りました。 その真理とは， 特にイエ
スの王国についての真理です。 イエスは命を失うとして

ヘロデはイエスに会えるので喜びます。 イエスを助け
たいとか，イエスの罪状が事実かどうか本気で知りたい
こう き しん
とか思っているわけではありません。 ただ好 奇 心 があ
るだけです。 「イエスが行うしるしも見たいと思って」 い
こう き しん
ます。 （ルカ ２３：８） しかし， イエスはヘロデの好奇心を

トは， 「真理とは何か」 と言います。 でも，それ以上の説

満たすことは何もしません。 ヘロデから質問されても何
いっしょ
も答えません。 がっかりしたヘロデは， 兵士たちと一緒
ぶじょく
に 「イエスを侮辱」 します。 （ルカ ２３：１１） さらに， イエ

明を聞こうとはしません。 裁きを下すのに必要なことは

スにきらびやかな服を着せてあざけった後， ピラトの所

もう十分聞いたと感じたのです。 （ヨハネ １４：６； １８：３８）
もど
ピラトは外で待っているユダヤ人たちの所に戻 りま
おそ
す。 そして， 恐 らくイエスを自分の横に立たせ， 祭司長

にイエスを送り返します。 それまでヘロデとピラトは敵

たちとその支持者たちに， 「この男は犯罪など犯しては
かれ
おこ
かれ
いない」 と言います。 すると彼らは怒り， 「彼はユダヤ全

者たち， また民を呼び集め， こう言います。 「あなた方
うった
の前で取り調べたが， あなた方が訴えているような罪
かれ
は全く見つからなかった。 それはヘロデも同じだ。 彼を
かれ
私たちに送り返してきた。 彼は死に値することは何もし
かれ こ
しゃくほう
ていないのだ。 それで， 彼を懲らしめてから釈放する」。

も， その真理に忠実であることを決意しています。 ピラ

土で教えて民をあおっています。 ガリラヤから始めてこ
こまで来たのです」 と強く言い張ります。 （ルカ ２３：４，５）
くる
こう ぎ
ユダヤ人たちが狂ったように抗議するのを見てピラト
ちが
はあっけにとられたに違 いありません。 そこでイエス
２９２

同士でしたが， この時以降， 親しくなります。
ピラトはイエスが送り返されてくると， 祭司長と支配

（ルカ ２３：１４‐１６）

イエスはピラトとヘロデから取り調べを受ける

しゃくほう
ピラトは何とかイエスを釈 放 したいと思っています。
わた
祭司長たちがねたみゆえにイエスを引き渡したことに
しゃくほう
気付いたからです。 そうしているうちに，イエスを釈放し
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が届いたのです。 「その無実の人に関わらないでくださ
い。 私は今日， その人のことで［神からのものと思われ

ようという気持ちを強める別の出来事が生じます。 ピラ

る］夢の中でとても苦しんだのです」。 （マタイ ２７：１９）
しゃくほう
しゃくほう
ピラトは釈放すべき無実の人をどうしたら釈放できる

トが裁きの座に座っている間に， 妻から次のような伝言

でしょうか。

イエスは自分が王であるという 「真理」 をどのように話しましたか。

ひとびと
ピラトはイエスについてどんな結論に至りましたか。 ピラトの意見に人々はどう反応しましたか。 それでピラトは
どうしましたか。
ヘロデ・アンテパスがイエスに会えることを喜んだのはなぜですか。 しかし， イエスに会った時， ヘロデはどうしましたか。
しゃくほう
ピラトがイエスを釈放したいと思ったのはなぜでしたか。
２９３

ピラトは 「見なさい， この人だ！」 と宣言する
マタイ ２７：１５‐１７， ２０‐３０

マルコ １５：６‐１９

ルカ ２３：１８‐２５

ひとびと
ピラトはイエスの死を望む人々にこう言います。 「あな
うった
た方が訴えているような罪は全く見つからなかった。 そ
れはヘロデも同じだ」。 （ルカ ２３：１４， １５） そして， イエ
ひとびと
たず
スを助けようとして別の方法を試み， 人々にこう尋ねま
す こ
しゃく
す。 「あなた方の習慣に従って，過ぎ越しの時に１人を釈
ほう
しゃくほう
放することになっている。 ユダヤ人の王を釈放してほし
いか」。 （ヨハネ １８：３９）
ごう とう せん どう か
ピラトは， 強 盗 ， 扇 動 家 ， 殺人犯として有名なバラ
しゅうじん
バという囚 人 を知っています。 それでこう質問します。
しゃくほう
「どちらの人を釈 放 してほしいのか。 バラバか， それと
もキリストといわれるイエスか」。 祭司長たちにあおら
ひと びと
しゃくほう
れた人 々 はバラバを釈 放 するよう求めます。 ピラトは
しゃくほう
もう一度， 「２人のうちどちらを釈放してほしいのか」 と
ひと びと
さけ
質問します。 人 々 は， 「バラバを」 と叫 びます。 （マタイ
２７：１７， ２１）
どうよう
ピラトは動揺し， 「では， キリストといわれるイエスの
ひとびと
くい か
方はどうしたらよいか」 と聞きます。 人々は， 「杭に掛け
かれ
ろ！」 とわめきます。 （マタイ ２７：２２） 彼らは無実の男性
うった
の死を求めたのです。 ピラトはさらにこう訴えます。 「こ
の男がどんな悪事をしたというのか。 死に値することは
かれ こ
しゃく
何も見つからなかった。 それで， 彼を懲らしめてから釈
ほう
放する」。 （ルカ ２３：２２）

ヨハネ １８：３９–１９：５

ねば
いか くる
くい
ピラトは何度も粘りますが， 怒り狂った群衆は， 「杭
か
さけ
ひとびと
に掛けろ！」 と叫び続けます。 （マタイ ２７：２３） 人々は宗
くる
教指導者によってあおられ， 狂ったようにイエスを殺そ
うとします。 犯罪者や殺人犯の死を求めているのでは
ありません。 無実の男性， しかもたった５日前には王と
むか
してエルサレムに迎え入れられた人を殺そうとしている
のです。 もしイエスの弟子たちがその場にいたなら，
だま
黙って目立たないようにしていたでしょう。
うった
む だ
ピラトはいくら訴 えても無 駄 であることに気付きま
さけ ごえ
す。 それで， 叫び声が大きくなる中， そばにあった水で
ひとびと
人 々 の前で手を洗い， 「この人の血について私は潔
白だ。 あなた方自身が責任を負わなければならない」
ひとびと
と言います。 その言葉を聞いても， 人 々 は静まりませ
かれ
かれ
ん。 むしろ彼 らは， 「彼 の血はわれわれとわれわれの
か
子に降り掛かってもよい」 とまで言います。 （マタイ ２７：
２４， ２５）
ピラトは何が正しいかは分かっていますが， 民を満足
かれ
させたいという気持ちに負けてしまいます。 彼らの声に
しゃくほう
は
従ってバラバを釈放し， イエスの服を いでむちで打た
せます。
ざんこく
そう
残酷 なむち打ちが終わると， 兵士たちはイエスを総
とく ていたく
督の邸宅に連れていきます。 そして全部隊が集まり， イ

むち打ち ウィリアム・ D ・エドワーズ博士は 「アメリカ医師会ジャーナル」 （英語）の中で，
けい
ローマのむち打ち刑についてこう述べています。
けい ぐ
「よく使われた刑具は， 長さが不ぞろいの何本かの革ひもや，ねじり合わせた革ひもの
とが
ところどころ
付いた短いむち棒だった。 その革ひもには小さい鉄球や尖った羊骨が所 々にくくり付け
じゅけいしゃ
く
ちからいっぱい
られていた。 ……ローマの兵士が受刑 者の背中を繰り返し力一杯 打つと， その鉄球に
ざしょう
ひ ふ
こ
よって深い挫傷が生じ， 革ひもと羊骨は皮膚や皮下組織に食い込んだことだろう。 そし
れっしょう
およ
さ
てむち打ちが続くにつれ， 裂傷は深部の骨格筋にまで及び， ひも状に裂けて垂れた血の
ふる
にじむ肉が震えていたであろう」。

２９４

しゃく ほう
ピラトはイエスを釈
しゃく ほう放しようとする
ユダヤ人たちはバラバを釈放するよう求める
ぎゃく たい
イエスはばかにされ虐待される

ぎゃくたい
かんむり
エスにさらに虐待を加えます。 まず，いばらで編んだ 冠
お
をイエスの頭に押し付けます。 そしてイエスの右手にア
むらさき
シを持たせ， 王が着るような紫の長い衣を着させます。
それからばかにして， 「ごあいさつ申し上げます， ユダヤ
人の王よ！」 と言います。 （マタイ ２７：２８， ２９） またイエ
つば か
スに唾を掛け， 顔を平手打ちします。 イエスが持ってい
じょうぶ
る丈夫なアシを取ってイエスの頭をたたきます。 イエス
ぶ じょく かんむり するど
つ
さ
を侮 辱する冠 の 鋭いとげは， 頭皮を突 き破って深く刺
さったでしょう。
ぎゃくたい
い げん
こうした虐 待 を受けてもイエスが威 厳 と強さを保っ
かん めい
ていることにピラトはとても感 銘 を受けます。 そしてイ
しょけい
まぬが
エスを処刑 する責任を何とか免れようとして別の手を
かれ
試し， ユダヤ人たちにこう言います。 「さあ， 彼をあなた
方の前に連れ出す。 何の過失も見つけられないのだ」。
かれ
傷だらけで血まみれになったイエスを見れば， 彼 らも
少しはおとなしくなるとピラトは思ったのでしょうか。 ピ
ラトはイエスを非情な民の前に連れ出し， 「見なさい，
この人だ！」 と宣言します。 （ヨハネ １９：４， ５）
ピラトのその言葉には敬意と同情心が感じられます。
イエスは痛めつけられ傷だらけになっても， ピラトが認
い げん おだ
めざるを得ないほど， 静かな威厳と穏やかさを保ってい
たのです。

しょけい
まぬが
しゃくほう
処刑する責任を免れるためイエスを釈放しよう
として， ピラトはどんなことをしましたか。
けい
むち打ち刑とはどのようなものでしたか。
ぎゃくたい
イエスはむち打ちの後， さらにどんな虐待を
受けましたか。
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わた

しょ けい

イエスは引き渡 され， 処 刑 場所へ連れていかれる
マタイ ２７：３１， ３２

マルコ １５：２０， ２１

ルカ ２３：２４‐３１

ヨハネ １９：６‐１７

ざん こく ぎゃくたい
イエスは残 酷 な虐 待 を受けてばかにされます。 ピラト
しゃくほう
は何とかイエスを釈放しようとします。 しかし， 祭司長

わた
れで， 私をあなたに引き渡した人の方が罪が重いので
だれ
す」。 （ヨハネ １９：１１） イエスはここで， 誰か１人のことを

とその支持者たちの態度は変わりません。 何としてで
くい か
もイエスを殺したいと思っています。 それで， 「杭に掛け
くい か
さけ
ろ！ 杭に掛けろ！」 と叫び続けます。 ピラトは， 「自分た
くい か
かれ
ちで連れていって杭に掛けなさい。 私は彼に何の過失

言っていたのではないようです。 ピラトよりも， カヤファ
やその支持者たちやユダ・イスカリオテの方に重い責任
があると言っていたのです。

ユダヤ人たちは， 政治犯としてイエスを殺させるのが
うった
難しいと知ると， 今度は宗教上の罪状で訴えます。 その
かれ
ぼうとく
罪状とは，彼らがサンヘドリンの裁判で持ち出した冒

ピラトはイエスの態度と言葉に心を動かされ， イエス
おそ
は神ではないか， という恐れの気持ちが強まってきたこ
しゃくほう
ともあり， イエスを釈放 する方法を再び探し始めます。
おそ
いだ
ところが， ユダヤ人たちはピラトに恐れを抱かせる別の
おど
しゃくほう
点を挙げ， こう脅します。 「この男を釈放するなら， あな

の罪です。 こう言います。 「私たちには律法があり， その
かれ
律法によれば，彼は死に値します。 自分を神の子とした

たはカエサルの友ではありません。 自分を王とする者
みな
は皆，カエサルに逆らっているのです」。 （ヨハネ １９：１２）

からです」。 （ヨハネ １９：７） ピラトにとっては初耳です。
ていたく
もど
ぎゃくたい
ピラトは邸宅の中に戻ります。 そして， 厳しい虐待を
た
耐えているこの男性， また妻が夢で見たこの男性を何
しゃくほう
とか釈 放 する道はないかと考えます。 （マタイ ２７：１９）

ピラトはイエスをもう一度連れ出し， 裁きの座に座っ

も見つけられない」 と答えます。 （ヨハネ １９：６）

自分を 「神の子」 としたという耳新しい罪状については

て， 「見なさい， あなた方の王だ！」 と民に言います。 し
かれ
くい か
かし彼らはそれを無視し， 「殺せ！ 殺せ！ 杭に掛けろ！」
さけ
しょけい
と叫びます。 ピラトは， 「あなた方の王を私が処刑する

どうでしょうか。 ピラトはイエスがガリラヤ出身であるこ

のか」 と反論します。 ユダヤ人はこれまでローマの支配
つの
にいら立ちを募らせてきました。 ところが祭司長たちも

とを知っています。 （ルカ ２３：５‐７） それでもピラトはイ

この時だけは， 「私たちにはカエサルのほかに王はい

エスに， 「あなたはどこから来たのか」 と質問します。

イエスはピラトに対し， 自分は王だが自分の王国は

ません」 と平気な顔で言います。 （ヨハネ １９：１４， １５）
た
ピラトはユダヤ人たちのしつこさに耐 え切れなくな
しょけい
わた
り， 要求通りイエスを処刑するために引き渡します。 兵
むらさき
は
士たちはイエスから紫の衣を ぎ取り， もともと着てい

この世のものではない， とすでに話しました。 さらに
だま
説明する必要はありません。 それでイエスは黙っていま

た外衣を着せます。 イエスは引いていかれる際， 自分で
くい
苦しみの杭を担いでいかなければなりません。

す。 ピラトはイエスが答えないのでプライドを傷つけら
だま
れ， 腹を立ててこう言います。 「黙っているつもりか。 あ
しゃくほう
しょけい
なたを釈放する権限も処刑する権限も私にあることを
知らないのか」。 （ヨハネ １９：１０）

今はニサン１４日金曜日の正午近くです。 イエスは木
いっすい
曜日の早朝から一睡もしていません。 しかも， 苦しみに
くい
満ちた経験の連続でした。 イエスは杭を引きずりなが
た
つ
ら進み始めますが， その重みに耐える力が尽きてしまい

なら， あなたは私に対して何の権限もないでしょう。 そ

ます。 そこへ，アフリカのキレネから来たシモンという男
か
くい
性が通り掛 かります。 それで兵士たちはシモンに杭 を

（ヨハネ １９：９） イエスは人間になる前から生きている
神かもしれない， と思ったのでしょうか。

あた
イエスはこう答えます。 「天から与えられていなかった

２９６

しゃく ほう
ピラトはイエスの釈
放を試みる
しょ けい
イエスは有罪とされ， 処刑場所へ連れていかれる
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しょけい
処刑場所まで運ばせます。 大勢の人がその後に付いて

か
したことがなされるのであれば， 枯れた時には何が起

いきます。 胸をたたいて悲しむ人たちもいます。

きるでしょうか」。 （ルカ ２３：２８‐３１）

イエスは悲しむ女性たちにこう言います。 「エルサレ

かれ
か
イエスはユダヤ国民のことを話しています。 彼らは枯

ムの女性たち，私のために泣くのをやめなさい。 むしろ，
ひと びと
自分と自分の子供たちのために泣きなさい。 人 々 が，

れていく木のようですが， まだ生気が残っています。 イ
しんこう いだ
エスも， イエスに信仰を抱くたくさんの人たちもいるか

『子供ができない女性，また子供を産まなかった女性や

らです。 しかし， イエスが殺され， 神が弟子たちをユダ
か
ヤ国民から取り去ると， 同国民は神の目から見て枯れ

乳を飲ませなかった女性は幸せだ！』 と言う時が来る
ひとびと
からです。 その時人々 は， 山に向かって， 『われわれに
おか
かぶさってくれ！』 と言い， 丘に向かって， 『われわれを
おお
覆ってくれ！』 と言いだします。 木に生気がある時にこう

た木のような状態になります。 そして， ローマ軍が神か
けい かれ
しっ こう
らの刑 を彼 らに執 行 する時， 大きな悲しみが生じるで
しょう。

うった
宗教指導者たちはイエスをどんな罪状で訴えましたか。
おそ
いだ
ピラトがイエスに恐れの気持ちを抱いたのはなぜですか。
しょけい
おど
祭司長たちはイエスを処刑させるため， ピラトをどのように脅しましたか。
か
イエスは 「生気」 があってもその後 「枯れ」 る木について話した時， 何を言おうとしていましたか。
２９７

くい

無実の王が杭 の上で苦しむ
マタイ ２７：３３‐４４

マルコ １５：２２‐３２

ルカ ２３：３２‐４３

ヨハネ １９：１７‐２４

しょけい
イエスは都からあまり遠くない所にある処刑場所へ連
ごうとう
しょけい
れていかれます。 他の２人の強盗もそこで処刑されるこ
とになっています。 そこはゴルゴタ， つまりどくろの場所
はな
とも呼ばれており， 「離 れた所」 からもよく見えます。
（マルコ １５：４０）

ぬ
ちん
有罪とされた３人は服を脱がされます。 それから， 鎮
つうざい
もつやく たんじゅう
あた
痛剤として没薬と胆汁を混ぜたぶどう酒が与えられま
す。 エルサレムの女性たちが準備したようで， ローマ人
あた
の兵士もそれが与 えられるのを止めません。 でもイエ
スは少し味見した後， それ以上飲もうとしません。 なぜ
にぶ
でしょうか。 重要な試練の間， 感覚を鈍らせることなく，

おこ
怒った祭司長たちはサンヘドリンでの裁判でしたの
く
と同じ， うその証言を繰り返します。 それで通行人たち
ふ
は
も頭を振ってあざけり， 次のような暴言を吐きます。 「お
しんでん こわ
くい
やおや， 神殿を壊して３日で建てる者よ， 苦しみの杭か
ら下りてきて自分を救ってみろ」。 祭司長たちや律法学
くい
者たちも， 「イスラエルの王キリストに， いま苦しみの杭
から下りてきてもらおうではないか。 そうしたら信じよ
りょうわき くい
う」 と言います。 （マルコ １５：２９‐３２） イエスの両脇で杭
に付けられている犯罪者たちまでが， ただ１人無実であ
るイエスのことを非難し始めます。

死ぬまで意識をはっきりと保って忠実でありたいと思っ
ているのです。
くい
ね
イエスは杭の上に寝かされます。 （マルコ １５：２５） 兵
こ
士たちがイエスの手と足にくぎを打ち込みます。 くぎは
じんたい かんつう
くい
肉と靱帯を貫通し， イエスの体に激痛が走ります。 杭が
さ
垂直に起こされると， 傷口が体の重みで裂けるため， 痛
た
みはもっと耐 え難いものになります。 しかし， イエスは
いの
兵士たちを大声でののしることなく， こう祈ります。 「父
かれ
よ， 彼らをお許しください。 自分たちが何をしているの
か知らないのです」。 （ルカ ２３：３４）
かか
ローマ人には犯罪者の罪状を掲 げる習慣がありま
す。 それでピラトは， 「ナザレ人イエス， ユダヤ人の王」
かか
と書いたものを掲げます。 大勢の人が読めるよう， ヘブ
ライ語， ラテン語， ギリシャ語で書かれています。 イエス
けいべつ
を殺すよう強く求めたユダヤ人をピラトがいかに軽蔑し
どうよう
ていたかが分かります。 罪状を見て動揺した祭司長た
じしょう
ちは， 「『ユダヤ人の王』 とではなく， 『自称ユダヤ人の
こう ぎ
王』 と書いてください」 と抗議します。 ところが今回， ピ
ラトは言いなりにならず， 「私が書いたことだ」 と答えま
す。 （ヨハネ １９：１９‐２２）
２９８

かれ
ローマの４人の兵士たちもイエスをからかいます。 彼
おそ
らは恐 らくぶどう酒を飲んでいたのでしょう。 それでイ
エスにも飲ませるまねをします。 さらに， イエスの頭上
にある罪状を見てばかにし， 「ユダヤ人の王なら， 自分
を救ってみろ」 と言います。 （ルカ ２３：３６， ３７） 考えても
ぎゃくたい
みてください。 道， 真理， 命である方が， 不当な虐待と
ぶじょく
た
侮辱全てにじっと耐えているのです。 自分を見ているユ
りょうわき
ダヤ人たち， ばかにしてくるローマの兵士たち， 両脇に

くい
かか イエスは苦しみの杭にくぎ付けにされる
頭上に掲げられた罪状ゆえにイエスはばかにされる
あた
イエスは地上のパラダイスで生きる希望を与える
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いる犯罪者たちを非難することは決してありません。
４人の兵士はイエスの外衣を取り，４つに分けます。 そ
ぬ
め
して， くじを引いて分配します。 しかし内衣は 「縫 い目
がなく， 上から下まで織った」 上等のものでした。 それ
かれ
さ
だれ
で彼らは， 「これは裂かないで， 誰のものにするかをくじ
で決めよう」 と言います。 そのようにして， 次の預言が
かれ
実現します。 「彼らは私の外衣を自分たちの間で分け，
私の衣服のためにくじを引いた」。 （ヨハネ １９：２３， ２４。
詩編 ２２：１８）
しばらくすると， 犯罪者の１人がイエスは本当に王で
あると認めるようになります。 その人はもう１人の犯罪
しか
おそ
者を ってこう言います。 「神を少しも畏 れないのか。
しょ ばつ
同じ処 罰 を受けているのに。 われわれの場合は当然
だ。 自分がした事の報いを受けているのだから。 しか
しこの人は何も悪い事はしていない」。 それから， 「イエ
スよ， 王国に入る時に私を思い出してください」 と言い
ます。 （ルカ ２３：４０‐４２）
するとイエスは， 「今日あなたに言います。 あなたは
私と共にパラダイスにいることになります」 と言いま
す。 王国ではなくパラダイスです。 （ルカ ２３：４３） これ
いっしょ
は， 王国でイエスと一 緒 に王座に座るという使徒たち
ちが
に対する約束とは違います。 （マタイ １９：２８。 ルカ ２２：
２９， ３０） とはいえこのユダヤ人の犯罪者は， エホバが
あた
アダムとエバに与 えた地上のパラダイスについては聞

いたことがあったでしょう。 それで， この男性は死ぬ前
いだ
に， 地上のパラダイスで生きるという希望を抱くことが
できました。

用意されたぶどう酒をイエスが飲まなかったのはなぜですか。
かか
イエスの頭上にはどんな罪状が掲げられましたか。 ユダヤ人たちはそれを見てどう反応しましたか。
イエスの服について， どんな預言が実現しましたか。
あた
イエスは犯罪者の１人にどんな希望を与えましたか。
２９９

「確かにこの人は神の子だった」
マタイ ２７：４５‐５６

マルコ １５：３３‐４１

ルカ ２３：４４‐４９

ヨハネ １９：２５‐３０

やみ
「昼の１２時」 になりました。 不気味な闇 が 「全土に垂
こ
およ
れ込めて， 午後３時にまで及」 びます。 （マルコ １５：３３）
これは日食によるものではありません。 日食は新月の
す こ
時しか生じません。 しかし， 今は過ぎ越しの時期で満月
やみ
です。 また日食の際の闇は数分しか続きませんが，今回
やみ
はもっと長く続きます。 ですからこの闇は神が生じさせ
たものです。

やみ
イエスをばかにしていた人たちはこの闇 を見てどう
くい
思ったでしょうか。 この時， ４人の女性が苦しみの杭 の

イエスは， 今ではやもめになっている母親の世話を，
たく
特別に愛していた使徒に託します。 イエスがそうしたの
しんこう いだ
は， 自分の異父兄弟たちがまだイエスに信仰を抱いて
いなかったからです。 それで， マリアを身体面で世話し，
すうはい
たの
神への崇拝 の面で支えるよう頼んだのです。 これは立
も はん
派な模範です。
のど かわ
午後３時ごろ，イエスは 「喉が渇いた」 と言います。 こ
うしてイエスは聖書の預言を実現させます。 （ヨハネ
１９：２８。 詩編 ２２：１５） イエスは， 自分の忠誠を極限ま

そばに来ます。 イエスの母親とサロメ， マリア・マグダレ

で試すために父が保護を取り去ったと感じます。 イエ

ネと使徒の小ヤコブの母親マリアです。
くい
使徒ヨハネは， 「苦しみの杭のそば」 でイエスの母親
いっしょ
マリアと一緒にいます。 マリアは自分が生んで育てた息
くい か
子が杭に掛 けられ， もだえ苦しんでいる姿を見つめて
つるぎ つらぬ
います。 「長い剣 」 で貫かれているような気持ちだった
するど
でしょう。 （ヨハネ １９：２５。 ルカ ２：３５） イエスは鋭い痛

スはアラム語のガリラヤ方言と思われる言葉で， 「エ
さけ
リ， エリ， ラマ サバクタニ」 と大声で叫びます。 これは，

みがあるにもかかわらず， 母親の今後のことを考えてい
あご
ます。 そして， ヨハネの方を顎で示し， 母親に， 「見なさ
あご
い， あなたの子です！」 と言います。 次に母親の方を顎

綿をアシの先に付けて， イエスに飲ませようとします。

で示し， ヨハネに， 「見なさい， あなたの母親です！」 と
言います。 （ヨハネ １９：２６， ２７）

くい か
くい か
「杭 に掛 けろ！」 イエスの敵たちは， 「杭 に掛 けろ！」
さけ
くい
と叫 びました。 （ヨハネ １９：１５） 福音書の中で 「杭 」
じゅうじ
と訳されているギリシャ語はスタウロスです。 「十字
か
架の歴史」 （英語）の解説にはこうあります。 「スタウ
くい じょうぶ くい
へい さく
ロスは 『まっすぐな杭 』， 丈夫 な杭， 農場で塀 や柵 と
こ
して地中に打ち込むようなものを指し， それ以上の
意味はない」。

「私の神， 私の神， なぜ私をお見捨てになったのですか」
かん ちが
という意味です。 近くに立っていた人たちは勘 違いし，
「ほら， エリヤを呼んでいる」 と言いだします。 そのうち
ふく
の１人が走っていき， 酸味の強いぶどう酒を含ませた海
他の人たちは， 「このまま， エリヤが下ろしに来るかどう
かを見よう」 と言います。 （マルコ １５：３４‐３６）
と
さけ
その後イエスは， 「成し遂げられた！」 と叫びます。 （ヨ
ハネ １９：３０） イエスは地上で行うよう父から命じられ
と
たこと全てを成し遂げたのです。 最後にイエスは， 「父
たく
よ， 私の命をあなたの手に託します」 と大きな声で言い
ます。 （ルカ ２３：４６） そして， エホバが自分を復活させ
いだ
てくださるという確信を抱きながら， 頭を垂れて息を引
き取ります。
しゅんかん
じ しん
ゆ
その瞬間，強い地震が起き，岩が割れます。 揺れが大
こわ
きかったのでエルサレムの外にある墓が壊 れ， 死体が
ひとびと
投げ出されます。 人々はその死体を見て 「聖都」 つまり
エルサレムに入り， 起きた事を他の人たちに話します。
（マタイ ２７：５１‐５３）

３００

くい
ともな イエスは杭の上で亡くなる
イエスの死に伴って生じた不思議な出来事

しんでん
イエスが亡くなると，神殿の聖所と至聖所とを仕切っ
さ
ていた長くて重い幕が上から下まで２つに裂けます。 こ
おどろ
の驚 くべき出来事は， 神の子を殺害した人たちに対
いか
する神の大きな怒 りを表すものでした。 それだけでな
く， その時以降， 人間が至聖所つまり天に行けるように
なったことを示すものでした。 （ヘブライ ９：２， ３； １０：
１９， ２０）

ひとびと
しょけい
当然ながら， 人々はとてもおびえます。 処刑に当たっ

た士官は， 「確かにこの人は神の子だった」 と言いま
す。 （マルコ １５：３９） 士官は， ピラトの前で行われた裁
判でイエスが神の子かどうかが話し合われた時， そこ
にいたのかもしれません。 そして今， イエスが正しい人
であり， まさに神の子であると確信したのです。
あっ とう
他の人たちも， 起きた不思議な出来事に圧 倒 され
は
て，深い悲しみや恥ずかしさのため 「胸をたたきながら」
はな
家に帰ります。 （ルカ ２３：４８） 離れた所に立って見てい
ひとびと
いっしょ とき どき
た人々の中には， イエスと一緒に時 々旅をしていた大
勢の女性の弟子たちもいます。 その人たちも， これらの
重大な出来事を見て心を大きく動かされます。

やみ
３時間続いた闇が日食によるものではないと言えるのは
なぜですか。
こうれい
高齢の親を世話する点で， イエスはどんな立派な手本を
示しましたか。
じ しん
しんでん
地震によってどんな事が起きましたか。 神殿の幕が２つに
さ
裂けたことは何を表していましたか。
イエスの死とその時に生じた出来事を見た人たちは，
えいきょう
どんな影響を受けましたか。
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ほうむ

イエスは葬 られる
マタイ ２７：５７–２８：２

マルコ １５：４２–１６：４

ルカ ２３：５０–２４：３

しず
ニサン１４日金曜日の夕方になりました。 日が沈めばニ

ヨハネ １９：３１–２０：１

日になります。 （レビ記 ２３：５， ６） 今年のニサン１５日

サン１５日の安息日が始まります。 イエスはすでに亡く
りょうわき くい か
なっています。 でも， イエスの両脇で杭に掛けられてい

は， 週ごとの通常の安息日とも重なっています。 それ

る２人の犯罪者はまだ生きています。 律法によれば， 死
くい か
体を 「夜通し杭に掛 けたままにすべきでは」 なく， 「そ
ほうむ
の日のうちに」 葬らなければなりません。 （申命記 ２１：

なるのです。

で， このように２つの安息日が重なると， 「大安息日」 と

食事の準備をし， 安息日の後では間に合わない用事を
しず
済ませました。 日が沈むと， 「大安息日」 が始まります。
む こう ぼ
（ヨハネ １９：３１） ニサン１５日は７日間の無 酵 母 パンの

こうした事情で， ユダヤ人たちはピラトにイエスと２
ごうとう
たの
人の強盗の死を早めるよう頼みます。 どのようにしてで
りょうあし
しょうか。 両 脚を折ることによってです。 そうすると， 息
ちっ そく
をしようとしても体を持ち上げられず， 窒 息 してしまい
ごうとう あし
ます。 兵士たちはやって来て２人の強盗の脚を折ります
あし
が， イエスはすでに死んでいるようなので， 脚を折りま

祭りの初日です。 祭りの初日は何曜日であっても安息

せん。 こうして詩編 ３４編２０節の， 「神はその人の骨を

２２， ２３）

ひとびと
また， 金曜日は準備の日と呼ばれています。 人々 は

くい
イエスの体が杭
から下ろされる
ほうむ
遺体を葬るための準備をする
女性たちは墓が空になっていることに気付く

全て守る。 １本も折られることはなかった」 という預言
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ヨセフはそこから近い場所に， 岩をくりぬいた新しい

が実現します。

墓を所有していました。 それで， イエスの遺体をその墓

しかし１人の兵士が， イエスが本当に死んでいるのか
わきばら
つ さ
確かめるためにイエスの脇腹をやりで突き刺します。 や

に横たえ，墓の入り口に大きな石を転がします。 安息日

りは心臓の辺りにまで達します。 「すると， すぐに血と水
かれ
が出」 ます。 （ヨハネ １９：３４） これは， 「彼らは自分たち
さ
が刺し通した人を見つめ」 る， という預言の実現です。
（ゼカリヤ １２：１０）
しょけい
処刑場所には，サンヘドリンの評判の良い一員で，ア
ゆうふく
リマタヤの町から来たヨセフという 「裕福な男性」 もい

が始まるので， これらは急いで行われます。 マリア・マグ
ほうむ
ダレネと小ヤコブの母親マリアはイエスの遺体を葬 る
準備を手伝ったでしょう。 そして， 安息日が終わった後
こうりょう こう ゆ
にも遺体の処理に必要な 「香料と香油を準備しに」 急
もど
いで家に戻ります。 （ルカ ２３：５６）
安息日である翌日， 祭司長たちとパリサイ派の人た
さ ぎ し
ちはピラトの所に行き，こう言います。 「あの詐欺師がま

ます。 （マタイ ２７：５７） 聖書はヨセフについて， 「正しく

だ生きていた時に 『３日後に私は生き返る』 と言ったの

て善い人」 また 「神の王国を待つ人」 で， 「ユダヤ人た
おそ
ちを恐れてひそかにイエスの弟子となっていた」 と述べ
でした。 （ルカ ２３：５０。 マルコ １５：４３。 ヨハネ １９：３８）

を思い出しました。 それで， ３日目まで墓を警備するよ
かれ ぬす
うに命令してください。 弟子たちがやって来て彼を盗み
かれ
おそ
出し， 『彼 は生き返った！』 などと民に言いふらす恐 れ
あざむ
があります。 この最後の欺きは， 最初のものより悪い結

ヨセフは勇気を出してピラトの元に行き， イエスの体を

果を生じさせてしまいます」。 ピラトはこう答えます。

頂きたいと願い出ます。 それでピラトは， イエスの死を

「警備隊を使ってよい。 行って，知る限りの方法で警備し

確認した士官を呼び寄せて確かめた後， ヨセフに遺体
あた
を引き取る許可を与えます。
あ ま ぬの
ヨセフはきれいな上等の亜麻布を買います。 そして，
くい
あ ま ぬの
イエスの体を杭 から下ろし， 遺体をその亜麻 布で包み
ほうむ
ます。 「以前， 夜にイエスの所に来た」 ニコデモも， 葬る
もつやく
準備を手伝います。 （ヨハネ １９：３９） ニコデモは没薬と
じんこう
沈香を混ぜ合わせた高価なものを３０㌔ほど持ってきま

なさい」。 （マタイ ２７：６３‐６５）

す。 イエスの遺体はユダヤ人の習慣に沿って， これらの
こうりょう ふく
香料を含ませた布で包まれます。

天使によって転がしてどけられており， 警備隊はいなく

ています。 ヨセフはイエスに関する判決を支持しません

日曜日の朝とても早くに， マリア・マグダレネとヤコブ
の母親マリア， ほかの何人かの女性たちは， イエスの体
こうりょう
と
に付けるための香 料 を持って墓に向かいます。 行く途
ちゅう
だれ
中， 「墓の入り口から誰が石を転がしてどけてくれるで
とう
しょうか」 と話し合います。 （マルコ １６：３） ところが到
ちゃく
じ しん
着してみると，地震が起きた後でした。 そして，石は神の
なっています。 しかも， 墓は空っぽです。

金曜日が準備の日と呼ばれているのはなぜですか。 今年の安息日が 「大安息日」 なのはなぜですか。
ほうむ
あいだがら
ヨセフとニコデモはイエスを葬るためにどんなことをしましたか。 ２人はそれぞれイエスとどんな間柄でしたか。
たの
祭司長たちはピラトにどんなことを頼みましたか。 でも日曜日の朝にどんなことが起きましたか。
３０３

イエスは生きている！
マタイ ２８：３‐１５

マルコ １６：５‐８

ルカ ２４：４‐１２

ヨハネ ２０：２‐１８

けたでしょう。 マリア・マグダレネは， 「ペテロ， および

マリアはペテロとヨハネを見つけ， 息を切らしなが
だれ
ら， 「誰かが主を墓から取り去りました。 どこに置いた

イエスが愛情を持っていたもう１人の弟子」 ヨハネの所

のか分かりません」 と報告します。 （ヨハネ ２０：２） ペテ

へ走っていきます。 （ヨハネ ２０：２） しかし， 墓のそばに

ロとヨハネは墓へ走ります。 ヨハネの方が足が速く， 先

いた他の女性たちは天使を見ます。 さらに墓の中にも，

に着きます。 中をのぞくと布が見えますが， 中には入り

「白くて長い服を着た」 天使がいます。 （マルコ １６：５）
おそ
すると天使の１人がこう言います。 「恐れることはあり
くい か
さが
ません。 杭 に掛 けられて死んだイエスを捜 しているこ
かれ
とは分かっています。 イエスはここにはいません。 彼が

ません。

言った通り，生き返りました。 さあ，横たわっていた場所

し， 以前にイエスから教えられていたにもかかわらず，

を見なさい。 それから急いで行って， イエスが生き返っ
かれ
たことを弟子たちに告げなさい。 彼 は先にガリラヤに

ペテロもヨハネもイエスが復活したことを理解しませ
と まど
もど
ん。 （マタイ １６：２１） ２人は戸惑いながら家に戻ります。
もど
墓に戻ってきたマリアは， そこに残ります。

イエスの墓が空なのに気付き， 女性たちはショックを受

行っています」。 （マタイ ２８：５‐７） これを聞くと， 女性た
おそ
いだ
ちは 「恐れと大きな喜びを抱きつつ」， 弟子たちに報告
するため走っていきます。 （マタイ ２８：８）

とうちゃく
ペテロは到着すると， ためらわず中に入ります。 する
あ ま ぬの
と， 亜 麻 布 とイエスの頭を包んでいた布が目に入りま
す。 ヨハネも入って来て，マリアの報告を信じます。 しか

他の女性たちはイエスが復活したことを弟子たちに
と ちゅう
伝えるため走っています。 すると途 中 でイエスが現れ，

イエスは復活する
イエスの墓での出来事
イエスは何人かの女性たちに現れる

か
「おはよう」 と声を掛けます。 女性たちはイエスの足元
ふ
にひれ伏 し， 「敬意を表し」 ます。 イエスはこう言いま
おそ
す。 「恐れることはありません！ 行って，私の兄弟たちに
かれ
報告し， 彼 らがガリラヤに行けるようにしなさい。 そこ
で私に会えます」。 （マタイ ２８：９， １０）
じ しん
少し前に地震が起きた時， 墓を警備していた兵士た
ふる
ちは現れた天使たちを見て， 「震えて死人のようになっ
もど
かれ
て」 いました。 意識を取り戻した彼 らは町に行き， 「起
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す。 １人は頭の所に， もう１人は足の所に座っています。
たず
天使たちはマリアに， 「なぜ泣いているのですか」 と尋
だれ
ねます。 マリアは， 「誰かが私の主を取り去り， どこに置
かのじょ
いたのか分からないのです」 と答えます。 その時彼女が
ふ
振り返ると， 別の人が立っています。 その人も天使たち
だれ さが
たず
と同じ質問をしてから， 「誰を捜しているのですか」 と尋
ねます。 マリアはてっきり庭師だと思って， 「もし主を移
動させたのでしたら， どこに置いたのか教えてください。

きたこと全てを祭司長たちに報告」 します。 祭司長たち

私が引き取ります」 と言います。 （ヨハネ ２０：１３‐１５）

はユダヤ人の長老たちと協議します。 そして兵士たちに
わた
かれ
金を渡し， この件をもみ消すため， 「夜中に彼の弟子た
ねむ
ぬす
ちが来て， 私たちが眠っている間に死体を盗んだ」 とい

その人は復活したイエスでしたが， マリアは気付きま
と たん
せん。 それでも， 「マリア！」 と言われた途 端 ， その聞

ううそを言わせることにします。 （マタイ ２８：４， １１， １３）
い ねむ
ローマの兵士は， 持ち場に就いている時に居眠りを
し けい
すると死刑 になる可能性がありました。 でも祭司長た
そうとく
ちは， 「もしこれが総督の耳に入ったら， 私たちが説明

き慣れた口調からイエスだと分かり，喜びのあまり， 「ラ
さけ
ボニ！ 」 （「先生」 という意味）と叫 びます。 イエスがす
のぼ
ぐにも天に昇ってしまうのではないかと心配し， イエス
をしっかりつかみます。 イエスはこう言います。 「私にす
がり付くのはやめなさい。 私はまだ父の元へ上ってい

するから， 心配しなくてよい」 と約束します。 つまり万が
ねむ
一の時は， 兵士たちが眠っていたというのはうそである
し けい
とピラトに説明するので，死刑にはならないだろう，とい

ません。 でも，私の兄弟たちの所に行って，こう伝えなさ

うわけです。 （マタイ ２８：１４） それで兵士たちは金を受

１６， １７）

い。 『私は， 私の父であなたたちの父である方， 私の神
であなたたちの神である方の元へ上る』」。 （ヨハネ ２０：

け取り， 言われた通りにします。 こうして， イエスの遺体
ぬす
は盗まれたというデマがユダヤ人の間に広がります。
かの じょ
マリア・マグダレネは墓の所で悲しんでいます。 彼 女

所へ走ります。 そして， 「主を見ました！」 と伝えます。 他

が前かがみになって墓の中をのぞくと， 何と， イエスの

です。 （ヨハネ ２０：１８） しかし， 使徒や他の弟子たちに

体が置いてあった所に， 白い衣服の天使２人が見えま

とっては 「あり得ないことに思え」 ます。 （ルカ ２４：１１）

マリアは使徒たちや他の弟子たちが集まっている場
の女性たちの報告に加えて， また別の報告が届いたの

マリア・マグダレネは墓が空なのに気付き， どうしましたか。 他の女性たちはどんなことを経験しましたか。
ペテロとヨハネは空になった墓を見てどのように反応しましたか。
とちゅう
もど
他の女性たちが弟子たちの所へ行く途中， どんな出来事がありましたか。 マリア・マグダレネが墓の所に戻ると，
どんなことがありましたか。
弟子たちは女性たちからの報告を聞いてどのように反応しましたか。
３０５

復活したイエスがさらに大勢の人に現れる
ルカ ２４：１３‐４９

ヨハネ ２０：１９‐２９

ニサン１６日の日曜日， 弟子たちは元気がありません。
いのです。 （マタイ ２８：９，１０。 ルカ ２４：１１） その日，クレ
はな
オパともう１人の弟子がエルサレムを出発し， 約１１㌔離

てください。 そろそろ夕方で， １日ももう終わりですから」
すす
と
かれ
いっ
と勧めます。 それで， その人は泊まることにし， 彼らと一
しょ
いの
緒に食事を始めます。 その人が祈り， パンを割って弟子
わた
かれ
たちに渡します。 その時， 彼らは目の前にいるのがイエ

れたエマオへ向かいます。

スであることに気付きます。 しかし， イエスの姿は見え

２人が起きた出来事を話しながら歩いていると， 見知
いっしょ
らぬ人が一緒に歩き始めます。 その人は， 「歩きながら

なくなります。 （ルカ ２４：２９‐３１） イエスは生きているの

イエスの墓がなぜ空っぽになってしまったのか分からな

何のことを論議しているのですか」 と質問します。 クレ

です！ ２人はそれを確信します。
たが
弟子たちは興奮し， 互いにこう言います。 「あの方が

オパは， 「あなたはよそからエルサレムに来て１人で住

道中， 話してくれた時， 聖書をはっきり説明してくれた

んでいるために， 最近そこで起きた事を知らないのです
たず
か」 と言います。 その人は， 「どんな事ですか」 と尋 ね

時， 私たちの心は燃えていなかっただろうか」。 （ルカ
かれ
もど
２４：３２） 彼らは急いでエルサレムに戻り， 使徒たちや他

ます。 （ルカ ２４：１７‐１９）

の弟子たちがいる所に行きます。 しかし２人は， そこに

２人は， 「ナザレ人イエスに関する事です」 と言い， 「私

いた人たちから， 「主は本当に生き返って， シモンに現

たちは， この人がイスラエルを救出する方だという希望
いだ
を抱いていました」 と話します。 （ルカ ２４：１９‐２１）

れたのだ！」 と聞かされます。 （ルカ ２４：３４） それで２人

そして， まさにその日に起きた出来事について話しま
す。 仲間の女性たちがイエスの墓に行くと墓が空っぽ
だったこと， 信じられないことにそれらの女性たちに天
使が現れてイエスは生きていると話したこと， 墓に行っ
た他の人たちも 「女性たちが言った通りなのを見た」
ことを伝えます。 （ルカ ２４：２４）
２人の弟子は起きた事の意味が分からず困っていま
かれ
す。 それでその見知らぬ人は， 彼らがイエスの復活を確
信できるようにするため， こう言います。 「ああ， 無分別
にぶ
で心が鈍い人たち！ どうして預言者たちが語った全て
の事を信じないのですか。 キリストはこうした苦しみを
経て栄光を受ける必要があったのではありませんか」。
（ルカ ２４：２５， ２６） そして， キリストに関係のあるたくさ
んの聖句を２人に解き明かします。
ついに３人はエマオの近くにやって来ます。 弟子たち
いっしょ と
はその人の話をもっと聞きたいと思い， 「一緒に泊まっ
３０６

は自分たちにもイエスが現れたことを話します。
おどろ
その時， 驚 くようなことが生じます。 何とイエスが部
かれ
屋の中に現れたのです。 とても信じられません。 彼らは
おそ
かぎ か
ユダヤ人たちを恐 れて戸に鍵 を掛けていました。 でも
かれ
イエスは彼らの真ん中に立っています。 そして落ち着い
た声で， 「あなたたちに平和がありますように」 と言い
かれ
こお
ます。 しかし彼らは凍 り付いています。 以前と同じよう
げんえい
に， 「自分たちは幻影を見ているのだ」 と思っています。
（ルカ ２４：３６， ３７。 マタイ １４：２５‐２７）
げん えい
イエスは自分が幻 影 などではなく， 人間の体でそこ
かれ
にいることを示すため， 彼らに手と足を見せてこう言い
どうよう
いだ
ます。 「なぜ動揺しているのですか。 なぜ心に疑いを抱
ま ちが
くのですか。 私の手と足を見なさい。 間 違 いなく私で
さわ
げんえい
す。 私に触り， 見てみなさい。 幻影であれば， あなたた
ちが見ているような肉体はありません」。 （ルカ ２４：３６‐
かれ
おどろ
３９） 彼らは喜び， 驚きます。 でもまだ１００％は信じられ
ません。

イエスがエマオへの道で現れる
イエスは弟子たちに聖書をはっきり説明する
トマスは疑うのをやめる

135

かれ
それで， イエスは彼 らが信じられるようにするため，
たず
「そこに何か食べ物がありますか」 と尋 ねます。 イエス
は焼き魚を受け取り， それを食べます。 それからこう言
いっしょ
います。 「［死ぬ前に］まだあなたたちと一緒にいた時，
私はこう話しました。 私について， モーセの律法の中，
また預言者と詩編の書の中に書いてある事は全て必ず
実現する， と」。 （ルカ ２４：４１‐４４）
イエスはクレオパたちが聖書を理解できるよう助け
ました。 そして， そこに集まっている弟子たちに対して
も， こう話します。 「このように書いてあります。 キリスト
は苦しみを受け， ３日目に生き返り， その名によって， 罪
く
の許しのために悔 い改めるようにとの知らせが， エル
ひとびと
サレムから始めて全ての国の人 々 に伝えられます。 あ
なたたちはこれらの事の証人となります」。 （ルカ ２４：
４６‐４８）
使徒のトマスは何かの理由でそこにいませんでした。
別の日に弟子たちがトマスに， 「私たちは主を見た！」
かれ
とうれしそうに話すと， 彼はこう言います。 「その手にく
あと
あと
わきばら
ぎの跡を見て， 私の指をくぎの跡に入れ， 手をその脇腹

さわ
わきばら
でここを触り， 私の手を見て， 私の脇腹に手を入れなさ
い。 そして， 疑うのをやめ， 信じなさい」 と言います。 す
さけ
るとトマスは， 「私の主， 私の神！」 と叫びます。 （ヨハネ

に入れてみない限り，決して信じない」。 （ヨハネ ２０：２５）
いっしょ かぎ か
８日後， 今度はトマスも弟子たちと一緒に鍵の掛かっ

２０：２６‐２８） トマスはもう， エホバ神の代表者であるイ

た部屋の中にいました。 するとイエスが人間の姿で現
かれ
れて彼らの真ん中に立ち， 「あなたたちに平和がありま

それでイエスは， 「私を見たので信じたのですか。 見
なくても信じる人は幸福です」 と言います。 （ヨハネ

すように 」 と言います。 そしてトマスの方を向き， 「指

２０：２９）

エスが生きていることを疑いません。

たず
エマオに向かっていた２人の弟子に， ある人がどんなことを尋ねましたか。
弟子たちの心が燃えるようになったのはなぜですか。
もど
クレオパともう１人の弟子はエルサレムに戻り， どんな知らせを聞きましたか。 その後どんなことがありましたか。
トマスはイエスが生きていることをどのようにして確信するようになりましたか。
３０７

はま べ

ガリラヤの海の浜 辺 で
ヨハネ ２１：１‐２５

使徒たちと過ごした最後の晩， イエスは， 「私は， 生き返

「私の子羊を養いなさい」 と言います。 （ヨハネ ２１：１５）

らされた後，先にガリラヤに行きます」 と言いました。 （マ

イエスは再び， 「ヨハネの子シモン， 私を愛しています
たず
と まど
こ
か」 と尋 ねます。 ペテロは戸 惑 いつつも気持ちを込 め
いだ
て， 「はい， 主よ， 私があなたに愛情を抱いていることを

タイ ２６：３２； ２８：７， １０） それで大勢の弟子がガリラヤに
旅をします。 でも， そこで何をすればよいのでしょうか。
しばらくして，ペテロが， 「漁に行ってくる」 と言うと，他

あなたは知っています」 と答えます。 イエスは， 「私の小

の６人の使徒たちも， 「私たちも行く」 と答えます。 （ヨハ
と
ネ ２１：３） しかし，一晩かけても何も捕れません。 夜明け
はま べ
かれ
ごろに，イエスが浜辺に現れますが，彼らはそれがイエス

さな羊を世話しなさい」 と言います。 （ヨハネ ２１：１６）

だとは気付きません。 イエスは， 「友よ， 食べる物がない
か
かれ
のですね」 と声を掛けます。 彼らは 「ありません！」 と答
ふね
あみ
えます。 イエスは， 「舟の右側に網を投げなさい。 そうす
と
れば捕れます」 と言います。 （ヨハネ ２１：５，６） すると，あ
あみ
まりに大漁で， 網を引き寄せることができません。

が疑われているのだろうかと思ったかもしれません。 今

ヨハネがペテロに， 「主だ！」 と言います。 （ヨハネ ２１：
ぬ
７） ペテロは， 漁の間は脱いでいた服をすぐに着て海に
こ
はま
飛び込み， 浜まで９０㍍ほど泳ぎます。 他の使徒たちも，
あみ
魚でいっぱいの網を引きながらゆっくりやって来ます。
弟子たちが岸に着くと， 「炭火の上に魚が置いてあり，
と
パンもあ［り］」 ます。 イエスは， 「今捕った魚を少し持っ
あみ
てきなさい」 と言います。 ペテロは網を岸に引き上げま
びき
すが， 大きな魚が１５３匹も入っています。 「さあ， 朝食を
だれ
取りなさい」 とイエスが言います。 「あなたは誰ですか」
たず
とあえて尋ねる人はいません。 イエスだと分かっていた
いっしょ
からです。 （ヨハネ ２１：９‐１２） 弟子たちが一緒にいる所
にイエスが現れるのは， これで３度目です。
わた
イエスはパンと魚を取って弟子たちに渡します。 そし
と
て， 捕れた魚を見ながらと思われますが， ペテロに， 「ヨ

いだ
イエスは３度目に， 「ヨハネの子シモン，私に愛情を抱

いていますか」 と質問します。 さすがにペテロも， 忠節
度は力強く， 「主よ，あなたは全てのことに気付いていま
いだ
す。 私があなたに愛情を抱いていることを知っています」
と答えます。 イエスはペテロがすべきことを再び強調し，
「私の小さな羊を養いなさい」 と言います。 （ヨハネ ２１：
１７） 会衆で指導している人たちは，神の羊の囲いに引き
寄せられた人たちに仕えなければならないのです。

しば
イエスは神から委ねられた活動を行ったために縛 ら
しょけい
れ処刑されました。 イエスは， ペテロも同じ経験をする
ことをこう明らかにします。 「あなたはもっと若かった
時， いつも自分で服を着て， 歩きたい所を歩き回りまし
の
た。 しかし年を取ると， 手を伸ばし， 服を着せられ， 望ま
すす
ない所に連れていかれます」。 それでも， こう勧めます。
「引き続き私の後に従いなさい」。 （ヨハネ ２１：１８， １９）
ペテロは使徒ヨハネの方を見ながら， 「主よ， この人
はどうなりますか」 とイエスに質問します。 イエスが特
いだ
別の愛情を抱くヨハネにはどんな将来が待ち受けてい
かれ
ますか。 イエスは， 「私が来る時まで彼 がいることが私
の願いだとしても， あなたにどんな関係があるのですか」
と答えます。 （ヨハネ ２１：２１‐２３） ペテロは他の人の将

ハネの子シモン， これら以上に私を愛していますか」 と

来がどうであろうと， イエスの後に従うべきなのです。 イ

質問します。 これは， 漁の仕事より， あなたにしてほしい

エスは， ヨハネが他の使徒たちよりも長生きし， イエス
まぼろし あた
が王として来る幻を与えられることも示していました。

活動の方を愛していますか， という意味です。 ペテロ
いだ
は， 「はい， 主よ， 私があなたに愛情を抱 いていること
をあなたは知っています」 と答えます。 それでイエスは，
３０８

イエスが行ったことはほかにもたくさんあります。 それ
とうてい
ら全てを巻物に書き記すことなど到底できません。

はま べ
イエスがガリラヤの海の浜辺に現れる
ペテロと他の弟子たちは羊を養うことになる
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ガリラヤで何をすればよいか分からなかった使徒たちはどうしましたか。
はま べ
使徒たちが， ガリラヤの海の浜辺にいるのはイエスだと気付いたのはなぜですか。
会衆で指導する人たちは何をしなければならないとイエスは強調しましたか。
イエスはペテロが将来どんな経験をすると言いましたか。
３０９

ペンテコステの前に数百人の人がイエスに会う
マタイ ２８：１６‐２０

ルカ ２４：５０‐５２

使徒 １：１‐１２； ２：１‐４

イエスは復活した後， 指定していたガリラヤの山で１１
人の使徒に会います。 他の５００人ほどの弟子たちも来
ています。 しかし，その中には，イエスを見てもイエスが
生きていることを疑う人がいます。 （マタイ ２８：１７。 コリ
ント第一 １５：６） でも， イエスがこれから話すことを聞け
ば， イエスは本当に生きていると確信できるはずです。
けん い
イエスは， 自分が神から天と地における全ての権 威
あた
を与えられていることを説明します。 そして弟子たちに
ひとびと
こう命じます。 「行って， 全ての国の人々を弟子とし， 父
せいれい
ほどこ
と子と聖霊の名においてバプテスマを施し，私が命令し
ことがら
た事柄全てを守るように教えなさい」。 （マタイ ２８：１８‐
２０） イエスは確かに生きており，復活後も良い知らせを
はら
伝える活動に注意を払っています。
イエスの弟子である人には， 男性にも女性にも子供
ひとびと
にも， 人々を弟子とするという任務があります。 反対者
ひとびと
たちは， 弟子たちが伝道したり人々を教えたりするのを
やめさせようとするでしょう。 しかしイエスは， 「私には
けん い あた
天と地における全ての権威が与えられています」 と言っ
て安心させます。 この言葉から， 弟子たちはどんなこと
を確信できるでしょうか。 イエスは， 「私は体制の終結
までいつの日もあなたたちと共にいるのです」 と言い
ます。 イエスはこの時， 良い知らせを伝える活動に参加
き せき
する全ての人が奇跡を行う， とは言いませんでした。 そ
かれ
せいれい
し えん
れでも， 彼らは聖霊による支援を期待できるのです。

かれ
て，エルサレムで彼らと会った時，こう話します。 「エルサ
はな
レムを離れないで， 天の父が約束したもの， 私から聞い
ほどこ
たものを待っていなさい。 ヨハネは水でバプテスマを施
せいれい
しましたが， あなたたちは何日もしないうちに聖霊でバ
ほどこ
プテスマを施されます」。 （使徒 １：４， ５）
その後， イエスは再び使徒たちと会い， 「弟子たちを
ベタニヤまで連れていき」 ます。 そこはオリーブ山の東
しゃめん
側の斜面にある村です。 （ルカ ２４：５０） イエスはこれま
で， 自分の旅立ちについていろいろ話してきました。 そ
れでも使徒たちは， イエスの王国が地上のものだと思
こ
い込んでいます。 （ルカ ２２：１６，１８，３０。 ヨハネ １４：２，３）
かれ
それで彼らは， 「主よ， 今イスラエルに王国を回復す
るのですか」 と質問します。 するとイエスは， 「天の父の
権限で定められた時や時期について， あなたたちが知
る必要はありません」 とだけ答えます。 それから， 行う
かれ
べき活動にもう一度彼らの注意を向け， こう言います。
せいれい
「聖霊があなたたちに下る時， あなたたちは力を受け，
エルサレムで， ユダヤとサマリアの全土で， また地の最
も遠い所にまで， 私の証人となります」。 （使徒 １：６‐８）
のぼ
使徒たちとオリーブ山にいる時，イエスは天に昇り始
めます。 そして， 雲で姿が見えなくなります。 イエスはも
のぼ
う人間の体ではなくなり， 天へ昇っていきます。 （コリン
ト第一 １５：４４， ５０。 ペテロ第一 ３：１８） 忠実な使徒た
かれ
ちが天を見つめていると， 彼らのそばに 「白い服を着た

イエスは復活後， 「４０日にわたって」 何度も弟子たち

２人の人」 が現れます。 その人たちは人間の体をした天

に現れます。 弟子たちがそれに気付かないこともあり

使で， 使徒たちにこう言います。 「ガリラヤの人たち， な
なが
ぜ空を眺 めて立っているのですか。 空へ上げられたこ

ましたが， イエスは 「自分が生きていることを多くの確
しょうこ
かな証拠によって使徒たちに示し」， 「神の王国につい
て」 教えました。 （使徒 １：３。 コリント第一 １５：７）
使徒たちがガリラヤにいる間のことと思われますが，
かれ
もど
イエスは彼らにエルサレムへ戻るよう指示します。 そし
３１０

のイエスは， 空に入っていくのをあなたたちが見たのと
同じ仕方で来ます」。 （使徒 １：１０， １１）
のぼ
イエスが天に昇 る時， 盛大なセレモニーはありませ
もくげき
んでした。 その様子を目撃したのは忠実な弟子たちだ

イエスが大勢の人に現れる
のぼ
イエスが天に昇
る
せい れい
イエスは１２０人ほどの弟子たちに聖霊を注ぎ出す

けでした。 イエスは王国の王として 「同じ仕方で」 来ま
す。 つまり， イエスの臨在は忠実な弟子たちにしか分か
らないのです。
使徒たちはエルサレムに帰り， その後しばらくの期
間， 他の弟子たちと集まっています。 「イエスの母マリ
いっしょ
かれ
ア， イエスの兄弟たち」 も一緒です。 （使徒 １：１４） 彼ら
いの
はひたすら祈 り続けています。 ユダ・イスカリオテの代
いの
わりを選び， 使徒の数を元通り１２人にするためにも祈
ります。 （マタイ １９：２８） 選ばれる人は，イエスの活動と
もくげき
復活の目撃証人でなければなりません。 神の意志を確
かめるためにくじが引かれます。 こうした目的でくじを
引いたという記述は， これ以後聖書にありません。 （詩
しんげん
は けん
編 １０９：８。 箴言 １６：３３） 結局， イエスが伝道に派遣し
た７０人の１人だったと思われるマッテヤがくじに当た
り， 「１１人の使徒に加えられ」 ます。 （使徒 １：２６）
のぼ
せいれき
イエスが天に昇ってから１０日後， 西暦３３年のペンテ
コステの祭りが始まります。 エルサレムで１２０人ほどの
弟子たちがある家の階上の部屋に集まっています。 する
とつぜん
ふ
ひび
と突然， 激しい風が吹き付けるような音が家全体に響
わた
ほのお
いく
き渡ります。 そして炎のような舌が幾つも現れ， そこに
いた一人一人の上に１つずつとどまり， 全員がさまざま
せいれい
な言語で話し始めます。 これこそ， 聖霊を注ぎ出すとい
うイエスの約束の実現です！ （ヨハネ １４：２６）

だれ
イエスがガリラヤのある山で教えた時， そこには誰
がいましたか。 イエスはどんなことを話しましたか。
イエスは復活後どのくらいの期間にわたって弟子たち
に現れましたか。 その間， イエスは何をしましたか。
のぼ
イエスが天に昇った時の様子から， イエスが王として
来る時のことについて， 何が分かりますか。
せいれき
西暦３３年のペンテコステの時， どんなことが起き
ましたか。
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神の右にいるキリスト
使徒 ７：５６

のぼ
イエスが天に昇ってから１０日後のペンテコステの日に
せいれい
ま ちが
聖霊が注ぎ出されたことは，イエスが間違いなく天にい
しょうこ
しょうこ
ることの証拠です。 しかし， その後も証拠は増えていき
だい たん
ます。 大 胆 に証言した弟子のステファノは石打ちにさ
れる直前， 大きな声でこう言いました。 「見てください。
天が開いて， 人の子が神の右に立っているのが見えま
す」。 （使徒 ７：５６）
のぼ
イエスは天に昇った後， 聖書で予告されている， ある
特別な指示がエホバから出るのを待っています。 ダビ
せいれい
デが聖霊に導かれて書いた記述にはこうあります。 「エ
ホバは私の主［イエス］に告げた。 『私の右に座ってい
なさい。 私があなたの敵たちをあなたの足台として置
くまで 』」。 そして待つ期間が終わると， イエスは 「敵の
せいふく
中に入っていき， 敵を征服」 するのです。 （詩編 １１０：１，
２） しかし， 敵に対して行動を起こすまでの間， イエスは
天で何をするのでしょうか。
せいれき
西暦 ３３年のペンテコステの日， クリスチャン会衆が
せいれい
誕生しました。 その時に，イエスは聖霊で油を注がれた
弟子たちに対する支配を開始しました。 （コロサイ １：
１３） そして， 弟子たちの伝道活動を導き， 将来に役割を
担えるよう訓練しました。 それはどんな役割でしょうか。
かれ
つらぬ
彼らは死ぬまで忠実を貫くなら， その後復活し， 王国で
イエスの仲間の王となるのです。

も はん
将来王となる人の中で特に優れた模 範 を残したの

は，サウロです。 この人は後に，ローマ名のパウロでよく
知られるようになりました。 サウロはユダヤ人で， 長い
間律法を熱心に守ってきた人でした。 しかし， ユダヤ人
の宗教指導者たちから誤った考えを教えられていたた
め， ステファノを石打ちにすることを支持しました。 さら
おど
ご
に， 「主イエスの弟子たちを脅 し， 殺そうと意気込 ん
で」， ダマスカスに向かいます。 この時サウロは， イエス
３１２

たい ほ
の弟子たちを逮捕してエルサレムに連行する許可を大
祭司カヤファからもらっていました。 （使徒 ７：５８； ９：１）
とちゅう
しかし， ダマスカスに向かう途中， 天からの明るい光が
かれ
たお
サウロの周りを照らし， 彼は地面に倒れます。
はくがい
すると， 「サウロ， サウロ， なぜ私を迫害しているので
すか」 という声がどこからか聞こえます。 サウロが， 「主
たず
よ， あなたはどなたですか」 と尋 ねると， 「イエスです。

イエスは神の右に座る
サウロが弟子になる
私たちは何を喜べるか
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はくがい
あなたは私を迫害 しています」 という答えがあります。

けい じ
いかれ」 たのです。 （啓示 １：１０） 「主の日」 とはいつの

（使徒 ９：４， ５）

ことなのでしょうか。

イエスはサウロに， ダマスカスへ行って指示を待つよ
き せき てき
うにと命じます。 サウロは奇 跡 的 な光によって視力を
だれ
失ったため， 町まで誰かに連れていってもらわなければ
なりません。 次にイエスは， ダマスカスに住む弟子の１
まぼろし
人アナニアに幻 の中で現れます。 そして， ある場所へ
行ってサウロに会うようにと言います。 しかしアナニア
おそ
が恐れたので， イエスはこう言って安心させます。 「この
ひとびと
人は私が選んだ器であり，異国の人々に，また王たちや
イスラエルの民に私の名を知らせるからです」。 その
後， サウロは視力を回復し， ダマスカスで 「イエスにつ
いて， この方こそ神の子だと伝え始め」 ます。 （使徒 ９：
１５， ２０）
パウロはイエスの支えを得ながら他の福音伝道者と
いっしょ
一緒に， イエスが始めた伝道活動を行っていきます。 そ
して， 神の祝福によって大成功を収めます。 イエスがダ
マスカスに向かうパウロに現れてから２５年ほどたった
時， パウロは良い知らせが 「天の下の至る所で伝えら
れ」 たと書きました。 （コロサイ １：２３）
さらに何年もたってから， イエスは愛する使徒ヨハネ
まぼろし
けい じ
に， 一連の幻を見せます。 それは聖書の 「啓示」 の書に
まぼろし
記録されています。 ヨハネはこの幻の中で， イエスが王
国の王として来る様子を見ることになりました。 （ヨハ
せい れい
ネ ２１：２２） 「［ヨハネ］は聖 霊 によって主の日に連れて

聖書の預言を注意深く研究するなら， 「主の日」 が始
まったのは現代であると分かります。 １９１４年， 第１次世
き
界大戦が起き， その後の数十年間に， 戦争， 流行病， 飢
が じ しん
餓， 地震などが激増しました。 これは， イエスが弟子た
ちに話した自分の 「臨在」 と 「体制の終結」 の 「しるし」
しょうこ
が大規模に実現していることの証拠です。 （マタイ ２４：
３，７， ８， １４） 王国の良い知らせを伝える活動が， ローマ
ていこく
帝国があった地域に限らず世界中で行われています。
せいれい
ヨハネは聖霊に導かれて， こうした出来事が何を意
味しているのかを次のように説明します。 「今や， 私たち
けん い
の神の救いと力と王国，またキリストの権威が実現しま
けい じ
はん い ひとびと
した！」 （啓示 １２：１０） イエスが広い範囲で人々に伝え
た神の天の王国は， 支配を開始したのです。
これはイエスの忠節な弟子たち全てにとって素晴ら
かれ
しい知らせです。 彼らは次のヨハネの言葉を重く受け止
めます。 「それで， 天とそこに住む者たち， 喜びなさい！
か
あく ま
地と海には災いが降り掛かります。 悪魔が，自分に残さ
いか
いだ
れた時が短いことを知り，大きな怒りを抱いてあなた方
けい じ
の所に下ったからです」。 （啓示 １２：１２）
イエスはもう， 天の父の右に座って待っているわけで
はありません。 王として支配しており， 間もなく自分の
ほろ
敵たち全てを滅ぼします。 （ヘブライ １０：１２， １３） では，
おど
胸の躍るどんな将来が待っているでしょうか。

のぼ
イエスは天に昇った後， 何をしましたか。
「主の日」 が始まったのはいつですか。 その後どんなことが起きましたか。
私たちはどんなことを喜べますか。
３１３

イエスはパラダイスを回復し， 神からの任務を全て果たす
コリント第一 １５：２４‐２８

イエスはバプテスマを受けた後すぐ， 敵に立ち向かいま
した。 その敵はイエスが伝道を始める前から， 何とかイ
エスに失敗を犯させようとしていました。 その敵つまり
あく ま
ゆうわく
悪魔は， 何度もイエスを誘惑しようとしたのです。 しか
あく ま
し， 後にイエスは悪 魔についてこう言いました。 「世の
支配者が来ようとしてい［ま］す。 もっとも， その者は私
に対して何の力もありません」。 （ヨハネ １４：３０）
まぼろし
たつ
へび
使徒ヨハネは幻を見， 「大きな竜……あの初めの蛇
あく ま
で，悪魔およびサタン」 の将来には何が待ち受けている
ひ れつ
かを知りました。 人類のこの卑劣な敵は天から追い出
されます。 そして， 「自分に残された時が短いことを知
いか
いだ
けい じ
り， 大きな怒りを抱［き］」 ます。 （啓示 １２：９， １２） 現代
のクリスチャンは， サタンに 「残された時が短い」 とい
へび
うことを確信しています。 そして間もなく， 「初めの蛇で
たつ
こ
ある竜」 が底知れぬ深みに投げ込まれ， イエスが神の
王国で支配する１０００年間は無力になることを知ってい
けい じ
ます。 （啓示 ２０：１， ２）
では，１０００年の間，この地上ではどんなことが起きま
だれ
すか。 誰 がそこで暮らし， どんな社会になるのでしょう
か。 羊とヤギの例え話の中で， イエスがそのことを説明
しています。 イエスは羊のような正しい人たち， イエス
の兄弟たちに協力し親切を示す人たちにどんな将来が
待っているかを話しました。 また， 羊とは真逆の， ヤギ
のような人たちの将来についても語っています。 こう言
むか
いました。 「この人たち［ヤギ］は永遠の死を迎え， 正し
い人たち［羊］は永遠の命を受けます」。 （マタイ ２５：４６）
となり くい か
この言葉は， イエスが自分の隣で杭に掛けられてい
こと がら
た犯罪者に語った事 柄を理解する上で役立ちます。 イ
いっしょ
エスがその男性にした約束は， 天の王国で一緒に支配
するという， 忠実な使徒たちに対する約束とは別のもの
く
でした。 イエスはその悔い改めた男性に， 「今日あなた
に言います。 あなたは私と共にパラダイスにいることに
３１４

羊とヤギはそれぞれどうなるか
大勢の人が地上のパラダイスでの暮らしを楽しむ
イエスは道， 真理， 命
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ダイスで生きるという希望だったのです。 将来， イエス
ひとびと
が人々を裁く時に羊と見なされる人たちも， そのパラダ

かれ
ですから彼らは，地上にいる人たちのことをよく理解し，
ちが
けい
思いやり深い仕方で支配を行うに違いありません。 （啓
じ
示 ５：１０）
あがな
かれ
つ
イエスは自分の贖いを人類に適用し， 彼らを受け継

イスで 「永遠の命を受け」 ます。
えが
この点は， 使徒ヨハネが描いた将来の地球全体の様

いだ罪による苦しみから自由にします。 そして共同支配
いっしょ
ひとびと
者たちと一緒に， 忠実な人々に完全さを回復させます。

子とぴったり重なります。 こう説明しています。 「神の天
ひとびと
かれ
かれ
幕が人々と共にあり， 神は彼らと共に住み，彼らは神の
ひとびと
民となる。 神が人々と共にいるようになるのである。 ま
かれ
なみだ ぬぐ
た， 神は彼らの目から全ての涙を拭 い去る。 もはや死
なげ
はなくなり， 悲しみも嘆きも苦痛もなくなる。 以前のも
けい じ
のは過ぎ去ったのである」。 （啓示 ２１：３， ４）
となり くい か
イエスの隣 で杭に掛 けられていた男性がパラダイス

その時， 神がもともと人間に楽しんでほしいと思ってい

なります」 と言いました。 （ルカ ２３：４３） ですから， この
あた
ひろびろ
人に与えられたのは， 美しく広々とした庭園であるパラ

た暮らしができるようになります。 それは，アダムとエバ
に子供を増やして地上をいっぱいにするようにと命じ
た時， 神が人類のために考えていた暮らしです。 さら
に， アダムの罪に由来する死も， もう存在しません。
と
こうしてイエスはエホバからの任務を全て成し遂 げ

での暮らしを楽しむには， まず復活しなければなりませ

ます。 １０００年の支配の終わりに， イエスは王国と完全
けん そん
になった人類を父に返します。 イエスの非常に謙 遜 な

ん。 復活するのはその人だけではありません。 イエス

この行動について，使徒パウロはこう書いています。 「全

ははっきりこう言いました。 「記念の墓の中にいる人が
みな かれ
皆， 彼の声を聞いて出てくる時が来るのです。 良いこと
い
をした人は命の復活へ， 忌まわしいことを行っていた人

てのものがキリストに服従する時には， 神の子キリスト

は裁きの復活へと出てきます」。 （ヨハネ ５：２８， ２９）
ふく
忠実な使徒たちを含む， 天へ行く限られた人数の人
かれ
たちはどうなるのでしょうか。 聖書には， 「彼らは神とキ

す」。 （コリント第一 １５：２８）
そうだい
と
神の壮大な目的を成し遂げる上で， イエスは確かに

リストの祭司となり， １０００年の間キリストと共に王とし
けい じ
て支配する」 とあります。 （啓示 ２０：６） イエスのこれら

にわたって明らかにされていくでしょう。 どんなことが明

共同支配者たちは， 地上で人間として生きていました。

命」 であり続けるのです。 （ヨハネ １４：６）

自身も， 全てのものを自分に服従させた方に服従しま
だれ
す。 こうして， 神が誰 にとっても全てのものとなるので

重要な役割を果たします。 神の目的はこれからも，永遠
らかにされるとしても，イエスは 「道であり，真理であり，

あく ま
人類最大の敵である悪魔にはどんな将来が待ち受けていますか。
だれ
パラダイスでの暮らしを楽しむのは誰ですか。 どんな社会になりますか。
と
イエスは１０００年間の支配の終わりまでにどんなことを成し遂げますか。 その後， 何をしますか。
３１６

なら

み りょく

倣 いたいイエスの魅 力
思い やり深い

かか
イエスは完全だったので， ほかの人が抱えてい
なや
るような悩みや不安はありませんでした。 それ

快く許す
イエスは， 許すことの大切さを教えただけでは
ありません。 弟子たちや他の人たちと接する

でも， 他の人の気持ちをとても大切にしました。

時に， 許すとはどういうことかを実際に示しま

自分のことを二の次にして， 自分から行動しま

した。 次の章を読んで許しについて考えましょ

した。 思いやりに動かされてそうしたのです。
も はん
こうした模 範 は次の章で取り上げられていま

う。 ２６， ４０， ６４， ８５， １３１

す。 ３２， ３７， ５７， ９９

熱心さ

親し みやすい

んどから受け入れられず， 敵によって殺される

子供から大人まで， いろいろな人がイエスのそ
きょ り
ばにいたいと思いました。 イエスとの距離を感

ことになっていました。 ですからイエスは， 地
ぬ
上での活動で手を抜 くこともできました。 でも
こ
すうはい
そうはせず， 熱意を込めて真の崇拝を推進しま

じたり， 見下されていると感じたりしなかった
き づか
のです。 イエスが気遣 ってくれていることが伝
いっしょ
わったので， 一緒にいると落ち着きました。 こ

聖書の予告によると， メシアはユダヤ人のほと

した。 無関心や反対に直面する弟子たちにとっ
て良い手本です。 次の章をご覧ください。 １６，

の点は， 次の章で学べます。 ２５， ２７， ９５

７２， １０３

いの
よく祈 る

けんそん
謙 遜さ

たよ
ひんぱん
イエスはいつも天の父に頼 りました。 頻 繁 に，
しんけん いの
真剣に祈ったのです。 独りでいる時も， 仲間の
すうはいしゃ いっしょ
いの
崇拝者と一緒にいる時も祈りました。 食事の時
いの
だけでなく， いろいろなタイミングで祈 りまし
いの
た。 天の父への感謝と賛美を祈 りの中で言い
いの
表し， 大事な決定をする前に助けを祈り求めま
いの
した。 イエスの祈 りについては次の章で学べ
ます。 ２４， ３４， ９１， １２２， １２３

つ
人に尽 くした
イエスは， 休みたい， リラックスしたいと思った
時にも， 他の人のことを優先しました。 自分中
なら
心ではありませんでした。 これも， ぜひ倣 いた

ち え
イエスは知識や知恵など非常に多くの点で， 不
完全な他の人とは比べ物にならないほど優れ
ていました。 身体面でも精神面でも完全でし
あっとうてき
た。 周囲の人と圧倒的な差があったのです。 そ
けんそん
けんそん
れでも謙 遜 に他の人に仕えました。 謙 遜 さに
ついては次の章で学べます。 １０， ６２， ６６， ９４，
１１６

しんぼう
辛 抱 強さ
イエスは， 使徒たちや他の人たちがイエスの手
なら
じっせん
本に倣えなかったり教えを実践できなかったり
いっかん
しんぼう
しても， 一貫して辛抱強さを示しました。 大切な
教訓を何度も教え， エホバを身近に感じられる

い点です。 次の章でこの手本をじっくり考えて

よう助けました。 その点については， 次の章で

みましょう。 １９， ４１， ５２

取り上げられています。 ７４， ９８， １１８， １３５

さくいん
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１９：１６‐３０

９６

１：４０‐４５

２５

１４：２７‐３１

１１８

８：４０‐４８

４６

１：１８‐２５

４

２０：１‐１６

９７

２：１‐１２

２６

１４：３２‐４２

１２３

８：４０‐４２

４７

２：１‐１２

７

２０：１７‐２８

９８

２：１３‐１７

２７

１４：４３‐５２

１２４

８：４９‐５６

４７

２：１３‐２３

８

２０：２９‐３４

９９

２：１８‐２２

２８

１４：５３‐６５

１２５

９：１‐５

４９

３：１‐１２

１１

２１：１‐１１

１０２

２：２３‐２８

３１

１４：６６‐７２

１２６

９：６

５０

３：１３‐１７
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２１：１２， １３

１０３

３：１‐６

３２

１５：１

１２７

９：７‐９

５１

４：１‐１１

１３

２１：１４‐１７

１０２

３：７‐１２

３３

１５：２‐５

１２８

９：１０‐１７

５２

４：１２

１８

２１：１８， １９

１０３

３：１３‐１９

３４

１５：６‐１９

１２９

９：１８‐２６

５９

４：１３‐２２

２２

２１：１９‐２７

１０５

３：１９‐３０

４１

１５：２０， ２１

１３０

９：２７‐３６

６０

４：２３‐２５

２４

２１：２８‐４６

１０６

３：３１‐３５

４２

１５：２２‐３２

１３１

９：３７‐４３

６１

５：１–７：２９

３５

２２：１‐１４

１０７

４：１‐３４

４３

６２

８：１‐４
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２２：１５‐４０

１０８

４４

１３２

９：４３‐４８

４：３５‐４１

１５：３３‐４１

８：５‐１３

３６

２２：４１–２３：２４ １０９

５：１‐２０

４５

８：１４‐１７

２３

２３：２５–２４：２ １１０

５：２１‐３４

４６

８：１８

４４

２４：３‐５１

１１１

５：２２‐２４

４７

８：１９‐２２

６５

２５：１‐１３

１１２

５：３５‐４３

４７

８：２３‐２７

４４

２５：１４‐３０

１１３

６：１‐６

４８

８：２８‐３４

４５

２５：３１‐４６

１１４

９：１‐８

２６

２６：１‐５

１１５

９：９‐１３

２７

２６：６‐１３

１０１

９：１４‐１７

２８

２６：１４‐１９

１１５

９：１８‐２２

４６

２６：２０

１１６

９：１８， ２３‐２６

４７

２６：２１‐２９

１１７

９：２７‐３４

４８

２６：３０

１２３

９：３５–１０：１５

４９

２６：３１‐３５

１１８

１０：１６–１１：１

５０

２６：３６‐４６

１２３

１１：２‐１５

３８

２６：４７‐５６

１２４

１１：１６‐３０

３９

２６：５７‐６８

１２５

１２：１‐８

３１

２６：６９‐７５

１２６

１２：９‐１４

３２

２７：１‐１１

１２７

１２：１５‐２１

３３

２７：１２‐１４

１２８

１２：２２‐３２

４１

２７：１５‐１７

１２９

１２：３３‐５０

４２

２７：１８， １９

１２８

１３：１‐５３

４３

２７：２０‐３０

１２９

１３：５４‐５８

４８

２７：３１， ３２

１３０

マタ イ

９

２７：３３‐４４

１３１

１４：１‐１２

５１

２７：４５‐５６

１３２

１４：１３‐２１

５２

２７：５７–２８：２ １３３

１４：２２‐３６

５３

２８：３‐１５

１３４

１５：１‐２０

５６

２８：１６‐２０

１３７

１５：２１‐３１

５７

１３：５５， ５６

６：３

９

６：６‐１１

４９

６：１２， １３

５０

６：１４‐２９

５１

６：１７‐２０

１８

６：３０‐４４

５２

６：４５‐５６

５３

７：１‐２３

５６

７：２４‐３７

５７

８：１‐２１

５８

８：２２‐３８

５９

９：１‐１３

６０

９：１４‐２９

６１

９：３０‐３７

６２

９：３８‐５０

６３

１０：１‐１６

９５

１０：１７‐３１

９６

１０：３２‐４５

９８

１０：４６‐５２

９９

１１：１‐１１

１０２

１１：１２‐１８

１０３

１１：１９‐３３

１０５

１２：１‐１２

１０６

１２：１３‐３４

１０８

１２：３５‐４０

１０９

１５：４２–１６：４ １３３
１６：５‐８

１３４

ルカ
１：５‐３３

１

１：３４‐５６

２

１：５６

４

１：５７‐７９

３

２：１‐２０

５

９：４９， ５０

６３

９：５１‐６２

６５

１０：１‐２４

７２

１０：２５‐３７

７３

１０：３８–１１：１３ ７４
１１：１４‐３６

７５

１１：３７‐５４

７６

１２：１‐３４

７７

１２：３５‐５９

７８

１３：１‐２１

７９

１３：２２–１４：６

８２

１４：７‐２４

８３

２：２１‐３９

６

２：４０‐５２

１０

３：１‐１８

１１

３：１９， ２０

１８

３：２１， ２２

１２

４：１‐１３

１３

４：１４， １５

２０

４：１６‐３１

２１

４：３１‐４１

２３

４：４２， ４３

２４

５：１‐１１

２２

５：１２‐１６

２５

５：１７‐２６

２６

５：２７‐３２

２７

５：３３‐３９

２８

６：１‐５

３１

６：６‐１１

３２

６：１２‐１６

３４

６：１７‐４９

３５

７：１‐１０

３６

７：１１‐１７

３７

１２：４１–１３：２ １１０

７：１８‐３０

３８

２０：４１‐４７

１０９

１４：２５‐３５

８４

１５：１‐１０

８５

１５：１１‐３２

８６

１６：１‐１３

８７

１６：１４‐３１

８８

１７：１‐１０

８９

１７：１１‐１９

９２

１７：２０‐３７

９３

１８：１‐１４

９４

１８：１５‐１７

９５

１８：１８‐３０

９６

１８：３１‐３４

９８

１８：３５–１９：１０ ９９
１９：１１‐２８

１００

１９：２９‐４４

１０２

１９：４５‐４８

１０３

２０：１‐８

１０５

２０：９‐１９

１０６

２０：２０‐４０

１０８

１５：３２–１６：１２ ５８

マルコ

１６：１３‐２７

１：１‐８

１１

１３：３‐３７

１１１

７：３１‐３５

３９

２１：１‐６

１１０

１６：２８–１７：１３ ６０

１：９‐１１

１２

１４：１， ２

１１５

７：３６‐５０

４０

２１：７‐３８

１１１

１７：１４‐２０

６１

１：１２， １３

１３

１４：３‐９

１０１

８：１‐３

４１

２２：１‐１３

１１５

１７：２２–１８：５

６２

１：１４， １５

２０

１４：１０‐１６

１１５

８：４‐１８

４３

２２：１４‐１８

１１６

１８：６‐２０

６３

１：１６‐２０

２２

１４：１７

１１６

８：１９‐２１

４２

２２：１９‐２３

１１７

１８：２１‐３５

６４

１：２１‐３４

２３

１４：１８‐２５

１１７

８：２２‐２５

４４

２２：２４‐３８

１１８

１９：１‐１５

９５

１：３５‐３９

２４

１４：２６

１２３

８：２６‐３９

４５

２２：３９‐４６

１２３

５９

２２：４７‐５３

１２４

ヨハネ

６：２５‐４８

５４

１１：３８‐５４

９１

１８：１３， １４

１２５

２２：５４

１２５

１：６‐８， １５‐２８ １１

６：４８‐７１

５５

１１：５５–１２：１１ １０１

１８：１５‐１８

１２６

２２：５４‐６２

１２６

１：２９‐５１

１４

７：１

５６

１２：１２‐１９

１０２

１８：１９‐２４

１２５

２２：６３‐６５

１２５

１：３２‐３４

１２

７：２‐１０

６５

１２：２０‐２７

１０３

１８：２５‐２７

１２６

２２：６６–２３：３ １２７

２：１‐１２

１５

７：１１‐３２

６６

１２：２８‐５０

１０４

１８：２８‐３５

１２７

２３：４‐１６

１２８

２：１２‐２２

１６

７：３２‐５２

６７

１３：１‐１７

１１６

１８：３６‐３８

１２８

２３：１８‐２５

１２９

２：２３–３：２１

１７

８：１２‐３６

６８

１３：１８‐３０

１１７

１８：３９–１９：５ １２９

２３：２４‐３１

１３０

３：２２–４：３

１８

８：３７‐５９

６９

１３：３１‐３８

１１８

１９：６‐１７

１３０

２３：３２‐４３

１３１

４：３‐４３

１９

９：１‐１８

７０

１４：１‐３１

１１９

１９：１７‐２４

１３１

２３：４４‐４９

１３２

４：４３‐５４

２０

９：１９‐４１

７１

１５：１‐２７

１２０

１９：２５‐３０

１３２

２３：５０–２４：３ １３３

５：１‐１６

２９

１０：１‐２１

８０

１６：１‐３３

１２１

１９：３１–２０：１ １３３

２４：４‐１２

１３４

５：１７‐４７

３０

１０：２２‐４２

８１

１７：１‐２６

１２２

２０：２‐１８

２４：１３‐４９

１３５

６：１‐１３

５２

１１：１‐１６

８９

１８：１

１２３

２０：１９‐２９

１３５

２４：５０‐５２

１３７

６：１４‐２５

５３

１１：１７‐３７

９０

１８：２‐１２

１２４

２１：１‐２５

１３６

さくいん
例え（例え話）の索引

数字は章番号です。

かわぶくろ
新しいぶどう酒と古い革袋

２８

せま
狭い門

３５

家の土台

３５

正しくない管理人

８７

イチジクの木

７９

種をまく人

３９

ねむ
種をまく人が眠る

４３

市場にいる子供たち
いなくなった羊

６３

タラント

もど
いなくなっていた息子が戻ってくる

８６

あた
父は快く与えてくださる

岩の上に建てられた家
きょがく
王が巨額の借金を取り消す

３５
６４

王が戦いの前に考える
ひ ろうえん
王が設けた披露宴

８４
１０７

お金を借りていた２人の人

４０

からしの種， 王国
しんこう
からしの種， 信仰

４３

兄弟の目の中にあるわら
ゆうふく
倉を建てた裕福な人
しんじゅ
高価な真珠

３５

８９
７７
４３

耕作人たちが人を殺す

１０６

小麦と雑草
つぶ
小麦の粒が死んで実を結ぶ

１０３

さまざまな場所に落ちた種
しつよう
執拗な友人
じゃあく
もど
邪悪な天使が戻ってくる
おと め
１０人の乙女

１３４

４３
４３
７４
４２
１１２

食事の招待を断る

８３

親切なサマリア人

７３

真のブドウの木
か
すきに手を掛ける

１２０
６５

４３
１１３

ブドウ園の労働者

こ
ブヨはこし取り， ラクダはのみ込む
古い外衣に新しい布切れを使う
ほうとう
放蕩息子
貧しい人を食事に招く

９７
１０９
２８
８６
８３

３５

ミナ

１００

地の塩

３５

麦粉と混ぜたパン種

忠実な管理人
ちょうぜいにん
徴税人とパリサイ派の人
とう
塔を建てる
こう か
ドラクマ硬貨が見つかる

７８

めんどりがひなを集める

１１０

９４

持ち主の息子を殺した耕作人たち

１０６

８４

最も目立つ場所を取る

８３

８５

９４

４３

鳥とユリ
ど れい
奴隷 （主人の帰りを待って

３５

やもめと裁判官
ゆうふく
裕福な男性とラザロ
ぬ ばり
ラクダが縫い針の穴を通る

見張っている）
ど れい
もど
奴隷 （外から戻ってきた）
ど れい
し りょ
奴隷 （忠実で思慮深い）
ど れい
奴隷 （許そうとしない）
こう か
なくなったドラクマ硬貨
ぬ ばり
縫い針の穴
かく
野原に隠された宝

７８

立派な羊飼い

８０

８９

労働者たちにデナリを払う

９７

パリサイ派のパン種
ひ あみ
引き網
羊とヤギ
人を集める漁師
ぶた しんじゅ
豚に真珠

１１１

９６

６４

さくいん
囲みの索引

８５

「自分たちを清める時が来る」

９６

楽しい旅

１０

４３

サマリア人とは？
じゃあく
邪悪な天使に取りつかれる

１９

５８

６

２３

２２

断食についての例え
く
繰り返し教える
あせ
したた
イエスの汗は血のように滴った

１２３

３５

血の土地

１２７

むち打ち
くい か
「杭に掛けろ！」

１２９

４３
１１４

ブドウ園に行くよう言われた
２人の子供

８８

１０６

２８
３５

１３２

メシアについての預言
出来事

預言

実現

章

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ベツレヘムで生まれる

ミカ ５：２

ルカ ２：１‐６

に
もど
エジプトへ逃げ， そして戻る

ホセア １１：１

マタイ ２：１３‐１５， １９， ２０

８

幼いイエスを殺そうとする計画で
息子を亡くした母親たちが泣く

エレミヤ ３１：１５

マタイ ２：１７， １８

８

と
しゃくほう
捕らわれている人に釈放を伝える

イザヤ ６１：１， ２

ルカ ４：１７‐２１

ガリラヤのカペルナウムに住む

イザヤ ９：１， ２

マタイ ４：１３‐１７

２２， ６７

い
多くの病人を癒やす

イザヤ ５３：４

マタイ ８：１６， １７

２３

大通りで言い争わない

イザヤ ４２：１‐４

マタイ １２：１６‐２１

３３

例えを使って教える

詩編 ７８：２

マタイ １３：１３‐１５， ３４， ３５

４３

子ロバに乗り， エルサレムに入る

ゼカリヤ ９：９

マタイ ２１：１‐９

１０２

多くの人は信じない

イザヤ ６：１０； ５３：１

ヨハネ １２：３７， ３８

１０４

しんらい
うら ぎ
信頼していた友に裏切られる

詩編 ４１：９

ヨハネ １３：１８， ２１

１１７

弟子たちはイエスを見捨てて散り散りになる

ゼカリヤ １３：７

マタイ ２６：３１， ５４‐５６

にく
理由もなく憎まれる

詩編 ３５：１９； ６９：４

ヨハネ １５：２４， ２５

１２０

兵士たちが外衣を分ける

詩編 ２２：１８

ヨハネ １９：２３， ２４

１３１

くい
のど かわ
杭の上で喉が渇く

詩編 ２２：１５

ヨハネ １９：２８

１３２

さ
死んだ後に体を刺し通される

ゼカリヤ １２：１０

ヨハネ １９：３４， ３７

１３３

骨が折られることなく死ぬ

詩編 ３４：２０

ヨハネ １９：３６

１３３

５， ７， ６７

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

２１

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

イザヤ ６：９， １０

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

１１８， １２４

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

詳しい情報を得たい方は www.jw.org をご覧になるか， エホバの証人（Jehovah’s Witnesses）にご連絡ください。

