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＜＜＜＜はじめにはじめにはじめにはじめに＞＞＞＞    

 

「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。 

この方は、初めに神とともにおられた。すべてのものは、この方によって造られた。 

造られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。 

この方にいのちがあった。このいのちは人の光であった。 

光はやみの中に輝いている。やみはこれに打ち勝たなかった。 

 

すべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた。 

この方はもとから世におられ、世はこの方によって造られたのに、世はこの方を知らなかった。 

この方はご自分のくにに来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。 

 

しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、 

神の子供とされる特権をお与えになった。（ヨハネ 1：1～5、9～12）」 

 

 

上記の一節は、この不安、混迷と暗やみの現代社会を生きる私たちにとっても、真理であり、希望の光です。 

 

人類の歴史で、聖書ほど愛され、また憎まれた本が、あったでしょうか。誤解され、時に禁書とされ、燃やされ

て、しかし現在も世界中で読まれている本。世界中の言語に翻訳され、引用され、今日も議論されている本。 

多くの魂に触れ、涙をぬぐい、人生を感化し、またたくさんの自殺未遂者の命を救ってきた本。 

そう、これは本屋に並んでいるただの本と違い、あなたのあなたのあなたのあなたの人生人生人生人生をををを変変変変えうるえうるえうるえうる一冊一冊一冊一冊なのです。 

 

しかし、聖書は読解が難しい本でもあります。ただ最初のページから、最後まで読んだとしても、その深い意

味を理解することは困難です。またその厚さの前に、途中で挫折する方も多いのではないでしょうか。 

 

ですからこの冊子は、その聖書の一部、恐らく一番重要な一部にのみ焦点を当てて作成されました。 

 

つまり、＜＜＜＜主主主主イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの人生人生人生人生とととと、、、、そのそのそのそのメッセージメッセージメッセージメッセージ＞＞＞＞についてです。    

 

そして内容は、「これまでキリスト教に全く触れたことがなく、聖書も読んだことがない」という方を念頭におい

て編集されています。四冊の福音書のエッセンスを抽出、分かりやすさを最重要視し（訳者の独断と偏見によ

り）構成を簡素化しました。 

 

難しい宗教の解説書や、学術書ではなく、この「Life-Changing Book」聖書への招待状として。 

「「「「主主主主イエスイエスイエスイエスにににに学学学学んでんでんでんで、、、、人生人生人生人生をををを幸幸幸幸せにせにせにせに生生生生きるためのきるためのきるためのきるためのガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック」」」」として。また、気軽に読める心の栄養として。 

 

「仕事も順調、モノもカネも人並にあるし、人生満足してる」 

「毎日忙しくて目が回りそう」 

「宗教に頼るほど、私ゃ落ちぶれちゃいない」 

 

そんなあなたにぜひ読んで欲しい。そして家族・仲間と共有して頂きたい作品に、仕上がったと思います。 

読後にもし興味が芽生えましたら、ぜひ聖書を買い求め、また教会に足を運ばれてみることをお勧めします。 

 

それでは、始めましょう！ 
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第一章 やみの中を歩んでいた民は、大きな光を見た  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主があなたの永遠の光となり、 

あなたの神があなたの光栄となる。 

あなたの太陽はもう沈まず、 

あなたの月はかげることがない。 

主があなたの永遠の光となり、 

あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。 

（イザヤ 60：19～20） 

第一章：やみの中を歩んでいた民は、 

大きな光を見た 
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第一節第一節第一節第一節：：：：    イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリストのののの誕生誕生誕生誕生    

 

今から約 2,000 年前。「ローマ帝国領内の住民登録をせよ」という勅令が、皇帝アウグストゥ

スから出ました。これは、クレニオがシリヤ総督だったときの、最初の人口調査です。そこで住

民は、みな登録のために、それぞれ自分の町に向かって行きました。 

 

ガリラヤの町ナザレで、大工を営んでいたヨセフも、故郷であるベツレヘムという町へ上って行

きました。彼の家族はすでに没落して、貧しい暮らしに甘んじていましたが、由緒正しいダビデ

王の血筋だったので、身重になっている許婚（いいなずけ）のマリアも、一緒に住民登録する

ためでした。 

 

ところが、彼らがそこに滞在中に、マリアは月が満ちて、男子を産

みました。そのとき宿屋は満室で、彼らは泊まる場所がなかったの

で、仕方なく馬小屋の一角を借り、そこで出産したのです。赤ちゃ

んは布にくるんで、飼葉桶に寝かせました。 

 

ちょうどその頃。この土地の羊飼いたちが、野宿で夜の番をしなが

ら、羊の群れを見守っていると、主の御使いが彼らのところに現わ

れて、主の栄光が回りを照らしたので、彼らは「これは一体どうした

ことだろう…？」と、ひどく恐れました。 

 

御使いは驚く彼らに、「恐れることはありません。今、私はこの民全体のための、すばらしい喜

びを知らせに来たのです。」と言いました。 

「今日ダビデの町で、あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。この方こそキリス

トです。あなたがたは、布にくるまって飼葉桶に寝ている赤ちゃんを見つけます。これが、あな

たがたのためのしるしです。」 

 

同時に、その御使いの背後に天の軍勢が現われて、空を埋め尽くし、 

「いと高き所に、栄光が、神にあるように。 

地の上に、平和が、御心にかなう人々にあるように。」 

と、神を賛美したのです。 

 

さて、御使いたちが天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合いました。「さあ、ベツレヘム

に行って、天使が私たちに知らせてくれた、この出来事を見て来よう！」 

そして急いで行って、天に人一倍輝く星の元、マリアとヨセフ、そしてすやすやと寝ている赤ち

ゃんを捜し当てました。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について、天の御使いから告

げられたことを知らせたのです。 

 

周囲でそれを聞いた人たちはみな、羊飼いの話したことに驚きを隠せませんでした。 

しかし母親のマリアは、これらのことを全て心に納めて、思いを巡らしていました。 

羊飼いたちは、見聞きしたことが、全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しな

がら帰って行きました。 
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第二節第二節第二節第二節：：：：    荒野荒野荒野荒野でででで叫叫叫叫ぶぶぶぶ声声声声  

 

主イエスの誕生から、約 30 年後。皇帝ティベリウスの第十五年、ポンティオ・ピラトがユダヤ

総督、ヘロデがガリラヤの国王、アンナスとカヤパが大祭司だった頃。神のことばが、荒野で

ザカリヤの子、ヨハネに下りました。 

 

そこでヨハネは、ヨルダン川のほとりの全地方に出向いて、私たちの罪が赦されるための、悔

い改めに基づくバプテスマ（洗礼）を説いていました。 

ヨハネは、それより約 800 年も前に、預言者イザヤが語っ

た「荒野で叫ぶ者の声」として、民衆にうったえかけました。 

 

「主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。 

全ての谷はうずめられ、全ての山と丘とは低くされ、 

曲がった所はまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。 

こうして、あらゆる人が、神の救いを見るようになる。」 

 

そのときヨハネは、彼から洗礼と祝福を受けようと、集まっ

た人々に向かって、こう言いました。「まむしのすえたち。誰

が必ず来る御怒りをのがれるように教えたのか。 

それならそれで、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。

『われわれの先祖はアブラハムだ。』などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておく

が、神は、こんな石ころからでも、アブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。 

斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は、みな切り倒されて、

火に投げ込まれます。」 

 

群衆はヨハネに尋ねました。「それでは、私たちはどうすればよいのでしょう。」 

 

彼は答えて、「自分より困っている人を、助けなさい。下着を二枚持っている者は、一つも持た

ない者に分けなさい。食べ物を持っている者も、そうしなさい。」と言いました。 

 

当時、民衆は救世主を待ち望んでいたので、みな心の中で「もしかするとこの方が、キリスト

ではあるまいか」と考えていました。ところが、ヨハネは明快に答えて、「私は水であなたがた

に洗礼を授けていますが、今に、私よりもさらに力のある方がおいでになります。その方は、あ

なたがたに聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。そして私などは、その方の靴のひも

を解く値うちもありません。彼はまた、手に箕を持って脱穀場をことごとくきよめ、麦を倉に納

め、殻を消えない火で焼き尽くされるのです。だから今、私たちの罪を悔い改めて、主の道を

まっすぐにしましょう。」と告げました。 

 

ヨハネは、その他にも多くのことを教えて、民衆に福音を知らせていました。 

 

その頃、イエス・キリストはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川で、ヨハネからバプテスマを

受けました。 

主が水の中から上がったとき、天が裂け、聖霊が鳩のようにご自分に降るのが見えました。 

そして同時に、天から神の声が響いたのです。「あなたは、わたしの愛する子。わたしはあな

たを喜ぶ。」と。 
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第三節第三節第三節第三節：：：：    悪魔悪魔悪魔悪魔のののの試試試試みみみみ    

 

さて、聖霊を受けたイエスは、ヨルダンから帰還後、聖霊に導かれて荒野に入り、四十日間、

悪魔の試みに会いました。その間、何も食べなかったので、主はとても空腹でした。 

 

そこで、悪魔は主イエスに、「あなたが神の子なら、この石に、パンになれと言いつけなさい。」

とそそのかしました。キリストは答えて、「人はパンだけで生きるのではない。と書いてある。」と

返します。 

 

次に試みる者は、主を神殿の頂に立たせて、こう言いまし

た。「あなたが神の子だということを、ここから飛び降りて、

証明してください。『神は、御使いたちに命じてあなたを守

らせる。』とも、『あなたの足が石に打ち当たることのないよ

うに、彼らの手で、あなたをささえさせる。』とも書いてある

からです。」 

 

イエスは答えて言われました。「『あなたの神である主を試

みてはならない。』と言われている。」 

 

また、この世の支配者は主を連れて行き、またたくまに世

界の国々を全部見せて、「この、国々のいっさいの権力と

栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されてい

るので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、全てを

あなたのものとしましょう。」 

 

執拗に食い下がる悪魔に対して、キリストはきっぱりと返答しました。「『あなたの神である主

を拝み、主にだけ仕えなさい。』と書いてある。」 

 

誘惑の手を尽くしても効果がないのを見て、サタンはしばらくの間、イエス・キリストから離れて

いきました。そう、ほんのしばらくの間…。 

 

 

第四節第四節第四節第四節：：：：    三十三十三十三十にしてにしてにしてにして立立立立つつつつ    ――――――――――――    布教開始布教開始布教開始布教開始    

 

それから主は、ガリラヤの町カペナウムに下り、安息日（神が祝福された休日）ごとに、人々を

教えていました。「時が満ち、神の国は近くなりました。悔い改めて福音を信じなさい。」 

 

ゲネサレ湖の岸辺でのこと。群衆がイエスに押し迫るようにして、神のことばを聞いていたとき、

主は湖岸に小舟が二艘あるのを目に留めました。漁師たちは、舟から降りて網を洗っていま

す。 

 

イエスはそのうちの一つの、シモンの舟にのりこみ、陸から少し漕ぎ出すように頼みました。そ

して艫（とも）の方に座って、舟から群衆を教えたのです。 

そして話が終わると、シモンに「深みに漕ぎ出して、網を下ろして見なさい。」と言いました。 

すると彼は答えました。「先生。私たちは、夜通し働きましたが、何一つとれませんでした。でも

おことば通り、網を下ろしてみましょう。」 
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果たして、その通りにすると、たくさんの魚が獲れたので、網が今にも破れそうになりました。 

そこでシモンは、仲間の船に合図をして、助けを頼みました。彼らがやって来てから、魚を両

方の舟一杯に上げたところ、重さで二艘とも沈みそうになったほど大漁でした。 

 

これを見たシモン・ペテロは、キリストの足もとにひれ伏して、「主よ。私のような者から離れて

ください。私は、罪深い人間ですから。」と言いました。それは、このように丸っきりボウズが一

転して大漁になったため、みなひどく驚いて、「こんな奇跡を起こすとは、彼は神の御使いか」

と畏れたためです。 

 

そこに居合わせたゼベダイの子ヤコブや、ヨハネも同様でした。すると、イエスは彼らにこう言

われました。 

「わたしについて来なさい。あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう。」 

彼らは舟を陸に上げると、すぐに何もかも捨てて、イエス・キリストに従いました。 

 

この後、イエスは収税所にすわっているレビという役人に目を留めて、「わたしについて来なさ

い。」と言われたので、レビもその場から立ち上がって、すぐ主イエスに従いました。 

そこで彼は「わが家の誉れ」とばかりに、イエスとその弟子たちをもてなしました。そこには招

待された取税人たちをはじめ、大勢の人たちが食卓に着いていたのです。 

 

するとユダヤ人指導者である、ファリサイ人や律法学者たちが、主の弟子たちに向かって呟

きました。「なぜあなたたちは、取税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。」 

取税人はローマ帝国に納める税金を集める担当でした。だから当時のユダヤ人社会では、

忌み嫌われていた職業だったのです。 

そこで、イエスは答えて言われました。「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。

わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改

めさせるために来たのです。」 

 

また続けて、彼らにこのような話をされました。 

「あなたがたのうちに羊を百匹持っている人がいて、その内の

一匹を失くしたら、その人は九十九匹を野原に残して、いなく

なった一匹を見つけるまで捜し歩かないでしょうか。 

 

そして見つけたら、大喜びでその羊をかついで、帰って来て、

友だちや近所の人たちを呼び集め、『いなくなった羊を見つけ

ましたから、いっしょに喜んでください。』と言うでしょう。 

あなたがたに言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔

い改めるなら、悔い改める必要のない九十九人の正しい人に

勝る喜びが、天にあるのです。」 
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第二章 主イエスの教え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしの上に主の御霊がおられる。 

主が、貧しい人々に福音を伝えるようにと、 

わたしに油を注がれたのだから。 

主はわたしを遣わされた。 

捕われ人には赦免を、 

盲人には目の開かれることを告げるために。 

しいたげられている人々を自由にし、 

主の恵みの年を告げ知らせるために。（ルカ 4：18～19） 

 

第二章：主イエスの教え    
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第一節第一節第一節第一節：：：：    Blessed Are Blessed Are Blessed Are Blessed Are （（（（幸幸幸幸いなのはいなのはいなのはいなのは））））    

 

主が行かれるところ、常に大勢の民衆が集いました。彼らは遠くエルサレム、アテネのデカポ

リス、ヨルダン川の対岸や山岳地からも来ていました。大勢の民を前に、主は山に登ってお座

りになると、弟子たちがみもとにやってきました。そして、その後をぞろぞろと、民衆が続いて

来ます。主が立ち止まるのを見て、彼らも周囲に座り始めました。 

 

そんなとき、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら、話し出されました。 

 

「貧しい者は幸いです。神の国はあなたがたのものですから。 

いま飢えている者は幸いです。あなたがたは、やがて飽くことができますから。 

悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。 

義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。 

あわれみ深い者は幸いです。その人はあわれみを受けるからです。 

心のきよい者は幸いです。その人は神を見るからです。 

平和をつくる者は幸いです。その人は神の子どもと呼ばれるからです。 

 

人の子（キリスト）のために、人々があなたがたを憎むとき、また、あなたがたを除名し、はず

かしめ、あなたがたの名をあしざまにけなすとき、あなたがたは幸いです。 

その日には、喜びなさい。おどり上がって喜びなさい。天ではあなたがたの報いは大きいから

です。彼らの先祖も、預言者たちをそのように扱ったのです。 

 

しかし、富んでいるあなたがたは、哀れな者です。慰めを、すでに受けているからです。 

いま食べ飽きているあなたがたは、哀れな者です。やがて、飢えるようになるからです。 

いま笑っているあなたがたは、哀れな者です。やがて悲しみ泣くようになるからです。 

みなの人にほめられるときは、あなたがたは哀れな者です。彼らの先祖は、にせ預言者たち

をそのように扱ったからです。 

 

いま聞いているあなたがたに、わたしはこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む

者に善を行ないなさい。あなたをのろう者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈り

なさい。 

あなたの片方の頬を打つ者には、他の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には、下着も拒

んではいけません。全て求める者には与えなさい。奪い取る者から取り戻してはいけません。 

 

自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。 

ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。 

あなたがたの天の父があわれみ深いように、あなたがたも、あわれみ深くしなさい。 

 

それでこそ、天におられるあなたがたの父の子どもになれるのです。天の父は、悪い人にも良

い人にも太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。 

 

さばいてはいけません。そうすれば、自分もさばかれません。人を罪に定めてはいけません。

そうすれば、自分も罪に定められません。赦しなさい。そうすれば、自分も赦されます。もし人

の罪を赦すなら、あなたがたの天の父も、あなたがたを赦してくださるからです。 

与えなさい。そうすれば、自分も与えられます。人々は量りをよくして、押しつけ、揺すり入れ、
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溢れるまでにして、懐に入れてくれるでしょう。あなたがたは、人を量る量りで、自分も量り返し

てもらうからです。」 

 

 

第二節第二節第二節第二節：：：：    このこのこのこの世世世世のののの光光光光    

 

そして、主イエスは続けて、こう話されました。 

「あなたがたは、地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気を取り戻せるでしょう

か。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけられるだけです。 

だから、あなたがたは「あなたらしさ」を大切に、自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして、

互いに和合して暮らしなさい。 

 

また、あかりをつけて、それを器で隠したり、枡の下に置く者はありません。燭台の上に置きま

す。そうすれば、家に入ってくる人々にも光が見えるのです。 

あなたがたは、世界の光です。あなたがたの灯火をもってやみを照らし、人々の前で輝かせな

さい。そして、人々があなたがたの良い行ないを見て、その光の源である天の父をあがめるよ

うにしなさい。」 

 

 

第三節第三節第三節第三節：：：：    偽善偽善偽善偽善にまみれたにまみれたにまみれたにまみれた権力者権力者権力者権力者たちよたちよたちよたちよ    

 

主イエスは別の機会に、「自分は義人だ」と自称し、他の人々を批判したり、見下している偽

善者たちに対して、このような例えを話されました。 

「二人の人が、祈るために宮に上った。一人はファリサイ人で、もう一人は取税人であった。フ

ァリサイ人は、立って、心の中でこんな祈りをした。 

『神よ。私は他の人々のように強請（ゆす）る者、不正な者、姦淫する者ではなく、ことにこの

取税人のようではないことを、感謝します。私は週に二度断食し、自分の収益の十分の一を

捧げております。』 

 

ところが、取税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて、 

『神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。』と言いました。 

あなたがたに言うが、この取税人のほうが義と認められて、家に帰りました。ファリサイ人では

ありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるか

らです。」 

 

「忌まわしいものだ。偽善の律法学者、ファリサイ人たち。 

あなたがたは、会堂の上席や、市場で敬われ、挨拶されることが好きです。また、見栄のため

に街角で長い祈りを捧げたり、貧しい人への施しを宣伝したり、断食のときには周囲に分かる

よう身をやつします。あなたがたは、口先では神を敬うが、その心は、神から遠く離れており、

神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを堅く守っているのです。あなたがたより先に、悔い改め

た取税人や遊女たちの方が、神の国に入っているのを知りなさい。」 

 

こう話されて後、主は弟子たちに、偽善を破るための心がけとして、 

「人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと、天におられるあ

なたがたの父から、報いが受けられません。だから、施しをするときには、人にほめられたくて

会堂や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。 
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あなたは、施しをするとき、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あな

たの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れた所で見ておられるあなたの父が、あなた

に報いてくださいます。」と、従うべき例を示されました。 

 

 

第四節第四節第四節第四節：：：：    失失失失われたわれたわれたわれた息子息子息子息子  

 

またあるときは、主はこんな例えを話されました。 

「ある人に息子が二人ありました。 

そんなある日、弟が父に『おとうさん。私に財産の分け前を下さい。』と言ったので、父は資産

を兄弟に分けてやると、幾日もたたぬうちに弟は、身支度をして遠い国に旅立ちました。彼は

そこで贅沢三昧して、湯水のように財産を使い果たしてしまいました。 

 

彼が素寒貧になった頃、追いうちをかけるように大飢饉が襲ったので、彼は食べるのにも困り

始めました。日雇いとして働いても、満足に食べることもできないほど、過酷な状況でした。 

豚のエサにすら食欲を覚えてしまう苦境の中、ふと我に返ったとき彼は、こう思いました。 

『父のところには、パンのあり余っている雇い人が大勢いるじゃないか。それなのに、私は外

国で飢え死にしそうだ。立って、父のところに行って「おとうさん。私は天に対して罪を犯し、ま

たあなたの前に罪を犯しました。もう私は、あなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人

の一人にしてください。」と言って、許しを乞おう。』 

 

こうして彼は立ち上がって、実家に向けて歩きました。ところがまだ家までは遠かったのに、父

親は彼を見つけ、かわいそうに思って、走り寄って彼を抱き、口づけしたのです。 

涙が溢れてくるのを感じながら、息子は言いました。『おとうさん。私は天に対して罪を犯し、ま

たあなたの前に罪を犯しました。もう私は、あなたの子

と呼ばれる資格はありません。』 

ところが父親はしもべたちにこう告げました。『急いで

一番良い着物を持って来て、この子に着せなさい。そ

れから、手に指輪をはめさせ、足にくつをはかせなさい。

そして肥えた子牛を引いて来てほふりなさい。食べて

祝おうではないか。 

この息子は、死んでいたのが生き返り、いなくなってい

たのが見つかったのだから。』 

そして彼らは祝宴を始めたのです。 

 

このように、人間の父でさえ、罪に身をやつした息子が戻ったとき、喜びと愛をもって接するの

です。ましてや、天の父がその御許に戻った子どもたちを、喜ばずにおられるでしょうか。」 

 

 

第五節第五節第五節第五節：：：：    罪罪罪罪のないのないのないのない者者者者がががが    

 

ある時、主イエスはオリーブ山に行きました。そして朝早く宮に入り、座って、みもとにやってき

た群衆に教え始めました。すると、律法学者とファリサイ人が、姦淫の場で捕えられた一人の

女を連れて来て、真中に置いてから、主に尋ねました。「先生。この女は姦淫の現場でつかま

えられたのです。モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところ
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で、あなたは何と言われますか。」 

彼らはイエスを試してこう言ったのです。それは、主を告発する理由を得るためでした。しかし、

イエス・キリストは身をかがめて、無言で地面に何やら書いていました。 

けれども、彼らが問い続けてやめなかったので、主イエスは身を起こして言いました。 

「あなたがたのうちで罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさい。」 

そしてキリストは、もう一度身をかがめて、地面に書き始めました。 

 

彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて、一

人ひとり出て行き、主イエス一人が残されました。

女は、破れた衣類を胸元でかき合わせるように

押さえ、そのままそこにいました。 

 

すると主は身を起こして、その女に、「婦人よ。あ

の人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定

める者はなかったのですか。」と聞きました。彼

女は答えて、「誰もいません。」と言いました。 

 

そこでイエス・キリストは、「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を

犯してはなりません。」と、穏やかに微笑んでから、女性を送り出しました。 

 

 

第六節第六節第六節第六節：：：：    明日明日明日明日のことはのことはのことはのことは明日明日明日明日がががが心配心配心配心配するするするする    

 

主イエスは別の機会に、人々に例えを話されました。 

「鳥のことを考えてみましょう。蒔きもせず、刈り入れもせず、納屋も倉もありません。けれども、

神が彼らを養っていてくださいます。ましてやあなたがたは、たくさんの鳥よりも、はるかに優

れた者です。 

天地創造の神は、あなたがた一人ひとりのことをよく知っています。あなたが立つのも座るの

も、どこから来たか、どこへ行くかも知っており、あなたの思いを遠くから読み取られます。そ

の神が、あなたを愛して、こころを配り、導いてくださるのですから、恐れることはありません。 

 

逆に、あなたがたのうちの誰が、心配したからといって、自分のいのちを少しでも延ばすことが

できますか。また、後悔したからといって、過去を書き替えることができますか。 

こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。 

明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はあるが、それを解決

するための知恵と力も、その日その日に、十分与えられます。同時に過去への後悔も、無用

なのです。できることは、過ちを悔い改めて、新しく生まれ変わった者として、今日をひたむき

に生きることです。 

 

そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはや

めなさい。それよりもまず、神の愛と義、感謝のこころとを第一に求めなさい。そうすれば、そ

れに加えて、これらのものは全て与えられます。」 

 

 

第七節第七節第七節第七節：：：：    確信確信確信確信をもってをもってをもってをもって行動行動行動行動せよせよせよせよ    
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また主は、集まった群衆にこう話されました。 

「求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つかります。たたきなさい。

そうすれば開かれます。 

 

だれであれ、求める者は受け、捜す者は見つけ出し、たたく者には開かれます。 

あなたがたも、自分の子がパンを下さいと言うときに、だれが石を与えるでしょう。 

また、子が魚を下さいと言うのに、だれが蛇を与えるでしょう。 

 

してみると、あなたがたは、例え悪い者ではあっても、自分の子どもには良い物を与えることを

知っているのです。とすれば尚のこと、天におられるあなたがたの父が、どうして、求める者た

ちに良い物を下さらないことがありましょう。それを信じて、勇気を持って行動することです。」 

 

 

第八節第八節第八節第八節：：：：    小小小小さいさいさいさい者者者者たちのたちのたちのたちの一人一人一人一人にしたのはにしたのはにしたのはにしたのは  

 

あるとき、イエス・キリストは、審判の時が来ることを預言して、集まった民衆にこう告げまし

た。 

「人の子が、その栄光を帯びて、全ての御使いたちを伴ってこの地上に来るとき。全ての国民

がその御前に集められて、より分けられます。羊飼いが羊とヤギをより分けるように。 

 

そして、主は正しい者たちの群れに対して、こう語りかけます。 

『さあ、わたしの父に祝福された人たち。世の初めから、あなたがたのために備えられた御国

を継ぎなさい。 

あなたがたは、わたしが空腹であったとき、わたしに食べるものを与え、わたしが渇いていたと

き、わたしに飲ませ、わたしが旅人であったとき、わたしに宿を貸し、 

わたしが裸のとき、わたしに着る物を与え、わたしが病気をしたとき、わたしを見舞い、わたし

が牢にいたとき、わたしを訪ねてくれたからです。』 

 

すると、その正しい人たちは、答えて言います。『主よ。いつ、私たちは、あなたが空腹なのを

見て、食べる物を差し上げ、渇いておられるのを見て、飲ませてあげましたか。 

いつ、あなたが旅をしておられるときに、泊まらせてあげ、裸なのを見て、着る物を差し上げま

したか。また、いつ、私たちは、あなたのご病気やあなたが牢におられるのを見て、おたずねし

ましたか。』 

 

すると、主は彼らに答えて言います。『まことに、あなたがたに告げます。あなたがたが、これら

のわたしの兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、わたしにしたのです。』 

 

それから、主は今度は、不正を喜ぶ者たちの群れに向かって、こう言います。『呪われた者ど

も。わたしから離れて、悪魔とその奴隷たちのために用意された永遠の火に入れ。』と。 

 

こうして、正しい人たちは永遠のいのちに入り、正しくない人たちは永遠の刑罰に入ります。 

 

ですから、あなたがたも、『この最も小さい兄弟たち』を支え、見返りを求めずに助けなさい。そ

れはすなわち、あなたがたが神に対して行なう善だからです。」 
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第三章 主イエスの奇跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みをになった。 

だが、私たちは思った。 

彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。 

しかし、彼は、私たちのそむきの罪のために刺し通され、 

私たちの咎のために砕かれた。 

彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって、私たちはいやされた。 

 

彼の墓は悪者どもとともに設けられ、彼は富む者とともに葬られた。 

彼は暴虐を行なわず、その口に欺きはなかったが。 

しかし、彼を砕いて、痛めることは、主のみこころであった。 

もし彼が、自分のいのちを、罪過のためのいけにえとするなら、 

彼は末長く、子孫を見ることができ、主のみこころは彼によって成し遂げられる。 

かれは、自分のいのちの、激しい苦しみのあとを見て、満足する。 

 

彼が自分のいのちを死に明け渡し、そむいた人たちとともに数えられたからである。 

彼は多くの人の罪を負い、そむいた人たちのためにとりなしをする。（イザヤ 53：4～12） 

第三章：主イエスの奇跡    
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第一節第一節第一節第一節：：：：    ヤイロヤイロヤイロヤイロのののの娘娘娘娘とととと、、、、長血長血長血長血のののの女女女女    

 

さて、イエスがカペナウムの町に戻ると、群衆は喜んで迎えました。みなキリストの帰りを待ち

わびていたのです。するとそこに、ヤイロという人が来ました。この人はユダヤ人の会堂管理

者でしたが、主の足もとにひれ伏して、自分の家に来て頂きたいと願い出ました。 

と言うのも、彼には十二歳ぐらいの一人娘がいて、病で死にかけていたのです。そこで、イエ

スが向かうと、群衆がみもとに押し迫って来ました。このため、一行はなかなか前に進めませ

ん。 

 

その群集の中に、十二年の間長血（血の混じったおりものが、長期間出る婦人病の一種で、

激痛を伴う）を患った女性がいました。有名な医師を頼り、時には高価な薬草や呪術などにも

頼ってみましたが、全く改善しませんでした。彼女は、弟子たちが守ろうと必死のバリケードを

築いている主イエスの後ろに近寄って、思い切ってイエスの着物のふさにさわりました。すると、

たちどころに身体の中の痛みと、出血が止まったのでした。 

 

その瞬間、キリストは振り返ると、「わたしに触ったのは、誰ですか。」と尋ねました。皆首を振

って、自分ではないと言ったので、ペテロは、「先生。大勢の人がひしめき合っているのです。

誰が触ったか判断するのは難しいでしょう。」と告げました。 

 

しかし、イエスは、「誰かが、わたしに触ったのです。わたしから力が出て行くのを感じたのだ

から。」と言われたので、その女性は「隠しきれない」と思って、震えながら進み出ました。そし

て御前にひれ伏して、全ての民の前で、主に触った理由と、たちどころに癒された次第とを話

しました。その目には、恐れと共に、瞬時に癒された驚きから、涙が光っていました。 

そこで主イエスは微笑んで、彼女に言われました。「娘よ。あなたの信仰があなたを直したの

です。安心して行きなさい。」 

 

キリストがまだ話しているときに、会堂管理者の家から人が来て、ヤイロに告げて言いました。

「あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう、先生を煩わすことはありません…。」 

これを聞いて、イエス・キリストは答えました。 

 

「恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば、あなたの娘は直ります。」 

 

その頃、ヤイロの家では、近隣の人々が皆、娘のために泣き悲しんでいました。しかし、主は

彼らに、「泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。」と言いました。すると、

人々は娘が死んだことを知っていたので、心の中でイエスをあざ笑っていました。 

それから、主イエスは家に入りましたが、ペテロと他の弟子二人、それに子どもの両親以外は、

誰も一緒に入ることを許しませんでした。そして主は、娘の手を取って、叫んで言いました。

「子どもよ。起きなさい。」 

 

すると、娘の霊が戻って、娘はただちに起き上がったのです。それでイエスは、まだ眠たそうで

すらある娘に、食事をさせるように言いつけました。両親がひどく驚いて、言葉を失っていると、

キリストはこの出来事を、誰にも話さないようにと命じました。 
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第二節第二節第二節第二節：：：：    十人十人十人十人のらいのらいのらいのらい病人病人病人病人    

 

また別の機会に、主イエスはエルサレムに上る道中で、サマリアとガリラヤの境を通っていま

した。一行がある村に入ると、十人のらい病人が遠く離れた所に立って、 

「イエスさま、先生。どうぞあわれんでくださ～い。」と叫んでいました。 

主はこれを見て不憫に思い、こう叫び返しました。「行きなさ～い。そして自分を祭司に見せな

さ～い。」 

「疎外されている私たちが、果たして祭司に会えるだろうか…」と半信半疑ながら、彼らは主の

ことばに従って歩き始めます。しばらくすると、一人が声を上げました。「あら、あなたの顔…」 

 

深くかぶったフードから、垣間見えたらい病特有の、白く粉をふいたような、へこんだ肌。それ

が、赤ちゃんの肌のようにピンクに、すべすべになっていたのです。彼らは次々とかぶりものを

とり、包帯を解いて、お互いに見つめ、肌の感触を確かめあいました。自然と笑いがこみ上げ

ました。主のことばを信じて、それに従った彼らは、祭司に会いに行く途中で癒されたのです。 

彼らは急いで、家路に着きました。家族が、兄弟が、待っています。喜びの叫びを上げながら、

みな方々へ立ち去っていきました。しかし、その中の一人は、大声で神をほめたたえながら引

き返して来て、主の足もとにひれ伏して感謝しました。でも彼は、異郷徒のサマリア人でした。 

 

そこで主イエスは、「あれ、十人癒したんだ

が…。他の九人はどこに行ったのか。神を

あがめるために戻って来たのは、この外国

人の彼以外、誰もいないのか。」 

それから、まだ地に伏せて感激しているそ

の人の頭に触れて、「立ち上がって、行き

なさい。あなたの信仰が、あなたを完全に

したのです。」と言われました。 

 

 

第三節第三節第三節第三節：：：：    盲目盲目盲目盲目のののの男男男男    

 

イエス・キリストは道の途中で、生まれつきの盲人に目を留めました。その日は安息日でし

た。 

弟子たちは彼について、主に質問しました。「先生。彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を

犯したからですか。この人ですか。その両親ですか。」 

それに対して、イエスは、「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神のわざがこ

の人に現われるためです。」と答えました。こう言ってから、主は地面につばきをして、そのつ

ばきで泥を作ります。そしてその泥を盲人の目に塗って、彼に語りかけました。 

「行って、シロアムの池で洗いなさい。」 

 

そこで、彼は杖を片手に歩いて行って、洗ってみました。すると、周囲の輪郭がぼんやりと、そ

して徐々にはっきり見えるようになったので、喜びながら家に帰りました。近所の人たちや、前

に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが、口をそろえて「これは座って物ごいをしていた

人ではないか。」と言いました。 

 

他の人は「これはその人だ。」と言い、また他の人は、「そうではない。ただその人に似ている

だけだ。」と主張します。当の本人は、「私がその人です。」とはっきり宣言しました。 
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そこで、不思議がる群衆は彼に「それでは、あなたの目はどのようにして開いたのですか。」と

尋ねると、彼は答えました。「イエスという方が、泥を作って、私の目に塗り、『シロアムの池に

行って洗いなさい。』と私に言われました。それで、行って洗うと、見えるようになったのです。」 

 

彼らは、前に盲目であったその人を、ユダヤ人指導者たちのところに連れて行きました。癒し

の奇跡の説明が、どうにも必要に思えたからです。 

ファリサイ人たちが彼に、どのようにして見えるようになったか、その仔細を尋ねます。彼は答

えて、「あの方が私の目に泥を塗ってくださって、私が洗いました。私は今見えるのです。」と

言いました。 

 

すると、ファリサイ人の中のある人々は、「その人は神から出たのではない。安息日を守らな

いからだ。」と言い、またある者は、「罪人である者に、どうしてこのようなしるしを行なうことが

できよう。」と言いました。彼らの間にも意見の分裂が起きたのです。 

そこで彼らはもう一度、元盲人の彼に「あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っ

ているのか。」と聞くと、彼は返事して、「あの方は預言者です。」と言いました。 

 

しかしユダヤ人たちは、目が見えるようになったこの人について、彼が「生まれつき盲目だった

が、主によって見えるようになった」ということを疑い、ついにその両親を呼び出して、 

「この人はあなたがたの息子で、生まれつき盲目だったとあなたがたが言っている人ですか。

それでは、どうして今見えるのですか。」と尋ねました。 

 

そこで両親は、「私たちは、これが私たちの息子で、生まれつき盲目だったことを知っています。

しかし、どのようにして今見えるのかは知りません。また、誰があれの目を開けたのかも知りま

せん。本人に直接聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。」

と答えました。 

 

彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人指導者たちを恐れたからでした。すでにユダヤ人たちは、

イエスをキリストだと告白する者があれば、その者を会堂から追放すると決めていたからです。

そのために彼の両親は、「あれはもう大人です。本人に直接…」と明言を避けたのです。 

 

そこでファリサイ人たちは、盲目だった彼をもう一度呼び出して言いました。 

「神に栄光を帰しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。」 

彼は答えて、「あの方が罪人かどうか、私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。

私は盲目であったのに、今は見えるということです。」と告げました。 

そこで会堂の指導者たちは、再度聞きました。「あの人はおまえに何をしたのか。どのようにし

てその目を開けたのか。」 

 

すると彼は、「もうお話ししたのですが、あなたがたは聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞

こうとするのです。あなたがたも、あの方の弟子になりたいのですか。」と返事しました。すると、

ファリサイ人たちは怒り出して、「お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私

たちは、神がモーセにお話しになったことは知っている。しかし、あの者については、どこから

来たのか知らないのだ。」と叫びました。 

 

彼は気丈に答えて、言いました。「これは、驚きました。あなたがたは、あの方がどこから来ら

れたのか、ご存じないと言う。しかし、あの方は私の目をお開けになったのです。 

神は、罪人の言うことはお聞きになりません。しかし、誰でも神を敬い、そのみこころを行なう
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なら、神はその人の言うことを聞いてくださると、私たちは知っています。 

 

盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは、昔から聞いたこともありません。もし

あの方が神から出ておられるのでなかったら、何もできないはずです。」 

ユダヤ人指導者らは憤慨して、「おまえは全く罪の中に生まれていながら、私たちを教えるの

か。」と言い、遂に彼を外に追い出しました。 

 

主は、ファリサイ人が元盲人の彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して、「あなたは人の子

を信じますか。」と尋ねました。その人はイエスの目を見て、答えました。「主よ。その方はどな

たでしょうか。私がその方を信じることができますように。」 

 

イエス・キリストはその真摯な眼差しを受けながら、「あなたはその方を見たのです。あなたと

話しているのがそれです。」と告げます。すると、盲目だった彼は、涙と微笑を浮かべながら、

「主よ。私は信じます。」と言い、そして彼はキリストを拝したのです。 

そこで、主は弟子たちに振り返り、こう言われました。「わたしはさばきのためにこの世に来ま

した。それは、目の見えない者が見えるようになり、見える者が盲目となるためです。」 

 

 

第四節第四節第四節第四節：：：：    ラザロラザロラザロラザロのののの復活復活復活復活    

 

そんな時、イエスの元に、ベタニヤから急報が届きました。主に救われたマリアと、その姉マル

タの兄弟であるラザロが、病気で生死の境を彷徨っている、と言うことでした。主イエスの来訪

と癒しを求める、その文面には姉妹の懸命さが表れていました。 

 

しかしイエス・キリストは尚も二日、もといた場所に留まってから、弟子たちに「もう一度ユダヤ

に行こう。」と言われました。しかし、ユダヤはファリサイ人やユダヤ人指導者たちが、キリスト

を捕えて処刑せんと、息巻いている地域です。弟子たちも、最悪の事態を覚悟して、主に従っ

て行きました。 

 

さて、キリストがベタニヤに到着して、話を聞いてみると、その時にはすでに、ラザロが亡くなっ

てから四日が経っていました。村人から「イエスさまが村はずれに来ているようだ」と話を聞い

たマルタは、呆然とする妹を残して、出迎えに行きました。そして、主の足もとにひれ伏して、 

「主よ。もしあなたがいて下さったら、弟は死なずに済んだでしょうに…。」と言いました。 

 

目に涙光るマルタに、イエスは「ラザロは生き返ります」と告げました。「わたしを信じますか。」 

「はい、主よ。あなたが神の子キリストであることを、私は信じています。」 

マルタはこう言ってから、一足先に帰り、マリアを呼んで「先生が来られたわ。一緒に行きまし

ょう」とそっと言いました。マリアは無言で立ち上がって、村はずれで待っていたイエスのところ

にやってきました。彼女らを慰めるために集まっていた、大勢のユダヤ人たちも引き連れて。 

 

「主よ。あなたがもし、もう少し早く来られていたら…。」こう言って泣き崩れるマリアと、涙ぐむ

群衆。しかし中には憤慨して、「彼が本当に盲人の目を開けたのなら、奇跡の力でラザロもき

っと死ななかったはずだ」とこぼす人もいました。 

 

そんなマリアと、ユダヤ人たちの不信仰に憤りを覚えながらも、主は涙して、墓所まで歩いて

行きます。当時の墓は、ほら穴に岩戸を立てかけた簡単なものでした。その前に着いたとき、
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イエス・キリストは「その岩を取りのけなさい。」と周囲に伝えました。 

するとマルタが、「主よ、もう 4 日も経っていますから、臭いがひどくなっているでしょう。」と答え

ました。 

 

キリストはマルタの目をまっすぐに見つめて、穏やかに言いました。 

「もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る、とわたしは言ったではありませんか。」 

 

そこで、村人たちは岩を取りのけました。 

それから、イエスは目を上げて、神に祈りました。 

 

「父よ。わたしの願いを聞いてくださったことを感謝いたします。 

今日集まった人々が、あなたの力あるわざを見るために。彼らが、あなたがわたしをお遣わし

になった事を信じるようになるために。」 

 

それから主イエス・キリストは、大声で叫びました。 

「ラザロよ。出て来なさい。」 

 

すると、しばしの沈黙の後、死んでいたラザロが、手と足を長い布で巻かれたまま、ミイラのよ

うな状態で出てきました。信じられない光景に、動揺走る群衆に向かって、イエスは「ほどいて

やって、帰らせなさい」と指示を与えました。 

 

そこで、マリア・マルタ姉妹のみならず、キリストがなさった奇跡を見た多くのユダヤ人も、主を

信じるようになったのです。 
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第四章 家を建てる者たちの捨てた石 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、人の子はまず、多くの苦しみを受け、 

この時代に捨てられなければなりません。（ルカ 17：25）

第四章：家を建てる者たちの捨てた石    
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第一節第一節第一節第一節：：：：    暗転暗転暗転暗転    

 

ベタニヤ中に、ラザロ復活のニュースが知れ渡りました。その場に居合わせた村人たちも、ま

た聞きのゴシップ好きも含めて、噂は噂を呼んで広がっていきました。そうした噂がファリサイ

人たちに届くと、彼らは苦い顔で、でも仔細を確認するように、村人たちから主イエスのしたこ

とを聞いていました。 

 

その後、祭司長とファリサイ人たちは、緊急議会を召集して言いました。「われわれは何をし

ているのか。あの者が多くのしるしを行なっているというのに。もし彼をこのまま放っておくなら、

全ての人が彼を信じるようになる。するとユダヤ人の調和が乱れ、その騒ぎに乗じてローマ人

がやって来て、我々の国、エルサレムを奪い取ることだろう。」 

 

その年の大祭司であったカヤパは、濃い髭の奥でにやりとして、ざわめく議会に言いました。

「イスラエルが滅びないように、一人の人間が滅びれば済むこと…。彼が本当に『救世主』な

らば、民衆のために喜んで命を捨てるだろう。」 

そこでファリサイ人たちは、その日から、イエスを殺すための計画を立て始めたのです…。 

 

彼らの不穏な動きを知っていた主は、その後ユダヤ人たちの間を公然と出歩くことを避けて、

弟子たちと一緒に地方都市エフライムという町に滞在しました。 

 

 

第二節第二節第二節第二節：：：：    エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムへへへへ    ～～～～    ユダユダユダユダのののの裏切裏切裏切裏切りりりり    

 

その後、主イエスは自分の時が迫っているのを見て、過越祭の準備に賑わうエルサレムへと

進んで行きました。その道中、イエスは二人の弟子に、ロバの子ども、それもまだ誰も乗った

ことのない子ロバを、借りてくるように告げました。 

 

二人がそれを連れて来ると、弟子たちはロバの背に自分たちの上着を敷いて、主イエスを乗

せしたのです。 

ロバの子がゆっくり田舎道を進んで行くと、人々は道に

自分たちの上着を敷き始めました。また、手近かな枝

を切り落とし、緑の葉で道を埋め尽くしました。 

 

イエスご一行がオリーブ山のふもとに近づいたとき、付

き従っていた弟子たちと、道の傍らに立ち並ぶ群衆は

みな、キリストの行なった全ての奇跡や癒しのことで、

大声で神を賛美して、こう謳いました。 

 

「ホサナ！！祝福あれ。 

主の御名によって来られる王に。 

天には平和。栄光は、いと高き所に。」 

 

その祝福の叫びを聞きながら、ファリサイ人や律法学者たちは、苦虫を噛み潰したような表情

をしていました。彼ら、ユダヤ人指導者層は、イエスを亡き者にするための良い方策を捜して

いました。というのも、表立ってことを起こせば、周囲からどのような反応があるか――彼らは
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この救世主に熱狂する民衆を、少なからず恐れたのです。 

 

そんな時、十二弟子の一人で、イスカリオテと呼ばれるユダに、サタンが入りました。ユダはキ

リストの弟子たちの中で、実は最も信頼されていた者の一人で、経理業務などを一任されて

いたにもかかわらず。彼の中には、主イエスに対する反骨心のようなものまで芽生えていたの

です。 

「イエスの行ない、彼のことばは、確かに素晴らしい。しかし、本当に死を前にしたら、主も一

人の人間として、命乞いをするのではないか？」 

 

そこでユダは出かけて行って、ユダヤ人指導者たち、つまり祭司長や宮の守衛長たちと、ど

のようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談しました。渡りに船と、彼らは喜んで、ユダに金を

やる約束をしたのです。そして周囲に群衆のいないときに、主を引き渡すべく、虎視眈々と機

会を覗うようになったのです…。 

 

さて、過越祭が来ました。イエスは「わたしたちの過越の食事ができるように、準備をしに行き

なさい。」と言って、ペテロとヨハネを遣わされました。 

 

彼らは主に、「どこに準備しましょうか。」と質問すると、イエスは答えました。「町にはいると、

水がめを運んでいる男に会うから、その人が入る家までついて行きなさい。そして、その家の

主人に、『弟子たちと一緒に過越の食事をする客間はどこか、と先生があなたに言っておられ

る。』と言いなさい。 

 

すると主人は、席が整っている二階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。」 

彼らが出かけて見ると、全てがキリストの言われた通りになりました。それで、彼らは過越の

食事の用意を始めました。 
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第五章 新しい契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、過越の祭りの前に、この世を去って父のみもとに行くべき自分のときが来たことを 

知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。 

（ヨハネ 13：1）

第五章：新しい契約    
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第一節第一節第一節第一節：：：：    師師師師とととと弟子弟子弟子弟子    

 

夕食の前。さて食事の用意が整い、弟子たちも集まって来たときのことでした。 

イエス・キリストは、天の父が万物を自分の手に渡されたことと、父の御許へ行くことの重さを

再度想うと、夕食の席からふと立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれま

した。それから、たらいに水を入れ、順番に弟子たちの足を洗って、腰にまとっている手ぬぐい

で、ふき始めたのです。 

 

こうして、主イエスはシモン・ペテロのところに来ました。ペテロは怪訝そうな顔でキリストに、

「主よ。あなたが、私の足を洗ってくださるのですか。」と聞きます。 

主は答えて、「わたしがしていることは、今はあなたにはわからないが、あとでわかるようになり

ます。」と告げました。 

 

ペテロはイエスに言いました。「決して私の足をお洗いにならないでください。それじゃあ逆で

す。私があなたの足を洗うべきでしょう。」 

「（頑固な岩よ。）もしわたしが洗わなければ、あなたはわたしと何の関係もありませんよ。」苦

笑して言うキリストに、ペテロは「主よ。では私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。」と答

えました。 

 

イエスは彼に「水浴した者は、足以外は洗う必要がありません。全身きよいのです。あなたが

たはきよいのですが、みながそうではありません。」と告げました。 

その時すでに、主はご自分を裏切る者を知っていました。にもかかわらず、その「裏切り者」の

足をも、洗ってしまってから、上着を着け、再び席に着いて、弟子たちに聞きました。 

 

「わたしがあなたがたに何をしたか、わかりますか。 

あなたがたはわたしを先生とも主とも呼んでいます。あなたがたがそう言うのはよい。わたしは

そのような者だからです。それで、主であり師であるこのわたしが、あなたがたの足を洗ったの

ですから、あなたがたもまた互いに足を洗い合うべきです。 

わたしがあなたがたにした通りに、あなたがたもするように、わたしはあなたがたに模範を示し

たのです。 

 

あなたがたがこれらの模範に従って、それを行なうときに、あなたがたは祝福されるのです。」 

 

 

第二節第二節第二節第二節：：：：    最後最後最後最後のののの晩餐晩餐晩餐晩餐    

 

その後、イエスは改めて食卓に着き、弟子たちも一緒に席に着きました。 

「わたしは、苦しみを受ける前に、あなたがたと一緒に、この過越の食事をすることをどんなに

望んでいたことか。 

あなたがたに言いますが、過越が神の国において成就するまでは、わたしはもはや二度と過

越の食事をすることはありません。」 

 

そしてキリストは、杯を取り、感謝をささげて後、「これを取って、互いに分けて飲みなさい。 

この杯は、あなたがたのために流される、わたしの血による新しい契約です。」と言われまし

た。 
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それから、パンを取り、感謝をささげてから、

裂いて、弟子たちに与えて、「これは、あな

たがたのために与える、わたしのからだで

す。わたしを覚えてこれを行ないなさい。」

と伝えました。 

 

主イエス・キリストの声は落ち着いていて。

その分、弟子たちがその意味を想うとき、

恐ろしく感じられたのです。 

 

 

第三節第三節第三節第三節：：：：    全全全全てをてをてをてを知知知知ることのることのることのることの苦苦苦苦しみしみしみしみ    

 

主は、これらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、あかしして言われました。「まことに、まこ

とに、あなたがたに告げます。あなたがたのうちの一人が、わたしを裏切ります。」 

 

弟子たちは、誰のことを言われたのか、わからずに当惑していました。彼らが互いに顔を見合

わせていると、そのとき、サタンがイスカリテ・ユダに入ったので、キリストは彼に言われました。

「あなたがしようとしていることを、今すぐしなさい。」 

すでに夜でしたが、ユダはすぐドアを開け、階段を駆け下りるようにして出て行きました。 

 

ユダが出て行ったとき、イエスは預言して、「今こそ人の子は栄光を受けました。また、神は人

の子によって栄光をお受けになりました。 

子どもたちよ。わたしがいなくなると、あなたがたは捜すでしょうが、見つけられません。そして、

『わたしが羊飼いを打つ。すると、羊の群れは散り散りになる。』ということば通り、あなたがた

は混乱して、散り散りに逃げ出します。 

 

そこで。あなたがたに新しい戒めを与えましょう。あなたがたは互いに愛し合いなさい。わたし

があなたがたを愛したように、そのように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。 

もしあなたがたの互いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたがわたしの弟子である

ことを、全ての人が認めるのです。」 

 

シモン・ペテロがイエスに聞きました。「主よ。どこにおいでになるのですか。」 

主イエスは答えて「わたしが行く所に、あなたは今はついて来ることができません。しかし後に

はついて来ます。 

 

シモン、シモン。見なさい。サタンが、あなたがたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き

届けられました。しかし、わたしは、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りま

した。だからあなたは、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」と告げました。 

 

シモンはその昂ぶった感情を隠しもせずに、「主よ。ご一緒になら、牢であろうと、死であろうと、

覚悟はできております。」と言いました。周囲もそれに頷きます。しかし、キリストの屹然とした

答えはシモンを絶句させたのです…。 

 

「わたしのためにはいのちも捨てる、と言うのですか。まことに、まことに、あなたに告げます。

鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしを知らないと言います。」 
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第四節第四節第四節第四節：：：：    主主主主イエスイエスイエスイエスのののの友友友友としてとしてとしてとして    

 

戸惑いを隠せない弟子たちを前に、主は再び穏やかに、続けました。 

「わたしはまことのぶどうの木であり、わたしの父は農夫です。 

わたしの枝で実を結ばない者はみな、父がそれを取り除き、実を結ぶ者はみな、もっと多く実

を結ぶために、刈り込みをなさいます。 

 

わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にと

どまっているなら、その人は多くの実を結びます。わたしを離れては、あなたがたは何もするこ

とができないからです。 

誰でも、もしわたしにとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて、枯れます。人々はそ

れを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。 

 

だから、わたしにとどまりなさい。そうすればわたしも、あなたがたの中にとどまります。 

あなたがたがわたしにとどまり、わたしのことばがあなたがたにとどまるなら、何でもあなたが

たの欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなたがたのためにそれがかなえられます。 

あなたがたが多くの実を結び、わたしの弟子となることによって、わたしの父は栄光をお受け

になるのです。 

 

人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。 

わたしがあなたがたに命じることをあなたがたが行なうなら、あなたがたはわたしの友です。 

わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないから

です。わたしはあなたがたを友と呼びました。なぜなら父から聞いたことをみな、あなたがたに

知らせたからです。 

 

あなたがたがわたしを選んだのではありません。わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任

命したのです。それは、あなたがたが行って実を結び、そのあなたがたの実が残るためであり、

また、あなたがたがわたしの名によって父に求めるものは何でも、父があなたがたにお与えに

なるためです。それは、父がわたしを愛されたように、あなたがたをも愛されたことを、この世

が知るためです。 

 

もし世があなたがたを憎むなら、世はあなたがたよりもわたしを先に憎んだことを知っておきな

さい。もしあなたがたがこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、

あなたがたは世のものではなく、かえってわたしが世からあなたがたを選び出したのです。そ

れで世はあなたがたを憎むのです。 

 

もし人々がわたしを迫害したなら、あなたがたをも迫害します。もし彼らがわたしのことばを疑

うなら、あなたがたのことばをも疑います。 

 

もしわたしが来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今では、その罪に

ついて弁解の余地はありません。 

もしわたしが、他の誰も行なったことのないわざを、彼らの間で行なわなかったのなら、彼らに

は罪がなかったでしょう。しかし今、彼らはわたしをも、わたしの父をも見て、そのうえで憎んだ

のです。これは、『彼らは理由なしにわたしを憎んだ。』と彼らの律法に書かれていることばが

成就するためです。 
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わたしが父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊

がわたしについてあかしします。この聖霊は、あなたがたに全てのことを教え、また、わたしが

あなたがたに話した全てのことを思い起こさせてくださいます。 

 

見なさい。あなたがたが散らされて、それぞれ自分の家に帰り、わたしを一人残すときが来ま

す。いや、既に来ています。しかし、わたしは一人ではありません。父がわたしと一緒におられ

るからです。 

 

わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を持つた

めです。あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはす

でに世に勝ったのです。」 
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第六章 見よ、世の罪を取り除く神の子羊を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神は、実に、その一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、

一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 

 

神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われるためで

ある。御子を信じる者はさばかれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、

すでにさばかれている。 

 

そのさばきというのは、こうである。光が世に来ているのに、人々は光よりもやみを愛した。 

その行ないが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行ないが明るみに出さ

れることを恐れて、光のほうに来ない。 

 

しかし、真理を行なう者は、光のほうに来る。その行ないが神にあってなされたことが明らかに

されるためである。（ヨハネ 3：16～21） 

第六章：見よ、世の罪を取り除く 

神の子羊を 

（（（（メサイヤメサイヤメサイヤメサイヤ第二部第二部第二部第二部：：：：受難受難受難受難とととと贖罪贖罪贖罪贖罪そしてそしてそしてそして復活復活復活復活））））    
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第一節第一節第一節第一節：：：：    あなたのみこころのままをあなたのみこころのままをあなたのみこころのままをあなたのみこころのままを    

 

イエスはこれらのことを話し終えると、弟子たちとともに、ケデロンの川筋の向こう側に出て行

きました。そこには園があって、主は弟子たちと一緒に、そこに入っていきました。 

静かな夜でした。園の中心部まで来ると、キリストは弟子たちにこう伝えました。「わたしが祈

る間、ここに座っていなさい。」 

 

そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの 3 名を一緒に連れて、更に奥に向かいます。そこで主イエス

は、深く恐れ、もだえ始め、ついて来た弟子たちに、「わたしは悲しみのあまり死ぬほどです。

ここを離れないで、目を覚ましていなさい。」と言われました。 

 

それから、イエスは少し進んで行って、地面にひれ伏して、祈ってこう言われました。「アバ、父

よ。あなたにおできにならないことはありません。どうぞ、この杯をわたしから取りのけてくださ

い。 

しかし、わたしの願うことではなく、あなたのみこころのままを、なさってください。」 

 

その後、主が戻って来ると、弟子たちはすっかり眠りこんでいました。イエス・キリストはペテロ

に言われました。 

「シモン。眠っているのか。一時間でも目をさましていることができなかったのか。誘惑に陥ら

ないように、目をさまして、祈り続けなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。」 

 

 

第二節第二節第二節第二節：：：：    運命運命運命運命のときのときのときのとき    

 

ところで、「裏切り者」ユダもその場所を知っていました。主がたびたび弟子たちと、そこで会合

されていたからです。そこで、ユダはローマ軍兵士一隊と、祭司長の側近の役人たちを引き

連れて、ともしびと武器を手にそこに来ました。 

 

イエスはこれから自分の身に起ころうとする、全てのことを知っていたので、前に出て「誰を捜

すのか。」と尋ねました。「ナザレ人イエスを。」と遠間から叫ぶ役人に答えて、主イエスは「そ

れはわたしです。」と言われました。「もしわたしだけを捜しているなら、この人たちはこのまま

で去らせなさい。」 

 

殺気ほとばしるシモン・ペテロは、剣を抜いて大祭司のしもべを撃ち、右の耳を切り落としまし

た。キリストはひざまずき、すばやく地に落ちた耳を取り上げ、負傷した者の即頭部に当てて

癒しました。周囲が気付かないほどのすばやさでもって。そこで、主はペテロに告げました。

「剣をさやに収めなさい。剣を持つ者はみな、剣で滅びます。 

全てが、定められていることなのです。父がわたしに下さった杯を、どうして飲まずにいられよ

う。」 

 

そこで、兵士団と役人たちは、イエスを捕えて縛り、大祭司カヤパのところに連れて行きました。

そこにはすでに、主イエスをよく思わないファリサイ人、律法学者たちが集まっていました。 

 

ペテロも遠くからキリストの後をつけながら、大祭司の中庭まで何食わぬ顔で侵入し、成り行

きを見極めようと、役人たちに混ざって行きました。 
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第三節第三節第三節第三節：：：：    鶏鶏鶏鶏がががが鳴鳴鳴鳴くまでにくまでにくまでにくまでに    

 

ざわめく群衆は中庭に火をたいて、座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰をおろしまし

た。すると、女中が、火あかりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見て「この人

も、イエスと一緒にいました。」と叫びました。 

ところが、ペテロはそれを打ち消して、「いいえ、私はあの人を知りません。」と否定したので

す。 

 

しばらくして、他の男が彼を見て、「あなたも、彼らの仲間だ。」と言うと、ペテロは「いや、違い

ます。」と頑なに拒否します。 

 

それから更に一時間ほど経つと、また別の男が「確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガ

リラヤ人だから。」と言い張ると、ペテロは、「そんな人は知らない。」と言って、のろいをかけて

誓い始めました。するとすぐに、鶏が鳴いたのです。 

 

そこでペテロは、「きょう、鶏が鳴くまでに、あなたは、三度わたしを知らないと言う。」と言われ

た主のことばを思い出したのです。そうして、彼は外に出て行って、地に伏して激しく泣きまし

た。 

 

その頃、議会では次々と大司祭の息のかかった人間が呼び出され、イエスに対して偽証しま

す。悪意に満ちたからかいや、嘲りと共に、主を取り囲んでいる兵士が暴力を振るいます。 

 

その後、大司祭が館内のざわめきを鎮めて、一言尋ねました。「様々な嫌疑が、あなたにかけ

られている。私も一つ聞くが、本当にあなたは神の子なのか。」 

すると、イエス・キリストは答えて言われました。「あなたがたの言う通り、わたしはそれです。」 

 

「神への冒瀆（ぼうとく）だ!!」「神をも畏れぬ発言だ!!」と騒然とする群衆を前に、大司祭カヤパ

は、着衣を引き裂いて、怒りの声を張り上げます。「これでもまだ、証人が必要だろうか。私た

ち自身が、彼の口から神への冒瀆を聞いたのだから。」 

 

 

第四節第四節第四節第四節：：：：    ピラトピラトピラトピラトのののの裁判裁判裁判裁判    

 

偽証と嘘で固めた裁判を終え、祭司長らユダヤ人一行は、イエスを拘束してローマ総督官邸

に引き連れていきました。時はすでに、明け方でした。 

群集の多くは、過越の食事が食べられなくなることのないように、異教徒からの汚れを受けま

いとして、官邸には入りませんでした。これには主を代弁し、護ろうとする勢力を排除する効

果もあったのです。 

 

ローマ総督であるピラトは彼らのところに出て来て、「あなたがたは、この人に対して何を告発

するのですか。」と尋ねました。彼らはピラトに「彼奴はわが国民を惑わし、カエサルに税金を

納めることを禁じ、自分はイスラエルの王、キリストだと吹聴しているのです。」と答えます。 

 

ピラトがイエスに、「あなたは、ユダヤ人の王ですか。」と尋ねると、主は答えて「その通りで

す。」と告げました。 
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ピラトは祭司長や群衆に、「この人には何の罪も見当たらない。あなたがたがこの人を引き取

り、自分たちの律法に従ってさばきなさい。」と返すと、ユダヤ人たちは彼に言いました。「私た

ちの律法では、誰を死刑にすることも許されてはいません。」 

 

「死刑。」改めて事の重大さを思う総督は、しかし、主イエスに何ら罪を見出すこともありませ

ん。その頃には総督にも、ユダヤ人たちが妬みからイエスを引き渡したことが理解できまし

た。 

長老たち、村人たちが、イエスに対して不利な証言を繰り返しています。証言の中には明らか

に嘘っぽい、下らないものも含まれていて、ピラトでさえ辟易としたほどです。そんなとき、反論

も、否定もできたにもかかわらず、主イエスは落ち着いた表情のまま、何一つ答えようとはしま

せんでした。それにはピラトも驚きました。 

 

ピラトは再び、イエスに尋ねました。「それでは、あなた

は王なのですか。」イエスは答えた。「わたしが王であ

ることは、あなたが言う通りです。わたしは、真理のあ

かしをするために生まれ、このことのために世に来た

のです。真理に属する者はみな、わたしの声に聞き従

います。」 

 

ピラトはしばし沈黙してから、キリストに尋ねました。

「真理とは、何ですか。」 

 

ローマ総督はまたユダヤ人たちのところに出て行って、

「私は、あの人には罪を認めません。 

しかし、過越の祭りに、私があなたがたのために、囚人

の一人を釈放するのが慣わしになっています。それで、あなたがたのために、ユダヤ人の王を

釈放することにしましょうか。」と彼らに尋ねました。 

 

すると彼らはみな、大声で「この人ではない。バラバだ。」と叫びます。このバラバは強盗殺人

の罪で、長く投獄されていた罪人でした。 

 

 

第五節第五節第五節第五節：：：：    罪罪罪罪のないのないのないのない羊羊羊羊    

 

そこで、ピラトは事態の収拾を図ろうと、イエスを捕えて、むち打ちにしました。 

拷問官たちは、いばらで冠を編んで、主の頭にかぶらせ、紫色の着物を着せてから、「ユダヤ

人の王さま。ばんざい。」と言い、またイエスの顔を平手で打ったりしました。 

その後、ピラトはもう一度外に出て、ユダヤ人に向け伝えました。「よく聞きなさい。もう彼の罪

は十分に償われました。あの人にはもう、何の罪もありません。」 

 

そこに、むち打ちで皮膚がささくれ立ち、大量の出血がまだ乾きもしない状態で、主が出て来

ました。 

 

祭司長たちや役人たちはイエスを見ると、激しく叫んで、「十字架につけろ。十字架につけ

ろ。」と言いました。ピラトは彼らを抑えるようにと、兵士に目配せをしながら、叫びました。「あ

なたがたがこの人を引き取り、十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。」 
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ユダヤ人たちは彼に答えます。「私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたの

ですから、律法によれば、死に当たります。」 

 

ピラトは、ユダヤ人指導者たちのこのことばを聞くと、エルサレム中で暴動に発展しえるこの

騒ぎを、ますます恐れるようになりました。そこで引き起こされる混乱、人民や兵士の死、そし

てピラトの失態を重く見るであろう、ローマ帝国議会…。 

 

総督はまた官邸に入って、キリストに尋ねました。「あなたが一体何をして、何がどう狂えば、

ここまで手に負えない事態になるのですか。」外からは暴徒の声が響いています。しかし、イ

エスは屹然と立つばかりで、何の弁明もされません。 

 

そこで、ピラトは主イエスに「あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威

があり、また十字架につける権威があることを、知らないのですか。」と言いました。 

そこで初めて、傷だらけの主は答えたのです。「もしそれが上から与えられているのでなかった

ら、あなたにはわたしに対して何の権威もありません。ですから、わたしをあなたに渡した者に、

もっと大きい罪があるのです。」 

 

イエス・キリストの行ない、奇跡や癒しに彩られた噂話を、人づてに聞いていたこともあり。ピラ

トはこの血まみれの、死を前にしてなお潔くある「ユダヤ人の王」を、釈放しようと努めました。

しかしユダヤ人たちは頑なに、さらに激しく叫んで言いました。 

「もしこの人を釈放するなら、あなたはカエサルの味方ではありません。自分を王だとする者

は全て、カエサルに背くのです。」「除け。除け。十字架につけろ。」 

 

ピラトが群衆に「あなたがたの王を私が十字架につけるのですか。」と尋ねると、祭司長たち

は嬉々として答えました。「カエサルの他には、私たちに王はありません。」 

そこでピラトは、そのとき、キリストを、十字架につけるため彼らに引き渡したのです。 

偽証の徒たちはイエスを受け取りました。そして、他の二人の罪人たちと共に、主の傷だらけ

の背に十字架を負わせて、「どくろ（ゴルゴタ）の地」という場所に向かいました。 

 

 

第六節第六節第六節第六節：：：：    ゴルゴタゴルゴタゴルゴタゴルゴタのののの丘丘丘丘    

 

主イエスの後を、彼のことを嘆き悲しむ民衆が、遠巻きについて行きます。主に救われた者。

癒された者。家族を取り戻した者。悪霊から開放された者。悲しみの叫びを上げる女たち。 

 

キリストが長く苦しい道のりを登りつめ、ついに

「どくろの地」まで来ると、処刑人はイエスと犯罪

人とを、長釘で十字架に打ちつけました。主イエ

スを中心に、犯罪 人の一人は右に、一人は左

に。 

 

そして主の頭上には、「ユダヤ人の王、イエス」と

書かれた罪状書きが、掲げられました。 

 

手首と足首に、焼きごてを当てられたかのように

走る激痛に耐えながら、主イエスは語りました。
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「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです。」 

 

処刑人らは、キリストの十字架の足元でくじを引いて、イエスの着物を分けました。 

そばに立って眺める群衆の中で、指導者たちは椅子に座り、あざ笑って言い放ちます。「お前

は他人を救った。もし、神のキリストで、選ばれた者なら、今度は自分を救ってみろ」と。 

 

十字架にかけられていた犯罪人の一人も、イエスに悪口を言い、「あなたはキリストではない

か。自分と私たちを救え。」と叫びました。 

 

ところが、もう一人の方は彼をたしなめて、こう言いました。「おまえは神をも恐れないのか。わ

れわれは、自分のしたことの報いを受けているのだからあたりまえだ。だがこの方は、悪いこ

とは何もしなかったのだ。」 

そして続けました。「イエスさま。あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してく

ださい。」 

 

イエスはその乾いた唇を開き、彼に返事して、「まことに、あなたに告げます。あなたはきょう、

わたしとともにパラダイスにいます。」と言いました。 

 

薄れゆく意識の中で、主は「わが神、わが神。どうして、わたしをお見捨てになったのですか。 

遠く離れてわたしをお救いにならないのですか。わたしのうめきのことばにも。…」と、詩篇の

節を語り始めました。 

 

そのとき、昼の十二時を回っていましたが、太陽が光

を失ったため全地が暗くなり、それが三時ごろまで続き

ました。そして、折からの雷雨で、人々の多くは帰って

いきました。 

 

そして遂に、イエス・キリストは天を見上げ、大声で叫

びました。 

 

「父よ。わが霊を御手にゆだねます。」 

 

こう言って、静かに息を引き取ったのです。その瞬間、

大きな地震があり、神殿の幕は上から下まで、真二つ

に裂けました。この出来事を目の当たりにした百人隊

長は、驚きの中で神をほめたたえ、「本当に、この人は

正しい方であった。」と証言したのです。 
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第七章 「完了した。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしがいのちのパンです。わたしに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者は 

どんなときにも、決して渇くことがありません。 

 

父がわたしにお与えになる者はみな、わたしのところに来ます。そしてわたしのところに来る者

を、わたしは決して捨てません。（ヨハネ 6：35、37） 

第七章：「完了した。」    
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第一節第一節第一節第一節：：：：    肉肉肉肉のののの死死死死  

 

その日は安息日の前日だったので、ユダヤ人たちは習慣として、安息日に死体を十字架の

上に残しておかないように、すねを折って受刑者を殺し、死体を取りのける処置をピラトに願

い出ました。それで、兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者と、もう

一人の者とのすねを折りました。 

 

しかし、主のところに来ると、キリストがすでに死んでいるのを認めたので、そのすねを折らず

に「すでに死んでいます。」とだけ報告しました。ですが処刑人の一人は確認のため、兵士か

ら槍を取ると、イエスのわき腹を突き刺したのです。すると凝固しかけた血と、透明な体液とが

噴出しました。当時の単純な検死法ですが、確かに彼の肉体の死が確認されたのです。 

 

その後、主イエスの弟子の一人で、ユダヤ人社会の有力者でもあったアリマタヤのヨセフが、

イエスのからだを取り下げたいと、思い切ってピラトに願い出ました。ピラトが許可を与えたの

で、彼は行って、主のからだを取り降ろし、ユダヤ人の葬儀の習慣に従って、まだ誰も埋葬さ

れたことのないお墓に、そのからだを納めました。 

 

ユダヤ人の指示によって、ローマ兵たちがその墓所を監視し、誰も近づけないようにと、警戒

していました。 

 

 

第二節第二節第二節第二節：：：：    そしてそしてそしてそして復活復活復活復活    

 

さて、その週の初め、マグダラのマリアは、夜明け前のまだ暗いうちに墓所に来ました。主イ

エスのからだに香油を塗ろうと思ったのです。そして、いたはずのローマ兵がおらず、墓から

岩戸が取りのけてあるのを見て、恐る恐る中に入りました。 

 

すると、主のからだが置かれていた場所には、亜麻布と、頭に巻かれていた布切れが残って

いるばかりでした。取り乱し、泣きながら立ちすくむマリアに、背後から声が届きました。「なぜ

泣いているのですか。」 

 

彼女は答えて、「誰かが私の主を取って行きました。どこに置いたのか、私にはわからないの

です。」と言いました。こう言ってから、マリアが後ろを振り向くと、園の管理人と思しき人が、

立っているのが見えました。 

その人は彼女に尋ねました。「誰を捜しているのですか。」 

 

マリアは、彼に「あなたが、あの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そう

すれば私が引き取ります。」と話しました。 

 

そのとき、主は穏やかに彼女の名を呼びました。「マリア。」 

彼女は声の方向を見上げて、ヘブル語で、「ラボニ（すなわち、先生）…。」と返事しました。そ

の声の、どこか懐かしい響きに、主イエス・キリストの温かさを感じたからです。 

 

声は続けて、「わたしにすがっていてはいけません。わたしはまだ父のもとに昇っていないから

です。わたしの兄弟たちのところに行って、彼らに『わたしはすでに、死の王国から復活しまし
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た。これからガリラヤに向かい、その後に、天の父である神のもとに昇ります。』と告げなさ

い。」と彼女に伝えました。 

 

マリアはそれを聞くと、弟子たちが隠れ集っている館に走っていき、興奮してその経緯を伝え

ました。「私は主にお目にかかりました。」場に動揺が走り、ある者は驚きを隠せず、またある

者は顔をしかめて、小さなマリアの言う「主の復活」を信じようとしませんでした。 

 

その日の夕方のこと。イエスの弟子たちは、ユダヤ人を恐れて門戸にかんぬきをかけ、部屋

を閉め切っていましたが、彼らの中に主が現われ、こう言われたのです。「あなたがたに平安

があるように。」 

 

「そんなバカな」「霊を見ているのか」と取り乱す弟子たちに、主は一言、「どうして心に疑いを

起こすのですか。わたしの手や、足を見なさい。霊ならこんな肉や骨はないでしょう。」 

こう言って主イエスは、その釘痕の残る手と、槍で突かれたわき腹を彼らに示されました。そう

して初めて、弟子たちは、キリストの復活を信じ、喜んだのです。 

 

さて、そこでイエス・キリストは言われました。「わたしがまだあなたがたと一緒にいた頃、あな

たがたに話したことばはこうです。わたしについてモーセの律法と、預言者と詩篇に書いてあ

ることは、必ず全部成就するということでした。」 

主は続けて、「次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよ

みがえり、その名によって、罪の赦しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆ

る国の人々に宣べ伝えられる。」と言いました。そうして、その場から姿が見えなくなりました。 

 

 

第三節第三節第三節第三節：：：：    あなたはあなたはあなたはあなたは全全全全てごてごてごてご存存存存じですじですじですじです    

 

この後、主イエスはテベリヤの湖畔で、もう一度弟子たちに現われました。 

 

そのときちょうど、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのナタニエル、ゼベダイの

子たち、他に二人の弟子たちが、一緒に小船に乗って、漁

に出かけました。しかし、その夜は何も獲れませんでした。

夜明けが来たとき、主はふらっと岸辺に立たれました。け

れども弟子たちには、それがキリストであることがわからな

かったのです。 

 

主イエスは彼らに、「子どもたちよ。食べる物がありません

ね。」と言い、彼らは「はい。ありません。」と答えました。 

 

そこでイエス・キリストは彼らに言われました。「舟の右側に

網を下ろしなさい。そうすれば、獲れます。」そこで、彼らが

言われた通りしてみると、おびただしい魚のために、網を引き上げることができませんでした。 

 

そこで、過去に同様のエピソードを経験した弟子の一人が、ペテロに告げました。「あれは…

主です！」 

シモン・ペテロは主であると聞いて、居ても立ってもいられずに、湖に飛び込みました。他の弟

子たちも、小船で魚の満ちたその網を引いて、後から続きました。 
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こうして彼らが陸に上がったとき、そこに炭火と焼き魚、パンがあるのを見ました。 

キリストが「さあ来て、朝の食事をしなさい。」と招きます。弟子たちはそれが、主イエスである

ことを知っていたので、誰も敢えて「あなたはどなたですか。」と尋ねる者はいませんでした。 

イエスはパンを取り、それを祝福してから裂いて、彼らにお与えになりました。また、魚も同じ

ように分けました。 

 

彼らが食事を済ませたとき、キリストはシモン・ペテロの目を見て、こう尋ねました。 

「ヨハネの子シモン。あなたは、この人たち以上に、わたしを愛しますか。」 

ペテロは主イエスに答えて、「はい。主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存じです。」

と言いました。 

イエスは彼に言われました。「わたしの小羊を飼いなさい。」 

 

主は再び彼に質問しました。 

「ヨハネの子シモン。あなたはわたしを愛しますか。」 

ペテロは再び、イエス・キリストに答えます。「はい。主よ。私があなたを愛することは、あなた

がご存じです。」 

イエスは彼に「わたしの羊を牧しなさい。」と言われました。 

 

それから、イエスは三度ペテロに聞きました。 

「ヨハネの子シモン。あなたはわたしを愛しますか。」 

ペテロは、主が三度「あなたはわたしを愛しますか。」と言われたので、心を痛めてイエスに返

事しました。「主よ。あなたは一切のことをご存じです。あなたは、私があなたを愛することを知

っておられます。」 

 

それに対して、イエスは彼に告げました。 

「わたしの羊を飼いなさい。 

まことに、まことに、あなたに告げます。あなたは若かったときには、自分で帯を締めて、自分

の歩きたい所を歩きました。しかし年をとると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなた

に帯をさせて、あなたの行きたくない所に連れて行きます。」 

これは、ペテロがどのような死に方をして、神の栄光を現わすかを示して、預言されたことでし

た。こうお話しになってから、主はペテロに言いました。「わたしに従いなさい。」 

 

 

第四節第四節第四節第四節：：：：    主主主主がががが共共共共にににに歩歩歩歩んでくださるんでくださるんでくださるんでくださる    

 

それから主イエスは、天に上げられる前、弟子たちにこう言われました。 

「全世界に出て行き、全ての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。信じてバプテスマを受け

る者は、救われます。 

信じる人々には、次のようなしるしが伴うでしょう。すなわち、わたしの名によって悪霊を追い

出し、新しいことばを語り、蛇をもつかみ、たとい毒を飲んでも決して害を受けず、また、病人

に手を置けば病人は癒されます。 

恐れてはなりません。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいるからです。」 

 

そこで、弟子たちは出て行って、至るところで福音を宣べ伝えました。キリストは、彼らを通じ

て、きよく、朽ちることのない、永遠の救いの訪れを、東の果てから、西の果てまで送り届けら

れたのです。 



－39－ 

＜＜＜＜あとがきあとがきあとがきあとがき＞＞＞＞    

 

こうして、主イエスの死後、約 2,000 年の月日が流れました。 

 

しかし、主への信仰は未だ衰えることを知らないばかりか、欧米のクリスチャン先進国をはじ

め、アジア・中南米・中東・アフリカへと、その福音（Good News）が語り継がれています。教会

は一万人を収容する巨大なものから、十字架の元で集まる家族教会まで、津々浦々に存在

し、人々が日々の忙しさ・苦悩から解放される、こころの平安を今日も伝えています。 

 

こんなキリスト教会の発展以上に大切なのは、本冊子で語られて

いる神、またそのひとり子である主イエス・キリストが、あなたが望

みさえすれば「これから先の人生を、あなたとともに歩んでくださる」

と言うことです。 

 

時が経つにつれ冷めてしまった、情熱。 

騙され、裏切られるたびに失ってきた、信頼。 

高く上るほど手が届かなくなってしまった、平安。 

知識が増えるにつれ拘束されていった、勇気。 

壁にぶつかるたびに見失ってきた、人生目標。 

 

あなたの人生で本当に大切なもの。主はそれらに「再びいのちを吹き込んで」くださいます。 

 

ですから「宗教」は忘れて。あなたを愛して、心配してくださっている「神」に目を留めましょう。 

 

 

こうして、ほんの少しでも、神のみことばが、あなたのハートに届いたのなら。 

あなたの人生は今日、この場から、大きな、奇跡の変化を遂げることを知るのです。 

 

 

ヨハネの福音書の著者は、こう締めくくっています。 

「これらのことについてあかしした者、またこれらのことを書いた者は、その弟子である。そして、

私たちは、彼のあかしが真実であることを、知っている。 

イエスが行なわれたことは、他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書きしるすなら、世界

も、書かれた書物を入れることができまい、と私は思う。」と。 

 

ここにある「イエスが行なわれたこと」は、実は「今も世界中で、起こり続けていること」です。 

 

ですから、あなたの人生のブレークスルー（革命）も。 

世界に納まりきらない、この神の書物の一節に、確かに記されていることでしょう。 

 

 

今日という日が、あなたにとって素晴らしい、特別な日になりますように。 

お祈りしています。 

 

With Prayer from Sri Lanka, 

ごとう ひでたか 拝  



－40－ 

 

Copyright 2007 ＜キリストの愛を 超多忙なあなたに＞ 


