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＜はじめに＞ 

本冊子を手にとって頂き、まことにありがとうございます！ 

 

「神のみことば」は前作「主の福音」の続編として、旧約・新約聖書より、こころに響く章節を取り上げ、

まとめたものです。 

この冊子は、あなたが遠大な聖書の旅の中で向き合う、あの山の頂や、古い大樹、歴史ある湧き水、

苔むした巨岩…先人たちの足跡が刻んだトレイル（道筋）で、あなたが見いだすであろう史跡を、少し

ですが共有することを目的としています。 

焦点となる聖書のことばと、その章節の番号が振ってありますので、いつでも聖書から参照できます。

簡単なインデックス代わりにも、ご利用いただいてはいかがでしょう。 

 

＜「みことば」 とあなた＞ 

「わが神、主よ。あなたがなさった奇しいわざと、 

私たちへの御計りは、数も知れず、あなたに並ぶ者はありません。 

私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません（詩篇 40：5）。」 

 

聖書にこうあるように、この冊子に掲載できたことは、本当に限定されたものです。しかし、皆さんの

中に「聖書のメッセージとは、こういうものなんだ」という理解と、「興味」という種を植えることは、主に

あってできると考えています。 

ですから、「宗教」という線引き、また社会の既成概念を一度取っ払って、「聖書の章節があなたの人

生にどう働きかけ」「先人たちの知恵が、あなたの現状にどんなメッセージを投げかけるか」を、経験

していただきたいのです。 

 

＜聖書へのいざない＞ 

しかし、この冊子が達成したゴールは、あくまでも「ダイヤモンドの一面」、「富士山の写真」、「あなた

の履歴書」的な表現でしかありません。 

 

つまり、無数に、それこそ限りなくあるダイヤモンドの輝きの、ほんの一面をとらえたもの。 

季節ごと、いや時間ごとに違う表情を見せる富士山の、ほんのワンスナップ。 

喜怒哀楽に彩られたあなたの人生を、たかが A4x2 枚程度で表現しようとした、まとめ。 

 

ですから、各章節が書かれた時代背景や、筆者の置かれていた状況を知れば、聖書のメッセージが

単なる名言集ではなく、生きて、苦しんで、悩みぬいた人間が絞り出した声であることにも気付くはず

です。そこまで辿りつくのは、単に名言を聞いたり、暗記するレベルから、さらに飛躍する必要があり

ます。時間も労力もかかる仕事です。でもそれは、ご自分の興味が高まり、また聖書を購入されてか

ら、少しずつ探求されてみてはいかがでしょう。 

 

「これまでキリスト教に触れたことがない」 

「聖書は読みかけたが途中で挫折した」 

「宗教なんてみんな嘘っぱちで、弱い人を騙すいかがわしいものだ」 

 

というようなご意見の方に、お勧めできる冊子に仕上がったと思います。人生の谷間や嵐を経験した

方なら誰でも、同じ想いを馳せることができる、先人たちのことばが詰まっておりますので。 

 

今日があなたの人生を変える、とても大切な日になることを、信じ、期待して。お祈りしています。 

ごとう ひでたか 拝 
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第一章 旧約聖書 

  

第一章：旧約聖書 

「あなたはあなたの神にある備えをせよ。 

見よ。山々を造り、風を造り出し、 

人にその思いが何であるかを告げ、 

暁と暗やみを造り、 

地の高い所を歩まれる方、 

その名は万軍の神、主。（アモス 4：12～13）」 
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第一節第一節第一節第一節：：：：    詩篇詩篇詩篇詩篇  

 

幸いなことよ。 悪者のはかりごとに歩まず、 

罪人の道に立たず、 

あざける者の座に着かなかった、その人。 

まことに、その人は主のおしえを喜びとし、 

昼も夜もそのおしえを口ずさむ。 

その人は、水路のそばに植わった木のようだ。 

時が来ると実がなり、その葉は枯れない。 

その人は、何をしても栄える。1：1～3 

 

 

あなたは私の心に喜びを下さいました。 

それは穀物と新しいぶどう酒が 

豊かにあるときにも勝っています。 

平安のうちに私は身を横たえ、すぐ、眠りにつきます。 

主よ。あなただけが、私を安らかに住まわせてくださいます。4：7～8 

 

 

御名を知る者はあなたに拠り頼みます。 

主よ。あなたはあなたを尋ね求める者を 

お見捨てにはなりませんでした。9：10 

 

 

私はいつも、私の前に主を置いた。 

主が私の右におられるので、私はゆるぐことがない。 

それゆえ、私の心は喜び、私のたましいは楽しんでいる。 

私の身もまた安らかに住まおう。16：8～9 

 

 

主はわが巌、わがとりで、わが救い主。 

身を避けるわが岩、わが神。 

わが盾、わが救いの角、わがやぐら。 

ほめたたえられる方、この主を呼び求めると、 

私は、敵から救われる。18：2～3 

 

 

あなたは、恵み深い者には、恵み深く、 

全き者には、全くあられ、 

清い者には、清く、 

曲がった者には、ねじ曲げる方。 

あなたは、悩む民をこそ救われますが、 

高ぶる目は低くされます。18：25～27 

 

 

この「詩篇」の筆者であるダビデは、羊飼

いの身から、最終的にイスラエル王になる

者ですが、その生涯は波乱万丈でした。 

戦場での、勝利と栄光に満ちた功績。しか

し王に妬まれその命を狙 われたのです。

即位してからも、実の息子に王の座 から

追い落とされ、挙句にその裏切った息子

を戦死させたりと、権力闘 争の只中 で人

生の苦悩に苛まれていました。 

しかし、主 に対する彼 の揺るぎない信仰

が、常に彼を支え、正しい道をさし示して

いました。 
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天は神の栄光を語り告げ、 

大空は御手のわざを告げ知らせる。 

昼は昼へ、話を伝え、 

夜は夜へ、知識を示す。 

話もなく、ことばもなく、その声も聞かれない。 

しかし、その呼び声は全地に響き渡り、 

そのことばは、地の果てまで届いた。19：1～4 

 

 

主は私の羊飼い。 

私は、乏しいことがありません。 

主は私を緑の牧場に伏せさせ、 

いこいの水のほとりに伴われます。 

主は私のたましいを生き返らせ、 

御名のために、私を義の道に導かれます。 

 

たとい、死の陰の谷を歩くことがあっても、 

私はわざわいを恐れません。 

あなたが私とともにおられますから。 

あなたのむちとあなたの杖、それが私の慰めです。 

 

私の敵の前で、あなたは私のために食事をととのえ、 

私の頭に油をそそいでくださいます。 

私の杯は、あふれています。 

まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと恵みとが、私を追って来るでしょう。 

私は、いつまでも、主の家に住まいましょう。23：1～6 

 

 

主は、いつくしみ深く、正しくあられる。 

それゆえ、罪人に道を教えられる。 

主は貧しい者を公義に導き、 

貧しい者にご自身の道を教えられる。 

主の小道はみな恵みと、まことである。25：8～10 

 

 

私を弁護してください。主よ。 

私が誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼したことを。 

主よ。私を調べ、私を試みてください。 

私の思いと私の心をためしてください。26：1～2 

 

 

私は一つのことを主に願った。 

私はそれを求めている。 

私のいのちの日の限り、主の家に住むことを。27：4 
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…私の骨髄は、夏の日照りで乾ききったからです。 

私は、自分の罪を、あなたに知らせ、 

私の咎を隠しませんでした。 

私は申しました。 

「私のそむきの罪を主に告白しよう」 

すると、あなたは私の罪のとがめを赦されました。32：4～5 

 

 

悪者には心の痛みが多い。 

しかし、主に信頼する者には、恵みが、その人を取り囲む。 

正しい者たち。 主にあって、喜び、楽しめ。 

すべて心の直ぐな人たちよ。 喜びの声をあげよ。32：10～11 

 

 

主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、 

たましいの砕かれた者を救われる。 

正しい者の悩みは多い。 

しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。 

＜中略＞ 

主はそのしもべのたましいを贖い出される。 

主に身を避ける者は、だれも罪に定められない。34：18 

 

 

主に信頼して善を行なえ。 

地に住み、誠実を養え。 

主をおのれの喜びとせよ。 

主はあなたの心の願いをかなえてくださる。 

あなたの道を主にゆだねよ。 

主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。 

主は、あなたの義を光のように、 

あなたのさばきを真昼のように輝かされる。 

37：3～6 

 

 

幸いなことよ。 

弱っている者に心を配る人は。 

主はわざわいの日にその人を助け出される。 

主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、 

地上でしあわせな者とされる。 

どうか彼を敵の意のままにさせないでください。 

 

主は病の床で彼をささえられる。 

病むときにどうか彼を 

全くいやしてくださるように。41：1～3 
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わがたましいよ。なぜ、おまえは絶望しているのか。 

御前で思い乱れているのか。 

神を待ち望め。私はなおも神をほめたたえる。 

御顔の救いを。42：5 

 

 

神へのいけにえは、砕かれた魂。 

砕かれた、悔いた心。 

神よ。あなたは、それをさげすまれません。51：17 

 

 

あなたの重荷を主にゆだねよ。 

主は、あなたのことを心配してくださる。 

主は決して、正しい者がゆるがされるようには 

なさらない。55：22 

 

 

私は、神に信頼しています。それゆえ、恐れません。 

人が、私に何をなしえましょう。＜中略＞ 

あなたは、私のいのちを死から、 

まことに私の足を、つまずきから、 

救い出してくださいました。 

それは、私が、いのちの光のうちに、 

神の御前を歩むためでした。56：11～13 

 

 

神よ。まことに、あなたは私たちを調べ、 

銀を精錬するように、私たちを練られました。 

あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷を着けられました。 

あなたは人々に、私たちの頭の上を乗り越えさせられました。 

私たちは、火の中を通り、水の中を通りました。 

しかし、あなたは豊かな所へ 私たちを連れ出されました。66：10～12 

 

 

…きょう、もし御声を聞くなら、＜中略＞ 

あなたがたの心をかたくなにしてはならない。95：7～8 

 

 

わがたましいよ。主をほめたたえよ。 

私のうちにあるすべてのものよ。 

聖なる御名をほめたたえよ。 

わがたましいよ。主をほめたたえよ。 

主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。 

 

主は、あなたのすべての咎を赦し、 

あなたのすべての病をいやし、 
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あなたのいのちを穴から購い、 

あなたに、恵みとあわれみとの冠をかぶらせ、 

あなたの一生を良いもので満たされる。 

あなたの若さは、わしのように、新しくなる。103：1～5 

 

 

天が地上はるかに高いように、 

御恵みは、主を恐れる者の上に大きい。 

東が西から遠く離れているように、 

私たちのそむきの罪を私たちから遠く離される。 

父がその子をあわれむように、 

主は、ご自分を恐れる者をあわれまれる。 

主は、私たちがちりにすぎないことを 

心に留めておられる。103：11～14 

 

 

主は直ぐな人たちのために、光をやみの中に輝かす。 

主は情け深く、あわれみ深く、正しくあられる。112：4 

 

 

家を建てる者たちの捨てた石。 

それが礎の石になった。 

これは主のなさったことだ。 

私たちの目には不思議なことである。 

これは、主が設けられた日である。 

この日を楽しみ喜ぼう。118：22～24 

 

 

主よ、あなたのおきての道を 

私に教えてください。 

そうすれば、私はそれを終わりまで守りましょう。 

私に悟りを与えてください。 

私はあなたのみおしえを守り、 

心を尽くしてそれを守ります。 

私に、あなたの仰せの道を踏み行かせてください。 

私はその道を喜んでいますから。 

 

私の心をあなたのさとしに傾かせ、 

不正な利得に傾かないようにしてください。 

むなしいものを見ないように私の目をそらせ、 

あなたの道に私を生かしてください。 

あなたのことばを、あなたのしもべに果たし、 

あなたを恐れるようにしてください。 

 

私が恐れているそしりを取り去ってください。 

あなたのさばきはすぐれて良いからです。 



-10- 

このとおり、私は、あなたの戒めを慕っています。 

どうかあなたの義によって、私を生かしてください。119：33～40 

 

 

苦しみに会ったことは、私にとってしあわせでした。 

私はそれであなたのおきてを学びました。 

あなたの御口のおしえは、私にとって 

幾千の金銀にまさるものです。 

あなたの御手が私を造り、私を形造りました。 

どうか私に、悟りを与えてください。 

私があなたの仰せを学ぶようにしてください。119：71～73 

 

 

私は山に向かって目を上げる。 

私の助けは、どこから来るのだろうか。 

私の助けは、天地を造られた主から来る。 

主は、あなたの足をよろけさせず、 

あなたを守る方は、まどろむこともない。 

見よ。イスラエルを守る方は、 

まどろむこともなく、眠ることもない。121：1～4 

 

 

涙とともに種を蒔く者は、 

喜び叫びながら刈り取ろう。 

種入れをかかえ、泣きながら出て行く者は、 

束を抱え、喜び叫びながら帰って来る。126：5～6 

 

 

私は主を待ち望みます。 

私のたましいは、待ち望みます。 

私は主のみことばを待ちます。 

私のたましいは、夜回りが夜明けを待つのにまさり、 

まことに、夜回りが夜明けを待つのにまさって、 

主を待ちます。130：5～6 

 

主よ。あなたは私を探り、 

私を知っておられます。 

あなたこそは私のすわるのも、 

立つのも知っておられ、 

私の思いを遠くから読み取られます。 

あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、 

私の道をことごとく知っておられます。 

ことばが私の舌にのぼる前に、なんと主よ、 

あなたはそれをことごとく知っておられます。139：1～4 
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神よ。私を探り、私の心を知ってください。 

私を調べ、私の思い煩いを知ってください。 

私のうちに傷のついた道があるか、ないかを見て、 

私をとこしえの道に導いてください。139：23～24 

 

 

私の叫びに耳を留めてください。 

私はひどく、おとしめられていますから。 

どうか、私を迫害する者から救い出してください。 

彼らは私より強いのです。 

 

私のたましいを、牢獄から連れ出し、 

私があなたの御名に感謝するようにしてください。 

正しい者たちが私の回りに集まることでしょう。 

あなたが私に良くしてくださるからです。142：6～7 

 

 

あなたのしもべをさばきにかけないでください。 

生ける者はだれひとり、 

あなたの前に義と認められないからです。143：2 

 

 

主は倒れる者をみなささえ、 

かがんでいる者をみな起こされます。145：14 

 

 

第二節第二節第二節第二節：：：：    箴言箴言箴言箴言（（（（しんげんしんげんしんげんしんげん）））） 

 

心を尽くして主に拠り頼め。 

自分の悟りに頼るな。 

あなたの行く所どこにおいても、主を求めよ。 

そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。 

3：5～6 

 

 

幸いなことよ。知恵を見いだす人、 

英知をいただく人は。 

それの儲けは銀の儲けにまさり、 

その収穫は黄金にまさるからだ。 

知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものも、これとは比べられない。 

その右の手には長寿があり、 

その左の手には富と誉れがある。 

その道は楽しい道であり、 

その通り道はみな平安である。 

知恵は、これを堅く握る者には 

いのちの木である。 
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これをつかんでいる者は幸いである。 

主は知恵を持って地の基を定め、 

英知をもって天を堅く立てられた。 

深遠はその知識によって張り裂け、 

雲は露を注ぐ。3：13～20 

 

 

まっすぐに歩む者の歩みは安全である。 

しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。10：9 

 

 

愚か者は自分の道を正しいと思う。 

しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。 

愚か者は自分の怒りをすぐ現わす。 

利口な者ははずかしめを受けても黙っている。 

真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、 

偽りの証人は欺き事を告げる。 

軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。 

しかし知恵のある人の舌は人をいやす。12：15～18 

 

 

わずかな物をもっていて主を恐れるのは、 

多くの財宝をもっていて恐慌があるのにまさる。15：16 

 

 

良い返事をする人には喜びがあり、 

時宜にかなったことばは、いかにも麗しい。15：23 

 

 

人は心に自分の道を思い巡らす。 

しかし、その人の歩みを確かなものにするのは 

主である。16：9 

 

 

怒りをおそくする者は勇士にまさり、 

自分の心を治める者は町を攻め取る者にまさる。16：32 

 

 

まやかしの証人は滅びる。 

しかし、よく聞く者はいつまでも語る。21：28 

 

 

捕らえられて殺されようとする者を救い出し、 

虐殺されようとする貧困者を助け出せ。 

もしあなたが、「私たちはそのことを知らなかった。」と言っても、 

人の心を評価する方は、それを見抜いておられないだろうか。 

ダビデの息子、賢王ソロモンの

残した箴言です。 

彼は即位した時、神に “民の

言い分を聞き分け、善悪を判

断 する心 を与 えてください”と

願ったので、神はその謙虚さと

無私を喜ばれ、彼に豊かな知

恵を与えられました。 
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あなたのたましいを見守る方は、それを知らないだろうか。 

この方はおのおの、人の行ないに応じて報いないだろうか。24：11～12 

 

 

鉄は鉄によってとがれ、 

人はその友によってとがれる。27：17 

 

 

二つのことをあなたにお願いします。 

私が死なないうちに、それをかなえてください。 

不真実と偽りとを私から遠ざけてください。 

貧しさも富も私に与えず、ただ、私に定められた分の食物で 

私を養ってください。 

私が食べ飽きて、あなたを否み、「主とはだれだ。」と言わないために。 

また、私が貧しくて、盗みをし、私の神の御名を汚すことのないために。30：7～9 

 

 

第三節第三節第三節第三節：：：：    伝道者伝道者伝道者伝道者のののの書書書書  

 

実に、神から離れて、だれが食べ、だれが楽しむことができようか。 

なぜなら、神は、みこころにかなう人には、知恵と知識と喜びを与え、罪人には、神のみこころ

にかなう者に渡すために、集め、たくわえる仕事を与えられる。これもまた、むなしく、風を追う

ようなものだ。2：25～26 

 

 

天の下では、何事にも定まった時期があり、 

すべての営みには時がある。 

生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。 

植えるのに時があり、 

植えた物を引き抜くのに時がある。 

殺すのに時があり、いやすのに時がある。 

崩すのに時があり、建てるのに時がある。 

泣くのに時があり、ほほえむのに時がある。 

嘆くのに時があり、踊るのに時がある。 

 

石を投げ捨てるのに時があり、 

石を集めるのに時がある。 

抱擁するのに時があり、 

抱擁をやめるのに時がある。 

捜すのに時があり、失うのに時がある。 

保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。 

引き裂くのに時があり、 

縫い合わせるのに時がある。 

黙っているのに時があり、話をするのに時がある。 

愛するのに時があり、憎むのに時がある。 

戦うのに時があり、和睦するのに時がある。3：1～8 

初心 を忘 れ、主から遠 くさまよい出 た

王、ソロモンの晩年の言葉。 

神不在の人生の中で、彼が見いだした

ものは、「むなしさ」でした。この世で用

いきれないほどの権力、資産、人脈、

そして知恵をもってしても、彼は「人生

はむなしい」という結論から抜け出せな

かったのです。 
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母の胎から出てきたときのように、また裸でもとの所に帰る。彼は、自分の労苦によって得た

ものを、何一つ手に携えて行くことができない。 

これも痛ましいことだ。出て来たときと全く同じようにして去って行く。風のために労苦して何の

益があるだろう。5：15 

 

 

すべての人が時と機会に出会う。9：11 

 

 

若い男よ。若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心のおもむくまま、

あなたの目の望むままに歩め。しかし、これらすべての事において、あなたは神のさばきを受

けることを知っておけ。 

神は、善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべてのわざをさばかれるからだ。

11：9、12：14 

 

 

第四節第四節第四節第四節：：：：    イザヤイザヤイザヤイザヤ書書書書  

 

たとい、あなた方の罪が緋のように赤くても、 

雪のように白くなる。 

たとい、紅のように赤くても、 

羊の毛のようになる。1：18 

 

 

主は国々の間をさばき、多くの国々の民に、判決を下す。 

彼らはその剣を鋤に、その槍をかまに打ち直し、 

国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。2：4 

 

 

闇の中を歩んでいた民は、大きな光を見た。 

死の陰の地に住んでいた者たちの上に 光が照った。9：2 

 

 

ひとりのみどりごが、私たちのために生まれる。 

ひとりの男の子が、わたしたちに与えられる。 

主権はその肩にあり、 

その名は、「不思議な助言者、力ある神、 

永遠の父、平和の君」と呼ばれる。 

その主権は増し加わり、その平和は限りなく、 

ダビデの王座に着いて、その王国を治め、 

さばきと正義によってこれを堅く立て、 

これをささえる。今より、とこしえまで。9：6～7 

 

 

斧は、それを使って切る人に向かって 

高ぶることができようか。 
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のこぎりは、それをひく人に向かって 

おごることができようか。 

それは棒が、それを振り上げる人を動かし、 

杖が、木でない人を 

持ち上げるようなものではないか。10：15 

 

 

（万軍の主は）この山の上で、 

万民の上をおおっている顔おおいと、 

万国の上にかぶさっているおおいを取り除き、 

永久に死を滅ぼされる。 

神である主は全ての顔から涙をぬぐい、 

ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。 

主が語られたのだ。 

 

その日、人は言う。 

「見よ。この方こそ、 

私たちが救いを待ち望んだ私たちの神。 

この方こそ、私たちが待ち望んだ主。 

その御救いを楽しみ喜ぼう。」25：7～9 

 

 

義人の道は平らです。 

あなたは義人の道筋をならして平らにされます。26：7 

 

 

見よ。わたしはシオンに 

一つの石を礎として据える。 

これは、試みを経た石、 

堅く据えられた礎の、尊いかしら石。 

これを信じる者は、あわてることがない。28：16 

 

 

あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳はうしろから 

「これが道だ。これに歩め。」と言うことばを聞く。30：21 

 

 

ああ、私の苦しんだ苦しみは 

平安のためでした。38：17 

 

 

荒野に呼ばわる者の声がする。 

「主の道を整えよ。 

荒地で、私たちの神のために、大路を平らにせよ。 

全ての谷は埋め立てられ、全ての山や丘は低くなる。 

盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。 
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このようにして、主の栄光が現されると、 

すべての者が共にこれを見る。 

主の口が語られたからだ。40：3～5 

 

 

すべての人は草、その栄光はみな野の花のようだ。 

主のいぶきがその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。 

まことに、民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。 

だが、私たちの神のことばは永遠に立つ。40：6～8 

 

 

主を待ち望む者は新しく力を得、 

鷲のように翼をかって上ることができる。 

走ってもたゆまず、歩いても疲れない。40：31 

 

 

わたし、主は、義をもってあなたを召し、 

あなたの手を握り、あなたを見守り、 

あなたを民の契約とし、国々の光とする。42：6 

 

 

恐れるな。わたしがあなたを贖ったのだ。 

わたしはあなたの名を呼んだ。 

あなたはわたしのもの。 

あなたが水の中を過ぎるときも、 

わたしはあなたとともにおり、 

川を渡るときも、あなたは押し流されない。 

火の中を歩いても、あなたは焼かれず、 

炎はあなたに燃えつかない。 

わたしの目には、あなたは高価で尊い。 

わたしはあなたを愛している。43：1～2、4 

 

 

あなたはわたしに忘れられることがない。 

私は、あなたのそむきの罪を雲のように、 

あなたの罪をかすみのようにぬぐい去った。 

わたしに帰れ。 

わたしは、あなたを贖ったからだ。44：21～22 

 

 

胎内にいる時からになわれており、 

生まれる前から運ばれた者よ。 

あなたがたが年をとっても、 

わたしは同じようにする。 

あなたがたが白髪になっても、 

わたしは背負う。 
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わたしはそうしてきたのだ。 

なお、わたしは運ぼう。 

わたしは背負って、救い出そう。 

わたしの救いは遅れることがない。46：3～4、13 

 

 

あなたは心の中で言う。 

「わたしだけは特別だ。」 

しかしわざわいがあなたを見舞う。 

それを払いのけるまじないをあなたは知らない。 

 

災難があなたを襲うが、 

あなたはそれを避けることはできない。 

破滅はあなたの知らないうちに、 

突然あなたにやってくる。47：10～11 

 

 

神である主は、私に弟子の舌を与え、 

疲れた者をことばで励ますことを教え、 

朝ごとに、私を呼びさまし、 

私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。 

 

神である主は、私の耳を開かれた。 

私は逆らわず、うしろに退きもせず、 

打つ者に私の背中をまかせ、ひげを抜く者に私の頬をまかせ、 

侮辱されても、つばきをかけられても、私の顔を隠さなかった。50：4～6 

 

 

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。 

私たちはみな、羊のようにさまよい、 

おのおの、自分かってな道に向かって行った。 

しかし、主は、私たちのすべての咎を 彼に負わせた。 

 

彼は痛めつけられた。 

彼は苦しんだが、口を開かない。 

ほふり場に引かれて行く子羊のように、 

毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、 

彼は口を開かない。 

 

預言 者 イザヤを通 して語 られ

た、主イエス・キリストに関する

予言。 

それから約 750 年の暗黒時代

――アッシリア帝国のイスラエ

ル侵攻から始まり、バビロニア

帝国によるユダ王国陥落、多

くのユダヤ人 たちが命 を落 と

し、また虜囚として遠く異国の

地に連れ去られた時代――を

経 てなお、人 びとの救 世 主 を

待ち望む想いは変わりません

でした。 
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しいたげと、さばきによって、彼は取り去られた。 

彼の時代の者で、だれが思ったことだろう。 

彼がわたしの民のそむきの罪のために打たれ、 

生ける者の地から絶たれたことを。 

 

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。 

わたしの正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、 

彼らの咎を彼がになう。 

 

それゆえ、わたしは、多くの人々を彼に分け与え、 

彼は強者たちを分捕り物としてわかちとる。 

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。53：4～12 

 

 

聞け。そうすれば、あなたがたは生きる。 

主に帰れ。そうすれば、主はあわれんでくださる。 

私たちの神に帰れ。豊かに赦してくださるから。55：3、7 

 

 

天が地よりも高いように、わたしの道はあなたがたの道よりも高く、 

わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い。 

雨や雪が天から降ってきて元に戻らず 

必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、 

種蒔く者には種を与え、食べる者にはパンを与える。 

 

そのように、わたしの口から出るわたしのことばも、 

むなしく、わたしのところに帰っては来ない。 

必ず、わたしの望む事を成し遂げ、 

わたしの言い送った事を成功させる。 

まことに、あなたは喜びを持って出て行き、 

安らかに導かれていく。55：9～12 

 

 

わたしは、高く聖なる所に住み、心砕かれて、へりくだった人とともに住む。 

へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。57：15 

 

しかし、いざ救 世 主 である

イエスがこの世に降り立つ

と、その真意が理解できな

いユダヤ人社会はキリスト

に脅 威を感じ、また嫉 妬し

て、罪の偽証によって彼を

陥れました。 

主イエスは、凄惨な拷問を

経て、ついに十字架刑（当

時で最も重い刑罰）に処せ

られたのです。 
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私の好む断食は、これではないか。 

悪のきずなを解き、くびきのなわめをほどき、しいたげられた者たちを自由の身とし、 

すべてのくびきを砕くことではないか。 

 

飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、 

裸の人を見て、これに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。 

 

そのとき、暁のようにあなたの光がさしいで、あなたの傷はすみやかにいやされる。 

あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光が、あなたのしんがりとなられる。58：6～8 

 

 

見よ。主の御手が短くて救えないのではない。 

その耳が遠くて、聞こえないのではない。 

あなたがたの咎が、あなたがたと、あなたがたの神との仕切りとなり、 

あなたがたの罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。59：1～2 

 

 

起きよ。光を放て。 

あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。 

見よ。やみが地をおおい、暗やみが諸国の民をおおっている。 

しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現われる。 

国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。60：1～3 

 

 

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。60：19～20 

 

 

あなたは迎えてくださいます。 

喜んで正義を行なう者、あなたの道を歩み、あなたを忘れない者を。64：5 

 

 

第五節第五節第五節第五節：：：：    エレミヤエレミヤエレミヤエレミヤ書書書書  

 

主はこう仰せられる。 

知恵ある者は自分の知恵を誇るな。 

つわものは自分の強さを誇るな。 

富む者は自分の富を誇るな。 

誇る者は、ただ、これを誇れ。 

悟りを得て、わたしを知っていることを。9：23～24 

 

 

主よ。私は知っています。 

人間の道は、その人によるのでなく、 

歩くことも、その歩みを確かにすることも、 
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人によるのではないということを。 

主よ。御怒りによらず、 

ただ公義によって、私を懲らしてください。10：23～24 

 

 

主に信頼し、主を頼みとする者に 

祝福があるように。 

その人は、水のほとりに植わった木のように、 

流れのほとりに根を伸ばし、 

暑さが来ても暑さを知らず、 

葉は茂って、日照りの年にも心配なく、 

いつまでも実をみのらせる。＜中略＞ 

わたし、主が心を探り、思いを調べ、 

それぞれその生き方により、 

行ないの結ぶ実によって報いる。17：7～8、10 

 

 

わたしはあなたがたのために立てている計画を良く知っているからだ。それはわざわいではな

くて、平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。 

あなた方がわたしを呼び求めて歩き、わたしに祈るなら、わたしはあなたがたに聞こう。 

もし、あなたがたが心を尽くしてわたしを捜し求めるなら、わたしを見つけるだろう。 

わたしはあなたがたに見つけられる。29：11～14 

 

 

わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、あなたに答え、あなたの知らない、理解を超えた大いな

る事を、あなたに告げよう。33：3 

 

 

わたしは必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたのいのちはあなたの分捕り物

としてあなたのものになる。それは、あなたがわたしに信頼したからだ。39：18 

 

 

第六節第六節第六節第六節：：：：    哀歌哀歌哀歌哀歌  

 

私たちが滅びうせなかったのは、 

主の恵みによる。 

主のあわれみは尽きないからだ。 

それは朝ごとに新しい。 

『あなたの真実は力強い。 

主こそ、私の受ける分です。』と 

私のたましいは言う。 

それゆえ、私は主を待ち望む。3：22～24 

 

 

 

 

哀歌、そして続くエゼキエル書は、イ

スラエル人たちがバビロニア帝国の

虜囚として、異 国に連れ去られた時

代の話です。 

暗やみで希望が見えない状態。時間

だけが過ぎて行きます。そして遂に自

分 たちの代が終 わり、次 の代、また

次の代と時代を経ても、彼らは主へ

の望みを捨てませんでした。 
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第七節第七節第七節第七節：：：：    エゼキエルエゼキエルエゼキエルエゼキエル書書書書  

 

…悪者でも、自分の犯したすべての罪から立ち返り、わたしのすべてのおきてを守り、公義と

正義を行なうなら、彼は必ず生きて、死ぬことはない。 

彼が犯したすべてのそむきの罪はおぼえられることはなく、彼が行なった正しいことのために、

彼は生きる。 

わたしは悪者の死を喜ぶだろうか。彼がその態度を悔い改めて、生きることを喜ばないだろう

か。18：21～23 

 

 

わたしが、あなたがたの先祖に与えると誓った地、イスラエルの地に、あなたがたをはいらせ

るとき、あなたがたは、わたしが主であることを知ろう。 

その所であなたがたは、自分の身を汚した自分たちの行ないと、すべてのわざとを思い起こし、

自分たちの行なったすべての悪のために、自分自身をいとうようになろう。20：42～43 

 

 

わたしがわたしの羊を飼い、わたしが彼らをいこわせる。 

わたしは失われたものを捜し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを

力づける。34：2～16 

 

 

第八節第八節第八節第八節：：：：    アモスアモスアモスアモス書書書書  

 

見よ。その日が来る。 

その日、わたしは、この地にききんを送る。 

パンのききんではない。水に渇くのでもない。 

実に、主のことばを聞くことのききんである。 

 

彼らは海から海へとさまよい歩き、 

北から東へと、 

主のことばを捜し求めて、行き巡る。 

しかしこれを見いだせない。 

その日には、美しい若い女も、若い男も、 

渇きのために衰え果てる。8：11～13 

 

 

第九節第九節第九節第九節：：：：    ミカミカミカミカ書書書書  

 

主はあなたに告げられた。 

人よ。何が良いことなのか。 

主は何をあなたに求めておられるのか。 

それは、ただ公義を行ない、誠実を愛し、 

へりくだって 

あなたの神と共に歩むことではないか。6：8 

 

 



-22- 

第十節第十節第十節第十節：：：：    ゼパニヤゼパニヤゼパニヤゼパニヤ書書書書  

 

主はあなたへの宣告を取り除き、 

あなたの敵を追い払われた。 

イスラエルの王、主は、 

あなたのただ中におられる。 

あなたはもう、わざわいを恐れない。 

 

その日、エルサレムはこう言われる。 

シオンよ。恐れるな。気力を失うな。 

あなたの神、主は、あなたのただ中におられる。 

救いの勇士だ。 

主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、 

その愛によって安らぎを与える。 

主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。3：15～17 

 

 

第十一節第十一節第十一節第十一節：：：：    ハガイハガイハガイハガイ書書書書  

 

今、強くあれ。＜中略＞仕事にとりかかれ。わたしがあなたがたとともにいるからだ。＜中略＞

わたしの霊があなたがたの間で働いている。恐れるな。2：4～5 

 

 

第十二節第十二節第十二節第十二節：：：：    ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ書書書書  

 

権力によらず、能力によらず、わたしの霊によって。4：6 

 

 

この群れからかしら石が、 

この群れから鉄の杭が、 

この群れからいくさ弓が、 

この群れからすべての指揮者が、 

ともどもに出て来る。 

道ばたの泥を踏みつける勇士のようになって、 

彼らは戦場で戦う。 

主が彼らとともにおられるからだ。10：4～5 

 

 

彼らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のた

めに嘆き、初子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣く。12：10  
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第二章 新約聖書 

 

 

第二章：新約聖書 

「…主は、私とともに立ち、私に力を与えてくださいました。 

それは、私を通してみことばが余すところなく宣べ伝えられ、 

すべての国の人々がみことばを聞くようになるためでした 

（II テモテ 4：17）。」 
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第一節第一節第一節第一節：：：：    マタイマタイマタイマタイのののの福音書福音書福音書福音書  

 

すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを

休ませてあげます。 

わたしは心優しく、へりくだっているから、あなたがたもわたしのくびきを負って、わたしから学

びなさい。そうすればたましいに安らぎが来ます。 

わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからです。11：28～30 

 

 

だれでも、わたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、 

自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。 

いのちを救おうと思う者はそれを失い、私のために 

いのちを失う者は、それを見いだすのです。 

人は、たとい全世界を手に入れても、まことのいのちを 

損じたら、何の得がありましょう。 

そのいのちを買い戻すのには、人はいったい何を 

差し出せばよいでしょう。16：24～26 

 

 

この天地は滅び去ります。 

しかし、わたしのことばは決して 

滅びることがありません。24：35 

 

 

第二節第二節第二節第二節：：：：    マルコマルコマルコマルコのののの福音書福音書福音書福音書  

 

時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。1：15 

 

 

人から出るもの、これが、人を汚すのです。 

内側から、すなわち、人の心から出て来るものは、悪い考え、不品行、盗み、殺人、 

姦淫、貪欲、よこしま、欺き、好色、ねたみ、そしり、高ぶり、愚かさであり、 

これらの悪はみな、内側から出て、人を汚すのです。7：20～23 

 

 

イエスは答えられた。「一番たいせつなのはこれです。 

『イスラエルよ。聞け。われらの神である主は、唯一の主である。 

心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』 

次にはこれです。『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』 

この二つより大事な命令は、ほかにありません。」12：29～31 

 

 

第三節第三節第三節第三節：：：：    ルカルカルカルカのののの福音書福音書福音書福音書  

 

なぜ、わたしを「主よ、主よ。」と呼びながら、わたしの言うことを行なわないのですか。 
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わたしのもとに来て、わたしのことばを聞き、それを行なう人たちがどんな人に似ているか、あ

なたがたに示しましょう。 

その人は、地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ていま

す。洪水になり、川の水がその家に押し寄せたときも、しっかり建てられていたから、びくともし

ませんでした。 

聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せ

ると、家はいっぺんに倒れてしまい、そのこわれ方はひどいものとなりました。6：47～49 

 

 

…さあ、行きなさい。いいですか。わたしがあなたがたを遣わすのは、 

狼の中に子羊を送り出すようなものです。 

財布も旅行袋も持たず、くつもはかずに行きなさい。10：3～4 

 

 

天地の主であられる父よ。あなたをほめたたえます。これらのことを、賢い者や知恵のある者

には隠して、幼子たちに現してくださいました。そうです、父よ。これがみこころにかなったこと

でした。10：21 

 

 

どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリヤはその良いほうを選んだので

す。彼女からそれを取り上げてはいけません。10：42 

 

 

…しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。 

あなたがたもそのとおりです。 

自分に言いつけられたことをみな、してしまったら、『私たちは役に立たないしもべです。なす

べきことをしただけです。』と言いなさい。17：9～10 

 

 

第四節第四節第四節第四節：：：：    ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの福音書福音書福音書福音書  

 

盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。わたしが来たの

は、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです。 

わたしは、良い牧者です。良い牧者は羊のためにいのちを捨てます。 

 

牧者でなく、また、羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして、

逃げていきます。それで、狼は羊を奪い、また散らすのです。 

それは、彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。 

 

わたしは、良い牧者です。わたしはわたしのものを知っています。また、わたしのものは、わた

しを知っています。 

それは、父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同様です。また、わたしは羊

のためにわたしのいのちを捨てます。 

 

わたしにはまた、この囲いに属さないほかの羊があります。わたしはそれをも導かねばなりま

せん。彼らはわたしの声に聞き従い、一つの群れ、ひとりの牧者となるのです。』10：10～16 
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わたしの羊はわたしの声を聞き分けます。またわたしは彼らを知っています。そして彼らはわ

たしについて来ます。10：27 

…これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることを、あなたがたが信じるた

め、また、あなたがたが信じて、イエスの御名によっていのちを得るためである。20：31 

 

 

第五節第五節第五節第五節：：：：    使徒使徒使徒使徒のののの働働働働きききき 

 

これで私は、はっきり分かりました。神はかたよったことを 

なさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、 

正義を行なう人なら、神に受け入れられるのです。10：34 

 

 

わたしはあなたを立てて、異邦人の光とした。あなたが 

地の果てまでも救いをもたらすためである。13：47 

 

 

…私たちも皆さんと同じ人間です。そして、あなたがたが 

このようなむなしいことを捨てて、天と地と海とその中にある全てのものをお造りになった生け

る神に立ち返るように、福音を宣べ伝えている者たちです。 

過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩む事を許しておられま

した。 

とはいえ、ご自分のことをあかししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって、

天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなたがたの心を満たしてくださった

のです。14：15～17 

 

 

私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエス 

から受けた、神の恵みの福音をあかしする任務 

を果たし終えることができるなら、私のいのちは 

少しも惜しいとは思いません。20：24 

 

 

受けるよりも与えるほうが幸いである。20：35 

 

 

第六節第六節第六節第六節：：：：    ローマローマローマローマ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙  

 

神は、ひとりひとりに、その人の行ないに従って報いをお与えになります。 

忍耐を持って善を行ない、栄光と誉れと不滅のものを求める者には、永遠の命を与え、 

党派心を持ち、真理に従わないで不義に従う者には、怒りと憤りを下されるのです。 

 

艱難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、悪を行なう全ての者の上に下り、 

栄光と誉れと平和は、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、善を行なう全ての者の上にありま

す。 

神には、えこひいきなどはないからです。2：6～11 

主イエスが天に上げられて後、ペテロな

どキリスト直属であった使徒たち、また

ユダヤ教から改宗し、異邦人に遣わさ

れたパウロなどが中心となり、福音伝道

が継続されました。 

それは今日、世界中に広がっている「教

会」が誕生した瞬間でした。 
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人が義と認められるのは、律法の行ないによるのではなく、信仰によるというのが、私たちの

考えです。 

それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないでしょうか。確かに

神は、異邦人にとっても、神です。神が唯一ならばそうです。3：28～30 

 

 

彼（アブラハム）は望みえないときに望みを抱いて信じました。それは、「あなたの子孫はこの

ようになる。」と言われていたとおりに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。 

アブラハムは、およそ百歳になって、自分のからだが死んだも同然であること、サラの胎の死

んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。 

 

彼は、不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に、信仰がますます強くなって、

神に栄光を帰し、 

神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。 

だからこそ、それが彼の義とみなされたのです。4：18～22 

 

 

…キリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、

神の栄光を望んで大いに喜んでいます。 

 

そればかりでなく、艱難さえも喜んでいます。それは、艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られ

た品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。 

この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神

の愛が私たちの心に注がれているからです。5：2～5 

 

 

しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たち 

のために死んでくださったことにより、神は私たちに対する 

ご自身の愛を明らかにしておられます。5：8 

 

 

私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマによって、 

キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが御父の 

栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たち 

も、いのちにあって新しい歩みをするためです。6：4 

 

 

もし私たちがキリストとともに死んだのであれば、 

キリストとともに生きることにもなる、と信じます。6：8 

 

 

今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに 

啓示されようとしている栄光に比べれば、取る 

に足りないものと私は考えます。8：18 

 

 

パウロは伝 道 の旅 の先 々で、

人びとを励まし、教 会を植えつ

けました。 

しかし新 しく改 宗 した人 たちの

中には、周囲 の反 対 に気 力が

萎えてしまったり、誤った教えを

伝えたり、それに影響を受けて

しまったりする人もいたので、彼

らに従うべき指針を与え、教会

が再び初心に戻れるよう、手紙

を通じて促したのです。 

時に旅の空から。また時に牢屋

の鉄格子の中から、パウロは主

にあって、その希望と愛を発信

し続けました。 
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神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのこと

を働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。＜中略＞…神が私たちの味方で

あるなら、だれが私たちに敵対できるでしょう。 

 

私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして、御子と

いっしょにすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがありましょう。8：28～32 

 

 

しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、

圧倒的な勝利者となるのです。 

私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来る

ものも、力ある者も、 

高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、

私たちを引き離すことはできません。8：37～39 

 

 

もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせ

てくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。 

聖書はこう言っています。「彼に信頼する者は、失望させられることがない。」 

ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が、全ての人の主であり、主を呼び求め

る全ての人に対して恵み深くあられるからです。 

「主の御名を呼び求める者は、誰でも救われる。」のです。10：9～13 

 

 

一つのからだには多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大

ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひとり互いに器官なのです。 

私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれ

ば、その信仰に応じて予言しなさい。 

奉仕であれば奉仕をし、教える人であれば教えなさい。 

勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指

導し、慈善を行なう人は喜んでそれをしなさい。 

 

愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。 

兄弟愛をもってこころから互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分よりまさっていると

思いなさい。 

勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。 

望みを抱いて喜び、艱難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。12：4～12 

 

 

…あなたがたを迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。 

喜ぶ者といっしょに喜び、泣く者といっしょに泣きなさい。12：15 

 

 

もし生きるなら、主のために生き、もし死ぬなら、主のために死ぬのです。ですから、生きるに

しても、死ぬにしても、私たちは主のものです。14：8 
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…キリストが神の栄光のために、私たちを受け入れてくださったように、あなたがたも互いに受

け入れなさい。15：7 

 

 

第七節第七節第七節第七節：：：：    コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙    第一第一第一第一  

 

…しかし神は、知恵ある者をはずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者をはず

かしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。＜中略＞ 

これは、神の御前でだれをも誇らせないためです。1：27～29 

 

 

目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、 

そして、人の心に思い浮かんだことのないもの。 

神を愛する者のために、神の備えてくださったものは、みなそうである。2：9 

 

 

…あなたには、何か、もらったものでないものがあるのですか。 

もしもらったのなら、なぜ、もらっていないかのように誇るのですか。4：7 

 

 

あなたがたのからだは、あなたがたのうちに 

住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、 

あなたがたは、もはや自分自身のものでは 

ないことを、知らないのですか。 

あなたがたは、代価をもって買い取られた 

のです。ですから、自分のからだをもって、 

神の栄光を現しなさい。6：19～20 

 

 

私はだれに対しても自由ですが、より多くの人を 

獲得するために、すべての人の奴隷となりました。 

ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それは 

ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいません

が、律法の下にある者のようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。 

 

律法を持たない人々に対しては、――私は神の律法の外にある者ではなく、キリストの律法

を守る者ですが、――律法を持たない者のようになりました。それは律法を持たない人々を獲

得するためです。 

弱い人々には、弱い者になりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人に、すべての

ものとなりました。それは、何とかして、幾人かでも救うためです。9：18～22 

 

 

あなたがたの会った試練はみな人の知らないようなものではありません。神は真実な方です

から、あなたがたを耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。む

しろ、耐えることのできるように、試練とともに、脱出の道も備えてくださいます。10：13 
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すべてのことは、してもよいのです。しかし、すべてのことが有益とはかぎりません。すべての

ことは、してもよいのです。しかし、すべてのことが徳を高めるとはかぎりません。 

だれでも、自分の利益を求めないで、他人の利益を心がけなさい。10：23～24 

 

 

…あなたがたは、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を現すためにしなさい。

10：31 

 

 

たとい、私が人の異言や、御使いの異言で話しても、愛がないなら、やかましいどらや、うるさ

いシンバルと同じです。 

また、たとい私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また、

山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、何の値打ちもありません。 

また、たとい私が持っている物の全部を貧しい人たちに分け与え、また私のからだを焼かれる

ために渡しても、愛がなければ、何の役にも立ちません。13：1～3 

 

 

愛は寛大であり、愛は親切です。また人をねたみません。愛は自慢せず、高慢になりません。 

礼儀に反することをせず、自分の利を求めず、怒らず、他人のした悪を思わず、 

不正を喜ばずに真理を喜びます。 

すべてをがまんし、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。 

愛は決して絶えることがありません。13：4～8 

 

 

…堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励みなさい。あなたがたは自分たちの労

苦が、主にあってむだでないことを知っているのですから。15：58 

 

 

第八節第八節第八節第八節：：：：    コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙    第二第二第二第二  

 

神は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。こうして、私たちも、自分自

身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるので

す。1：4 

 

 

主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。3：17 

 

 

私たちは、四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方にくれていますが、

行きづまることはありません。 

迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。4：8～9 

 

 

ですから、私たちは勇気を失いません。たとい私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々

新たにされています。 

今の時の軽い艱難は、私たちのうちに働いて、測り知れない、重い永遠の栄光をもたらすか
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らです。 

私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的で

あり、見えないものはいつまでも続くからです。4：16～18 

 

 

…また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のため

にではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。 

ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。5：15～16 

 

…しかし、主は「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうち

に完全に現れるからである。」と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私を覆うた

めに、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。 

ですから、私はキリストのために、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、

私が弱いときにこそ、私は強いからです。12：9～10 

 

 

私たちは、真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら、何でもできるのです。

13：8 

 

 

第九節第九節第九節第九節：：：：    ガラテヤガラテヤガラテヤガラテヤ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙  

 

私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが

私のうちに生きておられるのです。いま私が、この世に生きているのは、私を愛し私のために

ご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。』2：20 

 

 

ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あな

たがたはみな、キリスト・イエスにあって、一つだからです。3：28 

 

 

…御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを

禁ずる律法はありません。 

キリスト・イエスにつく者は、自分の肉を、さまざまの情欲や欲望とともに、十字架につけてし

まったのです。 

もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊に導かれて、進もうではありませんか。5：22～25 

 

 

だれでも、りっぱでもない自分を何かりっぱでもあるかのように思うなら、自分を欺いているの

です。 

おのおの自分の行ないをよく調べてみなさい。 そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分

だけの誇りで、ほかの人に対して誇れることではないでしょう。 

 

人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があるのです。＜中略＞ 

善を行なうのに飽いてはいけません。 失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになり

ます。6：3～5、9 
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第十節第十節第十節第十節：：：：    エペソエペソエペソエペソ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙  

 

あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。 

それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。 

行ないによるのではありません。だれも誇ることのないためです。 

 

私たちは神の作品であって、良い行ないをするためにキリスト・イエス 

にあって造られたのです。 神は、私たちが良い行ないに歩むように、 

その良い行ないをもあらかじめ備えてくださったのです。2：8～10 

 

 

どうか父が、その栄光の豊かさに従い、御霊により、力を 

もって、あなたがたの内なる人を強くしてくださいますように。 

こうしてキリストが、あなたがたの信仰によって、あなたがた 

の心のうちに住んでいてくださいますように。 

また、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなたがたが、 

すべての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれ 

ほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるか 

に越えたキリストの愛を知ることができますように。 

こうして、神ご自身の満ち満ちたさまにまで、あなたがたが 

満たされますように。3：16～19 

 

 

あなたがたは、以前は暗やみでしたが、今は主にあって、光となりました。 

光の子どもらしく歩みなさい。光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真実なのです。 

そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。5：8～10 

 

 

そのように、夫も自分の妻を自分のからだのように愛さなければなりません。自分の妻を愛す

る者は自分を愛しているのです。5：28 

 

 

…人のご機嫌取りのような、うわべだけの仕え方でなく、キリストのしもべとして、心から神の

みこころを行ない、人にではなく、主に仕えるように、善意を持って仕えなさい。 

良いことを行なえば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けるこ

とをあなたがたは知っています。6：6～8 

 

 

…主にあって、その大能の力によって強められなさい。 

悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神の全ての武具を身に着けなさい。 

私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗やみの世界の支配者たち、ま

た、天にいるもろもろの悪霊に対するものです。 

ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また、一切を成し遂げて、堅く立つことができ

るように、神のすべての武具をとりなさい。6：10～13 
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第十一節第十一節第十一節第十一節：：：：    ピリピピリピピリピピリピ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙  

 

私にとっては、生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。 

しかし、もしこの肉体のいのちが続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、ど

ちらを選んだらよいのか、私にはわかりません。1：21～22 

 

 

何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりすぐれた者と思

いなさい。 

自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。 

あなたがたの間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリスト･イエスのうちにも見られ

るものです。 

キリストは、神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、

ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。2：2～7 

 

 

キリストは人としての性質をもって現われ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死に

までも従われたのです。 

それゆえ、神は、キリストを高く上げて、すべての名にまさる名をお与えになりました。 

それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、

膝をかがめ、すべての口が、「イエス・キリストは主である」と告白して、父なる神がほめたたえ

られるためです。2：8～11 

 

 

神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるの

です。 

すべてのことを、つぶやかず、疑わずに行ないなさい。 

それは、あなたがたが、非難されるところのない純真な者となり、また、曲がった邪悪な世代

の中にあって傷のない神の子供となり、 

いのちのことばをしっかり握って、彼らの間で世のとして輝くためです。2：13～16 

 

 

私は、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして、

追求しているのです。 そして、それを得るようにとキリスト・イエスが私を捕らえてくださったの

です。 

兄弟たちよ。私は、自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ、この一事に励んで

います。 すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリスト・イエ

スにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているので

す。 

ですから、成人である者はみな、このような考え方をしましょう。 もし、あなたがたがどこかで

これと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなたがたに明らかにしてくださいます。

3：12～15 

 

 

いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。 

あなたがたの寛容な心を、すべての人に知らせなさい。主は近いのです。 
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何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたが

たの願い事を神に知っていただきなさい。 

そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエス

にあって守ってくれます。4：4～7 

 

 

すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべて

の愛すべきこと、すべての評判の良いこと、そのほか徳と言われること、賞賛に値することが

あるならば、そのようなことに心を留めなさい。4：8 

 

 

私は、どんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。 

私は、貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くこと

にも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていま

す。 

私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。4：11～13 

 

 

第十二節第十二節第十二節第十二節：：：：    コロサイコロサイコロサイコロサイ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙  

 

それゆえに、神に選ばれた者、聖なる、愛されている者として、あなたがたは深い同情心、慈

愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。 

互いに忍びあい、誰かがほかの人に不満を抱くことがあっても、互いに赦し合いなさい。主が

あなたがたを赦してくださったように、あなたがたもそうしなさい。 

 

そして、これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全なものです。 

キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなたがたも召

されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。3：12～15 

 

 

奴隷たちよ。すべてのことについて、地上の主人に従いなさい。人のごきげんとりのような、う

わべだけの仕え方ではなく、主を恐れかしこみつつ、真心から従いなさい。 

何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい。3：22～23 

 

 

第十三節第十三節第十三節第十三節：：：：    テサロニケテサロニケテサロニケテサロニケ人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙    第一第一第一第一  

 

ですから、あなたがたは、今しているとおり、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。 

兄弟たちよ。 あなたがたにお願いします。あなたがたの間で労苦し、主にあってあなたがた

を指導し、訓戒している人々を認めなさい。 

その務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。 

 

兄弟たち。あなたがたに勧告します。気ままな者を戒め、小心な者を励まし、弱い者を助け、

すべての人に対して寛容でありなさい。 

だれも悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、い

つも善を行なうよう務めなさい。 
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いつも喜んでいなさい。 

絶えず祈りなさい。 

すべての事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって神があなたがたに望ん

でおられることです。5：11～18 

 

 

第十四節第十四節第十四節第十四節：：：：    テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙    第一第一第一第一  

 

キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世に来られた。」ということばは、まことであり、その

まま受け入れるに値するものです。私はその罪人のかしらです。 

しかし、そのような私があわれみを受けたのは、イエス・キリストが、今後彼を信じて永遠のい

のちを得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださ

ったからです。1：15～16 

 

 

金銭を愛することが、あらゆる悪の根だからです。ある人たちは、金を追い求めたために、信

仰から迷い出て、非常な苦痛をもって自分を刺し通しました。6：10 

 

 

この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また、たよりにならない富に望み

を置かないように。むしろ、私たちにすべての物を豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを

置くように。 

また、人の益を計り、良い行ないに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。 

また、まことのいのちを得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げる

ように。6：17～19 

 

 

第十五節第十五節第十五節第十五節：：：：    テモテテモテテモテテモテへのへのへのへの手紙手紙手紙手紙    第二第二第二第二  

 

神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。1：7 

神は私たちを救い、また、聖なる招きをもって召して 

くださいましたが、それは私たちの働きによるのでは 

なく、ご自身の計画と恵みとによるのです。1：9 

 

 

もし私たちが、彼とともに死んだのなら、彼とともに 

生きるようになる。 

もし耐え忍んでいるなら、彼とともに治めるようになる。 

もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。 

私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。 

彼にはご自身を否むことができないからである。2：11 

 

 

聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。 

それは、神の人が、すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられた者となるためで

す。3：16～17 



-36- 

第十六節第十六節第十六節第十六節：：：：    ヘブルヘブルヘブルヘブル人人人人へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙  

 

そこで、子たちはみな血と肉を持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちに

なりました。これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐

怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。2：14～15 

 

 

主は、ご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできに

なるのです。2：18 

 

 

私たちの大祭司（＝イエス・キリスト）は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪

は犯されませんでしたが、すべての点で、私たちと同じように、試みに会われたのです。4：15 

 

 

彼は、自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができ

るのです。5：2 

 

 

ですから、あなたがたの確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものな

のです。 

あなたがたが神のみこころを行なって、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。

10：35～36 

 

 

信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです。11：1 

 

 

信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を

求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないのです。11：6 

 

 

信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスは、ご自分の

前に置かれた喜びのゆえに、はずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着

座されました。 

あなたがたは、罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それは、あなた

がたの心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。12：2～3 

 

 

訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなたがたを子として扱っておられるのです。 父が懲らし

めることをしない子がいるでしょうか。＜中略＞ 

すべての懲らしめは、そのときは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、

後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。12：5～7、11 
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第十七節第十七節第十七節第十七節：：：：    ヤコブヤコブヤコブヤコブのののの手紙手紙手紙手紙  

 

私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。 

信仰がためされると忍耐が生じるということを、あなたがたは知っているからです。 

その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなたがたは、何一つ欠けたところのない、成

長を遂げた、完全な者となります。1：2～3 

 

 

みことばを実行する人になりなさい。 自分を欺いて、 

ただ聞くだけの者であってはいけません。1：22 

 

 

だれかが自分には信仰があると言っても、その人に 

行ないがないなら、何の役に立ちましょう。そのような 

信仰がその人を救うことができるでしょうか。 

 

もし、兄弟または姉妹の誰かが、着る物がなく、また、 

毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた 

がたのうちだれかが、その人たちに、「安心して行きなさい。暖かになり、十分に食べなさい。」

と言っても、もしからだに必要な物を与えないなら、何の役に立つでしょう。 

それと同じように、信仰も、もし行ないがなかったなら、それだけでは、死んだものです。 

こう言う人もあるでしょう。「あなたは信仰を持っているが、私は行ないを持っています。行ない

のないあなたの信仰を、私に見せてください。私は、行ないによって、私の信仰をあなたに見

せてあげます。2：14～18 

 

 

第十八節第十八節第十八節第十八節：：：：    ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙    第一第一第一第一  

 

愛する者たちよ。あなたがたにお勧めします。旅人であり寄留者であるあなたがたは、たまし

いに戦いをいどむ肉の欲を遠ざけなさい。 

異邦人の中にあって、りっぱにふるまいなさい。そうすれば、彼らは、何かのことであなたがた

を悪人呼ばわりしていても、あなたがたのそのりっぱな行ないを見て、おとずれの日に神をほ

めたたえるようになります。2：11～12 

 

 

あなたがたが召されたのは、実にそのためです。キリストも、あなたがたのために苦しみを受

け、その足跡に従うようにと、あなたがたに模範を残されました。 

キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見いだされませんでした。 

 

ののしられても、ののしり返さず、苦しめられても、おどすことをせず、正しくさばかれる方にお

任せになりました。 

そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を

離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷ゆえに、あなたがたは、いやされたので

す。2：21～24 

 

 

信仰＝信行（信じて、行なうこと）。 

神から与 えられる栄光を、富や権

力などのように、行動によって追い

求めるのではなく。 

与えられた神の声に、つぶやかず

従順に従うことが信行である、と筆

者は言っているのです。 

そして、神の声とは、あなたが今急

速に吸収している、みことばです。 
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…あなたがたはみな、心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、あわれみ深く、謙遜であり

なさい。 

悪を持って悪に報いず、侮辱を持って侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなたがた

は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。 

「いのちを愛し、 

幸いな日々を過ごしたいと思う者は、 

舌を押えて悪を言わず、 

くちびるを閉ざして偽りを語らず、 

悪から遠ざかって善を行ない、 

平和を求めてこれを追い求めよ。 

主の目は義人の上に注がれ、 

主の耳は彼らの祈りに傾けられる。 

しかし主の顔は、 

悪を行なう者に立ち向かう。」3：8～12 

 

 

もし、あなたがたが善に熱心であるなら、だれがあなたがたに害を加えるでしょう。 

いや、たとい義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐

れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。 

むしろ、心の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある希望につ

いて説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。 

 

ただし、優しく、慎み恐れて、また、正しい良心をもって弁明しなさい。そうすれば、キリストに

あるあなたがたの正しい生き方をののしる人たちが、あなたがたをそしったことで恥じ入るでし

ょう。もし、神のみこころなら、善を行なって苦しみを受けるのが、悪を行なって苦しみを受ける

よりよいのです。 

キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。そ

れは、＜中略＞私たちを神のみもとに導くためでした。3：13～18 

 

 

何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪をおおうからです。4：8 

 

 

あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配してくださ

るからです。5：7 

 

 

第十九節第十九節第十九節第十九節：：：：    ペテロペテロペテロペテロのののの手紙手紙手紙手紙    第二第二第二第二  

 

こういうわけですから、あなたがたは、あらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知

識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を、敬虔には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加

えなさい。 

 

これらがあなたがたに備わり、ますます豊かになるなら、あなたがたは、私たちの主イエス・キ

リストを知る点で、役に立たない者とか、実を結ばない者になることはありません。1：2～8 
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主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではあり

ません。かえって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを

望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。3：9 

 

 

第二十節第二十節第二十節第二十節：：：：    ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの手紙手紙手紙手紙    第一第一第一第一  

 

子どもたちよ。私たちは、ことばや口先だけで愛することをせず、行ないと真実をもって愛そう

ではありませんか。 

それによって、私たちは、自分が真理に属するものであることを知り、そして、神の御前に心を

安らかにされるのです。 

たとい自分の心が責めてもです。なぜなら，神は私たちの心よりも大きく，そして何もかもご存

じだからです。3：18～20 

 

 

神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられたとおりに、私

たちが互いに愛し合うことです。3：23 

愛する者たち。 私たちは、互いに愛し合いましょう。 愛は神から出ているのです。 愛のある

者はみな神から生まれ、神を知っています。  

愛のない者に、神はわかりません。 なぜなら神は愛だからです。4：7～8 

 

 

神はそのひとり子を世に遣わし、その方によって私たちに、いのちを得させてくださいました。

ここに、神の愛が私たちに示されたのです。 

私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物と

しての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。 

 

愛する者たち。神がこれほどまでに私たちを愛して下さったのなら、私たちもまた互いに愛し

合うべきです。4：9～11 

 

 

何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これ

こそ神に対する私たちの確信です。 

私たちの願う事を神が聞いてくださると知れば、神に願ったその事は、すでにかなえられたと

知るのです。5：14～15 

 

 

第二十一節第二十一節第二十一節第二十一節：：：：    ヨハネヨハネヨハネヨハネのののの黙示録黙示録黙示録黙示録  

 

見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。だれでも、 

わたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、 

彼のところにはいって、彼とともに食事をし、彼も 

わたしとともに食事をする。3：20 
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