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一

二

マタイの福音書

アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・
キリストの系図。

二 アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが
生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、 三 ユ
ダに、タマルによってパレスとザラが生まれ、パレス
にエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、
四 アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナアソ
ンが生まれ、ナアソンにサルモンが生まれ、 五 サルモ
ンに、ラハブによってボアズが生まれ、ボアズに、ル
ツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生ま
れ、 六 エッサイにダビデ王が生まれた。

ダビデに、ウリヤの妻によってソロモンが生まれ、
七 ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビ
ヤが生まれ、アビヤにアサが生まれ、 八 アサにヨサパ
テが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウ
ジヤが生まれ、 九 ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムに
アハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、 十 ヒゼ
キヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、ア
モンにヨシヤが生まれ、 十一 ヨシヤに、バビロン移住
のころエコニヤとその兄弟たちが生まれた。

十二 バビロン移住の後、エコニヤにサラテルが生ま
れ、サラテルにゾロバベルが生まれ、 十三 ゾロバベル
にアビウデが生まれ、アビウデにエリヤキムが生ま
れ、エリヤキムにアゾルが生まれ、 十四 アゾルにサド
クが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリ
ウデが生まれ、 十五 エリウデにエレアザルが生まれ、
エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生ま
れ、 十六 ヤコブにマリヤの夫ヨセフが生まれた。キリ
ストと呼ばれるイエスはこのマリヤからお生まれにな
った。

十七 それで、アブラハムからダビデまでの代が全部
で十四代、ダビデからバビロン移住までが十四代、バ
ビロン移住からキリストまでが十四代になる。

十八 イエス・キリストの誕生は次のようであった。
その母マリヤはヨセフの妻と決まっていたが、ふたり
がまだいっしょにならないうちに、聖霊によって身重
になったことがわかった。 十九 夫のヨセフは正しい人
であって、彼女をさらし者にはしたくなかったので、
内密に去らせようと決めた。 二十 彼がこのことを思い
巡らしていたとき、主の使いが夢に現われて言った。

「ダビデの子ヨセフ。恐れないであなたの妻マリヤを
迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるの
です。 二十一 マリヤは男の子を産みます。その名をイ
エスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪
から救ってくださる方です。」 二十二 このすべての出
来事は、主が預言者を通して言われた事が成就するた
めであった。 二十三 「見よ、処女がみごもっている。
そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれ
る。」（訳すと、神は私たちとともにおられる、とい
う意味である。） 二十四 ヨセフは眠りからさめ、主の
使いに命じられたとおりにして、その妻を迎え入れ、
二十五 そして、子どもが生まれるまで彼女を知ることが
なく、その子どもの名をイエスとつけた。

イエスが、ヘロデ王の時代に、ユダヤのベツ
レヘムでお生まれになったとき、見よ、東方

の博士たちがエルサレムにやって来て、こう言った。
二 「ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこに
おいでになりますか。私たちは、東のほうでその方の
星を見たので、拝みにまいりました。」 三 それを聞い
て、ヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と
同様であった。 四 そこで、王は、民の祭司長たち、学
者たちをみな集めて、キリストはどこで生まれるのか
と問いただした。 五 彼らは王に言った。「ユダヤのベ
ツレヘムです。預言者によってこう書かれているから
です。
六 『ユダの地、ベツレヘム。
あなたはユダを治める者たちの中で、
決して一番小さくはない。
わたしの民イスラエルを治める支配者が、
あなたから出るのだから。』」
七 そこで、ヘロデはひそかに博士たちを呼んで、彼ら
から星の出現の時間を突き止めた。 八 そして、こう言
って彼らをベツレヘムに送った。「行って幼子のこと
を詳しく調べ、わかったら知らせてもらいたい。私も
行って拝むから。」 九 彼らは王の言ったことを聞いて
出かけた。すると、見よ、東方で見た星が彼らを先導
し、ついに幼子のおられる所まで進んで行き、その上
にとどまった。 十 その星を見て、彼らはこの上もなく
喜んだ。 十一 そしてその家にはいって、母マリヤとと
もにおられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして、
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三

四

宝の箱をあけて、黄金、乳香、没薬を贈り物としてさ
さげた。 十二 それから、夢でヘロデのところへ戻るな
という戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っ
て行った。

十三 彼らが帰って行ったとき、見よ、主の使いが夢
でヨセフに現われて言った。「立って、幼子とその母
を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして、私が知らせ
るまで、そこにいなさい。ヘロデがこの幼子を捜し出
して殺そうとしています。」 十四 そこで、ヨセフは立
って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立
ちのき、 十五 ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは、
主が預言者を通して、「わたしはエジプトから、わた
しの子を呼び出した。」と言われた事が成就するため
であった。

十六 その後、ヘロデは、博士たちにだまされたこと
がわかると、非常におこって、人をやって、ベツレヘ
ムとその近辺の二歳以下の男の子をひとり残らず殺さ
せた。その年令は博士たちから突き止めておいた時間
から割り出したのである。 十七 そのとき、預言者エレ
ミヤを通して言われた事が成就した。
十八 「ラマで声がする。
泣き、そして嘆き叫ぶ声。
ラケルがその子らのために泣いている。
ラケルは慰められることを拒んだ。
子らがもういないからだ。」

十九 ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが、夢でエジ
プトにいるヨセフに現われて、言った。 二十 「立っ
て、幼子とその母を連れて、イスラエルの地に行きな
さい。幼子のいのちをつけねらっていた人たちは死
にました。」 二十一 そこで、彼は立って、幼子とその
母を連れて、イスラエルの地にはいった。 二十二 しか
し、アケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めて
いると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れ
た。そして、夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に
立ちのいた。 二十三 そして、ナザレという町に行って
住んだ。これは預言者たちを通して「この方はナザレ
人と呼ばれる。」と言われた事が成就するためであっ
た。

そのころ、バプテスマのヨハネが現われ、ユ
ダヤの荒野で教えを宣べて、言った。 二 「悔

い改めなさい。天の御国が近づいたから。」 三 この人
は預言者イザヤによって、
「荒野で叫ぶ者の声がする。『主の道を用意し、主の
通られる道をまっすぐにせよ。』」
と言われたその人である。 四 このヨハネは、らくだ
の毛の着物を着、腰には皮の帯を締め、その食べ物は
いなごと野蜜であった。 五 さて、エルサレム、ユダヤ
全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのとこ

ろへ出て行き、 六 自分の罪を告白して、ヨルダン川で
彼からバプテスマを受けた。 七 しかし、パリサイ人
やサドカイ人が大ぜいバプテスマを受けに来るのを
見たとき、ヨハネは彼らに言った。「まむしのすえた
ち。だれが必ず来る御怒りをのがれるように教えたの
か。 八 それなら、悔い改めにふさわしい実を結びなさ
い。 九 『われわれの先祖はアブラハムだ。』と心の中
で言うような考えではいけません。あなたがたに言っ
ておくが、神は、この石ころからでも、アブラハムの
子孫を起こすことがおできになるのです。 十 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。
十一 私は、あなたがたが悔い改めるために、水のバプ
テスマを授けていますが、私のあとから来られる方
は、私よりもさらに力のある方です。私はその方のは
きものを脱がせてあげる値うちもありません。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。 十二 手に箕を持っておられ、ご自分の脱穀
場をすみずみまできよめられます。麦を倉に納め、殻
を消えない火で焼き尽くされます。」

十三 さて、イエスは、ヨハネからバプテスマを受け
るために、ガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨ
ハネのところに来られた。 十四 しかし、ヨハネはイエ
スにそうさせまいとして、言った。「私こそ、あなた
からバプテスマを受けるはずですのに、あなたが、私
のところにおいでになるのですか。」 十五 ところが、
イエスは答えて言われた。「今はそうさせてもらいた
い。このようにして、すべての正しいことを実行する
のは、わたしたちにふさわしいのです。」そこで、ヨ
ハネは承知した。 十六 こうして、イエスはバプテスマ
を受けて、すぐに水から上がられた。すると、天が開
け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られ
るのをご覧になった。 十七 また、天からこう告げる声
が聞こえた。「これは、わたしの愛する子、わたしは
これを喜ぶ。」

さて、イエスは、悪魔の試みを受けるため、
御霊に導かれて荒野に上って行かれた。 二 そ

して、四十日四十夜断食したあとで、空腹を覚えられ
た。 三 すると、試みる者が近づいて来て言った。「あ
なたが神の子なら、この石がパンになるように、命じ
なさい。」 四 イエスは答えて言われた。「『人はパン
だけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの
ことばによる。』と書いてある。」 五 すると、悪魔は
イエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせ
て、 六 言った。「あなたが神の子なら、下に身を投げ
てみなさい。『神は御使いたちに命じて、その手にあ
なたをささえさせ、あなたの足が石に打ち当たること
のないようにされる。』と書いてありますから。」
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五

七 イエスは言われた。「『あなたの神である主を試み
てはならない。』とも書いてある。」 八 今度は悪魔
は、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のす
べての国々とその栄華を見せて、 九 言った。「もしひ
れ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上
げましょう。」 十 イエスは言われた。「引き下がれ、
サタン。『あなたの神である主を拝み、主にだけ仕え
よ。』と書いてある。」 十一 すると悪魔はイエスを離
れて行き、見よ、御使いたちが近づいて来て仕えた。

十二 ヨハネが捕えられたと聞いてイエスは、ガリラ
ヤへ立ちのかれた。 十三 そしてナザレを去って、カペ
ナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの
境にある、湖のほとりの町である。 十四 これは、預言
者イザヤを通して言われた事が、成就するためであっ
た。すなわち、
十五 「ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、
ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。
十六 暗やみの中にすわっていた民は偉大な光を見、
死の地と死の陰にすわっていた人々に、
光が上った。」

十七 この時から、イエスは宣教を開始して、言われ
た。「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。」

十八 イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた
とき、ふたりの兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその
兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打って
いた。漁師だったからである。 十九 イエスは彼らに言
われた。「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。」 二十 彼らはすぐに
網を捨てて従った。 二十一 そこからなお行かれると、
イエスは、別のふたりの兄弟、ゼベダイの子ヤコブと
その兄弟ヨハネが、父ゼベダイといっしょに舟の中で
網を繕っているのをご覧になり、ふたりをお呼びにな
った。 二十二 彼らはすぐに舟も父も残してイエスに従
った。

二十三 イエスはガリラヤ全土を巡って、会堂で教え、
御国の福音を宣べ伝え、民の中のあらゆる病気、あら
ゆるわずらいを直された。 二十四 イエスのうわさはシ
リヤ全体に広まった。それで、人々は、さまざまの病
気と痛みに苦しむ病人、悪霊につかれた人、てんかん
持ちや、中風の者などをみな、みもとに連れて来た。
イエスは彼らをお直しになった。 二十五 こうしてガリ
ラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダ
ンの向こう岸から大ぜいの群衆がイエスにつき従っ
た。

この群衆を見て、イエスは山に登り、おすわ
りになると、弟子たちがみもとに来た。 二 そ

こで、イエスは口を開き、彼らに教えて、言われた。

三 「心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のも
のだからです。
四 悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからで
す。
五 柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからで
す。
六 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。
七 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。
八 心のきよい者は幸いです。その人は神を見るからで
す。
九 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。
十 義のために迫害されている者は幸いです。天の御国
はその人のものだからです。
十一 わたしのために、ののしられたり、迫害された
り、また、ありもしないことで悪口雑言を言われたり
するとき、あなたがたは幸いです。 十二 喜びなさい。
喜びおどりなさい。天においてあなたがたの報いは
大きいのだから。あなたがたより前に来た預言者た
ちも、そのように迫害されました。 十三 あなたがた
は、地の塩です。もし塩が塩けをなくしたら、何に
よって塩けをつけるのでしょう。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。 十四 あなたがたは、世界の光です。山の上にある
町は隠れる事ができません。 十五 また、あかりをつけ
て、それを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、家にいる人々全部を照らしま
す。 十六 このように、あなたがたの光を人々の前で輝
かせ、人々があなたがたの良い行ないを見て、天にお
られるあなたがたの父をあがめるようにしなさい。

十七 わたしが来たのは律法や預言者を廃棄するため
だと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、
成就するために来たのです。 十八 まことに、あなたが
たに告げます。天地が滅びうせない限り、律法の中の
一点一画でも決してすたれることはありません。全部
が成就されます。 十九 だから、戒めのうち最も小さい
ものの一つでも、これを破ったり、また破るように人
に教えたりする者は、天の御国で、最も小さい者と呼
ばれます。しかし、それを守り、また守るように教え
る者は、天の御国で、偉大な者と呼ばれます。 二十 ま
ことに、あなたがたに告げます。もしあなたがたの義
が、律法学者やパリサイ人の義にまさるものでないな
ら、あなたがたは決して天の御国に、はいれません。

二十一 昔の人々に、『人を殺してはならない。人を殺
す者はさばきを受けなければならない。』と言われ
たのを、あなたがたは聞いています。 二十二 しかし、
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わたしはあなたがたに言います。兄弟に向かって腹
を立てる者は、だれでもさばきを受けなければなり
ません。兄弟に向かって『能なし。』と言うような者
は、最高議会に引き渡されます。また、『ばか者。』
と言うような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。
二十三 だから、祭壇の上に供え物をささげようとして
いるとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い
出したなら、 二十四 供え物はそこに、祭壇の前に置い
たままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直
りをしなさい。それから、来て、その供え物をささげ
なさい。 二十五 あなたを告訴する者とは、あなたが彼
といっしょに途中にある間に早く仲良くなりなさい。
そうでないと、告訴する者は、あなたを裁判官に引き
渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢
に入れられることになります。 二十六 まことに、あな
たに告げます。あなたは最後の一コドラントを支払う
までは、そこから出ては来られません。

二十七 『姦淫してはならない。』と言われたのを、
あなたがたは聞いています。 二十八 しかし、わたしは
あなたがたに言います。だれでも情欲をいだいて女
を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。
二十九 もし、右の目が、あなたをつまずかせるなら、
えぐり出して、捨ててしまいなさい。からだの一部を
失っても、からだ全体ゲヘナに投げ込まれるよりは、
よいからです。 三十 もし、右の手があなたをつまずか
せるなら、切って、捨ててしまいなさい。からだの一
部を失っても、からだ全体ゲヘナに落ちるよりは、
よいからです。 三十一 また『だれでも、妻を離別する
者は、妻に離婚状を与えよ。』と言われています。
三十二 しかし、わたしはあなたがたに言います。だれで
あっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に
姦淫を犯させるのです。また、だれでも、離別された
女と結婚すれば、姦淫を犯すのです。

三十三 さらにまた、昔の人々に、『偽りの誓いを立て
てはならない。あなたの誓ったことを主に果たせ。』
と言われていたのを、あなたがたは聞いています。
三十四 しかし、わたしはあなたがたに言います。決して
誓ってはいけません。すなわち、天をさして誓っては
いけません。そこは神の御座だからです。 三十五 地を
さして誓ってもいけません。そこは神の足台だからで
す。エルサレムをさして誓ってもいけません。そこは
偉大な王の都だからです。 三十六 あなたの頭をさして
誓ってもいけません。あなたは、一本の髪の毛すら、
白くも黒くもできないからです。 三十七 だから、あな
たがたは、『はい。』は『はい。』、『いいえ。』は
『いいえ。』とだけ言いなさい。それ以上のことは悪
いことです。

三十八 『目には目で、歯には歯で。』と言われたの
を、あなたがたは聞いています。 三十九 しかし、わた
しはあなたがたに言います。悪い者に手向かってはい
けません。あなたの右の頬を打つような者には、左の
頬も向けなさい。 四十 あなたを告訴して下着を取ろう
とする者には、上着もやりなさい。 四十一 あなたに一
ミリオン行けと強いるような者とは、いっしょに二ミ
リオン行きなさい。 四十二 求める者には与え、借りよ
うとする者は断わらないようにしなさい。

四十三 『自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め。』と言
われたのを、あなたがたは聞いています。 四十四 しか
し、わたしはあなたがたに言います。自分の敵を愛
し、迫害する者のために祈りなさい。 四十五 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。 四十六 自分を愛してくれる者を愛し
たからといって、何の報いが受けられるでしょう。取
税人でも、同じことをしているではありませんか。
四十七 また、自分の兄弟にだけあいさつしたからとい
って、どれだけまさったことをしたのでしょう。異邦
人でも同じことをするではありませんか。 四十八 だか
ら、あなたがたは、天の父が完全なように、完全であ
りなさい。

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。
二 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。まことに、あな
たがたに告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取
っているのです。 三 あなたは、施しをするとき、右の
手のしていることを左の手に知られないようにしなさ
い。 四 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。

五 また、祈るときには、偽善者たちのようであって
はいけません。彼らは、人に見られたくて会堂や通
りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まこと
に、あなたがたに告げます。彼らはすでに自分の報い
を受け取っているのです。 六 あなたは、祈るときには
自分の奥まった部屋にはいりなさい。そして、戸をし
めて、隠れた所におられるあなたの父に祈りなさい。
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。 七 また、祈るとき、異
邦人のように同じことばを、ただくり返してはいけま
せん。彼らはことば数が多ければ聞かれると思ってい
るのです。 八 だから、彼らのまねをしてはいけませ
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七

ん。あなたがたの父なる神は、あなたがたがお願いす
る先に、あなたがたに必要なものを知っておられるか
らです。 九 だから、こう祈りなさい。
『天にいます私たちの父よ。
御名があがめられますように。
十 御国が来ますように。
みこころが天で行なわれるように地でも行なわれます
ように。
十一 私たちの日ごとの糧をきょうもお与えください。
十二 私たちの負いめをお赦しください。
私たちも、私たちに負いめのある人たちを赦しまし
た。
十三 私たちを試みに会わせないで、悪からお救いくだ
さい。』［国と力と栄えは、とこしえにあなたのもの
だからです。アーメン。］
十四 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います。 十五 しかし、人を赦
さないなら、あなたがたの父もあなたがたの罪をお赦
しになりません。

十六 断食するときには、偽善者たちのようにやつれ
た顔つきをしてはいけません。彼らは、断食している
ことが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。
まことに、あなたがたに告げます。彼らはすでに自分
の報いを受け取っているのです。 十七 しかし、あなた
が断食するときには、自分の頭に油を塗り、顔を洗い
なさい。 十八 それは、断食していることが、人には見
られないで、隠れた所におられるあなたの父に見られ
るためです。そうすれば、隠れた所で見ておられるあ
なたの父が報いてくださいます。

十九 自分の宝を地上にたくわえるのはやめなさい。
そこでは虫とさびで、きず物になり、また盗人が穴
をあけて盗みます。 二十 自分の宝は、天にたくわえな
さい。そこでは、虫もさびもつかず、盗人が穴をあけ
て盗むこともありません。 二十一 あなたの宝のあると
ころに、あなたの心もあるからです。 二十二 からだの
あかりは目です。それで、もしあなたの目が健全な
ら、あなたの全身が明るいが、 二十三 もし、目が悪け
れば、あなたの全身が暗いでしょう。それなら、もし
あなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでし
ょう。 二十四 だれも、ふたりの主人に仕えることはで
きません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重ん
じて他方を軽んじたりするからです。あなたがたは、
神にも仕え、また富にも仕えるということはできませ
ん。 二十五 だから、わたしはあなたがたに言います。
自分のいのちのことで、何を食べようか、何を飲もう
かと心配したり、また、からだのことで、何を着よう
かと心配したりしてはいけません。いのちは食べ物よ
りたいせつなもの、からだは着物よりたいせつなも

のではありませんか。 二十六 空の鳥を見なさい。種蒔
きもせず、刈り入れもせず、倉に納めることもしませ
ん。けれども、あなたがたの天の父がこれを養ってい
てくださるのです。あなたがたは、鳥よりも、もっと
すぐれたものではありませんか。 二十七 あなたがたの
うちだれが、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。 二十八 なぜ着物の
ことで心配するのですか。野のゆりがどうして育つの
か、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしませ
ん。 二十九 しかし、わたしはあなたがたに言います。
栄華を窮めたソロモンでさえ、このような花の一つほ
どにも着飾ってはいませんでした。 三十 きょうあって
も、あすは炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほ
どに装ってくださるのだから、ましてあなたがたに、
よくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の
薄い人たち。 三十一 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。 三十二 こういうものはみな、異邦人
が切に求めているものなのです。しかし、あなたがた
の天の父は、それがみなあなたがたに必要であるこ
とを知っておられます。 三十三 だから、神の国とその
義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加
えて、これらのものはすべて与えられます。 三十四 だ
から、あすのための心配は無用です。あすのことはあ
すが心配します。労苦はその日その日に、十分ありま
す。

さばいてはいけません。さばかれないためで
す。 二 あなたがたがさばくとおりに、あなた

がたもさばかれ、あなたがたが量るとおりに、あなた
がたも量られるからです。 三 また、なぜあなたは、兄
弟の目の中のちりに目をつけるが、自分の目の中の梁
には気がつかないのですか。 四 兄弟に向かって、『あ
なたの目のちりを取らせてください。』などとどうし
て言うのですか。見なさい、自分の目には梁があるで
はありませんか。 五 偽善者たち。まず自分の目から梁
を取りのけなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄
弟の目からも、ちりを取り除くことができます。

六 聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の
前に、真珠を投げてはなりません。それを足で踏みに
じり、向き直ってあなたがたを引き裂くでしょうか
ら。

七 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。 八 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。 九 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。 十 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。 十一 してみる

マタイの福音書 六:九 8 マタイの福音書 七:十一



八と、あなたがたは、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、なおのこと、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ものを下さらないこと
がありましょう。 十二 それで、何事でも、自分にして
もらいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさ
い。これが律法であり預言者です。

十三 狭い門からはいりなさい。滅びに至る門は大き
く、その道は広いからです。そして、そこからはいっ
て行く者が多いのです。 十四 いのちに至る門は小さ
く、その道は狭く、それを見いだす者はまれです。

十五 にせ預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊
のなりをしてやって来るが、うちは貪欲な狼です。
十六 あなたがたは、実によって彼らを見分けることが
できます。ぶどうは、いばらからは取れないし、い
ちじくは、あざみから取れるわけがないでしょう。
十七 同様に、良い木はみな良い実を結ぶが、悪い木は
悪い実を結びます。 十八 良い木が悪い実をならせるこ
とはできないし、また、悪い木が良い実をならせるこ
ともできません。 十九 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。 二十 こういうわけ
で、あなたがたは、実によって彼らを見分けることが
できるのです。 二十一 わたしに向かって、『主よ、主
よ。』と言う者がみな天の御国にはいるのではなく、
天におられるわたしの父のみこころを行なう者がは
いるのです。 二十二 その日には、大ぜいの者がわたし
に言うでしょう。『主よ、主よ。私たちはあなたの名
によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い
出し、あなたの名によって奇蹟をたくさん行なった
ではありませんか。』 二十三 しかし、その時、わたし
は彼らにこう宣告します。『わたしはあなたがたを全
然知らない。不法をなす者ども。わたしから離れて行
け。』

二十四 だから、わたしのこれらのことばを聞いてそ
れを行なう者はみな、岩の上に自分の家を建てた賢い
人に比べることができます。 二十五 雨が降って洪水が
押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それで
も倒れませんでした。岩の上に建てられていたからで
す。 二十六 また、わたしのこれらのことばを聞いてそ
れを行なわない者はみな、砂の上に自分の家を建てた
愚かな人に比べることができます。 二十七 雨が降って
洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、
倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でし
た。」

二十八 イエスがこれらのことばを語り終えられると、
群衆はその教えに驚いた。 二十九 というのは、イエス
が、律法学者たちのようにではなく、権威ある者のよ
うに教えられたからである。

イエスが山から降りて来られると、多くの群
衆がイエスに従った。 二 すると、ひとりのら

い病人がみもとに来て、ひれ伏して言った。「主よ。
お 心 一 つ で、 私 を き よ め る こ と が お で き に な り ま
す。」 三 イエスは手を伸ばして、彼にさわり、「わた
しの心だ。きよくなれ。」と言われた。すると、すぐ
に彼のらい病はきよめられた。 四 イエスは彼に言われ
た。「気をつけて、だれにも話さないようにしなさ
い。ただ、人々へのあかしのために、行って、自分を
祭司に見せなさい。そして、モーセの命じた供え物を
ささげなさい。」

五 イエスがカペナウムにはいられると、ひとりの百
人隊長がみもとに来て、懇願して、 六 言った。「主
よ。私のしもべが中風やみで、家に寝ていて、ひどく
苦しんでおります。」 七 イエスは彼に言われた。「行
って、直してあげよう。」 八 しかし、百人隊長は答え
て言った。「主よ。あなたを私の屋根の下にお入れす
る資格は、私にはありません。ただ、おことばをいた
だかせてください。そうすれば、私のしもべは直り
ますから。 九 と申しますのは、私も権威の下にある
者ですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、そ
のひとりに『行け。』と言えば行きますし、別の者に
『来い。』と言えば来ます。また、しもべに『これを
せよ。』と言えば、そのとおりにいたします。」 十 イ
エスは、これを聞いて驚かれ、ついて来た人たちに
こう言われた。「まことに、あなたがたに告げます。
わたしはイスラエルのうちのだれにも、このような
信仰を見たことがありません。 十一 あなたがたに言い
ますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の
御国で、アブラハム、イサク、ヤコブといっしょに食
卓に着きます。 十二 しかし、御国の子らは外の暗やみ
に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。」
十三 それから、イエスは百人隊長に言われた。「さあ
行きなさい。あなたの信じたとおりになるように。」
すると、ちょうどその時、そのしもべはいやされた。

十四 それから、イエスは、ペテロの家に来られて、
ペテロのしゅうとめが熱病で床に着いているのをご
覧になった。 十五 イエスが手にさわられると、熱がひ
き、彼女は起きてイエスをもてなした。 十六 夕方にな
ると、人々は悪霊につかれた者を大ぜい、みもとに連
れて来た。そこで、イエスはみことばをもって霊ども
を追い出し、また病気の人々をみなお直しになった。
十七 これは、預言者イザヤを通して言われた事が成就
するためであった。「彼が私たちのわずらいを身に引
き受け、私たちの病を背負った。」

十八 さて、イエスは群衆が自分の回りにいるのをご
覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じに
なった。 十九 そこに、ひとりの律法学者が来てこう言
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九

った。「先生。私はあなたのおいでになる所なら、ど
こにでもついてまいります。」 二十 すると、イエスは
彼に言われた。「狐には穴があり、空の鳥には巣があ
るが、人の子には枕する所もありません。」 二十一 ま
た、別のひとりの弟子がイエスにこう言った。「主
よ。まず行って、私の父を葬ることを許してくださ
い。」 二十二 ところが、イエスは彼に言われた。「わ
たしについて来なさい。死人たちに彼らの中の死人た
ちを葬らせなさい。」

二十三 イエスが舟にお乗りになると、弟子たちも従っ
た。 二十四 すると、見よ、湖に大暴風が起こって、舟
は大波をかぶった。ところが、イエスは眠っておられ
た。 二十五 弟子たちはイエスのみもとに来て、イエス
を起こして言った。「主よ。助けてください。私たち
はおぼれそうです。」 二十六 イエスは言われた。「な
ぜこわがるのか、信仰の薄い者たちだ。」それから、
起き上がって、風と湖をしかりつけられると、大なぎ
になった。 二十七 人々は驚いてこう言った。「風や湖
までが言うことをきくとは、いったいこの方はどうい
う方なのだろう。」

二十八 それから、向こう岸のガダラ人の地にお着きに
なると、悪霊につかれた人がふたり墓から出て来て、
イエスに出会った。彼らはひどく狂暴で、だれもその
道を通れないほどであった。 二十九 すると、見よ、彼
らはわめいて言った。「神の子よ。いったい私たちに
何をしようというのです。まだその時ではないのに、
もう私たちを苦しめに来られたのですか。」 三十 とこ
ろで、そこからずっと離れた所に、たくさんの豚の群
れが飼ってあった。 三十一 それで、悪霊どもはイエス
に願ってこう言った。「もし私たちを追い出そうとさ
れるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってくださ
い。」 三十二 イエスは彼らに「行け。」と言われた。
すると、彼らは出て行って豚にはいった。すると、見
よ、その群れ全体がどっとがけから湖へ駆け降りて行
って、水におぼれて死んだ。 三十三 飼っていた者たち
は逃げ出して町に行き、悪霊につかれた人たちのこと
などを残らず知らせた。 三十四 すると、見よ、町中の
者がイエスに会いに出て来た。そして、イエスに会う
と、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。

イエスは舟に乗って湖を渡り、自分の町に帰
られた。 二 すると、人々が中風の人を床に寝

かせたままで、みもとに運んで来た。イエスは彼らの
信仰を見て、中風の人に、「子よ。しっかりしなさ
い。あなたの罪は赦された。」と言われた。 三 する
と、律法学者たちは、心の中で、「この人は神をけが
している。」と言った。 四 イエスは彼らの心の思いを
知って言われた。「なぜ、心の中で悪いことを考えて
いるのか。 五 『あなたの罪は赦された。』と言うの

と、『起きて歩け。』と言うのと、どちらがやさしい
か。 六 人の子が地上で罪を赦す権威を持っていること
を、あなたがたに知らせるために。」こう言って、そ
れから中風の人に、「起きなさい。寝床をたたんで、
家に帰りなさい。」と言われた。 七 すると、彼は起き
て家に帰った。 八 群衆はそれを見て恐ろしくなり、こ
んな権威を人にお与えになった神をあがめた。

九 イエスは、そこを去って道を通りながら、収税所
にすわっているマタイという人をご覧になって、「わ
たしについて来なさい。」と言われた。すると彼は立
ち上がって、イエスに従った。

十 イエスが家で食事の席に着いておられるとき、見
よ、取税人や罪人が大ぜい来て、イエスやその弟子た
ちといっしょに食卓に着いていた。 十一 すると、これ
を見たパリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言っ
た。「なぜ、あなたがたの先生は、取税人や罪人とい
っしょに食事をするのですか。」 十二 イエスはこれを
聞いて言われた。「医者を必要とするのは丈夫な者
ではなく、病人です。 十三 『わたしはあわれみは好む
が、いけにえは好まない。』とはどういう意味か、行
って学んで来なさい。わたしは正しい人を招くためで
はなく、罪人を招くために来たのです。」

十四 するとまた、ヨハネの弟子たちが、イエスのと
ころに来てこう言った。「私たちとパリサイ人は断食
するのに、なぜ、あなたの弟子たちは断食しないので
すか。」 十五 イエスは彼らに言われた。「花婿につき
添う友だちは、花婿がいっしょにいる間は、どうし
て悲しんだりできましょう。しかし、花婿が取り去ら
れる時が来ます。そのときには断食します。 十六 だれ
も、真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなこ
とはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って、
破れがもっとひどくなるからです。 十七 また、人は新
しいぶどう酒を古い皮袋に入れるようなことはしませ
ん。そんなことをすれば、皮袋は裂けて、ぶどう酒が
流れ出てしまい、皮袋もだめになってしまいます。新
しいぶどう酒を新しい皮袋に入れれば、両方とも保ち
ます。」

十八 イエスがこれらのことを話しておられると、見
よ、ひとりの会堂管理者が来て、ひれ伏して言った。
「私の娘がいま死にました。でも、おいでくださっ
て、娘の上に御手を置いてやってください。そうす
れば娘は生き返ります。」 十九 イエスが立って彼につ
いて行かれると、弟子たちもついて行った。 二十 する
と、見よ。十二年の間長血をわずらっている女が、イ
エスのうしろに来て、その着物のふさにさわった。
二十一 「お着物にさわることでもできれば、きっと直
る。」と心のうちで考えていたからである。 二十二 イ
エスは、振り向いて彼女を見て言われた。「娘よ。し
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十

っかりしなさい。あなたの信仰があなたを直したので
す。」すると、女はその時から全く直った。 二十三 イ
エスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや
騒いでいる群衆を見て、 二十四 言われた。「あちらに
行きなさい。その子は死んだのではない。眠ってい
るのです。」すると、彼らはイエスをあざ笑った。
二十五 イエスは群衆を外に出してから、うちにおはい
りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き
上がった。 二十六 このうわさはその地方全体に広まっ
た。

二十七 イエスがそこを出て、道を通って行かれると、
ふたりの盲人が大声で、「ダビデの子よ。私たちを
あわれんでください。」と叫びながらついて来た。
二十八 家にはいられると、その盲人たちはみもとにや
って来た。イエスが「わたしにそんなことができると
信じるのか。」と言われると、彼らは「そうです。主
よ。」と言った。 二十九 そこで、イエスは彼らの目に
さわって、「あなたがたの信仰のとおりになれ。」と
言われた。 三十 すると、彼らの目があいた。イエスは
彼らをきびしく戒めて、「決してだれにも知られない
ように気をつけなさい。」と言われた。 三十一 ところ
が、彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体
に言いふらした。

三十二 この人たちが出て行くと、見よ、悪霊につかれ
たおしが、みもとに連れて来られた。 三十三 悪霊が追
い出されると、そのおしはものを言った。群衆は驚い
て、「こんなことは、イスラエルでいまだかつて見た
ことがない。」と言った。 三十四 しかし、パリサイ人
たちは、「彼は悪霊どものかしらを使って、悪霊ども
を追い出しているのだ。」と言った。

三十五 それから、イエスは、すべての町や村を巡っ
て、会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、あらゆる病
気、あらゆるわずらいを直された。 三十六 また、群衆
を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れて
いる彼らをかわいそうに思われた。 三十七 そのとき、
弟子たちに言われた。「収穫は多いが、働き手が少な
い。 三十八 だから、収穫の主に、収穫のために働き手
を送ってくださるように祈りなさい。」

イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊ど
もを制する権威をお授けになった。霊どもを

追い出し、あらゆる病気、あらゆるわずらいを直すた
めであった。

二 さて、十二使徒の名は次のとおりである。まず、
ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダ
イの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、 三 ピリポとバルトロ
マイ、トマスと取税人マタイ、アルパヨの子ヤコブと
タダイ、 四 熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカ
リオテ・ユダである。

五 イエスは、この十二人を遣わし、そのとき彼らに
こう命じられた。「異邦人の道に行ってはいけませ
ん。サマリヤ人の町にはいってはいけません。 六 イス
ラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。 七 行
って、『天の御国が近づいた。』と宣べ伝えなさい。
八 病人を直し、死人を生き返らせ、らい病人をきよ
め、悪霊を追い出しなさい。あなたがたは、ただで受
けたのだから、ただで与えなさい。 九 胴巻に金貨や
銀貨や銅貨を入れてはいけません。 十 旅行用の袋も、
二枚目の下着も、くつも、杖も持たずに行きなさい。
働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。
十一 どんな町や村にはいっても、そこでだれが適当な
人かを調べて、そこを立ち去るまで、その人のところ
にとどまりなさい。 十二 その家にはいるときには、平
安を祈るあいさつをしなさい。 十三 その家がそれにふ
さわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、
もし、ふさわしい家でないなら、その平安はあなたが
たのところに返って来ます。 十四 もしだれも、あなた
がたを受け入れず、あなたがたのことばに耳を傾け
ないなら、その家またはその町を出て行くときに、あ
なたがたの足のちりを払い落としなさい。 十五 まこと
に、あなたがたに告げます。さばきの日には、ソドム
とゴモラの地でも、その町よりはまだ罰が軽いので
す。

十六 いいですか。わたしが、あなたがたを遣わすの
は、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですか
ら、蛇のようにさとく、鳩のようにすなおでありな
さい。 十七 人々には用心しなさい。彼らはあなたがた
を議会に引き渡し、会堂でむち打ちますから。 十八 ま
た、あなたがたは、わたしのゆえに、総督たちや王た
ちの前に連れて行かれます。それは、彼らと異邦人た
ちにあかしをするためです。 十九 人々があなたがたを
引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうか
と心配するには及びません。話すべきことは、そのと
き示されるからです。 二十 というのは、話すのはあな
たがたではなく、あなたがたのうちにあって話され
るあなたがたの父の御霊だからです。 二十一 兄弟は兄
弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子どもたちは両親
に立ち逆らって、彼らを死なせます。 二十二 また、わ
たしの名のために、あなたがたはすべての人々に憎ま
れます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。
二十三 彼らがこの町であなたがたを迫害するなら、次
の町にのがれなさい。というわけは、確かなことをあ
なたがたに告げるのですが、人の子が来るときまで
に、あなたがたは決してイスラエルの町々を巡り尽く
せないからです。

二十四 弟子はその師にまさらず、しもべはその主人に
まさりません。 二十五 弟子がその師のようになれたら
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十一十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分で
す。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、
ましてその家族の者のことは、何と呼ぶでしょう。
二十六 だから、彼らを恐れてはいけません。おおわれ
ているもので、現わされないものはなく、隠されてい
るもので知られずに済むものはありません。 二十七 わ
たしが暗やみであなたがたに話すことを明るみで言い
なさい。また、あなたがたが耳もとで聞くことを屋上
で言い広めなさい。 二十八 からだを殺しても、たまし
いを殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そん
なものより、たましいもからだも、ともにゲヘナで滅
ぼすことのできる方を恐れなさい。 二十九 二羽の雀は
一アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんな
雀の一羽でも、あなたがたの父のお許しなしには地に
落ちることはありません。 三十 また、あなたがたの頭
の毛さえも、みな数えられています。 三十一 だから恐
れることはありません。あなたがたは、たくさんの雀
よりもすぐれた者です。 三十二 ですから、わたしを人
の前で認める者はみな、わたしも、天におられるわた
しの父の前でその人を認めます。 三十三 しかし、人の
前でわたしを知らないと言うような者なら、わたしも
天におられるわたしの父の前で、そんな者は知らない
と言います。

三十四 わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと
思ってはなりません。わたしは、平和をもたらすため
に来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。
三十五 なぜなら、わたしは人をその父に、娘をその母
に、嫁をそのしゅうとめに逆らわせるために来たから
です。 三十六 さらに、家族の者がその人の敵となりま
す。 三十七 わたしよりも父や母を愛する者は、わたし
にふさわしい者ではありません。また、わたしよりも
息子や娘を愛する者は、わたしにふさわしい者ではあ
りません。 三十八 自分の十字架を負ってわたしについ
て来ない者は、わたしにふさわしい者ではありませ
ん。 三十九 自分のいのちを自分のものとした者はそれ
を失い、わたしのために自分のいのちを失った者は、
それを自分のものとします。

四十 あなたがたを受け入れる者は、わたしを受け入
れるのです。また、わたしを受け入れる者は、わたし
を遣わした方を受け入れるのです。 四十一 預言者を預
言者だというので受け入れる者は、預言者の受ける報
いを受けます。また、義人を義人だということで受け
入れる者は、義人の受ける報いを受けます。 四十二 わ
たしの弟子だというので、この小さい者たちのひとり
に、水一杯でも飲ませるなら、まことに、あなたがた
に告げます。その人は決して報いに漏れることはあり
ません。」

イエスはこのように十二弟子に注意を与
え、それを終えられると、彼らの町々で教

えたり宣べ伝えたりするため、そこを立ち去られた。
二 さて、獄中でキリストのみわざについて聞いたヨ

ハネは、その弟子たちに託して、 三 イエスにこう言い
送った。「おいでになるはずの方は、あなたですか。
それとも、私たちは別の方を待つべきでしょうか。」
四 イエスは答えて、彼らに言われた。「あなたがたは
行って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨ
ハネに報告しなさい。 五 盲人が見、足なえが歩き、ら
い病人がきよめられ、つんぼの人が聞こえ、死人が生
き返り、貧しい者には福音が宣べ伝えられているので
す。 六 だれでも、わたしにつまずかない者は幸いで
す。」

七 この人たちが行ってしまうと、イエスは、ヨハネ
について群衆に話しだされた。「あなたがたは、何を
見に荒野に出て行ったのですか。風に揺れる葦です
か。 八 でなかったら、何を見に行ったのですか。柔ら
かい着物を着た人ですか。柔らかい着物を着た人なら
王の宮殿にいます。 九 でなかったら、なぜ行ったので
すか。預言者を見るためですか。そのとおり。だが、
わたしが言いましょう。預言者よりもすぐれた者をで
す。 十 この人こそ、
『見よ、わたしは使いをあなたの前に遣わし、
あなたの道を、あなたの前に備えさせよう。』
と書かれているその人です。 十一 まことに、あなたが
たに告げます。女から生まれた者の中で、バプテス
マのヨハネよりすぐれた人は出ませんでした。しか
も、天の御国の一番小さい者でも、彼より偉大です。
十二 バプテスマのヨハネの日以来今日まで、天の御国
は激しく攻められています。そして、激しく攻める者
たちがそれを奪い取っています。 十三 ヨハネに至るま
で、すべての預言者たちと律法とが預言をしたので
す。 十四 あなたがたが進んで受け入れるなら、実はこ
の人こそ、きたるべきエリヤなのです。 十五 耳のある
者は聞きなさい。 十六 この時代は何にたとえたらよい
でしょう。市場にすわっている子どもたちのようで
す。彼らは、ほかの子どもたちに呼びかけて、 十七 こ
う言うのです。
『笛を吹いてやっても、君たちは踊らなかった。
弔いの歌を歌ってやっても、悲しまなかった。』
十八 ヨハネが来て、食べも飲みもしないと、人々は
『あれは悪霊につかれているのだ。』と言い、 十九 人
の子が来て食べたり飲んだりしていると、『あれ見
よ。食いしんぼうの大酒飲み、取税人や罪人の仲間
だ。』と言います。でも、知恵の正しいことは、その
行ないが証明します。」
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十二

二十 それから、イエスは、数々の力あるわざの行な
われた町々が悔い改めなかったので、責め始められ
た。 二十一 「ああコラジン。ああベツサイダ。おまえ
たちのうちで行なわれた力あるわざが、もしもツロと
シドンで行なわれたのだったら、彼らはとうの昔に荒
布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろ
う。 二十二 しかし、そのツロとシドンのほうが、おま
えたちに言うが、さばきの日には、まだおまえたちよ
りは罰が軽いのだ。 二十三 カペナウム。どうしておま
えが天に上げられることがありえよう。ハデスに落と
されるのだ。おまえの中でなされた力あるわざが、も
しもソドムでなされたのだったら、ソドムはきょう
まで残っていたことだろう。 二十四 しかし、そのソド
ムの地のほうが、おまえたちに言うが、さばきの日に
は、まだおまえよりは罰が軽いのだ。」

二十五 そのとき、イエスはこう言われた。「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
たちに現わしてくださいました。 二十六 そうです、父
よ。これがみこころにかなったことでした。 二十七 す
べてのものが、わたしの父から、わたしに渡されて
います。それで、父のほかには、子を知る者がなく、
子と、子が父を知らせようと心に定めた人のほかは、
だれも父を知る者がありません。 二十八 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。
二十九 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。
三十 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。」

そのころ、イエスは、安息日に麦畑を通ら
れた。弟子たちはひもじくなったので、穂

を摘んで食べ始めた。 二 すると、パリサイ人たちがそ
れを見つけて、イエスに言った。「ご覧なさい。あな
たの弟子たちが、安息日にしてはならないことをして
います。」 三 しかし、イエスは言われた。「ダビデと
その連れの者たちが、ひもじかったときに、ダビデが
何をしたか、読まなかったのですか。 四 神の家にはい
って、祭司のほかは自分も供の者たちも食べてはなら
ない供えのパンを食べました。 五 また、安息日に宮に
いる祭司たちは安息日の神聖を冒しても罪にならない
ということを、律法で読んだことはないのですか。
六 あなたがたに言いますが、ここに宮より大きな者が
いるのです。 七 『わたしはあわれみは好むが、いけに
えは好まない。』ということがどういう意味かを知っ
ていたら、あなたがたは、罪のない者たちを罪に定め

は し な か っ た で し ょ う。 八 人 の 子 は 安 息 日 の 主 で
す。」

九 イエスはそこを去って、会堂にはいられた。 十 そ
こに片手のなえた人がいた。そこで、彼らはイエスに
質問して、「安息日にいやすことは正しいことでしょ
うか。」と言った。これはイエスを訴えるためであっ
た。 十一 イエスは彼らに言われた。「あなたがたのう
ち、だれかが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安
息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでし
ょうか。 十二 人間は羊より、はるかに値うちのあるも
のでしょう。それなら、安息日に良いことをすること
は、正しいのです。」 十三 それから、イエスはその人
に、「手を伸ばしなさい。」と言われた。彼が手を伸
ばすと、手は直って、もう一方の手と同じようになっ
た。 十四 パリサイ人は出て行って、どのようにしてイ
エスを滅ぼそうかと相談した。

十五 イエスはそれを知って、そこを立ち去られた。
すると多くの人がついて来たので、彼らをみないや
し、 十六 そして、ご自分のことを人々に知らせないよ
うにと、彼らを戒められた。 十七 これは、預言者イザ
ヤを通して言われた事が成就するためであった。
十八 「これぞ、わたしの選んだわたしのしもべ、
わたしの心の喜ぶわたしの愛する者。
わたしは彼の上にわたしの霊を置き、
彼は異邦人にさばきを宣べる。
十九 争うこともなく、叫ぶこともせず、
大路でその声を聞く者もない。
二十 彼はいたんだ葦を折ることもなく、
くすぶる燈心を消すこともない、
正義を勝利に導くまでは。
二十一 異邦人は彼の名に望みをかける。」

二十二 そのとき、悪霊につかれた、目も見えず、口も
きけない人が連れて来られた。イエスが彼をいやさ
れたので、そのおしはものを言い、目も見えるよう
になった。 二十三 群衆はみな驚いて言った。「この人
は、ダビデの子なのだろうか。」 二十四 これを聞いた
パリサイ人は言った。「この人は、ただ悪霊どものか
しらベルゼブルの力で、悪霊どもを追い出しているだ
けだ。」 二十五 イエスは彼らの思いを知ってこう言わ
れた。「どんな国でも、内輪もめして争えば荒れすた
れ、どんな町でも家でも、内輪もめして争えば立ち行
きません。 二十六 もし、サタンがサタンを追い出して
いて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立
ち行くでしょう。 二十七 また、もしわたしがベルゼブ
ルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あな
たがたの子らはだれによって追い出すのですか。だ
から、あなたがたの子らが、あなたがたをさばく人と
なるのです。 二十八 しかし、わたしが神の御霊によっ

マタイの福音書 十一:二十 13 マタイの福音書 十二:二十八



十三

て悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国は
あなたがたのところに来ているのです。 二十九 強い人
の家にはいって家財を奪い取ろうとするなら、まず
その人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなこ
とができましょうか。そのようにして初めて、その家
を略奪することもできるのです。 三十 わたしの味方で
ない者はわたしに逆らう者であり、わたしとともに集
めない者は散らす者です。 三十一 だから、わたしはあ
なたがたに言います。人はどんな罪も冒涜も赦してい
ただけます。しかし、聖霊に逆らう冒涜は赦されませ
ん。 三十二 また、人の子に逆らうことばを口にする者
でも、赦されます。しかし、聖霊に逆らうことを言う
者は、だれであっても、この世であろうと次に来る世
であろうと、赦されません。 三十三 木が良ければ、そ
の実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさ
い。木のよしあしはその実によって知られるからで
す。 三十四 まむしのすえたち。おまえたち悪い者に、
どうして良いことが言えましょう。心に満ちているこ
とを口が話すのです。 三十五 良い人は、良い倉から良
い物を取り出し、悪い人は、悪い倉から悪い物を取り
出すものです。 三十六 わたしはあなたがたに、こう言
いましょう。人はその口にするあらゆるむだなことば
について、さばきの日には言い開きをしなければなり
ません。 三十七 あなたが正しいとされるのは、あなた
のことばによるのであり、罪に定められるのも、あな
たのことばによるのです。」

三十八 そのとき、律法学者、パリサイ人たちのうちの
ある者がイエスに答えて言った。「先生。私たちは、
あなたからしるしを見せていただきたいのです。」
三十九 しかし、イエスは答えて言われた。「悪い、姦
淫の時代はしるしを求めています。だが預言者ヨナの
しるしのほかには、しるしは与えられません。 四十 ヨ
ナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に、
人の子も三日三晩、地の中にいるからです。 四十一 ニ
ネベの人々が、さばきのときに、今の時代の人々とと
もに立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニ
ネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しか
し、見なさい。ここにヨナよりもまさった者がいるの
です。 四十二 南の女王が、さばきのときに、今の時代
の人々とともに立って、この人々を罪に定めます。な
ぜなら、彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果
てから来たからです。しかし、見なさい。ここにソロ
モンよりもまさった者がいるのです。 四十三 汚れた霊
が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休
み場を捜しますが、見つかりません。 四十四 そこで、
『出て来た自分の家に帰ろう。』と言って、帰って見
ると、家はあいていて、掃除してきちんとかたづいて
いました。 四十五 そこで、出かけて行って、自分より

も悪いほかの霊を七つ連れて来て、みなはいり込んで
そこに住みつくのです。そうなると、その人の後の状
態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時
代もまた、そういうことになるのです。」

四十六 イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イ
エスの母と兄弟たちが、イエスに何か話そうとして、
外に立っていた。 四十七 すると、だれかが言った。
「ご覧なさい。あなたのおかあさんと兄弟たちが、あ
なたに話そうとして外に立っています。」 四十八 しか
し、イエスはそう言っている人に答えて言われた。
「わたしの母とはだれですか。また、わたしの兄弟た
ちとはだれですか。」 四十九 それから、イエスは手を
弟子たちのほうに差し伸べて言われた。「見なさい。
わたしの母、わたしの兄弟たちです。 五十 天におられ
るわたしの父のみこころを行なう者はだれでも、わた
しの兄弟、姉妹、また母なのです。」

その日、イエスは家を出て、湖のほとりに
すわっておられた。 二 すると、大ぜいの

群衆がみもとに集まったので、イエスは舟に移って腰
をおろされた。それで群衆はみな浜に立っていた。
三 イエスは多くのことを、彼らにたとえで話して聞か
された。
「種を蒔く人が種蒔きに出かけた。
四 蒔いているとき、道ばたに落ちた種があった。する
と鳥が来て食べてしまった。
五 また、別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くな
かったので、すぐに芽を出した。
六 しかし、日が上ると、焼けて、根がないために枯れ
てしまった。
七 また、別の種はいばらの中に落ちたが、いばらが伸
びて、ふさいでしまった。
八 別の種は良い地に落ちて、あるものは百倍、あるも
のは六十倍、あるものは三十倍の実を結んだ。
九 耳のある者は聞きなさい。」

十 すると、弟子たちが近寄って来て、イエスに言っ
た。「なぜ、彼らにたとえでお話しになったのです
か。」 十一 イエスは答えて言われた。「あなたがたに
は、天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼
らには許されていません。 十二 というのは、持ってい
る者はさらに与えられて豊かになり、持たない者は持
っているものまでも取り上げられてしまうからです。
十三 わたしが彼らにたとえで話すのは、彼らは見ては
いるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また、悟ること
もしないからです。 十四 こうしてイザヤの告げた預言
が彼らの上に実現したのです。
『あなたがたは確かに聞きはするが、
決して悟らない。
確かに見てはいるが、決してわからない。
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十五 この民の心は鈍くなり、
その耳は遠く、
目はつぶっているからである。
それは、彼らがその目で見、その耳で聞き、
その心で悟って立ち返り、
わたしにいやされることのないためである。』
十六 しかし、あなたがたの目は見ているから幸いで
す。また、あなたがたの耳は聞いているから幸いで
す。 十七 まことに、あなたがたに告げます。多くの預
言者や義人たちが、あなたがたの見ているものを見
たいと、切に願ったのに見られず、あなたがたの聞い
ていることを聞きたいと、切に願ったのに聞けなか
ったのです。 十八 ですから、種蒔きのたとえを聞きな
さい。 十九 御国のことばを聞いても悟らないと、悪い
者が来て、その人の心に蒔かれたものを奪って行き
ます。道ばたに蒔かれるとは、このような人のこと
です。 二十 また岩地に蒔かれるとは、みことばを聞く
と、すぐに喜んで受け入れる人のことです。 二十一 し
かし、自分のうちに根がないため、しばらくの間そう
するだけで、みことばのために困難や迫害が起こる
と、すぐにつまずいてしまいます。 二十二 また、いば
らの中に蒔かれるとは、みことばを聞くが、この世の
心づかいと富の惑わしとがみことばをふさぐため、実
を結ばない人のことです。 二十三 ところが、良い地に
蒔かれるとは、みことばを聞いてそれを悟る人のこと
で、その人はほんとうに実を結び、あるものは百倍、
あるものは六十倍、あるものは三十倍の実を結びま
す。」

二十四 イエスは、また別のたとえを彼らに示して言わ
れた。
「天の御国は、こういう人にたとえることができま
す。ある人が自分の畑に良い種を蒔いた。 二十五 とこ
ろが、人々の眠っている間に、彼の敵が来て麦の中に
毒麦を蒔いて行った。 二十六 麦が芽ばえ、やがて実っ
たとき、毒麦も現われた。 二十七 それで、その家の主
人のしもべたちが来て言った。『ご主人。畑には良
い麦を蒔かれたのではありませんか。どうして毒麦
が出たのでしょう。』 二十八 主人は言った。『敵のや
ったことです。』すると、しもべたちは言った。『で
は、私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。』
二十九 だが、主人は言った。『いやいや。毒麦を抜き
集めるうちに、麦もいっしょに抜き取るかもしれな
い。 三十 だから、収穫まで、両方とも育つままにして
おきなさい。収穫の時期になったら、私は刈る人たち
に、まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦
のほうは、集めて私の倉に納めなさい、と言いましょ
う。』」

三十一 イエスは、また別のたとえを彼らに示して言
われた。「天の御国は、からし種のようなものです。
それを取って、畑に蒔くと、 三十二 どんな種よりも小
さいのですが、生長すると、どの野菜よりも大きくな
り、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になり
ます。」

三十三 イエスは、また別のたとえを話された。「天の
御国は、パン種のようなものです。女が、パン種を取
って、三サトンの粉の中に入れると、全体がふくらん
で来ます。」

三十四 イエスは、これらのことをみな、たとえで群衆
に話され、たとえを使わずには何もお話しにならなか
った。 三十五 それは、預言者を通して言われた事が成
就するためであった。
「わたしはたとえ話をもって口を開き、
世の初めから隠されていることどもを物語ろう。」

三十六 それから、イエスは群衆と別れて家にはいら
れた。すると、弟子たちがみもとに来て、「畑の毒麦
のたとえを説明してください。」と言った。 三十七 イ
エスは答えてこう言われた。「良い種を蒔く者は人の
子です。 三十八 畑はこの世界のことで、良い種とは御
国の子どもたち、毒麦とは悪い者の子どもたちのこ
とです。 三十九 毒麦を蒔いた敵は悪魔であり、収穫と
はこの世の終わりのことです。そして、刈り手とは御
使いたちのことです。 四十 ですから、毒麦が集められ
て火で焼かれるように、この世の終わりにもそのよう
になります。 四十一 人の子はその御使いたちを遣わし
ます。彼らは、つまずきを与える者や不法を行なう者
たちをみな、御国から取り集めて、 四十二 火の燃える
炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりする
のです。 四十三 そのとき、正しい者たちは、天の父の
御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさ
い。

四十四 天の御国は、畑に隠された宝のようなもので
す。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、
大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買い
ます。

四十五 また、天の御国は、良い真珠を捜している商人
のようなものです。 四十六 すばらしい値うちの真珠を
一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそ
れを買ってしまいます。

四十七 また、天の御国は、海におろしてあらゆる種類
の魚を集める地引き網のようなものです。 四十八 網が
いっぱいになると岸に引き上げ、すわり込んで、良い
ものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。 四十九 こ
の世の終わりにもそのようになります。御使いたちが
来て、正しい者の中から悪い者をえり分け、 五十 火の
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十四

燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎし
りするのです。

五十一 あ な た が た は、 こ れ ら の こ と が み な わ か り
ましたか。」彼らは「はい。」とイエスに言った。
五十二 そこで、イエスは言われた。「だから、天の御
国の弟子となった学者はみな、自分の倉から新しい物
でも古い物でも取り出す一家の主人のようなもので
す。」

五十三 これらのたとえを話し終えると、イエスはそ
こを去られた。 五十四 それから、ご自分の郷里に行っ
て、会堂で人々を教え始められた。すると、彼らは驚
いて言った。「この人は、こんな知恵と不思議な力を
どこで得たのでしょう。 五十五 この人は大工の息子で
はありませんか。彼の母親はマリヤで、彼の兄弟は、
ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。
五十六 妹たちもみな私たちといっしょにいるではあり
ませんか。とすると、いったいこの人は、これらのも
のをどこから得たのでしょう。」 五十七 こうして、彼
らはイエスにつまずいた。しかし、イエスは彼らに言
われた。「預言者が尊敬されないのは、自分の郷里、
家族の間だけです。」 五十八 そして、イエスは、彼ら
の不信仰のゆえに、そこでは多くの奇蹟をなさらなか
った。

そのころ、国主ヘロデは、イエスのうわさ
を聞いて、 二 侍従たちに言った。「あれ

はバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみ
がえったのだ。だから、あんな力が彼のうちに働いて
いるのだ。」 三 実は、このヘロデは、自分の兄弟ピリ
ポの妻ヘロデヤのことで、ヨハネを捕えて縛り、牢に
入れたのであった。 四 それは、ヨハネが彼に、「あな
たが彼女をめとるのは不法です。」と言い張ったから
である。 五 ヘロデはヨハネを殺したかったが、群衆を
恐れた。というのは、彼らはヨハネを預言者と認めて
いたからである。 六 たまたまヘロデの誕生祝いがあっ
て、ヘロデヤの娘がみなの前で踊りを踊ってヘロデを
喜ばせた。 七 それで、彼は、その娘に、願う物は何で
も必ず上げると、誓って堅い約束をした。 八 ところ
が、娘は母親にそそのかされて、こう言った。「今こ
こに、バプテスマのヨハネの首を盆に載せて私に下さ
い。」 九 王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また
列席の人々の手前もあって、与えるように命令した。
十 彼は人をやって、牢の中でヨハネの首をはねさせ
た。 十一 そして、その首は盆に載せて運ばれ、少女に
与えられたので、少女はそれを母親のところに持って
行った。 十二 それから、ヨハネの弟子たちがやって来
て、死体を引き取って葬った。そして、イエスのとこ
ろに行って報告した。

十三 イエスはこのことを聞かれると、舟でそこを去
り、自分だけで寂しい所に行かれた。すると、群衆が
それと聞いて、町々から、歩いてイエスのあとを追っ
た。 十四 イエスは舟から上がられると、多くの群衆を
見られ、彼らを深くあわれんで、彼らの病気を直さ
れた。 十五 夕方になったので、弟子たちはイエスのと
ころに来て言った。「ここは寂しい所ですし、時刻
ももう回っています。ですから群衆を解散させてく
ださい。そして村に行ってめいめいで食物を買うよ
うにさせてください。」 十六 しかし、イエスは言われ
た。「彼らが出かけて行く必要はありません。あなた
がたで、あの人たちに何か食べる物を上げなさい。」
十七 しかし、弟子たちはイエスに言った。「ここに
は、パンが五つと魚が二匹よりほかありません。」
十八 すると、イエスは言われた。「それを、ここに持
って来なさい。」 十九 そしてイエスは、群衆に命じて
草の上にすわらせ、五つのパンと二匹の魚を取り、天
を見上げて、それらを祝福し、パンを裂いてそれを弟
子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。
二十 人々はみな、食べて満腹した。そして、パン切れ
の余りを取り集めると、十二のかごにいっぱいあっ
た。 二十一 食べた者は、女と子どもを除いて、男五千
人ほどであった。

二十二 それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて舟
に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、そ
の間に群衆を帰してしまわれた。 二十三 群衆を帰した
あとで、祈るために、ひとりで山に登られた。夕方に
なったが、まだそこに、ひとりでおられた。 二十四 し
かし、舟は、陸からもう何キロメートルも離れてい
たが、風が向かい風なので、波に悩まされていた。
二十五 すると、夜中の三時ごろ、イエスは湖の上を歩
いて、彼らのところに行かれた。 二十六 弟子たちは、
イエスが湖の上を歩いておられるのを見て、「あれは
幽霊だ。」と言って、おびえてしまい、恐ろしさのあ
まり、叫び声を上げた。 二十七 しかし、イエスはすぐ
に彼らに話しかけ、「しっかりしなさい。わたしだ。
恐れることはない。」と言われた。 二十八 すると、ペ
テロが答えて言った。「主よ。もし、あなたでした
ら、私に、水の上を歩いてここまで来い、とお命じ
になってください。」 二十九 イエスは「来なさい。」
と言われた。そこで、ペテロは舟から出て、水の上を
歩いてイエスのほうに行った。 三十 ところが、風を見
て、こわくなり、沈みかけたので叫び出し、「主よ。
助けてください。」と言った。 三十一 そこで、イエス
はすぐに手を伸ばして、彼をつかんで言われた。「信
仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。」 三十二 そして、ふ
たりが舟に乗り移ると、風がやんだ。 三十三 そこで、
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十五

舟の中にいた者たちは、イエスを拝んで、「確かにあ
なたは神の子です。」と言った。

三十四 彼 ら は 湖 を 渡 っ て ゲ ネ サ レ の 地 に 着 い た。
三十五 すると、その地の人々は、イエスと気がついて、
付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人をみ
な、みもとに連れて来た。 三十六 そして、せめて彼ら
に、着物のふさにでもさわらせてやってくださいと、
イエスにお願いした。そして、さわった人々はみな、
いやされた。

そのころ、パリサイ人や律法学者たちが、
エルサレムからイエスのところに来て、言

った。 二 「あなたの弟子たちは、なぜ昔の先祖たちの
言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗
っていないではありませんか。」 三 そこで、イエスは
彼らに答えて言われた。「なぜ、あなたがたも、自分
たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。
四 神は『あなたの父と母を敬え。』また『父や母をの
のしる者は、死刑に処せられる。』と言われたので
す。 五 それなのに、あなたがたは、『だれでも、父や
母に向かって、私からあなたのために差し上げられる
物は、供え物になりましたと言う者は、 六 その物をも
って父や母を尊んではならない。』と言っています。
こうしてあなたがたは、自分たちの言い伝えのため
に、神のことばを無にしてしまいました。 七 偽善者た
ち。イザヤはあなたがたについて預言しているが、ま
さにそのとおりです。
八 『この民は、口先ではわたしを敬うが、
その心は、わたしから遠く離れている。
九 彼らが、わたしを拝んでも、むだなことである。
人間の教えを、教えとして教えるだけだから。』」
十 イエスは群衆を呼び寄せて言われた。「聞いて悟
りなさい。 十一 口にはいる物は人を汚しません。しか
し、口から出るもの、これが人を汚します。」 十二 そ
のとき、弟子たちが、近寄って来て、イエスに言っ
た。「パリサイ人が、みことばを聞いて、腹を立てた
のをご存じですか。」 十三 しかし、イエスは答えて言
われた。「わたしの天の父がお植えにならなかった木
は、みな根こそぎにされます。 十四 彼らのことは放っ
ておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。も
し、盲人が盲人を手引きするなら、ふたりとも穴に
落ち込むのです。」 十五 そこで、ペテロは、イエスに
答えて言った。「私たちに、そのたとえを説明してく
ださい。」 十六 イエスは言われた。「あなたがたも、
まだわからないのですか。 十七 口にはいる物はみな、
腹にはいり、かわやに捨てられることを知らないの
ですか。 十八 しかし、口から出るものは、心から出て
来ます。それは人を汚します。 十九 悪い考え、殺人、
姦淫、不品行、盗み、偽証、ののしりは心から出て来

るからです。 二十 これらは、人を汚すものです。しか
し、洗わない手で食べることは人を汚しません。」

二十一 それから、イエスはそこを去って、ツロとシ
ドンの地方に立ちのかれた。 二十二 すると、その地
方のカナン人の女が出て来て、叫び声をあげて言っ
た。「主よ。ダビデの子よ。私をあわれんでくださ
い。娘が、ひどく悪霊に取りつかれているのです。」
二十三 しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならな
かった。そこで、弟子たちはみもとに来て、「あの女
を帰してやってください。叫びながらあとについて
来るのです。」と言ってイエスに願った。 二十四 しか
し、イエスは答えて、「わたしは、イスラエルの家の
滅びた羊以外のところには遣わされていません。」と
言われた。 二十五 しかし、その女は来て、イエスの前
にひれ伏して、「主よ。私をお助けください。」と言
った。 二十六 すると、イエスは答えて、「子どもたち
のパンを取り上げて、小犬に投げてやるのはよくな
いことです。」と言われた。 二十七 しかし、女は言っ
た。「主よ。そのとおりです。ただ、小犬でも主人の
食卓から落ちるパンくずはいただきます。」 二十八 そ
のとき、イエスは彼女に答えて言われた。「ああ、あ
なたの信仰はりっぱです。その願いどおりになるよう
に。」すると、彼女の娘はその時から直った。

二十九 それから、イエスはそこを去って、ガリラヤ湖
の岸を行き、山に登って、そこにすわっておられた。
三十 すると、大ぜいの人の群れが、足なえ、不具者、
盲人、おしの人、そのほかたくさんの人をみもとに
連れて来た。そして、彼らをイエスの足もとに置いた
ので、イエスは彼らをおいやしになった。 三十一 それ
で、群衆は、おしがものを言い、不具者が直り、足な
えが歩き、盲人が見えるようになったのを見て、驚い
た。そして、彼らはイスラエルの神をあがめた。

三十二 イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。「か
わいそうに、この群衆はもう三日間もわたしといっ
しょにいて、食べる物を持っていないのです。彼らを
空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けな
くなるといけないから。」 三十三 そこで弟子たちは言
った。「このへんぴな所で、こんなに大ぜいの人に、
十分食べさせるほどたくさんのパンが、どこから手
にはいるでしょう。」 三十四 すると、イエスは彼らに
言われた。「どれぐらいパンがありますか。」彼らは
言った。「七つです。それに、小さい魚が少しありま
す。」 三十五 すると、イエスは群衆に、地面にすわる
ように命じられた。 三十六 それから、七つのパンと魚
とを取り、感謝をささげてからそれを裂き、弟子た
ちに与えられた。そして、弟子たちは群衆に配った。
三十七 人々はみな、食べて満腹した。そして、パン切
れの余りを取り集めると、七つのかごにいっぱいあっ
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十六

十七

た。 三十八 食べた者は、女と子どもを除いて、男四千
人であった。 三十九 それから、イエスは群衆を解散さ
せて舟に乗り、マガダン地方に行かれた。

パリサイ人やサドカイ人たちがみそばに寄
って来て、イエスをためそうとして、天か

らのしるしを見せてくださいと頼んだ。 二 しかし、イ
エスは彼らに答えて言われた。「あなたがたは、夕方
には、『夕焼けだから晴れる。』と言うし、 三 朝に
は、『朝焼けでどんよりしているから、きょうは荒れ
模様だ。』と言う。そんなによく、空模様の見分け方
を知っていながら、なぜ時のしるしを見分けることが
できないのですか。 四 悪い、姦淫の時代はしるしを求
めています。しかし、ヨナのしるしのほかには、しる
しは与えられません。」そう言って、イエスは彼らを
残して去って行かれた。

五 弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持って来
るのを忘れた。 六 イエスは彼らに言われた。「パリサ
イ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけ
なさい。」 七 すると、彼らは、「これは私たちがパン
を持って来なかったからだ。」と言って、議論を始め
た。 八 イエスはそれに気づいて言われた。「あなたが
た、信仰の薄い人たち。パンがないからだなどと、な
ぜ論じ合っているのですか。 九 まだわからないのです
か、覚えていないのですか。五つのパンを五千人に分
けてあげて、なお幾かご集めましたか。 十 また、七つ
のパンを四千人に分けてあげて、なお幾かご集めまし
たか。 十一 わたしの言ったのは、パンのことなどでは
ないことが、どうしてあなたがたには、わからないの
ですか。ただ、パリサイ人やサドカイ人たちのパン種
に気をつけることです。」 十二 彼らはようやく、イエ
スが気をつけよと言われたのは、パン種のことではな
くて、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであ
ることを悟った。

十三 さて、ピリポ・カイザリヤの地方に行かれたと
き、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。「人々は
人の子をだれだと言っていますか。」 十四 彼らは言っ
た。「バプテスマのヨハネだと言う人もあり、エリヤ
だと言う人もあります。またほかの人たちはエレミヤ
だとか、また預言者のひとりだとも言っています。」
十五 イエスは彼らに言われた。「あなたがたは、わた
しをだれだと言いますか。」 十六 シモン・ペテロが答
えて言った。「あなたは、生ける神の御子キリスト
です。」 十七 するとイエスは、彼に答えて言われた。
「バルヨナ・シモン。あなたは幸いです。このことを
あなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にい
ますわたしの父です。 十八 ではわたしもあなたに言い
ます。あなたはペテロです。わたしはこの岩の上にわ
たしの教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝

てません。 十九 わたしは、あなたに天の御国のかぎを
上げます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは
天においてもつながれており、あなたが地上で解くな
ら、それは天においても解かれています。」 二十 その
とき、イエスは、ご自分がキリストであることをだれ
にも言ってはならない、と弟子たちを戒められた。

二十一 その時から、イエス・キリストは、ご自分がエ
ルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから
多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみが
えらなければならないことを弟子たちに示し始められ
た。 二十二 するとペテロは、イエスを引き寄せて、い
さめ始めた。「主よ。神の御恵みがありますように。
そんなことが、あなたに起こるはずはありません。」
二十三 しかし、イエスは振り向いて、ペテロに言われ
た。「下がれ。サタン。あなたはわたしの邪魔をする
ものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを
思っている。」 二十四 それから、イエスは弟子たちに
言われた。「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。 二十五 いのちを救おうと思う者は
それを失い、わたしのためにいのちを失う者は、それ
を見いだすのです。 二十六 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。 二十七 人の子は父の
栄光を帯びて、御使いたちとともに、やがて来ようと
しているのです。その時には、おのおのその行ないに
応じて報いをします。 二十八 まことに、あなたがたに
告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が
御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわ
ない人々がいます。」

それから六日たって、イエスは、ペテロと
ヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高

い山に導いて行かれた。 二 そして彼らの目の前で、御
姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のよ
うに白くなった。 三 しかも、モーセとエリヤが現われ
てイエスと話し合っているではないか。 四 すると、ペ
テロが口出ししてイエスに言った。「先生。私たちが
ここにいることは、すばらしいことです。もし、およ
ろしければ、私が、ここに三つの幕屋を造ります。あ
なたのために一つ、モーセのために一つ、エリヤのた
めに一つ。」 五 彼がまだ話している間に、見よ、光り
輝く雲がその人々を包み、そして、雲の中から、「こ
れは、わたしの愛する子、わたしはこれを喜ぶ。彼の
言うことを聞きなさい。」という声がした。 六 弟子た
ちは、この声を聞くと、ひれ伏して非常にこわがっ
た。 七 すると、イエスが来られて、彼らに手を触れ、
「起きなさい。こわがることはない。」と言われた。
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十八

八 それで、彼らが目を上げて見ると、だれもいなく
て、ただイエスおひとりだけであった。

九 彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、「人の
子が死人の中からよみがえるときまでは、いま見た幻
をだれにも話してはならない。」と命じられた。 十 そ
こで、弟子たちは、イエスに尋ねて言った。「する
と、律法学者たちが、まずエリヤが来るはずだと言っ
ているのは、どうしてでしょうか。」 十一 イエスは答
えて言われた。「エリヤが来て、すべてのことを立て
直すのです。 十二 しかし、わたしは言います。エリヤ
はもうすでに来たのです。ところが彼らはエリヤを認
めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたので
す。人の子もまた、彼らから同じように苦しめられよ
うとしています。」 十三 そのとき、弟子たちは、イエ
スがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づ
いた。

十四 彼らが群衆のところに来たとき、ひとりの人が
イエスのそば近くに来て、御前にひざまずいて言っ
た。 十五 「主よ。私の息子をあわれんでください。て
んかんで、たいへん苦しんでおります。何度も何度も
火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。
十六 そこで、その子をお弟子たちのところに連れて来
たのですが、直すことができませんでした。」 十七 イ
エスは答えて言われた。「ああ、不信仰な、曲がった
今の世だ。いつまであなたがたといっしょにいなけれ
ばならないのでしょう。いつまであなたがたにがまん
していなければならないのでしょう。その子をわたし
のところに連れて来なさい。」 十八 そして、イエスが
その子をおしかりになると、悪霊は彼から出て行き、
その子はその時から直った。

十九 そのとき、弟子たちはそっとイエスのもとに来
て、言った。「なぜ、私たちには悪霊を追い出せなか
ったのですか。」 二十 イエスは言われた。「あなたが
たの信仰が薄いからです。まことに、あなたがたに告
げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この
山に、『ここからあそこに移れ。』と言えば移るので
す。どんなことでも、あなたがたにできないことはあ
りません。 二十一 ［ただし、この種のものは、祈りと
断食によらなければ出て行きません。］」

二十二 彼らがガリラヤに集まっていたとき、イエスは
彼らに言われた。「人の子は、いまに人々の手に渡さ
れます。 二十三 そして彼らに殺されるが、三日目によ
みがえります。」すると、彼らは非常に悲しんだ。

二十四 また、彼らがカペナウムに来たとき、宮の納
入金を集める人たちが、ペテロのところに来て言っ
た。「あなたがたの先生は、宮の納入金を納めないの
ですか。」 二十五 彼は「納めます。」と言って、家に
はいると、先にイエスのほうからこう言い出された。

「シモン。どう思いますか。世の王たちはだれから税
や貢を取り立てますか。自分の子どもたちからです
か、それともほかの人たちからですか。」 二十六 ペテ
ロが「ほかの人たちからです。」と言うと、イエスは
言われた。「では、子どもたちにはその義務がないの
です。 二十七 しかし、彼らにつまずきを与えないため
に、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りな
さい。その口をあけるとスタテル一枚が見つかるか
ら、それを取って、わたしとあなたとの分として納め
なさい。」

そのとき、弟子たちがイエスのところに来
て言った。「それでは、天の御国では、だ

れが一番偉いのでしょうか。」 二 そこで、イエスは小
さい子どもを呼び寄せ、彼らの真中に立たせて、 三 言
われた。「まことに、あなたがたに告げます。あなた
がたも悔い改めて子どもたちのようにならない限り、
決して天の御国には、はいれません。 四 だから、この
子どものように、自分を低くする者が、天の御国で一
番偉い人です。 五 また、だれでも、このような子ども
のひとりを、わたしの名のゆえに受け入れる者は、わ
たしを受け入れるのです。 六 しかし、わたしを信じる
この小さい者たちのひとりにでもつまずきを与えるよ
うな者は、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで
おぼれ死んだほうがましです。

七 つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。
つまずきが起こることは避けられないが、つまずきを
もたらす者は忌まわしいものです。 八 もし、あなたの
手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切
って捨てなさい。片手片足でいのちにはいるほうが、
両手両足そろっていて永遠の火に投げ入れられるより
は、あなたにとってよいことです。 九 また、もし、あ
なたの一方の目が、あなたをつまずかせるなら、それ
をえぐり出して捨てなさい。片目でいのちにはいるほ
うが、両目そろっていて燃えるゲヘナに投げ入れられ
るよりは、あなたにとってよいことです。 十 あなたが
たは、この小さい者たちを、ひとりでも見下げたりし
ないように気をつけなさい。まことに、あなたがたに
告げます。彼らの天の御使いたちは、天におられるわ
たしの父の御顔をいつも見ているからです。 十一 ［人
の子は、滅んでいる者を救うために来たのです。］
十二 あなたがたはどう思いますか。もし、だれかが百
匹の羊を持っていて、そのうちの一匹が迷い出たとし
たら、その人は九十九匹を山に残して、迷った一匹を
捜しに出かけないでしょうか。 十三 そして、もし、い
たとなれば、まことに、あなたがたに告げます。その
人は迷わなかった九十九匹の羊以上にこの一匹を喜ぶ
のです。 十四 このように、この小さい者たちのひとり
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十九

が滅びることは、天にいますあなたがたの父のみここ
ろではありません。

十五 また、もし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、
行って、ふたりだけのところで責めなさい。もし聞き
入れたら、あなたは兄弟を得たのです。 十六 もし聞き
入れないなら、ほかにひとりかふたりをいっしょに連
れて行きなさい。ふたりか三人の証人の口によって、
すべての事実が確認されるためです。 十七 それでもな
お、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告
げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないな
ら、彼を異邦人か取税人のように扱いなさい。 十八 ま
ことに、あなたがたに告げます。何でもあなたがたが
地上でつなぐなら、それは天においてもつながれてお
り、あなたがたが地上で解くなら、それは天において
も解かれているのです。 十九 まことに、あなたがたに
もう一度、告げます。もし、あなたがたのうちふたり
が、どんな事でも、地上で心を一つにして祈るなら、
天におられるわたしの父は、それをかなえてください
ます。 二十 ふたりでも三人でも、わたしの名において
集まる所には、わたしもその中にいるからです。」

二十一 そのとき、ペテロがみもとに来て言った。「主
よ。兄弟が私に対して罪を犯したばあい、何度まで赦
すべきでしょうか。七度まででしょうか。」 二十二 イ
エスは言われた。「七度まで、などとはわたしは言い
ません。七度を七十倍するまでと言います。 二十三 こ
のことから、天の御国は、地上の王にたとえることが
できます。
王 は そ の し も べ た ち と 清 算 を し た い と 思 っ た。
二十四 清算が始まると、まず一万タラントの借りのあ
るしもべが、王のところに連れて来られた。 二十五 し
かし、彼は返済することができなかったので、その主
人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済す
るように命じた。 二十六 それで、このしもべは、主人
の前にひれ伏して、『どうかご猶予ください。そうす
れば全部お払いいたします。』と言った。 二十七 しも
べの主人は、かわいそうに思って、彼を赦し、借金を
免除してやった。 二十八 ところが、そのしもべは、出
て行くと、同じしもべ仲間で、彼から百デナリの借り
のある者に出会った。彼はその人をつかまえ、首を
絞めて、『借金を返せ。』と言った。 二十九 彼の仲間
は、ひれ伏して、『もう少し待ってくれ。そうしたら
返すから。』と言って頼んだ。 三十 しかし彼は承知せ
ず、連れて行って、借金を返すまで牢に投げ入れた。
三十一 彼の仲間たちは事の成り行きを見て、非常に悲し
み、行って、その一部始終を主人に話した。 三十二 そ
こで、主人は彼を呼びつけて言った。『悪いやつだ。
おまえがあんなに頼んだからこそ借金全部を赦して
やったのだ。 三十三 私がおまえをあわれんでやったよ

うに、おまえも仲間をあわれんでやるべきではない
か。』 三十四 こうして、主人は怒って、借金を全部返
すまで、彼を獄吏に引き渡した。
三十五 あなたがたもそれぞれ、心から兄弟を赦さない
なら、天のわたしの父も、あなたがたに、このように
なさるのです。」

イエスはこの話を終えると、ガリラヤを去
って、ヨルダンの向こうにあるユダヤ地方

に行かれた。 二 すると、大ぜいの群衆がついて来たの
で、そこで彼らをおいやしになった。

三 パリサイ人たちがみもとにやって来て、イエスを
試みて、こう言った。「何か理由があれば、妻を離別
することは律法にかなっているでしょうか。」 四 イ
エスは答えて言われた。「創造者は、初めから人を男
と女に造って、 五 『それゆえ、人はその父と母を離れ
て、その妻と結ばれ、ふたりの者が一心同体になるの
だ。』と言われたのです。それを、あなたがたは読ん
だことがないのですか。 六 それで、もはやふたりでは
なく、ひとりなのです。こういうわけで、人は、神が
結び合わせたものを引き離してはなりません。」 七 彼
らはイエスに言った。「では、モーセはなぜ、離婚状
を渡して妻を離別せよ、と命じたのですか。」 八 イエ
スは彼らに言われた。「モーセは、あなたがたの心が
かたくななので、その妻を離別することをあなたが
たに許したのです。しかし、初めからそうだったので
はありません。 九 まことに、あなたがたに告げます。
だれでも、不貞のためでなくて、その妻を離別し、別
の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。」 十 弟子たち
はイエスに言った。「もし妻に対する夫の立場がそん
なものなら、結婚しないほうがましです。」 十一 しか
し、イエスは言われた。「そのことばは、だれでも受
け入れることができるわけではありません。ただ、そ
れが許されている者だけができるのです。 十二 という
のは、母の胎内から、そのように生まれついた独身者
がいます。また、人から独身者にさせられた者もいま
す。また、天の御国のために、自分から独身者になっ
た者もいるからです。それができる者はそれを受け入
れなさい。」

十三 そのとき、イエスに手を置いて祈っていただく
ために、子どもたちが連れて来られた。ところが、弟
子たちは彼らをしかった。 十四 しかし、イエスは言わ
れた。「子どもたちを許してやりなさい。邪魔をしな
いでわたしのところに来させなさい。天の御国はこの
ような者たちの国なのです。」 十五 そして、手を彼ら
の上に置いてから、そこを去って行かれた。

十六 すると、ひとりの人がイエスのもとに来て言っ
た。「先生。永遠のいのちを得るためには、どんな良
いことをしたらよいのでしょうか。」 十七 イエスは彼
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に言われた。「なぜ、良いことについて、わたしに尋
ねるのですか。良い方は、ひとりだけです。もし、い
のちにはいりたいと思うなら、戒めを守りなさい。」
十八 彼は「どの戒めですか。」と言った。そこで、イ
エスは言われた。「殺してはならない。姦淫しては
ならない。盗んではならない。偽証をしてはならな
い。 十九 父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身
のように愛せよ。」 二十 この青年はイエスに言った。
「そのようなことはみな、守っております。何がまだ
欠けているのでしょうか。」 二十一 イエスは、彼に言
われた。「もし、あなたが完全になりたいなら、帰っ
て、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与
えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことに
なります。そのうえで、わたしについて来なさい。」
二十二 ところが、青年はこのことばを聞くと、悲しんで
去って行った。この人は多くの財産を持っていたから
である。

二十三 それから、イエスは弟子たちに言われた。「ま
ことに、あなたがたに告げます。金持ちが天の御国に
はいるのはむずかしいことです。 二十四 まことに、あ
なたがたにもう一度、告げます。金持ちが神の国に
はいるよりは、らくだが針の穴を通るほうがもっと
やさしい。」 二十五 弟子たちは、これを聞くと、たい
へん驚いて言った。「それでは、だれが救われるこ
とができるのでしょう。」 二十六 イエスは彼らをじっ
と見て言われた。「それは人にはできないことです。
しかし、神にはどんなことでもできます。」 二十七 そ
のとき、ペテロはイエスに答えて言った。「ご覧くだ
さい。私たちは、何もかも捨てて、あなたに従ってま
いりました。私たちは何がいただけるでしょうか。」
二十八 そこで、イエスは彼らに言われた。「まことに、
あなたがたに告げます。世が改まって人の子がその栄
光の座に着く時、わたしに従って来たあなたがたも十
二の座に着いて、イスラエルの十二の部族をさばくの
です。 二十九 また、わたしの名のために、家、兄弟、
姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて、
その幾倍もを受け、また永遠のいのちを受け継ぎま
す。 三十 ただ、先の者があとになり、あとの者が先に
なることが多いのです。

天の御国は、自分のぶどう園で働く労務者
を雇いに朝早く出かけた主人のようなもの

です。
二 彼は、労務者たちと一日一デナリの約束ができる
と、彼らをぶどう園にやった。 三 それから、九時ごろ
に出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、
何もしないでいた。 四 そこで、彼はその人たちに言
った。『あなたがたも、ぶどう園に行きなさい。相当
のものを上げるから。』 五 彼らは出て行った。それか

らまた、十二時ごろと三時ごろに出かけて行って、同
じようにした。 六 また、五時ごろ出かけてみると、別
の人たちが立っていたので、彼らに言った。『なぜ、
一日中仕事もしないでここにいるのですか。』 七 彼ら
は言った。『だれも雇ってくれないからです。』彼は
言った。『あなたがたも、ぶどう園に行きなさい。』
八 こうして、夕方になったので、ぶどう園の主人は、
監督に言った。『労務者たちを呼んで、最後に来た者
たちから順に、最初に来た者たちにまで、賃金を払っ
てやりなさい。』 九 そこで、五時ごろに雇われた者た
ちが来て、それぞれ一デナリずつもらった。 十 最初
の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろう
と思ったが、彼らもやはりひとり一デナリずつであっ
た。 十一 そこで、彼らはそれを受け取ると、主人に文
句をつけて、 十二 言った。『この最後の連中は一時間
しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしま
した。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛
抱したのです。』 十三 しかし、彼はそのひとりに答え
て言った。『私はあなたに何も不当なことはしていな
い。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませ
んか。 十四 自分の分を取って帰りなさい。ただ私とし
ては、この最後の人にも、あなたと同じだけ上げたい
のです。 十五 自分のものを自分の思うようにしてはい
けないという法がありますか。それとも、私が気前が
いいので、あなたの目にはねたましく思われるのです
か。』
十六 このように、あとの者が先になり、先の者があと
になるものです。」

十七 さて、イエスは、エルサレムに上ろうとしてお
られたが、十二弟子だけを呼んで、道々彼らに話され
た。 十八 「さあ、これから、わたしたちはエルサレム
に向かって行きます。人の子は、祭司長、律法学者た
ちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め
ます。 十九 そして、あざけり、むち打ち、十字架につ
けるため、異邦人に引き渡します。しかし、人の子は
三日目によみがえります。」

二十 そのとき、ゼベダイの子たちの母が、子どもた
ちといっしょにイエスのもとに来て、ひれ伏して、
お願いがありますと言った。 二十一 イエスが彼女に、
「どんな願いですか。」と言われると、彼女は言っ
た。「私のこのふたりの息子が、あなたの御国で、ひ
とりはあなたの右に、ひとりは左にすわれるように
おことばを下さい。」 二十二 けれども、イエスは答え
て言われた。「あなたがたは自分が何を求めている
のか、わかっていないのです。わたしが飲もうとして
いる杯を飲むことができますか。」彼らは「できま
す。」と言った。 二十三 イエスは言われた。「あなた
がたはわたしの杯を飲みはします。しかし、わたしの
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右と左にすわることは、このわたしの許すことではな
く、わたしの父によってそれに備えられた人々がある
のです。」 二十四 このことを聞いたほかの十人は、こ
のふたりの兄弟のことで腹を立てた。 二十五 そこで、
イエスは彼らを呼び寄せて、言われた。「あなたがた
も知っているとおり、異邦人の支配者たちは彼らを
支配し、偉い人たちは彼らの上に権力をふるいます。
二十六 あなたがたの間では、そうではありません。あ
なたがたの間で偉くなりたいと思う者は、みなに仕え
る者になりなさい。 二十七 あなたがたの間で人の先に
立ちたいと思う者は、あなたがたのしもべになりなさ
い。 二十八 人の子が来たのが、仕えられるためではな
く、かえって仕えるためであり、また、多くの人のた
めの、贖いの代価として、自分のいのちを与えるため
であるのと同じです。」

二十九 彼らがエリコを出て行くと、大ぜいの群衆が
イエスについて行った。 三十 すると、道ばたにすわ
っていたふたりの盲人が、イエスが通られると聞い
て、叫んで言った。「主よ。私たちをあわれんでくだ
さい。ダビデの子よ。」 三十一 そこで、群衆は彼らを
黙らせようとして、たしなめたが、彼らはますます、
「主よ。私たちをあわれんでください。ダビデの子
よ。」と叫び立てた。 三十二 すると、イエスは立ち止
まって、彼らを呼んで言われた。「わたしに何をし
てほしいのか。」 三十三 彼らはイエスに言った。「主
よ。この目をあけていただきたいのです。」 三十四 イ
エスはかわいそうに思って、彼らの目にさわられた。
すると、すぐさま彼らは見えるようになり、イエスに
ついて行った。

そ れ か ら、 彼 ら は エ ル サ レ ム に 近 づ
き、オリーブ山のふもとのベテパゲま

で来た。そのとき、イエスは、弟子をふたり使いに出
して、 二 言われた。「向こうの村へ行きなさい。そう
するとすぐに、ろばがつながれていて、いっしょにろ
ばの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどい
て、わたしのところに連れて来なさい。 三 もしだれか
が何か言ったら、『主がお入用なのです。』と言いな
さい。そうすれば、すぐに渡してくれます。」 四 これ
は、預言者を通して言われた事が成就するために起こ
ったのである。
五 「シオンの娘に伝えなさい。
『見よ。あなたの王が、
あなたのところにお見えになる。
柔和で、ろばの背に乗って、
それも、荷物を運ぶろばの子に乗って。』」
六 そこで、弟子たちは行って、イエスが命じられたと
おりにした。 七 そして、ろばと、ろばの子とを連れて
来て、自分たちの上着をその上に掛けた。イエスはそ

れに乗られた。 八 すると、群衆のうち大ぜいの者が、
自分たちの上着を道に敷き、また、ほかの人々は、木
の枝を切って来て、道に敷いた。 九 そして、群衆は、
イエスの前を行く者も、あとに従う者も、こう言って
叫んでいた。
「ダビデの子にホサナ。
祝福あれ。主の御名によって来られる方に。
ホサナ。いと高き所に。」
十 こうして、イエスがエルサレムにはいられると、都
中がこぞって騒ぎ立ち、「この方は、どういう方なの
か。」と言った。 十一 群衆は、「この方は、ガリラヤ
のナザレの、預言者イエスだ。」と言った。

十二 それから、イエスは宮にはいって、宮の中で売
り買いする者たちをみな追い出し、両替人の台や、鳩
を売る者たちの腰掛けを倒された。 十三 そして彼らに
言われた。「『わたしの家は祈りの家と呼ばれる。』
と書いてある。それなのに、あなたがたはそれを強盗
の巣にしている。」 十四 また、宮の中で、盲人や足な
えがみもとに来たので、イエスは彼らをいやされた。
十五 ところが、祭司長、律法学者たちは、イエスのな
さった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で
子どもたちが「ダビデの子にホサナ。」と言って叫ん
でいるのを見て腹を立てた。 十六 そしてイエスに言っ
た。「あなたは、子どもたちが何と言っているか、お
聞きですか。」イエスは言われた。「聞いています。
『あなたは幼子と乳飲み子たちの口に賛美を用意され
た。』とあるのを、あなたがたは読まなかったのです
か。」 十七 イエスは彼らをあとに残し、都を出てベタ
ニヤに行き、そこに泊まられた。

十八 翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられ
た。 十九 道ばたにいちじくの木が見えたので、近づい
て行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。
それで、イエスはその木に「おまえの実は、もういつ
までも、ならないように。」と言われた。すると、た
ちまちいちじくの木は枯れた。 二十 弟子たちは、これ
を見て、驚いて言った。「どうして、こうすぐにいち
じくの木が枯れたのでしょうか。」 二十一 イエスは答
えて言われた。「まことに、あなたがたに告げます。
もし、あなたがたが、信仰を持ち、疑うことがなけ
れば、いちじくの木になされたようなことができる
だけでなく、たとい、この山に向かって、『動いて、
海にはいれ。』と言っても、そのとおりになります。
二十二 あなたがたが信じて祈り求めるものなら、何で
も与えられます。」

二十三 それから、イエスが宮にはいって、教えておら
れると、祭司長、民の長老たちが、みもとに来て言っ
た。「何の権威によって、これらのことをしておられ
るのですか。だれが、あなたにその権威を授けたので
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すか。」 二十四 イエスは答えて、こう言われた。「わ
たしも一言あなたがたに尋ねましょう。もし、あなた
がたが答えるなら、わたしも何の権威によって、これ
らのことをしているかを話しましょう。 二十五 ヨハネ
のバプテスマは、どこから来たものですか。天からで
すか。それとも人からですか。」すると、彼らはこう
言いながら、互いに論じ合った。「もし、天から、と
言えば、それならなぜ、彼を信じなかったか、と言う
だろう。 二十六 しかし、もし、人から、と言えば、群
衆がこわい。彼らはみな、ヨハネを預言者と認めて
いるのだから。」 二十七 そこで、彼らはイエスに答え
て、「わかりません。」と言った。イエスもまた彼ら
にこう言われた。「わたしも、何の権威によってこれ
らのことをするのか、あなたがたに話すまい。
二十八 ところで、あなたがたは、どう思いますか。あ
る人にふたりの息子がいた。その人は兄のところに来
て、『きょう、ぶどう園に行って働いてくれ。』と言
った。 二十九 兄は答えて『行きます。おとうさん。』
と言ったが、行かなかった。 三十 それから、弟のとこ
ろに来て、同じように言った。ところが、弟は答えて
『行きたくありません。』と言ったが、あとから悪か
ったと思って出かけて行った。
三十一 ふたりのうちどちらが、父の願ったとおりにし
たのでしょう。」彼らは言った。「あとの者です。」
イエスは彼らに言われた。「まことに、あなたがたに
告げます。取税人や遊女たちのほうが、あなたがたよ
り先に神の国にはいっているのです。 三十二 というの
は、あなたがたは、ヨハネが義の道を持って来たの
に、彼を信じなかった。しかし、取税人や遊女たちは
彼を信じたからです。しかもあなたがたは、それを見
ながら、あとになって悔いることもせず、彼を信じな
かったのです。
三十三 もう一つのたとえを聞きなさい。
ひとりの、家の主人がいた。彼はぶどう園を造って、
垣を巡らし、その中に酒ぶねを掘り、やぐらを建て、
それを農夫たちに貸して、旅に出かけた。 三十四 さ
て、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け
取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを遣
わした。 三十五 すると、農夫たちは、そのしもべたち
をつかまえて、ひとりは袋だたきにし、もうひとりは
殺し、もうひとりは石で打った。 三十六 そこでもう一
度、前よりももっと多くの別のしもべたちを遣わし
たが、やはり同じような扱いをした。 三十七 しかし、
そのあと、その主人は、『私の息子なら、敬ってく
れるだろう。』と言って、息子を遣わした。 三十八 す
ると、農夫たちは、その子を見て、こう話し合った。
『あれはあと取りだ。さあ、あれを殺して、あれのも
のになるはずの財産を手に入れようではないか。』

三十九 そして、彼をつかまえて、ぶどう園の外に追い出
して殺してしまった。
四十 このばあい、ぶどう園の主人が帰って来たら、そ
の農夫たちをどうするでしょう。」 四十一 彼らはイエ
スに言った。「その悪党どもを情け容赦なく殺して、
そのぶどう園を、季節にはきちんと収穫を納める別の
農夫たちに貸すに違いありません。」 四十二 イエスは
彼らに言われた。「あなたがたは、次の聖書のことば
を読んだことがないのですか。
『家を建てる者たちの見捨てた石。
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。』
四十三 だから、わたしはあなたがたに言います。神の国
はあなたがたから取り去られ、神の国の実を結ぶ国民
に与えられます。 四十四 また、この石の上に落ちる者
は、粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その
人を粉みじんに飛ばしてしまいます。」 四十五 祭司長
たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらのたとえを
聞いたとき、自分たちをさして話しておられることに
気づいた。 四十六 それでイエスを捕えようとしたが、
群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたか
らである。

イエスはもう一度たとえをもって彼ら
に話された。 二 「天の御国は、王子の

ために結婚の披露宴を設けた王にたとえることができ
ます。
三 王は、招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを
遣わしたが、彼らは来たがらなかった。 四 それで、も
う一度、次のように言いつけて、別のしもべたちを遣
わした。『お客に招いておいた人たちにこう言いなさ
い。「さあ、食事の用意ができました。雄牛も太った
家畜もほふって、何もかも整いました。どうぞ宴会に
お出かけください。」』 五 ところが、彼らは気にもか
けず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、 六 そ
のほかの者たちは、王のしもべたちをつかまえて恥を
かかせ、そして殺してしまった。 七 王は怒って、兵隊
を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き
払った。 八 そのとき、王はしもべたちに言った。『宴
会の用意はできているが、招待しておいた人たちは、
それにふさわしくなかった。 九 だから、大通りに行
って、出会った者をみな宴会に招きなさい。』 十 それ
で、しもべたちは、通りに出て行って、良い人でも悪
い人でも出会った者をみな集めたので、宴会場は客で
いっぱいになった。 十一 ところで、王が客を見ようと
してはいって来ると、そこに婚礼の礼服を着ていない
者がひとりいた。 十二 そこで、王は言った。『あなた
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二十三

は、どうして礼服を着ないで、ここにはいって来たの
ですか。』しかし、彼は黙っていた。 十三 そこで、王
はしもべたちに、『あれの手足を縛って、外の暗やみ
に放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ。』と言
った。
十四 招待される者は多いが、選ばれる者は少ないので
す。」

十五 そのころ、パリサイ人たちは出て来て、どのよ
うにイエスをことばのわなにかけようかと相談した。
十六 彼らはその弟子たちを、ヘロデ党の者たちといっ
しょにイエスのもとにやって、こう言わせた。「先
生。私たちは、あなたが真実な方で、真理に基づいて
神の道を教え、だれをもはばからない方だと存じて
います。あなたは、人の顔色を見られないからです。
十七 それで、どう思われるのか言ってください。税金
をカイザルに納めることは、律法にかなっているこ
とでしょうか。かなっていないことでしょうか。」
十八 イエスは彼らの悪意を知って言われた。「偽善者
たち。なぜ、わたしをためすのか。 十九 納め金にする
お金をわたしに見せなさい。」そこで彼らは、デナリ
を一枚イエスのもとに持って来た。 二十 そこで彼らに
言われた。「これは、だれの肖像ですか。だれの銘で
すか。」 二十一 彼らは、「カイザルのです。」と言っ
た。そこで、イエスは言われた。「それなら、カイザ
ルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは
神に返しなさい。」 二十二 彼らは、これを聞いて驚嘆
し、イエスを残して立ち去った。

二十三 その日、復活はないと言っているサドカイ人
たちが、イエスのところに来て、質問して、 二十四 言
った。「先生。モーセは『もし、ある人が子のないま
まで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって、兄の
ための子をもうけねばならない。』と言いました。
二十五 ところで、私たちの間に七人兄弟がありまし
た。長男は結婚しましたが、死んで、子がなかったの
で、その妻を弟に残しました。 二十六 次男も三男も、
七人とも同じようになりました。 二十七 そして、最後
に、その女も死にました。 二十八 すると復活の際に
は、その女は七人のうちだれの妻なのでしょうか。
彼らはみな、その女を妻にしたのです。」 二十九 しか
し、イエスは彼らに答えて言われた。「そんな思い
違いをしているのは、聖書も神の力も知らないから
です。 三十 復活の時には、人はめとることも、とつぐ
こともなく、天の御使いたちのようです。 三十一 それ
に、死人の復活については、神があなたがたに語られ
た事を、あなたがたは読んだことがないのですか。
三十二 『わたしは、アブラハムの神、イサクの神、ヤ
コブの神である。』とあります。神は死んだ者の神で

はありません。生きている者の神です。」 三十三 群衆
はこれを聞いて、イエスの教えに驚いた。

三十四 しかし、パリサイ人たちは、イエスがサドカ
イ人たちを黙らせたと聞いて、いっしょに集まった。
三十五 そして、彼らのうちのひとりの律法の専門家が、
イエスをためそうとして、尋ねた。 三十六 「先生。律
法の中で、たいせつな戒めはどれですか。」 三十七 そ
こで、イエスは彼に言われた。「『心を尽くし、思
いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主
を愛せよ。』 三十八 これがたいせつな第一の戒めで
す。 三十九 『あなたの隣人をあなた自身のように愛せ
よ。』という第二の戒めも、それと同じようにたいせ
つです。 四十 律法全体と預言者とが、この二つの戒め
にかかっているのです。」

四十一 パリサイ人たちが集まっているときに、イエス
は彼らに尋ねて言われた。 四十二 「あなたがたは、キ
リストについて、どう思いますか。彼はだれの子です
か。」彼らはイエスに言った。「ダビデの子です。」
四十三 イエスは彼らに言われた。「それでは、どうし
てダビデは、御霊によって、彼を主と呼び、
四十四 『主は私の主に言われた。
「わたしがあなたの敵を
あなたの足の下に従わせるまでは、
わたしの右の座に着いていなさい。」』
と言っているのですか。 四十五 ダビデがキリストを主
と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なので
しょう。」 四十六 それで、だれもイエスに一言も答え
ることができなかった。また、その日以来、もはやだ
れも、イエスにあえて質問をする者はなかった。

そのとき、イエスは群衆と弟子たちに
話をして、 二 こう言われた。「律法学

者、パリサイ人たちは、モーセの座を占めています。
三 ですから、彼らがあなたがたに言うことはみな、行
ない、守りなさい。けれども、彼らの行ないをまねて
はいけません。彼らは言うことは言うが、実行しない
からです。 四 また、彼らは重い荷をくくって、人の肩
に載せ、自分はそれに指一本さわろうとはしません。
五 彼らのしていることはみな、人に見せるためです。
経札の幅を広くしたり、衣のふさを長くしたりするの
もそうです。 六 また、宴会の上座や会堂の上席が大好
きで、 七 広場であいさつされたり、人から先生と呼ば
れたりすることが好きです。 八 しかし、あなたがたは
先生と呼ばれてはいけません。あなたがたの教師はた
だひとりしかなく、あなたがたはみな兄弟だからで
す。 九 あなたがたは地上のだれかを、われらの父と呼
んではいけません。あなたがたの父はただひとり、す
なわち天にいます父だけだからです。 十 また、師と呼
ばれてはいけません。あなたがたの師はただひとり、
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二十四

キリストだからです。 十一 あなたがたのうちの一番偉
大な者は、あなたがたに仕える人でなければなりませ
ん。 十二 だれでも、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ます。

十三 しかし、わざわいが来ますぞ。偽善の律法学
者、パリサイ人たち。あなたがたは、人々から天の御
国をさえぎっているのです。自分もはいらず、はいろ
うとしている人々をもはいらせないのです。 十四 ［わ
ざわいが来ますぞ。偽善の律法学者、パリサイ人た
ち。あなたがたは、やもめたちの家を食いつぶしてい
ながら、見えのために長い祈りをするからです。です
から、あなたがたは、人一倍ひどい罰を受けます。］

十五 わざわいが来ますぞ。偽善の律法学者、パリサ
イ人たち。改宗者をひとりつくるのに、海と陸とを飛
び回り、改宗者ができると、その人を自分より倍も悪
いゲヘナの子にするからです。

十六 わざわいが来ますぞ。目の見えぬ手引きども。
あなたがたはこう言う。『だれでも、神殿をさして
誓ったのなら、何でもない。しかし、神殿の黄金を
さして誓ったら、その誓いを果たさなければならな
い。』 十七 愚かで、目の見えぬ人たち。黄金と、黄金
を神聖なものにする神殿と、どちらがたいせつなの
か。 十八 また、こう言う。『だれでも、祭壇をさして
誓ったのなら、何でもない。しかし、祭壇の上の供え
物をさして誓ったら、その誓いを果たさなければな
らない。』 十九 目の見えぬ人たち。供え物と、その供
え物を神聖なものにする祭壇と、どちらがたいせつな
のか。 二十 ですから、祭壇をさして誓う者は、祭壇を
も、その上のすべての物をもさして誓っているので
す。 二十一 また、神殿をさして誓う者は、神殿をも、
その中に住まわれる方をもさして誓っているのです。
二十二 天をさして誓う者は、神の御座とそこに座して
おられる方をさして誓うのです。

二十三 わざわいが来ますぞ。偽善の律法学者、パリサ
イ人たち。あなたがたは、はっか、いのんど、クミン
などの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに
重要なもの、すなわち正義もあわれみも誠実もおろそ
かにしているのです。これこそしなければならないこ
とです。ただし、他のほうもおろそかにしてはいけま
せん。 二十四 目の見えぬ手引きども。あなたがたは、
ぶよは、こして除くが、らくだはのみこんでいます。

二十五 わざわいが来ますぞ。偽善の律法学者、パリ
サイ人たち。あなたがたは、杯や皿の外側はきよめる
が、その中は強奪と放縦でいっぱいです。 二十六 目の
見えぬパリサイ人たち。まず、杯の内側をきよめなさ
い。そうすれば、外側もきよくなります。

二十七 わざわいが来ますぞ。偽善の律法学者、パリ
サイ人たち。あなたがたは白く塗った墓のようなも

のです。墓はその外側は美しく見えても、内側は、死
人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいなように、
二十八 あなたがたも、外側は人に正しいと見えても、内
側は偽善と不法でいっぱいです。

二十九 わざわいが来ますぞ。偽善の律法学者、パリ
サイ人たち。あなたがたは預言者の墓を建て、義人の
記念碑を飾って、 三十 『私たちが、先祖の時代に生き
ていたら、預言者たちの血を流すような仲間にはな
らなかっただろう。』と言います。 三十一 こうして、
預言者を殺した者たちの子孫だと、自分で証言してい
ます。 三十二 あなたがたも先祖の罪の目盛りの不足分
を満たしなさい。 三十三 おまえたち蛇ども、まむしの
すえども。おまえたちは、ゲヘナの刑罰をどうしての
がれることができよう。 三十四 だから、わたしが預言
者、知者、律法学者たちを遣わすと、おまえたちはそ
のうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を
会堂でむち打ち、町から町へと迫害して行くのです。
三十五 それは、義人アベルの血からこのかた、神殿と
祭壇との間で殺されたバラキヤの子ザカリヤの血に至
るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があ
なたがたの上に来るためです。 三十六 まことに、あな
たがたに告げます。これらの報いはみな、この時代の
上に来ます。

三十七 ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを
殺し、自分に遣わされた人たちを石で打つ者。わた
しは、めんどりがひなを翼の下に集めるように、あな
たの子らを幾たび集めようとしたことか。それなの
に、あなたがたはそれを好まなかった。 三十八 見なさ
い。あなたがたの家は荒れ果てたままに残される。
三十九 あなたがたに告げます。『祝福あれ。主の御名
によって来られる方に。』とあなたがたが言うときま
で、あなたがたは今後決してわたしを見ることはあり
ません。」

イエスが宮を出て行かれるとき、弟子
たちが近寄って来て、イエスに宮の建

物をさし示した。 二 そこで、イエスは彼らに答えて言
われた。「このすべての物に目をみはっているのでし
ょう。まことに、あなたがたに告げます。ここでは、
石がくずされずに、積まれたまま残ることは決してあ
りません。」

三 イエスがオリーブ山ですわっておられると、弟子
たちが、ひそかにみもとに来て言った。「お話しくだ
さい。いつ、そのようなことが起こるのでしょう。あ
なたの来られる時や世の終わりには、どんな前兆があ
るのでしょう。」 四 そこで、イエスは彼らに答えて言
われた。「人に惑わされないように気をつけなさい。
五 わたしの名を名のる者が大ぜい現われ、『私こそキ
リストだ。』と言って、多くの人を惑わすでしょう。
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二十五

六 また、戦争のことや、戦争のうわさを聞くでしょう
が、気をつけて、あわてないようにしなさい。これら
は必ず起こることです。しかし、終わりが来たのでは
ありません。 七 民族は民族に、国は国に敵対して立
ち上がり、方々にききんと地震が起こります。 八 しか
し、そのようなことはみな、産みの苦しみの初めなの
です。 九 そのとき、人々は、あなたがたを苦しいめに
会わせ、殺します。また、わたしの名のために、あな
たがたはすべての国の人々に憎まれます。 十 また、そ
のときは、人々が大ぜいつまずき、互いに裏切り、憎
み合います。 十一 また、にせ預言者が多く起こって、
多くの人々を惑わします。 十二 不法がはびこるので、
多くの人たちの愛は冷たくなります。 十三 しかし、最
後まで耐え忍ぶ者は救われます。 十四 この御国の福音
は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあかしさ
れ、それから、終わりの日が来ます。

十五 それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあ
の『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つのを見
たならば、（読者はよく読み取るように。） 十六 その
ときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。 十七 屋
上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りて
はいけません。 十八 畑にいる者は着物を取りに戻って
はいけません。 十九 だが、その日、悲惨なのは身重の
女と乳飲み子を持つ女です。 二十 ただ、あなたがたの
逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい。
二十一 そのときには、世の初めから、今に至るまで、
いまだかつてなかったような、またこれからもないよ
うな、ひどい苦難があるからです。 二十二 もし、その
日数が少なくされなかったら、ひとりとして救われる
者はないでしょう。しかし、選ばれた者のために、そ
の日数は少なくされます。 二十三 そのとき、『そら、
キリストがここにいる。』とか、『そこにいる。』と
か言う者があっても、信じてはいけません。 二十四 に
せキリスト、にせ預言者たちが現われて、できれば
選民をも惑わそうとして、大きなしるしや不思議な
ことをして見せます。 二十五 さあ、わたしは、あなた
がたに前もって話しました。 二十六 だから、たとい、
『そら、荒野にいらっしゃる。』と言っても、飛び出
して行ってはいけません。『そら、へやにいらっしゃ
る。』と聞いても、信じてはいけません。 二十七 人の
子の来るのは、いなずまが東から出て、西にひらめく
ように、ちょうどそのように来るのです。 二十八 死体
のある所には、はげたかが集まります。

二十九 だが、これらの日の苦難に続いてすぐに、太陽
は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の
万象は揺り動かされます。 三十 そのとき、人の子のし
るしが天に現われます。すると、地上のあらゆる種族
は、悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯

びて天の雲に乗って来るのを見るのです。 三十一 人の
子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣
わします。すると御使いたちは、天の果てから果てま
で、四方からその選びの民を集めます。

三十二 いちじくの木から、たとえを学びなさい。枝
が柔らかになって、葉が出て来ると、夏の近いことが
わかります。 三十三 そのように、これらのことのすべ
てを見たら、あなたがたは、人の子が戸口まで近づ
いていると知りなさい。 三十四 まことに、あなたがた
に告げます。これらのことが全部起こってしまうまで
は、この時代は過ぎ去りません。 三十五 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。 三十六 ただし、その日、その時が
いつであるかは、だれも知りません。天の御使いたち
も子も知りません。ただ父だけが知っておられます。
三十七 人の子が来るのは、ちょうど、ノアの日のようだ
からです。 三十八 洪水前の日々は、ノアが箱舟にはい
るその日まで、人々は、飲んだり、食べたり、めとっ
たり、とついだりしていました。 三十九 そして、洪水
が来てすべての物をさらってしまうまで、彼らはわか
らなかったのです。人の子が来るのも、そのとおりで
す。 四十 そのとき、畑にふたりいると、ひとりは取ら
れ、ひとりは残されます。 四十一 ふたりの女が臼をひ
いていると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。
四十二 だ か ら、 目 を さ ま し て い な さ い。 あ な た が た
は、自分の主がいつ来られるか、知らないからです。
四十三 しかし、このことは知っておきなさい。家の主
人は、どろぼうが夜の何時に来ると知っていたら、目
を見張っていたでしょうし、また、おめおめと自分
の家に押し入られはしなかったでしょう。 四十四 だか
ら、あなたがたも用心していなさい。なぜなら、人の
子は、思いがけない時に来るのですから。

四十五 主人から、その家のしもべたちを任されて、
食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実
な思慮深いしもべとは、いったいだれでしょうか。
四十六 主人が帰って来たときに、そのようにしている
のを見られるしもべは幸いです。 四十七 まことに、あ
なたがたに告げます。その主人は彼に自分の全財産を
任せるようになります。 四十八 ところが、それが悪い
しもべで、『主人はまだまだ帰るまい。』と心の中で
思い、 四十九 その仲間を打ちたたき、酒飲みたちと飲
んだり食べたりし始めていると、 五十 そのしもべの主
人は、思いがけない日の思わぬ時間に帰って来ます。
五十一 そして、彼をきびしく罰して、その報いを偽善者
たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで
泣いて歯ぎしりするのです。
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そこで、天の御国は、たとえて言えば、それぞれがと
もしびを持って、花婿を出迎える十人の娘のようで
す。
二 そのうち五人は愚かで、五人は賢かった。 三 愚かな
娘たちは、ともしびは持っていたが、油を用意してお
かなかった。 四 賢い娘たちは、自分のともしびといっ
しょに、入れ物に油を入れて持っていた。 五 花婿が来
るのが遅れたので、みな、うとうとして眠り始めた。
六 ところが、夜中になって、『そら、花婿だ。迎えに
出よ。』と叫ぶ声がした。 七 娘たちは、みな起きて、
自分のともしびを整えた。 八 ところが愚かな娘たち
は、賢い娘たちに言った。『油を少し私たちに分けて
ください。私たちのともしびは消えそうです。』 九 し
かし、賢い娘たちは答えて言った。『いいえ、あなた
がたに分けてあげるにはとうてい足りません。それ
よりも店に行って、自分のをお買いなさい。』 十 そこ
で、買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のでき
ていた娘たちは、彼といっしょに婚礼の祝宴に行き、
戸がしめられた。 十一 そのあとで、ほかの娘たちも来
て、『ご主人さま、ご主人さま。あけてください。』
と言った。 十二 しかし、彼は答えて、『確かなとこ
ろ、私はあなたがたを知りません。』と言った。
十三 だから、目をさましていなさい。あなたがたは、
その日、その時を知らないからです。

十四 天の御国は、しもべたちを呼んで、自分の財産
を預け、旅に出て行く人のようです。
十五 彼は、おのおのその能力に応じて、ひとりには五
タラント、ひとりには二タラント、もうひとりには
一タラントを渡し、それから旅に出かけた。 十六 五タ
ラント預かった者は、すぐに行って、それで商売を
して、さらに五タラントもうけた。 十七 同様に、二タ
ラント預かった者も、さらに二タラントもうけた。
十八 ところが、一タラント預かった者は、出て行く
と、地を掘って、その主人の金を隠した。 十九 さて、
よほどたってから、しもべたちの主人が帰って来て、
彼らと清算をした。 二十 すると、五タラント預かった
者が来て、もう五タラント差し出して言った。『ご主
人さま。私に五タラント預けてくださいましたが、ご
覧ください。私はさらに五タラントもうけました。』
二十一 その主人は彼に言った。『よくやった。良い忠
実なしもべだ。あなたは、わずかな物に忠実だった
から、私はあなたにたくさんの物を任せよう。主人
の喜びをともに喜んでくれ。』 二十二 二タラントの者
も来て言った。『ご主人さま。私は二タラント預かり
ましたが、ご覧ください。さらに二タラントもうけ
ました。』 二十三 その主人は彼に言った。『よくやっ
た。良い忠実なしもべだ。あなたは、わずかな物に忠
実だったから、私はあなたにたくさんの物を任せよ

う。主人の喜びをともに喜んでくれ。』 二十四 ところ
が、一タラント預かっていた者も来て、言った。『ご
主人さま。あなたは、蒔かない所から刈り取り、散ら
さない所から集めるひどい方だとわかっていました。
二十五 私はこわくなり、出て行って、あなたの一タラ
ントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これ
があなたの物です。』 二十六 ところが、主人は彼に答
えて言った。『悪いなまけ者のしもべだ。私が蒔かな
い所から刈り取り、散らさない所から集めることを知
っていたというのか。 二十七 だったら、おまえはその
私の金を、銀行に預けておくべきだった。そうすれば
私は帰って来たときに、利息がついて返してもらえた
のだ。 二十八 だから、そのタラントを彼から取り上げ
て、それを十タラント持っている者にやりなさい。』
二十九 だれでも持っている者は、与えられて豊かにな
り、持たない者は、持っているものまでも取り上げら
れるのです。 三十 役に立たぬしもべは、外の暗やみに
追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。

三十一 人の子が、その栄光を帯びて、すべての御使い
たちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位に着
きます。 三十二 そして、すべての国々の民が、その御
前に集められます。彼は、羊飼いが羊と山羊とを分け
るように、彼らをより分け、 三十三 羊を自分の右に、
山羊を左に置きます。 三十四 そうして、王は、その右
にいる者たちに言います。『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。 三十五 あなたがたは、
わたしが空腹であったとき、わたしに食べる物を与
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、 三十六 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、わたしをたずねてくれたからです。』 三十七 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。 三十八 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。 三十九 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。』 四十 すると、王は彼らに答えて言
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
さい者たちのひとりにしたのは、わたしにしたので
す。』 四十一 それから、王はまた、その左にいる者た
ちに言います。『のろわれた者ども。わたしから離れ
て、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の
火にはいれ。 四十二 おまえたちは、わたしが空腹であ
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二十六

ったとき、食べる物をくれず、渇いていたときにも飲
ませず、 四十三 わたしが旅人であったときにも泊まら
せず、裸であったときにも着る物をくれず、病気の
ときや牢にいたときにもたずねてくれなかった。』
四十四 そのとき、彼らも答えて言います。『主よ。い
つ、私たちは、あなたが空腹であり、渇き、旅をし、
裸であり、病気をし、牢におられるのを見て、お世話
をしなかったのでしょうか。』 四十五 すると、王は彼
らに答えて言います。『まことに、おまえたちに告げ
ます。おまえたちが、この最も小さい者たちのひと
りにしなかったのは、わたしにしなかったのです。』
四十六 こうして、この人たちは永遠の刑罰にはいり、正
しい人たちは永遠のいのちにはいるのです。」

イエスは、これらの話をすべて終える
と、弟子たちに言われた。 二 「あなた

がたの知っているとおり、二日たつと過越の祭りにな
ります。人の子は十字架につけられるために引き渡さ
れます。」 三 そのころ、祭司長、民の長老たちは、カ
ヤパという大祭司の家の庭に集まり、 四 イエスをだま
して捕え、殺そうと相談した。 五 しかし、彼らは、
「祭りの間はいけない。民衆の騒ぎが起こるといけな
いから。」と話していた。

六 さて、イエスがベタニヤで、らい病人シモンの家
におられると、 七 ひとりの女がたいへん高価な香油の
はいった石膏のつぼを持ってみもとに来て、食卓に着
いておられたイエスの頭に香油を注いだ。 八 弟子たち
はこれを見て、憤慨して言った。「何のために、こん
なむだなことをするのか。 九 この香油なら、高く売れ
て、貧乏な人たちに施しができたのに。」 十 するとイ
エスはこれを知って、彼らに言われた。「なぜ、この
女を困らせるのです。わたしに対してりっぱなことを
してくれたのです。 十一 貧しい人たちは、いつもあな
たがたといっしょにいます。しかし、わたしは、いつ
もあなたがたといっしょにいるわけではありません。
十二 この女が、この香油をわたしのからだに注いだの
は、わたしの埋葬の用意をしてくれたのです。 十三 ま
ことに、あなたがたに告げます。世界中のどこでで
も、この福音が宣べ伝えられる所なら、この人のした
事も語られて、この人の記念となるでしょう。」

十四 そのとき、十二弟子のひとりで、イスカリオテ
・ユダという者が、祭司長たちのところへ行って、
十五 こう言った。「彼をあなたがたに売るとしたら、
いったいいくらくれますか。」すると、彼らは銀貨三
十枚を彼に支払った。 十六 そのときから、彼はイエス
を引き渡す機会をねらっていた。

十七 さて、種なしパンの祝いの第一日に、弟子たち
がイエスのところに来て言った。「過越の食事をな
さるのに、私たちはどこで用意をしましょうか。」

十八 イエスは言われた。「都にはいって、これこれの
人のところに行って、『先生が「わたしの時が近づい
た。わたしの弟子たちといっしょに、あなたのところ
で過越を守ろう。」と言っておられる。』と言いなさ
い。」 十九 そこで、弟子たちはイエスに言いつけられ
たとおりにして、過越の食事の用意をした。

二十 さて、夕方になって、イエスは十二弟子といっ
しょに食卓に着かれた。 二十一 みなが食事をしている
とき、イエスは言われた。「まことに、あなたがた
に告げます。あなたがたのうちひとりが、わたしを
裏切ります。」 二十二 すると、弟子たちは非常に悲し
んで、「主よ。まさか私のことではないでしょう。」
とかわるがわるイエスに言った。 二十三 イエスは答え
て言われた。「わたしといっしょに鉢に手を浸した
者が、わたしを裏切るのです。 二十四 確かに、人の子
は、自分について書いてあるとおりに、去って行きま
す。しかし、人の子を裏切るような人間はのろわれま
す。そういう人は生まれなかったほうがよかったので
す。」 二十五 すると、イエスを裏切ろうとしていたユ
ダが答えて言った。「先生。まさか私のことではない
でしょう。」イエスは彼に、「いや、そうだ。」と言
われた。

二十六 また、彼らが食事をしているとき、イエスは
パンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与
えて言われた。「取って食べなさい。これはわたしの
からだです。」 二十七 また杯を取り、感謝をささげて
後、こう言って彼らにお与えになった。「みな、この
杯から飲みなさい。 二十八 これは、わたしの契約の血
です。罪を赦すために多くの人のために流されるもの
です。 二十九 ただ、言っておきます。わたしの父の御
国で、あなたがたと新しく飲むその日までは、わたし
はもはや、ぶどうの実で造った物を飲むことはありま
せん。」

三十 そして、賛美の歌を歌ってから、みなオリーブ
山へ出かけて行った。

三十一 そのとき、イエスは弟子たちに言われた。「あ
なたがたはみな、今夜、わたしのゆえにつまずきま
す。『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。』と書いてあるからです。 三十二 しか
しわたしは、よみがえってから、あなたがたより先
に、ガリラヤへ行きます。」 三十三 すると、ペテロが
イエスに答えて言った。「たとい全部の者があなたの
ゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。」
三十四 イエスは彼に言われた。「まことに、あなたに
告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度、わた
しを知らないと言います。」 三十五 ペテロは言った。
「たとい、ごいっしょに死ななければならないとして
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も、私は、あなたを知らないなどとは決して申しませ
ん。」弟子たちはみなそう言った。

三十六 それからイエスは弟子たちといっしょにゲツ
セマネという所に来て、彼らに言われた。「わたしが
あそこに行って祈っている間、ここにすわっていな
さい。」 三十七 それから、ペテロとゼベダイの子ふた
りとをいっしょに連れて行かれたが、イエスは悲しみ
もだえ始められた。 三十八 そのとき、イエスは彼らに
言われた。「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、わたしといっしょに目をさまし
ていなさい。」 三十九 それから、イエスは少し進んで
行って、ひれ伏して祈って言われた。「わが父よ。で
きますならば、この杯をわたしから過ぎ去らせてく
ださい。しかし、わたしの願うようにではなく、あな
たのみこころのように、なさってください。」 四十 そ
れから、イエスは弟子たちのところに戻って来て、
彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。
「あなたがたは、そんなに、一時間でも、わたしとい
っしょに目をさましていることができなかったのか。
四十一 誘惑に陥らないように、目をさまして、祈って
いなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。」
四十二 イエスは二度目に離れて行き、祈って言われた。
「わが父よ。どうしても飲まずには済まされぬ杯で
したら、どうぞみこころのとおりをなさってくださ
い。」 四十三 イエスが戻って来て、ご覧になると、彼
らはまたも眠っていた。目をあけていることができ
なかったのである。 四十四 イエスは、またも彼らを置
いて行かれ、もう一度同じことをくり返して三度目
の祈りをされた。 四十五 それから、イエスは弟子たち
のところに来て言われた。「まだ眠って休んでいるの
ですか。見なさい。時が来ました。人の子は罪人たち
の手に渡されるのです。 四十六 立ちなさい。さあ、行
くのです。見なさい。わたしを裏切る者が近づきまし
た。」

四十七 イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十
二弟子のひとりであるユダがやって来た。剣や棒を手
にした大ぜいの群衆もいっしょであった。群衆はみ
な、祭司長、民の長老たちから差し向けられたもので
あった。 四十八 イエスを裏切る者は、彼らと合図を決
めて、「私が口づけをするのが、その人だ。その人を
つかまえるのだ。」と言っておいた。 四十九 それで、
彼はすぐにイエスに近づき、「先生。お元気で。」と
言って、口づけした。 五十 イエスは彼に、「友よ。何
のために来たのですか。」と言われた。そのとき、
群衆が来て、イエスに手をかけて捕えた。 五十一 する
と、イエスといっしょにいた者のひとりが、手を伸ば
して剣を抜き、大祭司のしもべに撃ってかかり、その
耳を切り落とした。 五十二 そのとき、イエスは彼に言

われた。「剣をもとに納めなさい。剣を取る者はみな
剣で滅びます。 五十三 それとも、わたしが父にお願い
して、十二軍団よりも多くの御使いを、今わたしの配
下に置いていただくことができないとでも思うので
すか。 五十四 だが、そのようなことをすれば、こうな
らなければならないと書いてある聖書が、どうして
実現されましょう。」 五十五 そのとき、イエスは群衆
に言われた。「まるで強盗にでも向かうように、剣や
棒を持ってわたしをつかまえに来たのですか。わた
しは毎日、宮ですわって教えていたのに、あなたがた
は、わたしを捕えなかったのです。 五十六 しかし、す
べてこうなったのは、預言者たちの書が実現するため
です。」そのとき、弟子たちはみな、イエスを見捨て
て、逃げてしまった。

五十七 イエスをつかまえた人たちは、イエスを大祭
司カヤパのところへ連れて行った。そこには、律法学
者、長老たちが集まっていた。 五十八 しかし、ペテロ
も遠くからイエスのあとをつけながら、大祭司の中庭
まではいって行き、成り行きを見ようと役人たちとい
っしょにすわった。 五十九 さて、祭司長たちと全議会
は、イエスを死刑にするために、イエスを訴える偽証
を求めていた。 六十 偽証者がたくさん出て来たが、証
拠はつかめなかった。しかし、最後にふたりの者が進
み出て、 六十一 言った。「この人は、『わたしは神の
神殿をこわして、それを三日のうちに建て直せる。』
と言いました。」 六十二 そこで、大祭司は立ち上がっ
てイエスに言った。「何も答えないのですか。この
人たちが、あなたに不利な証言をしていますが、こ
れはどうなのですか。」 六十三 しかし、イエスは黙っ
ておられた。それで、大祭司はイエスに言った。「私
は、生ける神によって、あなたに命じます。あなたは
神の子キリストなのか、どうか。その答えを言いなさ
い。」 六十四 イエスは彼に言われた。「あなたの言う
とおりです。なお、あなたがたに言っておきますが、
今からのち、人の子が、力ある方の右の座に着き、天
の雲に乗って来るのを、あなたがたは見ることになり
ます。」 六十五 すると、大祭司は、自分の衣を引き裂
いて言った。「神への冒涜だ。これでもまだ、証人が
必要でしょうか。あなたがたは、今、神をけがすこと
ばを聞いたのです。 六十六 どう考えますか。」彼らは
答えて、「彼は死刑に当たる。」と言った。 六十七 そ
うして、彼らはイエスの顔につばきをかけ、こぶしで
なぐりつけ、また、他の者たちは、イエスを平手で打
って、 六十八 こう言った。「当ててみろ。キリスト。
あなたを打ったのはだれか。」

六十九 ペテロが外の中庭にすわっていると、女中のひ
とりが来て言った。「あなたも、ガリラヤ人イエスと
いっしょにいましたね。」 七十 しかし、ペテロはみな
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二十七

の前でそれを打ち消して、「何を言っているのか、私
にはわからない。」と言った。 七十一 そして、ペテロ
が入口まで出て行くと、ほかの女中が、彼を見て、そ
こにいる人々に言った。「この人はナザレ人イエスと
いっしょでした。」 七十二 それで、ペテロは、またも
それを打ち消し、誓って、「そんな人は知らない。」
と言った。 七十三 しばらくすると、そのあたりに立っ
ている人々がペテロに近寄って来て、「確かに、あ
なたもあの仲間だ。ことばのなまりではっきりわか
る。」と言った。 七十四 すると彼は、「そんな人は知
らない。」と言って、のろいをかけて誓い始めた。
するとすぐに、鶏が鳴いた。 七十五 そこでペテロは、
「鶏が鳴く前に三度、あなたは、わたしを知らないと
言います。」とイエスの言われたあのことばを思い出
した。そうして、彼は出て行って、激しく泣いた。

さて、夜が明けると、祭司長、民の長
老たち全員は、イエスを死刑にするた

めに協議した。 二 それから、イエスを縛って連れ出
し、総督ピラトに引き渡した。

三 そのとき、イエスを売ったユダは、イエスが罪に
定められたのを知って後悔し、銀貨三十枚を、祭司
長、長老たちに返して、 四 「私は罪を犯した。罪の
ない人の血を売ったりして。」と言った。しかし、彼
らは、「私たちの知ったことか。自分で始末すること
だ。」と言った。 五 それで、彼は銀貨を神殿に投げ込
んで立ち去った。そして、外に出て行って、首をつっ
た。 六 祭司長たちは銀貨を取って、「これを神殿の金
庫に入れるのはよくない。血の代価だから。」と言っ
た。 七 彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、
旅人たちの墓地にした。 八 それで、その畑は、今でも
血の畑と呼ばれている。 九 そのとき、預言者エレミヤ
を通して言われた事が成就した。「彼らは銀貨三十枚
を取った。イスラエルの人々に値積もりされた人の値
段である。 十 彼らは、主が私にお命じになったよう
に、その金を払って、陶器師の畑を買った。」

十一 さて、イエスは総督の前に立たれた。すると、
総督はイエスに「あなたは、ユダヤ人の王ですか。」
と尋ねた。イエスは彼に「そのとおりです。」と言わ
れた。 十二 しかし、祭司長、長老たちから訴えがなさ
れたときは、何もお答えにならなかった。 十三 そのと
き、ピラトはイエスに言った。「あんなにいろいろと
あなたに不利な証言をしているのに、聞こえないので
すか。」 十四 それでも、イエスは、どんな訴えに対し
ても一言もお答えにならなかった。それには総督も
非常に驚いた。 十五 ところで総督は、その祭りには、
群衆のために、いつも望みの囚人をひとりだけ赦免
してやっていた。 十六 そのころ、バラバという名の知
れた囚人が捕えられていた。 十七 それで、彼らが集ま

ったとき、ピラトが言った。「あなたがたは、だれを
釈放してほしいのか。バラバか、それともキリスト
と呼ばれているイエスか。」 十八 ピラトは、彼らがね
たみからイエスを引き渡したことに気づいていたの
である。 十九 また、ピラトが裁判の席に着いていたと
き、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。「あの
正しい人にはかかわり合わないでください。ゆうべ、
私は夢で、あの人のことで苦しいめに会いましたか
ら。」 二十 しかし、祭司長、長老たちは、バラバのほ
うを願うよう、そして、イエスを死刑にするよう、群
衆を説きつけた。 二十一 しかし、総督は彼らに答えて
言った。「あなたがたは、ふたりのうちどちらを釈
放してほしいのか。」彼らは言った。「バラバだ。」
二十二 ピラトは彼らに言った。「では、キリストと言
われているイエスを私はどのようにしようか。」彼ら
はいっせいに言った。「十字架につけろ。」 二十三 だ
が、ピラトは言った。「あの人がどんな悪い事をし
たというのか。」しかし、彼らはますます激しく「十
字架につけろ。」と叫び続けた。 二十四 そこでピラト
は、自分では手の下しようがなく、かえって暴動にな
りそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手
を洗って、言った。「この人の血について、私には責
任がない。自分たちで始末するがよい。」 二十五 する
と、民衆はみな答えて言った。「その人の血は、私た
ちや子どもたちの上にかかってもいい。」 二十六 そこ
で、ピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを
むち打ってから、十字架につけるために引き渡した。

二十七 それから、総督の兵士たちは、イエスを官邸の
中に連れて行って、イエスの回りに全部隊を集めた。
二十八 そして、イエスの着物を脱がせて、緋色の上着
を着せた。 二十九 それから、いばらで冠を編み、頭に
かぶらせ、右手に葦を持たせた。そして、彼らはイエ
スの前にひざまずいて、からかって言った。「ユダヤ
人の王さま。ばんざい。」 三十 また彼らはイエスにつ
ばきをかけ、葦を取り上げてイエスの頭をたたいた。
三十一 こんなふうに、イエスをからかったあげく、そ
の着物を脱がせて、もとの着物を着せ、十字架につけ
るために連れ出した。

三十二 そして、彼らが出て行くと、シモンというクレ
ネ人を見つけたので、彼らは、この人にイエスの十字
架を、むりやりに背負わせた。

三十三 ゴルゴタという所（「どくろ」と言われている
場所）に来てから、 三十四 彼らはイエスに、苦みを混
ぜたぶどう酒を飲ませようとした。イエスはそれを
なめただけで、飲もうとはされなかった。 三十五 こう
して、イエスを十字架につけてから、彼らはくじを引
いて、イエスの着物を分け、 三十六 そこにすわって、
イエスの見張りをした。 三十七 また、イエスの頭の上
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二十八

には、「これはユダヤ人の王イエスである。」と書い
た罪状書きを掲げた。 三十八 そのとき、イエスといっ
しょに、ふたりの強盗が、ひとりは右に、ひとりは左
に、十字架につけられた。 三十九 道を行く人々は、頭
を振りながらイエスをののしって、 四十 言った。「神
殿を打ちこわして三日で建てる人よ。もし、神の子
なら、自分を救ってみろ。十字架から降りて来い。」
四十一 同じように、祭司長たちも律法学者、長老たち
といっしょになって、イエスをあざけって言った。
四十二 「彼は他人を救ったが、自分は救えない。イス
ラエルの王さまなら、今、十字架から降りてもらおう
か。そうしたら、われわれは信じるから。 四十三 彼は
神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら、いま
救っていただくがいい。『わたしは神の子だ。』と言
っているのだから。」 四十四 イエスといっしょに十字
架につけられた強盗どもも、同じようにイエスをのの
しった。

四十五 さて、十二時から、全地が暗くなって、三時
まで続いた。 四十六 三時ごろ、イエスは大声で、「エ
リ、エリ、レマ、サバクタニ。」と叫ばれた。これ
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。」という意味である。 四十七 する
と、それを聞いて、そこに立っていた人々のうち、あ
る人たちは、「この人はエリヤを呼んでいる。」と
言った。 四十八 また、彼らのひとりがすぐ走って行っ
て、海綿を取り、それに酸いぶどう酒を含ませて、
葦の棒につけ、イエスに飲ませようとした。 四十九 ほ
かの者たちは、「私たちはエリヤが助けに来るかど
うか見ることとしよう。」と言った。 五十 そのとき、
イ エ ス は も う 一 度 大 声 で 叫 ん で、 息 を 引 き 取 ら れ
た。 五十一 すると、見よ。神殿の幕が上から下まで真
二つに裂けた。そして、地が揺れ動き、岩が裂けた。
五十二 また、墓が開いて、眠っていた多くの聖徒たち
のからだが生き返った。 五十三 そして、イエスの復活
の後に墓から出て来て、聖都にはいって多くの人に現
われた。 五十四 百人隊長および彼といっしょにイエス
の見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事
を見て、非常な恐れを感じ、「この方はまことに神の
子であった。」と言った。 五十五 そこには、遠くから
ながめている女たちがたくさんいた。イエスに仕えて
ガリラヤからついて来た女たちであった。 五十六 その
中に、マグダラのマリヤ、ヤコブとヨセフとの母マリ
ヤ、ゼベダイの子らの母がいた。

五十七 夕方になって、アリマタヤの金持ちでヨセフ
という人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。
五十八 この人はピラトのところに行って、イエスのから
だの下げ渡しを願った。そこで、ピラトは、渡すよう
に命じた。 五十九 ヨセフはそれを取り降ろして、きれ

いな亜麻布に包み、 六十 岩を掘って造った自分の新し
い墓に納めた。墓の入口には大きな石をころがしかけ
て帰った。 六十一 そこにはマグダラのマリヤとほかの
マリヤとが墓のほうを向いてすわっていた。

六十二 さて、次の日、すなわち備えの日の翌日、祭
司 長、 パ リ サ イ 人 た ち は ピ ラ ト の と こ ろ に 集 ま っ
て、 六十三 こう言った。「閣下。あの、人をだます男
がまだ生きていたとき、『自分は三日の後によみが
える。』と言っていたのを思い出しました。 六十四 で
すから、三日目まで墓の番をするように命じてくだ
さい。そうでないと、弟子たちが来て、彼を盗み出し
て、『死人の中からよみがえった。』と民衆に言うか
もしれません。そうなると、この惑わしのほうが、
前のばあいより、もっとひどいことになります。」
六十五 ピ ラ ト は 「番 兵 を 出 し て や る か ら、 行 っ て で
きるだけの番をさせるがよい。」と彼らに言った。
六十六 そこで、彼らは行って、石に封印をし、番兵が墓
の番をした。

さて、安息日が終わって、週の初めの
日の明け方、マグダラのマリヤと、ほ

かのマリヤが墓を見に来た。 二 すると、大きな地震が
起こった。それは、主の使いが天から降りて来て、石
をわきへころがして、その上にすわったからである。
三 その顔は、いなずまのように輝き、その衣は雪のよ
うに白かった。 四 番兵たちは、御使いを見て恐ろしさ
のあまり震え上がり、死人のようになった。 五 する
と、御使いは女たちに言った。「恐れてはいけませ
ん。あなたがたが十字架につけられたイエスを捜して
いるのを、私は知っています。 六 ここにはおられませ
ん。前から言っておられたように、よみがえられたか
らです。来て、納めてあった場所を見てごらんなさ
い。 七 ですから急いで行って、お弟子たちにこのこと
を知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられ
たこと、そして、あなたがたより先にガリラヤに行か
れ、あなたがたは、そこで、お会いできるということ
です。では、これだけはお伝えしました。」 八 そこ
で、彼女たちは、恐ろしくはあったが大喜びで、急い
で墓を離れ、弟子たちに知らせに走って行った。 九 す
ると、イエスが彼女たちに出会って、「おはよう。」
と言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエス
を拝んだ。 十 すると、イエスは言われた。「恐れては
いけません。行って、わたしの兄弟たちに、ガリラヤ
に行くように言いなさい。そこでわたしに会えるので
す。」

十一 女たちが行き着かないうちに、もう、数人の番
兵が都に来て、起こった事を全部、祭司長たちに報告
した。 十二 そこで、祭司長たちは民の長老たちととも
に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、
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十三 こう言った。「『夜、私たちが眠っている間に、
弟子たちがやって来て、イエスを盗んで行った。』と
言うのだ。 十四 もし、このことが総督の耳にはいって
も、私たちがうまく説得して、あなたがたには心配を
かけないようにするから。」 十五 そこで、彼らは金を
もらって、指図されたとおりにした。それで、この話
が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。

十六 しかし、十一人の弟子たちは、ガリラヤに行っ
て、イエスの指示された山に登った。 十七 そして、イ
エスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、あ

る者は疑った。 十八 イエスは近づいて来て、彼らにこ
う言われた。「わたしには天においても、地において
も、いっさいの権威が与えられています。 十九 それゆ
え、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子と
しなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプ
テスマを授け、 二十 また、わたしがあなたがたに命じ
ておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさ
い。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あな
たがたとともにいます。」
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一

マルコの福音書

神の子イエス・キリストの福音のはじめ。
二 預言者イザヤの書にこう書いてある。

「見よ。わたしは使いをあなたの前に遣わし、
あなたの道を整えさせよう。
三 荒野で叫ぶ者の声がする。
『主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせ
よ。』」
そのとおりに、 四 バプテスマのヨハネが荒野に現わ
れて、罪が赦されるための悔い改めのバプテスマを説
いた。 五 そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住
民が彼のところへ行き、自分の罪を告白して、ヨルダ
ン川で彼からバプテスマを受けていた。 六 ヨハネは、
らくだの毛で織った物を着て、腰に皮の帯を締め、い
なごと野蜜を食べていた。 七 彼は宣べ伝えて言った。
「私よりもさらに力のある方が、あとからおいでにな
ります。私には、かがんでその方のくつのひもを解く
値うちもありません。 八 私はあなたがたに水でバプテ
スマを授けましたが、その方は、あなたがたに聖霊の
バプテスマをお授けになります。」

九 そのころ、イエスはガリラヤのナザレから来ら
れ、ヨルダン川で、ヨハネからバプテスマをお受けに
なった。 十 そして、水の中から上がられると、すぐ
そのとき、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下
られるのを、ご覧になった。 十一 そして天から声がし
た。「あなたは、わたしの愛する子、わたしはあなた
を喜ぶ。」

十二 そしてすぐ、御霊はイエスを荒野に追いやられ
た。 十三 イエスは四十日間荒野にいて、サタンの誘惑
を受けられた。野の獣とともにおられたが、御使いた
ちがイエスに仕えていた。

十四 ヨハネが捕えられて後、イエスはガリラヤに行
き、神の福音を宣べて言われた。 十五 「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。」

十六 ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシ
モンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧に
なった。彼らは漁師であった。 十七 イエスは彼らに言
われた。「わたしについて来なさい。人間をとる漁師
にしてあげよう。」 十八 すると、すぐに、彼らは網を
捨て置いて従った。 十九 また少し行かれると、ゼベダ
イの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼ら

も舟の中で網を繕っていた。 二十 すぐに、イエスがお
呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たち
といっしょに舟に残して、イエスについて行った。

二十一 それから、一行はカペナウムにはいった。そ
してすぐに、イエスは安息日に会堂にはいって教え
られた。 二十二 人々は、その教えに驚いた。それはイ
エスが、律法学者たちのようにではなく、権威ある
者のように教えられたからである。 二十三 すると、す
ぐにまた、その会堂に汚れた霊につかれた人がいて、
大声でわめいて言った。 二十四 「ナザレの人イエス。
いったい私たちに何をしようというのです。あなたは
私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがど
なたか知っています。神の聖者です。」 二十五 イエス
は彼をしかって、「黙れ。この人から出て行け。」と
言われた。 二十六 すると、その汚れた霊はその人をひ
きつけさせ、大声をあげて、その人から出て行った。
二十七 人々はみな驚いて、互いに論じ合って言った。
「これはどうだ。権威のある、新しい教えではない
か。汚れた霊をさえ戒められる。すると従うのだ。」
二十八 こうして、イエスの評判は、すぐに、ガリラヤ全
地の至る所に広まった。

二十九 イエスは会堂を出るとすぐに、ヤコブとヨハ
ネを連れて、シモンとアンデレの家にはいられた。
三十 ところが、シモンのしゅうとめが熱病で床に着い
ていたので、人々はさっそく彼女のことをイエスに知
らせた。 三十一 イエスは、彼女に近寄り、その手を取
って起こされた。すると熱がひき、彼女は彼らをもて
なした。

三十二 夕方になった。日が沈むと、人々は病人や悪
霊 に つ か れ た 者 を み な、 イ エ ス の も と に 連 れ て 来
た。 三十三 こうして町中の者が戸口に集まって来た。
三十四 イエスは、さまざまの病気にかかっている多く
の人をお直しになり、また多くの悪霊を追い出され
た。そして悪霊どもがものを言うのをお許しにならな
かった。彼らがイエスをよく知っていたからである。

三十五 さて、イエスは、朝早くまだ暗いうちに起き
て、寂しい所へ出て行き、そこで祈っておられた。
三十六 シ モ ン と そ の 仲 間 は、 イ エ ス を 追 っ て 来 て、
三十七 彼 を 見 つ け、 「み ん な が あ な た を 捜 し て お り
ます。」と言った。 三十八 イエスは彼らに言われた。
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二

「さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を
知らせよう。わたしは、そのために出て来たのだか
ら。」 三十九 こうしてイエスは、ガリラヤ全地にわた
り、その会堂に行って、福音を告げ知らせ、悪霊を追
い出された。

四十 さて、ひとりのらい病人が、イエスのみもとに
お願いに来て、ひざまずいて言った。「お心一つで、
私はきよくしていただけます。」 四十一 イエスは深く
あわれみ、手を伸ばして、彼にさわって言われた。
「わたしの心だ。きよくなれ。」 四十二 すると、すぐ
に、そのらい病が消えて、その人はきよくなった。
四十三 そこでイエスは、彼をきびしく戒めて、すぐに彼
を立ち去らせた。 四十四 そのとき彼にこう言われた。
「気をつけて、だれにも何も言わないようにしなさ
い。ただ行って、自分を祭司に見せなさい。そして、
人々へのあかしのために、モーセが命じた物をもっ
て、あなたのきよめの供え物をしなさい。」 四十五 と
ころが、彼は出て行って、この出来事をふれ回り、言
い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中には
いることができず、町はずれの寂しい所におられた。
しかし、人々は、あらゆる所からイエスのもとにやっ
て来た。

数日たって、イエスがカペナウムにまた来ら
れると、家におられることが知れ渡った。

二 それで多くの人が集まったため、戸口のところまで
すきまもないほどになった。この人たちに、イエスは
みことばを話しておられた。 三 そのとき、ひとりの中
風の人が四人の人にかつがれて、みもとに連れて来ら
れた。 四 群衆のためにイエスに近づくことができなか
ったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根
をはがし、穴をあけて、中風の人を寝かせたままその
床をつり降ろした。 五 イエスは彼らの信仰を見て、中
風の人に、「子よ。あなたの罪は赦されました。」と
言われた。 六 ところが、その場に律法学者が数人すわ
っていて、心の中で理屈を言った。 七 「この人は、な
ぜ、あんなことを言うのか。神をけがしているのだ。
神 お ひ と り の ほ か、 だ れ が 罪 を 赦 す こ と が で き よ
う。」 八 彼らが心の中でこのように理屈を言っている
のを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて、こう言
われた。「なぜ、あなたがたは心の中でそんな理屈を
言っているのか。 九 中風の人に、『あなたの罪は赦さ
れた。』と言うのと、『起きて、寝床をたたんで歩
け。』と言うのと、どちらがやさしいか。 十 人の子が
地上で罪を赦す権威を持っていることを、あなたがた
に知らせるために。」こう言ってから、中風の人に、
十一 「あなたに言う。起きなさい。寝床をたたんで、
家に帰りなさい。」と言われた。 十二 すると彼は起き
上がり、すぐに床を取り上げて、みなの見ている前を

出て行った。それでみなの者がすっかり驚いて、「こ
ういうことは、かつて見たことがない。」と言って神
をあがめた。

十三 イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。する
と群衆がみな、みもとにやって来たので、彼らに教え
られた。 十四 イエスは、道を通りながら、アルパヨの
子レビが収税所にすわっているのをご覧になって、
「わたしについて来なさい。」と言われた。すると彼
は立ち上がって従った。

十五 それから、イエスは、彼の家で食卓に着かれ
た。取税人や罪人たちも大ぜい、イエスや弟子たちと
いっしょに食卓に着いていた。こういう人たちが大ぜ
いいて、イエスに従っていたのである。 十六 パリサイ
派の律法学者たちは、イエスが罪人や取税人たちとい
っしょに食事をしておられるのを見て、イエスの弟子
たちにこう言った。「なぜ、あの人は取税人や罪人た
ちといっしょに食事をするのですか。」 十七 イエスは
これを聞いて、彼らにこう言われた。「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、罪人を招くために来たので
す。」

十八 ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をし
ていた。そして、イエスのもとに来て言った。「ヨハ
ネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するの
に、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。」
十九 イエスは彼らに言われた。「花婿が自分たちとい
っしょにいる間、花婿につき添う友だちが断食できる
でしょうか。花婿といっしょにいる時は、断食できな
いのです。 二十 しかし、花婿が彼らから取り去られる
時が来ます。その日には断食します。 二十一 だれも、
真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなこと
はしません。そんなことをすれば、新しい継ぎ切れは
古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。
二十二 また、だれも新しいぶどう酒を古い皮袋に入れ
るようなことはしません。そんなことをすれば、ぶど
う酒は皮袋を張り裂き、ぶどう酒も皮袋もだめになっ
てしまいます。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れる
のです。」

二十三 ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って
行かれた。すると、弟子たちが道々穂を摘み始めた。
二十四 す る と、 パ リ サ イ 人 た ち が イ エ ス に 言 っ た。
「ご覧なさい。なぜ彼らは、安息日なのに、してはな
らないことをするのですか。」 二十五 イエスは彼らに
言われた。「ダビデとその連れの者たちが、食物がな
くてひもじかったとき、ダビデが何をしたか、読まな
かったのですか。 二十六 アビヤタルが大祭司のころ、
ダビデは神の家にはいって、祭司以外の者が食べては
ならない供えのパンを、自分も食べ、またともにいた
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四

者たちにも与えたではありませんか。」 二十七 また言
われた。「安息日は人間のために設けられたのです。
人間が安息日のために造られたのではありません。
二十八 人の子は安息日にも主です。」

イエスはまた会堂にはいられた。そこに片手
のなえた人がいた。 二 彼らは、イエスが安息

日にその人を直すかどうか、じっと見ていた。イエス
を訴えるためであった。 三 イエスは手のなえたその人
に、「立って、真中に出なさい。」と言われた。 四 そ
れから彼らに、「安息日にしてよいのは、善を行なう
ことなのか、それとも悪を行なうことなのか。いのち
を救うことなのか、それとも殺すことなのか。」と言
われた。彼らは黙っていた。 五 イエスは怒って彼らを
見回し、その心のかたくななのを嘆きながら、その人
に、「手を伸ばしなさい。」と言われた。彼は手を伸
ばした。するとその手が元どおりになった。 六 そこで
パリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者た
ちといっしょになって、イエスをどうして葬り去ろう
かと相談を始めた。

七 それから、イエスは弟子たちとともに湖のほうに
退かれた。すると、ガリラヤから出て来た大ぜいの
人々がついて行った。またユダヤから、 八 エルサレム
から、イドマヤから、ヨルダンの川向こうやツロ、シ
ドンあたりから、大ぜいの人々が、イエスの行なって
おられることを聞いて、みもとにやって来た。 九 イエ
スは、大ぜいの人なので、押し寄せて来ないよう、ご
自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言
いつけられた。 十 それは、多くの人をいやされたの
で、病気に悩む人たちがみな、イエスにさわろうとし
て、みもとに押しかけて来たからである。 十一 また、
汚れた霊どもが、イエスを見ると、みもとにひれ伏
し、「あなたこそ神の子です。」と叫ぶのであった。
十二 イエスは、ご自身のことを知らせないようにと、
きびしく彼らを戒められた。

十三 さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みにな
る者たちを呼び寄せられたので、彼らはみもとに来
た。 十四 そこでイエスは十二弟子を任命された。それ
は、彼らを身近に置き、また彼らを遣わして福音を
宣べさせ、 十五 悪霊を追い出す権威を持たせるため
であった。 十六 こうして、イエスは十二弟子を任命さ
れた。そして、シモンにはペテロという名をつけ、
十七 ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この
ふたりにはボアネルゲ、すなわち、雷の子という名
をつけられた。 十八 次に、アンデレ、ピリポ、バルト
ロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダ
イ、熱心党員シモン、 十九 イスカリオテ・ユダ。この
ユダが、イエスを裏切ったのである。

二十 イエスが家に戻られると、また大ぜいの人が
集まって来たので、みなは食事する暇もなかった。
二十一 イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ
戻しに出て来た。「気が狂ったのだ。」と言う人たち
がいたからである。 二十二 また、エルサレムから下っ
て来た律法学者たちも、「彼は、ベルゼブルに取り
つかれている。」と言い、「悪霊どものかしらによっ
て、悪霊どもを追い出しているのだ。」とも言った。
二十三 そこでイエスは彼らをそばに呼んで、たとえに
よって話された。「サタンがどうしてサタンを追い出
せましょう。 二十四 もし国が内部で分裂したら、その
国は立ち行きません。 二十五 また、家が内輪もめをし
たら、家は立ち行きません。 二十六 サタンも、もし内
輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことが
できないで滅びます。 二十七 確かに、強い人の家に押
し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛
り上げなければなりません。そのあとでその家を略
奪できるのです。 二十八 まことに、あなたがたに告げ
ます。人はその犯すどんな罪も赦していただけます。
また、神をけがすことを言っても、それはみな赦し
ていただけます。 二十九 しかし、聖霊をけがす者はだ
れでも、永遠に赦されず、とこしえの罪に定められま
す。」 三十 このように言われたのは、彼らが、「イエ
スは、汚れた霊につかれている。」と言っていたから
である。

三十一 さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立っ
ていて、人をやり、イエスを呼ばせた。 三十二 大ぜい
の人がイエスを囲んですわっていたが、「ご覧なさ
い。あなたのおかあさんと兄弟たちが、外であなたを
たずねています。」と言った。 三十三 すると、イエス
は彼らに答えて言われた。「わたしの母とはだれのこ
とですか。また、兄弟たちとはだれのことですか。」
三十四 そして、自分の回りにすわっている人たちを見回
して言われた。「ご覧なさい。わたしの母、わたしの
兄弟たちです。 三十五 神のみこころを行なう人はだれ
でも、わたしの兄弟、姉妹、また母なのです。」

イエスはまた湖のほとりで教え始められた。
おびただしい数の群衆がみもとに集まった。

それでイエスは湖の上の舟に乗り、そこに腰をおろさ
れ、群衆はみな岸べの陸地にいた。 二 イエスはたとえ
によって多くのことを教えられた。その教えの中でこ
う言われた。
三 「よく聞きなさい。種を蒔く人が種蒔きに出かけ
た。 四 蒔いているとき、種が道ばたに落ちた。する
と、鳥が来て食べてしまった。 五 また、別の種が土の
薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽
を出した。 六 しかし日が上ると、焼けて、根がないた
めに枯れてしまった。 七 また、別の種がいばらの中に
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落ちた。ところが、いばらが伸びて、それをふさいで
しまったので、実を結ばなかった。 八 また、別の種が
良い地に落ちた。すると芽ばえ、育って、実を結び、
三十倍、六十倍、百倍になった。」
九 そしてイエスは言われた。「聞く耳のある者は聞き
なさい。」

十 さて、イエスだけになったとき、いつもつき従っ
ている人たちが、十二弟子とともに、これらのたと
えのことを尋ねた。 十一 そこで、イエスは言われた。
「あなたがたには、神の国の奥義が知らされている
が、ほかの人たちには、すべてがたとえで言われるの
です。 十二 それは、『彼らは確かに見るには見るがわ
からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて赦される
ことのないため。』です。」 十三 そして彼らにこう言
われた。「このたとえがわからないのですか。そんな
ことで、いったいどうしてたとえの理解ができましょ
う。 十四 種蒔く人は、みことばを蒔くのです。 十五 み
ことばが道ばたに蒔かれるとは、こういう人たちの
ことです――みことばを聞くと、すぐサタンが来て、
彼らに蒔かれたみことばを持ち去ってしまうのです。
十六 同じように、岩地に蒔かれるとは、こういう人た
ちのことです――みことばを聞くと、すぐに喜んで受
けるが、 十七 根を張らないで、ただしばらく続くだけ
です。それで、みことばのために困難や迫害が起こる
と、すぐにつまずいてしまいます。 十八 もう一つの、
いばらの中に種を蒔かれるとは、こういう人たちの
ことです――みことばを聞いてはいるが、 十九 世の心
づかいや、富の惑わし、その他いろいろな欲望がはい
り込んで、みことばをふさぐので、実を結びません。
二十 良い地に蒔かれるとは、みことばを聞いて受け入
れ、三十倍、六十倍、百倍の実を結ぶ人たちです。」

二十一 また言われた。「あかりを持って来るのは枡の
下や寝台の下に置くためでしょうか。燭台の上に置く
ためではありませんか。 二十二 隠れているのは、必ず
現われるためであり、おおい隠されているのは、明ら
かにされるためです。 二十三 聞く耳のある者は聞きな
さい。」 二十四 また彼らに言われた。「聞いているこ
とによく注意しなさい。あなたがたは、人に量ってあ
げるその量りで、自分にも量り与えられ、さらにその
上に増し加えられます。 二十五 持っている人は、さら
に与えられ、持たない人は、持っているものまでも取
り上げられてしまいます。」

二十六 また言われた。「神の国は、人が地に種を蒔く
ようなもので、 二十七 夜は寝て、朝は起き、そうこう
しているうちに、種は芽を出して育ちます。どのよう
にしてか、人は知りません。 二十八 地は人手によらず
実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中

に実がはいります。 二十九 実が熟すると、人はすぐに
かまを入れます。収穫の時が来たからです。」

三十 また言われた。「神の国は、どのようなものと
言えばよいでしょう。何にたとえたらよいでしょう。
三十一 それはからし種のようなものです。地に蒔かれる
ときには、地に蒔かれる種の中で、一番小さいのです
が、 三十二 それが蒔かれると、生長してどんな野菜よ
りも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が
巣を作れるほどになります。」

三十三 イエスは、このように多くのたとえで、彼らの
聞く力に応じて、みことばを話された。 三十四 たとえ
によらないで話されることはなかった。ただ、ご自分
の弟子たちにだけは、すべてのことを解き明かされ
た。

三十五 さて、その日のこと、夕方になって、イエスは
弟子たちに、「さあ、向こう岸へ渡ろう。」と言われ
た。 三十六 そこで弟子たちは、群衆をあとに残し、舟
に乗っておられるままで、イエスをお連れした。他の
舟もイエスについて行った。 三十七 すると、激しい突
風が起こり、舟は波をかぶって水でいっぱいになっ
た。 三十八 ところがイエスだけは、とものほうで、枕
をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こし
て言った。「先生。私たちがおぼれて死にそうでも、
何とも思われないのですか。」 三十九 イエスは起き上
がって、風をしかりつけ、湖に「黙れ、静まれ。」と
言われた。すると風はやみ、大なぎになった。 四十 イ
エスは彼らに言われた。「どうしてそんなにこわが
るのです。信仰がないのは、どうしたことです。」
四十一 彼らは大きな恐怖に包まれて、互いに言った。
「風や湖までが言うことをきくとは、いったいこの方
はどういう方なのだろう。」

こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地
に着いた。 二 イエスが舟から上がられると、

すぐに、汚れた霊につかれた人が墓場から出て来て、
イエスを迎えた。 三 この人は墓場に住みついており、
もはやだれも、鎖をもってしても、彼をつないでおく
ことができなかった。 四 彼はたびたび足かせや鎖でつ
ながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまっ
たからで、だれにも彼を押えるだけの力がなかったの
である。 五 それで彼は、夜昼となく、墓場や山で叫び
続け、石で自分のからだを傷つけていた。 六 彼はイエ
スを遠くから見つけ、駆け寄って来てイエスを拝し、
七 大声で叫んで言った。「いと高き神の子、イエスさ
ま。いったい私に何をしようというのですか。神の御
名によってお願いします。どうか私を苦しめないでく
ださい。」 八 それは、イエスが、「汚れた霊よ。この
人から出て行け。」と言われたからである。 九 それ
で、「おまえの名は何か。」とお尋ねになると、「私
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の名はレギオンです。私たちは大ぜいですから。」と
言った。 十 そして、自分たちをこの地方から追い出さ
ないでくださいと懇願した。 十一 ところで、そこの山
腹に、豚の大群が飼ってあった。 十二 彼らはイエスに
願って言った。「私たちを豚の中に送って、彼らに乗
り移らせてください。」 十三 イエスがそれを許された
ので、汚れた霊どもは出て行って、豚に乗り移った。
すると、二千匹ほどの豚の群れが、険しいがけを駆
け降り、湖へなだれ落ちて、湖におぼれてしまった。
十四 豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々で
この事を告げ知らせた。人々は何事が起こったのか
と見にやって来た。 十五 そして、イエスのところに来
て、悪霊につかれていた人、すなわちレギオンを宿し
ていた人が、着物を着て、正気に返ってすわっている
のを見て、恐ろしくなった。 十六 見ていた人たちが、
悪霊につかれていた人に起こったことや、豚のこと
を、つぶさに彼らに話して聞かせた。 十七 すると、彼
らはイエスに、この地方から離れてくださるよう願っ
た。 十八 それでイエスが舟に乗ろうとされると、悪霊
につかれていた人が、お供をしたいとイエスに願っ
た。 十九 しかし、お許しにならないで、彼にこう言わ
れた。「あなたの家、あなたの家族のところに帰り、
主があなたに、どんなに大きなことをしてくださった
か、どんなにあわれんでくださったかを、知らせなさ
い。」 二十 そこで、彼は立ち去り、イエスが自分にど
んなに大きなことをしてくださったかを、デカポリス
の地方で言い広め始めた。人々はみな驚いた。

二十一 イエスが舟でまた向こう岸へ渡られると、大
ぜいの人の群れがみもとに集まった。イエスは岸べ
にとどまっておられた。 二十二 すると、会堂管理者の
ひとりでヤイロという者が来て、イエスを見て、その
足もとにひれ伏し、 二十三 いっしょうけんめい願って
こう言った。「私の小さい娘が死にかけています。ど
うか、おいでくださって、娘の上に御手を置いてやっ
てください。娘が直って、助かるようにしてくださ
い。」 二十四 そこで、イエスは彼といっしょに出かけ
られたが、多くの群衆がイエスについて来て、イエス
に押し迫った。

二十五 ところで、十二年の間長血をわずらっている
女がいた。 二十六 この女は多くの医者からひどいめに
会わされて、自分の持ち物をみな使い果たしてしま
ったが、何のかいもなく、かえって悪くなる一方であ
った。 二十七 彼女は、イエスのことを耳にして、群衆
の中に紛れ込み、うしろから、イエスの着物にさわっ
た。 二十八 「お着物にさわることでもできれば、きっ
と直る。」と考えていたからである。 二十九 すると、
すぐに、血の源がかれて、ひどい痛みが直ったこと
を、からだに感じた。 三十 イエスも、すぐに、自分の

うちから力が外に出て行ったことに気づいて、群衆の
中を振り向いて、「だれがわたしの着物にさわったの
ですか。」と言われた。 三十一 そこで弟子たちはイエ
スに言った。「群衆があなたに押し迫っているのをご
覧になっていて、それでも『だれがわたしにさわった
のか。』とおっしゃるのですか。」 三十二 イエスは、
それをした人を知ろうとして、見回しておられた。
三十三 女は恐れおののき、自分の身に起こった事を知
り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余す
ところなく打ち明けた。 三十四 そこで、イエスは彼女
にこう言われた。「娘よ。あなたの信仰があなたを直
したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、
すこやかでいなさい。」

三十五 イエスが、まだ話しておられるときに、会堂管
理者の家から人がやって来て言った。「あなたのお嬢
さんはなくなりました。なぜ、このうえ先生を煩わす
ことがありましょう。」 三十六 イエスは、その話のこ
とばをそばで聞いて、会堂管理者に言われた。「恐れ
ないで、ただ信じていなさい。」 三十七 そして、ペテ
ロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネのほかは、だれも
自分といっしょに行くのをお許しにならなかった。
三十八 彼らはその会堂管理者の家に着いた。イエス
は、人々が、取り乱し、大声で泣いたり、わめいたり
しているのをご覧になり、 三十九 中にはいって、彼ら
にこう言われた。「なぜ取り乱して、泣くのですか。
子どもは死んだのではない。眠っているのです。」
四十 人々はイエスをあざ笑った。しかし、イエスはみ
んなを外に出し、ただその子どもの父と母、それにご
自分の供の者たちだけを伴って、子どものいる所へ
はいって行かれた。 四十一 そして、その子どもの手を
取って、「タリタ、クミ。」と言われた。（訳して言
えば、「少女よ。あなたに言う。起きなさい。」とい
う意味である。） 四十二 すると、少女はすぐさま起き
上がり、歩き始めた。十二歳にもなっていたからであ
る。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。 四十三 イ
エスは、このことをだれにも知らせないようにと、き
びしくお命じになり、さらに、少女に食事をさせるよ
うに言われた。

イエスはそこを去って、郷里に行かれた。弟
子たちもついて行った。 二 安息日になったと

き、会堂で教え始められた。それを聞いた多くの人々
は驚いて言った。「この人は、こういうことをどこか
ら得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この
人の手で行なわれるこのような力あるわざは、いった
い何でしょう。 三 この人は大工ではありませんか。マ
リヤの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟では
ありませんか。その妹たちも、私たちとここに住んで
いるではありませんか。」こうして彼らはイエスにつ
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まずいた。 四 イエスは彼らに言われた。「預言者が尊
敬されないのは、自分の郷里、親族、家族の間だけで
す。」 五 それで、そこでは何一つ力あるわざを行なう
ことができず、少数の病人に手を置いていやされただ
けであった。 六 イエスは彼らの不信仰に驚かれた。そ
れからイエスは、近くの村々を教えて回られた。

七 また、十二弟子を呼び、ふたりずつ遣わし始め、
彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。
八 また、彼らにこう命じられた。「旅のためには、杖
一本のほかは、何も持って行ってはいけません。パン
も、袋も、胴巻きに金も持って行ってはいけません。
九 くつは、はきなさい。しかし二枚の下着を着てはい
けません。」 十 また、彼らに言われた。「どこででも
一軒の家にはいったら、そこの土地から出て行くまで
は、その家にとどまっていなさい。 十一 もし、あなた
がたを受け入れない場所、また、あなたがたに聞こう
としない人々なら、そこから出て行くときに、そこの
人々に対する証言として、足の裏のちりを払い落とし
なさい。」 十二 こうして十二人が出て行き、悔い改め
を説き広め、 十三 悪霊を多く追い出し、大ぜいの病人
に油を塗っていやした。

十四 イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳に
もはいった。人々は、「バプテスマのヨハネが死人
の中からよみがえったのだ。だから、あんな力が、
彼のうちに働いているのだ。」と言っていた。 十五 別
の人々は、「彼はエリヤだ。」と言い、さらに別の
人々は、「昔の預言者の中のひとりのような預言者
だ。」と言っていた。 十六 しかし、ヘロデはうわさを
聞いて、「私が首をはねたあのヨハネが生き返ったの
だ。」と言っていた。 十七 実は、このヘロデが、自分
の兄弟ピリポの妻ヘロデヤのことで、――ヘロデはこ
の女を妻としていた。――人をやってヨハネを捕え、
牢につないだのであった。 十八 これは、ヨハネがヘロ
デに、「あなたが兄弟の妻を自分のものとしているこ
とは不法です。」と言い張ったからである。 十九 とこ
ろが、ヘロデヤはヨハネを恨み、彼を殺したいと思い
ながら、果たせないでいた。 二十 それはヘロデが、ヨ
ハネを正しい聖なる人と知って、彼を恐れ、保護を加
えていたからである。また、ヘロデはヨハネの教えを
聞くとき、非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けて
いた。 二十一 ところが、良い機会が訪れた。ヘロデが
その誕生日に、重臣や、千人隊長や、ガリラヤのおも
だった人などを招いて、祝宴を設けたとき、 二十二 ヘ
ロデヤの娘がはいって来て、踊りを踊ったので、ヘロ
デも列席の人々も喜んだ。そこで王は、この少女に、
「何でもほしい物を言いなさい。与えよう。」と言っ
た。 二十三 また、「おまえの望む物なら、私の国の半
分でも、与えよう。」と言って、誓った。 二十四 そこ

で少女は出て行って、「何を願いましょうか。」とそ
の母親に言った。すると母親は、「バプテスマのヨ
ハネの首。」と言った。 二十五 そこで少女はすぐに、
大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。「今すぐ
に、バプテスマのヨハネの首を盆に載せていただき
とうございます。」 二十六 王は非常に心を痛めたが、
自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女
の願いを退けることを好まなかった。 二十七 そこで王
は、すぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持って来る
ように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの
首をはね、 二十八 その首を盆に載せて持って来て、少
女に渡した。少女は、それを母親に渡した。 二十九 ヨ
ハネの弟子たちは、このことを聞いたので、やって来
て、遺体を引き取り、墓に納めたのであった。

三十 さて、使徒たちは、イエスのもとに集まって来
て、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエス
に報告した。 三十一 そこでイエスは彼らに、「さあ、
あなたがただけで、寂しい所へ行って、しばらく休み
なさい。」と言われた。人々の出入りが多くて、ゆっ
くり食事する時間さえなかったからである。 三十二 そ
こで彼らは、舟に乗って、自分たちだけで寂しい所
へ行った。 三十三 ところが、多くの人々が、彼らの出
て行くのを見、それと気づいて、方々の町々からそ
こへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまっ
た。 三十四 イエスは、舟から上がられると、多くの群
衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊
のようであるのを深くあわれみ、いろいろと教え始
められた。 三十五 そのうち、もう時刻もおそくなった
ので、弟子たちはイエスのところに来て言った。「こ
こはへんぴな所で、もう時刻もおそくなりました。
三十六 みんなを解散させてください。そして、近くの
部落や村に行って何か食べる物をめいめいで買うよ
うにさせてください。」 三十七 すると、彼らに答えて
言われた。「あなたがたで、あの人たちに何か食べる
物を上げなさい。」そこで弟子たちは言った。「私た
ちが出かけて行って、二百デナリものパンを買って
あの人たちに食べさせるように、ということでしょ
うか。」 三十八 するとイエスは彼らに言われた。「パ
ンはどれぐらいありますか。行って見て来なさい。」
彼らは確かめて言った。「五つです。それと魚が二匹
です。」 三十九 イエスは、みなを、それぞれ組にして
青草の上にすわらせるよう、弟子たちにお命じにな
った。 四十 そこで人々は、百人、五十人と固まって席
に着いた。 四十一 するとイエスは、五つのパンと二匹
の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、
人々に配るように弟子たちに与えられた。また、二匹
の魚もみなに分けられた。 四十二 人々はみな、食べて
満腹した。 四十三 そして、パン切れを十二のかごにい

マルコの福音書 六:四 38 マルコの福音書 六:四十三



七

っぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。 四十四 パン
を食べたのは、男が五千人であった。

四十五 それからすぐに、イエスは弟子たちを強いて
舟に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行か
せ、ご自分は、その間に群衆を解散させておられた。
四十六 それから、群衆に別れ、祈るために、そこを去
って山のほうに向かわれた。 四十七 夕方になったこ
ろ、舟は湖の真中に出ており、イエスだけが陸地に
おられた。 四十八 イエスは、弟子たちが、向かい風の
ために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の三
時ごろ、湖の上を歩いて、彼らに近づいて行かれた
が、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであっ
た。 四十九 しかし、弟子たちは、イエスが湖の上を歩
いておられるのを見て、幽霊だと思い、叫び声をあげ
た。 五十 というのは、みなイエスを見ておびえてしま
ったからである。しかし、イエスはすぐに彼らに話し
かけ、「しっかりしなさい。わたしだ。恐れることは
ない。」と言われた。 五十一 そして舟に乗り込まれる
と、風がやんだ。彼らの心中の驚きは非常なものであ
った。 五十二 というのは、彼らはまだパンのことから
悟るところがなく、その心は堅く閉じていたからであ
る。

五十三 彼らは湖を渡って、ゲネサレの地に着き、舟
をつないだ。 五十四 そして、彼らが舟から上がると、
人々はすぐにイエスだと気がついて、 五十五 そのあた
りをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場
所へ、病人を床に載せて運んで来た。 五十六 イエスが
はいって行かれると、村でも町でも部落でも、人々は
病人たちを広場に寝かせ、そして、せめて、イエスの
着物の端にでもさわらせてくださるようにと願った。
そして、さわった人々はみな、いやされた。

さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者が
エルサレムから来ていて、イエスの回りに集

まった。 二 イエスの弟子のうちに、汚れた手で、すな
わち洗わない手でパンを食べている者があるのを見
て、 三 ――パリサイ人をはじめユダヤ人はみな、昔の
人たちの言い伝えを堅く守って、手をよく洗わないで
は食事をせず、 四 また、市場から帰ったときには、か
らだをきよめてからでないと食事をしない。まだこの
ほかにも、杯、水差し、銅器を洗うことなど、堅く守
るように伝えられた、しきたりがたくさんある。――
五 パリサイ人と律法学者たちは、イエスに尋ねた。
「なぜ、あなたの弟子たちは、昔の人たちの言い伝え
に従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのです
か。」 六 イエスは彼らに言われた。「イザヤはあなた
がた偽善者について預言をして、こう書いているが、
まさにそのとおりです。
『この民は、口先ではわたしを敬うが、

その心は、わたしから遠く離れている。
七 彼らが、わたしを拝んでも、むだなことである。
人間の教えを、教えとして教えるだけだから。』
八 あなたがたは、神の戒めを捨てて、人間の言い伝え
を堅く守っている。」 九 また言われた。「あなたがた
は、自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒
めをないがしろにしたものです。 十 モーセは、『あな
たの父と母を敬え。』また『父や母をののしる者は、
死刑に処せられる。』と言っています。 十一 それなの
に、あなたがたは、もし人が父や母に向かって、私か
らあなたのために上げられる物は、コルバン（すな
わち、ささげ物）になりました、と言えば、 十二 その
人には、父や母のために、もはや何もさせないよう
にしています。 十三 こうしてあなたがたは、自分たち
が受け継いだ言い伝えによって、神のことばを空文
にしています。そして、これと同じようなことを、た
くさんしているのです。」 十四 イエスは再び群衆を呼
び寄せて言われた。「みな、わたしの言うことを聞い
て、悟るようになりなさい。 十五 外側から人にはいっ
て、人を汚すことのできる物は何もありません。人か
ら出て来るものが、人を汚すものなのです。 16 イエ
スが群衆を離れて、家にはいられると、弟子たちは、
このたとえについて尋ねた。 十八 イエスは言われた。
「あなたがたまで、そんなにわからないのですか。外
側から人にはいって来る物は人を汚すことができな
い、ということがわからないのですか。 十九 そのよう
な物は、人の心には、はいらないで、腹にはいり、そ
して、かわやに出されてしまうのです。」イエスは、
このように、すべての食物をきよいとされた。 二十 ま
た言われた。「人から出るもの、これが、人を汚すの
です。 二十一 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、 二十二 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、 二十三 これらの悪はみな、内
側から出て、人を汚すのです。」

二十四 イエスは、そこを出てツロの地方へ行かれた。
家にはいられたとき、だれにも知られたくないと思わ
れたが、隠れていることはできなかった。 二十五 汚れ
た霊につかれた小さい娘のいる女が、イエスのことを
聞きつけてすぐにやって来て、その足もとにひれ伏し
た。 二十六 この女はギリシヤ人で、スロ・フェニキヤ
の生まれであった。そして、自分の娘から悪霊を追い
出してくださるようにイエスに願い続けた。 二十七 す
るとイエスは言われた。「まず子どもたちに満腹さ
せなければなりません。子どもたちのパンを取り上
げて、小犬に投げてやるのはよくないことです。」
二十八 しかし、女は答えて言った。「主よ。そのとお
りです。でも、食卓の下の小犬でも、子どもたちのパ
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ンくずをいただきます。」 二十九 そこでイエスは言わ
れた。「そうまで言うのですか。それなら家にお帰り
なさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。」
三十 女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっ
ており、悪霊はもう出ていた。

三十一 それから、イエスはツロの地方を去り、シドン
を通って、もう一度、デカポリス地方のあたりのガリ
ラヤ湖に来られた。 三十二 人々は、耳が聞こえず、口
のきけない人を連れて来て、彼の上に手を置いてくだ
さるように願った。 三十三 そこで、イエスは、その人
だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し
入れ、それからつばきをして、その人の舌にさわられ
た。 三十四 そして、天を見上げ、深く嘆息して、その
人に「エパタ。」すなわち、「開け。」と言われた。
三十五 すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、
はっきりと話せるようになった。 三十六 イエスは、こ
のことをだれにも言ってはならない、と命じられた
が、彼らは口止めされればされるほど、かえって言い
ふらした。 三十七 人々は非常に驚いて言った。「この
方のなさったことは、みなすばらしい。つんぼを聞
こえるようにし、おしを話せるようにしてくださっ
た。」

そのころ、また大ぜいの人の群れが集まって
いたが、食べる物がなかったので、イエスは

弟子たちを呼んで言われた。 二 「かわいそうに、この
群衆はもう三日間もわたしといっしょにいて、食べる
物を持っていないのです。 三 空腹のまま家に帰らせた
ら、途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来
ている人もいます。」 四 弟子たちは答えた。「こんな
へんぴな所で、どこからパンを手に入れて、この人た
ちに十分食べさせることができましょう。」 五 する
と、イエスは尋ねられた。「パンはどれぐらいありま
すか。」弟子たちは、「七つです。」と答えた。 六 す
ると、イエスは群衆に、地面にすわるようにおっしゃ
った。それから、七つのパンを取り、感謝をささげて
からそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えら
れたので、弟子たちは群衆に配った。 七 また、魚が少
しばかりあったので、そのために感謝をささげてか
ら、これも配るように言われた。 八 人々は食べて満腹
した。そして余りのパン切れを七つのかごに取り集め
た。 九 人々はおよそ四千人であった。それからイエス
は、彼らを解散させられた。 十 そしてすぐに弟子たち
とともに舟に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。

十一 パリサイ人たちがやって来て、イエスに議論を
しかけ、天からのしるしを求めた。イエスをためそう
としたのである。 十二 イエスは、心の中で深く嘆息し
て、こう言われた。「なぜ、今の時代はしるしを求め
るのか。まことに、あなたがたに告げます。今の時代

には、しるしは絶対に与えられません。」 十三 イエス
は彼らを離れて、また舟に乗って向こう岸へ行かれ
た。

十四 弟子たちは、パンを持って来るのを忘れ、舟の
中には、パンがただ一つしかなかった。 十五 そのと
き、イエスは彼らに命じて言われた。「パリサイ人の
パン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。」
十六 そこで弟子たちは、パンを持っていないというこ
とで、互いに議論し始めた。 十七 それに気づいてイエ
スは言われた。「なぜ、パンがないといって議論し
ているのですか。まだわからないのですか、悟らな
いのですか。心が堅く閉じているのですか。 十八 目が
ありながら見えないのですか。耳がありながら聞こ
えないのですか。あなたがたは、覚えていないので
すか。 十九 わたしが五千人に五つのパンを裂いて上げ
たとき、パン切れを取り集めて、幾つのかごがいっぱ
いになりましたか。」彼らは答えた。「十二です。」
二十 「四千人に七つのパンを裂いて上げたときは、パ
ン切れを取り集めて幾つのかごがいっぱいになりまし
たか。」彼らは答えた。「七つです。」 二十一 イエス
は言われた。「まだ悟らないのですか。」

二十二 彼らはベツサイダに着いた。すると人々が、盲
人を連れて来て、さわってやってくださるようにイエ
スに願った。 二十三 イエスは盲人の手を取って村の外
に連れて行かれた。そしてその両眼につばきをつけ、
両手を彼に当ててやって、「何か見えるか。」と聞か
れた。 二十四 すると彼は、見えるようになって、「人
が見えます。木のようですが、歩いているのが見えま
す。」と言った。 二十五 それから、イエスはもう一度
彼の両眼に両手を当てられた。そして、彼が見つめて
いると、すっかり直り、すべてのものがはっきり見え
るようになった。 二十六 そこでイエスは、彼を家に帰
し、「村にはいって行かないように。」と言われた。

二十七 それから、イエスは弟子たちとピリポ・カイ
ザリヤの村々へ出かけられた。その途中、イエスは弟
子たちに尋ねて言われた。「人々はわたしをだれだと
言っていますか。」 二十八 彼らは答えて言った。「バ
プテスマのヨハネだと言っています。エリヤだと言
う人も、また預言者のひとりだと言う人もいます。」
二十九 するとイエスは、彼らに尋ねられた。「では、
あなたがたは、わたしをだれだと言いますか。」ペテ
ロが答えてイエスに言った。「あなたは、キリストで
す。」 三十 するとイエスは、自分のことをだれにも言
わないようにと、彼らを戒められた。

三十一 それから、人の子は必ず多くの苦しみを受け、
長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三
日の後によみがえらなければならないと、弟子たちに
教え始められた。 三十二 しかも、はっきりとこの事が
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九

らを話された。するとペテロは、イエスをわきにお連
れして、いさめ始めた。 三十三 しかし、イエスは振り
向いて、弟子たちを見ながら、ペテロをしかって言わ
れた。「下がれ。サタン。あなたは神のことを思わな
いで、人のことを思っている。」 三十四 それから、イ
エスは群衆を弟子たちといっしょに呼び寄せて、彼ら
に言われた。「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。 三十五 いのちを救おうと思う者
はそれを失い、わたしと福音とのためにいのちを失う
者はそれを救うのです。 三十六 人は、たとい全世界を
得ても、いのちを損じたら、何の得がありましょう。
三十七 自分のいのちを買い戻すために、人はいったい
何を差し出すことができるでしょう。 三十八 このよう
な姦淫と罪の時代にあって、わたしとわたしのことば
を恥じるような者なら、人の子も、父の栄光を帯びて
聖なる御使いたちとともに来るときには、そのような
人のことを恥じます。」

イエスは彼らに言われた。「まことに、あな
たがたに告げます。ここに立っている人々の

中には、神の国が力をもって到来しているのを見るま
では、決して死を味わわない者がいます。」

二 それから六日たって、イエスは、ペテロとヤコブ
とヨハネだけを連れて、高い山に導いて行かれた。そ
して彼らの目の前で御姿が変わった。 三 その御衣は、
非常に白く光り、世のさらし屋では、とてもできない
ほどの白さであった。 四 また、エリヤが、モーセとと
もに現われ、彼らはイエスと語り合っていた。 五 する
と、ペテロが口出ししてイエスに言った。「先生。私
たちがここにいることは、すばらしいことです。私た
ちが、幕屋を三つ造ります。あなたのために一つ、モ
ーセのために一つ、エリヤのために一つ。」 六 実のと
ころ、ペテロは言うべきことがわからなかったのであ
る。彼らは恐怖に打たれたのであった。 七 そのとき雲
がわき起こってその人々をおおい、雲の中から、「こ
れは、わたしの愛する子である。彼の言うことを聞き
なさい。」という声がした。 八 彼らが急いであたりを
見回すと、自分たちといっしょにいるのはイエスだけ
で、そこにはもはやだれも見えなかった。

九 さて、山を降りながら、イエスは彼らに、人の子
が死人の中からよみがえるときまでは、いま見たこ
とをだれにも話してはならない、と特に命じられた。
十 そこで彼らは、そのおことばを心に堅く留め、死人
の中からよみがえると言われたことはどういう意味
かを論じ合った。 十一 彼らはイエスに尋ねて言った。
「律法学者たちは、まずエリヤが来るはずだと言っ
ていますが、それはなぜでしょうか。」 十二 イエスは
言われた。「エリヤがまず来て、すべてのことを立て

直します。では、人の子について、多くの苦しみを受
け、さげすまれると書いてあるのは、どうしてなので
すか。 十三 しかし、あなたがたに告げます。エリヤは
もう来たのです。そして人々は、彼について書いてあ
るとおりに、好き勝手なことを彼にしたのです。」

十四 さ て、 彼 ら が、 弟 子 た ち の と こ ろ に 帰 っ て 来
て、見ると、その回りに大ぜいの人の群れがおり、
また、律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。
十五 そしてすぐ、群衆はみな、イエスを見ると驚き、
走り寄って来て、あいさつをした。 十六 イエスは彼ら
に、「あなたがたは弟子たちと何を議論しているの
ですか。」と聞かれた。 十七 すると群衆のひとりが、
イエスに答えて言った。「先生。おしの霊につかれた
私の息子を、先生のところに連れてまいりました。
十八 その霊が息子に取りつきますと、所かまわず彼を
押し倒します。そして彼はあわを吹き、歯ぎしりし
て、からだをこわばらせてしまいます。それでお弟子
たちに、霊を追い出してくださるようにお願いしたの
ですが、お弟子たちにはできませんでした。」 十九 イ
エスは答えて言われた。「ああ、不信仰な世だ。いつ
まであなたがたといっしょにいなければならないので
しょう。いつまであなたがたにがまんしていなければ
ならないのでしょう。その子をわたしのところに連れ
て来なさい。」 二十 そこで、人々はイエスのところに
その子を連れて来た。その子がイエスを見ると、霊は
すぐに彼をひきつけさせたので、彼は地面に倒れ、あ
わを吹きながら、ころげ回った。 二十一 イエスはその
子の父親に尋ねられた。「この子がこんなになってか
ら、どのくらいになりますか。」父親は言った。「幼
い時からです。 二十二 この霊は、彼を滅ぼそうとし
て、何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、
もし、おできになるものなら、私たちをあわれんで、
お助けください。」 二十三 するとイエスは言われた。
「できるものなら、と言うのか。信じる者には、どん
なことでもできるのです。」 二十四 するとすぐに、そ
の子の父は叫んで言った。「信じます。不信仰な私を
お助けください。」 二十五 イエスは、群衆が駆けつけ
るのをご覧になると、汚れた霊をしかって言われた。
「おしとつんぼの霊。わたしが、おまえに命じる。こ
の子から出て行きなさい。二度と、はいってはいけな
い。」 二十六 するとその霊は、叫び声をあげ、その子
を激しくひきつけさせて、出て行った。するとその子
が死人のようになったので、多くの人々は、「この子
は死んでしまった。」と言った。 二十七 しかし、イエ
スは、彼の手を取って起こされた。するとその子は立
ち上がった。 二十八 イエスが家にはいられると、弟子
たちがそっとイエスに尋ねた。「どうしてでしょう。
私たちには追い出せなかったのですが。」 二十九 する
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と、イエスは言われた。「この種のものは、祈りによ
らなければ、何によっても追い出せるものではありま
せん。」

三十 さて、一行はそこを去って、ガリラヤを通って
行った。イエスは、人に知られたくないと思われた。
三十一 それは、イエスは弟子たちを教えて、「人の子は
人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし、
殺されて、三日の後に、人の子はよみがえる。」と
話しておられたからである。 三十二 しかし、弟子たち
は、このみことばが理解できなかった。また、イエス
に尋ねるのを恐れていた。

三十三 カペナウムに着いた。イエスは、家にはいった
後、弟子たちに質問された。「道で何を論じ合ってい
たのですか。」 三十四 彼らは黙っていた。道々、だれ
が一番偉いかと論じ合っていたからである。 三十五 イ
エスはおすわりになり、十二弟子を呼んで、言われ
た。「だれでも人の先に立ちたいと思うなら、みな
のしんがりとなり、みなに仕える者となりなさい。」
三十六 それから、イエスは、ひとりの子どもを連れて
来て、彼らの真中に立たせ、腕に抱き寄せて、彼らに
言われた。 三十七 「だれでも、このような幼子たちの
ひとりを、わたしの名のゆえに受け入れるならば、わ
たしを受け入れるのです。また、だれでも、わたしを
受け入れるならば、わたしを受け入れるのではなく、
わたしを遣わされた方を受け入れるのです。」

三十八 ヨハネがイエスに言った。「先生。先生の名を
唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私た
ちの仲間ではないので、やめさせました。」 三十九 し
かし、イエスは言われた。「やめさせることはありま
せん。わたしの名を唱えて、力あるわざを行ないなが
ら、すぐあとで、わたしを悪く言える者はないので
す。 四十 わたしたちに反対しない者は、わたしたちの
味方です。 四十一 あなたがたがキリストの弟子だから
というので、あなたがたに水一杯でも飲ませてくれる
人は、決して報いを失うことはありません。これは確
かなことです。 四十二 また、わたしを信じるこの小さ
い者たちのひとりにでもつまずきを与えるような者
は、むしろ大きい石臼を首にゆわえつけられて、海に
投げ込まれたほうがましです。 四十三 もし、あなたの
手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てな
さい。不具の身でいのちにはいるほうが、両手そろっ
ていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりは、あな
たにとってよいことです。 44 もし、あなたの足があ
なたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。
片足でいのちにはいるほうが、両足そろっていてゲヘ
ナに投げ入れられるよりは、あなたにとってよいこ
とです。 46 もし、あなたの目があなたのつまずきを
引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で

神の国にはいるほうが、両目そろっていてゲヘナに投
げ入れられるよりは、あなたにとってよいことです。
四十八 そこでは、彼らを食ううじは、尽きることがな
く、火は消えることがありません。 四十九 すべては、
火によって、塩けをつけられるのです。 五十 塩は、き
きめのあるものです。しかし、もし塩に塩けがなくな
ったら、何によって塩けを取り戻せましょう。あなた
がたは、自分自身のうちに塩けを保ちなさい。そし
て、互いに和合して暮らしなさい。」

イエスは、そこを立って、ユダヤ地方とヨル
ダンの向こうに行かれた。すると、群衆がま

たもみもとに集まって来たので、またいつものように
彼らを教えられた。

二 すると、パリサイ人たちがみもとにやって来て、
夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問し
た。イエスをためそうとしたのである。 三 イエスは
答えて言われた。「モーセはあなたがたに、何と命じ
ていますか。」 四 彼らは言った。「モーセは、離婚状
を書いて妻を離別することを許しました。」 五 イエス
は言われた。「モーセは、あなたがたの心がかたくな
なので、この命令をあなたがたに書いたのです。 六 し
かし、創造の初めから、神は、人を男と女に造られた
のです。 七 それゆえ、人はその父と母を離れて、 八 ふ
たりの者が一心同体になるのです。それで、もはやふ
たりではなく、ひとりなのです。 九 こういうわけで、
人は、神が結び合わせたものを引き離してはなりま
せん。」 十 家に戻った弟子たちが、この問題につい
てイエスに尋ねた。 十一 そこで、イエスは彼らに言わ
れた。「だれでも、妻を離別して別の女を妻にするな
ら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。 十二 妻も、夫
を離別して別の男にとつぐなら、姦淫を犯しているの
です。」

十三 さ て、 イ エ ス に さ わ っ て い た だ こ う と し て、
人々が子どもたちを、みもとに連れて来た。ところ
が、弟子たちは彼らをしかった。 十四 イエスはそれを
ご覧になり、憤って、彼らに言われた。「子どもたち
を、わたしのところに来させなさい。止めてはいけ
ません。神の国は、このような者たちのものです。
十五 まことに、あなたがたに告げます。子どものよう
に神の国を受け入れる者でなければ、決してそこに、
はいることはできません。」 十六 そしてイエスは子ど
もたちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。

十七 イエスが道に出て行かれると、ひとりの人が走
り寄って、御前にひざまずいて、尋ねた。「尊い先
生。永遠のいのちを自分のものとして受けるために
は、私は何をしたらよいでしょうか。」 十八 イエスは
彼に言われた。「なぜ、わたしを『尊い』と言うので
すか。尊い方は、神おひとりのほかには、だれもあ
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りません。 十九 戒めはあなたもよく知っているはずで
す。『殺してはならない。姦淫してはならない。盗ん
ではならない。偽証を立ててはならない。欺き取っ
てはならない。父と母を敬え。』」 二十 すると、その
人はイエスに言った。「先生。私はそのようなこと
をみな、小さい時から守っております。」 二十一 イエ
スは彼を見つめ、その人をいつくしんで言われた。
「あなたには、欠けたことが一つあります。帰って、
あなたの持ち物をみな売り払い、貧しい人たちに与
えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことに
なります。そのうえで、わたしについて来なさい。」
二十二 すると彼は、このことばに顔を曇らせ、悲しみ
ながら立ち去った。なぜなら、この人は多くの財産を
持っていたからである。

二十三 イエスは、見回して、弟子たちに言われた。
「裕福な者が神の国にはいることは、何とむずかしい
ことでしょう。」 二十四 弟子たちは、イエスのことば
に驚いた。しかし、イエスは重ねて、彼らに答えて言
われた。「子たちよ。神の国にはいることは、何とむ
ずかしいことでしょう。 二十五 金持ちが神の国にはい
るよりは、らくだが針の穴を通るほうがもっとやさ
しい。」 二十六 弟子たちは、ますます驚いて互いに言
った。「それでは、だれが救われることができるのだ
ろうか。」 二十七 イエスは、彼らをじっと見て言われ
た。「それは人にはできないことですが、神は、そう
ではありません。どんなことでも、神にはできるので
す。」 二十八 ペテロがイエスにこう言い始めた。「ご
覧ください。私たちは、何もかも捨てて、あなたに従
ってまいりました。」 二十九 イエスは言われた。「ま
ことに、あなたがたに告げます。わたしのために、ま
た福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を
捨てた者で、 三十 その百倍を受けない者はありませ
ん。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑
を迫害の中で受け、後の世では永遠のいのちを受けま
す。 三十一 しかし、先の者があとになり、あとの者が
先になることが多いのです。」

三十二 さて、一行は、エルサレムに上る途中にあっ
た。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たち
は驚き、また、あとについて行く者たちは恐れを覚え
た。すると、イエスは再び十二弟子をそばに呼んで、
ご自分に起ころうとしていることを、話し始められ
た。 三十三 「さあ、これから、わたしたちはエルサレ
ムに向かって行きます。人の子は、祭司長、律法学者
たちに引き渡されるのです。彼らは、人の子を死刑に
定め、そして、異邦人に引き渡します。 三十四 すると
彼らはあざけり、つばきをかけ、むち打ち、ついに殺
します。しかし、人の子は三日の後に、よみがえりま
す。」

三十五 さて、ゼベダイのふたりの子、ヤコブとヨハ
ネが、イエスのところに来て言った。「先生。私た
ちの頼み事をかなえていただきたいと思います。」
三十六 イエスは彼らに言われた。「何をしてほしいの
ですか。」 三十七 彼らは言った。「あなたの栄光の座
で、ひとりを先生の右に、ひとりを左にすわらせてく
ださい。」 三十八 しかし、イエスは彼らに言われた。
「あなたがたは自分が何を求めているのか、わかって
いないのです。あなたがたは、わたしの飲もうとする
杯を飲み、わたしの受けようとするバプテスマを受け
ることができますか。」 三十九 彼らは「できます。」
と言った。イエスは言われた。「なるほどあなたがた
は、わたしの飲む杯を飲み、わたしの受けるべきバプ
テスマを受けはします。 四十 しかし、わたしの右と左
にすわることは、わたしが許すことではありません。
それに備えられた人々があるのです。」 四十一 十人の
者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を
立てた。 四十二 そこで、イエスは彼らを呼び寄せて、
言われた。「あなたがたも知っているとおり、異邦人
の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また、
偉い人たちは彼らの上に権力をふるいます。 四十三 し
かし、あなたがたの間では、そうでありません。あな
たがたの間で偉くなりたいと思う者は、みなに仕え
る者になりなさい。 四十四 あなたがたの間で人の先に
立ちたいと思う者は、みなのしもべになりなさい。
四十五 人の子が来たのも、仕えられるためではなく、
かえって仕えるためであり、また、多くの人のため
の、贖いの代価として、自分のいのちを与えるためな
のです。」

四十六 彼らはエリコに来た。イエスが、弟子たちや
多くの群衆といっしょにエリコを出られると、テマ
イの子のバルテマイという盲人のこじきが、道ばた
にすわっていた。 四十七 ところが、ナザレのイエスだ
と聞くと、「ダビデの子のイエスさま。私をあわれん
でください。」と叫び始めた。 四十八 そこで、彼を黙
らせようと、大ぜいでたしなめたが、彼はますます、
「ダビデの子よ。私をあわれんでください。」と叫び
立てた。 四十九 すると、イエスは立ち止まって、「あ
の人を呼んで来なさい。」と言われた。そこで、彼ら
はその盲人を呼び、「心配しないでよい。さあ、立ち
なさい。あなたをお呼びになっている。」と言った。
五十 すると、盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がっ
て、イエスのところに来た。 五十一 そこでイエスは、
さらにこう言われた。「わたしに何をしてほしいの
か。」すると、盲人は言った。「先生。目が見えるよ
うになることです。」 五十二 するとイエスは、彼に言
われた。「さあ、行きなさい。あなたの信仰があなた

マルコの福音書 十:十九 43 マルコの福音書 十:五十二



十一

十二

を救ったのです。」すると、すぐさま彼は見えるよう
になり、イエスの行かれる所について行った。

さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オ
リーブ山のふもとのベテパゲとベタニヤに

近づいたとき、イエスはふたりの弟子を使いに出し
て、 二 言われた。「向こうの村へ行きなさい。村には
いるとすぐ、まだだれも乗ったことのない、ろばの子
が、つないであるのに気がつくでしょう。それをほど
いて、引いて来なさい。 三 もし、『なぜそんなことを
するのか。』と言う人があったら、『主がお入用なの
です。すぐに、またここに送り返されます。』と言い
なさい。」 四 そこで、出かけて見ると、表通りにある
家の戸口に、ろばの子が一匹つないであったので、そ
れをほどいた。 五 すると、そこに立っていた何人かが
言った。「ろばの子をほどいたりして、どうするので
すか。」 六 弟子たちが、イエスの言われたとおりを話
すと、彼らは許してくれた。 七 そこで、ろばの子をイ
エスのところへ引いて行って、自分たちの上着をその
上に掛けた。イエスはそれに乗られた。 八 すると、多
くの人が、自分たちの上着を道に敷き、またほかの
人々は、木の葉を枝ごと野原から切って来て、道に敷
いた。 九 そして、前を行く者も、あとに従う者も、叫
んでいた。
「ホサナ。
祝福あれ。主の御名によって来られる方に。
十 祝福あれ。いま来た、われらの父ダビデの国に。
ホサナ。いと高き所に。」
十一 こうして、イエスはエルサレムに着き、宮にはい
られた。そして、すべてを見て回った後、時間ももう
おそかったので、十二弟子といっしょにベタニヤに出
て行かれた。

十二 翌日、彼らがベタニヤを出たとき、イエスは空
腹を覚えられた。 十三 葉の茂ったいちじくの木が遠く
に見えたので、それに何かありはしないかと見に行か
れたが、そこに来ると、葉のほかは何もないのに気づ
かれた。いちじくのなる季節ではなかったからであ
る。 十四 イエスは、その木に向かって言われた。「今
後、いつまでも、だれもおまえの実を食べることのな
いように。」弟子たちはこれを聞いていた。

十五 それから、彼らはエルサレムに着いた。イエス
は宮にはいり、宮の中で売り買いしている人々を追い
出し始め、両替人の台や、鳩を売る者たちの腰掛けを
倒し、 十六 また宮を通り抜けて器具を運ぶことをだれ
にもお許しにならなかった。 十七 そして、彼らに教え
て言われた。「『わたしの家は、すべての民の祈りの
家と呼ばれる。』と書いてあるではありませんか。そ
れなのに、あなたがたはそれを強盗の巣にしたので
す。」 十八 祭司長、律法学者たちは聞いて、どのよう

にしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れた
からであった。なぜなら、群衆がみなイエスの教えに
驚嘆していたからである。

十九 夕方になると、イエスとその弟子たちは、いつ
も都から外に出た。

二十 朝早く、通りがかりに見ると、いちじくの木が
根まで枯れていた。 二十一 ペテロは思い出して、イエ
スに言った。「先生。ご覧なさい。あなたののろわれ
たいちじくの木が枯れました。」 二十二 イエスは答え
て言われた。「神を信じなさい。 二十三 まことに、あ
なたがたに告げます。だれでも、この山に向かって、
『動いて、海にはいれ。』と言って、心の中で疑わ
ず、ただ、自分の言ったとおりになると信じるなら、
そのとおりになります。 二十四 だからあなたがたに言
うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けた
と信じなさい。そうすれば、そのとおりになります。
二十五 また立って祈っているとき、だれかに対して恨み
事があったら、赦してやりなさい。そうすれば、天に
おられるあなたがたの父も、あなたがたの罪を赦して
くださいます。

26 彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を
歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちが、
イエスのところにやって来た。 二十八 そして、イエス
に言った。「何の権威によって、これらのことをして
おられるのですか。だれが、あなたにこれらのことを
する権威を授けたのですか。」 二十九 そこでイエスは
彼らに言われた。「一言尋ねますから、それに答えな
さい。そうすれば、わたしも、何の権威によってこれ
らのことをしているかを、話しましょう。 三十 ヨハネ
のバプテスマは、天から来たのですか、人から出たの
ですか。答えなさい。」 三十一 すると、彼らは、こう
言いながら、互いに論じ合った。「もし、天から、と
言えば、それならなぜ、彼を信じなかったかと言うだ
ろう。 三十二 だからといって、人から、と言ってよい
だろうか。」――彼らは群衆を恐れていたのである。
というのは、人々がみな、ヨハネは確かに預言者だと
思っていたからである。 三十三 そこで彼らは、イエス
に答えて、「わかりません。」と言った。そこでイエ
スは彼らに、「わたしも、何の権威によってこれらの
ことをするのか、あなたがたに話すまい。」と言われ
た。

それからイエスは、たとえを用いて彼らに
話し始められた。

「ある人がぶどう園を造って、垣を巡らし、酒ぶねを
掘り、やぐらを建て、それを農夫たちに貸して、旅に
出かけた。 二 季節になると、ぶどう園の収穫の分けま
えを受け取りに、しもべを農夫たちのところへ遣わし
た。 三 ところが、彼らは、そのしもべをつかまえて袋
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だたきにし、何も持たせないで送り帰した。 四 そこ
で、もう一度別のしもべを遣わしたが、彼らは、頭を
なぐり、はずかしめた。 五 また別のしもべを遣わした
ところが、彼らは、これも殺してしまった。続いて、
多くのしもべをやったけれども、彼らは袋だたきにし
たり、殺したりした。 六 その人には、なおもうひとり
の者がいた。それは愛する息子であった。彼は、『私
の息子なら、敬ってくれるだろう。』と言って、最後
にその息子を遣わした。 七 すると、その農夫たちは
こう話し合った。『あれはあと取りだ。さあ、あれを
殺そうではないか。そうすれば、財産はこちらのもの
だ。』 八 そして、彼をつかまえて殺してしまい、ぶど
う園の外に投げ捨てた。
九 ところで、ぶどう園の主人は、どうするでしょう。
彼は戻って来て、農夫どもを打ち滅ぼし、ぶどう園を
ほかの人たちに与えてしまいます。 十 あなたがたは、
次の聖書のことばを読んだことがないのですか。
『家を建てる者たちの見捨てた石、
それが礎の石になった。
十一 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。』」
十二 彼らは、このたとえ話が、自分たちをさして語ら
れたことに気づいたので、イエスを捕えようとした
が、やはり群衆を恐れた。それで、イエスを残して、
立ち去った。

十三 さて、彼らは、イエスに何か言わせて、わなに
陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイ
エスのところへ送った。 十四 彼らはイエスのところに
来て、言った。「先生。私たちは、あなたが真実な方
で、だれをもはばからない方だと存じています。あな
たは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えて
おられるからです。ところで、カイザルに税金を納め
ることは律法にかなっていることでしょうか、かなっ
ていないことでしょうか。納めるべきでしょうか、納
めるべきでないのでしょうか。」 十五 イエスは彼らの
擬装を見抜いて言われた。「なぜ、わたしをためすの
か。デナリ銀貨を持って来て見せなさい。」 十六 彼ら
は持って来た。そこでイエスは彼らに言われた。「こ
れはだれの肖像ですか。だれの銘ですか。」彼らは、
「カイザルのです。」と言った。 十七 するとイエスは
言われた。「カイザルのものはカイザルに返しなさ
い。そして神のものは神に返しなさい。」彼らはイエ
スに驚嘆した。

十八 また、復活はないと主張していたサドカイ人た
ちが、イエスのところに来て、質問した。 十九 「先
生。モーセは私たちのためにこう書いています。『も
し、兄が死んで妻をあとに残し、しかも子がないばあ

いには、その弟はその女を妻にして、兄のための子を
もうけなければならない。』 二十 さて、七人の兄弟が
いました。長男が妻をめとりましたが、子を残さない
で死にました。 二十一 そこで次男がその女を妻にした
ところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様
でした。 二十二 こうして、七人とも子を残しませんで
した。最後に、女も死にました。 二十三 復活の際、彼
らがよみがえるとき、その女はだれの妻なのでしょう
か。七人ともその女を妻にしたのですが。」 二十四 イ
エスは彼らに言われた。「そんな思い違いをしている
のは、聖書も神の力も知らないからではありません
か。 二十五 人が死人の中からよみがえるときには、め
とることも、とつぐこともなく、天の御使いたちのよ
うです。 二十六 それに、死人がよみがえることについ
ては、モーセの書にある柴の個所で、神がモーセにど
う語られたか、あなたがたは読んだことがないのです
か。『わたしは、アブラハムの神、イサクの神、ヤコ
ブの神である。』とあります。 二十七 神は死んだ者の
神ではありません。生きている者の神です。あなたが
たはたいへんな思い違いをしています。」

二十八 律法学者がひとり来て、その議論を聞いてい
たが、イエスがみごとに答えられたのを知って、イ
エスに尋ねた。「すべての命令の中で、どれが一番
たいせつですか。」 二十九 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。 三十 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。』 三十一 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。」
三十二 そ こ で、 こ の 律 法 学 者 は、 イ エ ス に 言 っ た。
「先生。そのとおりです。『主は唯一であって、その
ほかに、主はない。』と言われたのは、まさにそのと
おりです。 三十三 また『心を尽くし、知恵を尽くし、
力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のよう
に愛する。』ことは、どんな全焼のいけにえや供え物
よりも、ずっとすぐれています。」 三十四 イエスは、
彼が賢い返事をしたのを見て、言われた。「あなたは
神の国から遠くない。」それから後は、だれもイエ
スにあえて尋ねる者がなかった。 三十五 イエスが宮で
教えておられたとき、こう言われた。「律法学者たち
は、どうしてキリストをダビデの子と言うのですか。
三十六 ダビデ自身、聖霊によって、こう言っています。
『主は私の主に言われた。
「わたしがあなたの敵を
あなたの足の下に従わせるまでは、
わたしの右の座に着いていなさい。」』

マルコの福音書 十二:四 45 マルコの福音書 十二:三十六



十三

三十七 ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、
ど う い う わ け で キ リ ス ト が ダ ビ デ の 子 な の で し ょ
う。」大ぜいの群衆は、イエスの言われることを喜ん
で聞いていた。

三十八 イエスはその教えの中でこう言われた。「律法
学者たちには気をつけなさい。彼らは、長い衣をまと
って歩き回ったり、広場であいさつされたりすること
が大好きで、 三十九 また会堂の上席や、宴会の上座が
大好きです。 四十 また、やもめの家を食いつぶし、見
えを飾るために長い祈りをします。こういう人たちは
人一倍きびしい罰を受けるのです。」

四十一 それから、イエスは献金箱に向かってすわり、
人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。
多くの金持ちが大金を投げ入れていた。 四十二 そこへ
ひとりの貧しいやもめが来て、レプタ銅貨を二つ投
げ入れた。それは一コドラントに当たる。 四十三 する
と、イエスは弟子たちを呼び寄せて、こう言われた。
「まことに、あなたがたに告げます。この貧しいやも
めは、献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん
投げ入れました。 四十四 みなは、あり余る中から投げ
入れたのに、この女は、乏しい中から、あるだけを全
部、生活費の全部を投げ入れたからです。」

イエスが、宮から出て行かれるとき、弟子
のひとりがイエスに言った。「先生。これ

はまあ、何とみごとな石でしょう。何とすばらしい建
物でしょう。」 二 すると、イエスは彼に言われた。
「この大きな建物を見ているのですか。石がくずされ
ずに、積まれたまま残ることは決してありません。」

三 イエスがオリーブ山で宮に向かってすわっておら
れると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが、ひそ
かにイエスに質問した。 四 「お話しください。いつ、
そういうことが起こるのでしょう。また、それがみな
実現するようなときには、どんな前兆があるのでし
ょう。」 五 そこで、イエスは彼らに話し始められた。
「人に惑わされないように気をつけなさい。 六 わたし
の名を名のる者が大ぜい現われ、『私こそそれだ。』
と言って、多くの人を惑わすでしょう。 七 また、戦争
のことや戦争のうわさを聞いても、あわててはいけま
せん。それは必ず起こることです。しかし、終わりが
来たのではありません。 八 民族は民族に、国は国に敵
対して立ち上がり、方々に地震があり、ききんも起こ
るはずだからです。これらのことは、産みの苦しみの
初めです。

九 だが、あなたがたは、気をつけていなさい。人々
は、あなたがたを議会に引き渡し、また、あなたがた
は会堂でむち打たれ、また、わたしのゆえに、総督や
王たちの前に立たされます。それは彼らに対してあか
しをするためです。 十 こうして、福音がまずあらゆる

民族に宣べ伝えられなければなりません。 十一 彼らに
捕えられ、引き渡されたとき、何と言おうかなどと案
じるには及びません。ただ、そのとき自分に示される
ことを、話しなさい。話すのはあなたがたではなく、
聖霊です。 十二 また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を
死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至ら
せます。 十三 また、わたしの名のために、あなたがた
はみなの者に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ
人は救われます。

十四 『荒らす憎むべきもの』が、自分の立ってはな
らない所に立っているのを見たならば（読者はよく
読み取るように。）ユダヤにいる人々は山へ逃げな
さい。 十五 屋上にいる者は降りてはいけません。家か
ら何かを取り出そうとして中にはいってはいけませ
ん。 十六 畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけませ
ん。 十七 だが、その日、悲惨なのは身重の女と乳飲み
子を持つ女です。 十八 ただ、このことが冬に起こらな
いように祈りなさい。 十九 その日は、神が天地を創造
された初めから、今に至るまで、いまだかつてなか
ったような、またこれからもないような苦難の日だ
からです。 二十 そして、もし主がその日数を少なくし
てくださらないなら、ひとりとして救われる者はな
いでしょう。しかし、主は、ご自分で選んだ選びの民
のために、その日数を少なくしてくださったのです。
二十一 そのとき、あなたがたに、『そら、キリストがこ
こにいる。』とか、『ほら、あそこにいる。』とか言
う者があっても、信じてはいけません。 二十二 にせキ
リスト、にせ預言者たちが現われて、できれば選民を
惑わそうとして、しるしや不思議なことをして見せま
す。 二十三 だから、気をつけていなさい。わたしは、
何もかも前もって話しました。

二十四 だが、その日には、その苦難に続いて、太陽は
暗くなり、月は光を放たず、 二十五 星は天から落ち、
天の万象は揺り動かされます。 二十六 そのとき、人々
は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗って来る
のを見るのです。 二十七 そのとき、人の子は、御使い
たちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からそ
の選びの民を集めます。

二十八 いちじくの木から、たとえを学びなさい。枝が
柔らかになって、葉が出て来ると、夏の近いことがわ
かります。 二十九 そのように、これらのことが起こる
のを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知り
なさい。 三十 まことに、あなたがたに告げます。これ
らのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過
ぎ去りません。 三十一 この天地は滅びます。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。
三十二 ただし、その日、その時がいつであるかは、だ
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十四

れも知りません。天の御使いたちも子も知りません。
ただ父だけが知っておられます。

三十三 気をつけなさい。目をさまし、注意していなさ
い。その定めの時がいつだか、あなたがたは知らない
からです。 三十四 それはちょうど、旅に立つ人が、出
がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責
任を持たせ、門番には目をさましているように言い
つけるようなものです。 三十五 だから、目をさまして
いなさい。家の主人がいつ帰って来るか、夕方か、夜
中か、鶏の鳴くころか、明け方か、わからないからで
す。 三十六 主人が不意に帰って来たとき眠っているの
を見られないようにしなさい。 三十七 わたしがあなた
がたに話していることは、すべての人に言っているの
です。目をさましていなさい。」

さて、過越の祭りと種なしパンの祝いが二
日後に迫っていたので、祭司長、律法学者

たちは、どうしたらイエスをだまして捕え、殺すこと
ができるだろうか、とけんめいであった。 二 彼らは、
「祭りの間はいけない。民衆の騒ぎが起こるといけな
いから。」と話していた。

三 イエスがベタニヤで、らい病人シモンの家におら
れたとき、食卓に着いておられると、ひとりの女が、
純粋で、非常に高価なナルド油のはいった石膏のつ
ぼを持って来て、そのつぼを割り、イエスの頭に注い
だ。 四 すると、何人かの者が憤慨して互いに言った。
「何のために、香油をこんなにむだにしたのか。 五 こ
の香油なら、三百デナリ以上に売れて、貧乏な人たち
に施しができたのに。」そうして、その女をきびしく
責めた。 六 すると、イエスは言われた。「そのまま
にしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。
わたしのために、りっぱなことをしてくれたのです。
七 貧しい人たちは、いつもあなたがたといっしょにい
ます。それで、あなたがたがしたいときは、いつでも
彼らに良いことをしてやれます。しかし、わたしは、
いつもあなたがたといっしょにいるわけではありま
せん。 八 この女は、自分にできることをしたのです。
埋葬の用意にと、わたしのからだに、前もって油を塗
ってくれたのです。 九 まことに、あなたがたに告げま
す。世界中のどこででも、福音が宣べ伝えられる所な
ら、この人のした事も語られて、この人の記念となる
でしょう。」

十 ところで、イスカリオテ・ユダは、十二弟子のひ
とりであるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのと
ころへ出向いて行った。 十一 彼らはこれを聞いて喜ん
で、金をやろうと約束した。そこでユダは、どうした
ら、うまいぐあいにイエスを引き渡せるかと、ねらっ
ていた。

十二 種なしパンの祝いの第一日、すなわち、過越の
小羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。「過
越の食事をなさるのに、私たちは、どこへ行って用意
をしましょうか。」 十三 そこで、イエスは、弟子のう
ちふたりを送って、こう言われた。「都にはいりなさ
い。そうすれば、水がめを運んでいる男に会うから、
その人について行きなさい。 十四 そして、その人がは
いって行く家の主人に、『弟子たちといっしょに過越
の食事をする、わたしの客間はどこか、と先生が言
っておられる。』と言いなさい。 十五 するとその主人
が自分で、席が整って用意のできた二階の広間を見
せてくれます。そこでわたしたちのために用意をしな
さい。」 十六 弟子たちが出かけて行って、都にはいる
と、まさしくイエスの言われたとおりであった。それ
で、彼らはそこで過越の食事の用意をした。

十七 夕方になって、イエスは十二弟子といっしょに
そこに来られた。 十八 そして、みなが席に着いて、食
事をしているとき、イエスは言われた。「まことに、
あなたがたに告げます。あなたがたのうちのひとり
で、わたしといっしょに食事をしている者が、わたし
を裏切ります。」 十九 弟子たちは悲しくなって、「ま
さか私ではないでしょう。」とかわるがわるイエス
に言いだした。 二十 イエスは言われた。「この十二人
の中のひとりで、わたしといっしょに、同じ鉢にパン
を浸している者です。 二十一 確かに、人の子は、自分
について書いてあるとおりに、去って行きます。しか
し、人の子を裏切るような人間はのろわれます。そう
いう人は生まれなかったほうがよかったのです。」

二十二 それから、みなが食事をしているとき、イエ
スはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与
えて言われた。「取りなさい。これはわたしのからだ
です。」 二十三 また、杯を取り、感謝をささげて後、
彼らに与えられた。彼らはみなその杯から飲んだ。
二十四 イエスは彼らに言われた。「これはわたしの契
約の血です。多くの人のために流されるものです。
二十五 まことに、あなたがたに告げます。神の国で新し
く飲むその日までは、わたしはもはや、ぶどうの実で
造った物を飲むことはありません。」

二十六 そして、賛美の歌を歌ってから、みなでオリー
ブ山へ出かけて行った。

二十七 イエスは、弟子たちに言われた。「あなたが
たはみな、つまずきます。『わたしが羊飼いを打つ。
すると、羊は散り散りになる。』と書いてありますか
ら。 二十八 しかしわたしは、よみがえってから、あな
たがたより先に、ガリラヤへ行きます。」 二十九 する
と、ペテロがイエスに言った。「たとい全部の者がつ
まずいても、私はつまずきません。」 三十 イエスは彼
に言われた。「まことに、あなたに告げます。あなた
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は、きょう、今夜、鶏が二度鳴く前に、わたしを知ら
ないと三度言います。」 三十一 ペテロは力を込めて言
い張った。「たとい、ごいっしょに死ななければなら
ないとしても、私は、あなたを知らないなどとは決し
て申しません。」みなの者もそう言った。

三十二 ゲツセマネという所に来て、イエスは弟子た
ちに言われた。「わたしが祈る間、ここにすわってい
なさい。」 三十三 そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを
いっしょに連れて行かれた。イエスは深く恐れもだ
え始められた。 三十四 そして彼らに言われた。「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、目をさましていなさい。」 三十五 それから、イエ
スは少し進んで行って、地面にひれ伏し、もしでき
ることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈
り、 三十六 またこう言われた。「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。」 三十七 それから、イエスは戻っ
て来て、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言わ
れた。「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。 三十八 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。」 三十九 イエスは
再び離れて行き、前と同じことばで祈られた。 四十 そ
して、また戻って来て、ご覧になると、彼らは眠って
いた。ひどく眠けがさしていたのである。彼らは、イ
エスにどう言ってよいか、わからなかった。 四十一 イ
エスは三度目に来て、彼らに言われた。「まだ眠っ
て休んでいるのですか。もう十分です。時が来まし
た。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。
四十二 立ちなさい。さあ、行くのです。見なさい。わた
しを裏切る者が近づきました。」

四十三 そしてすぐ、イエスがまだ話しておられるう
ちに、十二弟子のひとりのユダが現われた。剣や棒を
手にした群衆もいっしょであった。群衆はみな、祭司
長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであ
った。 四十四 イエスを裏切る者は、彼らと前もって次
のような合図を決めておいた。「私が口づけをするの
が、その人だ。その人をつかまえて、しっかりと引い
て行くのだ。」 四十五 それで、彼はやって来るとすぐ
に、イエスに近寄って、「先生。」と言って、口づけ
した。 四十六 すると人々は、イエスに手をかけて捕え
た。 四十七 そのとき、イエスのそばに立っていたひと
りが、剣を抜いて大祭司のしもべに撃ちかかり、その
耳を切り落とした。 四十八 イエスは彼らに向かって言
われた。「まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を
持ってわたしを捕えに来たのですか。 四十九 わたしは

毎日、宮であなたがたといっしょにいて、教えていた
のに、あなたがたは、わたしを捕えなかったのです。
しかし、こうなったのは聖書のことばが実現するため
です。」 五十 すると、みながイエスを見捨てて、逃げ
てしまった。

五十一 ある青年が、素はだに亜麻布を一枚まとった
ままで、イエスについて行ったところ、人々は彼を捕
えようとした。 五十二 すると、彼は亜麻布を脱ぎ捨て
て、はだかで逃げた。

五十三 彼らがイエスを大祭司のところに連れて行く
と、祭司長、長老、律法学者たちがみな、集まって来
た。 五十四 ペテロは、遠くからイエスのあとをつけな
がら、大祭司の庭の中まではいって行った。そして、
役人たちといっしょにすわって、火にあたっていた。
五十五 さて、祭司長たちと全議会は、イエスを死刑に
するために、イエスを訴える証拠をつかもうと努め
たが、何も見つからなかった。 五十六 イエスに対する
偽証をした者は多かったが、一致しなかったのであ
る。 五十七 すると、数人が立ち上がって、イエスに対
する偽証をして、次のように言った。 五十八 「私たち
は、この人が『わたしは手で造られたこの神殿をこ
わして、三日のうちに、手で造られない別の神殿を造
ってみせる。』と言うのを聞きました。」 五十九 しか
し、この点でも証言は一致しなかった。 六十 そこで大
祭司が立ち上がり、真中に進み出てイエスに尋ねて言
った。「何も答えないのですか。この人たちが、あな
たに不利な証言をしていますが、これはどうなので
すか。」 六十一 しかし、イエスは黙ったままで、何も
お答えにならなかった。大祭司は、さらにイエスに尋
ねて言った。「あなたは、ほむべき方の子、キリスト
ですか。」 六十二 そこでイエスは言われた。「わたし
は、それです。人の子が、力ある方の右の座に着き、
天の雲に乗って来るのを、あなたがたは見るはずで
す。」 六十三 すると、大祭司は、自分の衣を引き裂い
て言った。「これでもまだ、証人が必要でしょうか。
六十四 あなたがたは、神をけがすこのことばを聞いた
のです。どう考えますか。」すると、彼らは全員で、
イエスには死刑に当たる罪があると決めた。 六十五 そ
うして、ある人々は、イエスにつばきをかけ、御顔を
おおい、こぶしでなぐりつけ、「言い当ててみろ。」
などと言ったりし始めた。また、役人たちは、イエス
を受け取って、平手で打った。

六十六 ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中のひ
とりが来て、 六十七 ペテロが火にあたっているのを見
かけ、彼をじっと見つめて、言った。「あなたも、あ
のナザレ人、あのイエスといっしょにいましたね。」
六十八 しかし、ペテロはそれを打ち消して、「何を言
っているのか、わからない。見当もつかない。」と
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十五

言って、出口のほうへと出て行った。 六十九 すると女
中は、ペテロを見て、そばに立っていた人たちに、
また、「この人はあの仲間です。」と言いだした。
七十 しかし、ペテロは再び打ち消した。しばらくする
と、そばに立っていたその人たちが、またペテロに
言った。「確かに、あなたはあの仲間だ。ガリラヤ人
なのだから。」 七十一 しかし、彼はのろいをかけて誓
い始め、「私は、あなたがたの話しているその人を知
りません。」と言った。 七十二 するとすぐに、鶏が、
二度目に鳴いた。そこでペテロは、「鶏が二度鳴く前
に、あなたは、わたしを知らないと三度言います。」
というイエスのおことばを思い出した。それに思い当
たったとき、彼は泣き出した。

夜が明けるとすぐに、祭司長たちをはじ
め、長老、律法学者たちと、全議会とは協

議をこらしたすえ、イエスを縛って連れ出し、ピラト
に引き渡した。 二 ピラトはイエスに尋ねた。「あなた
は、ユダヤ人の王ですか。」イエスは答えて言われ
た。「そのとおりです。」 三 そこで、祭司長たちはイ
エスをきびしく訴えた。 四 ピラトはもう一度イエスに
尋ねて言った。「何も答えないのですか。見なさい。
彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。」
五 それでも、イエスは何もお答えにならなかった。そ
れにはピラトも驚いた。

六 ところでピラトは、その祭りには、人々の願う囚
人をひとりだけ赦免するのを例としていた。 七 たま
たま、バラバという者がいて、暴動のとき人殺しをし
た暴徒たちといっしょに牢にはいっていた。 八 それ
で、群衆は進んで行って、いつものようにしてもらう
ことを、ピラトに要求し始めた。 九 そこでピラトは、
彼らに答えて、「このユダヤ人の王を釈放してくれと
いうのか。」と言った。 十 ピラトは、祭司長たちが、
ねたみからイエスを引き渡したことに、気づいてい
たからである。 十一 しかし、祭司長たちは群衆を扇動
して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせ
た。 十二 そこで、ピラトはもう一度答えて、「ではい
ったい、あなたがたがユダヤ人の王と呼んでいるあの
人を、私にどうせよというのか。」と言った。 十三 す
ると彼らはまたも「十字架につけろ。」と叫んだ。
十四 だが、ピラトは彼らに、「あの人がどんな悪い事
をしたというのか。」と言った。しかし、彼らはます
ます激しく「十字架につけろ。」と叫んだ。 十五 それ
で、ピラトは群衆のきげんをとろうと思い、バラバを
釈放した。そして、イエスをむち打って後、十字架に
つけるようにと引き渡した。

十六 兵士たちはイエスを、邸宅、すなわち総督官邸
の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。 十七 そし
てイエスに紫の衣を着せ、いばらの冠を編んでかぶ

らせ、 十八 それから、「ユダヤ人の王さま。ばんざ
い。」と叫んであいさつをし始めた。 十九 また、葦の
棒でイエスの頭をたたいたり、つばきをかけたり、ひ
ざまずいて拝んだりしていた。 二十 彼らはイエスを嘲
弄したあげく、その紫の衣を脱がせて、もとの着物を
イエスに着せた。それから、イエスを十字架につける
ために連れ出した。

二十一 そこへ、アレキサンデルとルポスとの父で、シ
モンというクレネ人が、いなかから出て来て通りかか
ったので、彼らはイエスの十字架を、むりやりに彼に
背負わせた。

二十二 そして、彼らはイエスをゴルゴタの場所（訳
すと、「どくろ」の場所）へ連れて行った。 二十三 そ
し て 彼 ら は、 没 薬 を 混 ぜ た ぶ ど う 酒 を イ エ ス に 与
えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。
二十四 それから、彼らは、イエスを十字架につけた。
そして、だれが何を取るかをくじ引きで決めたうえ
で、イエスの着物を分けた。 二十五 彼らがイエスを十
字架につけたのは、午前九時であった。 二十六 イエス
の罪状書きには、「ユダヤ人の王。」と書いてあっ
た。 二十七 また彼らは、イエスとともにふたりの強盗
を、ひとりは右に、ひとりは左に、十字架につけた。
28 道を行く人々は、頭を振りながらイエスをののし
って言った。「おお、神殿を打ちこわして三日で建て
る人よ。 三十 十字架から降りて来て、自分を救ってみ
ろ。」 三十一 また、祭司長たちも同じように、律法学
者たちといっしょになって、イエスをあざけって言っ
た。「他人は救ったが、自分は救えない。 三十二 キリ
スト、イスラエルの王さま。たった今、十字架から降
りてもらおうか。われわれは、それを見たら信じるか
ら。」また、イエスといっしょに十字架につけられた
者たちもイエスをののしった。

三十三 さて、十二時になったとき、全地が暗くなっ
て、午後三時まで続いた。 三十四 そして、三時に、イ
エスは大声で、「エロイ、エロイ、ラマ、サバクタ
ニ。」と叫ばれた。それは訳すと「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。」と
いう意味である。 三十五 そばに立っていた幾人かが、
これを聞いて、「そら、エリヤを呼んでいる。」と言
った。 三十六 すると、ひとりが走って行って、海綿に
酸いぶどう酒を含ませ、それを葦の棒につけて、イエ
スに飲ませようとしながら言った。「エリヤがやっ
て来て、彼を降ろすかどうか、私たちは見ることにし
よう。」 三十七 それから、イエスは大声をあげて息を
引き取られた。 三十八 神殿の幕が上から下まで真二つ
に裂けた。 三十九 イエスの正面に立っていた百人隊長
は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、
「この方はまことに神の子であった。」と言った。
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十六

四十 また、遠くのほうから見ていた女たちもいた。そ
の中にマグダラのマリヤと、小ヤコブとヨセの母マリ
ヤと、またサロメもいた。 四十一 イエスがガリラヤに
おられたとき、いつもつき従って仕えていた女たちで
ある。このほかにも、イエスといっしょにエルサレム
に上って来た女たちがたくさんいた。

四十二 すっかり夕方になった。その日は備えの日、す
なわち安息日の前日であったので、 四十三 アリマタヤ
のヨセフは、思い切ってピラトのところに行き、イエ
スのからだの下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員
であり、みずからも神の国を待ち望んでいた人であっ
た。 四十四 ピラトは、イエスがもう死んだのかと驚い
て、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしま
ったかどうかを問いただした。 四十五 そして、百人隊
長からそうと確かめてから、イエスのからだをヨセフ
に与えた。 四十六 そこで、ヨセフは亜麻布を買い、イ
エスを取り降ろしてその亜麻布に包み、岩を掘って造
った墓に納めた。墓の入口には石をころがしかけて
おいた。 四十七 マグダラのマリヤとヨセの母マリヤと
は、イエスの納められる所をよく見ていた。

さて、安息日が終わったので、マグダラの
マリヤとヤコブの母マリヤとサロメとは、

イエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。
二 そして、週の初めの日の早朝、日が上ったとき、墓
に着いた。 三 彼女たちは、「墓の入口からあの石をこ
ろがしてくれる人が、だれかいるでしょうか。」とみ
なで話し合っていた。 四 ところが、目を上げて見る
と、あれほど大きな石だったのに、その石がすでにこ
ろがしてあった。 五 それで、墓の中にはいったとこ
ろ、真白な長い衣をまとった青年が右側にすわってい
るのが見えた。彼女たちは驚いた。 六 青年は言った。
「驚いてはいけません。あなたがたは、十字架につけ
られたナザレ人イエスを捜しているのでしょう。あの
方はよみがえられました。ここにはおられません。ご
覧なさい。ここがあの方の納められた所です。 七 です
から行って、お弟子たちとペテロに、『イエスは、あ
なたがたより先にガリラヤへ行かれます。前に言われ
たとおり、そこでお会いできます。』とそう言いなさ
い。」 八 女たちは、墓を出て、そこから逃げ去った。
すっかり震え上がって、気も転倒していたからであ

る。そしてだれにも何も言わなかった。恐ろしかった
からである。

九 ［さて、週の初めの日の朝早くによみがえったイ
エスは、まずマグダラのマリヤにご自分を現わされ
た。イエスは、以前に、この女から七つの悪霊を追い
出されたのであった。 十 マリヤはイエスといっしょに
いた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、
そのことを知らせた。 十一 ところが、彼らは、イエス
が生きておられ、お姿をよく見た、と聞いても、それ
を信じようとはしなかった。

十二 その後、彼らのうちのふたりがいなかのほうへ
歩いていたおりに、イエスは別の姿でご自分を現わさ
れた。 十三 そこでこのふたりも、残りの人たちのとこ
ろへ行ってこれを知らせたが、彼らはふたりの話も信
じなかった。

十四 しかしそれから後になって、イエスは、その十
一人が食卓に着いているところに現われて、彼らの不
信仰とかたくなな心をお責めになった。それは、彼ら
が、よみがえられたイエスを見た人たちの言うとこ
ろを信じなかったからである。 十五 それから、イエス
は彼らにこう言われた。「全世界に出て行き、すべて
の造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。 十六 信じて
バプテスマを受ける者は、救われます。しかし、信じ
ない者は罪に定められます。 十七 信じる人々には次の
ようなしるしが伴います。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、 十八 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いやされます。」

十九 主イエスは、彼らにこう話されて後、天に上げ
られて神の右の座に着かれた。 二十 そこで、彼らは出
て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主は彼らとと
もに働き、みことばに伴うしるしをもって、みことば
を確かなものとされた。］

別の追加文
［さて、女たちは、命じられたすべてのことを、ペ

テロとその仲間の人々にさっそく知らせた。その後、
イエスご自身、彼らによって、きよく、朽ちることの
ない、永遠の救いのおとずれを、東の果てから、西の
果てまで送り届けられた。］
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ルカの福音書

私たちの間ですでに確信されている出来事に
ついては、初めからの目撃者で、みことばに

仕える者となった人々が、私たちに伝えたそのとおり
を、多くの人が記事にまとめて書き上げようと、すで
に試みておりますので、 三 私も、すべてのことを初め
から綿密に調べておりますから、あなたのために、順
序を立てて書いて差し上げるのがよいと思います。尊
敬するテオピロ殿。 四 それによって、すでに教えを受
けられた事がらが正確な事実であることを、よくわか
っていただきたいと存じます。

五 ユダヤの王ヘロデの時に、アビヤの組の者でザカ
リヤという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名
をエリサベツといった。 六 ふたりとも、神の御前に正
しく、主のすべての戒めと定めを落度なく踏み行なっ
ていた。 七 エリサベツは不妊の女だったので、彼らに
は子がなく、ふたりとももう年をとっていた。

八 さて、ザカリヤは、自分の組が当番で、神の御前
に祭司の務めをしていたが、 九 祭司職の習慣によっ
て、くじを引いたところ、主の神殿にはいって香をた
くことになった。 十 彼が香をたく間、大ぜいの民は
みな、外で祈っていた。 十一 ところが、主の使いが彼
に現われて、香壇の右に立った。 十二 これを見たザカ
リヤは不安を覚え、恐怖に襲われたが、 十三 御使いは
彼に言った。「こわがることはない。ザカリヤ。あな
たの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは
男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。 十四 そ
の子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多く
の人もその誕生を喜びます。 十五 彼は主の御前にすぐ
れた者となるからです。彼は、ぶどう酒も強い酒も飲
まず、まだ母の胎内にあるときから聖霊に満たされ、
十六 そしてイスラエルの多くの子らを、彼らの神であ
る主に立ち返らせます。 十七 彼こそ、エリヤの霊と力
で主の前ぶれをし、父たちの心を子どもたちに向け
させ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして、
整えられた民を主のために用意するのです。」 十八 そ
こで、ザカリヤは御使いに言った。「私は何によって
それを知ることができましょうか。私ももう年寄りで
すし、妻も年をとっております。」 十九 御使いは答え
て言った。「私は神の御前に立つガブリエルです。あ
なたに話をし、この喜びのおとずれを伝えるように

遣わされているのです。 二十 ですから、見なさい。こ
れらのことが起こる日までは、あなたは、おしになっ
て、ものが言えなくなります。私のことばを信じなか
ったからです。私のことばは、その時が来れば実現し
ます。」 二十一 人々はザカリヤを待っていたが、神殿
であまり暇取るので不思議に思った。 二十二 やがて彼
は出て来たが、人々に話をすることができなかった。
それで、彼は神殿で幻を見たのだとわかった。ザカリ
ヤは、彼らに合図を続けるだけで、おしのままであっ
た。 二十三 やがて、務めの期間が終わったので、彼は
自分の家に帰った。

二十四 その後、妻エリサベツはみごもり、五か月の間
引きこもって、こう言った。 二十五 「主は、人中で私
の恥を取り除こうと心にかけられ、今、私をこのよう
にしてくださいました。」

二十六 ところで、その六か月目に、御使いガブリエル
が、神から遣わされてガリラヤのナザレという町のひ
とりの処女のところに来た。 二十七 この処女は、ダビ
デの家系のヨセフという人のいいなずけで、名をマリ
ヤといった。 二十八 御使いは、はいって来ると、マリ
ヤに言った。「おめでとう、恵まれた方。主があなた
とともにおられます。」 二十九 しかし、マリヤはこの
ことばに、ひどくとまどって、これはいったい何のあ
いさつかと考え込んだ。 三十 すると御使いが言った。
「こわがることはない。マリヤ。あなたは神から恵み
を受けたのです。 三十一 ご覧なさい。あなたはみごも
って、男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。
三十二 その子はすぐれた者となり、いと高き方の子と
呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの
王位をお与えになります。 三十三 彼はとこしえにヤコ
ブの家を治め、その国は終わることがありません。」
三十四 そこで、マリヤは御使いに言った。「どうして
そのようなことになりえましょう。私はまだ男の人
を知りませんのに。」 三十五 御使いは答えて言った。
「聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなた
をおおいます。それゆえ、生まれる者は、聖なる者、
神の子と呼ばれます。 三十六 ご覧なさい。あなたの親
類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿してい
ます。不妊の女といわれていた人なのに、今はもう六
か月です。 三十七 神にとって不可能なことは一つもあ
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二

りません。」 三十八 マリヤは言った。「ほんとうに、
私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおことばど
おりこの身になりますように。」こうして御使いは彼
女から去って行った。

三十九 そのころ、マリヤは立って、山地にあるユダ
の町に急いだ。 四十 そしてザカリヤの家に行って、
エリサベツにあいさつした。 四十一 エリサベツがマリ
ヤのあいさつを聞いたとき、子が胎内でおどり、エ
リサベツは聖霊に満たされた。 四十二 そして大声をあ
げて言った。「あなたは女の中の祝福された方。あ
なたの胎の実も祝福されています。 四十三 私の主の母
が私のところに来られるとは、何ということでしょ
う。 四十四 ほんとうに、あなたのあいさつの声が私の
耳にはいったとき、私の胎内で子どもが喜んでおど
りました。 四十五 主によって語られたことは必ず実現
すると信じきった人は、何と幸いなことでしょう。」
四十六 マリヤは言った。
「わがたましいは主をあがめ、
四十七 わが霊は、わが救い主なる神を喜びたたえます。
四十八 主はこの卑しいはしために
目を留めてくださったからです。
ほんとうに、これから後、どの時代の人々も、
私をしあわせ者と思うでしょう。
四十九 力ある方が、
私に大きなことをしてくださいました。
その御名はきよく、
五十 そのあわれみは、主を恐れかしこむ者に、
代々にわたって及びます。
五十一 主は、御腕をもって力強いわざをなし、
心の思いの高ぶっている者を追い散らし、
五十二 権力ある者を王位から引き降ろされます。
低い者を高く引き上げ、
五十三 飢えた者を良いもので満ち足らせ、
富む者を何も持たせないで追い返されました。
五十四 主はそのあわれみをいつまでも忘れないで、
そのしもべイスラエルをお助けになりました。
五十五 私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に
語られたとおりです。」

五十六 マリヤは三か月ほどエリサベツと暮らして、家
に帰った。

五十七 さて月が満ちて、エリサベツは男の子を産ん
だ。 五十八 近所の人々や親族は、主がエリサベツに大
きなあわれみをおかけになったと聞いて、彼女とと
もに喜んだ。 五十九 さて八日目に、人々は幼子に割礼
するためにやって来て、幼子を父の名にちなんでザ
カリヤと名づけようとしたが、 六十 母は答えて、「い
いえ、そうではなくて、ヨハネという名にしなければ
なりません。」と言った。 六十一 彼らは彼女に、「あ

なたの親族にはそのような名の人はひとりもいませ
ん。」と言った。 六十二 そして、身振りで父親に合図
して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。
六十三 すると、彼は書き板を持って来させて、「彼の
名はヨハネ。」と書いたので、人々はみな驚いた。
六十四 すると、たちどころに、彼の口が開け、舌は解
け、ものが言えるようになって神をほめたたえた。
六十五 そして、近所の人々はみな恐れた。さらにこれ
らのことの一部始終が、ユダヤの山地全体にも語り
伝えられて行った。 六十六 聞いた人々はみな、それを
心にとどめて、「いったいこの子は何になるのでしょ
う。」と言った。主の御手が彼とともにあったからで
ある。

六十七 さて父ザカリヤは、聖霊に満たされて、預言し
て言った。
六十八 「ほめたたえよ。イスラエルの神である主を。
主はその民を顧みて、贖いをなし、
六十九 救いの角を、われらのために、
しもべダビデの家に立てられた。
七十 古くから、その聖なる預言者たちの口を通して、
主が話してくださったとおりに。
七十一 この救いはわれらの敵からの、
すべてわれらを憎む者の手からの救いである。
七十二 主はわれらの父祖たちにあわれみを施し、
その聖なる契約を、
七十三 われらの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、
74 われらを敵の手から救い出し、
われらの生涯のすべての日に、
きよく、正しく、
恐れなく、主の御前に仕えることを許される。
七十六 幼子よ。あなたもまた、
いと高き方の預言者と呼ばれよう。
主の御前に先立って行き、その道を備え、
七十七 神の民に、罪の赦しによる
救いの知識を与えるためである。
七十八 これはわれらの神の深いあわれみによる。
そのあわれみにより、
日の出がいと高き所からわれらを訪れ、
七十九 暗黒と死の陰にすわる者たちを照らし、
われらの足を平和の道に導く。」

八十 さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イス
ラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。

そのころ、全世界の住民登録をせよという勅
令が、皇帝アウグストから出た。 二 これは、

クレニオがシリヤの総督であったときの最初の住民登
録であった。 三 それで、人々はみな、登録のために、
それぞれ自分の町に向かって行った。 四 ヨセフもガリ
ラヤの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビ
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デの町へ上って行った。彼は、ダビデの家系であり血
筋でもあったので、 五 身重になっているいいなずけの
妻マリヤもいっしょに登録するためであった。 六 とこ
ろが、彼らがそこにいる間に、マリヤは月が満ちて、
七 男子の初子を産んだ。それで、布にくるんで、飼葉
おけに寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかった
からである。

八 さて、この土地に、羊飼いたちが、野宿で夜番を
しながら羊の群れを見守っていた。 九 すると、主の
使いが彼らのところに来て、主の栄光が回りを照ら
したので、彼らはひどく恐れた。 十 御使いは彼らに
言った。「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。
十一 きょうダビデの町で、あなたがたのために、救い
主がお生まれになりました。この方こそ主キリストで
す。 十二 あなたがたは、布にくるまって飼葉おけに寝
ておられるみどりごを見つけます。これが、あなたが
たのためのしるしです。」 十三 すると、たちまち、そ
の御使いといっしょに、多くの天の軍勢が現われて、
神を賛美して言った。
十四 「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。」
十五 御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼
いたちは互いに話し合った。「さあ、ベツレヘムに行
って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事
を見て来よう。」 十六 そして急いで行って、マリヤと
ヨセフと、飼葉おけに寝ておられるみどりごとを捜
し当てた。 十七 それを見たとき、羊飼いたちは、この
幼子について告げられたことを知らせた。 十八 それを
聞いた人たちはみな、羊飼いの話したことに驚いた。
十九 しかしマリヤは、これらのことをすべて心に納め
て、思いを巡らしていた。 二十 羊飼いたちは、見聞き
したことが、全部御使いの話のとおりだったので、神
をあがめ、賛美しながら帰って行った。

二十一 八日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子
はイエスという名で呼ばれることになった。胎内に宿
る前に御使いがつけた名である。

二十二 さて、モーセの律法による彼らのきよめの期間
が満ちたとき、両親は幼子を主にささげるために、エ
ルサレムへ連れて行った。 二十三 ――それは、主の律
法に「母の胎を開く男子の初子は、すべて、主に聖別
された者、と呼ばれなければならない。」と書いてあ
るとおりであった。―― 二十四 また、主の律法に「山
ばと一つがい、または、家ばとのひな二羽。」と定め
られたところに従って犠牲をささげるためであった。
二十五 そのとき、エルサレムにシメオンという人がい
た。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルの慰め

られることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどま
っておられた。 二十六 また、主のキリストを見るまで
は、決して死なないと、聖霊のお告げを受けていた。
二十七 彼が御霊に感じて宮にはいると、幼子イエスを
連れた両親が、その子のために律法の慣習を守るため
に、はいって来た。 二十八 すると、シメオンは幼子を
腕に抱き、神をほめたたえて言った。
二十九 「主よ。今こそあなたは、あなたのしもべを、
みことばどおり、安らかに去らせてくださいます。
三十 私の目があなたの御救いを見たからです。
三十一 御救いはあなたが
万民の前に備えられたもので、
三十二 異邦人を照らす啓示の光、
御民イスラエルの光栄です。」
三十三 父と母は、幼子についていろいろ語られる事に
驚いた。 三十四 また、シメオンは両親を祝福し、母マ
リヤに言った。「ご覧なさい。この子は、イスラエ
ルの多くの人が倒れ、また、立ち上がるために定め
られ、また、反対を受けるしるしとして定められて
います。 三十五 剣があなたの心さえも刺し貫くでし
ょう。それは多くの人の心の思いが現われるためで
す。」 三十六 また、アセル族のパヌエルの娘で女預言
者のアンナという人がいた。この人は非常に年をとっ
ていた。処女の時代のあと七年間、夫とともに住み、
三十七 その後やもめになり、八十四歳になっていた。
そして宮を離れず、夜も昼も、断食と祈りをもって神
に仕えていた。 三十八 ちょうどこのとき、彼女もそこ
にいて、神に感謝をささげ、そして、エルサレムの贖
いを待ち望んでいるすべての人々に、この幼子のこと
を語った。

三十九 さて、彼らは主の律法による定めをすべて果た
したので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った。
四十 幼子は成長し、強くなり、知恵に満ちて行った。
神の恵みがその上にあった。

四十一 さて、イエスの両親は、過越の祭りには毎年
エルサレムに行った。 四十二 イエスが十二歳になら
れたときも、両親は祭りの慣習に従って都へ上り、
四十三 祭りの期間を過ごしてから、帰路についたが、
少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両
親はそれに気づかなかった。 四十四 イエスが一行の中
にいるものと思って、一日の道のりを行った。それか
ら、親族や知人の中を捜し回ったが、 四十五 見つから
なかったので、イエスを捜しながら、エルサレムまで
引き返した。 四十六 そしてようやく三日の後に、イエ
スが宮で教師たちの真中にすわって、話を聞いたり
質問したりしておられるのを見つけた。 四十七 聞いて
いた人々はみな、イエスの知恵と答えに驚いていた。
四十八 両親は彼を見て驚き、母は言った。「まあ、あ
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なたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさ
い。父上も私も、心配してあなたを捜し回っていたの
です。」 四十九 するとイエスは両親に言われた。「ど
うしてわたしをお捜しになったのですか。わたしが必
ず自分の父の家にいることを、ご存じなかったのです
か。」 五十 しかし両親には、イエスの話されたことば
の意味がわからなかった。 五十一 それからイエスは、
いっしょに下って行かれ、ナザレに帰って、両親に仕
えられた。母はこれらのことをみな、心に留めておい
た。

五十二 イエスはますます知恵が進み、背たけも大きく
なり、神と人とに愛された。

皇帝テベリオの治世の第十五年、ポンテオ・
ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの

国主、その兄弟ピリポがイツリヤとテラコニテ地方の
国主、ルサニヤがアビレネの国主であり、 二 アンナス
とカヤパが大祭司であったころ、神のことばが、荒野
でザカリヤの子ヨハネに下った。 三 そこでヨハネは、
ヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が赦
されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。
四 そのことは預言者イザヤのことばの書に書いてある
とおりである。
「荒野で叫ぶ者の声がする。
『主の道を用意し、
主の通られる道をまっすぐにせよ。
五 すべての谷はうずめられ、
すべ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。
六 こうして、あらゆる人が、
神の救いを見るようになる。』」

七 それで、ヨハネは、彼からバプテスマを受けよう
として出て来た群衆に言った。「まむしのすえたち。
だれが必ず来る御怒りをのがれるように教えたのか。
八 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。 九 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。」 十 群
衆はヨハネに尋ねた。「それでは、私たちはどうす
ればよいのでしょう。」 十一 彼は答えて言った。「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。」
十二 取税人たちも、バプテスマを受けに出て来て、
言った。「先生。私たちはどうすればよいのでしょ
う。」 十三 ヨハネは彼らに言った。「決められたもの

以上には、何も取り立ててはいけません。」 十四 兵士
たちも、彼に尋ねて言った。「私たちはどうすればよ
いのでしょうか。」ヨハネは言った。「だれからも、
力ずくで金をゆすったり、無実の者を責めたりしては
いけません。自分の給料で満足しなさい。」

十五 民衆は救い主を待ち望んでおり、みな心の中
で、ヨハネについて、もしかするとこの方がキリス
トではあるまいか、と考えていたので、 十六 ヨハネは
みなに答えて言った。「私は水であなたがたにバプ
テスマを授けています。しかし、私よりもさらに力の
ある方がおいでになります。私などは、その方のくつ
のひもを解く値うちもありません。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。 十七 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ま
す。」

十八 ヨハネは、そのほかにも多くのことを教えて、
民衆に福音を知らせた。 十九 さて国主ヘロデは、その
兄弟の妻ヘロデヤのことについて、また、自分の行
なった悪事のすべてを、ヨハネに責められたので、
二十 ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つ
この悪事を加えた。

二十一 さて、民衆がみなバプテスマを受けていたこ
ろ、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈
っておられると、天が開け、 二十二 聖霊が、鳩のよう
な形をして、自分の上に下られるのをご覧になった。
また、天から声がした。「あなたは、わたしの愛する
子、わたしはあなたを喜ぶ。」

二十三 教えを始められたとき、イエスはおよそ三十
歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨ
セフは、ヘリの子、順次さかのぼって、 二十四 マタテ
の子、レビの子、メルキの子、ヤンナイの子、ヨセ
フの子、 二十五 マタテヤの子、アモスの子、ナホム
の子、エスリの子、ナンガイの子、 二十六 マハテの
子、マタテヤの子、シメイの子、ヨセクの子、ヨダ
の子、 二十七 ヨハナンの子、レサの子、ゾロバベル
の子、サラテルの子、ネリの子、 二十八 メルキの子、
アデイの子、コサムの子、エルマダムの子、エルの
子、 二十九 ヨシュアの子、エリエゼルの子、ヨリムの
子、マタテの子、レビの子、 三十 シメオンの子、ユダ
の子、ヨセフの子、ヨナムの子、エリヤキムの子、
三十一 メレヤの子、メナの子、マタタの子、ナタンの
子、ダビデの子、 三十二 エッサイの子、オベデの子、
ボアズの子、サラの子、ナアソンの子、 三十三 アミナ
ダブの子、アデミンの子、アルニの子、エスロンの
子、パレスの子、ユダの子、 三十四 ヤコブの子、イサ
クの子、アブラハムの子、テラの子、ナホルの子、
三十五 セルグの子、レウの子、ペレグの子、エベルの
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子、サラの子、 三十六 カイナンの子、アルパクサデの
子、セムの子、ノアの子、ラメクの子、 三十七 メトセ
ラの子、エノクの子、ヤレデの子、マハラレルの子、
カイナンの子、 三十八 エノスの子、セツの子、アダム
の子、このアダムは神の子である。

さて、聖霊に満ちたイエスは、ヨルダンから
帰られた。そして御霊に導かれて荒野にお

り、 二 四十日間、悪魔の試みに会われた。その間何も
食べず、その時が終わると、空腹を覚えられた。 三 そ
こで、悪魔はイエスに言った。「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。」 四 イ
エスは答えられた。「『人はパンだけで生きるのでは
ない。』と書いてある。」 五 また、悪魔はイエスを連
れて行き、またたくまに世界の国々を全部見せて、
六 こう言った。「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。
七 ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあ
なたのものとしましょう。」 八 イエスは答えて言われ
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。」 九 また、悪魔はイエスをエ
ルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせて、こう言
った。「あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさ
い。 十 『神は、御使いたちに命じてあなたを守らせ
る。』とも、 十一 『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。」 十二 するとイエス
は答えて言われた。「『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。」

十三 誘惑の手を尽くしたあとで、悪魔はしばらくの
間イエスから離れた。

十四 イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られ
た。すると、その評判が回り一帯に、くまなく広まっ
た。 十五 イエスは、彼らの会堂で教え、みなの人にあ
がめられた。

十六 それから、イエスはご自分の育ったナザレに行
き、いつものとおり安息日に会堂にはいり、朗読しよ
うとして立たれた。 十七 すると、預言者イザヤの書が
手渡されたので、その書を開いて、こう書いてある所
を見つけられた。
十八 「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、
十九 主の恵みの年を告げ知らせるために。」

二十 イ エ ス は 書 を 巻 き、 係 り の 者 に 渡 し て す わ ら
れ た。 会 堂 に い る み な の 目 が イ エ ス に 注 が れ た。
二十一 イ エ ス は 人々 に こ う 言 っ て 話 し 始 め ら れ た。
「きょう、聖書のこのみことばが、あなたがたが聞い
たとおり実現しました。」 二十二 みなイエスをほめ、
その口から出て来る恵みのことばに驚いた。そして
また、「この人は、ヨセフの子ではないか。」と彼ら
は言った。 二十三 イエスは言われた。「きっとあなた
がたは、『医者よ。自分を直せ。』というたとえを
引いて、カペナウムで行なわれたと聞いていること
を、あなたの郷里のここでもしてくれ、と言うでし
ょう。」 二十四 また、こう言われた。「まことに、あ
なたがたに告げます。預言者はだれでも、自分の郷里
では歓迎されません。 二十五 わたしが言うのは真実の
ことです。エリヤの時代に、三年六か月の間天が閉じ
て、全国に大ききんが起こったとき、イスラエルにも
やもめは多くいたが、 二十六 エリヤはだれのところに
も遣わされず、シドンのサレプタにいたやもめ女に
だけ遣わされたのです。 二十七 また、預言者エリシャ
のときに、イスラエルには、らい病人がたくさんいた
が、そのうちのだれもきよめられないで、シリヤ人ナ
アマンだけがきよめられました。」 二十八 これらのこ
とを聞くと、会堂にいた人たちはみな、ひどく怒り、
二十九 立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が
立っていた丘のがけのふちまで連れて行き、そこから
投げ落とそうとした。 三十 しかしイエスは、彼らの真
中を通り抜けて、行ってしまわれた。

三十一 それからイエスは、ガリラヤの町カペナウム
に下られた。そして、安息日ごとに、人々を教えら
れた。 三十二 人々は、その教えに驚いた。そのことば
に権威があったからである。 三十三 また、会堂に、
汚れた悪霊につかれた人がいて、大声でわめいた。
三十四 「ああ、ナザレ人のイエス。いったい私たちに
何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに
来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っていま
す。神の聖者です。」 三十五 イエスは彼をしかって、
「黙れ。その人から出て行け。」と言われた。する
とその悪霊は人々の真中で、その人を投げ倒して出
て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった。
三十六 人々はみな驚いて、互いに話し合った。「今のお
ことばはどうだ。権威と力とでお命じになったので、
汚れた霊でも出て行ったのだ。」 三十七 こうしてイエ
スのうわさは、回りの地方の至る所に広まった。

三十八 イエスは立ち上がって会堂を出て、シモンの家
にはいられた。すると、シモンのしゅうとめが、ひど
い熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお
願いした。 三十九 イエスがその枕もとに来て、熱をし
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かりつけられると、熱がひき、彼女はすぐに立ち上が
って彼らをもてなし始めた。

四十 日が暮れると、いろいろな病気で弱っている者
をかかえた人たちがみな、その病人をみもとに連れて
来た。イエスは、ひとりひとりに手を置いて、いやさ
れた。 四十一 また、悪霊どもも、「あなたこそ神の子
です。」と大声で叫びながら、多くの人から出て行っ
た。イエスは、悪霊どもをしかって、ものを言うのを
お許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであ
ることを知っていたからである。

四十二 朝になって、イエスは寂しい所に出て行かれ
た。群衆は、イエスを捜し回って、みもとに来ると、
イエスが自分たちから離れて行かないよう引き止めて
おこうとした。 四十三 しかしイエスは、彼らにこう言
われた。「ほかの町々にも、どうしても神の国の福音
を宣べ伝えなければなりません。わたしは、そのため
に遣わされたのですから。」

四十四 そしてユダヤの諸会堂で、福音を告げ知らせて
おられた。

群衆がイエスに押し迫るようにして神のこと
ばを聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸べ

に立っておられたが、 二 岸べに小舟が二そうあるのを
ご覧になった。漁師たちは、その舟から降りて網を洗
っていた。 三 イエスは、そのうちの一つの、シモンの
持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。
そしてイエスはすわって、舟から群衆を教えられた。
四 話が終わると、シモンに、「深みに漕ぎ出して、網
をおろして魚をとりなさい。」と言われた。 五 すると
シモンが答えて言った。「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
どおり、網をおろしてみましょう。」 六 そして、その
とおりにすると、たくさんの魚がはいり、網は破れそ
うになった。 七 そこで別の舟にいた仲間の者たちに合
図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがや
って来て、そして魚を両方の舟いっぱいに上げたとこ
ろ、二そうとも沈みそうになった。 八 これを見たシモ
ン・ペテロは、イエス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。」と言った。 九 それは、大漁のため、
彼もいっしょにいたみなの者も、ひどく驚いたからで
ある。 十 シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブや
ヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われ
た。「こわがらなくてもよい。これから後、あなたは
人間をとるようになるのです。」 十一 彼らは、舟を陸
に着けると、何もかも捨てて、イエスに従った。

十二 さて、イエスがある町におられたとき、全身ら
い病の人がいた。イエスを見ると、ひれ伏してお願
いした。「主よ。お心一つで、私はきよくしていただ

けます。」 十三 イエスは手を伸ばして、彼にさわり、
「わたしの心だ。きよくなれ。」と言われた。する
と、すぐに、そのらい病が消えた。 十四 イエスは、彼
にこう命じられた。「だれにも話してはいけない。た
だ祭司のところに行って、自分を見せなさい。そして
人々へのあかしのため、モーセが命じたように、あな
たのきよめの供え物をしなさい。」 十五 しかし、イエ
スのうわさは、ますます広まり、多くの人の群れが、
話を聞きに、また、病気を直してもらいに集まって来
た。 十六 しかし、イエスご自身は、よく荒野に退いて
祈っておられた。

十七 ある日のこと、イエスが教えておられると、パ
リサイ人と律法の教師たちも、そこにすわっていた。
彼らは、ガリラヤとユダヤとのすべての村々や、エ
ルサレムから来ていた。イエスは、主の御力をもっ
て、病気を直しておられた。 十八 するとそこに、男た
ちが、中風をわずらっている人を、床のままで運ん
で来た。そして、何とかして家の中に運び込み、イエ
スの前に置こうとしていた。 十九 しかし、大ぜい人が
いて、どうにも病人を運び込む方法が見つからない
ので、屋上に上って屋根の瓦をはがし、そこから彼の
寝床を、ちょうど人々の真中のイエスの前に、つり降
ろした。 二十 彼らの信仰を見て、イエスは「友よ。あ
なたの罪は赦されました。」と言われた。 二十一 とこ
ろが、律法学者、パリサイ人たちは、理屈を言い始め
た。「神をけがすことを言うこの人は、いったい何者
だ。神のほかに、だれが罪を赦すことができよう。」
二十二 その理屈を見抜いておられたイエスは、彼らに
言われた。「なぜ、心の中でそんな理屈を言ってい
るのか。 二十三 『あなたの罪は赦された。』と言うの
と、『起きて歩け。』と言うのと、どちらがやさしい
か。 二十四 人の子が地上で罪を赦す権威を持っている
ことを、あなたがたに悟らせるために。」と言って、
中風の人に、「あなたに命じる。起きなさい。寝床を
たたんで、家に帰りなさい。」と言われた。 二十五 す
ると彼は、たちどころに人々の前で立ち上がり、寝て
いた床をたたんで、神をあがめながら自分の家に帰
った。 二十六 人々はみな、ひどく驚き、神をあがめ、
恐れに満たされて、「私たちは、きょう、驚くべきこ
とを見た。」と言った。 二十七 この後、イエスは出て
行き、収税所にすわっているレビという取税人に目を
留めて、「わたしについて来なさい。」と言われた。
二十八 するとレビは、何もかも捨て、立ち上がってイエ
スに従った。

二十九 そこでレビは、自分の家でイエスのために大
ぶるまいをしたが、取税人たちや、ほかに大ぜいの人
たちが食卓に着いていた。 三十 すると、パリサイ人や
その派の律法学者たちが、イエスの弟子たちに向かっ
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て、つぶやいて言った。「なぜ、あなたがたは、取税
人や罪人どもといっしょに飲み食いするのですか。」
三十一 そこで、イエスは答えて言われた。「医者を必
要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。 三十二 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。」

三十三 彼らはイエスに言った。「ヨハネの弟子たち
は、よく断食をしており、祈りもしています。また、
パリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子
たちは食べたり飲んだりしています。」 三十四 イエス
は彼らに言われた。「花婿がいっしょにいるのに、
花婿につき添う友だちに断食させることが、あなた
がたにできますか。 三十五 しかし、やがてその時が来
て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食し
ます。」 三十六 イエスはまた一つのたとえを彼らに話
された。「だれも、新しい着物から布切れを引き裂い
て、古い着物に継ぎをするようなことはしません。そ
んなことをすれば、その新しい着物を裂くことになる
し、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも、古い物に
は合わないのです。 三十七 また、だれも新しいぶどう
酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんな
ことをすれば、新しいぶどう酒は皮袋を張り裂き、ぶ
どう酒は流れ出て、皮袋もだめになってしまいます。
三十八 新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れなければな
りません。 三十九 また、だれでも古いぶどう酒を飲ん
でから、新しい物を望みはしません。『古い物は良
い。』と言うのです。」

ある安息日に、イエスが麦畑を通っておられ
たとき、弟子たちは麦の穂を摘んで、手でも

み出しては食べていた。 二 すると、あるパリサイ人た
ちが言った。「なぜ、あなたがたは、安息日にしては
ならないことをするのですか。」 三 イエスは彼らに答
えて言われた。「あなたがたは、ダビデが連れの者と
いっしょにいて、ひもじかったときにしたことを読ま
なかったのですか。 四 ダビデは神の家にはいって、祭
司以外の者はだれも食べてはならない供えのパンを取
って、自分も食べたし、供の者にも与えたではありま
せんか。」 五 そして、彼らに言われた。「人の子は、
安息日の主です。」

六 別の安息日に、イエスは会堂にはいって教えてお
られた。そこに右手のなえた人がいた。 七 そこで律法
学者、パリサイ人たちは、イエスが安息日に人を直す
かどうか、じっと見ていた。彼を訴える口実を見つけ
るためであった。 八 イエスは彼らの考えをよく知っ
ておられた。それで、手のなえた人に、「立って、真
中に出なさい。」と言われた。その人は、起き上がっ
て、そこに立った。 九 イエスは人々に言われた。「あ
なたがたに聞きますが、安息日にしてよいのは、善を

行なうことなのか、それとも悪を行なうことなのか。
いのちを救うことなのか、それとも失うことなのか、
どうですか。」 十 そして、みなの者を見回してから、
その人に、「手を伸ばしなさい。」と言われた。その
とおりにすると、彼の手は元どおりになった。 十一 す
ると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスを
どうしてやろうかと話し合った。

十二 このころ、イエスは祈るために山に行き、神に
祈りながら夜を明かされた。 十三 夜明けになって、弟
子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選び、彼らに
使徒という名をつけられた。 十四 すなわち、ペテロと
いう名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコ
ブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、 十五 マタイとト
マス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモ
ン、 十六 ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリ
オテ・ユダである。 十七 それから、イエスは、彼らと
ともに山を下り、平らな所にお立ちになったが、多く
の弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、さて
はツロやシドンの海べから来た大ぜいの民衆がそこに
いた。 十八 イエスの教えを聞き、また病気を直してい
ただくために来た人々である。また、汚れた霊に悩ま
されていた人たちもいやされた。 十九 群衆のだれもが
何とかしてイエスにさわろうとしていた。大きな力が
イエスから出て、すべての人をいやしたからである。

二十 イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら、
話しだされた。「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。 二十一 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。

いま泣いている者は幸いです。あなたがたは、いま
に笑うようになりますから。 二十二 人の子のために、
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。 二十三 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。 二十四 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。 二十五 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。
二十六 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。

二十七 しかし、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。 二十八 あなたをのろう
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七

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。 二十九 あなたの片方の頬を打つ者には、ほ
か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。 三十 すべて求める者には与え
なさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。
三十一 自分にしてもらいたいと望むとおり、人にもそ
のようにしなさい。 三十二 自分を愛する者を愛したか
らといって、あなたがたに何の良いところがあるでし
ょう。罪人たちでさえ、自分を愛する者を愛していま
す。 三十三 自分に良いことをしてくれる者に良いこと
をしたからといって、あなたがたに何の良いところが
あるでしょう。罪人たちでさえ、同じことをしていま
す。 三十四 返してもらうつもりで人に貸してやったか
らといって、あなたがたに何の良いところがあるで
しょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちで
さえ、罪人たちに貸しています。 三十五 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。そうすれば、あなたがた
の受ける報いはすばらしく、あなたがたは、いと高き
方の子どもになれます。なぜなら、いと高き方は、恩
知らずの悪人にも、あわれみ深いからです。 三十六 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。 三十七 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。 三十八 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、あふれるまでにして、ふところに入れてくれるで
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。」

三十九 イエスはまた一つのたとえを話された。「いっ
たい、盲人に盲人の手引きができるでしょうか。ふた
りとも穴に落ち込まないでしょうか。 四十 弟子は師以
上には出られません。しかし十分訓練を受けた者は
みな、自分の師ぐらいにはなるのです。 四十一 あなた
は、兄弟の目にあるちりが見えながら、どうして自分
の目にある梁には気がつかないのですか。 四十二 自分
の目にある梁が見えずに、どうして兄弟に、『兄弟。
あなたの目のちりを取らせてください。』と言えます
か。偽善者たち。まず自分の目から梁を取りのけなさ
い。そうしてこそ、兄弟の目のちりがはっきり見え
て、取りのけることができるのです。 四十三 悪い実を
結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありませ
ん。 四十四 木はどれでも、その実によってわかるもの
です。いばらからいちじくは取れず、野ばらからぶど
うを集めることはできません。 四十五 良い人は、その
心の良い倉から良い物を出し、悪い人は、悪い倉から

悪い物を出します。なぜなら人の口は、心に満ちてい
るものを話すからです。

四十六 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。
四十七 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。 四十八 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。 四十九 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、家は一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。」

イエスは、耳を傾けている民衆にこれらのこ
とばをみな話し終えられると、カペナウムに

はいられた。
二 ところが、ある百人隊長に重んじられているひと

りのしもべが、病気で死にかけていた。 三 百人隊長
は、イエスのことを聞き、みもとにユダヤ人の長老た
ちを送って、しもべを助けに来てくださるようお願い
した。 四 イエスのもとに来たその人たちは、熱心にお
願いして言った。「この人は、あなたにそうしていた
だく資格のある人です。 五 この人は、私たちの国民を
愛し、私たちのために会堂を建ててくれた人です。」
六 イエスは、彼らといっしょに行かれた。そして、百
人隊長の家からあまり遠くない所に来られたとき、百
人隊長は友人たちを使いに出して、イエスに伝えた。
「主よ。わざわざおいでくださいませんように。あな
たを私の屋根の下にお入れする資格は、私にはあり
ません。 七 ですから、私のほうから伺うことさえ失
礼と存じました。ただ、おことばをいただかせてくだ
さい。そうすれば、私のしもべは必ずいやされます。
八 と申しますのは、私も権威の下にある者ですが、
私の下にも兵士たちがいまして、そのひとりに『行
け。』と言えば行きますし、別の者に『来い。』と言
えば来ます。また、しもべに『これをせよ。』と言え
ば、そのとおりにいたします。」 九 これを聞いて、イ
エスは驚かれ、ついて来ていた群衆のほうに向いて言
われた。「あなたがたに言いますが、このようなりっ
ぱな信仰は、イスラエルの中にも見たことがありませ
ん。」 十 使いに来た人たちが家に帰ってみると、しも
べはよくなっていた。

十一 それから間もなく、イエスはナインという町に
行かれた。弟子たちと大ぜいの人の群れがいっしょ
に行った。 十二 イエスが町の門に近づかれると、やも
めとなった母親のひとり息子が、死んでかつぎ出され
たところであった。町の人たちが大ぜいその母親に
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つき添っていた。 十三 主はその母親を見てかわいそう
に思い、「泣かなくてもよい。」と言われた。 十四 そ
して近寄って棺に手をかけられると、かついでいた人
たちが立ち止まったので、「青年よ。あなたに言う、
起きなさい。」と言われた。 十五 すると、その死人が
起き上がって、ものを言い始めたので、イエスは彼を
母親に返された。 十六 人々は恐れを抱き、「大預言者
が私たちのうちに現われた。」とか、「神がその民を
顧みてくださった。」などと言って、神をあがめた。
十七 イエスについてこの話がユダヤ全土と回りの地方
一帯に広まった。

十八 さて、ヨハネの弟子たちは、これらのことをす
べてヨハネに報告した。 十九 すると、ヨハネは、弟子
の中からふたりを呼び寄せて、主のもとに送り、「お
いでになるはずの方は、あなたですか。それとも、私
たちはほかの方を待つべきでしょうか。」と言わせ
た。 二十 ふたりはみもとに来て言った。「バプテスマ
のヨハネから遣わされてまいりました。『おいでにな
るはずの方は、あなたですか。それとも私たちはなお
ほかの方を待つべきでしょうか。』とヨハネが申して
おります。」 二十一 ちょうどそのころ、イエスは、多
くの人々を病気と苦しみと悪霊からいやし、また多く
の盲人を見えるようにされた。 二十二 そして、答えて
こう言われた。「あなたがたは行って、自分たちの見
たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲
人が見えるようになり、足なえが歩き、らい病人がき
よめられ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧
しい者に福音が宣べ伝えられています。 二十三 だれで
も、わたしにつまずかない者は幸いです。」

二十四 ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆に、
ヨハネについて話しだされた。「あなたがたは、何を
見に荒野に出て行ったのですか。風に揺れる葦です
か。 二十五 でなかったら、何を見に行ったのですか。
柔らかい着物を着た人ですか。きらびやかな着物を
着て、ぜいたくに暮らしている人たちなら宮殿にいま
す。 二十六 でなかったら、何を見に行ったのですか。
預言者ですか。そのとおり。だが、わたしが言いまし
ょう。預言者よりもすぐれた者をです。 二十七 その人
こそ、
『見よ、わたしは使いをあなたの前に遣わし、
あなたの道を、あなたの前に備えさせよう。』
と書かれているその人です。 二十八 あなたがたに言い
ますが、女から生まれた者の中で、ヨハネよりもすぐ
れた人は、ひとりもいません。しかし、神の国で一番
小さい者でも、彼よりすぐれています。 二十九 ヨハネ
の教えを聞いたすべての民は、取税人たちさえ、ヨハ
ネのバプテスマを受けて、神の正しいことを認めたの
です。 三十 これに反して、パリサイ人、律法の専門家

たちは、彼からバプテスマを受けないで、神の自分た
ちに対するみこころを拒みました。 三十一 では、この
時代の人々は、何にたとえたらよいでしょう。何に似
ているでしょう。 三十二 市場にすわって、互いに呼び
かけながら、こう言っている子どもたちに似ていま
す。
『笛を吹いてやっても、君たちは踊らなかった。
弔いの歌を歌ってやっても、泣かなかった。』
三十三 というわけは、バプテスマのヨハネが来て、パン
も食べず、ぶどう酒も飲まずにいると、『あれは悪霊
につかれている。』とあなたがたは言うし、 三十四 人
の子が来て、食べもし、飲みもすると、『あれ見よ。
食いしんぼうの大酒飲み、取税人や罪人の仲間だ。』
と言うのです。 三十五 だが、知恵の正しいことは、そ
のすべての子どもたちが証明します。」

三十六 さて、あるパリサイ人が、いっしょに食事をし
たい、とイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に
はいって食卓に着かれた。 三十七 すると、その町にひ
とりの罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食
卓に着いておられることを知り、香油のはいった石
膏のつぼを持って来て、 三十八 泣きながら、イエスの
うしろで御足のそばに立ち、涙で御足をぬらし始め、
髪の毛でぬぐい、御足に口づけして、香油を塗った。
三十九 イエスを招いたパリサイ人は、これを見て、「こ
の方がもし預言者なら、自分にさわっている女がだれ
で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女
は罪深い者なのだから。」と心ひそかに思っていた。
四十 するとイエスは、彼に向かって、「シモン。あな
たに言いたいことがあります。」と言われた。シモン
は、「先生。お話しください。」と言った。
四十一 「ある金貸しから、ふたりの者が金を借りてい
た。ひとりは五百デナリ、ほかのひとりは五十デナリ
借りていた。 四十二 彼らは返すことができなかったの
で、金貸しはふたりとも赦してやった。
では、ふたりのうちどちらがよけいに金貸しを愛する
ようになるでしょうか。」 四十三 シモンが、「よけい
に赦してもらったほうだと思います。」と答えると、
イエスは、「あなたの判断は当たっています。」と言
われた。 四十四 そしてその女のほうを向いて、シモン
に言われた。「この女を見ましたか。わたしがこの家
にはいって来たとき、あなたは足を洗う水をくれな
かったが、この女は、涙でわたしの足をぬらし、髪の
毛でぬぐってくれました。 四十五 あなたは、口づけし
てくれなかったが、この女は、わたしがはいって来た
ときから足に口づけしてやめませんでした。 四十六 あ
なたは、わたしの頭に油を塗ってくれなかったが、
この女は、わたしの足に香油を塗ってくれました。
四十七 だから、わたしは言うのです。『この女の多くの
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八

罪は赦されています。というのは、彼女はよけい愛し
たからです。しかし少ししか赦されない者は、少しし
か愛しません。』」 四十八 そして女に、「あなたの罪
は赦されています。」と言われた。 四十九 すると、い
っしょに食卓にいた人たちは、心の中でこう言い始め
た。「罪を赦したりするこの人は、いったいだれだろ
う。」 五十 しかし、イエスは女に言われた。「あなた
の信仰が、あなたを救ったのです。安心して行きなさ
い。」

その後、イエスは、神の国を説き、その福音
を宣べ伝えながら、町や村を次から次に旅を

しておられた。十二弟子もお供をした。 二 また、悪霊
や病気を直していただいた女たち、すなわち、七つの
悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれる
マリヤ、 三 ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザン
ナ、そのほか自分の財産をもって彼らに仕えている大
ぜいの女たちもいっしょであった。

四 さて、大ぜいの人の群れが集まり、また方々の町
からも人々がみもとにやって来たので、イエスはたと
えを用いて話された。
五 「種を蒔く人が種蒔きに出かけた。蒔いていると
き、道ばたに落ちた種があった。すると、人に踏みつ
けられ、空の鳥がそれを食べてしまった。 六 また、別
の種は岩の上に落ち、生え出たが、水分がなかったの
で、枯れてしまった。 七 また、別の種はいばらの真中
に落ちた。ところが、いばらもいっしょに生え出て、
それを押しふさいでしまった。 八 また、別の種は良い
地に落ち、生え出て、百倍の実を結んだ。」
イエスは、これらのことを話しながら「聞く耳のある
者は聞きなさい。」と叫ばれた。

九 さて、弟子たちは、このたとえがどんな意味かを
イエスに尋ねた。 十 そこでイエスは言われた。「あ
なたがたに、神の国の奥義を知ることが許されている
が、ほかの者には、たとえで話します。彼らが見てい
ても見えず、聞いていても悟らないためです。 十一 こ
のたとえの意味はこうです。種は神のことばです。
十二 道ばたに落ちるとは、こういう人たちのことで
す。みことばを聞いたが、あとから悪魔が来て、彼ら
が信じて救われることのないように、その人たちの心
から、みことばを持ち去ってしまうのです。 十三 岩の
上に落ちるとは、こういう人たちのことです。聞いた
ときには喜んでみことばを受け入れるが、根がないの
で、しばらくは信じていても、試練のときになると、
身を引いてしまうのです。 十四 いばらの中に落ちると
は、こういう人たちのことです。みことばを聞きはし
たが、とかくしているうちに、この世の心づかいや、
富や、快楽によってふさがれて、実が熟するまでにな
らないのです。 十五 しかし、良い地に落ちるとは、こ

ういう人たちのことです。正しい、良い心でみことば
を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて、実を
結ばせるのです。

十六 あかりをつけてから、それを器で隠したり、寝
台の下に置いたりする者はありません。燭台の上に置
きます。はいって来る人々に、その光が見えるためで
す。 十七 隠れているもので、あらわにならぬものはな
く、秘密にされているもので、知られず、また現われ
ないものはありません。 十八 だから、聞き方に注意し
なさい。というのは、持っている人は、さらに与えら
れ、持たない人は、持っていると思っているものまで
も取り上げられるからです。」

十九 イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆
のためにそばへ近寄れなかった。 二十 それでイエス
に、「あなたのおかあさんと兄弟たちが、あなたに会
おうとして、外に立っています。」という知らせがあ
った。 二十一 ところが、イエスは人々にこう答えられ
た。「わたしの母、わたしの兄弟たちとは、神のこと
ばを聞いて行なう人たちです。」

二十二 そのころのある日のこと、イエスは弟子たち
といっしょに舟に乗り、「さあ、湖の向こう岸へ渡
ろう。」と言われた。それで弟子たちは舟を出した。
二十三 舟で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってし
まわれた。ところが突風が湖に吹きおろして来たの
で、弟子たちは水をかぶって危険になった。 二十四 そ
こで、彼らは近寄って行ってイエスを起こし、「先
生、先生。私たちはおぼれて死にそうです。」と言っ
た。イエスは、起き上がって、風と荒波とをしかりつ
けられた。すると風も波も治まり、なぎになった。
二十五 イエスは彼らに、「あなたがたの信仰はどこに
あるのです。」と言われた。弟子たちは驚き恐れて互
いに言った。「風も水も、お命じになれば従うとは、
いったいこの方はどういう方なのだろう。」

二十六 こうして彼らは、ガリラヤの向こう側のゲラ
サ人の地方に着いた。 二十七 イエスが陸に上がられる
と、この町の者で悪霊につかれている男がイエスに出
会った。彼は、長い間着物も着けず、家には住まない
で、墓場に住んでいた。 二十八 彼はイエスを見ると、
叫び声をあげ、御前にひれ伏して大声で言った。「い
と高き神の子、イエスさま。いったい私に何をしよう
というのです。お願いです。どうか私を苦しめないで
ください。」 二十九 それは、イエスが、汚れた霊に、
この人から出て行け、と命じられたからである。汚れ
た霊が何回となくこの人を捕えたので、彼は鎖や足か
せでつながれて看視されていたが、それでもそれらを
断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていた
のである。 三十 イエスが、「何という名か。」とお尋
ねになると、「レギオンです。」と答えた。悪霊が大
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ぜい彼にはいっていたからである。 三十一 悪霊どもは
イエスに、底知れぬ所に行け、とはお命じになりませ
んようにと願った。 三十二 ちょうど、山のそのあたり
に、おびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊
どもは、その豚にはいることを許してくださいと願っ
た。イエスはそれを許された。 三十三 悪霊どもは、そ
の人から出て、豚にはいった。すると、豚の群れはい
きなりがけを駆け下って湖にはいり、おぼれ死んだ。
三十四 飼っていた者たちは、この出来事を見て逃げ
出し、町や村々でこの事を告げ知らせた。 三十五 人々
が、この出来事を見に来て、イエスのそばに来たとこ
ろ、イエスの足もとに、悪霊の去った男が着物を着
て、正気に返って、すわっていた。人々は恐ろしくな
った。 三十六 目撃者たちは、悪霊につかれていた人の
救われた次第を、その人々に知らせた。 三十七 ゲラサ
地方の民衆はみな、すっかりおびえてしまい、イエス
に自分たちのところから離れていただきたいと願っ
た。そこで、イエスは舟に乗って帰られた。 三十八 そ
のとき、悪霊を追い出された人が、お供をしたいとし
きりに願ったが、イエスはこう言って彼を帰された。
三十九 「家に帰って、神があなたにどんなに大きなこと
をしてくださったかを、話して聞かせなさい。」そこ
で彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなこ
とをしてくださったかを、町中に言い広めた。

四十 さ て、 イ エ ス が 帰 ら れ る と、 群 衆 は 喜 ん で 迎
え た。 み な イ エ ス を 待 ち わ び て い た か ら で あ る。
四十一 するとそこに、ヤイロという人が来た。この人
は会堂管理者であった。彼はイエスの足もとにひれ伏
して自分の家に来ていただきたいと願った。 四十二 彼
には十二歳ぐらいのひとり娘がいて、死にかけていた
のである。イエスがお出かけになると、群衆がみもと
に押し迫って来た。

四十三 と き に、 十 二 年 の 間 長 血 を わ ず ら っ た 女 が
い た。 だ れ に も 直 し て も ら え な か っ た こ の 女 は、
四十四 イエスのうしろに近寄って、イエスの着物のふさ
にさわった。すると、たちどころに出血が止まった。
四十五 イエスは、「わたしにさわったのは、だれです
か。」と言われた。みな自分ではないと言ったので、
ペテロは、「先生。この大ぜいの人が、ひしめき合っ
て押しているのです。」と言った。 四十六 しかし、イ
エスは、「だれかが、わたしにさわったのです。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。 四十七 女は、隠しきれないと知って、震えながら
進み出て、御前にひれ伏し、すべての民の前で、イエ
スにさわったわけと、たちどころにいやされた次第と
を話した。 四十八 そこで、イエスは彼女に言われた。
「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。」

四十九 イエスがまだ話しておられるときに、会堂管
理者の家から人が来て言った。「あなたのお嬢さんは
なくなりました。もう、先生を煩わすことはありませ
ん。」 五十 これを聞いて、イエスは答えられた。「恐
れないで、ただ信じなさい。そうすれば、娘は直りま
す。」 五十一 イエスは家にはいられたが、ペテロとヨ
ハネとヤコブ、それに子どもの父と母のほかは、だれ
もいっしょにはいることをお許しにならなかった。
五十二 人々はみな、娘のために泣き悲しんでいた。し
かし、イエスは言われた。「泣かなくてもよい。死ん
だのではない。眠っているのです。」 五十三 人々は、
娘が死んだことを知っていたので、イエスをあざ笑っ
ていた。 五十四 しかしイエスは、娘の手を取って、叫
んで言われた。「子どもよ。起きなさい。」 五十五 す
ると、娘の霊が戻って、娘はただちに起き上がった。
それでイエスは、娘に食事をさせるように言いつけら
れた。 五十六 両親がひどく驚いていると、イエスは、
この出来事をだれにも話さないように命じられた。

イエスは、十二人を呼び集めて、彼らに、す
べての悪霊を追い出し、病気を直すための、

力と権威とをお授けになった。 二 それから、神の国を
宣べ伝え、病気を直すために、彼らを遣わされた。
三 イエスは、こう言われた。「旅のために何も持って
行かないようにしなさい。杖も、袋も、パンも、金
も。また下着も、二枚は、いりません。 四 どんな家に
はいっても、そこにとどまり、そこから次の旅に出か
けなさい。 五 人々があなたがたを受け入れないばあい
は、その町を出て行くときに、彼らに対する証言とし
て、足のちりを払い落としなさい。」 六 十二人は出か
けて行って、村から村へと回りながら、至る所で福音
を宣べ伝え、病気を直した。

七 さて、国主ヘロデは、このすべての出来事を聞い
て、ひどく当惑していた。それは、ある人々が、「ヨ
ハネが死人の中からよみがえったのだ。」と言い、
八 ほかの人々は、「エリヤが現われたのだ。」と言
い、さらに別の人々は、「昔の預言者のひとりがよみ
がえったのだ。」と言っていたからである。 九 ヘロ
デは言った。「ヨハネなら、私が首をはねたのだ。そ
うしたことがうわさされているこの人は、いったいだ
れなのだろう。」ヘロデはイエスに会ってみようとし
た。

十 さて、使徒たちは帰って来て、自分たちのして来
たことを報告した。それからイエスは彼らを連れて
ベツサイダという町へひそかに退かれた。 十一 とこ
ろが、多くの群衆がこれを知って、ついて来た。それ
で、イエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話
し、また、いやしの必要な人たちをおいやしになっ
た。 十二 そのうち、日も暮れ始めたので、十二人はみ
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もとに来て、「この群衆を解散させてください。そし
て回りの村や部落にやって、宿をとらせ、何か食べ
ることができるようにさせてください。私たちは、
こんな人里離れた所にいるのですから。」と言った。
十三 しかしイエスは、彼らに言われた。「あなたがた
で、何か食べる物を上げなさい。」彼らは言った。
「私たちには五つのパンと二匹の魚のほか何もありま
せん。私たちが出かけて行って、この民全体のために
食物を買うのでしょうか。」 十四 それは、男だけでお
よそ五千人もいたからである。しかしイエスは、弟子
たちに言われた。「人々を、五十人ぐらいずつ組にし
てすわらせなさい。」 十五 弟子たちは、そのようにし
て、全部をすわらせた。 十六 するとイエスは、五つの
パンと二匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福
して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。
十七 人々はみな、食べて満腹した。そして、余ったパ
ン切れを取り集めると、十二かごあった。

十八 さて、イエスがひとりで祈っておられたとき、
弟子たちがいっしょにいた。イエスは彼らに尋ねて
言われた。「群衆はわたしのことをだれだと言って
いますか。」 十九 彼らは、答えて言った。「バプテス
マのヨハネだと言っています。ある者はエリヤだと
言い、またほかの人々は、昔の預言者のひとりが生き
返ったのだとも言っています。」 二十 イエスは、彼ら
に言われた。「では、あなたがたは、わたしをだれだ
と言いますか。」ペテロが答えて言った。「神のキリ
ストです。」 二十一 するとイエスは、このことをだれ
にも話さないようにと、彼らを戒めて命じられた。
二十二 そして言われた。「人の子は、必ず多くの苦し
みを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、
殺され、そして三日目によみがえらねばならないので
す。」 二十三 イエスは、みなの者に言われた。「だれ
でもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、
日々自分の十字架を負い、そしてわたしについて来な
さい。 二十四 自分のいのちを救おうと思う者は、それ
を失い、わたしのために自分のいのちを失う者は、そ
れを救うのです。 二十五 人は、たとい全世界を手に入
れても、自分自身を失い、損じたら、何の得がありま
しょう。 二十六 もしだれでも、わたしとわたしのこと
ばとを恥と思うなら、人の子も、自分と父と聖なる御
使いとの栄光を帯びて来るときには、そのような人
のことを恥とします。 二十七 しかし、わたしは真実を
あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中に
は、神の国を見るまでは、決して死を味わわない者た
ちがいます。」

二十八 これらの教えがあってから八日ほどして、イエ
スは、ペテロとヨハネとヤコブとを連れて、祈るため
に、山に登られた。 二十九 祈っておられると、御顔の

様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。 三十 しかも、
ふたりの人がイエスと話し合っているではないか。そ
れはモーセとエリヤであって、 三十一 栄光のうちに現
われて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられ
るご最期についていっしょに話していたのである。
三十二 ペテロと仲間たちは、眠くてたまらなかった
が、はっきり目がさめると、イエスの栄光と、イエス
といっしょに立っているふたりの人を見た。 三十三 そ
れから、ふたりがイエスと別れようとしたとき、ペテ
ロがイエスに言った。「先生。ここにいることは、す
ばらしいことです。私たちが三つの幕屋を造ります。
あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリヤの
ために一つ。」ペテロは何を言うべきかを知らなかっ
たのである。 三十四 彼がこう言っているうちに、雲が
わき起こってその人々をおおった。彼らが雲に包ま
れると、弟子たちは恐ろしくなった。 三十五 すると雲
の中から、「これは、わたしの愛する子、わたしの選
んだ者である。彼の言うことを聞きなさい。」と言う
声がした。 三十六 この声がしたとき、そこに見えたの
はイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時
は、自分たちの見たこのことをいっさい、だれにも話
さなかった。

三十七 次の日、一行が山から降りて来ると、大ぜい
の人の群れがイエスを迎えた。 三十八 すると、群衆の
中から、ひとりの人が叫んで言った。「先生。お願い
です。息子を見てやってください。ひとり息子です。
三十九 ご覧ください。霊がこの子に取りつきますと、
突然叫び出すのです。そしてひきつけさせてあわを
吹かせ、かき裂いて、なかなか離れようとしません。
四十 お弟子たちに、この霊を追い出してくださるよう
お願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでし
た。」 四十一 イエスは答えて言われた。「ああ、不信
仰な、曲がった今の世だ。いつまで、あなたがたとい
っしょにいて、あなたがたにがまんしていなければな
らないのでしょう。あなたの子をここに連れて来なさ
い。」 四十二 その子が近づいて来る間にも、悪霊は彼
を打ち倒して、激しくひきつけさせてしまった。それ
で、イエスは汚れた霊をしかって、その子をいやし、
父親に渡された。 四十三 人々はみな、神のご威光に驚
嘆した。

イエスのなさったすべてのことに、人々がみな驚
い て い る と、 イ エ ス は 弟 子 た ち に こ う 言 わ れ た。
四十四 「このことばを、しっかりと耳に入れておきな
さい。人の子は、いまに人々の手に渡されます。」
四十五 しかし、弟子たちは、このみことばが理解でき
なかった。このみことばの意味は、わからないよう
に、彼らから隠されていたのである。また彼らは、こ
のみことばについてイエスに尋ねるのを恐れた。
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四十六 さて、弟子たちの間に、自分たちの中で、だれ
が一番偉いかという議論が持ち上がった。 四十七 しか
しイエスは、彼らの心の中の考えを知っておられて、
ひとりの子どもの手を取り、自分のそばに立たせ、
四十八 彼らに言われた。「だれでも、このような子ど
もを、わたしの名のゆえに受け入れる者は、わたしを
受け入れる者です。また、わたしを受け入れる者は、
わたしを遣わされた方を受け入れる者です。あなたが
たすべての中で一番小さい者が一番偉いのです。」

四十九 ヨハネが答えて言った。「先生。私たちは、先
生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ました
が、やめさせました。私たちの仲間ではないので、や
めさせたのです。」 五十 しかしイエスは、彼に言われ
た。「やめさせることはありません。あなたがたに反
対しない者は、あなたがたの味方です。」

五十一 さて、天に上げられる日が近づいて来たころ、
イエスは、エルサレムに行こうとして御顔をまっす
ぐ向けられ、 五十二 ご自分の前に使いを出された。彼
らは行って、サマリヤ人の町にはいり、イエスのた
めに準備した。 五十三 しかし、イエスは御顔をエルサ
レムに向けて進んでおられたので、サマリヤ人はイ
エスを受け入れなかった。 五十四 弟子のヤコブとヨハ
ネが、これを見て言った。「主よ。私たちが天から
火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうか。」
五十五 しかし、イエスは振り向いて、彼らを戒められ
た。 五十六 そして一行は別の村に行った。

五十七 さて、彼らが道を進んで行くと、ある人がイエ
スに言った。「私はあなたのおいでになる所なら、ど
こにでもついて行きます。」 五十八 すると、イエスは
彼に言われた。「狐には穴があり、空の鳥には巣があ
るが、人の子には枕する所もありません。」 五十九 イ
エスは別の人に、こう言われた。「わたしについて来
なさい。」しかしその人は言った。「まず行って、私
の父を葬ることを許してください。」 六十 すると彼に
言われた。「死人たちに彼らの中の死人たちを葬ら
せなさい。あなたは出て行って、神の国を言い広めな
さい。」 六十一 別の人はこう言った。「主よ。あなた
に従います。ただその前に、家の者にいとまごいに帰
らせてください。」 六十二 するとイエスは彼に言われ
た。「だれでも、手を鋤につけてから、うしろを見る
者は、神の国にふさわしくありません。」

その後、主は、別に七十人を定め、ご自分が
行くつもりのすべての町や村へ、ふたりずつ

先にお遣わしになった。 二 そして、彼らに言われた。
「実りは多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主
に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈り
なさい。 三 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、狼の中に小羊を送り出すよ

うなものです。 四 財布も旅行袋も持たず、くつもはか
ずに行きなさい。だれにも、道であいさつしてはいけ
ません。 五 どんな家にはいっても、まず、『この家に
平安があるように。』と言いなさい。 六 もしそこに平
安の子がいたら、あなたがたの祈った平安は、その人
の上にとどまります。だが、もしいないなら、その平
安はあなたがたに返って来ます。 七 その家に泊まって
いて、出してくれる物を飲み食いしなさい。働く者が
報酬を受けるのは、当然だからです。家から家へと渡
り歩いてはいけません。 八 どの町にはいっても、あ
なたがたを受け入れてくれたら、出される物を食べな
さい。 九 そして、その町の病人を直し、彼らに、『神
の国が、あなたがたに近づいた。』と言いなさい。
十 しかし、町にはいっても、人々があなたがたを受け
入れないならば、大通りに出て、こう言いなさい。
十一 『私たちは足についたこの町のちりも、あなたが
たにぬぐい捨てて行きます。しかし、神の国が近づい
たことは承知していなさい。』 十二 あなたがたに言う
が、その日には、その町よりもソドムのほうがまだ罰
が軽いのです。 十三 ああコラジン。ああベツサイダ。
おまえたちの間に起こった力あるわざが、もしもツロ
とシドンでなされたのだったら、彼らはとうの昔に荒
布をまとい、灰の中にすわって、悔い改めていただろ
う。 十四 しかし、さばきの日には、そのツロとシドン
のほうが、まだおまえたちより罰が軽いのだ。 十五 カ
ペナウム。どうしておまえが天に上げられることがあ
りえよう。ハデスにまで落とされるのだ。 十六 あなた
がたに耳を傾ける者は、わたしに耳を傾ける者であ
り、あなたがたを拒む者は、わたしを拒む者です。わ
たしを拒む者は、わたしを遣わされた方を拒む者で
す。」

十七 さ て、 七 十 人 が 喜 ん で 帰 っ て 来 て、 こ う 言 っ
た。「主よ。あなたの御名を使うと、悪霊どもでさ
え、私たちに服従します。」 十八 イエスは言われた。
「わたしが見ていると、サタンが、いなずまのように
天から落ちました。 十九 確かに、わたしは、あなたが
たに、蛇やさそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち
勝つ権威を授けたのです。だから、あなたがたに害を
加えるものは何一つありません。 二十 だがしかし、悪
霊どもがあなたがたに服従するからといって、喜んで
はなりません。ただあなたがたの名が天に書きしるさ
れていることを喜びなさい。」

二十一 ちょうどこのとき、イエスは、聖霊によって喜
びにあふれて言われた。「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、幼子たちに現わしてくださ
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。 二十二 すべてのものが、わたしの父か
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ら、わたしに渡されています。それで、子がだれであ
るかは、父のほかには知る者がありません。また父が
だれであるかは、子と、子が父を知らせようと心に定
めた人たちのほかは、だれも知る者がありません。」
二十三 それからイエスは、弟子たちのほうに向いて、ひ
そかに言われた。「あなたがたの見ていることを見る
目は幸いです。 二十四 あなたがたに言いますが、多く
の預言者や王たちがあなたがたの見ていることを見た
いと願ったのに、見られなかったのです。また、あな
たがたの聞いていることを聞きたいと願ったのに、聞
けなかったのです。」

二十五 すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イ
エスをためそうとして言った。「先生。何をしたら
永遠のいのちを自分のものとして受けることができ
るでしょうか。」 二十六 イエスは言われた。「律法に
は、何と書いてありますか。あなたはどう読んでい
ますか。」 二十七 すると彼は答えて言った。「『心を
尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くし
て、あなたの神である主を愛せよ。』また『あなたの
隣人をあなた自身のように愛せよ。』とあります。」
二十八 イ エ ス は 言 わ れ た。 「そ の と お り で す。 そ れ
を実行しなさい。そうすれば、いのちを得ます。」
二十九 しかし彼は、自分の正しさを示そうとしてイエ
スに言った。「では、私の隣人とは、だれのことです
か。」 三十 イエスは答えて言われた。
「ある人が、エルサレムからエリコへ下る道で、強盗
に襲われた。強盗どもは、その人の着物をはぎ取り、
なぐりつけ、半殺しにして逃げて行った。 三十一 たま
たま、祭司がひとり、その道を下って来たが、彼を見
ると、反対側を通り過ぎて行った。 三十二 同じように
レビ人も、その場所に来て彼を見ると、反対側を通り
過ぎて行った。 三十三 ところが、あるサマリヤ人が、
旅の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思
い、 三十四 近寄って傷にオリーブ油とぶどう酒を注い
で、ほうたいをし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて
行き、介抱してやった。 三十五 次の日、彼はデナリ二
つを取り出し、宿屋の主人に渡して言った。『介抱し
てあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰
りに払います。』
三十六 この三人の中でだれが、強盗に襲われた者の隣
人になったと思いますか。」 三十七 彼は言った。「そ
の人にあわれみをかけてやった人です。」するとイエ
スは言われた。「あなたも行って同じようにしなさ
い。」

三十八 さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがあ
る村にはいられると、マルタという女が喜んで家に
お迎えした。 三十九 彼女にマリヤという妹がいたが、
主の足もとにすわって、みことばに聞き入っていた。

四十 ところが、マルタは、いろいろともてなしのため
に気が落ち着かず、みもとに来て言った。「主よ。妹
が私だけにおもてなしをさせているのを、何ともお
思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするよう
に、妹におっしゃってください。」 四十一 主は答えて
言われた。「マルタ、マルタ。あなたは、いろいろな
ことを心配して、気を使っています。 四十二 しかし、
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。」

さて、イエスはある所で祈っておられた。
その祈りが終わると、弟子のひとりが、イ

エスに言った。「主よ。ヨハネが弟子たちに教えたよ
うに、私たちにも祈りを教えてください。」 二 そこで
イエスは、彼らに言われた。「祈るときには、こう言
いなさい。
『父よ。御名があがめられますように。
御国が来ますように。
三 私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。
四 私たちの罪をお赦しください。私たちも私たちに負
いめのある者をみな赦します。
私たちを試みに会わせないでください。』」

五 また、イエスはこう言われた。「あなたがたのう
ち、だれかに友だちがいるとして、真夜中にその人の
ところに行き、『君。パンを三つ貸してくれ。 六 友人
が旅の途中、私のうちへ来たのだが、出してやるも
のがないのだ。』と言ったとします。 七 すると、彼は
家の中からこう答えます。『めんどうをかけないでく
れ。もう戸締まりもしてしまったし、子どもたちも私
も寝ている。起きて、何かをやることはできない。』
八 あなたがたに言いますが、彼は友だちだからという
ことで起きて何かを与えることはしないにしても、
あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がっ
て、必要な物を与えるでしょう。 九 わたしは、あなた
がたに言います。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。 十 だれであっても、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。 十一 あなたがたの中で、子どもが魚を下さ
いと言うときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親
が、いったいいるでしょうか。 十二 卵を下さいと言う
のに、だれが、さそりを与えるでしょう。 十三 してみ
ると、あなたがたも、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、なおのこと、天の父が、求める人たちに、ど
うして聖霊を下さらないことがありましょう。」

十四 イエスは悪霊、それもおしの悪霊を追い出して
おられた。悪霊が出て行くと、おしがものを言い始
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めたので、群衆は驚いた。 十五 しかし、彼らのうちに
は、「悪霊どものかしらベルゼブルによって、悪霊ど
もを追い出しているのだ。」と言う者もいた。 十六 ま
た、イエスをためそうとして、彼に天からのしるしを
求める者もいた。 十七 しかし、イエスは、彼らの心を
見抜いて言われた。「どんな国でも、内輪もめしたら
荒れすたれ、家にしても、内輪で争えばつぶれます。
十八 サタンも、もし仲間割れしたのだったら、どうし
てサタンの国が立ち行くことができましょう。それな
のにあなたがたは、わたしがベルゼブルによって悪霊
どもを追い出していると言います。 十九 もしもわたし
が、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているの
なら、あなたがたの仲間は、だれによって追い出すの
ですか。だから、あなたがたの仲間が、あなたがたを
さばく人となるのです。 二十 しかし、わたしが、神の
指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国
はあなたがたに来ているのです。 二十一 強い人が十分
に武装して自分の家を守っているときには、その持
ち物は安全です。 二十二 しかし、もっと強い者が襲っ
て来て彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪
い、分捕り品を分けます。 二十三 わたしの味方でない
者はわたしに逆らう者であり、わたしとともに集めな
い者は散らす者です。 二十四 汚れた霊が人から出て行
って、水のない所をさまよいながら、休み場を捜しま
す。一つも見つからないので、『出て来た自分の家に
帰ろう。』と言います。 二十五 帰って見ると、家は、
掃除をしてきちんとかたづいていました。 二十六 そこ
で、出かけて行って、自分よりも悪いほかの霊を七つ
連れて来て、みなはいり込んでそこに住みつくので
す。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさ
らに悪くなります。」

二十七 イエスが、これらのことを話しておられると、
群衆の中から、ひとりの女が声を張り上げてイエスに
言った。「あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は
幸いです。」 二十八 しかし、イエスは言われた。「い
や、幸いなのは、神のことばを聞いてそれを守る人た
ちです。」

二十九 さて、群衆の数がふえて来ると、イエスは話し
始められた。「この時代は悪い時代です。しるしを求
めているが、ヨナのしるしのほかには、しるしは与え
られません。 三十 というのは、ヨナがニネベの人々の
ために、しるしとなったように、人の子がこの時代の
ために、しるしとなるからです。 三十一 南の女王が、
さばきのときに、この時代の人々とともに立って、彼
らを罪に定めます。なぜなら、彼女はソロモンの知恵
を聞くために地の果てから来たからです。しかし、見
なさい。ここにソロモンよりもまさった者がいるので
す。 三十二 ニネベの人々が、さばきのときに、この時

代の人々とともに立って、この人々を罪に定めます。
なぜなら、ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたか
らです。しかし、見なさい。ここにヨナよりもまさっ
た者がいるのです。

三十三 だ れ も、 あ か り を つ け て か ら、 そ れ を 穴 倉
や、枡の下に置く者はいません。燭台の上に置きま
す。はいって来る人々に、その光が見えるためです。
三十四 からだのあかりは、あなたの目です。目が健全な
ら、あなたの全身も明るいが、しかし、目が悪いと、
からだも暗くなります。 三十五 だから、あなたのうち
の光が、暗やみにならないように、気をつけなさい。
三十六 もし、あなたの全身が明るくて何の暗い部分も
ないなら、その全身はちょうどあかりが輝いて、あな
たを照らすときのように明るく輝きます。」

三十七 イエスが話し終えられると、ひとりのパリサ
イ人が、食事をいっしょにしてください、とお願い
した。そこでイエスは家にはいって、食卓に着かれ
た。 三十八 そのパリサイ人は、イエスが食事の前に、
まずきよめの洗いをなさらないのを見て、驚いた。
三十九 すると、主は言われた。「なるほど、あなたがた
パリサイ人は、杯や大皿の外側はきよめるが、その内
側は、強奪と邪悪とでいっぱいです。 四十 愚かな人た
ち。外側を造られた方は、内側も造られたのではあり
ませんか。 四十一 とにかく、うちのものを施しに用い
なさい。そうすれば、いっさいが、あなたがたにとっ
てきよいものとなります。

四十二 だが、忌まわしいものだ。パリサイ人。あなた
がたは、はっか、うん香、あらゆる野菜などの十分の
一を納めているが、公義と神への愛とはなおざりにし
ています。これこそ、実行しなければならない事がら
です。ただし他のほうも、なおざりにしてはいけませ
ん。 四十三 忌まわしいものだ。パリサイ人。あなたが
たは、会堂の上席や、市場であいさつされることが好
きです。 四十四 忌まわしいことだ。あなたがたは、人
目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつか
ない。」

四十五 すると、ある律法の専門家が、答えて言った。
「先生。そのようなことを言われることは、私たちを
も侮辱することです。」 四十六 しかし、イエスは言わ
れた。「あなたがた律法の専門家たちも忌まわしいも
のだ。あなたがたは、人々には負いきれない荷物を負
わせるが、自分は、その荷物に指一本もさわろうとは
しない。 四十七 忌まわしいことだ。あなたがたは、預
言者たちの墓を建てている。しかし、あなたがたの先
祖は預言者たちを殺したのです。 四十八 そのようにし
て、あなたがたは、自分の先祖のしたことの証人とな
り、それを認めています。なぜなら、あなたがたの先
祖が預言者たちを殺し、あなたがたがその墓を建てて
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十二

いるからです。 四十九 だから、神の知恵もこう言いま
した。『わたしは預言者たちや使徒たちを彼らに遣わ
すが、彼らは、そのうちのある者を殺し、ある者を迫
害する。 五十 それは、アベルの血から、祭壇と神の家
との間で殺されたザカリヤの血に至るまでの、世の初
めから流されたすべての預言者の血の責任を、この時
代が問われるためである。そうだ。わたしは言う。こ
の時代はその責任を問われる。』 51 忌まわしいもの
だ。律法の専門家たち。あなたがたは、知識のかぎを
持ち去り、自分もはいらず、はいろうとする人々をも
妨げたのです。」

五十三 イエスがそこを出て行かれると、律法学者、パ
リサイ人たちのイエスに対する激しい敵対と、いろい
ろのことについてのしつこい質問攻めとが始まった。
五十四 彼らは、イエスの口から出ることに、言いがか
りをつけようと、ひそかに計った。

そうこうしている間に、おびただしい数の
群衆が集まって来て、互いに足を踏み合う

ほどになった。イエスはまず弟子たちに対して、話し
だされた。「パリサイ人のパン種に気をつけなさい。
それは彼らの偽善のことです。 二 おおいかぶされてい
るもので、現わされないものはなく、隠されているも
ので、知られずに済むものはありません。 三 ですか
ら、あなたがたが暗やみで言ったことが、明るみで聞
かれ、家の中でささやいたことが、屋上で言い広めら
れます。 四 そこで、わたしの友であるあなたがたに言
います。からだを殺しても、あとはそれ以上何もでき
ない人間たちを恐れてはいけません。 五 恐れなければ
ならない方を、あなたがたに教えてあげましょう。殺
したあとで、ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる
方を恐れなさい。そうです。あなたがたに言います。
この方を恐れなさい。 六 五羽の雀は二アサリオンで売
っているでしょう。そんな雀の一羽でも、神の御前に
は忘れられてはいません。 七 それどころか、あなたが
たの頭の毛さえも、みな数えられています。恐れるこ
とはありません。あなたがたは、たくさんの雀よりも
すぐれた者です。 八 そこで、あなたがたに言います。
だれでも、わたしを人の前で認める者は、人の子もま
た、その人を神の御使いたちの前で認めます。 九 しか
し、わたしを人の前で知らないと言う者は、神の御使
いたちの前で知らないと言われます。 十 たとい、人の
子をそしることばを使う者があっても、赦されます。
しかし、聖霊をけがす者は赦されません。 十一 また、
人々があなたがたを、会堂や役人や権力者などのとこ
ろに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を
言おうかと心配するには及びません。 十二 言うべきこ
とは、そのときに聖霊が教えてくださるからです。」

十三 群衆の中のひとりが、「先生。私と遺産を分け
るように私の兄弟に話してください。」と言った。
十四 すると彼に言われた。「いったいだれが、わた
しをあなたがたの裁判官や調停者に任命したのです
か。」 十五 そして人々に言われた。「どんな貪欲にも
注意して、よく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊か
な人でも、その人のいのちは財産にあるのではないか
らです。」 十六 それから人々にたとえを話された。
「ある金持ちの畑が豊作であった。 十七 そこで彼は、
心の中でこう言いながら考えた。『どうしよう。作物
をたくわえておく場所がない。』 十八 そして言った。
『こうしよう。あの倉を取りこわして、もっと大き
いのを建て、穀物や財産はみなそこにしまっておこ
う。 十九 そして、自分のたましいにこう言おう。「た
ましいよ。これから先何年分もいっぱい物がためられ
た。さあ、安心して、食べて、飲んで、楽しめ。」』
二十 しかし神は彼に言われた。『愚か者。おまえのた
ましいは、今夜おまえから取り去られる。そうした
ら、おまえが用意した物は、いったいだれのものにな
るのか。』 二十一 自分のためにたくわえても、神の前
に富まない者はこのとおりです。」

二十二 それから弟子たちに言われた。「だから、わた
しはあなたがたに言います。いのちのことで何を食べ
ようかと心配したり、からだのことで何を着ようか
と心配したりするのはやめなさい。 二十三 いのちは食
べ物よりたいせつであり、からだは着物よりたいせ
つだからです。 二十四 烏のことを考えてみなさい。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。あ
なたがたは、鳥よりも、はるかにすぐれたものです。
二十五 あなたがたのうちのだれが、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。 二十六 こんな小さなことさえできないで、なぜ
ほかのことまで心配するのですか。 二十七 ゆりの花の
ことを考えてみなさい。どうして育つのか。紡ぎもせ
ず、織りもしないのです。しかし、わたしはあなたが
たに言います。栄華を窮めたソロモンでさえ、このよ
うな花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。
二十八 しかし、きょうは野にあって、あすは炉に投げ込
まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるので
す。ましてあなたがたには、どんなによくしてくださ
ることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。 二十九 何
を食べたらよいか、何を飲んだらよいか、と捜し求め
ることをやめ、気をもむことをやめなさい。 三十 これ
らはみな、この世の異邦人たちが切に求めているもの
です。しかし、あなたがたの父は、それがあなたがた
にも必要であることを知っておられます。 三十一 何は
ともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。そう
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十三

すれば、これらの物は、それに加えて与えられます。
三十二 小さな群れよ。恐れることはありません。あな
たがたの父である神は、喜んであなたがたに御国をお
与えになるからです。 三十三 持ち物を売って、施しを
しなさい。自分のために、古くならない財布を作り、
朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこに
は、盗人も近寄らず、しみもいためることがありませ
ん。 三十四 あなたがたの宝のあるところに、あなたが
たの心もあるからです。

三十五 腰に帯を締め、あかりをともしていなさい。
三十六 主人が婚礼から帰って来て戸をたたいたら、す
ぐに戸をあけようと、その帰りを待ち受けている人
たちのようでありなさい。 三十七 帰って来た主人に、
目をさましているところを見られるしもべたちは幸
いです。まことに、あなたがたに告げます。主人のほ
うが帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そ
ばにいて給仕をしてくれます。 三十八 主人が真夜中に
帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようで
あることを見られるなら、そのしもべたちは幸いで
す。 三十九 このことを知っておきなさい。もしも家の
主人が、どろぼうの来る時間を知っていたなら、おめ
おめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。
四十 あなたがたも用心していなさい。人の子は、思い
がけない時に来るのですから。」 四十一 そこで、ペテ
ロが言った。「主よ。このたとえは私たちのために話
してくださるのですか。それともみなのためなのです
か。」

四十二 主は言われた。「では、主人から、その家のし
もべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与え
る忠実な思慮深い管理人とは、いったいだれでしょ
う。 四十三 主人が帰って来たときに、そのようにして
いるのを見られるしもべは幸いです。 四十四 わたしは
真実をあなたがたに告げます。主人は彼に自分の全財
産を任せるようになります。 四十五 ところが、もし、
そのしもべが、『主人の帰りはまだだ。』と心の中で
思い、下男や下女を打ちたたき、食べたり飲んだり、
酒に酔ったりし始めると、 四十六 しもべの主人は、思
いがけない日の思わぬ時間に帰って来ます。そして、
彼をきびしく罰して、不忠実な者どもと同じめに会
わせるに違いありません。 四十七 主人の心を知りなが
ら、その思いどおりに用意もせず、働きもしなかった
しもべは、ひどくむち打たれます。 四十八 しかし、知
らずにいたために、むち打たれるようなことをしたし
もべは、打たれても、少しで済みます。すべて、多く
与えられた者は多く求められ、多く任された者は多く
要求されます。

四十九 わたしが来たのは、地に火を投げ込むためで
す。だから、その火が燃えていたらと、どんなに願っ

ていることでしょう。 五十 しかし、わたしには受ける
バプテスマがあります。それが成し遂げられるまで
は、どんなに苦しむことでしょう。 五十一 あなたがた
は、地に平和を与えるためにわたしが来たと思って
いるのですか。そうではありません。あなたがたに言
いますが、むしろ、分裂です。 五十二 今から、一家五
人は、三人がふたりに、ふたりが三人に対抗して分か
れるようになります。 五十三 父は息子に、息子は父に
対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、しゅうとめは嫁
に、嫁はしゅうとめに対抗して分かれるようになりま
す。」

五十四 群衆にもこう言われた。「あなたがたは、西
に雲が起こるのを見るとすぐに、『にわか雨が来る
ぞ。』と言い、事実そのとおりになります。 五十五 ま
た南風が吹きだすと、『暑い日になるぞ。』と言い、
事実そのとおりになります。 五十六 偽善者たち。あな
たがたは地や空の現象を見分けることを知りながら、
どうして今のこの時代を見分けることができないの
ですか。 五十七 また、なぜ自分から進んで、何が正し
いかを判断しないのですか。 五十八 あなたを告訴する
者といっしょに役人の前に行くときは、途中でも、熱
心に彼と和解するよう努めなさい。そうでないと、そ
の人はあなたを裁判官のもとにひっぱって行きます。
裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んで
しまいます。 五十九 あなたに言います。最後の一レプ
タを支払うまでは、そこから決して出られないので
す。」

ちょうどそのとき、ある人たちがやって来
て、イエスに報告した。ピラトがガリラヤ

人たちの血をガリラヤ人たちのささげるいけにえに混
ぜたというのである。 二 イエスは彼らに答えて言われ
た。「そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けた
から、ほかのどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだっ
たとでも思うのですか。 三 そうではない。わたしはあ
なたがたに言います。あなたがたも悔い改めないな
ら、みな同じように滅びます。 四 また、シロアムの塔
が倒れ落ちて死んだあの十八人は、エルサレムに住ん
でいるだれよりも罪深い人たちだったとでも思うので
すか。 五 そうではない。わたしはあなたがたに言いま
す。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように
滅びます。」

六 イエスはこのようなたとえを話された。
「ある人が、ぶどう園にいちじくの木を植えておい
た。実を取りに来たが、何も見つからなかった。 七 そ
こで、ぶどう園の番人に言った。『見なさい。三年も
の間、やって来ては、このいちじくの実のなるのを待
っているのに、なっていたためしがない。これを切り
倒してしまいなさい。何のために土地をふさいでいる
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のですか。』 八 番人は答えて言った。『ご主人。どう
か、ことし一年そのままにしてやってください。木の
回りを掘って、肥やしをやってみますから。 九 もしそ
れで来年、実を結べばよし、それでもだめなら、切り
倒してください。』」

十 イエスは安息日に、ある会堂で教えておられた。
十一 すると、そこに十八年も病の霊につかれ、腰が曲
がって、全然伸ばすことのできない女がいた。 十二 イ
エスは、その女を見て、呼び寄せ、「あなたの病気は
いやされました。」と言って、 十三 手を置かれると、
女はたちどころに腰が伸びて、神をあがめた。 十四 す
ると、それを見た会堂管理者は、イエスが安息日にい
やされたのを憤って、群衆に言った。「働いてよい日
は六日です。その間に来て直してもらうがよい。安息
日には、いけないのです。」 十五 しかし、主は彼に答
えて言われた。「偽善者たち。あなたがたは、安息日
に、牛やろばを小屋からほどき、水を飲ませに連れて
行くではありませんか。 十六 この女はアブラハムの娘
なのです。それを十八年もの間サタンが縛っていたの
です。安息日だからといってこの束縛を解いてやって
はいけないのですか。」 十七 こう話されると、反対し
ていた者たちはみな、恥じ入り、群衆はみな、イエス
のなさったすべての輝かしいみわざを喜んだ。

十八 そこで、イエスはこう言われた。「神の国は、
何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。
十九 それは、からし種のようなものです。それを取っ
て庭に蒔いたところ、生長して木になり、空の鳥が枝
に巣を作りました。」

二十 またこう言われた。「神の国を何に比べましょ
う。 二十一 パン種のようなものです。女がパン種を取
って、三サトンの粉に混ぜたところ、全体がふくれま
した。」

二十二 イエスは、町々村々を次々に教えながら通り、
エルサレムへの旅を続けられた。 二十三 すると、「主
よ。救われる者は少ないのですか。」と言う人があっ
た。イエスは、人々に言われた。 二十四 「努力して狭
い門からはいりなさい。なぜなら、あなたがたに言
いますが、はいろうとしても、はいれなくなる人が
多いのですから。 二十五 家の主人が、立ち上がって、
戸をしめてしまってからでは、外に立って、『ご主人
さま。あけてください。』と言って、戸をいくらたた
いても、もう主人は、『あなたがたがどこの者か、私
は知らない。』と答えるでしょう。 二十六 すると、あ
なたがたは、こう言い始めるでしょう。『私たちは、
ごいっしょに、食べたり飲んだりいたしましたし、
私たちの大通りで教えていただきました。』 二十七 だ
が、主人はこう言うでしょう。『私はあなたがたがど
この者だか知りません。不正を行なう者たち。みな

出て行きなさい。』 二十八 神の国にアブラハムやイサ
クやヤコブや、すべての預言者たちがはいっている
のに、あなたがたは外に投げ出されることになった
とき、そこで泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするので
す。 二十九 人々は、東からも西からも、また南からも
北からも来て、神の国で食卓に着きます。 三十 いいで
すか、今しんがりの者があとで先頭になり、いま先頭
の者がしんがりになるのです。」

三十一 ちょうどそのとき、何人かのパリサイ人が近寄
って来て、イエスに言った。「ここから出てほかの所
へ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っていま
す。」 三十二 イエスは言われた。「行って、あの狐に
こう言いなさい。『よく見なさい。わたしは、きょう
と、あすとは、悪霊どもを追い出し、病人を直し、三
日目に全うされます。 三十三 だが、わたしは、きょう
もあすも次の日も進んで行かなければなりません。な
ぜなら、預言者がエルサレム以外の所で死ぬことはあ
りえないからです。』 三十四 ああ、エルサレム、エル
サレム。預言者たちを殺し、自分に遣わされた人たち
を石で打つ者、わたしは、めんどりがひなを翼の下に
かばうように、あなたの子らを幾たび集めようとした
ことか。それなのに、あなたがたはそれを好まなかっ
た。 三十五 見なさい。あなたがたの家は荒れ果てたま
まに残される。わたしはあなたがたに言います。『祝
福あれ。主の御名によって来られる方に。』とあなた
がたの言うときが来るまでは、あなたがたは決してわ
たしを見ることができません。」

ある安息日に、食事をしようとして、パリ
サイ派のある指導者の家にはいられたと

き、みんながじっとイエスを見つめていた。 二 そこに
は、イエスの真正面に、水腫をわずらっている人がい
た。 三 イエスは、律法の専門家、パリサイ人たちに、
「安息日に病気を直すことは正しいことですか、それ
ともよくないことですか。」と言われた。 四 しかし、
彼らは黙っていた。それで、イエスはその人を抱いて
直してやり、そしてお帰しになった。 五 それから、彼
らに言われた。「自分の息子や牛が井戸に落ちたの
に、安息日だからといって、すぐに引き上げてやらな
い者があなたがたのうちにいるでしょうか。」 六 彼ら
は答えることができなかった。

七 招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいて
おられたイエスは、彼らにたとえを話された。 八 「婚
礼の披露宴に招かれたときには、上座にすわってはい
けません。あなたより身分の高い人が、招かれている
かもしれないし、 九 あなたやその人を招いた人が来
て、『この人に席を譲ってください。』とあなたに言
うなら、そのときあなたは恥をかいて、末席に着かな
ければならないでしょう。 十 招かれるようなことがあ
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って、行ったなら、末席に着きなさい。そうしたら、
あなたを招いた人が来て、『どうぞもっと上席にお進
みください。』と言うでしょう。そのときは、満座の
中で面目を施すことになります。 十一 なぜなら、だれ
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。」

十二 また、イエスは、自分を招いてくれた人にも、
こう話された。「昼食や夕食のふるまいをするなら、
友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけ
ません。でないと、今度は彼らがあなたを招いて、お
返しすることになるからです。 十三 祝宴を催すばあい
には、むしろ、貧しい人、不具の人、足なえ、盲人た
ちを招きなさい。 十四 その人たちはお返しができない
ので、あなたは幸いです。義人の復活のときお返しを
受けるからです。」

十五 イエスといっしょに食卓に着いていた客のひと
りはこれを聞いて、イエスに、「神の国で食事する人
は、何と幸いなことでしょう。」と言った。 十六 する
とイエスはこう言われた。
「ある人が盛大な宴会を催し、大ぜいの人を招いた。
十七 宴会の時刻になったのでしもべをやり、招いてお
いた人々に、『さあ、おいでください。もうすっか
り、用意ができましたから。』と言わせた。 十八 とこ
ろが、みな同じように断わり始めた。最初の人はこう
言った。『畑を買ったので、どうしても見に出かけな
ければなりません。すみませんが、お断わりさせてい
ただきます。』 十九 もうひとりはこう言った。『五く
びきの牛を買ったので、それをためしに行くところで
す。すみませんが、お断わりさせていただきます。』
二十 また、別の人はこう言った。『結婚したので、行
くことができません。』 二十一 しもべは帰って、この
ことを主人に報告した。すると、おこった主人は、
そのしもべに言った。『急いで町の大通りや路地に
出て行って、貧しい人や、不具の人や、盲人や、足
なえをここに連れて来なさい。』 二十二 しもべは言っ
た。『ご主人さま。仰せのとおりにいたしました。で
も、まだ席があります。』 二十三 主人は言った。『街
道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっ
ぱいになるように、無理にでも人々を連れて来なさ
い。 二十四 言っておくが、あの招待されていた人たち
の中で、私の食事を味わう者は、ひとりもいないので
す。』」

二十五 さて、大ぜいの群衆が、イエスといっしょに歩
いていたが、イエスは彼らのほうに向いて言われた。
二十六 「わたしのもとに来て、自分の父、母、妻、子、
兄弟、姉妹、そのうえ自分のいのちまでも憎まない者
は、わたしの弟子になることができません。 二十七 自
分の十字架を負ってわたしについて来ない者は、わた

しの弟子になることはできません。 二十八 塔を築こう
とするとき、まずすわって、完成に十分な金があるか
どうか、その費用を計算しない者が、あなたがたのう
ちにひとりでもあるでしょうか。 二十九 基礎を築いた
だけで完成できなかったら、見ていた人はみな彼をあ
ざ笑って、 三十 『この人は、建て始めはしたものの、
完成できなかった。』と言うでしょう。 三十一 また、
どんな王でも、ほかの王と戦いを交えようとすると
きは、二万人を引き連れて向かって来る敵を、一万人
で迎え撃つことができるかどうかを、まずすわって、
考えずにいられましょうか。 三十二 もし見込みがなけ
れば、敵がまだ遠くに離れている間に、使者を送って
講和を求めるでしょう。 三十三 そういうわけで、あな
たがたはだれでも、自分の財産全部を捨てないでは、
わたしの弟子になることはできません。 三十四 ですか
ら、塩は良いものですが、もしその塩が塩けをなくし
たら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。
三十五 土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられ
てしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。」

さて、取税人、罪人たちがみな、イエスの
話を聞こうとして、みもとに近寄って来

た。 二 すると、パリサイ人、律法学者たちは、つぶや
いてこう言った。「この人は、罪人たちを受け入れ
て、食事までいっしょにする。」

三 そこでイエスは、彼らにこのようなたとえを話さ
れた。
四 「あなたがたのうちに羊を百匹持っている人がい
て、そのうちの一匹をなくしたら、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。 五 見つけたら、大喜びでその
羊をかついで、 六 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。
七 あなたがたに言いますが、それと同じように、ひと
り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まさる喜びが天にあるのです。
八 また、女の人が銀貨を十枚持っていて、もしその一
枚をなくしたら、あかりをつけ、家を掃いて、見つけ
るまで念入りに捜さないでしょうか。 九 見つけたら、
友だちや近所の女たちを呼び集めて、『なくした銀貨
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。 十 あなたがたに言いますが、それと
同じように、ひとりの罪人が悔い改めるなら、神の御
使いたちに喜びがわき起こるのです。」
十一 またこう話された。
「ある人に息子がふたりあった。 十二 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。
それで父は、身代をふたりに分けてやった。 十三 それ

ルカの福音書 十四:十一 69 ルカの福音書 十五:十三



16

から、幾日もたたぬうちに、弟は、何もかもまとめて
遠い国に旅立った。そして、そこで放蕩して湯水のよ
うに財産を使ってしまった。 十四 何もかも使い果たし
たあとで、その国に大ききんが起こり、彼は食べるに
も困り始めた。 十五 それで、その国のある人のもとに
身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって、豚の世
話をさせた。 十六 彼は豚の食べるいなご豆で腹を満た
したいほどであったが、だれひとり彼に与えようと
はしなかった。 十七 しかし、我に返ったとき彼は、こ
う言った。『父のところには、パンのあり余っている
雇い人が大ぜいいるではないか。それなのに、私はこ
こで、飢え死にしそうだ。 十八 立って、父のところに
行って、こう言おう。「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。 十九 も
う私は、あなたの子と呼ばれる資格はありません。
雇い人のひとりにしてください。」』 二十 こうして彼
は立ち上がって、自分の父のもとに行った。ところ
が、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、
かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけし
た。 二十一 息子は言った。『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。』
二十二 ところが父親は、しもべたちに言った。『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。 二十三 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。 二十四 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。
二十五 ところで、兄息子は畑にいたが、帰って来て家
に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえて来た。それ
で、 二十六 しもべのひとりを呼んで、これはいったい
何事かと尋ねると、 二十七 しもべは言った。『弟さん
がお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたとい
うので、おとうさんが、肥えた子牛をほふらせなさっ
たのです。』 二十八 すると、兄はおこって、家にはい
ろうともしなかった。それで、父が出て来て、いろい
ろなだめてみた。 二十九 しかし兄は父にこう言った。
『ご覧なさい。長年の間、私はおとうさんに仕え、戒
めを破ったことは一度もありません。その私には、友
だちと楽しめと言って、子山羊一匹下さったことが
ありません。 三十 それなのに、遊女におぼれてあなた
の身代を食いつぶして帰って来たこのあなたの息子
のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのです
か。』 三十一 父は彼に言った。『おまえはいつも私と
いっしょにいる。私のものは、全部おまえのものだ。
三十二 だがおまえの弟は、死んでいたのが生き返って

来たのだ。いなくなっていたのが見つかったのだか
ら、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。』」

イエスは、弟子たちにも、こういう話をされ
た。

「ある金持ちにひとりの管理人がいた。この管理人が
主人の財産を乱費している、という訴えが出された。
二 主人は、彼を呼んで言った。『おまえについてこん
なことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。
もう管理を任せておくことはできないから、会計の
報告を出しなさい。』 三 管理人は心の中で言った。
『主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さて
どうしよう。土を掘るには力がないし、こじきをする
のは恥ずかしいし。 四 ああ、わかった。こうしよう。
こうしておけば、いつ管理の仕事をやめさせられて
も、人がその家に私を迎えてくれるだろう。』 五 そこ
で彼は、主人の債務者たちをひとりひとり呼んで、ま
ず最初の者に、『私の主人に、いくら借りがあります
か。』と言うと、 六 その人は、『油百バテ。』と言っ
た。すると彼は、『さあ、あなたの証文だ。すぐにす
わって五十と書きなさい。』と言った。 七 それから、
別の人に、『さて、あなたは、いくら借りがあります
か。』と言うと、『小麦百コル。』と言った。彼は、
『さあ、あなたの証文だ。八十と書きなさい。』と言
った。 八 この世の子らは、自分たちの世のことについ
ては、光の子らよりも抜けめがないものなので、主人
は、不正な管理人がこうも抜けめなくやったのをほめ
た。
九 そこで、わたしはあなたがたに言いますが、不正の
富で、自分のために友をつくりなさい。そうしてお
けば、富がなくなったとき、彼らはあなたがたを、永
遠の住まいに迎えるのです。 十 小さい事に忠実な人
は、大きい事にも忠実であり、小さい事に不忠実な人
は、大きい事にも不忠実です。 十一 ですから、あなた
がたが不正の富に忠実でなかったら、だれがあなたが
たに、まことの富を任せるでしょう。 十二 また、あな
たがたが他人のものに忠実でなかったら、だれがあ
なたがたに、あなたがたのものを持たせるでしょう。
十三 しもべは、ふたりの主人に仕えることはできませ
ん。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重ん
じて他方を軽んじたりするからです。あなたがたは、
神にも仕え、また富にも仕えるということはできませ
ん。」

十四 さて、金の好きなパリサイ人たちが、一部始終
を聞いて、イエスをあざ笑っていた。 十五 イエスは彼
らに言われた。「あなたがたは、人の前で自分を正し
いとする者です。しかし神は、あなたがたの心をご存
じです。人間の間であがめられる者は、神の前で憎ま
れ、きらわれます。 十六 律法と預言者はヨハネまでで
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す。それ以来、神の国の福音は宣べ伝えられ、だれも
かれも、無理にでも、これにはいろうとしています。
十七 しかし律法の一画が落ちるよりも、天地の滅びる
ほうがやさしいのです。 十八 だれでも妻を離別してほ
かの女と結婚する者は、姦淫を犯す者であり、また、
夫から離別された女と結婚する者も、姦淫を犯す者で
す。

十九 ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着
て、毎日ぜいたくに遊び暮らしていた。
二十 ところが、その門前にラザロという全身おできの
貧乏人が寝ていて、 二十一 金持ちの食卓から落ちる物
で腹を満たしたいと思っていた。犬もやって来ては、
彼のおできをなめていた。 二十二 さて、この貧乏人は
死んで、御使いたちによってアブラハムのふところに
連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。 二十三 そ
の金持ちは、ハデスで苦しみながら目を上げると、ア
ブラハムが、はるかかなたに見えた。しかも、そのふ
ところにラザロが見えた。 二十四 彼は叫んで言った。
『父アブラハムさま。私をあわれんでください。ラザ
ロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロ
をよこしてください。私はこの炎の中で、苦しくてた
まりません。』 二十五 アブラハムは言った。『子よ。
思い出してみなさい。おまえは生きている間、良い
物を受け、ラザロは生きている間、悪い物を受けてい
ました。しかし、今ここで彼は慰められ、おまえは苦
しみもだえているのです。 二十六 そればかりでなく、
私たちとおまえたちの間には、大きな淵があります。
ここからそちらへ渡ろうとしても、渡れないし、そ
こからこちらへ越えて来ることもできないのです。』
二十七 彼は言った。『父よ。ではお願いです。ラザロ
を私の父の家に送ってください。 二十八 私には兄弟が
五人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来
ることのないように、よく言い聞かせてください。』
二十九 しかしアブラハムは言った。『彼らには、モー
セと預言者があります。その言うことを聞くべきで
す。』 三十 彼は言った。『いいえ、父アブラハム。も
し、だれかが死んだ者の中から彼らのところに行っ
てやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。』
三十一 アブラハムは彼に言った。『もしモーセと預言
者との教えに耳を傾けないのなら、たといだれかが
死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしな
い。』」

イエスは弟子たちにこう言われた。「つまず
きが起こるのは避けられない。だが、つまず

きを起こさせる者は、忌まわしいものです。 二 この小
さい者たちのひとりに、つまずきを与えるようであっ
たら、そんな者は石臼を首にゆわえつけられて、海に
投げ込まれたほうがましです。 三 気をつけていなさ

い。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そ
して悔い改めれば、赦しなさい。 四 かりに、あなたに
対して一日に七度罪を犯しても、『悔い改めます。』
と言って七度あなたのところに来るなら、赦してやり
なさい。」

五 使徒たちは主に言った。「私たちの信仰を増して
ください。」 六 しかし主は言われた。「もしあなたが
たに、からし種ほどの信仰があったなら、この桑の木
に、『根こそぎ海の中に植われ。』と言えば、言いつ
けどおりになるのです。 七 ところで、あなたがたのだ
れかに、耕作か羊飼いをするしもべがいるとして、そ
のしもべが野らから帰って来たとき、『さあ、さあ、
ここに来て、食事をしなさい。』としもべに言うでし
ょうか。 八 かえって、『私の食事の用意をし、帯を締
めて私の食事が済むまで給仕しなさい。あとで、自分
の食事をしなさい。』と言わないでしょうか。 九 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。 十 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。」

十一 そのころイエスはエルサレムに上られる途中、
サマリヤとガリラヤの境を通られた。 十二 ある村には
いると、十人のらい病人がイエスに出会った。彼らは
遠く離れた所に立って、 十三 声を張り上げて、「イエ
スさま、先生。どうぞあわれんでください。」と言っ
た。 十四 イエスはこれを見て、言われた。「行きなさ
い。そして自分を祭司に見せなさい。」彼らは行く途
中でいやされた。 十五 そのうちのひとりは、自分のい
やされたことがわかると、大声で神をほめたたえな
がら引き返して来て、 十六 イエスの足もとにひれ伏し
て感謝した。彼はサマリヤ人であった。 十七 そこでイ
エスは言われた。「十人いやされたのではないか。九
人はどこにいるのか。 十八 神をあがめるために戻って
来た者は、この外国人のほかには、だれもいないの
か。」 十九 それからその人に言われた。「立ち上がっ
て、行きなさい。あなたの信仰が、あなたを直したの
です。」

二十 さて、神の国はいつ来るのか、とパリサイ人た
ちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。「神
の国は、人の目で認められるようにして来るもので
はありません。 二十一 『そら、ここにある。』とか、
『あそこにある。』とか言えるようなものではありま
せん。いいですか。神の国は、あなたがたのただ中に
あるのです。」

二十二 イエスは弟子たちに言われた。「人の子の日を
一日でも見たいと願っても、見られない時が来ます。
二十三 人々が『こちらだ。』とか、『あちらだ。』とか
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言っても行ってはなりません。あとを追いかけては
なりません。 二十四 いなずまが、ひらめいて、天の端
から天の端へと輝くように、人の子は、人の子の日
には、ちょうどそのようであるからです。 二十五 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。 二十六 人の子の日に起
こることは、ちょうど、ノアの日に起こったことと同
様です。 二十七 ノアが箱舟にはいるその日まで、人々
は、食べたり、飲んだり、めとったり、とついだりし
ていたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまい
ました。 二十八 また、ロトの時代にあったことと同様
です。人々は食べたり、飲んだり、売ったり、買った
り、植えたり、建てたりしていたが、 二十九 ロトがソ
ドムから出て行くと、その日に、火と硫黄が天から降
って、すべての人を滅ぼしてしまいました。 三十 人の
子の現われる日にも、全くそのとおりです。 三十一 そ
の日には、屋上にいる者は家に家財があっても、取
り出しに降りてはいけません。同じように、畑にい
る者も家に帰ってはいけません。 三十二 ロトの妻を思
い出しなさい。 三十三 自分のいのちを救おうと努める
者はそれを失い、それを失う者はいのちを保ちます。
三十四 あなたがたに言いますが、その夜、同じ寝台で
男がふたり寝ていると、ひとりは取られ、他のひとり
は残されます。 三十五 女がふたりいっしょに臼をひい
ていると、ひとりは取られ、他のひとりは残されま
す。」 36 弟子たちは答えて言った。「主よ。どこで
ですか。」主は言われた。「死体のある所、そこに、
はげたかも集まります。」

いつでも祈るべきであり、失望してはなら
ないことを教えるために、イエスは彼らに

たとえを話された。
二 「ある町に、神を恐れず、人を人とも思わない裁判
官がいた。 三 その町に、ひとりのやもめがいたが、彼
のところにやって来ては、『私の相手をさばいて、私
を守ってください。』と言っていた。 四 彼は、しばら
くは取り合わないでいたが、後には心ひそかに『私は
神を恐れず人を人とも思わないが、 五 どうも、このや
もめは、うるさくてしかたがないから、この女のため
に裁判をしてやることにしよう。でないと、ひっきり
なしにやって来てうるさくてしかたがない。』と言っ
た。」 六 主は言われた。「不正な裁判官の言っている
ことを聞きなさい。 七 まして神は、夜昼神を呼び求
めている選民のためにさばきをつけないで、いつまで
もそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
八 あなたがたに言いますが、神は、すみやかに彼らの
ために正しいさばきをしてくださいます。しかし、人
の子が来たとき、はたして地上に信仰が見られるでし
ょうか。」

九 自分を義人だと自任し、他の人々を見下している
者たちに対しては、イエスはこのようなたとえを話さ
れた。
十 「ふたりの人が、祈るために宮に上った。ひとりは
パリサイ人で、もうひとりは取税人であった。 十一 パ
リサイ人は、立って、心の中でこんな祈りをした。
『神よ。私はほかの人々のようにゆする者、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。 十二 私は週に二度断食
し、自分の受けるものはみな、その十分の一をささげ
ております。』 十三 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
言った。『神さま。こんな罪人の私をあわれんでくだ
さい。』
十四 あなたがたに言うが、この人のほうが、前の人よ
りも、義と認められ、家に帰って行きました。なぜな
ら、だれ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。」

十五 イエスにさわっていただこうとして、人々がそ
の幼子たちを、みもとに連れて来た。ところが、弟子
たちがそれを見てしかった。 十六 しかしイエスは、幼
子たちを呼び寄せて、こう言われた。「子どもたちを
わたしのところに来させなさい。止めてはいけませ
ん。神の国は、このような者たちのものです。 十七 ま
ことに、あなたがたに告げます。子どものように神の
国を受け入れる者でなければ、決してそこに、はいる
ことはできません。」

十八 またある役人が、イエスに質問して言った。
「尊い先生。私は何をしたら、永遠のいのちを自分の
ものとして受けることができるでしょうか。」 十九 イ
エスは彼に言われた。「なぜ、わたしを『尊い』と言
うのですか。尊い方は、神おひとりのほかにはだれも
ありません。 二十 戒めはあなたもよく知っているはず
です。『姦淫してはならない。殺してはならない。盗
んではならない。偽証を立ててはならない。父と母を
敬え。』」 二十一 すると彼は言った。「そのようなこ
とはみな、小さい時から守っております。」 二十二 イ
エスはこれを聞いて、その人に言われた。「あなた
には、まだ一つだけ欠けたものがあります。あなた
の持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやり
なさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことに
なります。そのうえで、わたしについて来なさい。」
二十三 すると彼は、これを聞いて、非常に悲しんだ。
たいへんな金持ちだったからである。 二十四 イエスは
彼を見てこう言われた。「裕福な者が神の国にはいる
ことは、何とむずかしいことでしょう。 二十五 金持ち
が神の国にはいるよりは、らくだが針の穴を通るほう
がもっとやさしい。」 二十六 これを聞いた人々が言っ
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た。「それでは、だれが救われることができるでしょ
う。」 二十七 イエスは言われた。「人にはできないこ
とが、神にはできるのです。」 二十八 すると、ペテロ
が言った。「ご覧ください。私たちは自分の家を捨て
て従ってまいりました。」 二十九 イエスは彼らに言わ
れた。「まことに、あなたがたに告げます。神の国の
ために、家、妻、兄弟、両親、子どもを捨てた者で、
だれひとりとして、 三十 この世にあってその幾倍かを
受けない者はなく、後の世で永遠のいのちを受けない
者はありません。」 三十一 さてイエスは、十二弟子を
そばに呼んで、彼らに話された。「さあ、これから、
わたしたちはエルサレムに向かって行きます。人の子
について預言者たちが書いているすべてのことが実現
されるのです。 三十二 人の子は異邦人に引き渡され、
そして彼らにあざけられ、はずかしめられ、つばきを
かけられます。 三十三 彼らは人の子をむちで打ってか
ら殺します。しかし、人の子は三日目によみがえりま
す。」 三十四 しかし弟子たちには、これらのことが何
一つわからなかった。彼らには、このことばは隠され
ていて、話された事が理解できなかった。

三十五 イエスがエリコに近づかれたころ、ある盲人
が、道ばたにすわり、物ごいをしていた。 三十六 群衆
が通って行くのを耳にして、これはいったい何事で
すか、と尋ねた。 三十七 ナザレのイエスがお通りにな
るのだ、と知らせると、 三十八 彼は大声で、「ダビデ
の子のイエスさま。私をあわれんでください。」と言
った。 三十九 彼を黙らせようとして、先頭にいた人々
がたしなめたが、盲人は、ますます「ダビデの子よ。
私をあわれんでください。」と叫び立てた。 四十 イエ
スは立ち止まって、彼をそばに連れて来るように言
いつけられた。 四十一 彼が近寄って来たので、「わた
しに何をしてほしいのか。」と尋ねられると、彼は、
「主よ。目が見えるようになることです。」と言っ
た。 四十二 イエスが彼に、「見えるようになれ。あな
たの信仰があなたを直したのです。」と言われると、
四十三 彼はたちどころに目が見えるようになり、神を
あがめながらイエスについて行った。これを見て民は
みな神を賛美した。

それからイエスは、エリコにはいって、町
をお通りになった。 二 ここには、ザアカ

イという人がいたが、彼は取税人のかしらで、金持ち
であった。 三 彼は、イエスがどんな方か見ようとした
が、背が低かったので、群衆のために見ることができ
なかった。 四 それで、イエスを見るために、前方に走
り出て、いちじく桑の木に登った。ちょうどイエスが
そこを通り過ぎようとしておられたからである。 五 イ
エスは、ちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に
言われた。「ザアカイ。急いで降りて来なさい。きょ

うは、あなたの家に泊まることにしてあるから。」
六 ザアカイは、急いで降りて来て、そして大喜びでイ
エスを迎えた。 七 これを見て、みなは、「あの方は罪
人のところに行って客となられた。」と言ってつぶや
いた。 八 ところがザアカイは立って、主に言った。
「主よ。ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人た
ちに施します。また、だれからでも、私がだまし取っ
た物は、四倍にして返します。」 九 イエスは、彼に言
われた。「きょう、救いがこの家に来ました。この人
もアブラハムの子なのですから。 十 人の子は、失われ
た人を捜して救うために来たのです。」

十一 人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イ
エスは、続けて一つのたとえを話された。それは、イ
エスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は
神の国がすぐにでも現われるように思っていたからで
ある。 十二 それで、イエスはこう言われた。
「ある身分の高い人が、遠い国に行った。王位を受
けて帰るためであった。 十三 彼は自分の十人のしもべ
を呼んで、十ミナを与え、彼らに言った。『私が帰る
まで、これで商売しなさい。』 十四 しかし、その国民
たちは、彼を憎んでいたので、あとから使いをやり、
『この人に、私たちの王にはなってもらいたくありま
せん。』と言った。 十五 さて、彼が王位を受けて帰っ
て来たとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商
売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように
言いつけた。 十六 さて、最初の者が現われて言った。
『ご主人さま。あなたの一ミナで、十ミナをもうけま
した。』 十七 主人は彼に言った。『よくやった。良い
しもべだ。あなたはほんの小さな事にも忠実だった
から、十の町を支配する者になりなさい。』 十八 二番
目の者が来て言った。『ご主人さま。あなたの一ミナ
で、五ミナをもうけました。』 十九 主人はこの者にも
言った。『あなたも五つの町を治めなさい。』 二十 も
うひとりが来て言った。『ご主人さま。さあ、ここに
あなたの一ミナがございます。私はふろしきに包んで
しまっておきました。 二十一 あなたは計算の細かい、
きびしい方ですから、恐ろしゅうございました。あな
たはお預けにならなかったものをも取り立て、お蒔
きにならなかったものをも刈り取る方ですから。』
二十二 主人はそのしもべに言った。『悪いしもべだ。
私はあなたのことばによって、あなたをさばこう。
あなたは、私が預けなかったものを取り立て、蒔か
なかったものを刈り取るきびしい人間だと知ってい
た、というのか。 二十三 だったら、なぜ私の金を銀行
に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰って
来たときに、それを利息といっしょに受け取れたは
ずだ。』 二十四 そして、そばに立っていた者たちに言
った。『その一ミナを彼から取り上げて、十ミナ持っ
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ている人にやりなさい。』 二十五 すると彼らは、『ご
主人さま。その人は十ミナも持っています。』と言っ
た。 二十六 彼は言った。『あなたがたに言うが、だれ
でも持っている者は、さらに与えられ、持たない者
からは、持っている物までも取り上げられるのです。
二十七 ただ、私が王になるのを望まなかったこの敵ど
もは、みなここに連れて来て、私の目の前で殺してし
まえ。』」

二十八 これらのことを話して後、イエスは、さらに進
んで、エルサレムへと上って行かれた。

二十九 オリーブという山のふもとのベテパゲとベタ
ニヤに近づかれたとき、イエスはふたりの弟子を使
いに出して、 三十 言われた。「向こうの村に行きなさ
い。そこにはいると、まだだれも乗ったことのない、
ろばの子がつないであるのに気がつくでしょう。そ
れをほどいて連れて来なさい。 三十一 もし、『なぜ、
ほどくのか。』と尋ねる人があったら、こう言いなさ
い。『主がお入用なのです。』」 三十二 使いに出され
たふたりが行って見ると、イエスが話されたとおりで
あった。 三十三 彼らがろばの子をほどいていると、そ
の持ち主が、「なぜ、このろばの子をほどくのか。」
と彼らに言った。 三十四 弟子たちは、「主がお入用な
のです。」と言った。 三十五 そしてふたりは、それを
イエスのもとに連れて来た。そして、そのろばの子の
上に自分たちの上着を敷いて、イエスをお乗せした。
三十六 イエスが進んで行かれると、人々は道に自分た
ちの上着を敷いた。 三十七 イエスがすでにオリーブ山
のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れはみな、
自分たちの見たすべての力あるわざのことで、喜んで
大声に神を賛美し始め、 三十八 こう言った。
「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。」
三十九 するとパリサイ人のうちのある者たちが、群衆
の中から、イエスに向かって、「先生。お弟子たちを
しかってください。」と言った。 四十 イエスは答えて
言われた。「わたしは、あなたがたに言います。もし
この人たちが黙れば、石が叫びます。」

四十一 エルサレムに近くなったころ、都を見られた
イエスは、その都のために泣いて、 四十二 言われた。
「おまえも、もし、この日のうちに、平和のことを知
っていたのなら。しかし今は、そのことがおまえの目
から隠されている。 四十三 やがておまえの敵が、おま
えに対して塁を築き、回りを取り巻き、四方から攻め
寄せ、 四十四 そしておまえとその中の子どもたちを地
にたたきつけ、おまえの中で、一つの石もほかの石の
上に積まれたままでは残されない日が、やって来る。

それはおまえが、神の訪れの時を知らなかったから
だ。」

四十五 宮にはいられたイエスは、商売人たちを追い出
し始め、 四十六 こう言われた。「『わたしの家は、祈
りの家でなければならない。』と書いてある。それな
のに、あなたがたはそれを強盗の巣にした。」

四十七 イエスは毎日、宮で教えておられた。祭司長、
律法学者、民のおもだった者たちは、イエスを殺そう
とねらっていたが、 四十八 どうしてよいかわからなか
った。民衆がみな、熱心にイエスの話に耳を傾けてい
たからである。

イエスは宮で民衆を教え、福音を宣べ伝え
ておられたが、ある日、祭司長、律法学者

たちが、長老たちといっしょにイエスに立ち向かっ
て、 二 イエスに言った。「何の権威によって、これら
のことをしておられるのですか。あなたにその権威を
授けたのはだれですか。それを言ってください。」
三 そこで答えて言われた。「わたしも一言尋ねますか
ら、それに答えなさい。 四 ヨハネのバプテスマは、天
から来たのですか、人から出たのですか。」 五 すると
彼らは、こう言って、互いに論じ合った。「もし、天
から、と言えば、それならなぜ、彼を信じなかった
か、と言うだろう。 六 しかし、もし、人から、と言え
ば、民衆がみなで私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハ
ネを預言者と信じているのだから。」 七 そこで、「ど
こからか知りません。」と答えた。 八 するとイエス
は、「わたしも、何の権威によってこれらのことをす
るのか、あなたがたに話すまい。」と言われた。

九 また、イエスは、民衆にこのようなたとえを話さ
れた。
「ある人がぶどう園を造り、それを農夫たちに貸し
て、長い旅に出た。 十 そして季節になったので、ぶ
どう園の収穫の分けまえをもらうために、農夫たち
のところへひとりのしもべを遣わした。ところが、農
夫たちは、そのしもべを袋だたきにし、何も持たせな
いで送り帰した。 十一 そこで、別のしもべを遣わした
が、彼らは、そのしもべも袋だたきにし、はずかしめ
たうえで、何も持たせないで送り帰した。 十二 彼はさ
らに三人目のしもべをやったが、彼らは、このしもべ
にも傷を負わせて追い出した。 十三 ぶどう園の主人は
言った。『どうしたものか。よし、愛する息子を送ろ
う。彼らも、この子はたぶん敬ってくれるだろう。』
十四 ところが、農夫たちはその息子を見て、議論しな
がら言った。『あれはあと取りだ。あれを殺そうで
はないか。そうすれば、財産はこちらのものだ。』
十五 そして、彼をぶどう園の外に追い出して、殺して
しまった。
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二十一

こうなると、ぶどう園の主人は、どうするでしょう。
十六 彼は戻って来て、この農夫どもを打ち滅ぼし、ぶ
どう園をほかの人たちに与えてしまいます。」これ
を聞いた民衆は、「そんなことがあってはなりませ
ん。」と言った。 十七 イエスは、彼らを見つめて言わ
れた。「では、
『家を建てる者たちの見捨てた石、
それが礎の石となった。』
と書いてあるのは、何のことでしょう。 十八 この石の
上に落ちれば、だれでも粉々に砕け、またこの石が人
の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛び散らしてし
まうのです。」

十九 律法学者、祭司長たちは、イエスが自分たちを
さしてこのたとえを話されたと気づいたので、この
際イエスに手をかけて捕えようとしたが、やはり民
衆を恐れた。 二十 さて、機会をねらっていた彼らは、
義人を装った間者を送り、イエスのことばを取り上
げて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そう、と計
った。 二十一 その間者たちは、イエスに質問して言っ
た。「先生。私たちは、あなたがお話しになり、お教
えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせ
ず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知
っています。 二十二 ところで、私たちが、カイザルに
税金を納めることは、律法にかなっていることでし
ょうか。かなっていないことでしょうか。」 二十三 イ
エ ス は そ の た く ら み を 見 抜 い て 彼 ら に 言 わ れ た。
二十四 「デナリ銀貨をわたしに見せなさい。これはだ
れの肖像ですか。だれの銘ですか。」彼らは、「カイ
ザルのです。」と言った。 二十五 すると彼らに言われ
た。「では、カイザルのものはカイザルに返しなさ
い。そして神のものは神に返しなさい。」 二十六 彼ら
は、民衆の前でイエスのことばじりをつかむことがで
きず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。

二十七 ところが、復活があることを否定するサドカ
イ人のある者たちが、イエスのところに来て、質問し
て、 二十八 こう言った。「先生。モーセは私たちのた
めにこう書いています。『もし、ある人の兄が妻をめ
とって死に、しかも子がなかったばあいは、その弟は
その女を妻にして、兄のための子をもうけなければな
らない。』 二十九 ところで、七人の兄弟がいました。
長男は妻をめとりましたが、子どもがなくて死にまし
た。 三十 次男も、 三十一 三男もその女をめとり、七人
とも同じようにして、子どもを残さずに死にました。
三十二 あとで、その女も死にました。 三十三 すると復活
の際、その女はだれの妻になるでしょうか。七人とも
その女を妻としたのですが。」 三十四 イエスは彼らに
言われた。「この世の子らは、めとったり、とついだ
りするが、 三十五 次の世にはいるのにふさわしく、死

人の中から復活するのにふさわしい、と認められる
人たちは、めとることも、とつぐこともありません。
三十六 彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは
御使いのようであり、また、復活の子として神の子ど
もだからです。 三十七 それに、死人がよみがえること
については、モーセも柴の個所で、主を、『アブラハ
ムの神、イサクの神、ヤコブの神。』と呼んで、この
ことを示しました。 三十八 神は死んだ者の神ではあり
ません。生きている者の神です。というのは、神に対
しては、みなが生きているからです。」 三十九 律法学
者のうちのある者たちが答えて、「先生。りっぱなお
答えです。」と言った。 四十 彼らはもうそれ以上何も
質問する勇気がなかった。

四十一 すると、イエスが彼らに言われた。「どうし
て人々は、キリストをダビデの子と言うのですか。
四十二 ダビデ自身が詩篇の中でこう言っています。
『主は私の主に言われた。
四十三 「わたしが、あなたの敵を
あなたの足台とする時まで、
わたしの右の座に着いていなさい。」』
四十四 こういうわけで、ダビデがキリストを主と呼ん
でいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょ
う。」

四十五 また、民衆がみな耳を傾けているときに、イ
エスは弟子たちにこう言われた。 四十六 「律法学者た
ちには気をつけなさい。彼らは、長い衣をまとって
歩き回ったり、広場であいさつされたりすることが
好きで、また会堂の上席や宴会の上座が好きです。
四十七 また、やもめの家を食いつぶし、見えを飾るた
めに長い祈りをします。こういう人たちは人一倍きび
しい罰を受けるのです。」

さてイエスが、目を上げてご覧になる
と、金持ちたちが献金箱に献金を投げ

入れていた。 二 また、ある貧しいやもめが、そこにレ
プタ銅貨二つを投げ入れているのをご覧になった。
三 それでイエスは言われた。「わたしは真実をあなた
がたに告げます。この貧しいやもめは、どの人よりも
たくさん投げ入れました。 四 みなは、あり余る中から
献金を投げ入れたのに、この女は、乏しい中から、持
っていた生活費の全部を投げ入れたからです。」

五 宮がすばらしい石や奉納物で飾ってあると話して
いた人々があった。するとイエスはこう言われた。
六 「あなたがたの見ているこれらの物について言え
ば、石がくずされずに積まれたまま残ることのない日
がやって来ます。」 七 彼らは、イエスに質問して言っ
た。「先生。それでは、これらのことは、いつ起こる
のでしょう。これらのことが起こるときは、どんな前
兆があるのでしょう。」 八 イエスは言われた。「惑わ
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されないように気をつけなさい。わたしの名を名のる
者が大ぜい現われ、『私がそれだ。』とか『時は近づ
いた。』とか言います。そんな人々のあとについて行
ってはなりません。 九 戦争や暴動のことを聞いても、
こわがってはいけません。それは、初めに必ず起こる
ことです。だが、終わりは、すぐには来ません。」

十 それから、イエスは彼らに言われた。「民族は民
族に、国は国に敵対して立ち上がり、 十一 大地震があ
り、方々に疫病やききんが起こり、恐ろしいことや天
からのすさまじい前兆が現われます。 十二 しかし、こ
れらのすべてのことの前に、人々はあなたがたを捕え
て迫害し、会堂や牢に引き渡し、わたしの名のため
に、あなたがたを王たちや総督たちの前に引き出す
でしょう。 十三 それはあなたがたのあかしをする機会
となります。 十四 それで、どう弁明するかは、あらか
じめ考えないことに、心を定めておきなさい。 十五 ど
んな反対者も、反論もできず、反証もできないような
ことばと知恵を、わたしがあなたがたに与えます。
十六 しかしあなたがたは、両親、兄弟、親族、友人た
ちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、
十七 わたしの名のために、みなの者に憎まれます。
十八 しかし、あなたがたの髪の毛一筋も失われること
はありません。 十九 あなたがたは、忍耐によって、自
分のいのちを勝ち取ることができます。

二十 しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見た
ら、そのときには、その滅亡が近づいたことを悟り
なさい。 二十一 そのとき、ユダヤにいる人々は山へ逃
げなさい。都の中にいる人々は、そこから立ちのき
なさい。いなかにいる者たちは、都にはいってはい
けません。 二十二 これは、書かれているすべてのこと
が成就する報復の日だからです。 二十三 その日、悲惨
なのは身重の女と乳飲み子を持つ女です。この地に
大きな苦難が臨み、この民に御怒りが臨むからです。
二十四 人々は、剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる
国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサ
レムは異邦人に踏み荒らされます。

二十五 そして、日と月と星には、前兆が現われ、地上
では、諸国の民が、海と波が荒れどよめくために不安
に陥って悩み、 二十六 人々は、その住むすべての所を
襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり
気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。
二十七 そのとき、人々は、人の子が力と輝かしい栄光を
帯びて雲に乗って来るのを見るのです。 二十八 これら
のことが起こり始めたなら、からだをまっすぐにし、
頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。」

二十九 それからイエスは、人々にたとえを話された。
「いちじくの木や、すべての木を見なさい。 三十 木
の芽が出ると、それを見て夏の近いことがわかりま

す。 三十一 そのように、これらのことが起こるのを見
たら、神の国は近いと知りなさい。 三十二 まことに、
あなたがたに告げます。すべてのことが起こってしま
うまでは、この時代は過ぎ去りません。 三十三 この天
地は滅びます。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。

三十四 あなたがたの心が、放蕩や深酒やこの世の煩
いのために沈み込んでいるところに、その日がわなの
ように、突然あなたがたに臨むことのないように、よ
く気をつけていなさい。 三十五 その日は、全地の表に
住むすべての人に臨むからです。 三十六 しかし、あな
たがたは、やがて起ころうとしているこれらすべての
ことからのがれ、人の子の前に立つことができるよう
に、いつも油断せずに祈っていなさい。」

三十七 さてイエスは、昼は宮で教え、夜はいつも外に
出てオリーブという山で過ごされた。 三十八 民衆はみ
な朝早く起きて、教えを聞こうとして、宮におられる
イエスのもとに集まって来た。

さて、過越の祭りといわれる、種なし
パンの祝いが近づいていた。 二 祭司

長、律法学者たちは、イエスを殺すための良い方法を
捜していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたか
らである。

三 さて、十二弟子のひとりで、イスカリオテと呼ば
れるユダに、サタンがはいった。 四 ユダは出かけて行
って、祭司長たち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そうかと相談した。 五 彼らは
喜んで、ユダに金をやる約束をした。 六 ユダは承知し
た。そして群衆のいないときにイエスを彼らに引き渡
そうと機会をねらっていた。

七 さて、過越の小羊のほふられる、種なしパンの日
が来た。 八 イエスは、こう言ってペテロとヨハネを
遣わされた。「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。」 九 彼らはイエスに言
った。「どこに準備しましょうか。」 十 イエスは言わ
れた。「町にはいると、水がめを運んでいる男に会う
から、その人がはいる家にまでついて行きなさい。
十一 そして、その家の主人に、『弟子たちといっしょ
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。 十二 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。」 十三 彼らが出かけて見る
と、イエスの言われたとおりであった。それで、彼ら
は過越の食事の用意をした。

十四 さて時間になって、イエスは食卓に着かれ、使
徒たちもイエスといっしょに席に着いた。 十五 イエス
は言われた。「わたしは、苦しみを受ける前に、あな
たがたといっしょに、この過越の食事をすることを
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どんなに望んでいたことか。 十六 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。」 十七 そしてイエスは、杯を取り、感謝をささげ
て後、言われた。「これを取って、互いに分けて飲み
なさい。 十八 あなたがたに言いますが、今から、神の
国が来る時までは、わたしはもはや、ぶどうの実で造
った物を飲むことはありません。」 十九 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
与えて言われた。「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。」 二十 食事の後、杯も同じようにして言わ
れた。「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。 二十一 しかし、見なさ
い。わたしを裏切る者の手が、わたしとともに食卓に
あります。 二十二 人の子は、定められたとおりに去っ
て行きます。しかし、人の子を裏切るような人間はの
ろわれます。」 二十三 そこで弟子たちは、そんなこと
をしようとしている者は、いったいこの中のだれなの
かと、互いに議論をし始めた。

二十四 また、彼らの間には、この中でだれが一番偉い
だろうかという論議も起こった。 二十五 すると、イエ
スは彼らに言われた。「異邦人の王たちは人々を支配
し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれて
います。 二十六 だが、あなたがたは、それではいけま
せん。あなたがたの間で一番偉い人は一番年の若い
者のようになりなさい。また、治める人は仕える人の
ようでありなさい。 二十七 食卓に着く人と給仕する者
と、どちらが偉いでしょう。むろん、食卓に着く人で
しょう。しかしわたしは、あなたがたのうちにあって
給仕する者のようにしています。 二十八 けれども、あ
なたがたこそ、わたしのさまざまの試練の時にも、わ
たしについて来てくれた人たちです。 二十九 わたしの
父がわたしに王権を与えてくださったように、わたし
もあなたがたに王権を与えます。 三十 それであなたが
たは、わたしの国でわたしの食卓に着いて食事をし、
王座に着いて、イスラエルの十二の部族をさばくので
す。

三十一 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。 三十二 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。」 三十三 シモンはイエスに言った。
「主よ。ごいっしょになら、牢であろうと、死であろ
うと、覚悟はできております。」 三十四 しかし、イエ
スは言われた。「ペテロ。あなたに言いますが、きょ

う鶏が鳴くまでに、あなたは三度、わたしを知らない
と言います。」

三十五 それから、弟子たちに言われた。「わたしが
あなたがたを、財布も旅行袋もくつも持たせずに旅
に出したとき、何か足りない物がありましたか。」
彼らは言った。「いいえ。何もありませんでした。」
三十六 そこで言われた。「しかし、今は、財布のある
者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着
物を売って剣を買いなさい。 三十七 あなたがたに言い
ますが、『彼は罪人たちの中に数えられた。』と書い
てあるこのことが、わたしに必ず実現するのです。
わたしにかかわることは実現します。」 三十八 彼らは
言った。「主よ。このとおり、ここに剣が二振りあり
ます。」イエスは彼らに、「それで十分。」と言われ
た。

三十九 それからイエスは出て、いつものようにオリー
ブ山に行かれ、弟子たちも従った。 四十 いつもの場所
に着いたとき、イエスは彼らに、「誘惑に陥らないよ
うに祈っていなさい。」と言われた。 四十一 そしてご
自分は、弟子たちから石を投げて届くほどの所に離れ
て、ひざまずいて、こう祈られた。 四十二 「父よ。み
こころならば、この杯をわたしから取りのけてくださ
い。しかし、わたしの願いではなく、みこころのとお
りにしてください。」 四十三 すると、御使いが天から
イエスに現われて、イエスを力づけた。 四十四 イエス
は、苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血
のしずくのように地に落ちた。 四十五 イエスは祈り終
わって立ち上がり、弟子たちのところに来て見ると、
彼らは悲しみの果てに、眠り込んでしまっていた。
四十六 それで、彼らに言われた。「なぜ、眠っている
のか。起きて、誘惑に陥らないように祈っていなさ
い。」

四十七 イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がや
って来た。十二弟子のひとりで、ユダという者が、先
頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとし
て、みもとに近づいた。 四十八 だが、イエスは彼に、
「ユダ。口づけで、人の子を裏切ろうとするのか。」
と言われた。 四十九 イエスの回りにいた者たちは、事
の成り行きを見て、「主よ。剣で撃ちましょうか。」
と言った。 五十 そしてそのうちのある者が、大祭司の
しもべに撃ってかかり、その右の耳を切り落とした。
五十一 するとイエスは、「やめなさい。それまで。」
と言われた。そして、耳にさわって彼を直してやら
れた。 五十二 そして押しかけて来た祭司長、宮の守
衛長、長老たちに言われた。「まるで強盗にでも向
かうように、剣や棒を持ってやって来たのですか。
五十三 あなたがたは、わたしが毎日宮でいっしょにい
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二十三

る間は、わたしに手出しもしなかった。しかし、今は
あなたがたの時です。暗やみの力です。」

五十四 彼らはイエスを捕え、引いて行って、大祭司の
家に連れて来た。ペテロは、遠く離れてついて行っ
た。 五十五 彼らは中庭の真中に火をたいて、みなすわ
り込んだので、ペテロも中に混じって腰をおろした。
五十六 すると、女中が、火あかりの中にペテロのすわ
っているのを見つけ、まじまじと見て言った。「この
人も、イエスといっしょにいました。」 五十七 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。」と言った。 五十八 しばらくして、
ほかの男が彼を見て、「あなたも、彼らの仲間だ。」
と言った。しかし、ペテロは、「いや、違います。」
と言った。 五十九 それから一時間ほどたつと、また別
の男が、「確かにこの人も彼といっしょだった。この
人もガリラヤ人だから。」と言い張った。 六十 しかし
ペテロは、「あなたの言うことは私にはわかりませ
ん。」と言った。それといっしょに、彼がまだ言い終
えないうちに、鶏が鳴いた。 六十一 主が振り向いてペ
テロを見つめられた。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。」
と言われた主のおことばを思い出した。 六十二 彼は、
外に出て、激しく泣いた。

六十三 さて、イエスの監視人どもは、イエスをから
かい、むちでたたいた。 六十四 そして目隠しをして、
「言い当ててみろ。今たたいたのはだれか。」と聞い
たりした。 六十五 また、そのほかさまざまな悪口をイ
エスに浴びせた。

六十六 夜が明けると、民の長老会、それに祭司長、
律法学者たちが、集まった。彼らはイエスを議会に
連れ出し、 六十七 こう言った。「あなたがキリストな
ら、そうだと言いなさい。」しかしイエスは言われ
た。「わたしが言っても、あなたがたは決して信じな
いでしょうし、 六十八 わたしが尋ねても、あなたがた
は決して答えないでしょう。 六十九 しかし今から後、
人の子は、神の大能の右の座に着きます。」 七十 彼ら
はみなで言った。「ではあなたは神の子ですか。」す
ると、イエスは彼らに「あなたがたの言うとおり、わ
たしはそれです。」と言われた。 七十一 すると彼らは
「これでもまだ証人が必要でしょうか。私たち自身が
彼の口から直接それを聞いたのだから。」と言った。

そこで、彼らは全員が立ち上がり、イ
エスをピラトのもとに連れて行った。

二 そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。
「この人はわが国民を惑わし、カイザルに税金を納め
ることを禁じ、自分は王キリストだと言っていること
がわかりました。」 三 するとピラトはイエスに、「あ
なたは、ユダヤ人の王ですか。」と尋ねた。イエスは

答えて、「そのとおりです。」と言われた。 四 ピラト
は祭司長たちや群衆に、「この人には何の罪も見つか
らない。」と言った。 五 しかし彼らはあくまで言い張
って、「この人は、ガリラヤからここまで、ユダヤ全
土で教えながら、この民を扇動しているのです。」と
言った。 六 それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ
人かと尋ねて、 七 ヘロデの支配下にあるとわかると、
イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもそのころ
エルサレムにいたからである。

八 ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前
からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いた
いと思っていたし、イエスの行なう何かの奇蹟を見た
いと考えていたからである。 九 それで、いろいろと質
問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。
十 祭司長たちと律法学者たちは立って、イエスを激し
く訴えていた。 十一 ヘロデは、自分の兵士たちといっ
しょにイエスを侮辱したり嘲弄したりしたあげく、は
でな衣を着せて、ピラトに送り返した。 十二 この日、
ヘロデとピラトは仲よくなった。それまでは互いに敵
対していたのである。

十三 ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼
び集め、 十四 こう言った。「あなたがたは、この人
を、民衆を惑わす者として、私のところに連れて来た
けれども、私があなたがたの前で取り調べたところ、
あなたがたが訴えているような罪は別に何も見つか
りません。 十五 ヘロデとても同じです。彼は私たちに
この人を送り返しました。見なさい。この人は、死罪
に当たることは、何一つしていません。 十六 だから私
は、懲らしめたうえで、釈放します。」 17 しかし彼
らは、声をそろえて叫んだ。「この人を除け。バラバ
を釈放しろ。」 十九 バラバとは、都に起こった暴動と
人殺しのかどで、牢にはいっていた者である。 二十 ピ
ラトは、イエスを釈放しようと思って、彼らに、もう
一度呼びかけた。 二十一 しかし、彼らは叫び続けて、
「十字架だ。十字架につけろ。」と言った。 二十二 し
かしピラトは三度目に彼らにこう言った。「あの人
がどんな悪いことをしたというのか。あの人には、死
に当たる罪は、何も見つかりません。だから私は、懲
らしめたうえで、釈放します。」 二十三 ところが、彼
らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声
で要求した。そしてついにその声が勝った。 二十四 ピ
ラトは、彼らの要求どおりにすることを宣告した。
二十五 すなわち、暴動と人殺しのかどで牢にはいって
いた男を願いどおりに釈放し、イエスを彼らに引き渡
して好きなようにさせた。

二十六 彼らは、イエスを引いて行く途中、いなかから
出て来たシモンというクレネ人をつかまえ、この人に
十字架を負わせてイエスのうしろから運ばせた。
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二十四

二十七 大ぜいの民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女た
ちの群れが、イエスのあとについて行った。 二十八 し
かしイエスは、女たちのほうに向いて、こう言われ
た。「エルサレムの娘たち。わたしのことで泣いては
いけない。むしろ自分自身と、自分の子どもたちのこ
とのために泣きなさい。 二十九 なぜなら人々が、『不
妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことの
ない乳房は、幸いだ。』と言う日が来るのですから。
三十 そのとき、人々は山に向かって、『われわれの上
に倒れかかってくれ。』と言い、丘に向かって、『わ
れわれをおおってくれ。』と言い始めます。 三十一 彼
らが生木にこのようなことをするのなら、枯れ木に
は、いったい、何が起こるでしょう。」

三十二 ほかにもふたりの犯罪人が、イエスとともに死
刑にされるために、引かれて行った。

三十三 「どくろ」と呼ばれている所に来ると、そこで
彼らは、イエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪
人のひとりは右に、ひとりは左に。 三十四 そのとき、
イエスはこう言われた。「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。」彼らは、くじを引いて、イエスの着物を分け
た。 三十五 民衆はそばに立ってながめていた。指導者
たちもあざ笑って言った。「あれは他人を救った。も
し、神のキリストで、選ばれた者なら、自分を救って
みろ。」 三十六 兵士たちもイエスをあざけり、そばに
寄って来て、酸いぶどう酒を差し出し、 三十七 「ユダ
ヤ人の王なら、自分を救え。」と言った。 三十八 「こ
れはユダヤ人の王。」と書いた札もイエスの頭上に掲
げてあった。

三十九 十字架にかけられていた犯罪人のひとりはイエ
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。」と言った。 四十 ところが、もう
ひとりのほうが答えて、彼をたしなめて言った。「お
まえは神をも恐れないのか。おまえも同じ刑罰を受け
ているではないか。 四十一 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。」 四十二 そ
して言った。「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。」
四十三 イエスは、彼に言われた。「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。」

四十四 そのときすでに十二時ごろになっていたが、
全地が暗くなって、三時まで続いた。 四十五 太陽は光
を失っていた。また、神殿の幕は真二つに裂けた。
四十六 イエスは大声で叫んで、言われた。「父よ。わ
が霊を御手にゆだねます。」こう言って、息を引き取
られた。 四十七 この出来事を見た百人隊長は、神をほ

めたたえ、「ほんとうに、この人は正しい方であっ
た。」と言った。 四十八 また、この光景を見に集まっ
ていた群衆もみな、こういういろいろの出来事を見た
ので、胸をたたいて悲しみながら帰った。 四十九 しか
し、イエスの知人たちと、ガリラヤからイエスについ
て来ていた女たちとはみな、遠く離れて立ち、これら
のことを見ていた。

五十 さてここに、ヨセフという、議員のひとりで、
りっぱな、正しい人がいた。 五十一 この人は議員たち
の計画や行動には同意しなかった。彼は、アリマタヤ
というユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでい
た。 五十二 この人が、ピラトのところに行って、イエ
スのからだの下げ渡しを願った。 五十三 それから、イ
エスを取り降ろして、亜麻布で包み、そして、まだだ
れをも葬ったことのない、岩に掘られた墓にイエス
を納めた。 五十四 この日は準備の日で、もう安息日が
始まろうとしていた。 五十五 ガリラヤからイエスとい
っしょに出て来た女たちは、ヨセフについて行って、
墓と、イエスのからだの納められる様子を見届けた。
五十六 そして、戻って来て、香料と香油を用意した。

安息日には、戒めに従って、休んだが、
週 の 初 め の 日 の 明 け 方 早 く、 女 た ち
は、準備しておいた香料を持って墓に

着いた。 二 見ると、石が墓からわきにころがしてあっ
た。 三 はいって見ると、主イエスのからだはなかっ
た。 四 そのため女たちが途方にくれていると、見よ、
まばゆいばかりの衣を着たふたりの人が、女たちの近
くに来た。 五 恐ろしくなって、地面に顔を伏せている
と、その人たちはこう言った。「あなたがたは、なぜ
生きている方を死人の中で捜すのですか。 六 ここには
おられません。よみがえられたのです。まだガリラヤ
におられたころ、お話しになったことを思い出しなさ
い。 七 人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架
につけられ、三日目によみがえらなければならない、
と言われたでしょう。」 八 女たちはイエスのみことば
を思い出した。 九 そして、墓から戻って、十一弟子と
そのほかの人たち全部に、一部始終を報告した。 十 こ
の女たちは、マグダラのマリヤとヨハンナとヤコブの
母マリヤとであった。彼女たちといっしょにいたほか
の女たちも、このことを使徒たちに話した。 十一 とこ
ろが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、
彼らは女たちを信用しなかった。 十二 ［しかしペテロ
は、立ち上がると走って墓へ行き、かがんでのぞき込
んだところ、亜麻布だけがあった。それで、この出来
事に驚いて家に帰った。］

十三 ちょうどこの日、ふたりの弟子が、エルサレム
から十一キロメートル余り離れたエマオという村に
行く途中であった。 十四 そして、ふたりでこのいっさ
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いの出来事について話し合っていた。 十五 話し合った
り、論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近
づいて、彼らとともに道を歩いておられた。 十六 しか
しふたりの目はさえぎられていて、イエスだとはわか
らなかった。 十七 イエスは彼らに言われた。「歩きな
がらふたりで話し合っているその話は、何のことで
すか。」すると、ふたりは暗い顔つきになって、立ち
止まった。 十八 クレオパというほうが答えて言った。
「エルサレムにいながら、近ごろそこで起こった事
を、あなただけが知らなかったのですか。」 十九 イエ
スが、「どんな事ですか。」と聞かれると、ふたりは
答えた。「ナザレ人イエスのことです。この方は、神
とすべての民の前で、行ないにもことばにも力のある
預言者でした。 二十 それなのに、私たちの祭司長や指
導者たちは、この方を引き渡して、死刑に定め、十字
架につけたのです。 二十一 しかし私たちは、この方こ
そイスラエルを贖ってくださるはずだ、と望みをかけ
ていました。事実、そればかりでなく、その事があっ
てから三日目になりますが、 二十二 また仲間の女たち
が私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に
行ってみましたが、 二十三 イエスのからだが見当たら
ないので、戻って来ました。そして御使いたちの幻を
見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げ
た、と言うのです。 二十四 それで、仲間の何人かが墓
に行ってみたのですが、はたして女たちの言ったと
おりで、イエスさまは見当たらなかった、というので
す。」 二十五 するとイエスは言われた。「ああ、愚か
な人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない、心
の鈍い人たち。 二十六 キリストは、必ず、そのような
苦しみを受けて、それから、彼の栄光にはいるはずで
はなかったのですか。」 二十七 それから、イエスは、
モーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の
中で、ご自分について書いてある事がらを彼らに説き
明かされた。 二十八 彼らは目的の村に近づいたが、イ
エスはまだ先へ行きそうなご様子であった。 二十九 そ
れで、彼らが、「いっしょにお泊まりください。そろ
そろ夕刻になりますし、日もおおかた傾きましたか
ら。」と言って無理に願ったので、イエスは彼らとい
っしょに泊まるために中にはいられた。 三十 彼らとと
もに食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福
し、裂いて彼らに渡された。 三十一 それで、彼らの目
が開かれ、イエスだとわかった。するとイエスは、彼

らには見えなくなった。 三十二 そこでふたりは話し合
った。「道々お話しになっている間も、聖書を説明し
てくださった間も、私たちの心はうちに燃えていた
ではないか。」 三十三 すぐさまふたりは立って、エル
サレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まっ
て、 三十四 「ほんとうに主はよみがえって、シモンに
お姿を現わされた。」と言っていた。 三十五 彼らも、
道であったいろいろなことや、パンを裂かれたときに
イエスだとわかった次第を話した。

三十六 これらのことを話している間に、イエスご自身
が彼らの真中に立たれた。 三十七 彼らは驚き恐れて、
霊を見ているのだと思った。 三十八 すると、イエスは
言われた。「なぜ取り乱しているのですか。どうして
心に疑いを起こすのですか。 三十九 わたしの手やわた
しの足を見なさい。まさしくわたしです。わたしにさ
わって、よく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありま
せん。わたしは持っています。」 40 それでも、彼ら
は、うれしさのあまりまだ信じられず、不思議がって
いるので、イエスは、「ここに何か食べ物があります
か。」と言われた。 四十二 それで、焼いた魚を一切れ
差し上げると、 四十三 イエスは、彼らの前で、それを
取って召し上がった。

四十四 さて、そこでイエスは言われた。「わたしがま
だあなたがたといっしょにいたころ、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
と預言者と詩篇と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。」 四十五 そこで、イエスは、
聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、 四十六 こう
言われた。「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、
四十七 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。 四十八 あなたがたは、これらのことの証
人です。 四十九 さあ、わたしは、わたしの父の約束し
てくださったものをあなたがたに送ります。あなたが
たは、いと高き所から力を着せられるまでは、都にと
どまっていなさい。」

五十 それから、イエスは、彼らをベタニヤまで連れ
て行き、手を上げて祝福された。 五十一 そして祝福し
ながら、彼らから離れて行かれた。 五十二 彼らは、非
常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、 五十三 いつも宮
にいて神をほめたたえていた。
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一

ヨハネの福音書

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。 二 この方

は、初めに神とともにおられた。 三 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。 四 この方にいのち
があった。このいのちは人の光であった。 五 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。

六 神から遣わされたヨハネという人が現われた。
七 この人はあかしのために来た。光についてあかしす
るためであり、すべての人が彼によって信じるためで
ある。 八 彼は光ではなかった。ただ光についてあかし
するために来たのである。

九 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。 十 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。 十一 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。 十二 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、
神の子どもとされる特権をお与えになった。 十三 この
人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲に
よってでもなく、ただ、神によって生まれたのであ
る。

十四 ことばは人となって、私たちの間に住まわれ
た。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから
来られたひとり子としての栄光である。この方は恵
みとまことに満ちておられた。 十五 ヨハネはこの方に
ついて証言し、叫んで言った。「『私のあとから来る
方は、私にまさる方である。私より先におられたから
である。』と私が言ったのは、この方のことです。」
十六 私たちはみな、この方の満ち満ちた豊かさの中か
ら、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。 十七 と
いうのは、律法はモーセによって与えられ、恵みとま
ことはイエス・キリストによって実現したからであ
る。 十八 いまだかつて神を見た者はいない。父のふと
ころにおられるひとり子の神が、神を説き明かされた
のである。

十九 ヨハネの証言は、こうである。ユダヤ人たち
が 祭 司 と レ ビ 人 を エ ル サ レ ム か ら ヨ ハ ネ の も と に
遣わして、「あなたはどなたですか。」と尋ねさせ
た。 二十 彼は告白して否まず、「私はキリストでは

ありません。」と言明した。 二十一 また、彼らは聞い
た。「では、いったい何ですか。あなたはエリヤで
すか。」彼は言った。「そうではありません。」「あ
なたはあの預言者ですか。」彼は答えた。「違いま
す。」 二十二 そこで、彼らは言った。「あなたはだれ
ですか。私たちを遣わした人々に返事をしたいのです
が、あなたは自分を何だと言われるのですか。」

二十三 彼は言った。「私は、預言者イザヤが言った
ように『主の道をまっすぐにせよ。』と荒野で叫んで
いる者の声です。」 二十四 彼らは、パリサイ人の中か
ら遣わされたのであった。 二十五 彼らはまた尋ねて言
った。「キリストでもなく、エリヤでもなく、またあ
の預言者でもないなら、なぜ、あなたはバプテスマ
を授けているのですか。」 二十六 ヨハネは答えて言っ
た。「私は水でバプテスマを授けているが、あなたが
たの中に、あなたがたの知らない方が立っておられ
ます。 二十七 その方は私のあとから来られる方で、私
はその方のくつのひもを解く値うちもありません。」
二十八 この事があったのは、ヨルダンの向こう岸のベ
タニヤであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けて
いた。

二十九 その翌日、ヨハネは自分のほうにイエスが来
られるのを見て言った。「見よ、世の罪を取り除く神
の小羊。 三十 私が『私のあとから来る人がある。その
方は私にまさる方である。私より先におられたから
だ。』と言ったのは、この方のことです。 三十一 私も
この方を知りませんでした。しかし、この方がイスラ
エルに明らかにされるために、私は来て、水でバプテ
スマを授けているのです。」 三十二 またヨハネは証言
して言った。「御霊が鳩のように天から下って、この
方の上にとどまられるのを私は見ました。 三十三 私も
この方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマ
を授けさせるために私を遣わされた方が、私に言われ
ました。『聖霊がある方の上に下って、その上にとど
まられるのがあなたに見えたなら、その方こそ、聖霊
によってバプテスマを授ける方である。』 三十四 私は
それを見たのです。それで、この方が神の子であると
証言しているのです。」
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二

三十五 その翌日、またヨハネは、ふたりの弟子ととも
に立っていたが、 三十六 イエスが歩いて行かれるのを
見て、「見よ、神の小羊。」と言った。

三十七 ふたりの弟子は、彼がそう言うのを聞いて、
イエスについて行った。 三十八 イエスは振り向いて、
彼らがついて来るのを見て、言われた。「あなたが
たは何を求めているのですか。」彼らは言った。「ラ
ビ（訳して言えば、先生）。今どこにお泊まりです
か。」 三十九 イエスは彼らに言われた。「来なさい。
そうすればわかります。」そこで、彼らはついて行っ
て、イエスの泊まっておられる所を知った。そして、
その日彼らはイエスといっしょにいた。時は十時ごろ
であった。 四十 ヨハネから聞いて、イエスについて行
ったふたりのうちのひとりは、シモン・ペテロの兄弟
アンデレであった。 四十一 彼はまず自分の兄弟シモン
を見つけて、「私たちはメシヤ（訳して言えば、キリ
スト）に会った。」と言った。 四十二 彼はシモンをイ
エスのもとに連れて来た。イエスはシモンに目を留め
て言われた。「あなたはヨハネの子シモンです。あな
たをケパ（訳すとペテロ）と呼ぶことにします。」

四十三 その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされ
た。そして、ピリポを見つけて「わたしに従って来
な さ い。」 と 言 わ れ た。 四十四 ピ リ ポ は、 ベ ツ サ イ
ダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であっ
た。 四十五 彼はナタナエルを見つけて言った。「私た
ちは、モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いて
いる方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエ
スです。」 四十六 ナタナエルは彼に言った。「ナザレ
から何の良いものが出るだろう。」ピリポは言った。
「来て、そして、見なさい。」 四十七 イエスはナタナ
エルが自分のほうに来るのを見て、彼について言われ
た。「これこそ、ほんとうのイスラエル人だ。彼のう
ちには偽りがない。」 四十八 ナタナエルはイエスに言
った。「どうして私をご存じなのですか。」イエスは
言われた。「わたしは、ピリポがあなたを呼ぶ前に、
あなたがいちじくの木の下にいるのを見たのです。」
四十九 ナタナエルは答えた。「先生。あなたは神の子
です。あなたはイスラエルの王です。」 五十 イエスは
答えて言われた。「あなたがいちじくの木の下にい
るのを見た、とわたしが言ったので、あなたは信じる
のですか。あなたは、それよりもさらに大きなことを
見ることになります。」 五十一 そして言われた。「ま
ことに、まことに、あなたがたに告げます。天が開け
て、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするの
を、あなたがたはいまに見ます。」

それから三日目に、ガリラヤのカナで婚礼が
あって、そこにイエスの母がいた。 二 イエス

も、また弟子たちも、その婚礼に招かれた。 三 ぶどう

酒がなくなったとき、母がイエスに向かって「ぶどう
酒がありません。」と言った。 四 すると、イエスは母
に言われた。「あなたはわたしと何の関係があるので
しょう。女の方。わたしの時はまだ来ていません。」
五 母は手伝いの人たちに言った。「あの方が言われる
ことを、何でもしてあげてください。」 六 さて、そこ
には、ユダヤ人のきよめのしきたりによって、それぞ
れ八十リットルから百二十リットル入りの石の水がめ
が六つ置いてあった。 七 イエスは彼らに言われた。
「水がめに水を満たしなさい。」彼らは水がめを縁ま
でいっぱいにした。 八 イエスは彼らに言われた。「さ
あ、今くみなさい。そして宴会の世話役のところに持
って行きなさい。」彼らは持って行った。 九 宴会の
世話役はぶどう酒になったその水を味わってみた。そ
れがどこから来たのか、知らなかったので、――しか
し、水をくんだ手伝いの者たちは知っていた。――彼
は、花婿を呼んで、 十 言った。「だれでも初めに良い
ぶどう酒を出し、人々が十分飲んだころになると、悪
いのを出すものだが、あなたは良いぶどう酒をよくも
今まで取っておきました。」 十一 イエスはこのことを
最初のしるしとしてガリラヤのカナで行ない、ご自分
の栄光を現わされた。それで、弟子たちはイエスを信
じた。

十二 その後、イエスは母や兄弟たちや弟子たちとい
っしょに、カペナウムに下って行き、長い日数ではな
かったが、そこに滞在された。

十三 ユダヤ人の過越の祭りが近づき、イエスはエル
サレムに上られた。 十四 そして、宮の中に、牛や羊や
鳩を売る者たちと両替人たちがすわっているのをご覧
になり、 十五 細なわでむちを作って、羊も牛もみな、
宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒
し、 十六 また、鳩を売る者に言われた。「それをここ
から持って行け。わたしの父の家を商売の家としては
ならない。」 十七 弟子たちは、「あなたの家を思う熱
心がわたしを食い尽くす。」と書いてあるのを思い起
こした。 十八 そこで、ユダヤ人たちが答えて言った。
「あなたがこのようなことをするからには、どんなし
るしを私たちに見せてくれるのですか。」 十九 イエス
は彼らに答えて言われた。「この神殿をこわしてみな
さい。わたしは、三日でそれを建てよう。」 二十 そこ
で、ユダヤ人たちは言った。「この神殿は建てるのに
四十六年かかりました。あなたはそれを、三日で建て
るのですか。」 二十一 しかし、イエスはご自分のから
だの神殿のことを言われたのである。 二十二 それで、
イエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たち
は、イエスがこのように言われたことを思い起こし
て、聖書とイエスが言われたことばとを信じた。
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三

四

二十三 イエスが、過越の祭りの祝いの間、エルサレ
ムにおられたとき、多くの人々が、イエスの行なわれ
たしるしを見て、御名を信じた。 二十四 しかし、イエ
スは、ご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜな
ら、イエスはすべての人を知っておられたからであ
り、 二十五 また、イエスはご自身で、人のうちにある
ものを知っておられたので、人についてだれの証言も
必要とされなかったからである。

さて、パリサイ人の中にニコデモという人が
いた。ユダヤ人の指導者であった。 二 この人

が、夜、イエスのもとに来て言った。「先生。私たち
は、あなたが神のもとから来られた教師であることを
知っています。神がともにおられるのでなければ、あ
なたがなさるこのようなしるしは、だれも行なうこと
ができません。」 三 イエスは答えて言われた。「まこ
とに、まことに、あなたに告げます。人は、新しく生
まれなければ、神の国を見ることはできません。」
四 ニコデモは言った。「人は、老年になっていて、ど
のようにして生まれることができるのですか。もう一
度、母の胎にはいって生まれることができましょう
か。」 五 イエスは答えられた。「まことに、まこと
に、あなたに告げます。人は、水と御霊によって生ま
れなければ、神の国にはいることができません。 六 肉
によって生まれた者は肉です。御霊によって生まれた
者は霊です。 七 あなたがたは新しく生まれなければな
らない、とわたしが言ったことを不思議に思ってはな
りません。 八 風はその思いのままに吹き、あなたはそ
の音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知
らない。御霊によって生まれる者もみな、そのとおり
です。」 九 ニコデモは答えて言った。「どうして、そ
のようなことがありうるのでしょう。」 十 イエスは答
えて言われた。「あなたはイスラエルの教師でありな
がら、こういうことがわからないのですか。 十一 まこ
とに、まことに、あなたに告げます。わたしたちは、
知っていることを話し、見たことをあかししているの
に、あなたがたは、わたしたちのあかしを受け入れま
せん。 十二 あなたがたは、わたしが地上のことを話し
たとき、信じないくらいなら、天上のことを話したと
て、どうして信じるでしょう。 十三 だれも天に上った
者はいません。しかし天から下った者はいます。すな
わち人の子です。 十四 モーセが荒野で蛇を上げたよう
に、 人 の 子 も ま た 上 げ ら れ な け れ ば な り ま せ ん。
十五 それは、信じる者がみな、人の子にあって永遠の
いのちを持つためです。」

十六 神は、実に、そのひとり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、ひと
りとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためで
ある。 十七 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。 十八 御子を信じる者はさばかれない。信じない者
は神のひとり子の御名を信じなかったので、すでにさ
ばかれている。 十九 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。 二十 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。 二十一 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。

二十二 その後、イエスは弟子たちと、ユダヤの地に行
き、彼らとともにそこに滞在して、バプテスマを授け
ておられた。 二十三 一方ヨハネもサリムに近いアイノ
ンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かった
からである。人々は次々にやって来て、バプテスマを
受けていた。 二十四 ――ヨハネは、まだ投獄されてい
なかったからである。―― 二十五 それで、ヨハネの弟
子たちが、あるユダヤ人ときよめについて論議した。
二十六 彼らはヨハネのところに来て言った。「先生。
見てください。ヨルダンの向こう岸であなたといっし
ょにいて、あなたが証言なさったあの方が、バプテス
マを授けておられます。そして、みなあの方のほうへ
行きます。」 二十七 ヨハネは答えて言った。「人は、
天から与えられるのでなければ、何も受けることは
できません。 二十八 あなたがたこそ、『私はキリスト
ではなく、その前に遣わされた者である。』と私が言
ったことの証人です。 二十九 花嫁を迎える者は花婿で
す。そこにいて、花婿のことばに耳を傾けているその
友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで、
私もその喜びで満たされているのです。 三十 あの方は
盛んになり私は衰えなければなりません。」

三十一 上から来る方は、すべてのものの上におられ、
地から出る者は地に属し、地のことばを話す。天から
来る方は、すべてのものの上におられる。 三十二 この
方は見たこと、また聞いたことをあかしされるが、だ
れもそのあかしを受け入れない。 三十三 そのあかしを
受け入れた者は、神は真実であるということに確認
の印を押したのである。 三十四 神がお遣わしになった
方は、神のことばを話される。神が御霊を無限に与え
られるからである。 三十五 父は御子を愛しておられ、
万物を御子の手にお渡しになった。 三十六 御子を信じ
る者は永遠のいのちを持つが、御子に聞き従わない者
は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にと
どまる。

イエスがヨハネよりも弟子を多くつくって、
バプテスマを授けていることがパリサイ人の

耳にはいった。それを主が知られたとき、 二 ――イエ
スご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、
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弟子たちであったが、―― 三 主はユダヤを去って、ま
たガリラヤへ行かれた。 四 しかし、サマリヤを通っ
て行かなければならなかった。 五 それで主は、ヤコ
ブがその子ヨセフに与えた地所に近いスカルという
サマリヤの町に来られた。 六 そこにはヤコブの井戸
があった。イエスは旅の疲れで、井戸のかたわらに腰
をおろしておられた。時は六時ごろであった。 七 ひ
とりのサマリヤの女が水をくみに来た。イエスは「わ
たしに水を飲ませてください。」と言われた。 八 弟
子たちは食物を買いに、町へ出かけていた。 九 そこ
で、そのサマリヤの女は言った。「あなたはユダヤ人
なのに、どうしてサマリヤの女の私に、飲み水をお求
めになるのですか。」――ユダヤ人はサマリヤ人とつ
きあいをしなかったからである。―― 十 イエスは答え
て言われた。「もしあなたが神の賜物を知り、また、
あなたに水を飲ませてくれと言う者がだれであるか
を知っていたなら、あなたのほうでその人に求めたこ
とでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与え
たことでしょう。」 十一 彼女は言った。「先生。あな
たはくむ物を持っておいでにならず、この井戸は深い
のです。その生ける水をどこから手にお入れになるの
ですか。 十二 あなたは、私たちの先祖ヤコブよりも偉
いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、
彼自身も、彼の子たちも家畜も、この井戸から飲んだ
のです。」 十三 イエスは答えて言われた。「この水を
飲む者はだれでも、また渇きます。 十四 しかし、わた
しが与える水を飲む者はだれでも、決して渇くことが
ありません。わたしが与える水は、その人のうちで泉
となり、永遠のいのちへの水がわき出ます。」 十五 女
はイエスに言った。「先生。私が渇くことがなく、も
うここまでくみに来なくてもよいように、その水を
私に下さい。」 十六 イエスは彼女に言われた。「行っ
て、あなたの夫をここに呼んで来なさい。」 十七 女は
答えて言った。「私には夫はありません。」イエスは
言われた。「私には夫がないというのは、もっとも
です。 十八 あなたには夫が五人あったが、今あなたと
いっしょにいるのは、あなたの夫ではないからです。
あなたが言ったことはほんとうです。」 十九 女は言っ
た。「先生。あなたは預言者だと思います。 二十 私た
ちの先祖は、この山で礼拝しましたが、あなたがた
は、礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。」
二十一 イエスは彼女に言われた。「わたしの言うこと
を信じなさい。あなたがたが父を礼拝するのは、この
山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ま
す。 二十二 救いはユダヤ人から出るのですから、わた
したちは知って礼拝していますが、あなたがたは知ら
ないで礼拝しています。 二十三 しかし、真の礼拝者た
ちが霊とまことによって父を礼拝する時が来ます。今

がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求
めておられるからです。 二十四 神は霊ですから、神を
礼拝する者は、霊とまことによって礼拝しなければな
りません。」 二十五 女はイエスに言った。「私は、キ
リストと呼ばれるメシヤの来られることを知っていま
す。その方が来られるときには、いっさいのことを私
たちに知らせてくださるでしょう。」 二十六 イエスは
言われた。「あなたと話しているこのわたしがそれで
す。」

二十七 このとき、弟子たちが帰って来て、イエスが
女の人と話しておられるのを不思議に思った。しか
し、だれも、「何を求めておられるのですか。」と
も、「なぜ彼女と話しておられるのですか。」とも言
わなかった。 二十八 女は、自分の水がめを置いて町へ
行き、人々に言った。 二十九 「来て、見てください。
私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この
方がキリストなのでしょうか。」 三十 そこで、彼らは
町を出て、イエスのほうへやって来た。 三十一 そのこ
ろ、弟子たちはイエスに、「先生。召し上がってくだ
さい。」とお願いした。 三十二 しかし、イエスは彼ら
に言われた。「わたしには、あなたがたの知らない食
物があります。」 三十三 そこで、弟子たちは互いに言
った。「だれか食べる物を持って来たのだろうか。」
三十四 イエスは彼らに言われた。「わたしを遣わした
方のみこころを行ない、そのみわざを成し遂げること
が、わたしの食物です。 三十五 あなたがたは、『刈り
入れ時が来るまでに、まだ四か月ある。』と言っては
いませんか。さあ、わたしの言うことを聞きなさい。
目を上げて畑を見なさい。色づいて、刈り入れるばか
りになっています。 三十六 すでに、刈る者は報酬を受
け、永遠のいのちに入れられる実を集めています。そ
れは蒔く者と刈る者がともに喜ぶためです。 三十七 こ
ういうわけで、『ひとりが種を蒔き、ほかの者が刈
り取る。』ということわざは、ほんとうなのです。
三十八 わたしは、あなたがたに自分で労苦しなかった
ものを刈り取らせるために、あなたがたを遣わしまし
た。ほかの人々が労苦して、あなたがたはその労苦の
実を得ているのです。」

三十九 さて、その町のサマリヤ人のうち多くの者が、
「あの方は、私がしたこと全部を私に言った。」と
証言したその女のことばによってイエスを信じた。
四十 そこで、サマリヤ人たちはイエスのところに来た
とき、自分たちのところに滞在してくださるように
願った。そこでイエスは二日間そこに滞在された。
四十一 そして、さらに多くの人々が、イエスのことばに
よって信じた。 四十二 そして彼らはその女に言った。
「もう私たちは、あなたが話したことによって信じて
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五

いるのではありません。自分で聞いて、この方がほん
とうに世の救い主だと知っているのです。」

四十三 さて、二日の後、イエスはここを去って、ガリ
ラヤへ行かれた。 四十四 イエスご自身が、「預言者は
自分の故郷では尊ばれない。」と証言しておられたか
らである。 四十五 そういうわけで、イエスがガリラヤ
に行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼
らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエル
サレムでなさったすべてのことを見ていたからであ
る。

四十六 イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そ
こは、かつて水をぶどう酒にされた所である。さて、
カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。
四十七 この人は、イエスがユダヤからガリラヤに来ら
れたと聞いて、イエスのところへ行き、下って来て息
子をいやしてくださるように願った。息子が死にかか
っていたからである。 四十八 そこで、イエスは彼に言
われた。「あなたがたは、しるしと不思議を見ないか
ぎり、決して信じない。」 四十九 その王室の役人はイ
エスに言った。「主よ。どうか私の子どもが死なない
うちに下って来てください。」 五十 イエスは彼に言わ
れた。「帰って行きなさい。あなたの息子は直ってい
ます。」その人はイエスが言われたことばを信じて、
帰途についた。 五十一 彼が下って行く途中、そのしも
べたちが彼に出会って、彼の息子が直ったことを告
げた。 五十二 そこで子どもがよくなった時刻を彼らに
尋ねると、「きのう、七時に熱がひきました。」と言
った。 五十三 それで父親は、イエスが「あなたの息子
は直っている。」と言われた時刻と同じであることを
知った。そして彼自身と彼の家の者がみな信じた。
五十四 イエスはユダヤを去ってガリラヤにはいられて
から、またこのことを第二のしるしとして行なわれた
のである。

その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスは
エルサレムに上られた。 二 さて、エルサレム

には、羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれ
る池があって、五つの回廊がついていた。 三 その中に
大ぜいの病人、盲人、足なえ、やせ衰えた者が伏せっ
ていた。 4 そこに、三十八年もの間、病気にかかって
いる人がいた。 六 イエスは彼が伏せっているのを見、
それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われ
た。「よくなりたいか。」 七 病人は答えた。「主よ。
私には、水がかき回されたとき、池の中に私を入れて
くれる人がいません。行きかけると、もうほかの人が
先に降りて行くのです。」 八 イエスは彼に言われた。
「起きて、床を取り上げて歩きなさい。」 九 すると、
その人はすぐに直って、床を取り上げて歩き出した。

ところが、その日は安息日であった。 十 そこでユ
ダヤ人たちは、そのいやされた人に言った。「きょ
うは安息日だ。床を取り上げてはいけない。」 十一 し
かし、その人は彼らに答えた。「私を直してくださ
った方が、『床を取り上げて歩け。』と言われたので
す。」 十二 彼らは尋ねた。「『取り上げて歩け。』と
言った人はだれだ。」 十三 しかし、いやされた人は、
それがだれであるか知らなかった。人が大ぜいそこに
いる間に、イエスは立ち去られたからである。 十四 そ
の後、イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。「見
なさい。あなたはよくなった。もう罪を犯してはなり
ません。そうでないともっと悪い事があなたの身に起
こるから。」 十五 その人は行って、ユダヤ人たちに、
自分を直してくれた方はイエスだと告げた。 十六 この
ためユダヤ人たちは、イエスを迫害した。イエスが安
息日にこのようなことをしておられたからである。
十七 イエスは彼らに答えられた。「わたしの父は今に
至るまで働いておられます。ですからわたしも働いて
いるのです。」 十八 このためユダヤ人たちは、ますま
すイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息
日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しく
して、神を自分の父と呼んでおられたからである。

十九 そこで、イエスは彼らに答えて言われた。「ま
ことに、まことに、あなたがたに告げます。子は、父
がしておられることを見て行なう以外には、自分から
は何事も行なうことができません。父がなさること
は何でも、子も同様に行なうのです。 二十 それは、父
が子を愛して、ご自分のなさることをみな、子にお示
しになるからです。また、これよりもさらに大きなわ
ざを子に示されます。それは、あなたがたが驚き怪し
むためです。 二十一 父が死人を生かし、いのちをお与
えになるように、子もまた、与えたいと思う者にいの
ちを与えます。 二十二 また、父はだれをもさばかず、
すべてのさばきを子にゆだねられました。 二十三 それ
は、すべての者が、父を敬うように子を敬うためで
す。子を敬わない者は、子を遣わした父をも敬いませ
ん。 二十四 まことに、まことに、あなたがたに告げま
す。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を
信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うこと
がなく、死からいのちに移っているのです。 二十五 ま
ことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神
の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そし
て、聞く者は生きるのです。 二十六 それは、父がご自
分のうちにいのちを持っておられるように、子にも、
自分のうちにいのちを持つようにしてくださったか
らです。 二十七 また、父はさばきを行なう権を子に与
えられました。子は人の子だからです。 二十八 このこ
とに驚いてはなりません。墓の中にいる者がみな、子
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六

の声を聞いて出て来る時が来ます。 二十九 善を行なっ
た者は、よみがえっていのちを受け、悪を行なった者
は、よみがえってさばきを受けるのです。

三十 わたしは、自分からは何事も行なうことができ
ません。ただ聞くとおりにさばくのです。そして、
わたしのさばきは正しいのです。わたし自身の望む
ことを求めず、わたしを遣わした方のみこころを求
めるからです。 三十一 もしわたしだけが自分のことを
証言するのなら、わたしの証言は真実ではありませ
ん。 三十二 わたしについて証言する方がほかにあるの
です。その方のわたしについて証言される証言が真実
であることは、わたしが知っています。 三十三 あなた
がたは、ヨハネのところに人をやりましたが、彼は真
理について証言しました。 三十四 といっても、わたし
は人の証言を受けるのではありません。わたしは、あ
なたがたが救われるために、そのことを言うのです。
三十五 彼は燃えて輝くともしびであり、あなたがたは
しばらくの間、その光の中で楽しむことを願ったので
す。 三十六 しかし、わたしにはヨハネの証言よりもす
ぐれた証言があります。父がわたしに成し遂げさせよ
うとしてお与えになったわざ、すなわちわたしが行
なっているわざそのものが、わたしについて、父がわ
たしを遣わしたことを証言しているのです。 三十七 ま
た、わたしを遣わした父ご自身がわたしについて証言
しておられます。あなたがたは、まだ一度もその御声
を聞いたこともなく、御姿を見たこともありません。
三十八 また、そのみことばをあなたがたのうちにとど
めてもいません。父が遣わした者をあなたがたが信
じないからです。 三十九 あなたがたは、聖書の中に永
遠のいのちがあると思うので、聖書を調べています。
その聖書が、わたしについて証言しているのです。
四十 それなのに、あなたがたは、いのちを得るために
わたしのもとに来ようとはしません。 四十一 わたしは
人からの栄誉は受けません。 四十二 ただ、わたしはあ
なたがたを知っています。あなたがたのうちには、神
の愛がありません。 四十三 わたしはわたしの父の名に
よって来ましたが、あなたがたはわたしを受け入れ
ません。ほかの人がその人自身の名において来れば、
あなたがたはその人を受け入れるのです。 四十四 互い
の栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めない
あなたがたは、どうして信じることができますか。
四十五 わたしが、父の前にあなたがたを訴えようとし
ていると思ってはなりません。あなたがたを訴える
者は、あなたがたが望みをおいているモーセです。
四十六 もしあなたがたがモーセを信じているのなら、
わたしを信じたはずです。モーセが書いたのはわたし
のことだからです。 四十七 しかし、あなたがたがモー

セの書を信じないのであれば、どうしてわたしのこと
ばを信じるでしょう。」

その後、イエスはガリラヤの湖、すなわち、
テベリヤの湖の向こう岸へ行かれた。 二 大ぜ

いの人の群れがイエスにつき従っていた。それはイエ
スが病人たちになさっていたしるしを見たからであ
る。 三 イエスは山に登り、弟子たちとともにそこにす
わられた。 四 さて、ユダヤ人の祭りである過越が間近
になっていた。 五 イエスは目を上げて、大ぜいの人の
群れがご自分のほうに来るのを見て、ピリポに言われ
た。「どこからパンを買って来て、この人々に食べさ
せようか。」 六 もっとも、イエスは、ピリポをためし
てこう言われたのであった。イエスは、ご自分では、
しようとしていることを知っておられたからである。
七 ピリポはイエスに答えた。「めいめいが少しずつ取
るにしても、二百デナリのパンでは足りません。」
八 弟子のひとりシモン・ペテロの兄弟アンデレがイエ
スに言った。 九 「ここに少年が大麦のパンを五つと小
さい魚を二匹持っています。しかし、こんなに大ぜい
の人々では、それが何になりましょう。」 十 イエスは
言われた。「人々をすわらせなさい。」その場所には
草が多かった。そこで男たちはすわった。その数はお
よそ五千人であった。 十一 そこで、イエスはパンを取
り、感謝をささげてから、すわっている人々に分けて
やられた。また、小さい魚も同じようにして、彼らに
ほしいだけ分けられた。 十二 そして、彼らが十分食べ
たとき、弟子たちに言われた。「余ったパン切れを、
一つもむだに捨てないように集めなさい。」 十三 彼ら
は集めてみた。すると、大麦のパン五つから出て来た
パン切れを、人々が食べたうえ、なお余ったもので十
二のかごがいっぱいになった。 十四 人々は、イエスの
なさったしるしを見て、「まことに、この方こそ、世
に来られるはずの預言者だ。」と言った。

十五 そこで、イエスは、人々が自分を王とするため
に、むりやりに連れて行こうとしているのを知って、
ただひとり、また山に退かれた。

十六 夕方になって、弟子たちは湖畔に降りて行っ
た。 十七 そして、舟に乗り込み、カペナウムのほうへ
湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスは
まだ彼らのところに来ておられなかった。 十八 湖は吹
きまくる強風に荒れ始めた。 十九 こうして、四、五千
メートルほどこぎ出したころ、彼らは、イエスが湖の
上を歩いて舟に近づいて来られるのを見て、恐れた。
二十 しかし、イエスは彼らに言われた。「わたしだ。
恐れることはない。」 二十一 それで彼らは、イエスを
喜んで舟に迎えた。舟はほどなく目的の地に着いた。

二十二 その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこ
には小舟が一隻あっただけで、ほかにはなかったこ
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と、また、その舟にイエスは弟子たちといっしょに
乗られないで、弟子たちだけが行ったということに
気づいた。 二十三 しかし、主が感謝をささげられてか
ら、人々がパンを食べた場所の近くに、テベリヤから
数隻の小舟が来た。 二十四 群衆は、イエスがそこにお
られず、弟子たちもいないことを知ると、自分たち
もその小舟に乗り込んで、イエスを捜してカペナウ
ムに来た。 二十五 そして湖の向こう側でイエスを見つ
けたとき、彼らはイエスに言った。「先生。いつここ
においでになりましたか。」 二十六 イエスは答えて言
われた。「まことに、まことに、あなたがたに告げま
す。あなたがたがわたしを捜しているのは、しるし
を見たからではなく、パンを食べて満腹したからで
す。 二十七 なくなる食物のためではなく、いつまでも
保ち、永遠のいのちに至る食物のために働きなさい。
それこそ、人の子があなたがたに与えるものです。こ
の人の子を父すなわち神が認証されたからです。」
二十八 すると彼らはイエスに言った。「私たちは、神
のわざを行なうために、何をすべきでしょうか。」
二十九 イエスは答えて言われた。「あなたがたが、神
が遣わした者を信じること、それが神のわざです。」
三十 そこで彼らはイエスに言った。「それでは、私
たちが見てあなたを信じるために、しるしとして何
をしてくださいますか。どのようなことをなさいま
すか。 三十一 私たちの先祖は、荒野でマナを食べまし
た。『彼は彼らに天からパンを与えて食べさせた。』
と書いてあるとおりです。」 三十二 イエスは彼らに言
われた。「まことに、まことに、あなたがたに告げま
す。モーセはあなたがたに天からのパンを与えたので
はありません。しかし、わたしの父は、あなたがたに
天からまことのパンをお与えになります。 三十三 とい
うのは、神のパンは、天から下って来て、世にいのち
を与えるものだからです。」 三十四 そこで彼らはイエ
スに言った。「主よ。いつもそのパンを私たちにお与
えください。」 三十五 イエスは言われた。「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。 三十六 しかし、あなたがた
はわたしを見ながら信じようとしないと、わたしはあ
なたがたに言いました。 三十七 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。
三十八 わたしが天から下って来たのは、自分のこころ
を行なうためではなく、わたしを遣わした方のみここ
ろを行なうためです。 三十九 わたしを遣わした方のみ
こころは、わたしに与えてくださったすべての者を、
わたしがひとりも失うことなく、ひとりひとりを終わ
りの日によみがえらせることです。 四十 事実、わたし

の父のみこころは、子を見て信じる者がみな永遠のい
のちを持つことです。わたしはその人たちをひとりひ
とり終わりの日によみがえらせます。」

四十一 ユダヤ人たちは、イエスが「わたしは天から
下って来たパンである。」と言われたので、イエスに
ついてつぶやいた。 四十二 彼らは言った。「あれはヨ
セフの子で、われわれはその父も母も知っている、そ
のイエスではないか。どうしていま彼は『わたしは
天から下って来た。』と言うのか。」 四十三 イエスは
彼らに答えて言われた。「互いにつぶやくのはやめ
なさい。 四十四 わたしを遣わした父が引き寄せられな
いかぎり、だれもわたしのところに来ることはでき
ません。わたしは終わりの日にその人をよみがえら
せます。 四十五 預言者の書に、『そして、彼らはみな
神によって教えられる。』と書かれていますが、父か
ら聞いて学んだ者はみな、わたしのところに来ます。
四十六 だれも神を見た者はありません。ただ神から出
た者、すなわち、この者だけが、父を見たのです。
四十七 まことに、まことに、あなたがたに告げます。信
じる者は永遠のいのちを持ちます。 四十八 わたしはい
のちのパンです。 四十九 あなたがたの先祖は荒野でマ
ナを食べたが、死にました。 五十 しかし、これは天か
ら下って来たパンで、それを食べると死ぬことがない
のです。 五十一 わたしは、天から下って来た生けるパ
ンです。だれでもこのパンを食べるなら、永遠に生き
ます。またわたしが与えようとするパンは、世のいの
ちのための、わたしの肉です。」

五十二 すると、ユダヤ人たちは、「この人は、どのよ
うにしてその肉を私たちに与えて食べさせることがで
きるのか。」と言って互いに議論し合った。 五十三 イ
エスは彼らに言われた。「まことに、まことに、あな
たがたに告げます。人の子の肉を食べ、またその血を
飲まなければ、あなたがたのうちに、いのちはありま
せん。 五十四 わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者
は、永遠のいのちを持っています。わたしは終わりの
日にその人をよみがえらせます。 五十五 わたしの肉は
まことの食物、わたしの血はまことの飲み物だから
です。 五十六 わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者
は、わたしのうちにとどまり、わたしも彼のうちにと
どまります。 五十七 生ける父がわたしを遣わし、わた
しが父によって生きているように、わたしを食べる者
も、わたしによって生きるのです。 五十八 これは、天
から下って来たパンです。あなたがたの先祖が食べて
死んだようなものではありません。このパンを食べ
る者は永遠に生きます。」 五十九 これは、イエスがカ
ペナウムで教えられたとき、会堂で話されたことであ
る。
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七

六十 そこで、弟子たちのうちの多くの者が、これを
聞いて言った。「これはひどいことばだ。そんなこと
をだれが聞いておられようか。」 六十一 しかし、イエ
スは、弟子たちがこうつぶやいているのを、知ってお
られ、彼らに言われた。「このことであなたがたはつ
まずくのか。 六十二 それでは、もし人の子がもといた
所に上るのを見たら、どうなるのか。 六十三 いのちを
与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。
わたしがあなたがたに話したことばは、霊であり、
またいのちです。 六十四 しかし、あなたがたのうちに
は信じない者がいます。」――イエスは初めから、信
じない者がだれであるか、裏切る者がだれであるか
を、知っておられたのである。―― 六十五 そしてイエ
スは言われた。「それだから、わたしはあなたがた
に、『父のみこころによるのでないかぎり、だれもわ
たしのところに来ることはできない。』と言ったので
す。」

六十六 こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者
が離れ去って行き、もはやイエスとともに歩かなか
った。 六十七 そこで、イエスは十二弟子に言われた。
「まさか、あなたがたも離れたいと思うのではないで
しょう。」 六十八 すると、シモン・ペテロが答えた。
「主よ。私たちがだれのところに行きましょう。あな
たは、永遠のいのちのことばを持っておられます。
六十九 私たちは、あなたが神の聖者であることを信
じ、また知っています。」 七十 イエスは彼らに答えら
れた。「わたしがあなたがた十二人を選んだのではあ
りませんか。しかしそのうちのひとりは悪魔です。」
七十一 イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダのこと
を言われたのであった。このユダは十二弟子のひとり
であったが、イエスを売ろうとしていた。

その後、イエスはガリラヤを巡っておられ
た。それは、ユダヤ人たちがイエスを殺そう

としていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかっ
たからである。 二 さて、仮庵の祭りというユダヤ人の
祝いが近づいていた。 三 そこで、イエスの兄弟たちは
イエスに向かって言った。「あなたの弟子たちもあな
たがしているわざを見ることができるように、ここを
去ってユダヤに行きなさい。 四 自分から公の場に出た
いと思いながら、隠れた所で事を行なう者はありませ
ん。あなたがこれらの事を行なうのなら、自分を世に
現わしなさい。」 五 兄弟たちもイエスを信じていなか
ったのである。 六 そこでイエスは彼らに言われた。
「わたしの時はまだ来ていません。しかし、あなたが
たの時はいつでも来ているのです。 七 世はあなたがた
を憎むことはできません。しかしわたしを憎んでいま
す。わたしが、世について、その行ないが悪いことを
あかしするからです。 八 あなたがたは祭りに上って行

きなさい。わたしはこの祭りには行きません。わたし
の時がまだ満ちていないからです。」 九 こう言って、
イエスはガリラヤにとどまられた。

十 しかし、兄弟たちが祭りに上ったとき、イエスご
自身も、公にではなく、いわば内密に上って行かれ
た。 十一 ユダヤ人たちは、祭りのとき、「あの方はど
こにおられるのか。」と言って、イエスを捜してい
た。 十二 そして群衆の間には、イエスについて、いろ
いろとひそひそ話がされていた。「良い人だ。」と言
う者もあり、「違う。群衆を惑わしているのだ。」と
言う者もいた。 十三 しかし、ユダヤ人たちを恐れたた
め、イエスについて公然と語る者はひとりもいなかっ
た。 十四 しかし、祭りもすでに中ごろになったとき、
イエスは宮に上って教え始められた。 十五 ユダヤ人た
ちは驚いて言った。「この人は正規に学んだことが
ないのに、どうして学問があるのか。」 十六 そこでイ
エスは彼らに答えて言われた。「わたしの教えは、
わたしのものではなく、わたしを遣わした方のもの
です。 十七 だれでも神のみこころを行なおうと願うな
ら、その人には、この教えが神から出たものか、わた
しが自分から語っているのかがわかります。 十八 自分
から語る者は、自分の栄光を求めます。しかし自分を
遣わした方の栄光を求める者は真実であり、その人
には不正がありません。 十九 モーセがあなたがたに律
法を与えたではありませんか。それなのに、あなたが
たはだれも、律法を守っていません。あなたがたは、
なぜわたしを殺そうとするのですか。」 二十 群衆は答
えた。「あなたは悪霊につかれています。だれがあな
たを殺そうとしているのですか。」 二十一 イエスは彼
らに答えて言われた。「わたしは一つのわざをしまし
た。それであなたがたはみな驚いています。 二十二 モ
ーセはこのためにあなたがたに割礼を与えました。
――ただし、それはモーセから始まったのではなく、
先祖たちからです。――それで、あなたがたは安息日
にも人に割礼を施しています。 二十三 もし、人がモー
セの律法が破られないようにと、安息日にも割礼を受
けるのなら、わたしが安息日に人の全身をすこやか
にしたからといって、何でわたしに腹を立てるのです
か。 二十四 うわべによって人をさばかないで、正しい
さばきをしなさい。」 二十五 そこで、エルサレムのあ
る人たちが言った。「この人は、彼らが殺そうとして
いる人ではないか。 二十六 見なさい。この人は公然と
語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。議員
たちは、この人がキリストであることを、ほんとうに
知ったのだろうか。 二十七 けれども、私たちはこの人
がどこから来たのか知っている。しかし、キリストが
来られるとき、それが、どこからか知っている者はだ
れもいないのだ。」 二十八 イエスは、宮で教えておら
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八

れるとき、大声をあげて言われた。「あなたがたはわ
たしを知っており、また、わたしがどこから来たかも
知っています。しかし、わたしは自分で来たのではあ
りません。わたしを遣わした方は真実です。あなたが
たは、その方を知らないのです。 二十九 わたしはその
方を知っています。なぜなら、わたしはその方から出
たのであり、その方がわたしを遣わしたからです。」
三十 そこで人々はイエスを捕えようとしたが、しか
し、だれもイエスに手をかけた者はなかった。イエス
の時が、まだ来ていなかったからである。 三十一 群衆
のうちの多くの者がイエスを信じて言った。「キリス
トが来られても、この方がしているよりも多くのし
るしを行なわれるだろうか。」 三十二 パリサイ人は、
群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと
話しているのを耳にした。それで祭司長、パリサイ人
たちは、イエスを捕えようとして、役人たちを遣わし
た。 三十三 そこでイエスは言われた。「まだしばらく
の間、わたしはあなたがたといっしょにいて、それか
ら、わたしを遣わした方のもとに行きます。 三十四 あ
なたがたはわたしを捜しますが、見いだすことはあり
ません。また、わたしがいる所に、あなたがたは来る
ことができません。」 三十五 そこで、ユダヤ人たちは
互いに言った。「私たちには、見つからないという。
それならあの人はどこへ行こうとしているのか。ま
さかギリシヤ人の中に離散している人々のところへ
行って、ギリシヤ人を教えるつもりではあるまい。
三十六 『あなたがたはわたしを捜すが、見いだすこと
はない。』また『わたしのいる所にあなたがたは来る
ことができない。』とあの人が言ったこのことばは、
どういう意味だろうか。」

三十七 さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエス
は立って、大声で言われた。「だれでも渇いているな
ら、わたしのもとに来て飲みなさい。 三十八 わたしを
信じる者は、聖書が言っているとおりに、その人の心
の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。」
三十九 これは、イエスを信じる者が後になってから受
ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ
栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれ
ていなかったからである。 四十 このことばを聞いて、
群衆のうちのある者は、「あの方は、確かにあの預
言者なのだ。」と言い、 四十一 またある者は、「この
方はキリストだ。」と言った。またある者は言った。
「まさか、キリストはガリラヤからは出ないだろう。
四十二 キリストはダビデの子孫から、またダビデがい
たベツレヘムの村から出る、と聖書が言っているでは
ないか。」 四十三 そこで、群衆の間にイエスのことで
分裂が起こった。 四十四 その中にはイエスを捕えたい

と思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかっ
た。

四十五 それから役人たちは祭司長、パリサイ人たち
のもとに帰って来た。彼らは役人たちに言った。「な
ぜあの人を連れて来なかったのか。」 四十六 役人たち
は答えた。「あの人が話すように話した人は、いまだ
かつてありません。」 四十七 すると、パリサイ人が答
えた。「おまえたちも惑わされているのか。 四十八 議
員とかパリサイ人のうちで、だれかイエスを信じた
者があったか。 四十九 だが、律法を知らないこの群衆
は、のろわれている。」 五十 彼らのうちのひとりで、
イエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言
った。 五十一 「私たちの律法では、まずその人から直
接聞き、その人が何をしているのか知ったうえでなけ
れば、判決を下さないのではないか。」 五十二 彼らは
答えて言った。「あなたもガリラヤの出身なのか。調
べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。」
五十三 ［そして人々はそれぞれ家に帰った。

イエスはオリーブ山に行かれた。 二 そして、
朝早く、イエスはもう一度宮にはいられた。

民衆はみな、みもとに寄って来た。イエスはすわっ
て、彼らに教え始められた。 三 すると、律法学者とパ
リサイ人が、姦淫の場で捕えられたひとりの女を連れ
て来て、真中に置いてから、 四 イエスに言った。「先
生。この女は姦淫の現場でつかまえられたのです。
五 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。ところで、あなたは何と言われま
すか。」 六 彼らはイエスをためしてこう言ったのであ
る。それは、イエスを告発する理由を得るためであっ
た。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に書い
ておられた。 七 けれども、彼らが問い続けてやめなか
ったので、イエスは身を起こして言われた。「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。」 八 そしてイエスは、もう一度身をかがめて、
地面に書かれた。 九 彼らはそれを聞くと、年長者たち
から始めて、ひとりひとり出て行き、イエスがひとり
残された。女はそのままそこにいた。 十 イエスは身を
起こして、その女に言われた。「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。」 十一 彼女は言った。「だれもいませ
ん。」そこで、イエスは言われた。「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。」］

十二 イエスはまた彼らに語って言われた。「わたし
は、世の光です。わたしに従う者は、決してやみの
中を歩むことがなく、いのちの光を持つのです。」
十三 そこでパリサイ人はイエスに言った。「あなたは
自分のことを自分で証言しています。だから、あな
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たの証言は真実ではありません。」 十四 イエスは答え
て、彼らに言われた。「もしこのわたしが自分のこと
を証言するなら、その証言は真実です。わたしは、わ
たしがどこから来たか、また、どこへ行くかを知って
いるからです。しかしあなたがたは、わたしがどこか
ら来たのか、またどこへ行くのか知りません。 十五 あ
なたがたは肉によってさばきます。わたしはだれを
もさばきません。 十六 しかし、もしわたしがさばくな
ら、そのさばきは正しいのです。なぜなら、わたしひ
とりではなく、わたしとわたしを遣わした方とがさ
ばくのだからです。 十七 あなたがたの律法にも、ふた
りの証言は真実であると書かれています。 十八 わたし
が自分の証人であり、また、わたしを遣わした父が、
わたしについてあかしされます。」 十九 すると、彼ら
はイエスに言った。「あなたの父はどこにいるのです
か。」イエスは答えられた。「あなたがたは、わたし
をも、わたしの父をも知りません。もし、あなたがた
がわたしを知っていたなら、わたしの父をも知ってい
たでしょう。」 二十 イエスは宮で教えられたとき、献
金箱のある所でこのことを話された。しかし、だれも
イエスを捕えなかった。イエスの時がまだ来ていなか
ったからである。

二十一 イエスはまた彼らに言われた。「わたしは去
って行きます。あなたがたはわたしを捜すけれども、
自分の罪の中で死にます。わたしが行く所に、あなた
がたは来ることができません。」 二十二 そこで、ユダ
ヤ人たちは言った。「あの人は『わたしが行く所に、
あなたがたは来ることができない。』と言うが、自殺
するつもりなのか。」 二十三 それでイエスは彼らに言
われた。「あなたがたが来たのは下からであり、わた
しが来たのは上からです。あなたがたはこの世の者で
あり、わたしはこの世の者ではありません。 二十四 そ
れでわたしは、あなたがたが自分の罪の中で死ぬと、
あなたがたに言ったのです。もしあなたがたが、わた
しのことを信じなければ、あなたがたは自分の罪の
中で死ぬのです。」 二十五 そこで、彼らはイエスに言
った。「あなたはだれですか。」イエスは言われた。
「初めからわたしがあなたがたに話して来たことは何
でしたか。 二十六 あなたがたについて言うべきこと、
さばくべきことがたくさんあります。しかし、わたし
を遣わした方は真実であって、わたしはその方から聞
いたことをそのまま世に告げるのです。」 二十七 彼ら
は、イエスが父のことを語っておられたことを悟らな
かった。 二十八 イエスは言われた。「あなたがたが人
の子を上げてしまうと、その時、あなたがたは、わた
しが何であるか、また、わたしがわたし自身からは何
事もせず、ただ父がわたしに教えられたとおりに、こ
れらのことを話していることを、知るようになりま

す。 二十九 わたしを遣わした方はわたしとともにおら
れます。わたしをひとり残されることはありません。
わたしがいつも、そのみこころにかなうことを行なう
からです。」 三十 イエスがこれらのことを話しておら
れると、多くの者がイエスを信じた。

三十一 そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに
言われた。「もしあなたがたが、わたしのことばにと
どまるなら、あなたがたはほんとうにわたしの弟子で
す。 三十二 そして、あなたがたは真理を知り、真理は
あなたがたを自由にします。」 三十三 彼らはイエスに
答えた。「私たちはアブラハムの子孫であって、決し
てだれの奴隷になったこともありません。あなたはど
うして、『あなたがたは自由になる。』と言われるの
ですか。」 三十四 イエスは彼らに答えられた。「まこ
とに、まことに、あなたがたに告げます。罪を行なっ
ている者はみな、罪の奴隷です。 三十五 奴隷はいつま
でも家にいるのではありません。しかし、息子はいつ
までもいます。 三十六 ですから、もし子があなたがた
を自由にするなら、あなたがたはほんとうに自由なの
です。 三十七 わたしは、あなたがたがアブラハムの子
孫であることを知っています。しかしあなたがたはわ
たしを殺そうとしています。わたしのことばが、あな
たがたのうちにはいっていないからです。 三十八 わた
しは父のもとで見たことを話しています。ところが、
あなたがたは、あなたがたの父から示されたことを行
なうのです。」 三十九 彼らは答えて言った。「私たち
の父はアブラハムです。」イエスは彼らに言われた。
「あなたがたがアブラハムの子どもなら、アブラハ
ムのわざを行ないなさい。 四十 ところが今あなたがた
は、神から聞いた真理をあなたがたに話しているこの
わたしを、殺そうとしています。アブラハムはそのよ
うなことはしなかったのです。 四十一 あなたがたは、
あなたがたの父のわざを行なっています。」彼らは言
った。「私たちは不品行によって生まれた者ではあ
りません。私たちにはひとりの父、神があります。」
四十二 イエスは言われた。「神がもしあなたがたの父
であるなら、あなたがたはわたしを愛するはずです。
なぜなら、わたしは神から出て来てここにいるからで
す。わたしは自分で来たのではなく、神がわたしを遣
わしたのです。 四十三 あなたがたは、なぜわたしの話
していることがわからないのでしょう。それは、あな
たがたがわたしのことばに耳を傾けることができない
からです。 四十四 あなたがたは、あなたがたの父であ
る悪魔から出た者であって、あなたがたの父の欲望を
成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人
殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには
真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分に
ふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽
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り者であり、また偽りの父であるからです。 四十五 し
かし、このわたしは真理を話しているために、あなた
がたはわたしを信じません。 四十六 あなたがたのうち
だれか、わたしに罪があると責める者がいますか。わ
たしが真理を話しているなら、なぜわたしを信じな
いのですか。 四十七 神から出た者は、神のことばに聞
き従います。ですから、あなたがたが聞き従わないの
は、あなたがたが神から出た者でないからです。」

四十八 ユダヤ人たちは答えて、イエスに言った。「私
たちが、あなたはサマリヤ人で、悪霊につかれている
と言うのは当然ではありませんか。」 四十九 イエスは
答えられた。「わたしは悪霊につかれてはいません。
わたしは父を敬っています。しかしあなたがたは、わ
たしを卑しめています。 五十 しかし、わたしはわたし
の栄誉を求めません。それをお求めになり、さばきを
なさる方がおられます。 五十一 まことに、まことに、
あなたがたに告げます。だれでもわたしのことばを
守るならば、その人は決して死を見ることがありま
せん。」 五十二 ユダヤ人たちはイエスに言った。「あ
なたが悪霊につかれていることが、今こそわかりま
した。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。
しかし、あなたは、『だれでもわたしのことばを守る
ならば、その人は決して死を味わうことがない。』
と言うのです。 五十三 あなたは、私たちの父アブラハ
ムよりも偉大なのですか。そのアブラハムは死んだ
のです。預言者たちもまた死にました。あなたは、自
分自身をだれだと言うのですか。」 五十四 イエスは答
えられた。「わたしがもし自分自身に栄光を帰する
なら、わたしの栄光はむなしいものです。わたしに栄
光を与える方は、わたしの父です。この方のことを、
あなたがたは『私たちの神である。』と言っていま
す。 五十五 けれどもあなたがたはこの方を知ってはい
ません。しかし、わたしは知っています。もしわたし
がこの方を知らないと言うなら、わたしはあなたが
たと同様に偽り者となるでしょう。しかし、わたしは
この方を知っており、そのみことばを守っています。
五十六 あなたがたの父アブラハムは、わたしの日を見
ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て、
喜んだのです。」 五十七 そこで、ユダヤ人たちはイエ
スに向かって言った。「あなたはまだ五十歳になって
いないのにアブラハムを見たのですか。」 五十八 イエ
スは彼らに言われた。「まことに、まことに、あなた
がたに告げます。アブラハムが生まれる前から、わた
しはいるのです。」 五十九 すると彼らは石を取ってイ
エスに投げつけようとした。しかし、イエスは身を隠
して、宮から出て行かれた。

またイエスは道の途中で、生まれつきの盲人
を見られた。 二 弟子たちは彼についてイエス

に質問して言った。「先生。彼が盲目に生まれついた
のは、だれが罪を犯したからですか。この人ですか。
その両親ですか。」 三 イエスは答えられた。「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。 四 わたしたちは、
わたしを遣わした方のわざを、昼の間に行なわなけれ
ばなりません。だれも働くことのできない夜が来ま
す。 五 わたしが世にいる間、わたしは世の光です。」
六 イエスは、こう言ってから、地面につばきをして、
そのつばきで泥を作られた。そしてその泥を盲人の目
に塗って言われた。 七 「行って、シロアム（訳して言
えば、遣わされた者）の池で洗いなさい。」そこで、
彼は行って、洗った。すると、見えるようになって、
帰って行った。 八 近所の人たちや、前に彼がこじき
をしていたのを見ていた人たちが言った。「これはす
わって物ごいをしていた人ではないか。」 九 ほかの人
は、「これはその人だ。」と言い、またほかの人は、
「そうではない。ただその人に似ているだけだ。」
と言った。当人は、「私がその人です。」と言った。
十 そこで、彼らは言った。「それでは、あなたの目は
どのようにしてあいたのですか。」 十一 彼は答えた。
「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、見えるようになりま
した。」 十二 また彼らは彼に言った。「その人はどこ
にいるのですか。」彼は「私は知りません。」と言っ
た。

十三 彼らは、前に盲目であったその人を、パリサイ
人たちのところに連れて行った。 十四 ところで、イ
エスが泥を作って彼の目をあけられたのは、安息日
であった。 十五 こういうわけでもう一度、パリサイ
人も彼に、どのようにして見えるようになったかを
尋ねた。彼は言った。「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。私はいま見えるの
です。」 十六 すると、パリサイ人の中のある人々が、
「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。」と言った。しかし、ほかの者は言った。
「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。」そして、彼らの間に、分裂が起
こった。 十七 そこで彼らはもう一度、盲人に言った。
「あの人が目をあけてくれたことで、あの人を何だと
思っているのか。」彼は言った。「あの方は預言者で
す。」 十八 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、彼が盲目であったが見えるよ
うになったということを信ぜず、ついにその両親を呼
び出して、

十九 尋ねて言った。「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
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る人ですか。それでは、どうしていま見えるのです
か。」 二十 そこで両親は答えた。「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。 二十一 しかし、どのようにしていま見えるの
かは知りません。また、だれがあれの目をあけたのか
知りません。あれに聞いてください。あれはもうおと
なです。自分のことは自分で話すでしょう。」

二十二 彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐
れたからであった。すでにユダヤ人たちは、イエスを
キリストである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ある。 二十三 そのた
めに彼の両親は、「あれはもうおとなです。あれに聞
いてください。」と言ったのである。

二十四 そこで彼らは、盲目であった人をもう一度呼び
出して言った。「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。」 二十五 彼
は答えた。「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。」 二十六 そこ
で彼らは言った。「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あけたのか。」 二十七 彼は答
えた。「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。」 二十八 彼らは彼をののしって言った。「おまえ
もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。
二十九 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。」 三十 彼は答えて言った。「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
私の目をおあけになったのです。

三十一 神は、罪人の言うことはお聞きになりません。
しかし、だれでも神を敬い、そのみこころを行なうな
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。 三十二 盲目に生まれついた者の目
をあけた者があるなどとは、昔から聞いたこともあり
ません。 三十三 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。」 三十四 彼らは
答えて言った。「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。」そして、彼を外に追い
出した。

三十五 イエスは、彼らが彼を追放したことを聞き、彼
を見つけ出して言われた。「あなたは人の子を信じま
すか。」 三十六 その人は答えた。「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。」 三十七 イエスは彼に言われた。「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。」 三十八 彼は言った。「主よ。私は信じます。」
そして彼はイエスを拝した。 三十九 そこで、イエスは
言われた。「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。」

四十 パリサイ人の中でイエスとともにいた人々が、
このことを聞いて、イエスに言った。「私たちも盲目
なのですか。」 四十一 イエスは彼らに言われた。「も
しあなたがたが盲目であったなら、あなたがたに罪は
なかったでしょう。しかし、あなたがたは今、『私た
ちは目が見える。』と言っています。あなたがたの罪
は残るのです。」

「まことに、まことに、あなたがたに告げま
す。羊の囲いに門からはいらないで、ほかの

所を乗り越えて来る者は、盗人で強盗です。 二 しか
し、門からはいる者は、その羊の牧者です。 三 門番は
彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自
分の羊をその名で呼んで連れ出します。 四 彼は、自分
の羊をみな引き出すと、その先頭に立って行きます。
すると羊は、彼の声を知っているので、彼について行
きます。 五 しかし、ほかの人には決してついて行きま
せん。かえって、その人から逃げ出します。その人た
ちの声を知らないからです。」 六 イエスはこのたとえ
を彼らにお話しになったが、彼らは、イエスの話され
たことが何のことかよくわからなかった。

七 そこで、イエスはまた言われた。「まことに、ま
ことに、あなたがたに告げます。わたしは羊の門で
す。 八 わたしの前に来た者はみな、盗人で強盗です。
羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。 九 わた
しは門です。だれでも、わたしを通ってはいるなら、
救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけま
す。 十 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。
十一 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。 十二 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、逃げて行きます。それで、狼は羊を奪
い、また散らすのです。 十三 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。 十四 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。 十五 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。 十六 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
はそれをも導かなければなりません。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
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のです。 十七 わたしが自分のいのちを再び得るために
自分のいのちを捨てるからこそ、父はわたしを愛し
てくださいます。 十八 だれも、わたしからいのちを取
った者はいません。わたしが自分からいのちを捨て
るのです。わたしには、それを捨てる権威があり、そ
れをもう一度得る権威があります。わたしはこの命令
をわたしの父から受けたのです。」 十九 このみことば
を聞いて、ユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。
二十 彼らのうちの多くの者が言った。「あれは悪霊に
つかれて気が狂っている。どうしてあなたがたは、あ
の人の言うことに耳を貸すのか。」 二十一 ほかの者は
言った。「これは悪霊につかれた者のことばではな
い。悪霊がどうして盲人の目をあけることができよう
か。」 二十二 そのころ、エルサレムで、宮きよめの祭
りがあった。 二十三 時は冬であった。イエスは、宮の
中で、ソロモンの廊を歩いておられた。 二十四 それで
ユダヤ人たちは、イエスを取り囲んで言った。「あな
たは、いつまで私たちに気をもませるのですか。もし
あなたがキリストなら、はっきりとそう言ってくださ
い。」 二十五 イエスは彼らに答えられた。「わたしは
話しました。しかし、あなたがたは信じないのです。
わたしが父の御名によって行なうわざが、わたしにつ
いて証言しています。 二十六 しかし、あなたがたは信
じません。それは、あなたがたがわたしの羊に属して
いないからです。 二十七 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。 二十八 わたしは彼ら
に永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びること
がなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去る
ようなことはありません。 二十九 わたしに彼らをお与
えになった父は、すべてにまさって偉大です。だれも
わたしの父の御手から彼らを奪い去ることはできま
せん。 三十 わたしと父とは一つです。」 三十一 ユダヤ
人たちは、イエスを石打ちにしようとして、また石を
取り上げた。 三十二 イエスは彼らに答えられた。「わ
たしは、父から出た多くの良いわざを、あなたがたに
示しました。そのうちのどのわざのために、わたしを
石打ちにしようとするのですか。」 三十三 ユダヤ人た
ちはイエスに答えた。「良いわざのためにあなたを石
打ちにするのではありません。冒涜のためです。あな
たは人間でありながら、自分を神とするからです。」
三十四 イエスは彼らに答えられた。「あなたがたの律
法に、『わたしは言った、あなたがたは神である。』
と書いてはありませんか。 三十五 もし、神のことばを
受けた人々を、神と呼んだとすれば、聖書は廃棄さ
れるものではないから、 三十六 『わたしは神の子であ
る。』とわたしが言ったからといって、どうしてあな
たがたは、父が、聖別して世に遣わした者について、

『神を冒涜している。』と言うのですか。 三十七 もし
わたしが、わたしの父のみわざを行なっていないのな
ら、わたしを信じないでいなさい。 三十八 しかし、も
し行なっているなら、たといわたしの言うことが信
じられなくても、わざを信用しなさい。それは、父が
わたしにおられ、わたしが父にいることを、あなたが
たが悟り、また知るためです。」 三十九 そこで、彼ら
はまたイエスを捕えようとした。しかし、イエスは彼
らの手からのがれられた。 四十 そして、イエスはまた
ヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授け
ていた所に行かれ、そこに滞在された。 四十一 多くの
人々がイエスのところに来た。彼らは、「ヨハネは何
一つしるしを行なわなかったけれども、彼がこの方に
ついて話したことはみな真実であった。」と言った。
四十二 そして、その地方で多くの人々がイエスを信じ
た。

さて、ある人が病気にかかっていた。ラザ
ロといって、マリヤとその姉妹マルタとの

村の出で、ベタニヤの人であった。 二 このマリヤは、
主に香油を塗り、髪の毛でその足をぬぐったマリヤで
あって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。
三 そこで姉妹たちは、イエスのところに使いを送っ
て、言った。「主よ。ご覧ください。あなたが愛して
おられる者が病気です。」 四 イエスはこれを聞いて、
言われた。「この病気は死で終わるだけのものではな
く、神の栄光のためのものです。神の子がそれによっ
て栄光を受けるためです。」 五 イエスはマルタとその
姉妹とラザロとを愛しておられた。 六 そのようなわけ
で、イエスは、ラザロが病んでいることを聞かれたと
きも、そのおられた所になお二日とどまられた。 七 そ
の後、イエスは、「もう一度ユダヤに行こう。」と弟
子たちに言われた。 八 弟子たちはイエスに言った。
「先生。たった今ユダヤ人たちが、あなたを石打ちに
しようとしていたのに、またそこにおいでになるので
すか。」 九 イエスは答えられた。「昼間は十二時間あ
るでしょう。だれでも、昼間歩けば、つまずくことは
ありません。この世の光を見ているからです。 十 しか
し、夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにない
からです。」 十一 イエスは、このように話され、それ
から、弟子たちに言われた。「わたしたちの友ラザロ
は眠っています。しかし、わたしは彼を眠りからさま
しに行くのです。」 十二 そこで弟子たちはイエスに言
った。「主よ。眠っているのなら、彼は助かるでしょ
う。」 十三 しかし、イエスは、ラザロの死のことを言
われたのである。だが、彼らは眠った状態のことを言
われたものと思った。 十四 そこで、イエスはそのと
き、はっきりと彼らに言われた。「ラザロは死んだの
です。 十五 わたしは、あなたがたのため、すなわちあ
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なたがたが信じるためには、わたしがその場に居合わ
せなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ
行きましょう。」 十六 そこで、デドモと呼ばれるトマ
スが、弟子の仲間に言った。「私たちも行って、主と
いっしょに死のうではないか。」

十七 それで、イエスがおいでになってみると、ラザ
ロは墓の中に入れられて四日もたっていた。 十八 ベタ
ニヤはエルサレムに近く、三千メートルほど離れた
所にあった。 十九 大ぜいのユダヤ人がマルタとマリヤ
のところに来ていた。その兄弟のことについて慰め
るためであった。 二十 マルタは、イエスが来られたと
聞いて迎えに行った。マリヤは家ですわっていた。
二十一 マルタはイエスに向かって言った。「主よ。も
しここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななか
ったでしょうに。 二十二 今でも私は知っております。
あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなた
にお与えになります。」 二十三 イエスは彼女に言われ
た。「あなたの兄弟はよみがえります。」 二十四 マル
タはイエスに言った。「私は、終わりの日のよみがえ
りの時に、彼がよみがえることを知っております。」
二十五 イエスは言われた。「わたしは、よみがえりで
す。いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生き
るのです。 二十六 また、生きていてわたしを信じる者
は、決して死ぬことがありません。このことを信じ
ますか。」 二十七 彼女はイエスに言った。「はい。主
よ。私は、あなたが世に来られる神の子キリストであ
る、と信じております。」 二十八 こう言ってから、帰
って行って、姉妹マリヤを呼び、「先生が見えていま
す。あなたを呼んでおられます。」とそっと言った。
二十九 マリヤはそれを聞くと、すぐ立ち上がって、イエ
スのところに行った。

三十 さてイエスは、まだ村にはいらないで、マルタ
が出迎えた場所におられた。 三十一 マリヤとともに家
にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリヤ
が急いで立ち上がって出て行くのを見て、マリヤが
墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女について行っ
た。 三十二 マリヤは、イエスのおられた所に来て、お
目にかかると、その足もとにひれ伏して言った。「主
よ。もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死な
なかったでしょうに。」 三十三 そこでイエスは、彼女
が泣き、彼女といっしょに来たユダヤ人たちも泣い
ているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺
を感じて、 三十四 言われた。「彼をどこに置きました
か。」彼らはイエスに言った。「主よ。来てご覧くだ
さい。」 三十五 イエスは涙を流された。 三十六 そこで、
ユダヤ人たちは言った。「ご覧なさい。主はどんなに
彼を愛しておられたことか。」 三十七 しかし、「盲人

の目をあけたこの方が、あの人を死なせないでおくこ
とはできなかったのか。」と言う者もいた。

三十八 そこでイエスは、またも心のうちに憤りを覚
えながら、墓に来られた。墓はほら穴であって、石が
そこに立てかけてあった。 三十九 イエスは言われた。
「その石を取りのけなさい。」死んだ人の姉妹マルタ
は言った。「主よ。もう臭くなっておりましょう。四
日になりますから。」 四十 イエスは彼女に言われた。
「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。」 四十一 そ
こで、彼らは石を取りのけた。イエスは目を上げて、
言われた。「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。 四十二 わたしは、あなたがい
つもわたしの願いを聞いてくださることを知っており
ました。しかしわたしは、回りにいる群衆のために、
この人々が、あなたがわたしをお遣わしになったこ
とを信じるようになるために、こう申したのです。」
四十三 そして、イエスはそう言われると、大声で叫ばれ
た。「ラザロよ。出て来なさい。」 四十四 すると、死
んでいた人が、手と足を長い布で巻かれたままで出て
来た。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼ら
に言われた。「ほどいてやって、帰らせなさい。」

四十五 そこで、マリヤのところに来ていて、イエスが
なさったことを見た多くのユダヤ人が、イエスを信じ
た。 四十六 しかし、そのうちの幾人かは、パリサイ人
たちのところへ行って、イエスのなさったことを告げ
た。

四十七 そこで、祭司長とパリサイ人たちは議会を召集
して言った。「われわれは何をしているのか。あの人
が多くのしるしを行なっているというのに。 四十八 も
しあの人をこのまま放っておくなら、すべての人が
あの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人が
やって来て、われわれの土地も国民も奪い取ることに
なる。」 四十九 しかし、彼らのうちのひとりで、その
年の大祭司であったカヤパが、彼らに言った。「あな
たがたは全然何もわかっていない。 五十 ひとりの人が
民の代わりに死んで、国民全体が滅びないほうが、あ
なたがたにとって得策だということも、考えに入れて
いない。」 五十一 ところで、このことは彼が自分から
言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、
イエスが国民のために死のうとしておられること、
五十二 また、ただ国民のためだけでなく、散らされて
いる神の子たちを一つに集めるためにも死のうとし
ておられることを、預言したのである。 五十三 そこで
彼らは、その日から、イエスを殺すための計画を立て
た。

五十四 そのために、イエスはもはやユダヤ人たちの間
を公然と歩くことをしないで、そこから荒野に近い地
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方に去り、エフライムという町にはいり、弟子たちと
ともにそこに滞在された。 五十五 さて、ユダヤ人の過
越の祭りが間近であった。多くの人々が、身を清める
ために、過越の祭りの前にいなかからエルサレムに上
って来た。 五十六 彼らはイエスを捜し、宮の中に立っ
て、互いに言った。「あなたがたはどう思いますか。
あの方は祭りに来られることはないでしょうか。」
五十七 さて、祭司長、パリサイ人たちはイエスを捕える
ために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け
出なければならないという命令を出していた。

イエスは過越の祭りの六日前にベタニヤに
来られた。そこには、イエスが死人の中か

らよみがえらせたラザロがいた。 二 人々はイエスのた
めに、そこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕し
ていた。ラザロは、イエスとともに食卓に着いている
人々の中に混じっていた。 三 マリヤは、非常に高価
な、純粋なナルドの香油三百グラムを取って、イエス
の足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足をぬぐった。
家は香油のかおりでいっぱいになった。 四 ところが、
弟子のひとりで、イエスを裏切ろうとしているイスカ
リオテ・ユダが言った。 五 「なぜ、この香油を三百デ
ナリに売って、貧しい人々に施さなかったのか。」
六 しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心
にかけていたからではなく、彼は盗人であって、金入
れを預かっていたが、その中に収められたものを、い
つも盗んでいたからである。 七 イエスは言われた。
「そのままにしておきなさい。マリヤはわたしの葬り
の日のために、それを取っておこうとしていたので
す。 八 あなたがたは、貧しい人々とはいつもいっしょ
にいるが、わたしとはいつもいっしょにいるわけでは
ないからです。」

九 大ぜいのユダヤ人の群れが、イエスがそこにおら
れることを聞いて、やって来た。それはただイエスの
ためだけではなく、イエスによって死人の中からよみ
がえったラザロを見るためでもあった。 十 祭司長たち
はラザロも殺そうと相談した。 十一 それは、彼のため
に多くのユダヤ人が去って行き、イエスを信じるよう
になったからである。

十二 その翌日、祭りに来ていた大ぜいの人の群れ
は、イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞
いて、 十三 しゅろの木の枝を取って、出迎えのために
出て行った。そして大声で叫んだ。
「ホサナ。
祝福あれ。
主の御名によって来られる方に。
イスラエルの王に。」
十四 イエスは、ろばの子を見つけて、それに乗られ
た。それは次のように書かれているとおりであった。

十五 「恐れるな。シオンの娘。
見よ。あなたの王が来られる。
ろばの子に乗って。」
十六 初め、弟子たちにはこれらのことがわからなかっ
た。しかし、イエスが栄光を受けられてから、これら
のことがイエスについて書かれたことであって、人々
がそのとおりにイエスに対して行なったことを、彼
らは思い出した。 十七 イエスがラザロを墓から呼び出
し、死人の中からよみがえらせたときにイエスとい
っしょにいた大ぜいの人々は、そのことのあかしをし
た。 十八 そのために群衆もイエスを出迎えた。イエス
がこれらのしるしを行なわれたことを聞いたからで
ある。 十九 そこで、パリサイ人たちは互いに言った。
「どうしたのだ。何一つうまくいっていない。見なさ
い。世はあげてあの人のあとについて行ってしまっ
た。」

二十 さて、祭りのとき礼拝のために上って来た人々
の中に、ギリシヤ人が幾人かいた。 二十一 この人た
ちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのとこ
ろに来て、「先生。イエスにお目にかかりたいので
すが。」と言って頼んだ。 二十二 ピリポは行ってアン
デレに話し、アンデレとピリポとは行って、イエス
に話した。 二十三 すると、イエスは彼らに答えて言わ
れた。「人の子が栄光を受けるその時が来ました。
二十四 まことに、まことに、あなたがたに告げます。
一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つ
のままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びま
す。 二十五 自分のいのちを愛する者はそれを失い、こ
の世でそのいのちを憎む者はそれを保って永遠のい
のちに至るのです。 二十六 わたしに仕えるというのな
ら、その人はわたしについて来なさい。わたしがいる
所に、わたしに仕える者もいるべきです。もしわたし
に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。

二十七 今わたしの心は騒いでいる。何と言おうか。
『父よ。この時からわたしをお救いください。』と言
おうか。いや。このためにこそ、わたしはこの時に至
ったのです。 二十八 父よ。御名の栄光を現わしてくだ
さい。」そのとき、天から声が聞こえた。「わたしは
栄光をすでに現わしたし、またもう一度栄光を現わそ
う。」 二十九 そばに立っていてそれを聞いた群衆は、
雷が鳴ったのだと言った。ほかの人々は、「御使いが
あの方に話したのだ。」と言った。 三十 イエスは答え
て言われた。「この声が聞こえたのは、わたしのた
めにではなくて、あなたがたのためにです。 三十一 今
がこの世のさばきです。今、この世を支配する者は追
い出されるのです。 三十二 わたしが地上から上げられ
るなら、わたしはすべての人を自分のところに引き
寄せます。」 三十三 イエスは自分がどのような死に方
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で死ぬかを示して、このことを言われたのである。
三十四 そこで、群衆はイエスに答えた。「私たちは、
律法で、キリストはいつまでも生きておられると聞き
ましたが、どうしてあなたは、人の子は上げられなけ
ればならない、と言われるのですか。その人の子とは
だれですか。」 三十五 イエスは彼らに言われた。「ま
だしばらくの間、光はあなたがたの間にあります。や
みがあなたがたを襲うことのないように、あなたがた
は、光がある間に歩きなさい。やみの中を歩く者は、
自分がどこに行くのかわかりません。 三十六 あなたが
たに光がある間に、光の子どもとなるために、光を信
じなさい。」

イエスは、これらのことをお話しになると、立ち去
って、彼らから身を隠された。 三十七 イエスが彼らの
目の前でこのように多くのしるしを行なわれたのに、
彼らはイエスを信じなかった。 三十八 それは、「主
よ。だれが私たちの知らせを信じましたか。また主の
御腕はだれに現わされましたか。」と言った預言者イ
ザヤのことばが成就するためであった。 三十九 彼らが
信じることができなかったのは、イザヤがまた次の
ように言ったからである。 四十 「主は彼らの目を盲目
にされた。また、彼らの心をかたくなにされた。それ
は、彼らが目で見、心で理解し、回心し、そしてわた
しが彼らをいやす、ということがないためである。」
四十一 イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄
光を見たからで、イエスをさして言ったのである。
四十二 しかし、それにもかかわらず、指導者たちの中に
もイエスを信じる者がたくさんいた。ただ、パリサイ
人たちをはばかって、告白はしなかった。会堂から追
放されないためであった。 四十三 彼らは、神からの栄
誉よりも、人の栄誉を愛したからである。

四十四 また、イエスは大声で言われた。「わたしを信
じる者は、わたしではなく、わたしを遣わした方を
信じるのです。 四十五 また、わたしを見る者は、わた
しを遣わした方を見るのです。 四十六 わたしは光とし
て世に来ました。わたしを信じる者が、だれもやみの
中にとどまることのないためです。 四十七 だれかが、
わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わ
たしはその人をさばきません。わたしは世をさばく
ために来たのではなく、世を救うために来たからで
す。 四十八 わたしを拒み、わたしの言うことを受け入
れない者には、その人をさばくものがあります。わた
しが話したことばが、終わりの日にその人をさばくの
です。 四十九 わたしは、自分から話したのではありま
せん。わたしを遣わした父ご自身が、わたしが何を言
い、何を話すべきかをお命じになりました。 五十 わた
しは、父の命令が永遠のいのちであることを知ってい
ます。それゆえ、わたしが話していることは、父がわ

たしに言われたとおりを、そのままに話しているので
す。」

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時が来たこと

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。 二 夕食の間
のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオ
テ・ユダの心に、イエスを売ろうとする思いを入れて
いたが、 三 イエスは、父が万物を自分の手に渡された
ことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、
四 夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐい
を取って腰にまとわれた。 五 それから、たらいに水を
入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる
手ぬぐいで、ふき始められた。 六 こうして、イエスは
シモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエス
に言った。「主よ。あなたが、私の足を洗ってくださ
るのですか。」 七 イエスは答えて言われた。「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。」 八 ペテロはイエスに言
った。「決して私の足をお洗いにならないでくださ
い。」イエスは答えられた。「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。」
九 シモン・ペテロは言った。「主よ。私の足だけでな
く、手も頭も洗ってください。」 十 イエスは彼に言わ
れた。「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。」 十一 イエスはご自
分を裏切る者を知っておられた。それで、「みながき
よいのではない。」と言われたのである。

十二 イエスは、彼らの足を洗い終わり、上着を着け
て、再び席に着いて、彼らに言われた。「わたしがあ
なたがたに何をしたか、わかりますか。 十三 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。 十四 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。 十五 わたしがあな
たがたにしたとおりに、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。 十六 まこと
に、まことに、あなたがたに告げます。しもべはその
主人にまさらず、遣わされた者は遣わした者にまさる
ものではありません。 十七 あなたがたがこれらのこと
を知っているのなら、それを行なうときに、あなたが
たは祝福されるのです。 十八 わたしは、あなたがた全
部の者について言っているのではありません。わたし
は、わたしが選んだ者を知っています。しかし聖書に
『わたしのパンを食べている者が、わたしに向かって
かかとを上げた。』と書いてあることは成就するので
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す。 十九 わたしは、そのことが起こる前に、今あなた
がたに話しておきます。そのことが起こったときに、
わたしがその人であることをあなたがたが信じるため
です。 二十 まことに、まことに、あなたがたに告げま
す。わたしの遣わす者を受け入れる者は、わたしを受
け入れるのです。わたしを受け入れる者は、わたしを
遣わした方を受け入れるのです。」

二十一 イエスは、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ひ
とりが、わたしを裏切ります。」 二十二 弟子たちは、
だれのことを言われたのか、わからずに当惑して、互
いに顔を見合わせていた。 二十三 弟子のひとりで、イ
エスが愛しておられた者が、イエスの右側で席に着
いていた。 二十四 そこで、シモン・ペテロが彼に合図
をして言った。「だれのことを言っておられるのか、
知らせなさい。」 二十五 その弟子は、イエスの右側で
席に着いたまま、イエスに言った。「主よ。それはだ
れですか。」 二十六 イエスは答えられた。「それはわ
たしがパン切れを浸して与える者です。」それからイ
エスは、パン切れを浸し、取って、イスカリオテ・シ
モンの子ユダにお与えになった。 二十七 彼がパン切れ
を受けると、そのとき、サタンが彼にはいった。そこ
で、イエスは彼に言われた。「あなたがしようとして
いることを、今すぐしなさい。」 二十八 席に着いてい
る者で、イエスが何のためにユダにそう言われたのか
知っている者は、だれもなかった。 二十九 ユダが金入
れを持っていたので、イエスが彼に、「祭りのために
入用の物を買え。」と言われたのだとか、または、貧
しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思
った者も中にはいた。 三十 ユダは、パン切れを受ける
とすぐ、外に出て行った。すでに夜であった。

三十一 ユダが出て行ったとき、イエスは言われた。
「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。 三十二 神が、
人の子によって栄光をお受けになったのであれば、
神も、ご自身によって人の子に栄光をお与えになりま
す。しかも、ただちにお与えになります。 三十三 子ど
もたちよ。わたしはいましばらくの間、あなたがたと
いっしょにいます。あなたがたはわたしを捜すでしょ
う。そして、『わたしが行く所へは、あなたがたは来
ることができない。』とわたしがユダヤ人たちに言っ
たように、今はあなたがたにも言うのです。 三十四 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。 三十五 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、すべての人が認めるのです。」

三十六 シモン・ペテロがイエスに言った。「主よ。ど
こにおいでになるのですか。」イエスは答えられた。
「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。」 三十七 ペ
テロはイエスに言った。「主よ。なぜ今はあなたにつ
いて行くことができないのですか。あなたのために
はいのちも捨てます。」 三十八 イエスは答えられた。
「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。」

「あなたがたは心を騒がしてはなりませ
ん。神を信じ、またわたしを信じなさい。

二 わたしの父の家には、住まいがたくさんあります。
もしなかったら、あなたがたに言っておいたでしょ
う。あなたがたのために、わたしは場所を備えに行く
のです。 三 わたしが行って、あなたがたに場所を備え
たら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えま
す。わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるため
です。 四 わたしの行く道はあなたがたも知っていま
す。」 五 トマスはイエスに言った。「主よ。どこへい
らっしゃるのか、私たちにはわかりません。どうし
て、その道が私たちにわかりましょう。」 六 イエスは
彼に言われた。「わたしが道であり、真理であり、い
のちなのです。わたしを通してでなければ、だれひと
り父のみもとに来ることはありません。 七 あなたがた
は、もしわたしを知っていたなら、父をも知っていた
はずです。しかし、今や、あなたがたは父を知ってお
り、また、すでに父を見たのです。」 八 ピリポはイエ
スに言った。「主よ。私たちに父を見せてください。
そうすれば満足します。」 九 イエスは彼に言われた。
「ピリポ。こんなに長い間あなたがたといっしょにい
るのに、あなたはわたしを知らなかったのですか。わ
たしを見た者は、父を見たのです。どうしてあなた
は、『私たちに父を見せてください。』と言うのです
か。 十 わたしが父におり、父がわたしにおられること
を、あなたは信じないのですか。わたしがあなたがた
に言うことばは、わたしが自分から話しているのでは
ありません。わたしのうちにおられる父が、ご自分の
わざをしておられるのです。 十一 わたしが父におり、
父がわたしにおられるとわたしが言うのを信じなさ
い。さもなければ、わざによって信じなさい。 十二 ま
ことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしを
信じる者は、わたしの行なうわざを行ない、またそれ
よりもさらに大きなわざを行ないます。わたしが父の
もとに行くからです。 十三 またわたしは、あなたがた
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十五

がわたしの名によって求めることは何でも、それを
しましょう。父が子によって栄光をお受けになるた
めです。 十四 あなたがたが、わたしの名によって何か
をわたしに求めるなら、わたしはそれをしましょう。
十五 もしあなたがたがわたしを愛するなら、あなたが
たはわたしの戒めを守るはずです。 十六 わたしは父に
お願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主
をあなたがたにお与えになります。その助け主がい
つまでもあなたがたと、ともにおられるためにです。
十七 その方は、真理の御霊です。世はその方を受け入
れることができません。世はその方を見もせず、知
りもしないからです。しかし、あなたがたはその方を
知っています。その方はあなたがたとともに住み、あ
なたがたのうちにおられるからです。 十八 わたしは、
あなたがたを捨てて孤児にはしません。わたしは、
あなたがたのところに戻って来るのです。 十九 いまし
ばらくで世はもうわたしを見なくなります。しかし、
あなたがたはわたしを見ます。わたしが生きるので、
あなたがたも生きるからです。 二十 その日には、わた
しが父におり、あなたがたがわたしにおり、わたしが
あなたがたにおることが、あなたがたにわかります。
二十一 わたしの戒めを保ち、それを守る人は、わたし
を愛する人です。わたしを愛する人はわたしの父に愛
され、わたしもその人を愛し、わたし自身を彼に現わ
します。」 二十二 イスカリオテでないユダがイエスに
言った。「主よ。あなたは、私たちにはご自分を現わ
そうとしながら、世には現わそうとなさらないのは、
どういうわけですか。」 二十三 イエスは彼に答えられ
た。「だれでもわたしを愛する人は、わたしのこと
ばを守ります。そうすれば、わたしの父はその人を愛
し、わたしたちはその人のところに来て、その人とと
もに住みます。 二十四 わたしを愛さない人は、わたし
のことばを守りません。あなたがたが聞いていること
ばは、わたしのものではなく、わたしを遣わした父の
ことばなのです。

二十五 このことをわたしは、あなたがたといっしょに
いる間に、あなたがたに話しました。 二十六 しかし、
助け主、すなわち、父がわたしの名によってお遣わし
になる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、
また、わたしがあなたがたに話したすべてのことを
思い起こさせてくださいます。 二十七 わたしは、あな
たがたに平安を残します。わたしは、あなたがたにわ
たしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与え
るのは、世が与えるのとは違います。あなたがたは
心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
二十八 『わたしは去って行き、また、あなたがたのとこ
ろに来る。』とわたしが言ったのを、あなたがたは聞
きました。あなたがたは、もしわたしを愛しているな

ら、わたしが父のもとに行くことを喜ぶはずです。父
はわたしよりも偉大な方だからです。 二十九 そして今
わたしは、そのことの起こる前にあなたがたに話しま
した。それが起こったときに、あなたがたが信じるた
めです。 三十 わたしは、もう、あなたがたに多くは話
すまい。この世を支配する者が来るからです。彼はわ
たしに対して何もすることはできません。 三十一 しか
しそのことは、わたしが父を愛しており、父の命じら
れたとおりに行なっていることを世が知るためです。
立ちなさい。さあ、ここから行くのです。

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。 二 わたしの枝で実を

結ばないものはみな、父がそれを取り除き、実を結ぶ
ものはみな、もっと多く実を結ぶために、刈り込みを
なさいます。 三 あなたがたは、わたしがあなたがたに
話したことばによって、もう刈り込みが済むんだので
す。 四 わたしにとどまりなさい。わたしも、あなたが
たの中にとどまります。枝がぶどうの木についていな
ければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様
にあなたがたも、わたしにとどまっていなければ、実
を結ぶことはできません。 五 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、そういう人は多
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。 六 だれでも、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。 七 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ほしいものを求めな
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。 八 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。 九 父がわたしを愛されたように、わた
しもあなたがたを愛しました。わたしの愛の中にとど
まりなさい。 十 もし、あなたがたがわたしの戒めを守
るなら、あなたがたはわたしの愛にとどまるのです。
それは、わたしがわたしの父の戒めを守って、わたし
の父の愛の中にとどまっているのと同じです。 十一 わ
たしがこれらのことをあなたがたに話したのは、わた
しの喜びがあなたがたのうちにあり、あなたがたの喜
びが満たされるためです。 十二 わたしがあなたがたを
愛したように、あなたがたも互いに愛し合うこと、こ
れがわたしの戒めです。 十三 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だれも持っ
ていません。 十四 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。 十五 わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼
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十六

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。 十六 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。 十七 あなた
がたが互いに愛し合うこと、これが、わたしのあなた
がたに与える戒めです。 十八 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。 十九 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。 二十 しもべはその
主人にまさるものではない、とわたしがあなたがたに
言ったことばを覚えておきなさい。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守ったなら、あなたがたのこと
ばをも守ります。 二十一 しかし彼らは、わたしの名の
ゆえに、あなたがたに対してそれらのことをみな行な
います。それは彼らがわたしを遣わした方を知らない
からです。 二十二 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。 二十三 わた
しを憎んでいる者は、わたしの父をも憎んでいるの
です。 二十四 もしわたしが、ほかのだれも行なったこ
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。 二十五 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。 二十六 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。 二十七 あなたが
たもあかしするのです。初めからわたしといっしょに
いたからです。

これらのことをあなたがたに話したのは、
あなたがたがつまずくことのないためで

す。 二 人々はあなたがたを会堂から追放するでしょ
う。事実、あなたがたを殺す者がみな、そうすること
で自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。
三 彼らがこういうことを行なうのは、父をもわたしを
も知らないからです。 四 しかし、わたしがこれらのこ
とをあなたがたに話したのは、その時が来れば、わた
しがそれについて話したことを、あなたがたが思い出

すためです。わたしが初めからこれらのことをあなた
がたに話さなかったのは、わたしがあなたがたといっ
しょにいたからです。 五 しかし今わたしは、わたしを
遣わした方のもとに行こうとしています。しかし、あ
なたがたのうちには、ひとりとして、どこに行くので
すかと尋ねる者がありません。 六 かえって、わたしが
これらのことをあなたがたに話したために、あなたが
たの心は悲しみでいっぱいになっています。 七 しか
し、わたしは真実を言います。わたしが去って行くこ
とは、あなたがたにとって益なのです。それは、もし
わたしが去って行かなければ、助け主があなたがたの
ところに来ないからです。しかし、もし行けば、わた
しは助け主をあなたがたのところに遣わします。 八 そ
の方が来ると、罪について、義について、さばきにつ
いて、世にその誤りを認めさせます。 九 罪についてと
いうのは、彼らがわたしを信じないからです。 十 ま
た、義についてとは、わたしが父のもとに行き、あな
たがたがもはやわたしを見なくなるからです。 十一 さ
ばきについてとは、この世を支配する者がさばかれ
たからです。 十二 わたしには、あなたがたに話すこと
がまだたくさんありますが、今あなたがたはそれに
耐える力がありません。 十三 しかし、その方、すなわ
ち真理の御霊が来ると、あなたがたをすべての真理に
導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞く
ままを話し、また、やがて起ころうとしていることを
あなたがたに示すからです。 十四 御霊はわたしの栄光
を現わします。わたしのものを受けて、あなたがたに
知らせるからです。 十五 父が持っておられるものはみ
な、わたしのものです。ですからわたしは、御霊がわ
たしのものを受けて、あなたがたに知らせると言った
のです。 十六 しばらくするとあなたがたは、もはやわ
たしを見なくなります。しかし、またしばらくすると
わたしを見ます。」 十七 そこで、弟子たちのうちのあ
る者は互いに言った。「『しばらくするとあなたがた
は、わたしを見なくなる。しかし、またしばらくする
とわたしを見る。』また『わたしは父のもとに行くか
らだ。』と主が言われるのは、どういうことなのだろ
う。」 十八 そこで、彼らは「しばらくすると、と主が
言われるのは何のことだろうか。私たちには主の言わ
れることがわからない。」と言った。 十九 イエスは、
彼らが質問したがっていることを知って、彼らに言
われた。「『しばらくするとあなたがたは、わたしを
見なくなる。しかし、またしばらくするとわたしを見
る。』とわたしが言ったことについて、互いに論じ合
っているのですか。 二十 まことに、まことに、あなた
がたに告げます。あなたがたは泣き、嘆き悲しむが、
世は喜ぶのです。あなたがたは悲しむが、しかし、あ
なたがたの悲しみは喜びに変わります。 二十一 女が子
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を産むときには、その時が来たので苦しみます。しか
し、子を産んでしまうと、ひとりの人が世に生まれた
喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまい
ます。 二十二 あなたがたにも、今は悲しみがあるが、
わたしはもう一度あなたがたに会います。そうすれ
ば、あなたがたの心は喜びに満たされます。そして、
その喜びをあなたがたから奪い去る者はありません。
二十三 その日には、あなたがたはもはや、わたしに何
も尋ねません。まことに、まことに、あなたがたに告
げます。あなたがたが父に求めることは何でも、父
は、わたしの名によってそれをあなたがたにお与えに
なります。 二十四 あなたがたは今まで、何もわたしの
名によって求めたことはありません。求めなさい。そ
うすれば受けるのです。それはあなたがたの喜びが満
ち満ちたものとなるためです。

二十五 これらのことを、わたしはあなたがたにたと
えで話しました。もはやたとえでは話さないで、父に
ついてはっきりと告げる時が来ます。 二十六 その日に
は、あなたがたはわたしの名によって求めるのです。
わたしはあなたがたに代わって父に願ってあげよう
とは言いません。 二十七 それはあなたがたがわたしを
愛し、また、わたしを神から出て来た者と信じたの
で、父ご自身があなたがたを愛しておられるからで
す。 二十八 わたしは父から出て、世に来ました。もう
一度、わたしは世を去って父のみもとに行きます。」
二十九 弟子たちは言った。「ああ、今あなたははっき
りとお話しになって、何一つたとえ話はなさいませ
ん。 三十 いま私たちは、あなたがいっさいのことをご
存じで、だれもあなたにお尋ねする必要がないこと
がわかりました。これで、私たちはあなたが神から
来られたことを信じます。」 三十一 イエスは彼らに答
えられた。「あなたがたは今、信じているのですか。
三十二 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、わたしをひとり残す時が来ます。い
や、すでに来ています。しかし、わたしはひとりでは
ありません。父がわたしといっしょにおられるからで
す。 三十三 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。」

イエスはこれらのことを話してから、目を
天に向けて、言われた。「父よ。時が来ま

した。あなたの子があなたの栄光を現わすために、子
の栄光を現わしてください。 二 それは子が、あなたか
らいただいたすべての者に、永遠のいのちを与えるた
め、あなたは、すべての人を支配する権威を子にお与
えになったからです。 三 その永遠のいのちとは、彼ら

が唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わさ
れたイエス・キリストとを知ることです。 四 あなたが
わたしに行なわせるためにお与えになったわざを、わ
たしは成し遂げて、地上であなたの栄光を現わしまし
た。 五 今は、父よ、みそばで、わたしを栄光で輝かせ
てください。世界が存在する前に、ごいっしょにいて
持っていましたあの栄光で輝かせてください。 六 わ
たしは、あなたが世から取り出してわたしに下さった
人々に、あなたの御名を明らかにしました。彼らはあ
なたのものであって、あなたは彼らをわたしに下さい
ました。彼らはあなたのみことばを守りました。 七 い
ま彼らは、あなたがわたしに下さったものはみな、あ
なたから出ていることを知っています。 八 それは、あ
なたがわたしに下さったみことばを、わたしが彼らに
与えたからです。彼らはそれを受け入れ、わたしがあ
なたから出て来たことを確かに知り、また、あなたが
わたしを遣わされたことを信じました。 九 わたしは彼
らのためにお願いします。世のためにではなく、あな
たがわたしに下さった者たちのためにです。なぜなら
彼らはあなたのものだからです。 十 わたしのものはみ
なあなたのもの、あなたのものはわたしのものです。
そして、わたしは彼らによって栄光を受けました。
十一 わたしはもう世にいなくなります。彼らは世にお
りますが、わたしはあなたのみもとにまいります。聖
なる父。あなたがわたしに下さっているあなたの御名
の中に、彼らを保ってください。それはわたしたちと
同様に、彼らが一つとなるためです。 十二 わたしは彼
らといっしょにいたとき、あなたがわたしに下さって
いる御名の中に彼らを保ち、また守りました。彼らの
うちだれも滅びた者はなく、ただ滅びの子が滅びまし
た。それは、聖書が成就するためです。 十三 わたしは
今みもとにまいります。わたしは彼らの中でわたしの
喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを
話しているのです。

十四 わたしは彼らにあなたのみことばを与えまし
た。しかし、世は彼らを憎みました。わたしがこの世
のものでないように、彼らもこの世のものでないから
です。 十五 彼らをこの世から取り去ってくださるよう
にというのではなく、悪い者から守ってくださるよ
うにお願いします。 十六 わたしがこの世のものでない
ように、彼らもこの世のものではありません。 十七 真
理によって彼らを聖別してください。あなたのみこ
とばは真理です。 十八 あなたがわたしを世に遣わされ
たように、わたしも彼らを世に遣わしました。 十九 わ
たしは、彼らのため、わたし自身を聖別します。彼ら
自身も真理によって聖別されるためです。 二十 わたし
は、ただこの人々のためだけでなく、彼らのことばに
よってわたしを信じる人々のためにもお願いします。
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二十一 それは、父よ、あなたがわたしにおられ、わた
しがあなたにいるように、彼らがみな一つとなるた
めです。また、彼らもわたしたちにおるようになるた
めです。そのことによって、あなたがわたしを遣わさ
れたことを、世が信じるためなのです。 二十二 またわ
たしは、あなたがわたしに下さった栄光を、彼らに与
えました。それは、わたしたちが一つであるように、
彼らも一つであるためです。 二十三 わたしは彼らにお
り、あなたはわたしにおられます。それは、彼らが全
うされて一つとなるためです。それは、あなたがわた
しを遣わされたことと、あなたがわたしを愛されたよ
うに彼らをも愛されたこととを、この世が知るためで
す。 二十四 父よ。お願いします。あなたがわたしに下
さったものをわたしのいる所にわたしといっしょにお
らせてください。あなたがわたしを世の始まる前から
愛しておられたためにわたしに下さったわたしの栄
光を、彼らが見るようになるためです。 二十五 正しい
父よ。この世はあなたを知りません。しかし、わたし
はあなたを知っています。また、この人々は、あなた
がわたしを遣わされたことを知りました。 二十六 そし
て、わたしは彼らにあなたの御名を知らせました。ま
た、これからも知らせます。それは、あなたがわたし
を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、またわ
たしが彼らの中にいるためです。」

イエスはこれらのことを話し終えられる
と、弟子たちとともに、ケデロンの川筋の

向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエス
は弟子たちといっしょに、そこにはいられた。 二 とこ
ろで、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を
知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合
されたからである。 三 そこで、ユダは一隊の兵士と、
祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちを引き
連れて、ともしびとたいまつと武器を持って、そこに
来た。 四 イエスは自分の身に起ころうとするすべての
ことを知っておられたので、出て来て、「だれを捜す
のか。」と彼らに言われた。 五 彼らは、「ナザレ人イ
エスを。」と答えた。イエスは彼らに「それはわたし
です。」と言われた。イエスを裏切ろうとしていたユ
ダも彼らといっしょに立っていた。 六 イエスが彼ら
に、「それはわたしです。」と言われたとき、彼らは
あとずさりし、そして地に倒れた。 七 そこで、イエス
がもう一度、「だれを捜すのか。」と問われると、彼
らは「ナザレ人イエスを。」と言った。 八 イエスは答
えられた。「それはわたしだと、あなたがたに言った
でしょう。もしわたしを捜しているのなら、この人た
ちはこのままで去らせなさい。」 九 それは、「あなた
がわたしに下さった者のうち、ただのひとりをも失い
ませんでした。」とイエスが言われたことばが実現す

るためであった。 十 シモン・ペテロは、剣を持ってい
たが、それを抜き、大祭司のしもべを撃ち、右の耳を
切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。
十一 そこで、イエスはペテロに言われた。「剣をさや
に収めなさい。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。」

十二 そこで、一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ
人から送られた役人たちは、イエスを捕えて縛り、
十三 まずアンナスのところに連れて行った。彼がそ
の年の大祭司カヤパのしゅうとだったからである。
十四 カヤパは、ひとりの人が民に代わって死ぬことが
得策である、とユダヤ人に助言した人である。

十五 シモン・ペテロともうひとりの弟子は、イエス
について行った。この弟子は大祭司の知り合いで、イ
エスといっしょに大祭司の中庭にはいった。 十六 しか
し、ペテロは外で門のところに立っていた。それで、
大祭司の知り合いである、もうひとりの弟子が出て
来て、門番の女に話して、ペテロを連れてはいった。
十七 すると、門番のはしためがペテロに、「あなたも
あの人の弟子ではないでしょうね。」と言った。ペテ
ロは、「そんな者ではない。」と言った。 十八 寒かっ
たので、しもべたちや役人たちは、炭火をおこし、そ
こに立って暖まっていた。ペテロも彼らといっしょ
に、立って暖まっていた。

十九 そこで、大祭司はイエスに、弟子たちのこと、
また、教えのことについて尋問した。 二十 イエスは彼
に答えられた。「わたしは世に向かって公然と話しま
した。わたしはユダヤ人がみな集まって来る会堂や宮
で、いつも教えたのです。隠れて話したことは何もあ
りません。 二十一 なぜ、あなたはわたしに尋ねるので
すか。わたしが人々に何を話したかは、わたしから聞
いた人たちに尋ねなさい。彼らならわたしが話した事
がらを知っています。」 二十二 イエスがこう言われた
とき、そばに立っていた役人のひとりが、「大祭司に
そのような答え方をするのか。」と言って、平手でイ
エスを打った。 二十三 イエスは彼に答えられた。「も
しわたしの言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示
しなさい。しかし、もし正しいなら、なぜ、わたしを
打つのか。」 二十四 アンナスはイエスを、縛ったまま
で大祭司カヤパのところに送った。

二十五 一方、シモン・ペテロは立って、暖まってい
た。すると、人々は彼に言った。「あなたもあの人の
弟子ではないでしょうね。」ペテロは否定して、「そ
んな者ではない。」と言った。 二十六 大祭司のしもべ
のひとりで、ペテロに耳を切り落とされた人の親類に
当たる者が言った。「私が見なかったとでもいうので
すか。あなたは園であの人といっしょにいました。」
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二十七 それで、ペテロはもう一度否定した。するとす
ぐ鶏が鳴いた。

二十八 さて、彼らはイエスを、カヤパのところから総
督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼ら
は、過越の食事が食べられなくなることのないよう
に、汚れを受けまいとして、官邸にはいらなかった。
二十九 そこで、ピラトは彼らのところに出て来て言っ
た。「あなたがたは、この人に対して何を告発するの
ですか。」 三十 彼らはピラトに答えた。「もしこの人
が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあ
なたに引き渡しはしなかったでしょう。」 三十一 そこ
でピラトは彼らに言った。「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。」ユ
ダヤ人たちは彼に言った。「私たちには、だれを死刑
にすることも許されてはいません。」 三十二 これは、
ご自分がどのような死に方をされるのかを示して話さ
れたイエスのことばが成就するためであった。

三十三 そこで、ピラトはもう一度官邸にはいって、
イエスを呼んで言った。「あなたは、ユダヤ人の王で
すか。」 三十四 イエスは答えられた。「あなたは、自
分でそのことを言っているのですか。それともほか
の人が、あなたにわたしのことを話したのですか。」
三十五 ピラトは答えた。「私はユダヤ人ではないでし
ょう。あなたの同国人と祭司長たちが、あなたを私
に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか。」
三十六 イエスは答えられた。「わたしの国はこの世の
ものではありません。もしこの世のものであったな
ら、わたしのしもべたちが、わたしをユダヤ人に渡さ
ないように、戦ったことでしょう。しかし、事実、わ
たしの国はこの世のものではありません。」 三十七 そ
こでピラトはイエスに言った。「それでは、あなたは
王なのですか。」イエスは答えられた。「わたしが王
であることは、あなたが言うとおりです。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。」 三十八 ピラトはイエスに言った。
「真理とは何ですか。」

彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに
出て行って、彼らに言った。「私は、あの人には罪を
認めません。 三十九 しかし、過越の祭りに、私があな
たがたのためにひとりの者を釈放するのがならわしに
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。」 四十 すると
彼らはみな、また大声をあげて、「この人ではない。
バラバだ。」と言った。このバラバは強盗であった。

そこで、ピラトはイエスを捕えて、むち打
ちにした。 二 また、兵士たちは、いばら

で冠を編んで、イエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を

着せた。 三 彼らは、イエスに近寄っては、「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。 四 ピラトは、もう一度外に出て来て、
彼らに言った。「よく聞きなさい。あなたがたのとこ
ろにあの人を連れ出して来ます。あの人に何の罪も見
られないということを、あなたがたに知らせるため
です。」 五 それでイエスは、いばらの冠と紫色の着物
を着けて、出て来られた。するとピラトは彼らに「さ
あ、この人です。」と言った。 六 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。」と言った。ピラトは彼らに言
った。「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。」 七 ユ
ダヤ人たちは彼に答えた。「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。」 八 ピラトは、このこと
ばを聞くと、ますます恐れた。 九 そして、また官邸
にはいって、イエスに言った。「あなたはどこの人で
すか。」しかし、イエスは彼に何の答えもされなかっ
た。 十 そこで、ピラトはイエスに言った。「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。」 十一 イエスは答えられた。「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。」 十二 こういうわけで、ピラトはイエスを釈
放しようと努力した。しかし、ユダヤ人たちは激しく
叫んで言った。「もしこの人を釈放するなら、あなた
はカイザルの味方ではありません。自分を王だとする
者はすべて、カイザルにそむくのです。」 十三 そこで
ピラトは、これらのことばを聞いたとき、イエスを外
に引き出し、敷石（ヘブル語ではガバタ）と呼ばれる
場所で、裁判の席に着いた。 十四 その日は過越の備え
日で、時は六時ごろであった。ピラトはユダヤ人たち
に言った。「さあ、あなたがたの王です。」 十五 彼ら
は激しく叫んだ。「除け。除け。十字架につけろ。」
ピラトは彼らに言った。「あなたがたの王を私が十字
架につけるのですか。」祭司長たちは答えた。「カイ
ザルのほかには、私たちに王はありません。」 十六 そ
こでピラトは、そのとき、イエスを、十字架につける
ため彼らに引き渡した。

十七 彼らはイエスを受け取った。そして、イエスは
ご自分で十字架を負って、「どくろの地」という場所
（ヘブル語でゴルゴタと言われる）に出て行かれた。
十八 彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと
いっしょに、ほかのふたりの者をそれぞれ両側に、イ
エスを真中にしてであった。 十九 ピラトは罪状書きも
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書いて、十字架の上に掲げた。それには「ユダヤ人の
王ナザレ人イエス。」と書いてあった。 二十 それで、
大ぜいのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが
十字架につけられた場所は都に近かったからである。
またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシヤ語で書い
てあった。 二十一 そこで、ユダヤ人の祭司長たちがピ
ラトに、「ユダヤ人の王、と書かないで、彼はユダヤ
人の王と自称した、と書いてください。」と言った。
二十二 ピラトは答えた。「私の書いたことは私が書い
たのです。」

二十三 さて、兵士たちは、イエスを十字架につける
と、イエスの着物を取り、ひとりの兵士に一つずつあ
たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上
から全部一つに織った、縫い目なしのものであった。
二十四 そこで彼らは互いに言った。「それは裂かない
で、だれの物になるか、くじを引こう。」それは、
「彼らはわたしの着物を分け合い、わたしの下着のた
めにくじを引いた。」という聖書が成就するためであ
った。 二十五 兵士たちはこのようなことをしたが、イ
エスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、
クロパの妻のマリヤとマグダラのマリヤが立ってい
た。 二十六 イエスは、母と、そばに立っている愛する
弟子とを見て、母に「女の方。そこに、あなたの息子
がいます。」と言われた。 二十七 それからその弟子に
「そこに、あなたの母がいます。」と言われた。その
時から、この弟子は彼女を自分の家に引き取った。

二十八 この後、イエスは、すべてのことが完了した
のを知って、聖書が成就するために、「わたしは渇
く。」と言われた。 二十九 そこには酸いぶどう酒のい
っぱいはいった入れ物が置いてあった。そこで彼ら
は、酸いぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけ
て、それをイエスの口もとに差し出した。 三十 イエス
は、酸いぶどう酒を受けられると、「完了した。」と
言われた。そして、頭をたれて、霊をお渡しになっ
た。

三十一 その日は備え日であったため、ユダヤ人たち
は 安 息 日 に （そ の 安 息 日 は 大 い な る 日 で あ っ た の
で）、死体を十字架の上に残しておかないように、す
ねを折ってそれを取りのける処置をピラトに願った。
三十二 それで、兵士たちが来て、イエスといっしょに
十字架につけられた第一の者と、もうひとりの者との
すねを折った。 三十三 しかし、イエスのところに来る
と、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、
そのすねを折らなかった。 三十四 しかし、兵士のうち
のひとりがイエスのわき腹を槍で突き刺した。する
と、ただちに血と水が出て来た。 三十五 それを目撃し
た者があかしをしているのである。そのあかしは真
実である。その人が、あなたがたにも信じさせるため

に、真実を話すということをよく知っているのであ
る。 三十六 この事が起こったのは、「彼の骨は一つも
砕かれない。」という聖書のことばが成就するためで
あった。 三十七 また聖書の別のところには、「彼らは
自分たちが突き刺した方を見る。」と言われているか
らである。

三十八 そのあとで、イエスの弟子ではあったがユダヤ
人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフ
が、イエスのからだを取りかたづけたいとピラトに願
った。それで、ピラトは許可を与えた。そこで彼は来
て、イエスのからだを取り降ろした。 三十九 前に、夜
イエスのところに来たニコデモも、没薬とアロエを混
ぜ合わせたものをおよそ三十キログラムばかり持っ
て、やって来た。 四十 そこで、彼らはイエスのからだ
を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料
といっしょに亜麻布で巻いた。 四十一 イエスが十字架
につけられた場所に園があって、そこには、まだだれ
も葬られたことのない新しい墓があった。 四十二 その
日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったの
で、彼らはイエスをそこに納めた。

さて、週の初めの日に、マグダラのマリヤ
は、朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そし

て、墓から石が取りのけてあるのを見た。 二 それで、
走って、シモン・ペテロと、イエスが愛された、もう
ひとりの弟子とのところに来て、言った。「だれかが
墓から主を取って行きました。主をどこに置いたの
か、私たちにはわかりません。」 三 そこでペテロとも
うひとりの弟子は外に出て来て、墓のほうへ行った。
四 ふたりはいっしょに走ったが、もうひとりの弟子が
ペテロよりも速かったので、先に墓に着いた。 五 そし
て、からだをかがめてのぞき込み、亜麻布が置いてあ
るのを見たが、中にはいらなかった。 六 シモン・ペテ
ロも彼に続いて来て、墓にはいり、亜麻布が置いてあ
って、 七 イエスの頭に巻かれていた布切れは、亜麻布
といっしょにはなく、離れた所に巻かれたままになっ
ているのを見た。 八 そのとき、先に墓に着いたもうひ
とりの弟子もはいって来た。そして、見て、信じた。
九 彼らは、イエスが死人の中からよみがえらなければ
ならないという聖書を、まだ理解していなかったので
ある。 十 それで、弟子たちはまた自分のところに帰っ
て行った。

十一 しかし、マリヤは外で墓のところにたたずんで
泣いていた。そして、泣きながら、からだをかがめて
墓の中をのぞき込んだ。 十二 すると、ふたりの御使い
が、イエスのからだが置かれていた場所に、ひとり
は頭のところに、ひとりは足のところに、白い衣をま
とってすわっているのが見えた。 十三 彼らは彼女に言
った。「なぜ泣いているのですか。」彼女は言った。

ヨハネの福音書 十九:二十 103 ヨハネの福音書 二十:十三



二十一

「だれ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。」 十四 彼女はこう言
ってから、うしろを振り向いた。すると、イエスが立
っておられるのを見た。しかし、彼女にはイエスであ
ることがわからなかった。 十五 イエスは彼女に言われ
た。「なぜ泣いているのですか。だれを捜しているの
ですか。」彼女は、それを園の管理人だと思って言っ
た。「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。」 十六 イエスは彼女に言われた。「マリヤ。」
彼女は振り向いて、ヘブル語で、「ラボニ（すなわ
ち、先生）。」とイエスに言った。 十七 イエスは彼女
に言われた。「わたしにすがりついていてはいけませ
ん。わたしはまだ父のもとに上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、わたしの父またあなたがたの父、わたしの神ま
たあなたがたの神のもとに上る。』と告げなさい。」
十八 マグダラのマリヤは、行って、「私は主にお目に
かかりました。」と言い、また、主が彼女にこれらの
ことを話されたと弟子たちに告げた。

十九 その日、すなわち週の初めの日の夕方のことで
あった。弟子たちがいた所では、ユダヤ人を恐れて
戸がしめてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立
って言われた。「平安があなたがたにあるように。」
二十 こう言ってイエスは、その手とわき腹を彼らに示
された。弟子たちは、主を見て喜んだ。 二十一 イエス
はもう一度、彼らに言われた。「平安があなたがたに
あるように。父がわたしを遣わしたように、わたし
もあなたがたを遣わします。」 二十二 そして、こう言
われると、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を
受けなさい。 二十三 あなたがたがだれかの罪を赦すな
ら、その人の罪は赦され、あなたがたがだれかの罪を
そのまま残すなら、それはそのまま残ります。」

二十四 十二弟子のひとりで、デドモと呼ばれるトマス
は、イエスが来られたときに、彼らといっしょにいな
かった。 二十五 それで、ほかの弟子たちが彼に「私た
ちは主を見た。」と言った。しかし、トマスは彼らに
「私は、その手に釘の跡を見、私の指を釘のところに
差し入れ、また私の手をそのわきに差し入れてみなけ
れば、決して信じません。」と言った。

二十六 八日後に、弟子たちはまた室内におり、トマス
も彼らといっしょにいた。戸が閉じられていたが、イ
エスが来て、彼らの中に立って「平安があなたがたに
あるように。」と言われた。 二十七 それからトマスに
言われた。「あなたの指をここにつけて、わたしの手
を見なさい。手を伸ばして、わたしのわきに差し入れ
なさい。信じない者にならないで、信じる者になりな
さい。」 二十八 トマスは答えてイエスに言った。「私

の主。私の神。」 二十九 イエスは彼に言われた。「あ
なたはわたしを見たから信じたのですか。見ずに信じ
る者は幸いです。」

三十 この書には書かれていないが、まだほかの多く
のしるしをも、イエスは弟子たちの前で行なわれた。
三十一 しかし、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。

この後、イエスはテベリヤの湖畔で、
もう一度ご自分を弟子たちに現わされ

た。その現わされた次第はこうであった。 二 シモン・
ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナの
ナタナエル、ゼベダイの子たち、ほかにふたりの弟子
がいっしょにいた。 三 シモン・ペテロが彼らに言っ
た。「私は漁に行く。」彼らは言った。「私たちもい
っしょに行きましょう。」彼らは出かけて、小舟に乗
り込んだ。しかし、その夜は何もとれなかった。 四 夜
が明けそめたとき、イエスは岸べに立たれた。けれど
も弟子たちには、それがイエスであることがわからな
かった。 五 イエスは彼らに言われた。「子どもたち
よ。食べる物がありませんね。」彼らは答えた。「は
い。ありません。」 六 イエスは彼らに言われた。「舟
の 右 側 に 網 を お ろ し な さ い。 そ う す れ ば、 と れ ま
す。」そこで、彼らは網をおろした。すると、おびた
だしい魚のために、網を引き上げることができなかっ
た。 七 そこで、イエスの愛されたあの弟子がペテロに
言った。「主です。」すると、シモン・ペテロは、主
であると聞いて、裸だったので、上着をまとって、湖
に飛び込んだ。 八 しかし、ほかの弟子たちは、魚の満
ちたその網を引いて、小舟でやって来た。陸地から遠
くなく、百メートル足らずの距離だったからである。
九 こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火と
その上に載せた魚と、パンがあるのを見た。 十 イエス
は彼らに言われた。「あなたがたの今とった魚を幾匹
か持って来なさい。」 十一 シモン・ペテロは舟に上が
って、網を陸地に引き上げた。それは百五十三匹の大
きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれど
も、網は破れなかった。 十二 イエスは彼らに言われ
た。「さあ来て、朝の食事をしなさい。」弟子たちは
主であることを知っていたので、だれも「あなたはど
な た で す か。」 と あ え て 尋 ね る 者 は い な か っ た。
十三 イエスは来て、パンを取り、彼らにお与えになっ
た。また、魚も同じようにされた。 十四 イエスが、死
人の中からよみがえってから、弟子たちにご自分を現
わされたのは、すでにこれで三度目である。

十五 彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・
ペテロに言われた。「ヨハネの子シモン。あなたは、
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この人たち以上に、わたしを愛しますか。」ペテロ
はイエスに言った。「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。」イエスは彼に言わ
れた。「わたしの小羊を飼いなさい。」 十六 イエスは
再び彼に言われた。「ヨハネの子シモン。あなたは
わたしを愛しますか。」ペテロはイエスに言った。
「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。」イエスは彼に言われた。「わたしの
羊を牧しなさい。」 十七 イエスは三度ペテロに言われ
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、イエスが三度「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言
った。「主よ。あなたはいっさいのことをご存じで
す。あなたは、私があなたを愛することを知っておい
でになります。」イエスは彼に言われた。「わたしの
羊を飼いなさい。 十八 まことに、まことに、あなたに
告げます。あなたは若かった時には、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、ほかの人があなたに
帯をさせて、あなたの行きたくない所に連れて行き
ます。」 十九 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、言われたことであ
った。こうお話しになってから、ペテロに言われた。

「わたしに従いなさい。」 二十 ペテロは振り向いて、
イエスが愛された弟子があとについて来るのを見た。
この弟子はあの晩餐のとき、イエスの右側にいて、
「主よ。あなたを裏切る者はだれですか。」と言っ
た者である。 二十一 ペテロは彼を見て、イエスに言っ
た。「主よ。この人はどうですか。」 二十二 イエスは
ペテロに言われた。「わたしの来るまで彼が生きなが
らえるのをわたしが望むとしても、それがあなたに何
のかかわりがありますか。あなたは、わたしに従いな
さい。」 二十三 そこで、その弟子は死なないという話
が兄弟たちの間に行き渡った。しかし、イエスはペテ
ロに、その弟子が死なないと言われたのでなく、「わ
たしの来るまで彼が生きながらえるのをわたしが望
むとしても、それがあなたに何のかかわりがあります
か。」と言われたのである。

二十四 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。

二十五 イエスが行なわれたことは、ほかにもたくさん
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。
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一

二

使徒の働き

テオピロよ。私は前の書で、イエスが行ない
始め、教え始められたすべてのことについて

書き、 二 お選びになった使徒たちに聖霊によって命じ
てから、天に上げられた日のことにまで及びました。

三 イエスは苦しみを受けた後、四十日の間、彼らに
現われて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠
をもって、ご自分が生きていることを使徒たちに示さ
れた。 四 彼らといっしょにいるとき、イエスは彼らに
こう命じられた。「エルサレムを離れないで、わたし
から聞いた父の約束を待ちなさい。 五 ヨハネは水でバ
プテスマを授けたが、もう間もなく、あなたがたは聖
霊のバプテスマを受けるからです。」

六 そこで、彼らは、いっしょに集まったとき、イエ
スにこう尋ねた。「主よ。今こそ、イスラエルのため
に国を再興してくださるのですか。」 七 イエスは言わ
れた。「いつとか、どんなときとかいうことは、あな
たがたは知らなくてもよいのです。それは、父がご自
分の権威をもってお定めになっています。 八 しかし、
聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは
力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリ
ヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人とな
ります。」 九 こう言ってから、イエスは彼らが見てい
る間に上げられ、雲に包まれて、見えなくなられた。
十 イエスが上って行かれるとき、弟子たちは天を見つ
めていた。すると、見よ、白い衣を着た人がふたり、
彼らのそばに立っていた。 十一 そして、こう言った。
「ガリラヤの人たち。なぜ天を見上げて立っているの
ですか。あなたがたを離れて天に上げられたこのイエ
スは、天に上って行かれるのをあなたがたが見たとき
と同じ有様で、またおいでになります。」

十二 そこで、彼らはオリーブという山からエルサレ
ムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安
息日の道のりほどの距離であった。 十三 彼らは町には
いると、泊まっている屋上の間に上がった。この人々
は、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとト
マス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと
熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。 十四 この
人たちは、婦人たちやイエスの母マリヤ、およびイエ
スの兄弟たちとともに、みな心を合わせ、祈りに専念
していた。

十五 そのころ、百二十名ほどの兄弟たちが集まっ
て い た が、 ペ テ ロ は そ の 中 に 立 っ て こ う 言 っ た。
十六 「兄弟たち。イエスを捕えた者どもの手引きをし
たユダについて、聖霊がダビデの口を通して預言さ
れた聖書のことばは、成就しなければならなかった
のです。 十七 ユダは私たちの仲間として数えられてお
り、この務めを受けていました。 十八 （ところがこの
男は、不正なことをして得た報酬で地所を手に入れた
が、まっさかさまに落ち、からだは真二つに裂け、は
らわたが全部飛び出してしまった。 十九 このことが、
エルサレムの住民全部に知れて、その地所は彼らの国
語でアケルダマ、すなわち『血の地所』と呼ばれるよ
うになった。） 二十 実は詩篇には、こう書いてあるの
です。『彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者が
いなくなれ。』また、『その職は、ほかの人に取らせ
よ。』 二十一 ですから、主イエスが私たちといっしょ
に生活された間、 二十二 すなわち、ヨハネのバプテス
マから始まって、私たちを離れて天に上げられた日ま
での間、いつも私たちと行動をともにした者の中か
ら、だれかひとりが、私たちとともにイエスの復活の
証人とならなければなりません。」 二十三 そこで、彼
らは、バルサバと呼ばれ別名をユストというヨセフ
と、マッテヤとのふたりを立てた。 二十四 そして、こ
う祈った。「すべての人の心を知っておられる主よ。
二十五 この務めと使徒職の地位を継がせるために、こ
のふたりのうちのどちらをお選びになるか、お示しく
ださい。ユダは自分のところへ行くために脱落して行
きましたから。」 二十六 そしてふたりのためにくじを
引くと、くじはマッテヤに当たったので、彼は十一人
の使徒たちに加えられた。

五旬節の日になって、みなが一つ所に集まっ
ていた。 二 すると突然、天から、激しい風が

吹いて来るような響きが起こり、彼らのいた家全体に
響き渡った。 三 また、炎のような分かれた舌が現われ
て、ひとりひとりの上にとどまった。 四 すると、みな
が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださるとおり
に、他国のことばで話しだした。

五 さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが、
天下のあらゆる国から来て住んでいたが、 六 この物音
が起こると、大ぜいの人々が集まって来た。彼らは、
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それぞれ自分の国のことばで弟子たちが話すのを聞
いて、驚きあきれてしまった。 七 彼らは驚き怪しん
で言った。「どうでしょう。いま話しているこの人た
ちは、みなガリラヤの人ではありませんか。 八 それ
なのに、私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くと
は、いったいどうしたことでしょう。 九 私たちは、パ
ルテヤ人、メジヤ人、エラム人、またメソポタミヤ、
ユダヤ、カパドキヤ、ポントとアジヤ、 十 フルギヤと
パンフリヤ、エジプトとクレネに近いリビヤ地方など
に住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、 十一 ユ
ダヤ人もいれば改宗者もいる。またクレテ人とアラ
ビヤ人なのに、あの人たちが、私たちのいろいろな国
ことばで神の大きなみわざを語るのを聞こうとは。」
十二 人々はみな、驚き惑って、互いに「いったいこれ
はどうしたことか。」と言った。 十三 しかし、ほかに
「彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだ。」と言って
あざける者たちもいた。

十四 そこで、ペテロは十一人とともに立って、声を
張り上げ、人々にはっきりとこう言った。「ユダヤの
人々、ならびにエルサレムに住むすべての人々。あな
たがたに知っていただきたいことがあります。どう
か、私のことばに耳を貸してください。 十五 今は朝の
九時ですから、あなたがたの思っているようにこの人
たちは酔っているのではありません。 十六 これは、預
言者ヨエルによって語られた事です。
十七 『神は言われる。
終わりの日に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。
すると、あなたがたの息子や娘は預言し、
青年は幻を見、
老人は夢を見る。
十八 その日、わたしのしもべにも、はしためにも、
わたしの霊を注ぐ。
すると、彼らは預言する。
十九 また、わたしは、上は天に不思議なわざを示し、
下は地にしるしを示す。
それは、血と火と立ち上る煙である。
二十 主の大いなる輝かしい日が来る前に、
太陽はやみとなり、月は血に変わる。
二十一 しかし、主の名を呼ぶ者は、みな救われる。』

二十二 イスラエルの人たち。このことばを聞いてくだ
さい。神はナザレ人イエスによって、あなたがたの間
で力あるわざと、不思議なわざと、あかしの奇蹟を行
なわれました。それらのことによって、神はあなたが
たに、この方のあかしをされたのです。これは、あな
たがた自身がご承知のように、 二十三 神の定めた計画
と神の予知とによって引き渡されたこの方を、あなた
がたは不法な者の手によって十字架につけて殺しまし
た。 二十四 しかし神は、この方を死の苦しみから解き

放って、よみがえらせました。この方が死につながれ
ていることなど、ありえないからです。 二十五 ダビデ
はこの方について、こう言っています。
『私はいつも、自分の目の前に主を見ていた。
主は、私が動かされないように、
私の右におられるからである。
二十六 それゆえ、私の心は楽しみ、
私の舌は大いに喜んだ。
さらに私の肉体も望みの中に安らう。
二十七 あなたは私のたましいをハデスに捨てて置かず、
あなたの聖者が朽ち果てるのを
お許しにならないからである。
二十八 あなたは、私にいのちの道を知らせ、
御顔を示して、私を喜びで満たしてくださる。』
二十九 兄弟たち。先祖ダビデについては、私はあなた
がたに、確信をもって言うことができます。彼は死ん
で葬られ、その墓は今日まで私たちのところにありま
す。 三十 彼は預言者でしたから、神が彼の子孫のひと
りを彼の王位に着かせると誓って言われたことを知
っていたのです。 三十一 それで後のことを予見して、
キリストの復活について、『彼はハデスに捨てて置か
れず、その肉体は朽ち果てない。』と語ったのです。
三十二 神はこのイエスをよみがえらせました。私たち
はみな、そのことの証人です。 三十三 ですから、神の
右に上げられたイエスが、御父から約束された聖霊を
受けて、今あなたがたが見聞きしているこの聖霊をお
注ぎになったのです。 三十四 ダビデは天に上ったわけ
ではありません。彼は自分でこう言っています。
『主は私の主に言われた。
三十五 わたしがあなたの敵をあなたの足台とするまで
は
わたしの右の座に着いていなさい。』
三十六 ですから、イスラエルのすべての人々は、この
ことをはっきりと知らなければなりません。すなわ
ち、神が、今や主ともキリストともされたこのイエス
を、あなたがたは十字架につけたのです。」

三十七 人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロとほ
かの使徒たちに、「兄弟たち。私たちはどうしたら
よいでしょうか。」と言った。 三十八 そこでペテロは
彼らに答えた。「悔い改めなさい。そして、それぞれ
罪を赦していただくために、イエス・キリストの名
によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜
物として聖霊を受けるでしょう。 三十九 なぜなら、こ
の約束は、あなたがたと、その子どもたち、ならびに
すべての遠くにいる人々、すなわち、私たちの神で
ある主がお召しになる人々に与えられているからで
す。」 四十 ペテロは、このほかにも多くのことばをも
って、あかしをし、「この曲がった時代から救われな
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三

四

さい。」と言って彼らに勧めた。 四十一 そこで、彼の
ことばを受け入れた者は、バプテスマを受けた。その
日、三千人ほどが弟子に加えられた。 四十二 そして、
彼らは使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、パン
を裂き、祈りをしていた。

四十三 そして、一同の心に恐れが生じ、使徒たちによ
って、多くの不思議なわざとあかしの奇蹟が行なわ
れた。 四十四 信者となった者たちはみないっしょにい
て、いっさいの物を共有にしていた。 四十五 そして、
資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて、
みなに分配していた。 四十六 そして毎日、心を一つに
して宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心をもっ
て食事をともにし、 四十七 神を賛美し、すべての民に
好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加え
てくださった。

ペテロとヨハネは午後三時の祈りの時間に宮
に上って行った。 二 すると、生まれつき足の

きかない男が運ばれて来た。この男は、宮にはいる人
たちから施しを求めるために、毎日「美しの門」とい
う名の宮の門に置いてもらっていた。 三 彼は、ペテロ
とヨハネが宮にはいろうとするのを見て、施しを求め
た。 四 ペテロは、ヨハネとともに、その男を見つめ
て、「私たちを見なさい。」と言った。 五 男は何かも
らえると思って、ふたりに目を注いだ。 六 すると、ペ
テロは、「金銀は私にはない。しかし、私にあるもの
を上げよう。ナザレのイエス・キリストの名によっ
て、歩きなさい。」と言って、 七 彼の右手を取って立
たせた。するとたちまち、彼の足とくるぶしが強くな
り、 八 おどり上がってまっすぐに立ち、歩きだした。
そして歩いたり、はねたりしながら、神を賛美しつ
つ、ふたりといっしょに宮にはいって行った。 九 人々
はみな、彼が歩きながら、神を賛美しているのを見
た。 十 そして、これが、施しを求めるために宮の「美
しの門」にすわっていた男だとわかると、この人の身
に起こったことに驚き、あきれた。 十一 この人が、ペ
テロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた
人々がみないっせいに、ソロモンの廊という回廊にい
る彼らのところに、やって来た。 十二 ペテロはこれを
見て、人々に向かってこう言った。「イスラエル人た
ち。なぜこのことに驚いているのですか。なぜ、私た
ちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせた
かのように、私たちを見つめるのですか。 十三 アブラ
ハム、イサク、ヤコブの神、すなわち、私たちの先祖
の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりまし
た。あなたがたは、この方を引き渡し、ピラトが釈放
すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。
十四 そのうえ、このきよい、正しい方を拒んで、人殺
しの男を赦免するように要求し、 十五 いのちの君を殺

しました。しかし、神はこのイエスを死者の中から
よみがえらせました。私たちはそのことの証人です。
十六 そして、このイエスの御名が、その御名を信じる
信仰のゆえに、あなたがたがいま見ており知っている
この人を強くしたのです。イエスによって与えられる
信仰が、この人を皆さんの目の前で完全なからだにし
たのです。 十七 ですから、兄弟たち。私は知っていま
す。あなたがたは、自分たちの指導者たちと同様に、
無知のためにあのような行ないをしたのです。 十八 し
かし、神は、すべての預言者たちの口を通して、キリ
ストの受難をあらかじめ語っておられたことを、この
ように実現されました。 十九 そういうわけですから、
あなたがたの罪をぬぐい去っていただくために、悔い
改めて、神に立ち返りなさい。 二十 それは、主の御前
から回復の時が来て、あなたがたのためにメシヤと定
められたイエスを、主が遣わしてくださるためなので
す。 二十一 このイエスは、神が昔から、聖なる預言者
たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改
まる時まで、天にとどまっていなければなりません。
二十二 モーセはこう言いました。『神である主は、あ
なたがたのために、私のようなひとりの預言者を、あ
なたがたの兄弟たちの中からお立てになる。この方が
あなたがたに語ることはみな聞きなさい。 二十三 その
預言者に聞き従わない者はだれでも、民の中から滅ぼ
し絶やされる。』 二十四 また、サムエルをはじめとし
て、彼に続いて語ったすべての預言者たちも、今の時
について宣べました。 二十五 あなたがたは預言者たち
の子孫です。また、神がアブラハムに、『あなたの子
孫によって、地の諸民族はみな祝福を受ける。』と言
って、あなたがたの先祖と結ばれたあの契約の子孫で
す。 二十六 神は、まずそのしもべを立てて、あなたが
たにお遣わしになりました。それは、この方があなた
がたを祝福して、ひとりひとりをその邪悪な生活から
立ち返らせてくださるためなのです。」

彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守
衛長、またサドカイ人たちがやって来たが、

二 この人たちは、ペテロとヨハネが民を教え、イエス
のことを例にあげて死者の復活を宣べ伝えているの
に、困り果て、 三 彼らに手をかけて捕えた。そして翌
日まで留置することにした。すでに夕方だったからで
ある。 四 しかし、みことばを聞いた人々が大ぜい信
じ、男の数が五千人ほどになった。

五 翌日、民の指導者、長老、学者たちは、エルサレ
ムに集まった。 六 大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、
アレキサンデル、そのほか大祭司の一族もみな出席し
た。 七 彼らは使徒たちを真中に立たせて、「あなたが
たは何の権威によって、また、だれの名によってこん
なことをしたのか。」と尋問しだした。 八 そのとき、
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ペテロは聖霊に満たされて、彼らに言った。「民の指
導者たち、ならびに長老の方々。 九 私たちがきょう
取り調べられているのが、病人に行なった良いわざ
についてであり、その人が何によっていやされたか、
ということのためであるなら、 十 皆さんも、またイ
スラエルのすべての人々も、よく知ってください。こ
の人が直って、あなたがたの前に立っているのは、あ
なたがたが十字架につけ、神が死者の中からよみがえ
らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるので
す。 十一 『あなたがた家を建てる者たちに捨てられた
石が、礎の石となった。』というのはこの方のことで
す。 十二 この方以外には、だれによっても救いはあり
ません。世界中でこの御名のほかには、私たちが救わ
れるべき名としては、どのような名も、人間に与えら
れていないからです。」

十三 彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、またふ
たりが無学な、普通の人であるのを知って驚いたが、
ふたりがイエスとともにいたのだ、ということがわか
って来た。 十四 そればかりでなく、いやされた人がふ
たりといっしょに立っているのを見ては、返すこと
ばもなかった。 十五 彼らはふたりに議会から退場する
ように命じ、そして互いに協議した。 十六 彼らは言っ
た。「あの人たちをどうしよう。あの人たちによって
著しいしるしが行なわれたことは、エルサレムの住
民全部に知れ渡っているから、われわれはそれを否
定できない。 十七 しかし、これ以上民の間に広がらな
いために、今後だれにもこの名によって語ってはな
らないと、彼らをきびしく戒めよう。」 十八 そこで彼
らを呼んで、いっさいイエスの名によって語ったり教
えたりしてはならない、と命じた。 十九 ペテロとヨハ
ネは彼らに答えて言った。「神に聞き従うより、あな
たがたに聞き従うほうが、神の前に正しいかどうか、
判断してください。 二十 私たちは、自分の見たこと、
また聞いたことを、話さないわけにはいきません。」
二十一 そこで、彼らはふたりをさらにおどしたうえで、
釈放した。それはみなの者が、この出来事のゆえに神
をあがめていたので、人々の手前、ふたりを罰するす
べがなかったからである。 二十二 この奇蹟によってい
やされた男は四十歳余りであった。

二十三 釈放されたふたりは、仲間のところへ行き、祭
司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告
した。 二十四 これを聞いた人々はみな、心を一つにし
て、神に向かい、声を上げて言った。「主よ。あなた
は天と地と海とその中のすべてのものを造られた方で
す。 二十五 あなたは、聖霊によって、あなたのしもべ
であり私たちの先祖であるダビデの口を通して、こう
言われました。
『なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、

もろもろの民はむなしいことを計るのか。
二十六 地の王たちは立ち上がり、
指導者たちは、主とキリストに反抗して、
一つに組んだ。』
二十七 事実、ヘロデとポンテオ・ピラトは、異邦人や
イスラエルの民といっしょに、あなたが油を注がれ
た、あなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都
に集まり、 二十八 あなたの御手とみこころによって、
あ ら か じ め お 定 め に な っ た こ と を 行 な い ま し た。
二十九 主よ。いま彼らの脅かしをご覧になり、あなた
のしもべたちにみことばを大胆に語らせてください。
三十 御手を伸ばしていやしを行なわせ、あなたの聖な
るしもべイエスの御名によって、しるしと不思議な
わざを行なわせてください。」 三十一 彼らがこう祈る
と、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に
満たされ、神のことばを大胆に語りだした。

三十二 信じた者の群れは、心と思いを一つにして、だ
れひとりその持ち物を自分のものと言わず、すべてを
共有にしていた。 三十三 使徒たちは、主イエスの復活
を非常に力強くあかしし、大きな恵みがそのすべての
者の上にあった。 三十四 彼らの中には、ひとりも乏し
い者がなかった。地所や家を持っている者は、それを
売り、代金を携えて来て、 三十五 使徒たちの足もとに
置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられ
たからである。

三十六 キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによって
バルナバ（訳すと、慰めの子）と呼ばれていたヨセフ
も、 三十七 畑を持っていたので、それを売り、その代
金を持って来て、使徒たちの足もとに置いた。

ところが、アナニヤという人は、妻のサッピ
ラとともにその持ち物を売り、 二 妻も承知の

うえで、その代金の一部を残しておき、ある部分を持
って来て、使徒たちの足もとに置いた。 三 そこで、ペ
テロがこう言った。「アナニヤ。どうしてあなたはサ
タンに心を奪われ、聖霊を欺いて、地所の代金の一部
を自分のために残しておいたのか。 四 それはもともと
あなたのものであり、売ってからもあなたの自由にな
ったのではないか。なぜこのようなことをたくらんだ
のか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたの
だ。」 五 アナニヤはこのことばを聞くと、倒れて息が
絶えた。そして、これを聞いたすべての人に、非常な
恐れが生じた。 六 青年たちは立って、彼を包み、運び
出して葬った。

七 三時間ほどたって、彼の妻はこの出来事を知らず
にはいって来た。 八 ペテロは彼女にこう言った。「あ
なたがたは地所をこの値段で売ったのですか。私に
言いなさい。」彼女は「はい。その値段です。」と言
った。 九 そこで、ペテロは彼女に言った。「どうして
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あなたがたは心を合わせて、主の御霊を試みたのです
か。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが、戸口に
来ていて、あなたをも運び出します。」 十 すると彼女
は、たちまちペテロの足もとに倒れ、息が絶えた。は
いって来た青年たちは、彼女が死んだのを見て、運び
出し、夫のそばに葬った。 十一 そして、教会全体と、
このことを聞いたすべての人たちとに、非常な恐れが
生じた。

十二 また、使徒たちの手によって、多くのしるしと
不思議なわざが人々の間で行なわれた。みなは一つ心
になってソロモンの廊にいた。 十三 ほかの人々は、ひ
とりもこの交わりに加わろうとしなかったが、その
人々は彼らを尊敬していた。 十四 そればかりか、主を
信じる者は男も女もますますふえていった。 十五 つい
に、人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上
に寝かせ、ペテロが通りかかるときには、せめてそ
の影でも、だれかにかかるようにするほどになった。
十六 また、エルサレムの付近の町々から、大ぜいの人
が、病人や、汚れた霊に苦しめられている人などを連
れて集まって来たが、その全部がいやされた。

十七 そこで、大祭司とその仲間たち全部、すなわち
サドカイ派の者はみな、ねたみに燃えて立ち上がり、
十八 使徒たちを捕え、留置場に入れた。 十九 ところ
が、夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、
二十 「行って宮の中に立ち、人々にこのいのちのこと
ばを、ことごとく語りなさい。」と言った。 二十一 彼
らはこれを聞くと、夜明けごろ宮にはいって教え始
めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まって来て、
議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、使徒
たちを引き出して来させるために、人を獄舎にやっ
た。 二十二 ところが役人たちが行ってみると、牢の中
には彼らがいなかったので、引き返してこう報告し
た。 二十三 「獄舎は完全にしまっており、番人たちが
戸口に立っていましたが、あけてみると、中にはだれ
もおりませんでした。」 二十四 宮の守衛長や祭司長た
ちは、このことばを聞いて、いったいこれはどうなっ
て行くのかと、使徒たちのことで当惑した。 二十五 そ
こへ、ある人がやって来て、「大変です。あなたがた
が牢に入れた人たちが、宮の中に立って、人々を教え
ています。」と告げた。 二十六 そこで、宮の守衛長は
役人たちといっしょに出て行き、使徒たちを連れて来
た。しかし、手荒なことはしなかった。人々に石で打
ち殺されるのを恐れたからである。 二十七 彼らが使徒
たちを連れて来て議会の中に立たせると、大祭司は使
徒たちを問いただして、 二十八 言った。「あの名によ
って教えてはならないときびしく命じておいたのに、
何ということだ。エルサレム中にあなたがたの教え
を広めてしまい、そのうえ、あの人の血の責任をわれ

われに負わせようとしているではないか。」 二十九 ペ
テロをはじめ使徒たちは答えて言った。「人に従うよ
り、神に従うべきです。 三十 私たちの先祖の神は、あ
なたがたが十字架にかけて殺したイエスを、よみが
えらせたのです。 三十一 そして神は、イスラエルに悔
い改めと罪の赦しを与えるために、このイエスを君
とし、救い主として、ご自分の右に上げられました。
三十二 私たちはそのことの証人です。神がご自分に従
う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人で
す。」

三十三 彼らはこれを聞いて怒り狂い、使徒たちを殺
そうと計った。 三十四 ところが、すべての人に尊敬さ
れている律法学者で、ガマリエルというパリサイ人
が議会の中に立ち、使徒たちをしばらく外に出させ
るように命じた。 三十五 それから、議員たちに向かっ
てこう言った。「イスラエルの皆さん。この人々をど
う扱うか、よく気をつけてください。 三十六 というの
は、先ごろチゥダが立ち上がって、自分を何か偉い者
のように言い、彼に従った男の数が四百人ほどあり
ましたが、結局、彼は殺され、従った者はみな散らさ
れて、あとかたもなくなりました。 三十七 その後、人
口調査のとき、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆を
そそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従
った者たちもみな散らされてしまいました。 三十八 そ
こで今、あなたがたに申したいのです。あの人たちか
ら手を引き、放っておきなさい。もし、その計画や行
動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょ
う。 三十九 しかし、もし神から出たものならば、あな
たがたには彼らを滅ぼすことはできないでしょう。も
しかすれば、あなたがたは神に敵対する者になってし
まいます。」彼らは彼に説得され、 四十 使徒たちを呼
んで、彼らをむちで打ち、イエスの名によって語って
はならないと言い渡したうえで釈放した。 四十一 そこ
で、使徒たちは、御名のためにはずかしめられるに値
する者とされたことを喜びながら、議会から出て行っ
た。 四十二 そして、毎日、宮や家々で教え、イエスが
キリストであることを宣べ伝え続けた。

そのころ、弟子たちがふえるにつれて、ギリ
シヤ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使

うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのう
ちのやもめたちが、毎日の配給でなおざりにされてい
たからである。 二 そこで、十二使徒は弟子たち全員を
呼び集めてこう言った。「私たちが神のことばをあと
回しにして、食卓のことに仕えるのはよくありませ
ん。 三 そこで、兄弟たち。あなたがたの中から、御霊
と知恵とに満ちた、評判の良い人たち七人を選びなさ
い。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせること
にします。 四 そして、私たちは、もっぱら祈りとみこ
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とばの奉仕に励むことにします。」 五 この提案は全
員の承認するところとなり、彼らは、信仰と聖霊とに
満ちた人ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノ
ル、テモン、パルメナ、アンテオケの改宗者ニコラオ
を選び、 六 この人たちを使徒たちの前に立たせた。そ
こで使徒たちは祈って、手を彼らの上に置いた。

七 こうして神のことばは、ますます広まって行き、
エルサレムで、弟子の数が非常にふえて行った。そし
て、多くの祭司たちが次々に信仰にはいった。

八 さて、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間
で、すばらしい不思議なわざとしるしを行なってい
た。 九 ところが、いわゆるリベルテンの会堂に属す
る人々で、クレネ人、アレキサンドリヤ人、キリキヤ
やアジヤから来た人々などが立ち上がって、ステパノ
と議論した。 十 しかし、彼が知恵と御霊によって語
っていたので、それに対抗することができなかった。
十一 そこで、彼らはある人々をそそのかし、「私たち
は彼がモーセと神とをけがすことばを語るのを聞い
た。」と言わせた。 十二 また、民衆と長老たちと律法
学者たちを扇動し、彼を襲って捕え、議会にひっぱっ
て行った。 十三 そして、偽りの証人たちを立てて、こ
う言わせた。「この人は、この聖なる所と律法とに逆
らうことばを語るのをやめません。 十四 『あのナザレ
人イエスはこの聖なる所をこわし、モーセが私たちに
伝えた慣例を変えてしまう。』と彼が言うのを、私た
ちは聞きました。」 十五 議会で席に着いていた人々は
みな、ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使い
の顔のように見えた。

大祭司は、「そのとおりか。」と尋ねた。
二 そこでステパノは言った。「兄弟たち、

父たちよ。聞いてください。私たちの父祖アブラハム
が、カランに住む以前まだメソポタミヤにいたとき、
栄光の神が彼に現われて、 三 『あなたの土地とあなた
の親族を離れ、わたしがあなたに示す地に行け。』と
言われました。 四 そこで、アブラハムはカルデヤ人の
地を出て、カランに住みました。そして、父の死後、
神は彼をそこから今あなたがたの住んでいるこの地に
お移しになりましたが、 五 ここでは、足の踏み場とな
るだけのものさえも、相続財産として彼にお与えにな
りませんでした。それでも、子どももなかった彼に対
して、この地を彼とその子孫に財産として与えること
を約束されたのです。 六 また神は次のようなことを話
されました。『彼の子孫は外国に移り住み、四百年
間、奴隷にされ、虐待される。』 七 そして、こう言わ
れました。『彼らを奴隷にする国民は、わたしがさば
く。その後、彼らはのがれ出て、この所で、わたしを
礼拝する。』 八 また神は、アブラハムに割礼の契約を
お与えになりました。こうして、彼にイサクが生まれ

ました。彼は八日目にイサクに割礼を施しました。
それから、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブに十二
人の族長が生まれました。 九 族長たちはヨセフをね
たんで、彼をエジプトに売りとばしました。しかし、
神は彼とともにおられ、 十 あらゆる患難から彼を救
い出し、エジプト王パロの前で、恵みと知恵をお与え
になったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を
治める大臣に任じました。 十一 ところが、エジプトと
カナンとの全地にききんが起こり、大きな災難が襲
って来たので、私たちの先祖たちには、食物がなくな
りました。 十二 しかし、ヤコブはエジプトに穀物があ
ると聞いて、初めに私たちの先祖たちを遣わしまし
た。 十三 二回目のとき、ヨセフは兄弟たちに、自分の
ことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らか
になりました。 十四 そこで、ヨセフは人をやって、父
ヤコブと七十五人の全親族を呼び寄せました。 十五 ヤ
コブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの先祖たち
も死にました。 十六 そしてシケムに運ばれ、かねてア
ブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの子から
買っておいた墓に葬られました。 十七 神がアブラハム
にお立てになった約束の時が近づくにしたがって、民
はエジプトの中にふえ広がり、 十八 ヨセフのことを知
らない別の王がエジプトの王位につくときまで続き
ました。 十九 この王は、私たちの同胞に対して策略を
巡らし、私たちの先祖を苦しめて、幼子を捨てさせ、
生かしておけないようにしました。 二十 このようなと
きに、モーセが生まれたのです。彼は神の目にかなっ
た、かわいらしい子で、三か月の間、父の家で育てら
れましたが、 二十一 ついに捨てられたのをパロの娘が
拾い上げ、自分の子として育てたのです。 二十二 モー
セはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、こと
ばにもわざにも力がありました。 二十三 四十歳になっ
たころ、モーセはその兄弟であるイスラエル人を、顧
みる心を起こしました。 二十四 そして、同胞のひとり
が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプ
ト人を打ち倒して、乱暴されているその人の仕返しを
しました。 二十五 彼は、自分の手によって神が兄弟た
ちに救いを与えようとしておられることを、みなが
理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理
解しませんでした。 二十六 翌日彼は、兄弟たちが争っ
ているところに現われ、和解させようとして、『あな
たがたは、兄弟なのだ。それなのにどうしてお互いに
傷つけ合っているのか。』と言いました。 二十七 する
と、隣人を傷つけていた者が、モーセを押しのけてこ
う言いました。『だれがあなたを、私たちの支配者や
裁判官にしたのか。 二十八 きのうエジプト人を殺した
ように、私も殺す気か。』 二十九 このことばを聞いた
モーセは、逃げてミデアンの地に身を寄せ、そこで男
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八

の子ふたりをもうけました。 三十 四十年たったとき、
御使いが、モーセに、シナイ山の荒野で柴の燃える
炎の中に現われました。 三十一 その光景を見たモーセ
は驚いて、それをよく見ようとして近寄ったとき、主
の御声が聞こえました。 三十二 『わたしはあなたの先
祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。』
そこで、モーセは震え上がり、見定める勇気もなくな
りました。 三十三 すると、主は彼にこう言われたので
す。『あなたの足のくつを脱ぎなさい。あなたの立っ
ている所は聖なる地である。 三十四 わたしは、確かに
エジプトにいるわたしの民の苦難を見、そのうめき声
を聞いたので、彼らを救い出すために下って来た。さ
あ、行きなさい。わたしはあなたをエジプトに遣わそ
う。』 三十五 『だれがあなたを支配者や裁判官にした
のか。』と言って人々が拒んだこのモーセを、神は柴
の中で彼に現われた御使いの手によって、支配者また
解放者としてお遣わしになったのです。 三十六 この人
が、彼らを導き出し、エジプトの地で、紅海で、また
四十年間荒野で、不思議なわざとしるしを行ないまし
た。 三十七 このモーセが、イスラエルの人々に、『神
はあなたがたのために、私のようなひとりの預言者
を、あなたがたの兄弟たちの中からお立てになる。』
と言ったのです。 三十八 また、この人が、シナイ山で
彼に語った御使いや私たちの先祖たちとともに、荒野
の集会において、生けるみことばを授かり、あなたが
たに与えたのです。 三十九 ところが、私たちの先祖た
ちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジ
プトをなつかしく思って、 四十 『私たちに、先立って
行く神々を作ってください。私たちをエジプトの地か
ら導き出したモーセは、どうなったのかわかりません
から。』とアロンに言いました。 四十一 そのころ彼ら
は子牛を作り、この偶像に供え物をささげ、彼らの手
で作った物を楽しんでいました。 四十二 そこで、神は
彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされま
した。預言者たちの書に書いてあるとおりです。
『イスラエルの家よ。あなたがたは
荒野にいた四十年の間に、
ほふられた獣と供え物とを、
わたしにささげたことがあったか。
四十三 あなたがたは、モロクの幕屋と
ロンパの神の星をかついでいた。
それらは、あなたがたが拝むために
作った偶像ではないか。
それゆえ、わたしは、あなたがたを
バビロンのかなたへ移す。』
四十四 私たちの先祖のためには、荒野にあかしの幕屋
がありました。それは、見たとおりの形に造れとモー
セに言われた方の命令どおりに、造られていました。

四十五 私 た ち の 先 祖 は、 こ の 幕 屋 を 次々 に 受 け 継 い
で、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領
土を取らせてくださったときには、ヨシュアとともに
それを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。
四十六 ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神の
ために御住まいを得たいと願い求めました。 四十七 け
れども、神のために家を建てたのはソロモンでした。
四十八 しかし、いと高き方は、手で造った家にはお住
みになりません。預言者が語っているとおりです。
四十九 『主は言われる。
天はわたしの王座、
地はわたしの足の足台である。
あなたがたは、どのような家を
わたしのために建てようとするのか。
わたしの休む所とは、どこか。
五十 わたしの手が、これらのものを
みな、造ったのではないか。』
五十一 かたくなで、心と耳とに割礼を受けていない人
たち。あなたがたは、先祖たちと同様に、いつも聖霊
に逆らっているのです。 五十二 あなたがたの先祖が迫
害しなかった預言者がだれかあったでしょうか。彼ら
は、正しい方が来られることを前もって宣べた人たち
を殺したが、今はあなたがたが、この正しい方を裏切
る者、殺す者となりました。 五十三 あなたがたは、御
使いたちによって定められた律法を受けたが、それを
守ったことはありません。」

五十四 人々はこれを聞いて、はらわたが煮え返る思
いで、ステパノに向かって歯ぎしりした。 五十五 し
かし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つ
め、神の栄光と、神の右に立っておられるイエスとを
見て、 五十六 こう言った。「見なさい。天が開けて、
人の子が神の右に立っておられるのが見えます。」
五十七 人々は大声で叫びながら、耳をおおい、いっせ
いにステパノに殺到した。 五十八 そして彼を町の外
に追い出して、石で打ち殺した。証人たちは、自分
たちの着物をサウロという青年の足もとに置いた。
五十九 こうして彼らがステパノに石を投げつけている
と、ステパノは主を呼んで、こう言った。「主イエス
よ。私の霊をお受けください。」 六十 そして、ひざま
ずいて、大声でこう叫んだ。「主よ。この罪を彼らに
負わせないでください。」こう言って、眠りについ
た。

サウロは、ステパノを殺すことに賛成してい
た。その日、エルサレムの教会に対する激し

い迫害が起こり、使徒たち以外の者はみな、ユダヤと
サマリヤの諸地方に散らされた。 二 敬虔な人たちはス
テパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。 三 サウロ
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は教会を荒らし、家々にはいって、男も女も引きずり
出し、次々に牢に入れた。

四 他方、散らされた人たちは、みことばを宣べなが
ら、巡り歩いた。 五 ピリポはサマリヤの町に下って行
き、人々にキリストを宣べ伝えた。 六 群衆はピリポの
話を聞き、その行なっていたしるしを見て、みなそろ
って、彼の語ることに耳を傾けた。 七 汚れた霊につか
れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て
行くし、大ぜいの中風の者や足のきかない者は直った
からである。 八 それでその町に大きな喜びが起こっ
た。

九 ところが、この町にシモンという人がいた。彼は
以前からこの町で魔術を行なって、サマリヤの人々を
驚かし、自分は偉大な者だと話していた。 十 小さな者
から大きな者に至るまで、あらゆる人々が彼に関心を
抱き、「この人こそ、大能と呼ばれる、神の力だ。」
と言っていた。 十一 人々が彼に関心を抱いたのは、長
い間、その魔術に驚かされていたからである。 十二 し
かし、ピリポが神の国とイエス・キリストの御名につ
いて宣べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマ
を受けた。 十三 シモン自身も信じて、バプテスマを受
け、いつもピリポについていた。そして、しるしとす
ばらしい奇蹟が行なわれるのを見て、驚いていた。

十四 さて、エルサレムにいる使徒たちは、サマリヤ
の人々が神のことばを受け入れたと聞いて、ペテロと
ヨハネを彼らのところへ遣わした。 十五 ふたりは下っ
て行って、人々が聖霊を受けるように祈った。 十六 彼
らは主イエスの御名によってバプテスマを受けてい
ただけで、聖霊がまだだれにも下っておられなかった
からである。 十七 ふたりが彼らの上に手を置くと、彼
らは聖霊を受けた。 十八 使徒たちが手を置くと聖霊が
与えられるのを見たシモンは、使徒たちのところに金
を持って来て、 十九 「私が手を置いた者がだれでも聖
霊を受けられるように、この権威を私にも下さい。」
と言った。 二十 ペテロは彼に向かって言った。「あな
たの金は、あなたとともに滅びるがよい。あなたは
金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。
二十一 あなたは、このことについては何の関係もない
し、それにあずかることもできません。あなたの心が
神の前に正しくないからです。 二十二 だから、この悪
事を悔い改めて、主に祈りなさい。あるいは、心に抱
いた思いが赦されるかもしれません。 二十三 あなたは
まだ苦い胆汁と不義のきずなの中にいることが、私に
はよくわかっています。」 二十四 シモンは答えて言っ
た。「あなたがたの言われた事が何も私に起こらない
ように、私のために主に祈ってください。」

二十五 このようにして、使徒たちはおごそかにあかし
をし、また主のことばを語って後、エルサレムへの帰

途につき、サマリヤ人の多くの村でも福音を宣べ伝え
た。

二十六 ところが、主の使いがピリポに向かってこう
言った。「立って南へ行き、エルサレムからガザに
下る道に出なさい。」（このガザは今、荒れ果ててい
る。） 二十七 そこで、彼は立って出かけた。すると、
そこに、エチオピヤ人の女王カンダケの高官で、女王
の財産全部を管理していた宦官のエチオピヤ人がい
た。彼は礼拝のためエルサレムに上り、 二十八 いま帰
る途中であった。彼は馬車に乗って、預言者イザヤの
書を読んでいた。 二十九 御霊がピリポに「近寄って、
あの馬車といっしょに行きなさい。」と言われた。
三十 そこでピリポが走って行くと、預言者イザヤの書
を読んでいるのが聞こえたので、「あなたは、読んで
いることが、わかりますか。」と言った。 三十一 する
と、その人は、「導く人がなければ、どうしてわかり
ましょう。」と言った。そして馬車に乗っていっしょ
にすわるように、ピリポに頼んだ。 三十二 彼が読んで
いた聖書の個所には、こう書いてあった。
「ほふり場に連れて行かれる羊のように、
また、黙々として
毛を刈る者の前に立つ小羊のように、
彼は口を開かなかった。
三十三 彼は、卑しめられ、そのさばきも取り上げられ
た。
彼の時代のことを、だれが話すことができようか。
彼のいのちは地上から取り去られたのである。」
三十四 宦官はピリポに向かって言った。「預言者はだ
れについて、こう言っているのですか。どうか教えて
ください。自分についてですか。それとも、だれかほ
かの人についてですか。」 三十五 ピリポは口を開き、
この聖句から始めて、イエスのことを彼に宣べ伝え
た。 三十六 道を進んで行くうちに、水のある所に来た
ので、宦官は言った。「ご覧なさい。水があります。
私がバプテスマを受けるのに、何かさしつかえがある
でしょうか。」 37 そして馬車を止めさせ、ピリポも
宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテス
マを授けた。 三十九 水から上がって来たとき、主の霊
がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を
見なかったが、喜びながら帰って行った。 四十 それか
らピリポはアゾトに現われ、すべての町々を通って福
音を宣べ伝え、カイザリヤに行った。

さてサウロは、なおも主の弟子たちに対する
脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところ

に行き、 二 ダマスコの諸会堂あての手紙を書いてくれ
るよう頼んだ。それは、この道の者であれば男でも女
でも、見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いて来る
ためであった。 三 ところが、道を進んで行って、ダマ
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スコの近くまで来たとき、突然、天からの光が彼を巡
り照らした。 四 彼は地に倒れて、「サウロ、サウロ。
なぜわたしを迫害するのか。」という声を聞いた。
五 彼が、「主よ。あなたはどなたですか。」と言う
と、お答えがあった。「わたしは、あなたが迫害して
いるイエスである。 六 立ち上がって、町にはいりなさ
い。そうすれば、あなたのしなければならないことが
告げられるはずです。」 七 同行していた人たちは、声
は聞こえても、だれも見えないので、ものも言えずに
立っていた。 八 サウロは地面から立ち上がったが、目
は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の
手を引いて、ダマスコへ連れて行った。 九 彼は三日の
間、目が見えず、また飲み食いもしなかった。

十 さて、ダマスコにアナニヤという弟子がいた。主
が彼に幻の中で、「アナニヤよ。」と言われたので、
「主よ。ここにおります。」と答えた。 十一 すると主
はこう言われた。「立って、『まっすぐ』という街路
に行き、サウロというタルソ人をユダの家に尋ねな
さい。そこで、彼は祈っています。 十二 彼は、アナニ
ヤという者がはいって来て、自分の上に手を置くと、
目が再び見えるようになるのを、幻で見たのです。」
十三 しかし、アナニヤはこう答えた。「主よ。私は多
くの人々から、この人がエルサレムで、あなたの聖徒
たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。
十四 彼はここでも、あなたの御名を呼ぶ者たちをみな
捕縛する権限を、祭司長たちから授けられているの
です。」 十五 しかし、主はこう言われた。「行きなさ
い。あの人はわたしの名を、異邦人、王たち、イス
ラエルの子孫の前に運ぶ、わたしの選びの器です。
十六 彼がわたしの名のために、どんなに苦しまなけれ
ばならないかを、わたしは彼に示すつもりです。」
十七 そこでアナニヤは出かけて行って、その家にはい
り、サウロの上に手を置いてこう言った。「兄弟サウ
ロ。あなたが来る途中でお現われになった主イエス
が、私を遣わされました。あなたが再び見えるように
なり、聖霊に満たされるためです。」 十八 するとただ
ちに、サウロの目からうろこのような物が落ちて、目
が見えるようになった。彼は立ち上がって、バプテス
マを受け、 十九 食事をして元気づいた。

サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちとともにい
た。 二十 そしてただちに、諸会堂で、イエスは神の子
であると宣べ伝え始めた。 二十一 これを聞いた人々は
みな、驚いてこう言った。「この人はエルサレムで、
この御名を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありません
か。ここへやって来たのも、彼らを縛って、祭司長た
ちのところへ引いて行くためではないのですか。」
二十二 しかしサウロはますます力を増し、イエスがキ

リストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ
人たちをうろたえさせた。

二十三 多くの日数がたって後、ユダヤ人たちはサウロ
を殺す相談をしたが、 二十四 その陰謀はサウロに知ら
れてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼
も夜も町の門を全部見張っていた。 二十五 そこで、彼
の弟子たちは、夜中に彼をかごに乗せ、町の城壁伝い
につり降ろした。

二十六 サウロはエルサレムに着いて、弟子たちの仲
間にはいろうと試みたが、みなは彼を弟子だとは信じ
ないで、恐れていた。 二十七 ところが、バルナバは彼
を引き受けて、使徒たちのところへ連れて行き、彼が
ダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向か
って語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名
を大胆に宣べた様子などを彼らに説明した。 二十八 そ
れからサウロは、エルサレムで弟子たちとともにいて
自由に出はいりし、主の御名によって大胆に語った。
二十九 そして、ギリシヤ語を使うユダヤ人たちと語った
り、論じたりしていた。しかし、彼らはサウロを殺そ
うとねらっていた。 三十 兄弟たちはそれと知って、彼
をカイザリヤに連れて下り、タルソへ送り出した。

三十一 こうして教会は、ユダヤ、ガリラヤ、サマリヤ
の全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れ
かしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者
の数がふえて行った。

三十二 さて、ペテロはあらゆる所を巡回したが、ルダ
に住む聖徒たちのところへも下って行った。 三十三 彼
はそこで、八年の間も床に着いているアイネヤという
人に出会った。彼は中風であった。 三十四 ペテロは彼
にこう言った。「アイネヤ。イエス・キリストがあな
たをいやしてくださるのです。立ち上がりなさい。そ
して自分で床を整えなさい。」すると彼はただちに立
ち上がった。 三十五 ルダとサロンに住む人々はみな、
アイネヤを見て、主に立ち返った。

三十六 ヨッパにタビタ（ギリシヤ語に訳せば、ドルカ
ス）という女の弟子がいた。この女は、多くの良いわ
ざと施しをしていた。 三十七 ところが、そのころ彼女
は病気になって死に、人々はその遺体を洗って、屋上
の間に置いた。 三十八 ルダはヨッパに近かったので、
弟子たちは、ペテロがそこにいると聞いて、人をふた
り彼のところへ送って、「すぐに来てください。」と
頼んだ。 三十九 そこでペテロは立って、いっしょに出
かけた。ペテロが到着すると、彼らは屋上の間に案内
した。やもめたちはみな泣きながら、彼のそばに来
て、ドルカスがいっしょにいたころ作ってくれた下着
や上着の数々を見せるのであった。 四十 ペテロはみな
の者を外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺
体のほうを向いて、「タビタ。起きなさい。」と言っ
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た。すると彼女は目をあけ、ペテロを見て起き上がっ
た。 四十一 そこで、ペテロは手を貸して彼女を立たせ
た。そして聖徒たちとやもめたちとを呼んで、生きて
いる彼女を見せた。 四十二 このことがヨッパ中に知れ
渡り、多くの人々が主を信じた。 四十三 そして、ペテ
ロはしばらくの間、ヨッパで、皮なめしのシモンとい
う人の家に泊まっていた。

さて、カイザリヤにコルネリオという人がい
て、イタリヤ隊という部隊の百人隊長であっ

た。 二 彼は敬虔な人で、全家族とともに神を恐れかし
こみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に
祈りをしていたが、 三 ある日の午後三時ごろ、幻の中
で、はっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のとこ
ろに来て、「コルネリオ。」と呼んだ。 四 彼は、御使
いを見つめていると、恐ろしくなって、「主よ。何で
しょうか。」と答えた。すると御使いはこう言った。
「あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って、覚えら
れています。 五 さあ今、ヨッパに人をやって、シモン
という人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれて
います。 六 この人は皮なめしのシモンという人の家に
泊まっていますが、その家は海べにあります。」 七 御
使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはその
しもべたちの中のふたりと、側近の部下の中の敬虔な
兵士ひとりとを呼び寄せ、 八 全部のことを説明してか
ら、彼らをヨッパへ遣わした。

九 その翌日、この人たちが旅を続けて、町の近くま
で来たころ、ペテロは祈りをするために屋上に上っ
た。昼の十二時ごろであった。 十 すると彼は非常に
空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが、食事の
用意がされている間に、彼はうっとりと夢ごこちにな
った。 十一 見ると、天が開けており、大きな敷布のよ
うな入れ物が、四隅をつるされて地上に降りて来た。
十二 その中には、地上のあらゆる種類の四つ足の動
物や、はうもの、また、空の鳥などがいた。 十三 そし
て、彼に、「ペテロ。さあ、ほふって食べなさい。」
という声が聞こえた。 十四 しかしペテロは言った。
「主よ。それはできません。私はまだ一度も、きよ
くない物や汚れた物を食べたことがありません。」
十五 すると、再び声があって、彼にこう言った。「神
がきよめた物を、きよくないと言ってはならない。」
十六 こんなことが三回あって後、その入れ物はすぐ天
に引き上げられた。

十七 ペテロが、いま見た幻はいったいどういうこと
だろう、と思い惑っていると、ちょうどそのとき、コ
ルネリオから遣わされた人たちが、シモンの家をたず
ね当てて、その門口に立っていた。 十八 そして、声を
かけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊
まっているだろうかと尋ねていた。 十九 ペテロが幻に

ついて思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われ
た。「見なさい。三人の人があなたをたずねて来てい
ます。 二十 さあ、下に降りて行って、ためらわずに、
彼らといっしょに行きなさい。彼らを遣わしたのはわ
たしです。」 二十一 そこでペテロは、その人たちのと
ころへ降りて行って、こう言った。「あなたがたのた
ずねているペテロは、私です。どんなご用でおいでに
なったのですか。」 二十二 すると彼らはこう言った。
「百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れか
しこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを
自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くよう
に、聖なる御使いによって示されました。」 二十三 そ
れで、ペテロは、彼らを中に入れて泊まらせた。

明くる日、ペテロは、立って彼らといっしょに出か
けた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。 二十四 その
翌日、彼らはカイザリヤに着いた。コルネリオは、
親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待ってい
た。 二十五 ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて、
彼の足もとにひれ伏して拝んだ。 二十六 するとペテロ
は彼を起こして、「お立ちなさい。私もひとりの人間
です。」と言った。 二十七 それから、コルネリオとこ
とばをかわしながら家にはいり、多くの人が集まっ
ているのを見て、 二十八 彼らにこう言った。「ご承知
のとおり、ユダヤ人が外国人の仲間にはいったり、訪
問したりするのは、律法にかなわないことです。とこ
ろが、神は私に、どんな人のことでも、きよくないと
か、汚れているとか言ってはならないことを示してく
ださいました。 二十九 それで、お迎えを受けたとき、
ためらわずに来たのです。そこで、お尋ねしますが、
あなたがたは、いったいどういうわけで私をお招き
になったのですか。」 三十 するとコルネリオがこう言
った。「四日前のこの時刻に、私が家で午後三時の祈
りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人
が、私の前に立って、 三十一 こう言いました。『コル
ネリオ。あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施し
は神の前に覚えられている。 三十二 それで、ヨッパに
人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも
呼ばれている。この人は海べにある、皮なめしのシモ
ンの家に泊まっている。』 三十三 それで、私はすぐあ
なたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくだ
さいました。いま私たちは、主があなたにお命じにな
ったすべてのことを伺おうとして、みな神の御前に出
ております。」 三十四 そこでペテロは、口を開いてこ
う言った。

「これで私は、はっきりわかりました。神はかたよ
ったことをなさらず、 三十五 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。 三十六 神はイエス・キリストによっ
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て、平和を宣べ伝え、イスラエルの子孫にみことばを
お送りになりました。このイエス・キリストはすべて
の人の主です。 三十七 あなたがたは、ヨハネが宣べ伝
えたバプテスマの後、ガリラヤから始まって、ユダヤ
全土に起こった事がらを、よくご存じです。 三十八 そ
れは、ナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊
と力を注がれました。このイエスは、神がともにおら
れたので、巡り歩いて良いわざをなし、また悪魔に制
せられているすべての者をいやされました。 三十九 私
たちは、イエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行な
われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木に
かけて殺しました。 四十 しかし、神はこのイエスを三
日目によみがえらせ、現われさせてくださいました。
四十一 しかし、それはすべての人々にではなく、神に
よって前もって選ばれた証人である私たちにです。私
たちは、イエスが死者の中からよみがえられて後、ご
いっしょに食事をしました。 四十二 イエスは私たちに
命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との
さばき主として、神によって定められた方であること
を人々に宣べ伝え、そのあかしをするように、言われ
たのです。 四十三 イエスについては、預言者たちもみ
な、この方を信じる者はだれでも、その名によって罪
の赦しが受けられる、とあかししています。」

四十四 ペテロがなおもこれらのことばを話し続けて
いるとき、みことばに耳を傾けていたすべての人々
に、聖霊がお下りになった。 四十五 割礼を受けている
信者で、ペテロといっしょに来た人たちは、異邦人に
も聖霊の賜物が注がれたので驚いた。 四十六 彼らが異
言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そ
こでペテロはこう言った。 四十七 「この人たちは、私
たちと同じように、聖霊を受けたのですから、いった
いだれが、水をさし止めて、この人たちにバプテスマ
を受けさせないようにすることができましょうか。」
四十八 そして、イエス・キリストの御名によってバプテ
スマを受けるように彼らに命じた。彼らは、ペテロに
数日間滞在するように願った。

さて、使徒たちやユダヤにいる兄弟たち
は、異邦人たちも神のみことばを受け入れ

た、ということを耳にした。 二 そこで、ペテロがエル
サレムに上ったとき、割礼を受けた者たちは、彼を非
難して、 三 「あなたは割礼のない人々のところに行っ
て、彼らといっしょに食事をした。」と言った。 四 そ
こでペテロは口を開いて、事の次第を順序正しく説明
して言った。 五 「私がヨッパの町で祈っていると、う
っとりと夢ごこちになり、幻を見ました。四隅をつり
下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りて
来て、私のところに届いたのです。 六 その中をよく見
ると、地の四つ足の獣、野獣、はうもの、空の鳥など

が見えました。 七 そして、『ペテロ。さあ、ほふって
食べなさい。』と言う声を聞きました。 八 しかし私
は、『主よ。それはできません。私はまだ一度も、き
よくない物や汚れた物を食べたことがありません。』
と言いました。 九 すると、もう一度天から声がして、
『神がきよめた物を、きよくないと言ってはならな
い。』というお答えがありました。 十 こんなことが
三回あって後、全部の物がまた天へ引き上げられまし
た。 十一 すると、どうでしょう。ちょうどそのとき、
カイザリヤから私のところへ遣わされた三人の人が、
私たちのいた家の前に来ていました。 十二 そして御霊
は私に、ためらわずにその人たちといっしょに行く
ように、と言われました。そこで、この六人の兄弟た
ちも私に同行して、私たちはその人の家にはいって
行きました。 十三 その人が私たちに告げたところによ
ると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中
に立って、『ヨッパに使いをやって、ペテロと呼ばれ
るシモンを招きなさい。 十四 その人があなたとあなた
の家にいるすべての人を救うことばを話してくれま
す。』と言ったというのです。 十五 そこで私が話し始
めていると、聖霊が、あの最初のとき私たちにお下り
になったと同じように、彼らの上にもお下りになった
のです。 十六 私はそのとき、主が、『ヨハネは水でバ
プテスマを授けたが、あなたがたは、聖霊によってバ
プテスマを授けられる。』と言われたみことばを思い
起こしました。 十七 こういうわけですから、私たちが
主イエス・キリストを信じたとき、神が私たちに下さ
ったのと同じ賜物を、彼らにもお授けになったのな
ら、どうして私などが神のなさることを妨げること
ができましょう。」 十八 人々はこれを聞いて沈黙し、
「それでは、神は、いのちに至る悔い改めを異邦人に
もお与えになったのだ。」と言って、神をほめたたえ
た。

十九 さて、ステパノのことから起こった迫害によっ
て散らされた人々は、フェニキヤ、キプロス、アンテ
オケまでも進んで行ったが、ユダヤ人以外の者には
だれにも、みことばを語らなかった。 二十 ところが、
その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテ
オケに来てからはギリシヤ人にも語りかけ、主イエス
のことを宣べ伝えた。 二十一 そして、主の御手が彼ら
とともにあったので、大ぜいの人が信じて主に立ち返
った。 二十二 この知らせが、エルサレムにある教会に
聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣し
た。 二十三 彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て
喜び、みなが心を堅く保って、常に主にとどまってい
るようにと励ました。 二十四 彼はりっぱな人物で、聖
霊と信仰に満ちている人であった。こうして、大ぜい
の人が主に導かれた。 二十五 バルナバはサウロを捜し
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にタルソへ行き、 二十六 彼に会って、アンテオケに連
れて来た。そして、まる一年の間、彼らは教会に集ま
り、大ぜいの人たちを教えた。弟子たちは、アンテオ
ケで初めて、キリスト者と呼ばれるようになった。

二十七 そのころ、預言者たちがエルサレムからアンテ
オケに下って来た。 二十八 その中のひとりでアガボと
いう人が立って、世界中に大ききんが起こると御霊に
よって預言したが、はたしてそれがクラウデオの治世
に起こった。 二十九 そこで、弟子たちは、それぞれの
力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援の物
を送ることに決めた。 三十 彼らはそれを実行して、バ
ルナバとサウロの手によって長老たちに送った。

そのころ、ヘロデ王は、教会の中のある
人々を苦しめようとして、その手を伸ば

し、 二 ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。 三 それが
ユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕
えにかかった。それは、種なしパンの祝いの時期であ
った。 四 ヘロデはペテロを捕えて牢に入れ、四人一組
の兵士四組に引き渡して監視させた。それは、過越の
祭りの後に、民の前に引き出す考えであったからであ
る。 五 こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教
会は彼のために、神に熱心に祈り続けていた。 六 とこ
ろでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペ
テロは二本の鎖につながれてふたりの兵士の間で寝て
おり、戸口には番兵たちが牢を監視していた。 七 する
と突然、主の御使いが現われ、光が牢を照らした。御
使いはペテロのわき腹をたたいて彼を起こし、「急い
で立ち上がりなさい。」と言った。すると、鎖が彼の
手から落ちた。 八 そして御使いが、「帯を締めて、く
つをはきなさい。」と言うので、彼はそのとおりにし
た。すると、「上着を着て、私について来なさい。」
と言った。 九 そこで、外に出て、御使いについて行っ
た。彼には御使いのしている事が現実の事だとはわか
らず、幻を見ているのだと思われた。 十 彼らが、第
一、第二の衛所を通り、町に通じる鉄の門まで来る
と、門がひとりでに開いた。そこで、彼らは外に出
て、ある通りを進んで行くと、御使いは、たちまち彼
を離れた。 十一 そのとき、ペテロは我に返って言っ
た。「今、確かにわかった。主は御使いを遣わして、
ヘロデの手から、また、ユダヤ人たちが待ち構えてい
たすべての災いから、私を救い出してくださったの
だ。」 十二 こうとわかったので、ペテロは、マルコと
呼ばれているヨハネの母マリヤの家へ行った。そこに
は大ぜいの人が集まって、祈っていた。 十三 彼が入口
の戸をたたくと、ロダという女中が応対に出て来た。
十四 ところが、ペテロの声だとわかると、喜びのあま
り門をあけもしないで、奥へ駆け込み、ペテロが門の
外に立っていることをみなに知らせた。 十五 彼らは、

「あなたは気が狂っているのだ。」と言ったが、彼女
はほんとうだと言い張った。そこで彼らは、「それは
彼の御使いだ。」と言っていた。 十六 しかし、ペテロ
はたたき続けていた。彼らが門をあけると、そこにペ
テロがいたので、非常に驚いた。 十七 しかし彼は、手
ぶりで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から
救い出してくださったかを、彼らに話して聞かせた。
それから、「このことをヤコブと兄弟たちに知らせて
ください。」と言って、ほかの所へ出て行った。

十八 さて、朝になると、ペテロはどうなったのかと、
兵士たちの間に大騒ぎが起こった。 十九 ヘロデは彼を
捜したが見つけることができないので、番兵たちを取
り調べ、彼らを処刑するように命じ、そして、ユダヤ
からカイザリヤに下って行って、そこに滞在した。

二十 さて、ヘロデはツロとシドンの人々に対して強
い敵意を抱いていた。そこで彼らはみなでそろって彼
をたずね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求め
た。その地方は王の国から食糧を得ていたからであ
る。 二十一 定められた日に、ヘロデは王服を着けて、
王座に着き、彼らに向かって演説を始めた。 二十二 そ
こで民衆は、「神の声だ。人間の声ではない。」と叫
び続けた。 二十三 するとたちまち、主の使いがヘロデ
を打った。ヘロデが神に栄光を帰さなかったからであ
る。彼は虫にかまれて息が絶えた。

二十四 主のみことばは、ますます盛んになり、広まっ
て行った。

二十五 任務を果たしたバルナバとサウロは、マルコ
と呼ばれるヨハネを連れて、エルサレムから帰って来
た。

さて、アンテオケには、そこにある教会
に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオ

ン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの乳兄弟マナエン、
サウロなどという預言者や教師がいた。 二 彼らが主を
礼拝し、断食をしていると、聖霊が、「バルナバとサ
ウロをわたしのために聖別して、わたしが召した任務
につかせなさい。」と言われた。 三 そこで彼らは、断
食と祈りをして、ふたりの上に手を置いてから、送り
出した。

四 ふたりは聖霊に遣わされて、セルキヤに下り、そ
こから船でキプロスに渡った。 五 サラミスに着くと、
ユダヤ人の諸会堂で神のことばを宣べ始めた。彼らは
ヨハネを助手として連れていた。 六 島全体を巡回し
て、パポスまで行ったところ、にせ預言者で、名をバ
ルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。 七 この
男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総
督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて、
神のことばを聞きたいと思っていた。 八 ところが、魔
術師エルマ（エルマという名を訳すと魔術師）は、ふ
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たりに反対して、総督を信仰の道から遠ざけようとし
た。 九 しかし、サウロ、別名でパウロは、聖霊に満た
され、彼をにらみつけて、 十 言った。「ああ、あらゆ
る偽りとよこしまに満ちた者、悪魔の子、すべての正
義の敵。おまえは、主のまっすぐな道を曲げることを
やめないのか。 十一 見よ。主の御手が今、おまえの上
にある。おまえは盲になって、しばらくの間、日の光
を見ることができなくなる。」と言った。するとたち
まち、かすみとやみが彼をおおったので、彼は手を引
いてくれる人を捜し回った。 十二 この出来事を見た総
督は、主の教えに驚嘆して信仰にはいった。

十三 パウロの一行は、パポスから船出して、パンフ
リヤのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れ
て、エルサレムに帰った。 十四 しかし彼らは、ペルガ
から進んでピシデヤのアンテオケに行き、安息日に会
堂にはいって席に着いた。 十五 律法と預言者の朗読が
あって後、会堂の管理者たちが、彼らのところに人を
やってこう言わせた。「兄弟たち。あなたがたのうち
どなたか、この人たちのために奨励のことばがあった
ら、どうぞお話しください。」 十六 そこでパウロが立
ち上がり、手を振りながら言った。「イスラエルの人
たち、ならびに神を恐れかしこむ方々。よく聞いてく
ださい。 十七 この民イスラエルの神は、私たちの先祖
たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこ
れを強大にし、御腕を高く上げて、彼らをその地から
導き出してくださいました。 十八 そして約四十年間、
荒野で彼らを養われました。 十九 それからカナンの地
で、七つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分
配されました。これが、約四百五十年間のことです。
二十 その後、預言者サムエルの時代までは、さばき人
たちをお遣わしになりました。 二十一 それから彼らが
王をほしがったので、神はベニヤミン族の人、キス
の子サウロを四十年間お与えになりました。 二十二 そ
れから、彼を退けて、ダビデを立てて王とされました
が、このダビデについてあかしして、こう言われまし
た。『わたしはエッサイの子ダビデを見いだした。彼
はわたしの心にかなった者で、わたしのこころを余す
ところなく実行する。』 二十三 神は、このダビデの子
孫から、約束に従って、イスラエルに救い主イエスを
お送りになりました。 二十四 この方がおいでになる前
に、ヨハネがイスラエルのすべての民に、前もって悔
い改めのバプテスマを宣べ伝えていました。 二十五 ヨ
ハネは、その一生を終えようとするころ、こう言いま
した。『あなたがたは、私をだれと思うのですか。私
はその方ではありません。ご覧なさい。その方は私の
あとからおいでになります。私は、その方のくつのひ
もを解く値うちもありません。』 二十六 兄弟の方々、
アブラハムの子孫の方々、ならびに皆さんの中で神

を恐れかしこむ方々。この救いのことばは、私たちに
送られているのです。 二十七 エルサレムに住む人々と
その指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日
ごとに読まれる預言者のことばを理解せず、イエス
を罪に定めて、その預言を成就させてしまいました。
二十八 そして、死罪に当たる何の理由も見いだせなか
ったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したので
す。 二十九 こうして、イエスについて書いてあること
を全部成し終えて後、イエスを十字架から取り降ろし
て墓の中に納めました。 三十 しかし、神はこの方を死
者の中からよみがえらせたのです。 三十一 イエスは、
ご自分といっしょにガリラヤからエルサレムに上った
人たちに、幾日もお現われになりました。きょう、そ
の人たちがこの民に対してイエスの証人となってい
ます。 三十二 私たちは、神が先祖たちに対してなされ
た約束について、あなたがたに良い知らせをしている
のです。 三十三 神は、イエスをよみがえらせ、それに
よって、私たち子孫にその約束を果たされました。詩
篇の第二篇に、『あなたは、わたしの子。きょう、わ
たしがあなたを生んだ。』と書いてあるとおりです。
三十四 神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もは
や朽ちることのない方とされたことについては、『わ
たしはダビデに約束した聖なる確かな祝福を、あな
たがたに与える。』というように言われていました。
三十五 ですから、ほかの所でこう言っておられます。
『あなたは、あなたの聖者を朽ち果てるままにはして
おかれない。』 三十六 ダビデは、その生きていた時代
において神のみこころに仕えて後、死んで先祖の仲間
に加えられ、ついに朽ち果てました。 三十七 しかし、
神がよみがえらせた方は、朽ちることがありませんで
した。 三十八 ですから、兄弟たち。あなたがたに罪の
赦しが宣べられているのはこの方によるということ
を、よく知っておいてください。 三十九 モーセの律法
によっては解放されることのできなかったすべての点
について、信じる者はみな、この方によって、解放さ
れるのです。 四十 ですから、預言者に言われているよ
うな事が、あなたがたの上に起こらないように気をつ
けなさい。
四十一 『見よ。あざける者たち。驚け。そして滅びよ。
わたしはおまえたちの時代に一つのことをする。
それは、おまえたちに、どんなに説明しても、
とうてい信じられないほどのことである。』」

四十二 ふたりが会堂を出るとき、人々は、次の安息日
にも同じことについて話してくれるように頼んだ。
四十三 会堂の集会が終わってからも、多くのユダヤ人
と神を敬う改宗者たちが、パウロとバルナバについて
来たので、ふたりは彼らと話し合って、いつまでも神
の恵みにとどまっているように勧めた。

使徒の働き 十三:九 118 使徒の働き 十三:四十三



十四

十五

四十四 次の安息日には、ほとんど町中の人が、神のこ
とばを聞きに集まって来た。 四十五 しかし、この群衆
を見たユダヤ人たちは、ねたみに燃え、パウロの話に
反対して、口ぎたなくののしった。 四十六 そこでパウ
ロとバルナバは、はっきりとこう宣言した。「神のこ
とばは、まずあなたがたに語られなければならなかっ
たのです。しかし、あなたがたはそれを拒んで、自分
自身を永遠のいのちにふさわしくない者と決めたので
す。見なさい。私たちは、これからは異邦人のほうへ
向かいます。 四十七 なぜなら、主は私たちに、こう命
じておられるからです。
『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。』」
四十八 異邦人たちは、それを聞いて喜び、主のみこと
ばを賛美した。そして、永遠のいのちに定められて
いた人たちは、みな、信仰にはいった。 四十九 こう
して、主のみことばは、この地方全体に広まった。
五十 ところが、ユダヤ人たちは、神を敬う貴婦人たち
や町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫
害させ、ふたりをその地方から追い出した。 五十一 ふ
たりは、彼らに対して足のちりを払い落として、イコ
ニオムへ行った。 五十二 弟子たちは喜びと聖霊に満た
されていた。

イコニオムでも、ふたりは連れ立ってユダ
ヤ人の会堂にはいり、話をすると、ユダヤ

人もギリシヤ人も大ぜいの人々が信仰にはいった。
二 しかし、信じようとしないユダヤ人たちは、異邦人
たちをそそのかして、兄弟たちに対し悪意を抱かせ
た。 三 それでも、ふたりは長らく滞在し、主によって
大胆に語った。主は、彼らの手にしるしと不思議なわ
ざを行なわせ、御恵みのことばの証明をされた。 四 と
ころが、町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人
の側につき、ある者は使徒たちの側についた。 五 異邦
人とユダヤ人が彼らの指導者たちといっしょになっ
て、使徒たちをはずかしめて、石打ちにしようと企て
たとき、 六 ふたりはそれを知って、ルカオニヤの町で
あるルステラとデルベ、およびその付近の地方に難を
避け、 七 そこで福音の宣教を続けた。

八 ルステラでのことであるが、ある足のきかない人
がすわっていた。彼は生まれながらの足なえで、歩い
たことがなかった。 九 この人がパウロの話すことに
耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、いやされ
る信仰があるのを見て、 十 大声で、「自分の足で、ま
っすぐに立ちなさい。」と言った。すると彼は飛び上
がって、歩き出した。 十一 パウロのしたことを見た群
衆は、声を張り上げ、ルカオニヤ語で、「神々が人間
の姿をとって、私たちのところにお下りになったの

だ。」と言った。 十二 そして、バルナバをゼウスと呼
び、パウロがおもに話す人であったので、パウロをヘ
ルメスと呼んだ。 十三 すると、町の門の前にあるゼウ
ス神殿の祭司は、雄牛数頭と花飾りを門の前に携え
て来て、群衆といっしょに、いけにえをささげようと
した。 十四 これを聞いた使徒たち、バルナバとパウロ
は、衣を裂いて、群衆の中に駆け込み、叫びながら、
十五 言った。「皆さん。どうしてこんなことをするの
ですか。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すべ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。 十六 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ことを許しておら
れました。 十七 とはいえ、ご自身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。」 十八 こう言って、ようやくのことで、群衆が彼
らにいけにえをささげるのをやめさせた。

十九 ところが、アンテオケとイコニオムからユダヤ
人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちに
し、死んだものと思って、町の外に引きずり出した。
二十 しかし、弟子たちがパウロを取り囲んでいると、
彼は立ち上がって町にはいって行った。その翌日、彼
はバルナバとともにデルベに向かった。 二十一 彼らは
その町で福音を宣べ、多くの人を弟子としてから、ル
ステラとイコニオムとアンテオケとに引き返して、
二十二 弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとど
まるように勧め、「私たちが神の国にはいるには、
多くの苦しみを経なければならない。」と言った。
二十三 また、彼らのために教会ごとに長老たちを選
び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に
ゆだねた。 二十四 ふたりはピシデヤを通ってパンフリ
ヤに着き、 二十五 ペルガでみことばを語ってから、ア
タリヤに下り、 二十六 そこから船でアンテオケに帰っ
た。そこは、彼らがいま成し遂げた働きのために、以
前神の恵みにゆだねられて送り出された所であった。
二十七 そこに着くと、教会の人々を集め、神が彼らと
ともにいて行なわれたすべてのことと、異邦人に信仰
の門を開いてくださったこととを報告した。 二十八 そ
して、彼らはかなり長い期間を弟子たちとともに過ご
した。

さて、ある人々がユダヤから下って来て、
兄弟たちに、「モーセの慣習に従って割礼

を受けなければ、あなたがたは救われない。」と教え
ていた。 二 そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激
しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバと、
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その仲間のうちの幾人かが、この問題について使徒た
ちや長老たちと話し合うために、エルサレムに上るこ
とになった。 三 彼らは教会の人々に見送られ、フェニ
キヤとサマリヤを通る道々で、異邦人の改宗のことを
詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びを
もたらした。 四 エルサレムに着くと、彼らは教会と使
徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らとともにいて
行なわれたことを、みなに報告した。 五 しかし、パリ
サイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、「異邦
人にも割礼を受けさせ、また、モーセの律法を守るこ
とを命じるべきである。」と言った。

六 そこで使徒たちと長老たちは、この問題を検討す
るために集まった。 七 激しい論争があって後、ペテ
ロが立ち上がって言った。「兄弟たち。ご存じのとお
り、神は初めのころ、あなたがたの間で事をお決めに
なり、異邦人が私の口から福音のことばを聞いて信じ
るようにされたのです。 八 そして、人の心の中を知っ
ておられる神は、私たちに与えられたと同じように
異邦人にも聖霊を与えて、彼らのためにあかしをし、
九 私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信
仰によってきよめてくださったのです。 十 それなの
に、なぜ、今あなたがたは、私たちの先祖も私たちも
負いきれなかったくびきを、あの弟子たちの首に掛け
て、神を試みようとするのです。 十一 私たちが主イエ
スの恵みによって救われたことを私たちは信じます
が、あの人たちもそうなのです。」

十二 すると、全会衆は沈黙してしまった。そして、
バルナバとパウロが、彼らを通して神が異邦人の間で
行なわれたしるしと不思議なわざについて話すのに、
耳を傾けた。 十三 ふたりが話し終えると、ヤコブがこ
う言った。「兄弟たち。私の言うことを聞いてくださ
い。 十四 神が初めに、どのように異邦人を顧みて、そ
の中から御名をもって呼ばれる民をお召しになったか
は、シメオンが説明したとおりです。 十五 預言者たち
のことばもこれと一致しており、それにはこう書いて
あります。
十六 『この後、わたしは帰って来て、
倒れたダビデの幕屋を建て直す。
すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、
それを元どおりにする。
十七 それは、残った人々、すなわち、
わたしの名で呼ばれる異邦人がみな、
主を求めるようになるためである。
十八 大昔からこれらのことを知らせておられる主が、
こう言われる。』
十九 そこで、私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩
ませてはいけません。 二十 ただ、偶像に供えて汚れた
物と不品行と絞め殺した物と血とを避けるように書き

送るべきだと思います。 二十一 昔から、町ごとにモー
セの律法を宣べる者がいて、それが安息日ごとに諸会
堂で読まれているからです。」

二十二 そこで使徒たちと長老たち、また、全教会も
ともに、彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバ
といっしょにアンテオケへ送ることを決議した。選
ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと
呼ばれるユダおよびシラスであった。 二十三 彼らはこ
の人たちに託して、こう書き送った。「使徒および長
老たちは、アンテオケ、シリヤ、キリキヤにいる異邦
人の兄弟たちに、あいさつをいたします。 二十四 私た
ちの中のある者たちが、私たちからは何も指示を受
けていないのに、いろいろなことを言ってあなたがた
を動揺させ、あなたがたの心を乱したことを聞きま
した。 二十五 そこで、私たちは人々を選び、私たちの
愛するバルナバおよびパウロといっしょに、あなたが
たのところへ送ることに衆議一決しました。 二十六 こ
のバルナバとパウロは、私たちの主イエス・キリス
トの御名のために、いのちを投げ出した人たちです。
二十七 こういうわけで、私たちはユダとシラスを送り
ました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはず
です。 二十八 聖霊と私たちは、次のぜひ必要な事のほ
かは、あなたがたにその上、どんな重荷も負わせない
ことを決めました。 二十九 すなわち、偶像に供えた物
と、血と、絞め殺した物と、不品行とを避けることで
す。これらのことを注意深く避けていれば、それで結
構です。以上。」

三十 さて、一行は送り出されて、アンテオケに下り、
教会の人々を集めて、手紙を手渡した。 三十一 それを
読んだ人々は、その励ましによって喜んだ。 三十二 ユ
ダもシラスも預言者であったので、多くのことばを
もって兄弟たちを励まし、また力づけた。 三十三 彼ら
は、しばらく滞在して後、兄弟たちの平安のあいさつ
に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰って
行った。 34 パウロとバルナバはアンテオケにとどま
って、ほかの多くの人々とともに、主のみことばを教
え、宣べ伝えた。

三十六 幾日かたって後、パウロはバルナバにこう言っ
た。「先に主のことばを伝えたすべての町々の兄弟た
ちのところに、またたずねて行って、どうしているか
見て来ようではありませんか。」 三十七 ところが、バ
ルナバは、マルコとも呼ばれるヨハネもいっしょに連
れて行くつもりであった。 三十八 しかしパウロは、パ
ンフリヤで一行から離れてしまい、仕事のために同行
しなかったような者はいっしょに連れて行かないほ
うがよいと考えた。 三十九 そして激しい反目となり、
その結果、互いに別行動をとることになって、バルナ
バはマルコを連れて、船でキプロスに渡って行った。
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四十 パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに
ゆだねられて出発した。 四十一 そして、シリヤおよび
キリキヤを通り、諸教会を力づけた。

それからパウロはデルベに、次いでルステ
ラに行った。そこにテモテという弟子がい

た。信者であるユダヤ婦人の子で、ギリシヤ人を父と
していたが、 二 ルステラとイコニオムとの兄弟たちの
間で評判の良い人であった。 三 パウロは、このテモテ
を連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人
の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシヤ人
であることを、みなが知っていたからである。 四 さ
て、彼らは町々を巡回して、エルサレムの使徒たちと
長老たちが決めた規定を守らせようと、人々にそれを
伝えた。 五 こうして諸教会は、その信仰を強められ、
日ごとに人数を増して行った。

六 それから彼らは、アジヤでみことばを語ることを
聖霊によって禁じられたので、フルギヤ・ガラテヤの
地方を通った。 七 こうしてムシヤに面した所に来たと
き、ビテニヤのほうに行こうとしたが、イエスの御霊
がそれをお許しにならなかった。 八 それでムシヤを通
って、トロアスに下った。 九 ある夜、パウロは幻を見
た。ひとりのマケドニヤ人が彼の前に立って、「マケ
ドニヤに渡って来て、私たちを助けてください。」と
懇願するのであった。 十 パウロがこの幻を見たとき、
私たちはただちにマケドニヤへ出かけることにした。
神が私たちを招いて、彼らに福音を宣べさせるのだ、
と確信したからである。

十一 そこで、私たちはトロアスから船に乗り、サモ
トラケに直航して、翌日ネアポリスに着いた。 十二 そ
れからピリピに行ったが、ここはマケドニヤのこの地
方第一の町で、植民都市であった。私たちはこの町に
幾日か滞在した。 十三 安息日に、私たちは町の門を出
て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を
おろして、集まった女たちに話した。 十四 テアテラ市
の紫布の商人で、神を敬う、ルデヤという女が聞いて
いたが、主は彼女の心を開いて、パウロの語る事に心
を留めるようにされた。 十五 そして、彼女も、またそ
の家族もバプテスマを受けたとき、彼女は、「私を主
に忠実な者とお思いでしたら、どうか、私の家に来て
お泊まりください。」と言って頼み、強いてそうさせ
た。

十六 私たちが祈り場に行く途中、占いの霊につかれ
た若い女奴隷に出会った。この女は占いをして、主人
たちに多くの利益を得させている者であった。 十七 彼
女はパウロと私たちのあとについて来て、「この人た
ちは、いと高き神のしもべたちで、救いの道をあなた
がたに宣べ伝えている人たちです。」と叫び続けた。
十八 幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロ

は、振り返ってその霊に、「イエス・キリストの御名
によって命じる。この女から出て行け。」と言った。
すると即座に、霊は出て行った。

十九 彼女の主人たちは、もうける望みがなくなった
のを見て、パウロとシラスを捕え、役人たちに訴え
るため広場へ引き立てて行った。 二十 そして、ふたり
を長官たちの前に引き出してこう言った。「この者
たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱
し、 二十一 ローマ人である私たちが、採用も実行もし
てはならない風習を宣伝しております。」 二十二 群衆
もふたりに反対して立ったので、長官たちは、ふたり
の着物をはいでむちで打つように命じ、 二十三 何度も
むちで打たせてから、ふたりを牢に入れて、看守には
厳重に番をするように命じた。 二十四 この命令を受け
た看守は、ふたりを奥の牢に入れ、足に足かせを掛
けた。 二十五 真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈り
つつ賛美の歌を歌っていると、ほかの囚人たちも聞
き入っていた。 二十六 ところが突然、大地震が起こっ
て、獄舎の土台が揺れ動き、たちまちとびらが全部あ
いて、みなの鎖が解けてしまった。 二十七 目をさまし
た看守は、見ると、牢のとびらがあいているので、囚
人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺
しようとした。 二十八 そこでパウロは大声で、「自害
してはいけない。私たちはみなここにいる。」と叫ん
だ。 二十九 看守はあかりを取り、駆け込んで来て、パ
ウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。 三十 そ
して、ふたりを外に連れ出して「先生がた。救われる
ためには、何をしなければなりませんか。」と言っ
た。 三十一 ふたりは、「主イエスを信じなさい。そう
すれば、あなたもあなたの家族も救われます。」と言
った。 三十二 そして、彼とその家の者全部に主のこと
ばを語った。 三十三 看守は、その夜、時を移さず、ふ
たりを引き取り、その打ち傷を洗った。そして、その
あとですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受け
た。 三十四 それから、ふたりをその家に案内して、食
事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを
心から喜んだ。

三十五 夜が明けると、長官たちは警吏たちを送って、
「あの人たちを釈放せよ。」と言わせた。 三十六 そこ
で看守は、この命令をパウロに伝えて、「長官たち
が、あなたがたを釈放するようにと、使いをよこし
ました。どうぞ、ここを出て、ご無事に行ってくださ
い。」と言った。 三十七 ところが、パウロは、警吏た
ちにこう言った。「彼らは、ローマ人である私たち
を、取り調べもせずに公衆の前でむち打ち、牢に入
れてしまいました。それなのに今になって、ひそかに
私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。
彼ら自身で出向いて来て、私たちを連れ出すべきで
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す。」 三十八 警吏たちは、このことばを長官たちに報
告した。すると長官たちは、ふたりがローマ人である
と聞いて恐れ、 三十九 自分で出向いて来て、わびを言
い、ふたりを外に出して、町から立ち去ってくれるよ
うに頼んだ。 四十 牢を出たふたりは、ルデヤの家に行
った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出
て行った。

彼らはアムピポリスとアポロニヤを通っ
て、テサロニケへ行った。そこには、ユダ

ヤ人の会堂があった。 二 パウロはいつもしているよう
に、会堂にはいって行って、三つの安息日にわたり、
聖書に基づいて彼らと論じた。 三 そして、キリストは
苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければなら
ないことを説明し、また論証して、「私があなたがた
に伝えているこのイエスこそ、キリストなのです。」
と言った。 四 彼らのうちの幾人かはよくわかって、パ
ウロとシラスに従った。またほかに、神を敬うギリシ
ヤ人が大ぜいおり、貴婦人たちも少なくなかった。
五 ところが、ねたみにかられたユダヤ人は、町のなら
ず者をかり集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤ
ソンの家を襲い、ふたりを人々の前に引き出そうとし
て捜した。 六 しかし、見つからないので、ヤソンと兄
弟たちの幾人かを、町の役人たちのところへひっぱっ
て行き、大声でこう言った。「世界中を騒がせて来た
者たちが、ここにもはいり込んでいます。 七 それをヤ
ソンが家に迎え入れたのです。彼らはみな、イエスと
いう別の王がいると言って、カイザルの詔勅にそむく
行ないをしているのです。」 八 こうして、それを聞い
た群衆と町の役人たちとを不安に陥れた。 九 彼らは、
ヤソンとそのほかの者たちから保証金を取ったうえで
釈放した。

十 兄弟たちは、すぐさま、夜のうちにパウロとシラ
スをベレヤへ送り出した。ふたりはそこに着くと、ユ
ダヤ人の会堂にはいって行った。 十一 ここのユダヤ人
は、テサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非
常に熱心にみことばを聞き、はたしてそのとおりかど
うかと毎日聖書を調べた。 十二 そのため、彼らのうち
の多くの者が信仰にはいった。その中にはギリシヤ
の貴婦人や男子も少なくなかった。 十三 ところが、テ
サロニケのユダヤ人たちは、パウロがベレヤでも神
のことばを伝えていることを知り、ここにもやって来
て、群衆を扇動して騒ぎを起こした。 十四 そこで兄弟
たちは、ただちにパウロを送り出して海べまで行か
せたが、シラスとテモテはベレヤに踏みとどまった。
十五 パウロを案内した人たちは、彼をアテネまで連れ
て行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るよ
うに、という命令を受けて、帰って行った。

十六 さて、アテネでふたりを待っていたパウロは、
町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた。
十七 そこでパウロは、会堂ではユダヤ人や神を敬う人
たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと
論じた。 十八 エピクロス派とストア派の哲学者たちも
幾人かいて、パウロと論じ合っていたが、その中のあ
る者たちは、「このおしゃべりは、何を言うつもりな
のか。」と言い、ほかの者たちは、「彼は外国の神々
を伝えているらしい。」と言った。パウロがイエスと
復活とを宣べ伝えたからである。 十九 そこで彼らは、
パウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。
「あなたの語っているその新しい教えがどんなもの
であるか、知らせていただけませんか。 二十 私たちに
とっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが
いったいどんなものか、私たちは知りたいのです。」
二十一 アテネ人も、そこに住む外国人もみな、何か耳
新しいことを話したり、聞いたりすることだけで、日
を過ごしていた。 二十二 そこでパウロは、アレオパゴ
スの真中に立って言った。「アテネの人たち。あらゆ
る点から見て、私はあなたがたを宗教心にあつい方々
だと見ております。 二十三 私が道を通りながら、あな
たがたの拝むものをよく見ているうちに、『知られな
い神に。』と刻まれた祭壇があるのを見つけました。
そこで、あなたがたが知らずに拝んでいるものを、教
えましょう。 二十四 この世界とその中にあるすべての
ものをお造りになった神は、天地の主ですから、手で
こしらえた宮などにはお住みになりません。 二十五 ま
た、何かに不自由なことでもあるかのように、人の手
によって仕えられる必要はありません。神は、すべて
の人に、いのちと息と万物とをお与えになった方だ
からです。 二十六 神は、ひとりの人からすべての国の
人々を造り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに
決められた時代と、その住まいの境界とをお定めにな
りました。 二十七 これは、神を求めさせるためであっ
て、もし探り求めることでもあるなら、神を見いだす
こともあるのです。確かに、神は、私たちひとりひと
りから遠く離れてはおられません。 二十八 私たちは、
神の中に生き、動き、また存在しているのです。あな
たがたのある詩人たちも、『私たちもまたその子孫で
ある。』と言ったとおりです。 二十九 そのように私た
ちは神の子孫ですから、神を、人間の技術や工夫で造
った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけま
せん。 三十 神は、そのような無知の時代を見過ごして
おられましたが、今は、どこででもすべての人に悔い
改めを命じておられます。 三十一 なぜなら、神は、お
立てになったひとりの人により義をもってこの世界を
さばくため、日を決めておられるからです。そして、
その方を死者の中からよみがえらせることによって、
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十九

このことの確証をすべての人にお与えになったので
す。」

三十二 死者の復活のことを聞くと、ある者たちはあ
ざ笑い、ほかの者たちは、「このことについては、ま
たいつか聞くことにしよう。」と言った。 三十三 こう
して、パウロは彼らの中から出て行った。 三十四 しか
し、彼につき従って信仰にはいった人たちもいた。そ
れは、アレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスと
いう女、その他の人々であった。

その後、パウロはアテネを去って、コリン
トへ行った。 二 ここで、アクラというポ

ント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会
った。クラウデオ帝が、すべてのユダヤ人をローマか
ら退去させるように命令したため、近ごろイタリヤか
ら来ていたのである。パウロはふたりのところに行
き、 三 自分も同業者であったので、その家に住んでい
っしょに仕事をした。彼らの職業は天幕作りであっ
た。 四 パウロは安息日ごとに会堂で論じ、ユダヤ人と
ギリシヤ人を承服させようとした。

五 そして、シラスとテモテがマケドニヤから下って
来ると、パウロはみことばを教えることに専念し、イ
エスがキリストであることを、ユダヤ人たちにはっき
りと宣言した。 六 しかし、彼らが反抗して暴言を吐い
たので、パウロは着物を振り払って、「あなたがたの
血は、あなたがたの頭上にふりかかれ。私には責任が
ない。今から私は異邦人のほうに行く。」と言った。
七 そして、そこを去って、神を敬うテテオ・ユストと
いう人の家に行った。その家は会堂の隣であった。
八 会堂管理者クリスポは、一家をあげて主を信じた。
また、多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを
受けた。 九 ある夜、主は幻によってパウロに、「恐れ
ないで、語り続けなさい。黙ってはいけない。 十 わ
たしがあなたとともにいるのだ。だれもあなたを襲っ
て、危害を加える者はない。この町には、わたしの民
がたくさんいるから。」と言われた。 十一 そこでパウ
ロは、一年半ここに腰を据えて、彼らの間で神のこと
ばを教え続けた。

十二 ところが、ガリオがアカヤの地方総督であった
とき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を
法廷に引いて行って、 十三 「この人は、律法にそむい
て神を拝むことを、人々に説き勧めています。」と訴
えた。 十四 パウロが口を開こうとすると、ガリオはユ
ダヤ人に向かってこう言った。「ユダヤ人の諸君。不
正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然、あな
たがたの訴えを取り上げもしようが、 十五 あなたがた
の、ことばや名称や律法に関する問題であるなら、自
分たちで始末をつけるのがよかろう。私はそのような
ことの裁判官にはなりたくない。」 十六 こうして、彼

らを法廷から追い出した。 十七 そこで、みなの者は、
会堂管理者ソステネを捕え、法廷の前で打ちたたい
た。ガリオは、そのようなことは少しも気にしなかっ
た。

十八 パウロは、なお長らく滞在してから、兄弟たち
に別れを告げて、シリヤへ向けて出帆した。プリスキ
ラとアクラも同行した。パウロは一つの誓願を立て
ていたので、ケンクレヤで髪をそった。 十九 彼らがエ
ペソに着くと、パウロはふたりをそこに残し、自分だ
け会堂にはいって、ユダヤ人たちと論じた。 二十 人々
は、もっと長くとどまるように頼んだが、彼は聞き入
れないで、 二十一 「神のみこころなら、またあなたが
たのところに帰って来ます。」と言って別れを告げ、
エペソから船出した。

二十二 それからカイザリヤに上陸してエルサレムに
上り、教会にあいさつしてからアンテオケに下って行
った。 二十三 そこにしばらくいてから、彼はまた出発
し、ガラテヤの地方およびフルギヤを次々に巡って、
すべての弟子たちを力づけた。

二十四 さて、アレキサンドリヤの生まれで、雄弁なア
ポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通
じていた。 二十五 この人は、主の道の教えを受け、霊
に燃えて、イエスのことを正確に語り、また教えてい
たが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。
二十六 彼は会堂で大胆に話し始めた。それを聞いてい
たプリスキラとアクラは、彼を招き入れて、神の道を
もっと正確に彼に説明した。 二十七 そして、アポロが
アカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼
を励まし、そこの弟子たちに、彼を歓迎してくれるよ
うにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵み
によって信者になっていた人たちを大いに助けた。
二十八 彼は聖書によって、イエスがキリストであること
を証明して、力強く、公然とユダヤ人たちを論破した
からである。

アポロがコリントにいた間に、パウロは奥
地を通ってエペソに来た。そして幾人かの

弟子に出会って、 二 「信じたとき、聖霊を受けました
か。」と尋ねると、彼らは、「いいえ、聖霊の与えら
れることは、聞きもしませんでした。」と答えた。
三 「では、どんなバプテスマを受けたのですか。」と
言うと、「ヨハネのバプテスマです。」と答えた。
四 そこで、パウロは、「ヨハネは、自分のあとに来ら
れるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めの
バプテスマを授けたのです。」と言った。 五 これを聞
いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマ
を受けた。 六 パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖
霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、預言をし
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たりした。 七 その人々は、みなで十二人ほどであっ
た。

八 それから、パウロは会堂にはいって、三か月の間
大胆に語り、神の国について論じて、彼らを説得しよ
うと努めた。 九 しかし、ある者たちが心をかたくな
にして聞き入れず、会衆の前で、この道をののしった
ので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退か
せて、毎日ツラノの講堂で論じた。 十 これが二年の間
続いたので、アジヤに住む者はみな、ユダヤ人もギリ
シヤ人も主のことばを聞いた。 十一 神はパウロの手に
よって驚くべき奇蹟を行なわれた。 十二 パウロの身に
着けている手ぬぐいや前掛けをはずして病人に当て
ると、その病気は去り、悪霊は出て行った。 十三 とこ
ろが、諸国を巡回しているユダヤ人の魔よけ祈祷師の
中のある者たちも、ためしに、悪霊につかれている者
に向かって主イエスの御名をとなえ、「パウロの宣べ
伝えているイエスによって、おまえたちに命じる。」
と言ってみた。 十四 そういうことをしたのは、ユダヤ
の祭司長スケワという人の七人の息子たちであった。
十五 すると悪霊が答えて、「自分はイエスを知ってい
るし、パウロもよく知っている。けれどおまえたちは
何者だ。」と言った。 十六 そして悪霊につかれている
人は、彼らに飛びかかり、ふたりの者を押えつけて、
みなを打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負っ
てその家を逃げ出した。 十七 このことがエペソに住む
ユダヤ人とギリシヤ人の全部に知れ渡ったので、み
な恐れを感じて、主イエスの御名をあがめるようにな
った。 十八 そして、信仰にはいった人たちの中から多
くの者がやって来て、自分たちのしていることをさら
け出して告白した。 十九 また魔術を行なっていた多く
の者が、その書物をかかえて来て、みなの前で焼き捨
てた。その値段を合計してみると、銀貨五万枚になっ
た。 二十 こうして、主のことばは驚くほど広まり、ま
すます力強くなって行った。

二十一 これらのことが一段落すると、パウロは御霊の
示しにより、マケドニヤとアカヤを通ったあとでエル
サレムに行くことにした。そして、「私はそこに行っ
てから、ローマも見なければならない。」と言った。
二十二 そこで、自分に仕えている者の中からテモテと
エラストのふたりをマケドニヤに送り出したが、パウ
ロ自身は、なおしばらくアジヤにとどまっていた。

二十三 そのころ、この道のことから、ただならぬ騒
動が持ち上がった。 二十四 それというのは、デメテリ
オという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型
を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、
二十五 彼が、その職人たちや、同業の者たちをも集め
て、こう言ったからである。「皆さん。ご承知のよう
に、私たちが繁盛しているのは、この仕事のおかげで

す。 二十六 ところが、皆さんが見てもいるし聞いても
いるように、あのパウロが、手で作った物など神では
ないと言って、エペソばかりか、ほとんどアジヤ全体
にわたって、大ぜいの人々を説き伏せ、迷わせている
のです。 二十七 これでは、私たちのこの仕事も信用を
失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も
顧みられなくなり、全アジヤ、全世界の拝むこの大女
神のご威光も地に落ちてしまいそうです。」 二十八 そ
う聞いて、彼らは大いに怒り、「偉大なのはエペソ人
のアルテミスだ。」と叫び始めた。 二十九 そして、町
中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケ
ドニヤ人ガイオとアリスタルコを捕え、一団となっ
て劇場へなだれ込んだ。 三十 パウロは、その集団の中
にはいって行こうとしたが、弟子たちがそうさせなか
った。 三十一 アジヤ州の高官で、パウロの友人である
人たちも、彼に使いを送って、劇場にはいらないよう
に頼んだ。 三十二 ところで、集会は混乱状態に陥り、
大多数の者は、なぜ集まったのかさえ知らなかった
ので、ある者はこのことを叫び、ほかの者は別のこと
を叫んでいた。 三十三 ユダヤ人たちがアレキサンデル
という者を前に押し出したので、群衆の中のある人た
ちが彼を促すと、彼は手を振って、会衆に弁明しよう
とした。 三十四 しかし、彼がユダヤ人だとわかると、
みなの者がいっせいに声をあげ、「偉大なのはエペソ
人のアルテミスだ。」と二時間ばかりも叫び続けた。
三十五 町の書記役は、群衆を押し静めてこう言った。
「エペソの皆さん。エペソの町が、大女神アルテミス
と天から下ったそのご神体との守護者であることを知
らない者が、いったいいるでしょうか。 三十六 これは
否定できない事実ですから、皆さんは静かにして、軽
はずみなことをしないようにしなければいけません。
三十七 皆さんがここに引き連れて来たこの人たちは、
宮を汚した者でもなく、私たちの女神をそしった者
でもないのです。 三十八 それで、もしデメテリオとそ
の仲間の職人たちが、だれかに文句があるのなら、裁
判の日があるし、地方総督たちもいることですから、
互いに訴え出たらよいのです。 三十九 もしあなたがた
に、これ以上何か要求することがあるなら、正式の議
会で決めてもらわなければいけません。 四十 きょうの
事件については、正当な理由がないのですから、騒擾
罪に問われる恐れがあります。その点に関しては、私
たちはこの騒動の弁護はできません。」 四十一 こう言
って、その集まりを解散させた。

騒ぎが治まると、パウロは弟子たちを呼び
集めて励まし、別れを告げて、マケドニヤ

へ向かって出発した。 二 そして、その地方を通り、多
くの勧めをして兄弟たちを励ましてから、ギリシヤに
来た。 三 パウロはここで三か月を過ごしたが、そこか
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二十一

らシリヤに向けて船出しようというときに、彼に対す
るユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニヤを経
て帰ることにした。 四 プロの子であるベレヤ人ソパテ
ロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人
ガイオ、テモテ、アジヤ人テキコとトロピモは、パウ
ロに同行していたが、 五 彼らは先発して、トロアスで
私たちを待っていた。 六 種なしパンの祝いが過ぎてか
ら、私たちはピリピから船出し、五日かかってトロア
スで彼らと落ち合い、そこに七日間滞在した。

七 週の初めの日に、私たちはパンを裂くために集ま
った。そのときパウロは、翌日出発することにしてい
たので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。 八 私
たちが集まっていた屋上の間には、ともしびがたくさ
んともしてあった。 九 ユテコというひとりの青年が窓
のところに腰を掛けていたが、ひどく眠けがさし、パ
ウロの話が長く続くので、とうとう眠り込んでしまっ
て、三階から下に落ちた。抱き起こしてみると、もう
死んでいた。 十 パウロは降りて来て、彼の上に身をか
がめ、彼を抱きかかえて、「心配することはない。ま
だいのちがあります。」と言った。 十一 そして、また
上がって行き、パンを裂いて食べてから、明け方まで
長く話し合って、それから出発した。 十二 人々は生き
返った青年を家に連れて行き、ひとかたならず慰めら
れた。

十三 さて、私たちは先に船に乗り込んで、アソスに
向けて出帆した。そしてアソスでパウロを船に乗せる
ことにしていた。パウロが、自分は陸路をとるつもり
で、そう決めておいたからである。 十四 こうして、パ
ウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に
乗せてミテレネに着いた。 十五 そこから出帆して、翌
日キヨスの沖に達し、次の日サモスに立ち寄り、その
翌日ミレトに着いた。 十六 それはパウロが、アジヤで
時間を取られないようにと、エペソには寄港しないで
行くことに決めていたからである。彼は、できれば五
旬節の日にはエルサレムに着いていたい、と旅路を急
いでいたのである。

十七 パウロは、ミレトからエペソに使いを送って、
教会の長老たちを呼んだ。 十八 彼らが集まって来たと
き、パウロはこう言った。

「皆さんは、私がアジヤに足を踏み入れた最初の日
から、私がいつもどんなふうにあなたがたと過ごし
て来たか、よくご存じです。 十九 私は謙遜の限りを尽
くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀によりわが
身にふりかかる数々の試練の中で、主に仕えました。
二十 益になることは、少しもためらわず、あなたがた
に知らせました。人々の前でも、家々でも、あなたが
たを教え、 二十一 ユダヤ人にもギリシヤ人にも、神に
対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰

とをはっきりと主張したのです。 二十二 いま私は、心
を縛られて、エルサレムに上る途中です。そこで私に
どんなことが起こるのかわかりません。 二十三 ただわ
かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと
あかしされて、なわめと苦しみが私を待っていると
言われることです。 二十四 けれども、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。 二十五 皆さん。御国を宣べ伝えてあなたがたの中
を巡回した私の顔を、あなたがたはもう二度と見るこ
とがないことを、いま私は知っています。 二十六 です
から、私はきょうここで、あなたがたに宣言します。
私は、すべての人たちが受けるさばきについて責任
がありません。 二十七 私は、神のご計画の全体を、余
すところなくあなたがたに知らせておいたからです。
二十八 あなたがたは自分自身と群れの全体とに気を配
りなさい。聖霊は、神がご自身の血をもって買い取ら
れた神の教会を牧させるために、あなたがたを群れの
監督にお立てになったのです。 二十九 私が出発したあ
と、狂暴な狼があなたがたの中にはいり込んで来て、
群れを荒らし回ることを、私は知っています。 三十 あ
なたがた自身の中からも、いろいろな曲がったことを
語って、弟子たちを自分のほうに引き込もうとする者
たちが起こるでしょう。 三十一 ですから、目をさまし
ていなさい。私が三年の間、夜も昼も、涙とともにあ
なたがたひとりひとりを訓戒し続けて来たことを、思
い出してください。 三十二 いま私は、あなたがたを神
とその恵みのみことばとにゆだねます。みことばは、
あなたがたを育成し、すべての聖別された人々の中に
あって御国を継がせることができるのです。 三十三 私
は、人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。
三十四 あなたがた自身が知っているとおり、この両手
は、私の必要のためにも、私とともにいる人たちの
ためにも、働いて来ました。 三十五 このように労苦し
て弱い者を助けなければならないこと、また、主イエ
スご自身が、『受けるよりも与えるほうが幸いであ
る。』と言われたみことばを思い出すべきことを、私
は、万事につけ、あなたがたに示して来たのです。」

三十六 こう言い終わって、パウロはひざまずき、みな
の者とともに祈った。 三十七 みなは声をあげて泣き、
パウロの首を抱いて幾度も口づけし、 三十八 彼が、
「もう二度と私の顔を見ることがないでしょう。」と
言ったことばによって、特に心を痛めた。それから、
彼らはパウロを船まで見送った。

私たちは彼らと別れて出帆し、コスに
直航し、翌日ロドスに着き、そこから

パタラに渡った。 二 そこにはフェニキヤ行きの船があ
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ったので、それに乗って出帆した。 三 やがてキプロス
が見えて来たが、それを左にして、シリヤに向かって
航海を続け、ツロに上陸した。ここで船荷を降ろすこ
とになっていたからである。 四 私たちは弟子たちを見
つけ出して、そこに七日間滞在した。彼らは、御霊に
示されて、エルサレムに上らぬようにと、しきりにパ
ウロに忠告した。 五 しかし、滞在の日数が尽きると、
私たちはそこを出て、旅を続けることにした。彼らは
みな、妻や子どももいっしょに、町はずれまで私たち
を送って来た。そして、ともに海岸にひざまずいて祈
ってから、私たちは互いに別れを告げた。 六 それから
私たちは船に乗り込み、彼らは家へ帰って行った。

七 私たちはツロからの航海を終えて、トレマイに着
いた。そこの兄弟たちにあいさつをして、彼らのとこ
ろに一日滞在した。 八 翌日そこを立って、カイザリヤ
に着き、あの七人のひとりである伝道者ピリポの家に
はいって、そこに滞在した。 九 この人には、預言する
四人の未婚の娘がいた。 十 幾日かそこに滞在してい
ると、アガボという預言者がユダヤから下って来た。
十一 彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、
自分の両手と両足を縛って、「『この帯の持ち主は、
エルサレムでユダヤ人に、こんなふうに縛られ、異邦
人の手に渡される。』と聖霊がお告げになっていま
す。」と言った。 十二 私たちはこれを聞いて、土地の
人たちといっしょになって、パウロに、エルサレムに
は上らないよう頼んだ。 十三 するとパウロは、「あな
たがたは、泣いたり、私の心をくじいたりして、いっ
たい何をしているのですか。私は、主イエスの御名の
ためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、
死ぬことさえも覚悟しています。」と答えた。 十四 彼
が聞き入れようとしないので、私たちは、「主のみこ
ころのままに。」と言って、黙ってしまった。

十五 こうして数日たつと、私たちは旅仕度をして、
エルサレムに上った。 十六 カイザリヤの弟子たちも幾
人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロ
ス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそ
こに泊まることになっていたのである。

十七 エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たち
を迎えてくれた。 十八 次の日、パウロは私たちを連れ
て、ヤコブを訪問した。そこには長老たちがみな集ま
っていた。 十九 彼らにあいさつしてから、パウロは彼
の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを、
一つ一つ話しだした。 二十 彼らはそれを聞いて神を
ほめたたえ、パウロにこう言った。「兄弟よ。ご承知
のように、ユダヤ人の中で信仰にはいっている者は
幾万となくありますが、みな律法に熱心な人たちで
す。 二十一 ところで、彼らが聞かされていることは、
あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に、子ど

もに割礼を施すな、慣習に従って歩むな、と言って、
モーセにそむくように教えているということなので
す。 二十二 それで、どうしましょうか。あなたが来た
ことは、必ず彼らの耳にはいるでしょう。 二十三 です
から、私たちの言うとおりにしてください。私たち
の中に誓願を立てている者が四人います。 二十四 この
人たちを連れて、あなたも彼らといっしょに身を清
め、彼らが頭をそる費用を出してやりなさい。そう
すれば、あなたについて聞かされていることは根も
葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩ん
でいることが、みなにわかるでしょう。 二十五 信仰に
はいった異邦人に関しては、偶像の神に供えた肉と、
血と、絞め殺した物と、不品行とを避けるべきである
と決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きま
した。」 二十六 そこで、パウロはその人たちを引き連
れ、翌日、ともに身を清めて宮にはいり、清めの期間
が終わって、ひとりひとりのために供え物をささげる
日時を告げた。

二十七 ところが、その七日がほとんど終わろうとして
いたころ、アジヤから来たユダヤ人たちは、パウロが
宮にいるのを見ると、全群衆をあおりたて、彼に手を
かけて、 二十八 こう叫んだ。「イスラエルの人々。手
を貸してください。この男は、この民と、律法と、こ
の場所に逆らうことを、至る所ですべての人に教えて
いる者です。そのうえ、ギリシヤ人を宮の中に連れ込
んで、この神聖な場所をけがしています。」 二十九 彼
らは前にエペソ人トロピモが町でパウロといっしょ
にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込
んだのだと思ったのである。 三十 そこで町中が大騒ぎ
になり、人々は殺到してパウロを捕え、宮の外へ引き
ずり出した。そして、ただちに宮の門が閉じられた。
三十一 彼らがパウロを殺そうとしていたとき、エルサ
レム中が混乱状態に陥っているという報告が、ローマ
軍の千人隊長に届いた。 三十二 彼はただちに、兵士た
ちと百人隊長たちとを率いて、彼らのところに駆けつ
けた。人々は千人隊長と兵士たちを見て、パウロを打
つのをやめた。 三十三 千人隊長は近づいてパウロを捕
え、二つの鎖につなぐように命じたうえ、パウロが何
者なのか、何をしたのか、と尋ねた。 三十四 しかし、
群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒
がしさのために確かなことがわからなかった。そこで
千人隊長は、パウロを兵営に連れて行くように命令し
た。 三十五 パウロが階段にさしかかったときには、群
衆の暴行を避けるために、兵士たちが彼をかつぎ上げ
なければならなかった。 三十六 大ぜいの群衆が「彼を
除け。」と叫びながら、ついて来たからである。

三十七 兵営の中に連れ込まれようとしたとき、パウ
ロが千人隊長に、「一言お話ししてもよいでしょう
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二十二

二十三

か。」と尋ねると、千人隊長は、「あなたはギリシヤ
語を知っているのか。 三十八 するとあなたは、以前暴
動を起こして、四千人の刺客を荒野に引き連れて逃
げた、あのエジプト人ではないのか。」と言った。
三十九 パウロは答えた。「私はキリキヤのタルソ出身
のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いで
す。この人々に話をさせてください。」 四十 千人隊長
がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆
に向かって手を振った。そして、すっかり静かになっ
たとき、彼はヘブル語で次のように話した。

「兄弟たち、父たちよ。いま私が皆さ
んにしようとする弁明を聞いてくださ

い。」
二 パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々

はますます静粛になった。そこでパウロは話し続け
た。

三 「私はキリキヤのタルソで生まれたユダヤ人です
が、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの
先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さん
と同じように、神に対して熱心な者でした。 四 私はこ
の道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも
至らせたのです。 五 このことは、大祭司も、長老たち
の全議会も証言してくれます。この人たちから、私は
兄弟たちへあてた手紙までも受け取り、ダマスコへ向
かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、
エルサレムに連れて来て処罰するためでした。 六 と
ころが、旅を続けて、真昼ごろダマスコに近づいたと
き、突然、天からまばゆい光が私の回りを照らしたの
です。 七 私は地に倒れ、『サウロ、サウロ。なぜわた
しを迫害するのか。』という声を聞きました。 八 そこ
で私が答えて、『主よ。あなたはどなたですか。』と
言うと、その方は、『わたしは、あなたが迫害してい
るナザレのイエスだ。』と言われました。 九 私といっ
しょにいた者たちは、その光は見たのですが、私に語
っている方の声は聞き分けられませんでした。 十 私
が、『主よ。私はどうしたらよいのでしょうか。』と
尋ねると、主は私に、『起きて、ダマスコに行きなさ
い。あなたがするように決められていることはみな、
そこで告げられる。』と言われました。 十一 ところ
が、その光の輝きのために、私の目は何も見えなかっ
たので、いっしょにいた者たちに手を引かれてダマス
コにはいりました。 十二 すると、律法を重んじる敬虔
な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いア
ナニヤという人が、 十三 私のところに来て、そばに立
ち、『兄弟サウロ。見えるようになりなさい。』と言
いました。すると、そのとき、私はその人が見えるよ
うになりました。 十四 彼はこう言いました。『私たち
の先祖の神は、あなたにみこころを知らせ、義なる方

を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定
めになったのです。 十五 あなたはその方のために、す
べての人に対して、あなたの見たこと、聞いたことの
証人とされるのですから。 十六 さあ、なぜためらって
いるのですか。立ちなさい。その御名を呼んでバプテ
スマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。』 十七 こう
して私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと、夢
ごこちになり、 十八 主を見たのです。主は言われまし
た。『急いで、早くエルサレムを離れなさい。人々が
わたしについてのあなたのあかしを受け入れないか
らです。』 十九 そこで私は答えました。『主よ。私が
どの会堂ででも、あなたの信者を牢に入れたり、むち
打ったりしていたことを、彼らはよく知っています。
二十 また、あなたの証人ステパノの血が流されたと
き、私もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者
たちの着物の番をしていたのです。』 二十一 すると、
主は私に、『行きなさい。わたしはあなたを遠く、異
邦人に遣わす。』と言われました。」

二十二 人々は、彼の話をここまで聞いていたが、こ
のとき声を張り上げて、「こんな男は、地上から除い
てしまえ。生かしておくべきではない。」と言った。
二十三 そして、人々がわめき立て、着物を放り投げ、ち
りを空中にまき散らすので、 二十四 千人隊長はパウロ
を兵営の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこの
ようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、
彼をむち打って取り調べるようにと言った。 二十五 彼
らがむちを当てるためにパウロを縛ったとき、パウロ
はそばに立っている百人隊長に言った。「ローマ市民
である者を、裁判にもかけずに、むち打ってよいので
すか。」 二十六 これを聞いた百人隊長は、千人隊長の
ところに行って報告し、「どうなさいますか。あの人
はローマ人です。」と言った。 二十七 千人隊長はパウ
ロのところに来て、「あなたはローマ市民なのか、私
に言ってくれ。」と言った。パウロは「そうです。」
と言った。 二十八 すると、千人隊長は、「私はたくさ
んの金を出して、この市民権を買ったのだ。」と言っ
た。そこでパウロは、「私は生まれながらの市民で
す。」と言った。 二十九 このため、パウロを取り調べ
ようとしていた者たちは、すぐにパウロから身を引い
た。また千人隊長も、パウロがローマ市民だとわかる
と、彼を鎖につないでいたので、恐れた。

三十 その翌日、千人隊長は、パウロがなぜユダヤ人
に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖
を解いてやり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、パ
ウロを連れて行って、彼らの前に立たせた。

パ ウ ロ は 議 会 を 見 つ め て、 こ う 言 っ
た。「兄弟たちよ。私は今日まで、全

く き よ い 良 心 を も っ て、 神 の 前 に 生 活 し て 来 ま し
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二十四

た。」 二 すると大祭司アナニヤは、パウロのそばに
立っている者たちに、彼の口を打てと命じた。 三 そ
のとき、パウロはアナニヤに向かってこう言った。
「ああ、白く塗った壁。神があなたを打たれる。あな
たは、律法に従って私をさばく座に着きながら、律法
にそむいて、私を打てと命じるのですか。」 四 すると
そばに立っている者たちが、「あなたは神の大祭司を
ののしるのか。」と言ったので、 五 パウロが言った。
「兄弟たち。私は彼が大祭司だとは知らなかった。確
かに、『あなたの民の指導者を悪く言ってはいけな
い。』と書いてあります。」 六 しかし、パウロは、彼
らの一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるの
を見て取って、議会の中でこう叫んだ。「兄弟たち。
私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死
者の復活という望みのことで、さばきを受けているの
です。」 七 彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人
との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。
八 サドカイ人は、復活はなく、御使いも霊もないと言
い、パリサイ人は、どちらもあると言っていたからで
ある。 九 騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派の
ある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、「私
たちは、この人に何の悪い点も見いださない。もしか
したら、霊か御使いかが、彼に語りかけたのかもしれ
ない。」と言った。 十 論争がますます激しくなったの
で、千人隊長は、パウロが彼らに引き裂かれてしまう
のではないかと心配し、兵隊に、下に降りて行って、
パウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れ
て来るように命じた。

十一 その夜、主がパウロのそばに立って、「勇気を
出しなさい。あなたは、エルサレムでわたしのことを
あかししたように、ローマでもあかしをしなければな
らない。」と言われた。

十二 夜が明けると、ユダヤ人たちは徒党を組み、パ
ウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合っ
た。 十三 この陰謀に加わった者は、四十人以上であっ
た。 十四 彼らは、祭司長たち、長老たちのところに行
って、こう言った。「私たちは、パウロを殺すまでは
何も食べない、と堅く誓い合いました。 十五 そこで、
今あなたがたは議会と組んで、パウロのことをもっ
と詳しく調べるふりをして、彼をあなたがたのところ
に連れて来るように千人隊長に願い出てください。
私たちのほうでは、彼がそこに近づく前に殺す手は
ずにしています。」 十六 ところが、パウロの姉妹の子
が、この待ち伏せのことを耳にし、兵営にはいってパ
ウロにそれを知らせた。 十七 そこでパウロは、百人隊
長のひとりを呼んで、「この青年を千人隊長のところ
に連れて行ってください。お伝えすることがありま
すから。」と言った。 十八 百人隊長は、彼を連れて千

人隊長のもとに行き、「囚人のパウロが私を呼んで、
この青年があなたにお話しすることがあるので、あ
なたのところに連れて行くようにと頼みました。」と
言った。 十九 千人隊長は彼の手を取り、だれもいない
所に連れて行って、「私に伝えたいことというのは何
か。」と尋ねた。 二十 すると彼はこう言った。「ユダ
ヤ人たちは、パウロについてもっと詳しく調べようと
しているかに見せかけて、あす、議会にパウロを連れ
て来てくださるように、あなたにお願いすることを申
し合わせました。 二十一 どうか、彼らの願いを聞き入
れないでください。四十人以上の者が、パウロを殺す
までは飲み食いしない、と誓い合って、彼を待ち伏せ
しているのです。今、彼らは手はずを整えて、あなた
の承諾を待っています。」 二十二 そこで千人隊長は、
「このことを私に知らせたことは、だれにも漏らす
な。」と命じて、その青年を帰らせた。 二十三 そして
ふたりの百人隊長を呼び、「今夜九時、カイザリヤに
向けて出発できるように、歩兵二百人、騎兵七十人、
槍兵二百人を整えよ。」と言いつけた。 二十四 また、
パウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届け
るように、馬の用意もさせた。 二十五 そして、次のよ
うな文面の手紙を書いた。

二十六 「クラウデオ・ルシヤ、つつしんで総督ペリ
クス閣下にごあいさつ申し上げます。 二十七 この者
が、ユダヤ人に捕えられ、まさに殺されようとしてい
たとき、彼がローマ市民であることを知りましたの
で、私は兵隊を率いて行って、彼を助け出しました。
二十八 それから、どんな理由で彼が訴えられたかを知
ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。
二十九 その結果、彼が訴えられているのは、ユダヤ人
の律法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪
はないことがわかりました。 三十 しかし、この者に対
する陰謀があるという情報を得ましたので、私はただ
ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには、
閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておき
ました。」

三十一 そこで兵士たちは、命じられたとおりにパウロ
を引き取り、夜中にアンテパトリスまで連れて行き、
三十二 翌日、騎兵たちにパウロの護送を任せて、兵営に
帰った。 三十三 騎兵たちは、カイザリヤに着き、総督
に手紙を手渡して、パウロを引き合わせた。 三十四 総
督は手紙を読んでから、パウロに、どの州の者かと尋
ね、キリキヤの出であることを知って、 三十五 「あな
たを訴える者が来てから、よく聞くことにしよう。」
と言った。そして、ヘロデの官邸に彼を守っておくよ
うに命じた。

五日の後、大祭司アナニヤは、数人の
長老およびテルトロという弁護士とい
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二十五

っしょに下って来て、パウロを総督に訴えた。 二 パウ
ロが呼び出されると、テルトロが訴えを始めてこう言
った。

「ペリクス閣下。閣下のおかげで、私たちはすばら
しい平和を与えられ、また、閣下のご配慮で、この国
の改革が進行しておりますが、 三 その事実をあらゆる
面において、また至る所で認めて、私たちは心から感
謝しております。 四 さて、あまりご迷惑をおかけしな
いように、ごく手短に申し上げますから、ご寛容をも
ってお聞きくださるようお願いいたします。 五 この男
は、まるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人
の間に騒ぎを起こしている者であり、ナザレ人という
一派の首領でございます。 六 この男は宮さえもけがそ
うとしましたので、私たちは彼を捕えました。 7 閣下
ご自身で、これらすべてのことについて彼をお調べく
ださいますなら、私たちが彼を訴えております事がら
を、おわかりになっていただけるはずです。」 九 ユダ
ヤ人たちも、この訴えに同調し、全くそのとおりだと
言った。

十 そのとき、総督がパウロに、話すようにと合図し
たので、パウロはこう答えた。

「閣下が多年に渡り、この民の裁判をつかさどる方
であることを存じておりますので、私は喜んで弁明い
たします。 十一 お調べになればわかることですが、私
が礼拝のためにエルサレムに上って来てから、まだ
十二日しかたっておりません。 十二 そして、宮でも会
堂でも、また市内でも、私がだれかと論争したり、群
衆を騒がせたりするのを見た者はありません。 十三 い
ま私を訴えていることについて、彼らは証拠をあげ
ることができないはずです。 十四 しかし、私は、彼ら
が異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖
の神に仕えていることを、閣下の前で承認いたしま
す。私は、律法にかなうことと、預言者たちが書いて
いることとを全部信じています。 十五 また、義人も悪
人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いて
いる望みを、神にあって抱いております。 十六 そのた
めに、私はいつも、神の前にも人の前にも責められる
ことのない良心を保つように、と最善を尽くしていま
す。 十七 さて私は、同胞に対して施しをし、また供え
物をささげるために、幾年ぶりかで帰って来ました。
十八 その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にい
たのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず、
騒ぎもありませんでした。ただアジヤから来た幾人か
のユダヤ人がおりました。 十九 もし彼らに、私につい
て何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に
来て訴えるべきです。 二十 でなければ、今ここにいる
人々に、議会の前に立っていたときの私にどんな不正
を見つけたかを言わせてください。 二十一 彼らの中に

立っていたとき、私はただ一言、『死者の復活のこと
で、私はきょう、あなたがたの前でさばかれているの
です。』と叫んだにすぎません。」

二十二 しかしペリクスは、この道について相当詳し
い知識を持っていたので、「千人隊長ルシヤが下って
来るとき、あなたがたの事件を解決することにしよ
う。」と言って、裁判を延期した。 二十三 そして百人
隊長に、パウロを監禁するように命じたが、ある程度
の自由を与え、友人たちが世話をすることを許した。

二十四 数日後、ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラ
を連れて来て、パウロを呼び出し、キリスト・イエス
を信じる信仰について話を聞いた。 二十五 しかし、パ
ウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、
ペリクスは恐れを感じ、「今は帰ってよい。おりを見
て、また呼び出そう。」と言った。 二十六 それととも
に、彼はパウロから金をもらいたい下心があったの
で、幾度もパウロを呼び出して話し合った。 二十七 二
年たって後、ポルキオ・フェストがペリクスの後任に
なったが、ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとして、
パウロを牢につないだままにしておいた。

フェストは州総督として着任すると、
三日後にカイザリヤからエルサレムに

上った。 二 すると、祭司長たちとユダヤ人のおもだっ
た者たちが、パウロのことを訴え出て、 三 パウロを取
り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるよ
うに頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただき
たいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害する
ために待ち伏せをさせていた。 四 ところが、フェスト
は、パウロはカイザリヤに拘置されているし、自分は
まもなく出発の予定であると答え、 五 「だから、その
男に何か不都合なことがあるなら、あなたがたのうち
の有力な人たちが、私といっしょに下って行って、彼
を告訴しなさい。」と言った。

六 フェストは、彼らのところに八日あるいは十日ば
かり滞在しただけで、カイザリヤへ下って行き、翌
日、裁判の席に着いて、パウロの出廷を命じた。 七 パ
ウロが出て来ると、エルサレムから下って来たユダ
ヤ人たちは、彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状
を申し立てたが、それを証拠立てることはできなか
った。 八 しかしパウロは弁明して、「私は、ユダヤ人
の律法に対しても、宮に対しても、またカイザルに対
しても、何の罪も犯してはおりません。」と言った。
九 ところが、ユダヤ人の歓心を買おうとしたフェス
トは、パウロに向かって、「あなたはエルサレムに上
り、この事件について、私の前で裁判を受けることを
願うか。」と尋ねた。 十 すると、パウロはこう言っ
た。「私はカイザルの法廷に立っているのですから、
ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存
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二十六

じのとおり、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませ
んでした。 十一 もし私が悪いことをして、死罪に当た
ることをしたのでしたら、私は死をのがれようとはし
ません。しかし、この人たちが私を訴えていることに
一つも根拠がないとすれば、だれも私を彼らに引き渡
すことはできません。私はカイザルに上訴します。」
十二 そのとき、フェストは陪席の者たちと協議したう
えで、こう答えた。「あなたはカイザルに上訴したの
だから、カイザルのもとへ行きなさい。」

十三 数日たってから、アグリッパ王とベルニケが、
フェストに敬意を表するためにカイザリヤに来た。
十四 ふたりがそこに長く滞在していたので、フェスト
はパウロの一件を王に持ち出してこう言った。「ペリ
クスが囚人として残して行ったひとりの男がおりま
す。 十五 私がエルサレムに行ったとき、祭司たちとユ
ダヤ人の長老たちとが、その男のことを私に訴え出
て、罪に定めるように要求しました。 十六 そのとき私
は、『被告が、彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁
明する機会を与えられないで、そのまま引き渡される
ということはローマの慣例ではない。』と答えておき
ました。 十七 そういうわけで、訴える者たちがここに
集まったとき、私は時を移さず、その翌日、裁判の席
に着いて、その男を出廷させました。 十八 訴えた者た
ちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯
罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。
十九 ただ、彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教
に関することであり、また、死んでしまったイエスと
いう者のことで、そのイエスが生きているとパウロは
主張しているのでした。 二十 このような問題をどう取
り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼に
『エルサレムに上り、そこで、この事件について裁判
を受けたいのか。』と尋ねたところが、 二十一 パウロ
は、皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出
たので、彼をカイザルのもとに送る時まで守っておく
ように、命じておきました。」 二十二 すると、アグリ
ッパがフェストに、「私も、その男の話を聞きたいも
のです。」と言ったので、フェストは、「では、明日
お聞きください。」と言った。

二十三 こういうわけで、翌日、アグリッパとベルニ
ケは、大いに威儀を整えて到着し、千人隊長たちや市
の首脳者たちにつき添われて講堂にはいった。その
とき、フェストの命令によってパウロが連れて来ら
れた。 二十四 そこで、フェストはこう言った。「アグ
リッパ王、ならびに、ここに同席の方々。ご覧くださ
い。ユダヤ人がこぞって、一刻も生かしてはおけない
と呼ばわり、エルサレムでも、ここでも、私に訴えて
来たのは、この人のことです。 二十五 私としては、彼
は死に当たることは何一つしていないと思います。し

かし、彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちら
に送ることに決めました。 二十六 ところが、彼につい
て、わが君に書き送るべき確かな事がらが一つもない
のです。それで皆さんの前に、わけてもアグリッパ王
よ、あなたの前に、彼を連れてまいりました。取り調
べをしてみたら、何か書き送るべきことが得られまし
ょう。 二十七 囚人を送るのに、その訴えの個条を示さ
ないのは、理に合わないと思うのです。」

すると、アグリッパがパウロに、「あ
なたは、自分の言い分を申し述べてよ

ろしい。」と言った。そこでパウロは、手を差し伸べ
て弁明し始めた。

二 「アグリッパ王。私がユダヤ人に訴えられている
すべてのことについて、きょう、あなたの前で弁明で
きることを、幸いに存じます。 三 特に、あなたがユダ
ヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どう
か、私の申し上げることを、忍耐をもってお聞きくだ
さるよう、お願いいたします。 四 では申し述べます
が、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムに
おいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユ
ダヤ人の知っているところです。 五 彼らは以前から
私を知っていますので、証言するつもりならできるこ
とですが、私は、私たちの宗教の最も厳格な派に従っ
て、パリサイ人として生活してまいりました。 六 そ
して今、神が私たちの先祖に約束されたものを待ち望
んでいることで、私は裁判を受けているのです。 七 私
たちの十二部族は、夜も昼も熱心に神に仕えながら、
その約束のものを得たいと望んでおります。王よ。私
は、この希望のためにユダヤ人から訴えられているの
です。 八 神が死者をよみがえらせるということを、
あなたがたは、なぜ信じがたいこととされるのでしょ
うか。 九 以前は、私自身も、ナザレ人イエスの名に強
硬に敵対すべきだと考えていました。 十 そして、そ
れをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限
を授けられた私は、多くの聖徒たちを牢に入れ、彼ら
が殺されるときには、それに賛成の票を投じました。
十一 また、すべての会堂で、しばしば彼らを罰して
は、強いて御名をけがすことばを言わせようとし、彼
らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々
にまで彼らを追跡して行きました。 十二 このようにし
て、私は祭司長たちから権限と委任を受けて、ダマス
コへ出かけて行きますと、 十三 その途中、正午ごろ、
王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも
明るく輝いて、私と同行者たちとの回りを照らしたの
です。 十四 私たちはみな地に倒れましたが、そのとき
声があって、ヘブル語で私にこう言うのが聞こえまし
た。『サウロ、サウロ。なぜわたしを迫害するのか。
とげのついた棒をけるのは、あなたにとって痛いこ
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二十七

とだ。』 十五 私が『主よ。あなたはどなたですか。』
と言いますと、主がこう言われました。『わたしは、
あなたが迫害しているイエスである。 十六 起き上がっ
て、自分の足で立ちなさい。わたしがあなたに現われ
たのは、あなたが見たこと、また、これから後わたし
があなたに現われて示そうとすることについて、あな
たを奉仕者、また証人に任命するためである。 十七 わ
たしは、この民と異邦人との中からあなたを救い出
し、彼らのところに遣わす。 十八 それは彼らの目を開
いて、暗やみから光に、サタンの支配から神に立ち返
らせ、わたしを信じる信仰によって、彼らに罪の赦し
を得させ、聖別された人々の中にあって御国を受け継
がせるためである。』 十九 こういうわけで、アグリッ
パ王よ、私は、この天からの啓示にそむかず、 二十 ダ
マスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、
またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改
めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行ないを
するようにと宣べ伝えて来たのです。 二十一 そのため
に、ユダヤ人たちは私を宮の中で捕え、殺そうとした
のです。 二十二 こうして、私はこの日に至るまで神の
助けを受け、堅く立って、小さい者にも大きい者にも
あかしをしているのです。そして、預言者たちやモー
セが、後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話し
ませんでした。 二十三 すなわち、キリストは苦しみを
受けること、また、死者の中からの復活によって、こ
の民と異邦人とに最初に光を宣べ伝える、ということ
です。」

二十四 パウロがこのように弁明していると、フェス
トが大声で、「気が狂っているぞ。パウロ。博学があ
なたの気を狂わせている。」と言った。 二十五 すると
パウロは次のように言った。「フェスト閣下。気は狂
っておりません。私は、まじめな真理のことばを話し
ています。 二十六 王はこれらのことをよく知っておら
れるので、王に対して私は率直に申し上げているので
す。これらのことは片隅で起こった出来事ではありま
せんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかっ
たものはないと信じます。 二十七 アグリッパ王。あな
たは預言者を信じておられますか。もちろん信じてお
られると思います。」 二十八 するとアグリッパはパウ
ロに、「あなたは、わずかなことばで、私をキリスト
者にしようとしている。」と言った。 二十九 パウロは
こう答えた。「ことばが少なかろうと、多かろうと、
私が神に願うことは、あなたばかりでなく、きょう私
の話を聞いている人がみな、この鎖は別として、私の
ようになってくださることです。」

三十 ここで王と総督とベルニケ、および同席の人々
が立ち上がった。 三十一 彼らは退場してから、互いに
話し合って言った。「あの人は、死や投獄に相当する

ことは何もしていない。」 三十二 またアグリッパはフ
ェストに、「この人は、もしカイザルに上訴しなかっ
たら、釈放されたであろうに。」と言った。

さて、私たちが船でイタリヤへ行くこ
とが決まったとき、パウロと、ほかの

数人の囚人は、ユリアスという親衛隊の百人隊長に引
き渡された。 二 私たちは、アジヤの沿岸の各地に寄港
して行くアドラミテオの船に乗り込んで出帆した。テ
サロニケのマケドニヤ人アリスタルコも同行した。
三 翌日、シドンに入港した。ユリアスはパウロを親切
に取り扱い、友人たちのところへ行って、もてなしを
受けることを許した。 四 そこから出帆したが、向かい
風なので、キプロスの島陰を航行した。 五 そしてキリ
キヤとパンフリヤの沖を航行して、ルキヤのミラに入
港した。 六 そこに、イタリヤへ行くアレキサンドリヤ
の船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込
ませた。 七 幾日かの間、船の進みはおそく、ようやく
のことでクニドの沖に着いたが、風のためにそれ以上
進むことができず、サルモネ沖のクレテの島陰を航行
し、 八 その岸に沿って進みながら、ようやく、良い港
と呼ばれる所に着いた。その近くにラサヤの町があっ
た。

九 かなりの日数が経過しており、断食の季節もすで
に過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パ
ウロは人々に注意して、 十 「皆さん。この航海では、
きっと、積荷や船体だけではなく、私たちの生命に
も、危害と大きな損失が及ぶと、私は考えます。」と
言った。 十一 しかし百人隊長は、パウロのことばより
も、航海士や船長のほうを信用した。 十二 また、この
港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の
者の意見は、ここを出帆して、できれば何とかして、
南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで
行って、そこで冬を過ごしたいということになった。
十三 おりから、穏やかな南風が吹いて来ると、人々は
この時とばかり錨を上げて、クレテの海岸に沿って
航行した。 十四 ところが、まもなくユーラクロンとい
う暴風が陸から吹きおろして来て、 十五 船はそれに巻
き込まれ、風に逆らって進むことができないので、し
かたなく吹き流されるままにした。 十六 しかしクラウ
ダという小さな島の陰にはいったので、ようやくの
ことで小舟を処置することができた。 十七 小舟を船に
引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また、スルテスの
浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具をはずして流れ
るに任せた。 十八 私たちは暴風に激しく翻弄されてい
たので、翌日、人々は積荷を捨て始め、 十九 三日目に
は、自分の手で船具までも投げ捨てた。 二十 太陽も星
も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくる
ので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれよう
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二十八

としていた。 二十一 だれも長いこと食事をとらなかっ
たが、そのときパウロが彼らの中に立って、こう言っ
た。「皆さん。あなたがたは私の忠告を聞き入れて、
クレテを出帆しなかったら、こんな危害や損失をこう
むらなくて済んだのです。 二十二 しかし、今、お勧め
します。元気を出しなさい。あなたがたのうち、いの
ちを失う者はひとりもありません。失われるのは船だ
けです。 二十三 昨夜、私の主で、私の仕えている神の
御使いが、私の前に立って、 二十四 こう言いました。
『恐れてはいけません。パウロ。あなたは必ずカイ
ザルの前に立ちます。そして、神はあなたと同船して
いる人々をみな、あなたにお与えになったのです。』
二十五 ですから、皆さん。元気を出しなさい。すべて
私に告げられたとおりになると、私は神によって信じ
ています。 二十六 私たちは必ず、どこかの島に打ち上
げられます。」

二十七 十四日目の夜になって、私たちがアドリヤ海
を漂っていると、真夜中ごろ、水夫たちは、どこか
の陸地に近づいたように感じた。 二十八 水の深さを測
ってみると、四十メートルほどであることがわかっ
た。少し進んでまた測ると、三十メートルほどであ
った。 二十九 どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心
配して、ともから四つの錨を投げおろし、夜の明け
るのを待った。 三十 ところが、水夫たちは船から逃げ
出そうとして、へさきから錨を降ろすように見せか
けて、小舟を海に降ろしていたので、 三十一 パウロは
百人隊長や兵士たちに、「あの人たちが船にとどま
っていなければ、あなたがたも助かりません。」と言
った。 三十二 そこで兵士たちは、小舟の綱を断ち切っ
て、そのまま流れ去るのに任せた。 三十三 ついに夜の
明けかけたころ、パウロは、一同に食事をとることを
勧めて、こう言った。「あなたがたは待ちに待って、
きょうまで何も食べずに過ごして、十四日になりま
す。 三十四 ですから、私はあなたがたに、食事をとる
ことを勧めます。これであなたがたは助かることにな
るのです。あなたがたの頭から髪一筋も失われるこ
とはありません。」 三十五 こう言って、彼はパンを取
り、一同の前で神に感謝をささげてから、それを裂い
て食べ始めた。 三十六 そこで一同も元気づけられ、み
なが食事をとった。 三十七 船にいた私たちは全部で二
百七十六人であった。 三十八 十分食べてから、彼らは
麦を海に投げ捨てて、船を軽くした。 三十九 夜が明け
ると、どこの陸地かわからないが、砂浜のある入江が
目に留まったので、できれば、そこに船を乗り入れよ
うということになった。 四十 錨を切って海に捨て、同
時にかじ綱を解き、風に前の帆を上げて、砂浜に向か
って進んで行った。 四十一 ところが、潮流の流れ合う
浅瀬に乗り上げて、船を座礁させてしまった。へさき

はめり込んで動かなくなり、ともは激しい波に打たれ
て破れ始めた。 四十二 兵士たちは、囚人たちがだれも
泳いで逃げないように、殺してしまおうと相談した。
四十三 しかし百人隊長は、パウロをあくまでも助けよ
うと思って、その計画を押え、泳げる者がまず海に飛
び込んで陸に上がるように、 四十四 それから残りの者
は、板切れや、その他の、船にある物につかまって行
くように命じた。こうして、彼らはみな、無事に陸に
上がった。

こうして救われてから、私たちは、こ
こがマルタと呼ばれる島であることを

知った。 二 島の人々は私たちに非常に親切にしてくれ
た。おりから雨が降りだして寒かったので、彼らは火
をたいて私たちみなをもてなしてくれた。 三 パウロが
ひとかかえの柴をたばねて火にくべると、熱気のため
に、一匹のまむしがはい出して来て、彼の手に取りつ
いた。 四 島の人々は、この生き物がパウロの手から下
がっているのを見て、「この人はきっと人殺しだ。海
からはのがれたが、正義の女神はこの人を生かしては
おかないのだ。」と互いに話し合った。 五 しかし、パ
ウロは、その生き物を火の中に振り落として、何の害
も受けなかった。 六 島の人々は、彼が今にも、はれ上
がって来るか、または、倒れて急死するだろうと待っ
ていた。しかし、いくら待っても、彼に少しも変わっ
た様子が見えないので、彼らは考えを変えて、「この
人は神さまだ。」と言いだした。

七 さて、その場所の近くに、島の首長でポプリオと
いう人の領地があった。彼はそこに私たちを招待し
て、三日間手厚くもてなしてくれた。 八 たまたまポ
プリオの父が、熱病と下痢とで床に着いていた。そこ
でパウロは、その人のもとに行き、祈ってから、彼の
上に手を置いて直してやった。 九 このことがあって
から、島のほかの病人たちも来て、直してもらった。
十 それで彼らは、私たちを非常に尊敬し、私たちが出
帆するときには、私たちに必要な品々を用意してくれ
た。

十一 三か月後に、私たちは、この島で冬を過ごして
いた、船首にデオスクロイの飾りのある、アレキサン
ドリヤの船で出帆した。 十二 シラクサに寄港して、三
日間とどまり、 十三 そこから回って、レギオンに着い
た。一日たつと、南風が吹き始めたので、二日目には
ポテオリに入港した。 十四 ここで、私たちは兄弟たち
に会い、勧められるままに彼らのところに七日間滞在
した。こうして、私たちはローマに到着した。 十五 私
たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオ・
ポロとトレス・タベルネまで出迎えに来てくれた。パ
ウロは彼らに会って、神に感謝し、勇気づけられた。
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十六 私たちがローマにはいると、パウロは番兵付き
で自分だけの家に住むことが許された。

十七 三日の後、パウロはユダヤ人のおもだった人た
ちを呼び集め、彼らが集まったときに、こう言った。
「兄弟たち。私は、私の国民に対しても、先祖の慣習
に対しても、何一つそむくことはしていないのに、エ
ルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。
十八 ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にす
る理由が何もなかったので、私を釈放しようと思っ
たのです。 十九 ところが、ユダヤ人たちが反対したた
め、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは、
私の同胞を訴えようとしたのではありません。 二十 こ
のようなわけで、私は、あなたがたに会ってお話しし
ようと思い、お招きしました。私はイスラエルの望み
のためにこの鎖につながれているのです。」 二十一 す
ると、彼らはこう言った。「私たちは、あなたのこと
について、ユダヤから何の知らせも受けておりませ
ん。また、当地に来た兄弟たちの中で、あなたにつ
いて悪いことを告げたり、話したりした者はおりま
せん。 二十二 私たちは、あなたが考えておられること
を、直接あなたから聞くのがよいと思っています。こ
の宗派については、至る所で非難があることを私たち
は知っているからです。」

二十三 そこで、彼らは日を定めて、さらに大ぜいで
パウロの宿にやって来た。彼は朝から晩まで語り続
けた。神の国のことをあかしし、また、モーセの律

法と預言者たちの書によって、イエスのことについ
て彼らを説得しようとした。 二十四 ある人々は彼の語
る事を信じたが、ある人々は信じようとしなかった。
二十五 こうして、彼らは、お互いの意見が一致せずに
帰りかけたので、パウロは一言、次のように言った。
「聖霊が預言者イザヤを通してあなたがたの先祖に語
られたことは、まさにそのとおりでした。
二十六 『この民のところに行って、告げよ。
あなたがたは確かに聞きはするが、
決して悟らない。
確かに見てはいるが、決してわからない。
二十七 この民の心は鈍くなり、
その耳は遠く、
その目はつぶっているからである。
それは、彼らがその目で見、
その耳で聞き、
その心で悟って、立ち返り、
わたしにいやされることのないためである。』
二十八 ですから、承知しておいてください。神のこの
救いは、異邦人に送られました。彼らは、耳を傾ける
でしょう。」

29 こうしてパウロは満二年の間、自費で借りた家に
住み、たずねて来る人たちをみな迎えて、 三十一 大胆
に、少しも妨げられることなく、神の国を宣べ伝え、
主イエス・キリストのことを教えた。
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一

ローマ人への手紙

神の福音のために選び分けられ、使徒として
召されたキリスト・イエスのしもべパウロ、

二 ――この福音は、神がその預言者たちを通して、聖
書において前から約束されたもので、 三 御子に関する
ことです。御子は、肉によればダビデの子孫として生
まれ、 四 きよい御霊によれば、死者の中からの復活に
より、大能によって公に神の御子として示された方、
私たちの主イエス・キリストです。 五 このキリストに
よって、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。そ
れは、御名のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従
順をもたらすためなのです。 六 あなたがたも、それら
の人々の中にあって、イエス・キリストによって召さ
れた人々です。――このパウロから、 七 ローマにいる
すべての、神に愛されている人々、召された聖徒たち
へ。

私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと
平安があなたがたの上にありますように。

八 まず第一に、あなたがたすべてのために、私はイ
エス・キリストによって私の神に感謝します。それ
は、あなたがたの信仰が全世界に言い伝えられている
からです。 九 私が御子の福音を宣べ伝えつつ霊をも
って仕えている神があかししてくださることですが、
私はあなたがたのことを思わぬ時はなく、 十 いつも
祈りのたびごとに、神のみこころによって、何とかし
て、今度はついに道が開かれて、あなたがたのところ
に行けるようにと願っています。 十一 私があなたがた
に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかで
もあなたがたに分けて、あなたがたを強くしたいから
です。 十二 というよりも、あなたがたの間にいて、あ
なたがたと私との互いの信仰によって、ともに励まし
を受けたいのです。 十三 兄弟たち。ぜひ知っておいて
いただきたい。私はあなたがたの中でも、ほかの国の
人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得よう
と思って、何度もあなたがたのところに行こうとした
のですが、今なお妨げられているのです。 十四 私は、
ギリシヤ人にも未開人にも、知識のある人にも知識の
ない人にも、返さなければならない負債を負っていま
す。 十五 ですから、私としては、ローマにいるあなた
がたにも、ぜひ福音を伝えたいのです。

十六 私は福音を恥とは思いません。福音は、ユダヤ
人をはじめギリシヤ人にも、信じるすべての人にとっ
て、救いを得させる神の力です。 十七 なぜなら、福音
のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰
に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によ
って生きる。」と書いてあるとおりです。

十八 というのは、不義をもって真理をはばんでいる
人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天
から啓示されているからです。 十九 なぜなら、神につ
いて知りうることは、彼らに明らかであるからです。
それは神が明らかにされたのです。 二十 神の、目に見
えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の
創造された時からこのかた、被造物によって知られ、
はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余
地はないのです。 二十一 というのは、彼らは、神を知
っていながら、その神を神としてあがめず、感謝もせ
ず、かえってその思いはむなしくなり、その無知な心
は暗くなったからです。 二十二 彼らは、自分では知者
であると言いながら、愚かな者となり、 二十三 不滅の
神の御栄えを、滅ぶべき人間や、鳥、獣、はうものの
かたちに似た物と代えてしまいました。

二十四 それゆえ、神は、彼らをその心の欲望のまま
に汚れに引き渡され、そのために彼らは、互いにその
からだをはずかしめるようになりました。 二十五 それ
は、彼らが神の真理を偽りと取り代え、造り主の代わ
りに造られた物を拝み、これに仕えたからです。造り
主こそ、とこしえにほめたたえられる方です。アーメ
ン。

二十六 こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引
き渡されました。すなわち、女は自然の用を不自然な
ものに代え、 二十七 同じように、男も、女の自然な用
を捨てて男どうしで情欲に燃え、男が男と恥ずべきこ
とを行なうようになり、こうしてその誤りに対する当
然の報いを自分の身に受けているのです。

二十八 また、彼らが神を知ろうとしたがらないので、
神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼
らは、してはならないことをするようになりました。
二十九 彼らは、あらゆる不義と悪とむさぼりと悪意と
に満ちた者、ねたみと殺意と争いと欺きと悪だくみ
とでいっぱいになった者、陰口を言う者、 三十 そしる
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者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大
言壮語する者、悪事をたくらむ者、親に逆らう者、
三十一 わきまえのない者、約束を破る者、情け知らず
の者、慈愛のない者です。 三十二 彼らは、そのような
ことを行なえば、死罪に当たるという神の定めを知っ
ていながら、それを行なっているだけでなく、それを
行なう者に心から同意しているのです。

ですから、すべて他人をさばく人よ。あなた
に弁解の余地はありません。あなたは、他人

をさばくことによって、自分自身を罪に定めていま
す。さばくあなたが、それと同じことを行なっている
からです。 二 私たちは、そのようなことを行なってい
る人々に下る神のさばきが正しいことを知っていま
す。 三 そのようなことをしている人々をさばきなが
ら、自分で同じことをしている人よ。あなたは、自分
は神のさばきを免れるのだとでも思っているのです
か。 四 それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導く
ことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを
軽んじているのですか。 五 ところが、あなたは、かた
くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、す
なわち、神の正しいさばきの現われる日の御怒りを自
分のために積み上げているのです。 六 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。 七 忍耐をもって善を行ない、栄光と誉れと不滅
のものとを求める者には、永遠のいのちを与え、 八 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。 九 患難と苦悩とは、ユダ
ヤ人をはじめギリシヤ人にも、悪を行なうすべての者
の上に下り、 十 栄光と誉れと平和は、ユダヤ人をはじ
めギリシヤ人にも、善を行なうすべての者の上にあり
ます。 十一 神にはえこひいきなどはないからです。
十二 律法なしに罪を犯した者はすべて、律法なしに滅
び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて、律法に
よってさばかれます。 十三 それは、律法を聞く者が神
の前に正しいのではなく、律法を行なう者が正しいと
認められるからです。 十四 ――律法を持たない異邦人
が、生まれつきのままで律法の命じる行ないをするば
あいは、律法を持たなくても、自分自身が自分に対す
る律法なのです。 十五 彼らはこのようにして、律法の
命じる行ないが彼らの心に書かれていることを示して
います。彼らの良心もいっしょになってあかしし、ま
た、彼らの思いは互いに責め合ったり、また、弁明し
合ったりしています。―― 十六 私の福音によれば、神
のさばきは、神がキリスト・イエスによって人々の隠
れたことをさばかれる日に、行なわれるのです。

十七 もし、あなたが自分をユダヤ人ととなえ、律法
を持つことに安んじ、神を誇り、 十八 みこころを知
り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわ

きまえ、 19 また、知識と真理の具体的な形として律
法を持っているため、盲人の案内人、やみの中にいる
者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自任して
いるのなら、 二十一 どうして、人を教えながら、自分
自身を教えないのですか。盗むなと説きながら、自分
は盗むのですか。 二十二 姦淫するなと言いながら、自
分は姦淫するのですか。偶像を忌みきらいながら、自
分は神殿の物をかすめるのですか。 二十三 律法を誇り
としているあなたが、どうして律法に違反して、神を
侮るのですか。 二十四 これは、「神の名は、あなたが
たのゆえに、異邦人の中でけがされている。」と書い
てあるとおりです。 二十五 もし律法を守るなら、割礼
には価値があります。しかし、もしあなたが律法にそ
むいているなら、あなたの割礼は、無割礼になったの
です。 二十六 もし割礼を受けていない人が律法の規定
を守るなら、割礼を受けていなくても、割礼を受けて
いる者とみなされないでしょうか。 二十七 また、から
だに割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文
字と割礼がありながら律法にそむいているあなたを、
さばくことにならないでしょうか。 二十八 外見上のユ
ダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上のからだの割
礼が割礼なのではありません。 二十九 かえって人目に
隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御
霊による、心の割礼こそ割礼です。その誉れは、人か
らではなく、神から来るものです。

では、ユダヤ人のすぐれたところは、いった
い何ですか。割礼にどんな益があるのです

か。 二 それは、あらゆる点から見て、大いにありま
す。第一に、彼らは神のいろいろなおことばをゆだね
られています。 三 では、いったいどうなのですか。彼
らのうちに不真実な者があったら、その不真実によっ
て、神の真実が無に帰することになるでしょうか。
四 絶対にそんなことはありません。たとい、すべての
人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきで
す。それは、
「あなたが、そのみことばによって正しいとされ、さ
ばかれるときには勝利を得られるため。」
と書いてあるとおりです。 五 しかし、もし私たちの不
義が神の義を明らかにするとしたら、どうなるでしょ
うか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不
正なのでしょうか。 六 絶対にそんなことはありませ
ん。もしそうだとしたら、神はいったいどのように世
をさばかれるのでしょう。 七 でも、私の偽りによっ
て、神の真理がますます明らかにされて神の栄光とな
るのであれば、なぜ私がなお罪人としてさばかれるの
でしょうか。 八 「善を現わすために、悪をしようでは
ないか。」と言ってはいけないのでしょうか。――私
たちはこの点でそしられるのです。ある人たちは、そ
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四

れが私たちのことばだと言っていますが、――もちろ
んこのように論じる者どもは当然罪に定められるので
す。

九 では、どうなのでしょう。私たちは他の者にまさ
っているのでしょうか。決してそうではありません。
私たちは前に、ユダヤ人もギリシヤ人も、すべての人
が罪の下にあると責めたのです。 十 それは、次のよう
に書いてあるとおりです。
「義人はいない。ひとりもいない。
十一 悟りのある人はいない。神を求める人はいない。
十二 すべての人が迷い出て、
みな、ともに無益な者となった。
善を行なう人はいない。ひとりもいない。」
十三 「彼らののどは、開いた墓であり、
彼らはその舌で欺く。」
「彼らのくちびるの下には、まむしの毒があり、」
十四 「彼らの口は、のろいと苦さで満ちている。」
十五 「彼らの足は血を流すのに速く、
十六 彼らの道には破壊と悲惨がある。
十七 また、彼らは平和の道を知らない。」
十八 「彼らの目の前には、神に対する恐れがない。」

十九 さて、私たちは、律法の言うことはみな、律法
の下にある人々に対して言われていることを知ってい
ます。それは、すべての口がふさがれて、全世界が神
のさばきに服するためです。 二十 なぜなら、律法を行
なうことによっては、だれひとり神の前に義と認めら
れないからです。律法によっては、かえって罪の意識
が生じるのです。

二十一 しかし、今は、律法とは別に、しかも律法と預
言者によってあかしされて、神の義が示されました。
二十二 すなわち、イエス・キリストを信じる信仰によ
る神の義であって、それはすべての信じる人に与えら
れ、何の差別もありません。 二十三 すべての人は、罪
を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、
二十四 ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによ
る贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです。
二十五 神は、キリスト・イエスを、その血による、ま
た信仰による、なだめの供え物として、公にお示しに
なりました。それは、ご自身の義を現わすためです。
というのは、今までに犯されて来た罪を神の忍耐をも
って見のがして来られたからです。 二十六 それは、今
の時にご自身の義を現わすためであり、こうして神ご
自身が義であり、また、イエスを信じる者を義とお認
めになるためなのです。 二十七 それでは、私たちの誇
りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除か
れました。どういう原理によってでしょうか。行ない
の原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原
理によってです。 二十八 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。 二十九 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
のでしょうか。確かに神は、異邦人にとっても、神で
す。 三十 神が唯一ならばそうです。この神は、割礼の
ある者を信仰によって義と認めてくださるとともに、
割礼のない者をも、信仰によって義と認めてくださる
のです。

三十一 それでは、私たちは信仰によって律法を無効に
することになるのでしょうか。絶対にそんなことはあ
りません。かえって、律法を確立することになるので
す。

それでは、肉による私たちの先祖アブラハム
のばあいは、どうでしょうか。 二 もしアブラ

ハムが行ないによって義と認められたのなら、彼は誇
ることができます。しかし、神の御前では、そうでは
ありません。 三 聖書は何と言っていますか。「それで
アブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされ
た。」とあります。 四 働く者のばあいに、その報酬は
恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。
五 何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくだ
さる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるので
す。 六 ダビデもまた、行ないとは別の道で神によって
義と認められる人の幸いを、こう言っています。
七 「不法を赦され、罪をおおわれた人たちは、
幸いである。
八 主が罪を認めない人は幸いである。」
九 それでは、この幸いは、割礼のある者にだけ与えら
れるのでしょうか。それとも、割礼のない者にも与え
られるのでしょうか。私たちは、「アブラハムには、
その信仰が義とみなされた。」と言っていますが、
十 どのようにして、その信仰が義とみなされたのでし
ょうか。割礼を受けてからでしょうか。まだ割礼を受
けていないときにでしょうか。割礼を受けてからで
はなく、割礼を受けていないときにです。 十一 彼は、
割礼を受けていないとき信仰によって義と認められ
たことの証印として、割礼というしるしを受けたので
す。それは、彼が、割礼を受けないままで信じて義と
認められるすべての人の父となり、 十二 また割礼のあ
る者の父となるためです。すなわち、割礼を受けてい
るだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼のと
きに持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるた
めです。 十三 というのは、世界の相続人となるという
約束が、アブラハムに、あるいはまた、その子孫に与
えられたのは、律法によってではなく、信仰の義によ
ったからです。 十四 もし律法による者が相続人である
とするなら、信仰はむなしくなり、約束は無効になっ
てしまいます。 十五 律法は怒りを招くものであり、律
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六

法のないところには違反もありません。 十六 そのよう
なわけで、世界の相続人となることは、信仰によるの
です。それは、恵みによるためであり、こうして約束
がすべての子孫に、すなわち、律法を持っている人々
にだけでなく、アブラハムの信仰にならう人々にも保
証されるためなのです。「わたしは、あなたをあらゆ
る国の人々の父とした。」と書いてあるとおりに、ア
ブラハムは私たちすべての者の父なのです。 十七 この
ことは、彼が信じた神、すなわち死者を生かし、無い
ものを有るもののようにお呼びになる方の御前で、
そうなのです。 十八 彼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。 十九 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
ことと、サラの胎の死んでいることとを認めても、そ
の信仰は弱りませんでした。 二十 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、 二十一 神には
約束されたことを成就する力があることを堅く信じま
した。 二十二 だからこそ、それが彼の義とみなされた
のです。 二十三 しかし、「彼の義とみなされた。」と
書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、 二十四 ま
た私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを
死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、そ
の信仰を義とみなされるのです。 二十五 主イエスは、
私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認めら
れるために、よみがえられたからです。

ですから、信仰によって義と認められた私た
ちは、私たちの主イエス・キリストによっ

て、神との平和を持っています。 二 またキリストによ
って、いま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。 三 そればかりではなく、患難さえも喜
んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、 四 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。 五 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。 六 私たちがまだ弱かったとき、キリストは
定められた時に、不敬虔な者のために死んでください
ました。 七 正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどあ
りません。情け深い人のためには、進んで死ぬ人があ
るいはいるでしょう。 八 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。 九 ですから、今すでにキリスト
の血によって義と認められた私たちが、彼によって神

の怒りから救われるのは、なおさらのことです。 十 も
し敵であった私たちが、御子の死によって神と和解さ
せられたのなら、和解させられた私たちが、彼のいの
ちによって救いにあずかるのは、なおさらのことで
す。 十一 そればかりでなく、私たちのために今や和解
を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリス
トによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。

十二 そういうわけで、ちょうどひとりの人によって
罪が世界にはいり、罪によって死がはいり、こうして
死が全人類に広がったのと同様に、――それというの
も全人類が罪を犯したからです。 十三 というのは、律
法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったから
です。しかし罪は、何かの律法がなければ、認められ
ないものです。 十四 ところが死は、アダムからモーセ
までの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さな
かった人々をさえ支配しました。アダムはきたるべき
方のひな型です。 十五 ただし、恵みには違反のばあい
とは違う点があります。もしひとりの違反によって多
くの人が死んだとすれば、それにもまして、神の恵み
とひとりの人イエス・キリストの恵みによる賜物と
は、多くの人々に満ちあふれるのです。 十六 また、賜
物には、罪を犯したひとりによるばあいと違った点が
あります。さばきのばあいは、一つの違反のために罪
に定められたのですが、恵みのばあいは、多くの違反
が義と認められるからです。 十七 もしひとりの人の違
反により、ひとりによって死が支配するようになった
とすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊か
に受けている人々は、ひとりの人イエス・キリストに
より、いのちにあって支配するのです。 十八 こういう
わけで、ちょうど一つの違反によってすべての人が罪
に定められたのと同様に、一つの義の行為によってす
べての人が義と認められて、いのちを与えられるので
す。 十九 すなわち、ちょうどひとりの人の不従順によ
って多くの人が罪人とされたのと同様に、ひとりの従
順によって多くの人が義人とされるのです。 二十 律法
がはいって来たのは、違反が増し加わるためです。し
かし、罪の増し加わるところには、恵みも満ちあふれ
ました。 二十一 それは、罪が死によって支配したよう
に、恵みが、私たちの主イエス・キリストにより、義
の賜物によって支配し、永遠のいのちを得させるため
なのです。

それでは、どういうことになりますか。恵み
が増し加わるために、私たちは罪の中にとど

まるべきでしょうか。 二 絶対にそんなことはありませ
ん。罪に対して死んだ私たちが、どうして、なおもそ
の中に生きていられるでしょう。 三 それとも、あなた
がたは知らないのですか。キリスト・イエスにつくバ
プテスマを受けた私たちはみな、その死にあずかるバ
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プテスマを受けたのではありませんか。 四 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
トとともに葬られたのです。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。 五 もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キ
リストの死と同じようになっているのなら、必ずキリ
ストの復活とも同じようになるからです。 六 私たちの
古い人がキリストとともに十字架につけられたのは、
罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の
奴隷でなくなるためであることを、私たちは知ってい
ます。 七 死んでしまった者は、罪から解放されている
のです。 八 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。 九 キリストは死者の中からよみがえって、も
はや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しな
いことを、私たちは知っています。 十 なぜなら、キリ
ストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたの
であり、キリストが生きておられるのは、神に対して
生きておられるのだからです。 十一 このように、あな
たがたも、自分は罪に対しては死んだ者であり、神に
対してはキリスト・イエスにあって生きた者だと、思
いなさい。

十二 ですから、あなたがたの死ぬべきからだを罪の
支配にゆだねて、その情欲に従ってはいけません。
十三 また、あなたがたの手足を不義の器として罪にさ
さげてはいけません。むしろ、死者の中から生かされ
た者として、あなたがた自身とその手足を義の器とし
て神にささげなさい。 十四 というのは、罪はあなたが
たを支配することがないからです。なぜなら、あなた
がたは律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。

十五 それではどうなのでしょう。私たちは、律法の
下にではなく、恵みの下にあるのだから罪を犯そう、
ということになるのでしょうか。絶対にそんなこと
はありません。 十六 あなたがたはこのことを知らない
のですか。あなたがたが自分の身をささげて奴隷と
して服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、
あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の
奴隷となって義に至るのです。 十七 神に感謝すべきこ
とには、あなたがたは、もとは罪の奴隷でしたが、伝
えられた教えの規準に心から服従し、 十八 罪から解放
されて、義の奴隷となったのです。 十九 あなたがたに
ある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしてい
ます。あなたがたは、以前は自分の手足を汚れと不法
の奴隷としてささげて、不法に進みましたが、今は、
その手足を義の奴隷としてささげて、聖潔に進みな
さい。 二十 罪の奴隷であった時は、あなたがたは義に
ついては、自由にふるまっていました。 二十一 その当

時、今ではあなたがたが恥じているそのようなものか
ら、何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行
き着く所は死です。 二十二 しかし今は、罪から解放さ
れて神の奴隷となり、聖潔に至る実を得たのです。そ
の行き着く所は永遠のいのちです。 二十三 罪から来る
報酬は死です。しかし、神の下さる賜物は、私たちの
主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。

それとも、兄弟たち。あなたがたは、律法が
人に対して権限を持つのは、その人の生きて

いる期間だけだ、ということを知らないのですか。
――私は律法を知っている人々に言っているのです。
―― 二 夫のある女は、夫が生きている間は、律法によ
って夫に結ばれています。しかし、夫が死ねば、夫に
関する律法から解放されます。 三 ですから、夫が生き
ている間に他の男に行けば、姦淫の女と呼ばれるので
すが、夫が死ねば、律法から解放されており、たとい
他の男に行っても、姦淫の女ではありません。 四 私の
兄弟たちよ。それと同じように、あなたがたも、キリ
ストのからだによって、律法に対しては死んでいるの
です。それは、あなたがたが他の人、すなわち死者の
中からよみがえった方と結ばれて、神のために実を結
ぶようになるためです。 五 私たちが肉にあったとき
は、律法による数々の罪の欲情が私たちのからだの中
に働いていて、死のために実を結びました。 六 しか
し、今は、私たちは自分を捕えていた律法に対して死
んだので、それから解放され、その結果、古い文字に
はよらず、新しい御霊によって仕えているのです。

七 それでは、どういうことになりますか。律法は罪
なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。た
だ、律法によらないでは、私は罪を知ることがなかっ
たでしょう。律法が、「むさぼってはならない。」と
言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょ
う。 八 しかし、罪はこの戒めによって機会を捕え、私
のうちにあらゆるむさぼりを引き起こしました。律法
がなければ、罪は死んだものです。 九 私はかつて律
法なしに生きていましたが、戒めが来たときに、罪が
生き、私は死にました。 十 それで私には、いのちに導
くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであるこ
とが、わかりました。 十一 それは、戒めによって機会
を捕えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したから
です。 十二 ですから、律法は聖なるものであり、戒め
も聖であり、正しく、また良いものなのです。 十三 で
は、この良いものが、私に死をもたらしたのでしょう
か。絶対にそんなことはありません。それはむしろ、
罪なのです。罪は、この良いもので私に死をもたらす
ことによって、罪として明らかにされ、戒めによっ
て、極度に罪深いものとなりました。 十四 私たちは、
律法が霊的なものであることを知っています。しか
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し、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にある者
です。 十五 私には、自分のしていることがわかりませ
ん。私は自分がしたいと思うことをしているのではな
く、自分が憎むことを行なっているからです。 十六 も
し自分のしたくないことをしているとすれば、律法は
良いものであることを認めているわけです。 十七 です
から、それを行なっているのは、もはや私ではなく、
私のうちに住みついている罪なのです。 十八 私は、私
のうち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいない
のを知っています。私には善をしたいという願いがい
つもあるのに、それを実行することがないからです。
十九 私は、自分でしたいと思う善を行なわないで、か
えって、したくない悪を行なっています。 二十 もし私
が自分でしたくないことをしているのであれば、そ
れを行なっているのは、もはや私ではなくて、私のう
ちに住む罪です。 二十一 そういうわけで、私は、善を
したいと願っているのですが、その私に悪が宿ってい
るという原理を見いだすのです。 二十二 すなわち、私
は、内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに、
二十三 私のからだの中には異なった律法があって、それ
が私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだ
の中にある罪の律法のとりこにしているのを見いだす
のです。 二十四 私は、ほんとうにみじめな人間です。
だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれる
のでしょうか。 二十五 私たちの主イエス・キリストの
ゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、
心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えている
のです。

こういうわけで、今は、キリスト・イエスに
ある者が罪に定められることは決してありま

せん。 二 なぜなら、キリスト・イエスにある、いのち
の御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放し
たからです。 三 肉によって無力になったため、律法に
はできなくなっていることを、神はしてくださいまし
た。神はご自分の御子を、罪のために、罪深い肉と同
じような形でお遣わしになり、肉において罪を処罰さ
れたのです。 四 それは、肉に従って歩まず、御霊に従
って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるため
なのです。 五 肉に従う者は肉的なことをもっぱら考え
ますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら
考えます。 六 肉の思いは死であり、御霊による思い
は、いのちと平安です。 七 というのは、肉の思いは神
に対して反抗するものだからです。それは神の律法に
服従しません。いや、服従できないのです。 八 肉にあ
る者は神を喜ばせることができません。 九 けれども、
もし神の御霊があなたがたのうちに住んでおられるな
ら、あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいる
のです。キリストの御霊を持たない人は、キリストの

ものではありません。 十 もしキリストがあなたがたの
うちにおられるなら、からだは罪のゆえに死んでいて
も、霊が、義のゆえに生きています。 十一 もしイエス
を死者の中からよみがえらせた方の御霊が、あなたが
たのうちに住んでおられるなら、キリスト・イエスを
死者の中からよみがえらせた方は、あなたがたのうち
に住んでおられる御霊によって、あなたがたの死ぬべ
きからだをも生かしてくださるのです。

十二 ですから、兄弟たち。私たちは、肉に従って歩
む責任を、肉に対して負ってはいません。 十三 もし肉
に従って生きるなら、あなたがたは死ぬのです。しか
し、もし御霊によって、からだの行ないを殺すなら、
あなたがたは生きるのです。 十四 神の御霊に導かれる
人は、だれでも神の子どもです。 十五 あなたがたは、
人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたの
ではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。
私たちは御霊によって、「アバ、父。」と呼びます。
十六 私たちが神の子どもであることは、御霊ご自身
が、私たちの霊とともに、あかししてくださいます。
十七 もし子どもであるなら、相続人でもあります。私
たちがキリストと、栄光をともに受けるために苦難を
ともにしているなら、私たちは神の相続人であり、キ
リストとの共同相続人であります。

十八 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。 十九 被造物も、切実な思い
で神の子どもたちの現われを待ち望んでいるのです。
二十 それは、被造物が虚無に服したのが自分の意志で
はなく、服従させた方によるのであって、望みがある
からです。 二十一 被造物自体も、滅びの束縛から解放
され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられま
す。 二十二 私たちは、被造物全体が今に至るまで、と
もにうめきともに産みの苦しみをしていることを知っ
ています。 二十三 そればかりでなく、御霊の初穂をい
ただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、
子にしていただくこと、すなわち、私たちのからだの
贖われることを待ち望んでいます。 二十四 私たちは、
この望みによって救われているのです。目に見える望
みは、望みではありません。だれでも目で見ているこ
とを、どうしてさらに望むでしょう。 二十五 もしまだ
見ていないものを望んでいるのなら、私たちは、忍耐
をもって熱心に待ちます。

二十六 御霊も同じようにして、弱い私たちを助けて
くださいます。私たちは、どのように祈ったらよいか
わからないのですが、御霊ご自身が、言いようもない
深いうめきによって、私たちのためにとりなしてくだ
さいます。 二十七 人間の心を探り窮める方は、御霊の
思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊
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は、神のみこころに従って、聖徒のためにとりなしを
してくださるからです。 二十八 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、
神がすべ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。 二十九 なぜなら、神は、
あらかじめ知っておられる人々を、御子のかたちと
同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、御
子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。
三十 神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した
人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄
光をお与えになりました。

三十一 では、これらのことからどう言えるでしょう。
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。 三十二 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。 三十三 神に選ば
れた人々を訴えるのはだれですか。神が義と認めてく
ださるのです。 三十四 罪に定めようとするのはだれで
すか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方
であるキリスト・イエスが、神の右の座に着き、私た
ちのためにとりなしていてくださるのです。 三十五 私
たちをキリストの愛から引き離すのはだれですか。患
難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、
裸ですか、危険ですか、剣ですか。
三十六 「あなたのために、私たちは一日中、
死に定められている。
私たちは、ほふられる羊とみなされた。」
と書いてあるとおりです。 三十七 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。 三十八 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、 三十九 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。

私はキリストにあって真実を言い、偽りを言
いません。次のことは、私の良心も、聖霊に

よってあかししています。 二 私には大きな悲しみがあ
り、私の心には絶えず痛みがあります。 三 もしできる
ことなら、私の同胞、肉による同国人のために、この
私がキリストから引き離されて、のろわれた者となる
ことさえ願いたいのです。 四 彼らはイスラエル人で
す。子とされることも、栄光も、契約も、律法を与え
られることも、礼拝も、約束も彼らのものです。 五 先
祖たちも彼らのものです。またキリストも、人として
は彼らから出られたのです。このキリストは万物の上

にあり、とこしえにほめたたえられる神です。アーメ
ン。

六 しかし、神のみことばが無効になったわけではあ
りません。なぜなら、イスラエルから出る者がみな、
イスラエルなのではなく、 七 アブラハムから出たか
らといって、すべてが子どもなのではなく、「イサク
から出る者があなたの子孫と呼ばれる。」のだからで
す。 八 すなわち、肉の子どもがそのまま神の子ども
ではなく、約束の子どもが子孫とみなされるのです。
九 約束のみことばはこうです。「私は来年の今ごろ来
ます。そして、サラは男の子を産みます。」 十 このこ
とだけでなく、私たちの先祖イサクひとりによって
みごもったリベカのこともあります。 十一 その子ども
たちは、まだ生まれてもおらず、善も悪も行なわない
うちに、神の選びの計画の確かさが、行ないにはよら
ず、召してくださる方によるようにと、 十二 「兄は弟
に仕える。」と彼女に告げられたのです。 十三 「わた
しはヤコブを愛し、エサウを憎んだ。」と書いてある
とおりです。

十四 それでは、どういうことになりますか。神に不
正があるのですか。絶対にそんなことはありません。
十五 神はモーセに、「わたしは自分のあわれむ者をあ
われみ、自分のいつくしむ者をいつくしむ。」と言わ
れました。 十六 したがって、事は人間の願いや努力に
よるのではなく、あわれんでくださる神によるので
す。 十七 聖書はパロに、「わたしがあなたを立てたの
は、あなたにおいてわたしの力を示し、わたしの名を
全世界に告げ知らせるためである。」と言っていま
す。 十八 こういうわけで、神は、人をみこころのまま
にあわれみ、またみこころのままにかたくなにされる
のです。

十九 すると、あなたはこう言うでしょう。「それな
のになぜ、神は人を責められるのですか。だれが神の
ご計画に逆らうことができましょう。」 二十 しかし、
人よ。神に言い逆らうあなたは、いったい何ですか。
形造られた者が形造った者に対して、「あなたはな
ぜ、私をこのようなものにしたのですか。」と言える
でしょうか。 二十一 陶器を作る者は、同じ土のかたま
りから、尊いことに用いる器でも、また、つまらない
ことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょ
うか。 二十二 ですが、もし神が、怒りを示してご自分
の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼさ
れるべき怒りの器を、豊かな寛容をもって忍耐してく
ださったとしたら、どうでしょうか。 二十三 それも、
神が栄光のためにあらかじめ用意しておられたあわれ
みの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださる
ためになのです。 二十四 神は、このあわれみの器とし
て、私たちを、ユダヤ人の中からだけでなく、異邦人

ローマ人への手紙 八:二十八 140 ローマ人への手紙 九:二十四



10

11

の中からも召してくださったのです。 二十五 それは、
ホセアの書でも言っておられるとおりです。
「わたしは、わが民でない者をわが民と呼び、
愛さなかった者を愛する者と呼ぶ。
二十六 『あなたがたは、わたしの民ではない。』と、
わたしが言ったその場所で、彼らは、
生ける神の子どもと呼ばれる。」
二十七 また、イスラエルについては、イザヤがこう叫
んでいます。
「たといイスラエルの子どもたちの数は、
海べの砂のようであっても、
救われるのは、残された者である。
二十八 主は、みことばを完全に、しかも敏速に、
地上に成し遂げられる。」
二十九 また、イザヤがこう預言したとおりです。
「もし万軍の主が、私たちに
子孫を残されなかったら、
私たちはソドムのようになり、
ゴモラと同じものとされたであろう。」

三十 では、どういうことになりますか。義を追い求
めなかった異邦人は義を得ました。すなわち、信仰に
よる義です。 三十一 しかし、イスラエルは、義の律法
を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。
三十二 なぜでしょうか。信仰によって追い求めること
をしないで、行ないによるかのように追い求めたか
らです。彼らは、つまずきの石につまずいたのです。
三十三 それは、こう書かれているとおりです。
「見よ。わたしは、
シオンに、つまずきの石、妨げの岩を置く。
彼に信頼する者は、
失望させられることがない。」

兄弟たち。私が心の望みとし、また彼らのた
めに神に願い求めているのは、彼らの救われ

ることです。 二 私は、彼らが神に対して熱心であるこ
とをあかしします。しかし、その熱心は知識に基づく
ものではありません。 三 というのは、彼らは神の義を
知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従
わなかったからです。 四 キリストが律法を終わらせら
れたので、信じる人はみな義と認められるのです。
五 モーセは、律法による義を行なう人は、その義によ
って生きる、と書いています。 六 しかし、信仰による
義はこう言います。「あなたは心の中で、だれが天に
上るだろうか、と言ってはいけない。」それはキリス
トを引き降ろすことです。 七 また、「だれが地の奥底
に下るだろうか、と言ってはいけない。」それはキリ
ストを死者の中から引き上げることです。 八 では、ど
う言っていますか。「みことばはあなたの近くにあ
る。あなたの口にあり、あなたの心にある。」これは

私たちの宣べ伝えている信仰のことばのことです。
九 なぜなら、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。 十 人は心に信じて義と認められ、口で告白
して救われるのです。 十一 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。」
十二 ユダヤ人とギリシヤ人との区別はありません。同
じ主が、すべての人の主であり、主を呼び求めるすべ
ての人に対して恵み深くあられるからです。 十三 「主
の御名を呼び求める者は、だれでも救われる。」ので
す。 十四 しかし、信じたことのない方を、どうして呼
び求めることができるでしょう。聞いたことのない方
を、どうして信じることができるでしょう。宣べ伝え
る人がなくて、どうして聞くことができるでしょう。
十五 遣わされなくては、どうして宣べ伝えることがで
きるでしょう。次のように書かれているとおりです。
「良いことの知らせを伝える人々の足は、なんとりっ
ぱでしょう。」

十六 しかし、すべての人が福音に従ったのではあり
ません。「主よ。だれが私たちの知らせを信じました
か。」とイザヤは言っています。 十七 そのように、信
仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストにつ
いてのみことばによるのです。 十八 でも、こう尋ねま
しょう。「はたして彼らは聞こえなかったのでしょう
か。」むろん、そうではありません。
「その声は全地に響き渡り、
そのことばは地の果てまで届いた。」
十九 でも、私はこう言いましょう。「はたしてイスラ
エルは知らなかったのでしょうか。」まず、モーセが
こう言っています。
「わたしは、民でない者のことで、
あなたがたのねたみを起こさせ、
無知な国民のことで、あなたがたを怒らせる。」
二十 またイザヤは大胆にこう言っています。
「わたしは、わたしを求めない者に見いだされ、
わたしをたずねない者に自分を現わした。」
二十一 またイスラエルについては、こう言っています。
「不従順で反抗する民に対して、
わたしは一日中、手を差し伸べた。」

すると、神はご自分の民を退けてしまわれた
のですか。絶対にそんなことはありません。

この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、
ベニヤミン族の出身です。 二 神は、あらかじめ知って
おられたご自分の民を退けてしまわれたのではありま
せん。それともあなたがたは、聖書がエリヤに関する
個所で言っていることを、知らないのですか。彼はイ
スラエルを神に訴えてこう言いました。 三 「主よ。彼
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らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇をこわ
し、私だけが残されました。彼らはいま私のいのちを
取ろうとしています。」 四 ところが彼に対して何とお
答えになりましたか。「バアルにひざをかがめていな
い男子七千人が、わたしのために残してある。」 五 そ
れと同じように、今も、恵みの選びによって残された
者がいます。 六 もし恵みによるのであれば、もはや
行ないによるのではありません。もしそうでなかった
ら、恵みが恵みでなくなります。 七 では、どうなるの
でしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得で
きませんでした。選ばれた者は獲得しましたが、他の
者は、かたくなにされたのです。 八 こう書かれている
とおりです。
「神は、彼らに鈍い心と
見えない目と聞こえない耳を与えられた。
今日に至るまで。」
九 ダビデもこう言います。
「彼らの食卓は、彼らにとって
わなとなり、網となり、
つまずきとなり、報いとなれ。
十 その目はくらんで見えなくなり、
その背はいつまでもかがんでおれ。」

十一 では、尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒
れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはあり
ません。かえって、彼らの違反によって、救いが異邦
人に及んだのです。それは、イスラエルにねたみを起
こさせるためです。 十二 もし彼らの違反が世界の富と
なり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの
完成は、それ以上の、どんなにかすばらしいものを、
もたらすことでしょう。 十三 そこで、異邦人の方々に
言いますが、私は異邦人の使徒ですから、自分の務め
を重んじています。 十四 そして、それによって何とか
私の同国人にねたみを引き起こさせて、その中の幾
人でも救おうと願っているのです。 十五 もし彼らの捨
てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの
受け入れられることは、死者の中から生き返ること
でなくて何でしょう。 十六 初物がきよければ、粉の全
部がきよいのです。根がきよければ、枝もきよいので
す。 十七 もしも、枝の中のあるものが折られて、野生
種のオリーブであるあなたがその枝に混じってつが
れ、そしてオリーブの根の豊かな養分をともに受け
ているのだとしたら、 十八 あなたはその枝に対して誇
ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根をさ
さえているのではなく、根があなたをささえている
のです。 十九 枝が折られたのは、私がつぎ合わされる
ためだ、とあなたは言うでしょう。 二十 そのとおりで
す。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によ
って立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさ

い。 二十一 もし神が台木の枝を惜しまれなかったとす
れば、あなたをも惜しまれないでしょう。 二十二 見て
ごらんなさい。神のいつくしみときびしさを。倒れた
者の上にあるのは、きびしさです。あなたの上にある
のは、神のいつくしみです。ただし、あなたがそのい
つくしみの中にとどまっていればであって、そうでな
ければ、あなたも切り落とされるのです。 二十三 彼ら
であっても、もし不信仰を続けなければ、つぎ合わさ
れるのです。神は、彼らを再びつぎ合わすことができ
るのです。 二十四 もしあなたが、野生種であるオリー
ブの木から切り取られ、もとの性質に反して、栽培さ
れたオリーブの木につがれたのであれば、これらの栽
培種のものは、もっとたやすく自分の台木につがれる
はずです。

二十五 兄弟たち。私はあなたがたに、ぜひこの奥義を
知っていていただきたい。それは、あなたがたが自分
で自分を賢いと思うことがないようにするためです。
その奥義とは、イスラエル人の一部がかたくなになっ
たのは異邦人の完成のなる時までであり、 二十六 こう
して、イスラエルはみな救われる、ということです。
こう書かれているとおりです。
「救う者がシオンから出て、
ヤコブから不敬虔を取り払う。
二十七 これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。
それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である。」
二十八 彼らは、福音によれば、あなたがたのゆえに、
神に敵対している者ですが、選びによれば、先祖た
ちのゆえに、愛されている者なのです。 二十九 神の賜
物と召命とは変わることがありません。 三十 ちょうど
あなたがたが、かつては神に不従順であったが、今
は、彼らの不従順のゆえに、あわれみを受けているの
と同様に、 三十一 彼らも、今は不従順になっています
が、それは、あなたがたの受けたあわれみによって、
今や、彼ら自身もあわれみを受けるためなのです。
三十二 なぜなら、神は、すべての人をあわれもうとし
て、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたから
です。

三十三 ああ、神の知恵と知識との富は、何と底知れず
深いことでしょう。そのさばきは、何と知り尽くしが
たく、その道は、何と測り知りがたいことでしょう。
三十四 なぜなら、だれが主のみこころを知ったのです
か。また、だれが主のご計画にあずかったのですか。
三十五 また、だれが、まず主に与えて報いを受けるの
ですか。 三十六 というのは、すべてのことが、神から
発し、神によって成り、神に至るからです。どうか、
この神に、栄光がとこしえにありますように。アーメ
ン。
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十二 十三

十四

そういうわけですから、兄弟たち。私は、
神のあわれみのゆえに、あなたがたにお願

いします。あなたがたのからだを、神に受け入れられ
る、きよい、生きた供え物としてささげなさい。それ
こそ、あなたがたの霊的な礼拝です。 二 この世と調子
を合わせてはいけません。いや、むしろ、神のみここ
ろは何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れ
られ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一
新によって自分を変えなさい。

三 私は、自分に与えられた恵みによって、あなたが
たひとりひとりに言います。だれでも、思うべき限度
を越えて思い上がってはいけません。いや、むしろ、
神がおのおのに分け与えてくださった信仰の量りに
応じて、慎み深い考え方をしなさい。 四 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、 五 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。 六 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、もしそれが預言
であれば、その信仰に応じて預言しなさい。 七 奉仕で
あれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。 八 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。

九 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。 十 兄弟愛をもって心から互いに愛
し合い、尊敬をもって互いに人を自分よりまさって
いると思いなさい。 十一 勤勉で怠らず、霊に燃え、主
に仕えなさい。 十二 望みを抱いて喜び、患難に耐え、
絶えず祈りに励みなさい。 十三 聖徒の入用に協力し、
旅人をもてなしなさい。 十四 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、のろってはい
けません。 十五 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。 十六 互いに一つ心になり、高ぶ
った思いを持たず、かえって身分の低い者に順応し
なさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。
十七 だれに対してでも、悪に悪を報いることをせず、
すべての人が良いと思うことを図りなさい。 十八 あな
たがたは、自分に関する限り、すべての人と平和を
保ちなさい。 十九 愛する人たち。自分で復讐してはい
けません。神の怒りに任せなさい。それは、こう書い
てあるからです。「復讐はわたしのすることである。
わたしが報いをする、と主は言われる。」 二十 もしあ
なたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。渇い
たなら、飲ませなさい。そうすることによって、あな
たは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。
二十一 悪に負けてはいけません。かえって、善をもって
悪に打ち勝ちなさい。

人はみな、上に立つ権威に従うべきです。
神によらない権威はなく、存在している権

威はすべて、神によって立てられたものです。 二 した
がって、権威に逆らっている人は、神の定めにそむい
ているのです。そむいた人は自分の身にさばきを招き
ます。 三 支配者を恐ろしいと思うのは、良い行ないを
するときではなく、悪を行なうときです。権威を恐れ
たくないと思うなら、善を行ないなさい。そうすれ
ば、支配者からほめられます。 四 それは、彼があなた
に益を与えるための、神のしもべだからです。しか
し、もしあなたが悪を行なうなら、恐れなければなり
ません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。
彼は神のしもべであって、悪を行なう人には怒りをも
って報います。 五 ですから、ただ怒りが恐ろしいから
だけでなく、良心のためにも、従うべきです。 六 同じ
理由で、あなたがたは、みつぎを納めるのです。彼ら
は、いつもその務めに励んでいる神のしもべなので
す。 七 あなたがたは、だれにでも義務を果たしなさ
い。みつぎを納めなければならない人にはみつぎを納
め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れ
なければならない人を恐れ、敬わなければならない人
を敬いなさい。

八 だれに対しても、何の借りもあってはいけませ
ん。ただし、互いに愛し合うことについては別です。
他 の 人 を 愛 す る 者 は、 律 法 を 完 全 に 守 っ て い る の
です。 九 「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼる
な。」という戒め、またほかにどんな戒めがあって
も、それらは、「あなたの隣人をあなた自身のように
愛せよ。」ということばの中に要約されているからで
す。 十 愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ、
愛は律法を全うします。

十一 あなたがたは、今がどのような時か知っている
のですから、このように行ないなさい。あなたがた
が眠りからさめるべき時刻がもう来ています。という
のは、私たちが信じたころよりも、今は救いが私たち
にもっと近づいているからです。 十二 夜はふけて、昼
が近づきました。ですから、私たちは、やみのわざを
打ち捨てて、光の武具を着けようではありませんか。
十三 遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、ねたみの生活で
はなく、昼間らしい、正しい生き方をしようではあり
ませんか。 十四 主イエス・キリストを着なさい。肉の
欲のために心を用いてはいけません。

あなたがたは信仰の弱い人を受け入れなさ
い。その意見をさばいてはいけません。

二 何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い
人は野菜よりほかには食べません。 三 食べる人は食べ
ない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人
をさばいてはいけません。神がその人を受け入れてく
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十五

ださったからです。 四 あなたはいったいだれなので、
他人のしもべをさばくのですか。しもべが立つのも倒
れるのも、その主人の心次第です。このしもべは立つ
のです。なぜなら、主には、彼を立たせることができ
るからです。 五 ある日を、他の日に比べて、大事だと
考える人もいますが、どの日も同じだと考える人も
います。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。
六 日を守る人は、主のために守っています。食べる人
は、主のために食べています。なぜなら、神に感謝し
ているからです。食べない人も、主のために食べない
のであって、神に感謝しているのです。 七 私たちの中
でだれひとりとして、自分のために生きている者はな
く、また自分のために死ぬ者もありません。 八 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。 九 キリストは、死んだ
人にとっても、生きている人にとっても、その主とな
るために、死んで、また生きられたのです。 十 それな
のに、なぜ、あなたは自分の兄弟をさばくのですか。
また、自分の兄弟を侮るのですか。私たちはみな、神
のさばきの座に立つようになるのです。 十一 次のよう
に書かれているからです。
「主は言われる。わたしは生きている。
すべてのひざは、わたしの前にひざまずき、
すべての舌は、神をほめたたえる。」
十二 こういうわけですから、私たちは、おのおの自分
のことを神の御前に申し開きすることになります。

十三 ですから、私たちは、もはや互いにさばき合う
ことのないようにしましょう。いや、それ以上に、兄
弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置
かないように決心しなさい。 十四 主イエスにあって、
私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れ
ているものは何一つないということです。ただ、これ
は汚れていると認める人にとっては、それは汚れたも
のなのです。 十五 もし、食べ物のことで、あなたの兄
弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によっ
て行動しているのではありません。キリストが代わ
りに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物
のことで、滅ぼさないでください。 十六 ですから、あ
なたがたが良いとしている事がらによって、そしられ
ないようにしなさい。 十七 なぜなら、神の国は飲み食
いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだか
らです。 十八 このようにキリストに仕える人は、神に
喜ばれ、また人々にも認められるのです。 十九 そうい
うわけですから、私たちは、平和に役立つことと、お
互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。
二十 食べ物のことで神のみわざを破壊してはいけませ
ん。すべての物はきよいのです。しかし、それを食べ

て人につまずきを与えるような人のばあいは、悪いの
です。 二十一 肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、そのほ
か兄弟のつまずきになることをしないのは良いこと
なのです。 二十二 あなたの持っている信仰は、神の御
前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が、良
いと認めていることによって、さばかれない人は幸福
です。 二十三 しかし、疑いを感じる人が食べるなら、
罪に定められます。なぜなら、それが信仰から出てい
ないからです。信仰から出ていないことは、みな罪で
す。

私たち力のある者は、力のない人たちの弱
さをになうべきです。自分を喜ばせるべき

ではありません。 二 私たちはひとりひとり、隣人を喜
ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべき
です。 三 キリストでさえ、ご自身を喜ばせることはな
さらなかったのです。むしろ、「あなたをそしる人々
のそしりは、わたしの上にふりかかった。」と書いて
あるとおりです。 四 昔書かれたものは、すべて私たち
を教えるために書かれたのです。それは、聖書の与え
る忍耐と励ましによって、希望を持たせるためなので
す。 五 どうか、忍耐と励ましの神が、あなたがたを、
キリスト・イエスにふさわしく、互いに同じ思いを持
つようにしてくださいますように。 六 それは、あなた
がたが、心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イ
エス・キリストの父なる神をほめたたえるためです。

七 こういうわけですから、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。 八 私は言います。キリ
ストは、神の真理を現わすために、割礼のある者のし
もべとなられました。それは先祖たちに与えられた約
束を保証するためであり、 九 また異邦人も、あわれみ
のゆえに、神をあがめるようになるためです。こう書
かれているとおりです。
「それゆえ、私は異邦人の中で、
あなたをほめたたえ、
あなたの御名をほめ歌おう。」
十 また、こうも言われています。
「異邦人よ。主の民とともに喜べ。」
十一 さらにまた、
「すべての異邦人よ。主をほめよ。
もろもろの国民よ。主をたたえよ。」
十二 さらにまた、イザヤがこう言っています。
「エッサイの根が起こる。
異邦人を治めるために立ち上がる方である。
異邦人はこの方に望みをかける。」
十三 どうか、望みの神が、あなたがたを信仰によるす
べての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって
望みにあふれさせてくださいますように。
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十六

十四 私の兄弟たちよ。あなたがた自身が善意にあふ
れ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合
うことができることを、この私は確信しています。
十五 ただ私が所々、かなり大胆に書いたのは、あな
たがたにもう一度思い起こしてもらうためでした。
十六 それも私が、異邦人のためにキリスト・イエスの
仕え人となるために、神から恵みをいただいている
からです。私は神の福音をもって、祭司の務めを果た
しています。それは異邦人を、聖霊によってきよめら
れた、神に受け入れられる供え物とするためです。
十七 それで、神に仕えることに関して、私はキリスト
・イエスにあって誇りを持っているのです。 十八 私
は、キリストが異邦人を従順にならせるため、この私
を用いて成し遂げてくださったこと以外に、何かを話
そうなどとはしません。キリストは、ことばと行ない
により、 十九 また、しるしと不思議をなす力により、
さらにまた、御霊の力によって、それを成し遂げてく
ださいました。その結果、私はエルサレムから始め
て、ずっと回ってイルリコに至るまで、キリストの福
音をくまなく伝えました。 二十 このように、私は、他
人の土台の上に建てないように、キリストの御名がま
だ語られていない所に福音を宣べ伝えることを切に求
めたのです。 二十一 それは、こう書いてあるとおりで
す。
「彼のことを伝えられなかった人々が
見るようになり、
聞いたことのなかった人々が
悟るようになる。」

二十二 そういうわけで、私は、あなたがたのところに
行くのを幾度も妨げられましたが、 二十三 今は、もう
この地方には私の働くべき所がなくなりましたし、
また、イスパニヤに行くばあいは、あなたがたのと
ころに立ち寄ることを多年希望していましたので、
二十四 ――というのは、途中あなたがたに会い、まず、
しばらくの間あなたがたとともにいて心を満たされ
てから、あなたがたに送られ、そこへ行きたいと望ん
でいるからです。―― 二十五 ですが、今は、聖徒たち
に奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。
二十六 それは、マケドニヤとアカヤでは、喜んでエル
サレムの聖徒たちの中の貧しい人たちのために醵金
することにしたからです。 二十七 彼らは確かに喜んで
それをしたのですが、同時にまた、その人々に対して
はその義務があるのです。異邦人は霊的なことでは、
その人々からもらいものをしたのですから、物質的な
物をもって彼らに奉仕すべきです。 二十八 それで、私
はこのことを済ませ、彼らにこの実を確かに渡してか
ら、あなたがたのところを通ってイスパニヤに行く
ことにします。 二十九 あなたがたのところに行くとき

は、キリストの満ちあふれる祝福をもって行くことと
信じています。

三十 兄弟たち。私たちの主イエス・キリストによっ
て、また、御霊の愛によって切にお願いします。私の
ために、私とともに力を尽くして神に祈ってくださ
い。 三十一 私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出
され、またエルサレムに対する私の奉仕が聖徒たちに
受け入れられるものとなりますように。 三十二 その結
果として、神のみこころにより、喜びをもってあなた
がたのところへ行き、あなたがたの中で、ともにいこ
いを得ることができますように。 三十三 どうか、平和
の神が、あなたがたすべてとともにいてくださいます
ように。アーメン。

ケンクレヤにある教会の執事で、私たちの
姉妹であるフィベを、あなたがたに推薦し

ます。 二 どうぞ、聖徒にふさわしいしかたで、主にあ
ってこの人を歓迎し、あなたがたの助けを必要とする
ことは、どんなことでも助けてあげてください。この
人は、多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた
人です。

三 キリスト・イエスにあって私の同労者であるプリ
スカとアクラによろしく伝えてください。 四 この人た
ちは、自分のいのちの危険を冒して私のいのちを守っ
てくれたのです。この人たちには、私だけでなく、異
邦人のすべての教会も感謝しています。 五 またその家
の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネ
トによろしく。この人はアジヤでキリストを信じた最
初の人です。 六 あなたがたのために非常に労苦したマ
リヤによろしく。 七 私の同国人で私といっしょに投
獄されたことのある、アンドロニコとユニアスにもよ
ろしく。この人々は使徒たちの間によく知られている
人々で、また私より先にキリストにある者となったの
です。 八 主にあって私の愛するアムプリアトによろし
く。 九 キリストにあって私たちの同労者であるウル
バノと、私の愛するスタキスとによろしく。 十 キリス
トにあって練達したアペレによろしく。アリストブロ
の家の人たちによろしく。 十一 私の同国人ヘロデオン
によろしく。ナルキソの家の主にある人たちによろし
く。 十二 主にあって労している、ツルパナとツルポサ
によろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシ
スによろしく。 十三 主にあって選ばれた人ルポスによ
ろしく。また彼と私との母によろしく。 十四 アスンク
リト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマスおよ
びその人たちといっしょにいる兄弟たちによろしく。
十五 フィロロゴとユリヤ、ネレオとその姉妹、オルン
パおよびその人たちといっしょにいるすべての聖徒た
ちによろしく。 十六 あなたがたはきよい口づけをもっ
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て互いのあいさつをかわしなさい。キリストの教会は
みな、あなたがたによろしくと言っています。

十七 兄弟たち。私はあなたがたに願います。あなた
がたの学んだ教えにそむいて、分裂とつまずきを引き
起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざか
りなさい。 十八 そういう人たちは、私たちの主キリス
トに仕えないで、自分の欲に仕えているのです。彼ら
は、なめらかなことば、へつらいのことばをもって純
朴な人たちの心をだましているのです。 十九 あなたが
たの従順はすべての人に知られているので、私はあな
たがたのことを喜んでいます。しかし、私は、あなた
がたが善にはさとく、悪にはうとくあってほしい、と
望んでいます。 二十 平和の神は、すみやかに、あなた
がたの足でサタンを踏み砕いてくださいます。

どうか、私たちの主イエスの恵みが、あなたがたと
ともにありますように。

二十一 私の同労者テモテが、あなたがたによろしく
と言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソ
シパテロがよろしくと言っています。 二十二 この手紙
を筆記した私、テルテオも、主にあってあなたがたに
ごあいさつ申し上げます。 二十三 私と全教会との家主
であるガイオも、あなたがたによろしくと言っていま
す。市の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろ
しくと言っています。

24 私の福音とイエス・キリストの宣教によって、す
なわち、世々にわたって長い間隠されていたが、今や
現わされて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書
によって、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々
に知らされた奥義の啓示によって、あなたがたを堅く
立たせることができる方、 二十七 知恵に富む唯一の神
に、イエス・キリストによって、御栄えがとこしえま
でありますように。アーメン。
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一

コリント人への手紙第一

神のみこころによってキリスト・イエスの使
徒として召されたパウロと、兄弟ソステネか

ら、 二 コリントにある神の教会へ。すなわち、私たち
の主イエス・キリストの御名を、至る所で呼び求めて
いるすべての人々とともに、聖徒として召され、キリ
スト・イエスにあってきよめられた方々へ。主は私た
ちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。
三 私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵み
と平安があなたがたの上にありますように。

四 私は、キリスト・イエスによってあなたがたに与
えられた神の恵みのゆえに、あなたがたのことをいつ
も神に感謝しています。 五 というのは、あなたがた
は、ことばといい、知識といい、すべてにおいて、キ
リストにあって豊かな者とされたからです。 六 それ
は、キリストについてのあかしが、あなたがたの中で
確かになったからで、 七 その結果、あなたがたはどん
な賜物にも欠けるところがなく、また、熱心に私たち
の主イエス・キリストの現われを待っています。 八 主
も、あなたがたを、私たちの主イエス・キリストの日
に責められるところのない者として、最後まで堅く保
ってくださいます。 九 神は真実であり、その方のお召
しによって、あなたがたは神の御子、私たちの主イエ
ス・キリストとの交わりに入れられました。

十 さて、兄弟たち。私は、私たちの主イエス・キリ
ストの御名によって、あなたがたにお願いします。
どうか、みなが一致して、仲間割れすることなく、
同じ心、同じ判断を完全に保ってください。 十一 実は
あなたがたのことをクロエの家の者から知らされま
した。兄弟たち。あなたがたの間には争いがあるそ
うで、 十二 あなたがたはめいめいに、「私はパウロに
つく。」「私はアポロに。」「私はケパに。」「私は
キリストにつく。」と言っているということです。
十三 キリストが分割されたのですか。あなたがたのた
めに十字架につけられたのはパウロでしょうか。あな
たがたがバプテスマを受けたのはパウロの名によるの
でしょうか。 十四 私は、クリスポとガイオのほか、あ
なたがたのだれにもバプテスマを授けたことがないこ
とを感謝しています。 十五 それは、あなたがたが私の
名によってバプテスマを受けたと言われないようにす
るためでした。 十六 私はステパナの家族にもバプテス

マを授けましたが、そのほかはだれにも授けた覚えは
ありません。 十七 キリストが私をお遣わしになったの
は、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を宣
べ伝えさせるためです。それも、キリストの十字架が
むなしくならないために、ことばの知恵によってはな
らないのです。

十八 十字架のことばは、滅びに至る人々には愚かで
あっても、救いを受ける私たちには、神の力です。
十九 それは、こう書いてあるからです。
「わたしは知恵ある者の知恵を滅ぼし、
賢い者の賢さをむなしくする。」
二十 知者はどこにいるのですか。学者はどこにいるの
ですか。この世の議論家はどこにいるのですか。神
は、この世の知恵を愚かなものにされたではありま
せんか。 二十一 事実、この世が自分の知恵によって神
を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それ
ゆえ、神はみこころによって、宣教のことばの愚か
さを通して、信じる者を救おうと定められたのです。
二十二 ユダヤ人はしるしを要求し、ギリシヤ人は知恵
を追求します。 二十三 しかし、私たちは十字架につけ
られたキリストを宣べ伝えるのです。ユダヤ人にと
ってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、
二十四 しかし、ユダヤ人であってもギリシヤ人であっ
ても、召された者にとっては、キリストは神の力、神
の知恵なのです。 二十五 なぜなら、神の愚かさは人よ
りも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。

二十六 兄弟たち、あなたがたの召しのことを考えて
ごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者
も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。
二十七 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。 二十八 ま
た、この世の取るに足りない者や見下されている者
を、神は選ばれました。すなわち、有るものをない者
のようにするため、無に等しいものを選ばれたので
す。 二十九 これは、神の御前でだれをも誇らせないた
めです。 三十 しかしあなたがたは、神によってキリス
ト・イエスのうちにあるのです。キリストは、私たち
にとって、神の知恵となり、また、義ときよめと、贖
いとになられました。 三十一 まさしく、「誇る者は主

コリント人への手紙第一 一:二 147 コリント人への手紙第一 一:三十一



二 三

にあって誇れ。」と書かれているとおりになるためで
す。

さて兄弟たち。私があなたがたのところへ行
ったとき、私は、すぐれたことば、すぐれた

知恵を用いて、神のあかしを宣べ伝えることはしませ
んでした。 二 なぜなら私は、あなたがたの間で、イエ
ス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほか
は、何も知らないことに決心したからです。 三 あなた
がたといっしょにいたときの私は、弱く、恐れおのの
いていました。 四 そして、私のことばと私の宣教と
は、説得力のある知恵のことばによって行なわれたも
のではなく、御霊と御力の現われでした。 五 それは、
あなたがたの持つ信仰が、人間の知恵にささえられ
ず、神の力にささえられるためでした。

六 しかし私たちは、成人の間で、知恵を語ります。
この知恵は、この世の知恵でもなく、この世の過ぎ去
って行く支配者たちの知恵でもありません。 七 私た
ちの語るのは、隠された奥義としての神の知恵であっ
て、それは、神が、私たちの栄光のために、世界の始
まる前から、あらかじめ定められたものです。 八 この
知恵を、この世の支配者たちは、だれひとりとして悟
りませんでした。もし悟っていたら、栄光の主を十字
架につけはしなかったでしょう。 九 まさしく、聖書に
書いてあるとおりです。
「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。」
十 神はこれを、御霊によって私たちに啓示されたので
す。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ば
れるからです。 十一 いったい、人の心のことは、その
人のうちにある霊のほかに、だれが知っているでし
ょう。同じように、神のみこころのことは、神の御霊
のほかにはだれも知りません。 十二 ところで、私たち
は、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受け
ました。それは、恵みによって神から私たちに賜わっ
たものを、私たちが知るためです。 十三 この賜物につ
いて話すには、人の知恵に教えられたことばを用い
ず、御霊に教えられたことばを用います。その御霊の
ことばをもって御霊のことを解くのです。 十四 生まれ
ながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れま
せん。それらは彼には愚かなことだからです。また、
それを悟ることができません。なぜなら、御霊のこと
は御霊によってわきまえるものだからです。 十五 御霊
を受けている人は、すべてのことをわきまえますが、
自分はだれによってもわきまえられません。 十六 いっ
たい、「だれが主のみこころを知り、主を導くことが

できたか。」ところが、私たちには、キリストの心が
あるのです。

さて、兄弟たちよ。私は、あなたがたに向か
って、御霊に属する人に対するようには話す

ことができないで、肉に属する人、キリストにある幼
子に対するように話しました。 二 私はあなたがたには
乳を与えて、堅い食物を与えませんでした。あなたが
たには、まだ無理だったからです。実は、今でもまだ
無理なのです。 三 あなたがたは、まだ肉に属している
からです。あなたがたの間にねたみや争いがあること
からすれば、あなたがたは肉に属しているのではあり
ませんか。そして、ただの人のように歩んでいるので
は あ り ま せ ん か。 四 あ る 人 が、 「私 は パ ウ ロ に つ
く。」と言えば、別の人は、「私はアポロに。」と言
う。そういうことでは、あなたがたは、ただの人たち
ではありませんか。 五 アポロとは何でしょう。パウロ
とは何でしょう。あなたがたが信仰にはいるために用
いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた
とおりのことをしたのです。 六 私が植えて、アポロが
水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。
七 それで、たいせつなのは、植える者でも水を注ぐ者
でもありません。成長させてくださる神なのです。
八 植える者と水を注ぐ者は、一つですが、それぞれ自
分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるので
す。 九 私たちは神の協力者であり、あなたがたは神の
畑、神の建物です。

十 与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家の
ように、土台を据えました。そして、ほかの人がその
上に家を建てています。しかし、どのように建てるか
についてはそれぞれが注意しなければなりません。
十一 というのは、だれも、すでに据えられている土台
のほかに、ほかの物を据えることはできないからで
す。その土台とはイエス・キリストです。 十二 もし、
だれかがこの土台の上に、金、銀、宝石、木、草、わ
らなどで建てるなら、 十三 各人の働きは明瞭になり
ます。その日がそれを明らかにするのです。というの
は、その日は火とともに現われ、この火がその力で
各人の働きの真価をためすからです。 十四 もしだれか
の建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。
十五 もしだれかの建てた建物が焼ければ、その人は損
害を受けますが、自分自身は、火の中をくぐるように
して助かります。

十六 あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があな
たがたに宿っておられることを知らないのですか。
十七 もし、だれかが神の神殿をこわすなら、神がその
人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからで
す。あなたがたがその神殿です。
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十八 だれも自分を欺いてはいけません。もしあなた
がたの中で、自分は今の世の知者だと思う者がいた
ら、知者になるためには愚かになりなさい。 十九 な
ぜなら、この世の知恵は、神の御前では愚かだから
です。こう書いてあります。「神は、知者どもを彼ら
の悪賢さの中で捕える。」 二十 また、次のようにも書
いてあります。「主は、知者の論議を無益だと知っ
ておられる。」 二十一 ですから、だれも人間を誇って
はいけません。すべては、あなたがたのものです。
二十二 パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、ま
た世界であれ、いのちであれ、死であれ、また現在の
ものであれ、未来のものであれ、すべてあなたがたの
ものです。 二十三 そして、あなたがたはキリストのも
のであり、キリストは神のものです。

こういうわけで、私たちを、キリストのしも
べ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。

二 このばあい、管理者には、忠実であることが要求さ
れます。 三 しかし、私にとっては、あなたがたによる
判定、あるいは、およそ人間による判決を受けること
は、非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を
さばくことさえしません。 四 私にはやましいことは少
しもありませんが、だからといって、それで無罪とさ
れるのではありません。私をさばく方は主です。 五 で
すから、あなたがたは、主が来られるまでは、何につ
いても、先走ったさばきをしてはいけません。主は、
やみの中に隠れた事も明るみに出し、心の中のはかり
ごとも明らかにされます。そのとき、神から各人に対
する称賛が届くのです。

六 さて、兄弟たち。以上、私は、私自身とアポロに
当てはめて、あなたがたのために言って来ました。そ
れは、あなたがたが、私たちの例によって、「書かれ
ていることを越えない。」ことを学ぶため、そして、
一方にくみし、他方に反対して高慢にならないため
です。 七 いったいだれが、あなたをすぐれた者と認め
るのですか。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。 八 あなたが
たは、もう満ち足りています。もう豊かになっていま
す。私たち抜きで、王さまになっています。いっその
こと、あなたがたがほんとうに王さまになっていたら
よかったのです。そうすれば、私たちも、あなたがた
といっしょに王になれたでしょうに。 九 私は、こう思
います。神は私たち使徒を、死罪に決まった者のよう
に、行列のしんがりとして引き出されました。こうし
て私たちは、御使いにも人々にも、この世の見せ物に
なったのです。 十 私たちはキリストのために愚かな者
ですが、あなたがたはキリストにあって賢い者です。
私たちは弱いが、あなたがたは強いのです。あなたが

たは栄誉を持っているが、私たちは卑しめられていま
す。 十一 今に至るまで、私たちは飢え、渇き、着る物
もなく、虐待され、落ち着く先もありません。 十二 ま
た、私たちは苦労して自分の手で働いています。はず
かしめられるときにも祝福し、迫害されるときにも耐
え忍び、 十三 ののしられるときには、慰めのことばを
かけます。今でも、私たちはこの世のちり、あらゆる
もののかすです。

十四 私がこう書くのは、あなたがたをはずかしめる
ためではなく、愛する私の子どもとして、さとすため
です。 十五 たといあなたがたに、キリストにある養育
係が一万人あろうとも、父は多くあるはずがありま
せん。この私が福音によって、キリスト・イエスにあ
って、あなたがたを生んだのです。 十六 ですから、私
はあなたがたに勧めます。どうか、私にならう者とな
ってください。 十七 そのために、私はあなたがたのと
ころへテモテを送りました。テモテは主にあって私
の愛する、忠実な子です。彼は、私が至る所のすべて
の教会で教えているとおりに、キリスト・イエスに
ある私の生き方を、あなたがたに思い起こさせてく
れるでしょう。 十八 私があなたがたのところへ行くこ
とはあるまいと、思い上がっている人たちがいます。
十九 しかし、主のみこころであれば、すぐにもあなた
がたのところへ行きます。そして、思い上がっている
人たちの、ことばではなく、力を見せてもらいましょ
う。 二十 神の国はことばにはなく、力にあるのです。
二十一 あなたがたはどちらを望むのですか。私はあな
たがたのところへむちを持って行きましょうか。それ
とも、愛と優しい心で行きましょうか。

あなたがたの間に不品行があるということが
言われています。しかもそれは、異邦人の中

にもないほどの不品行で、父の妻を妻にしている者が
いるとのことです。 二 それなのに、あなたがたは誇り
高ぶっています。そればかりか、そのような行ないを
している者をあなたがたの中から取り除こうとして悲
しむこともなかったのです。 三 私のほうでは、からだ
はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいる
のと同じように、そのような行ないをした者を主イエ
スの御名によってすでにさばきました。 四 あなたがた
が集まったときに、私も、霊においてともにおり、私
たちの主イエスの権能をもって、 五 このような者をサ
タンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされる
ためですが、それによって彼の霊が主の日に救われる
ためです。 六 あなたがたの高慢は、よくないことで
す。あなたがたは、ほんのわずかのパン種が、粉のか
たまり全体をふくらませることを知らないのですか。
七 新しい粉のかたまりのままでいるために、古いパン
種を取り除きなさい。あなたがたはパン種のないもの
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だからです。私たちの過越の小羊キリストが、すでに
ほふられたからです。 八 ですから、私たちは、古いパ
ン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしな
いで、パン種のはいらない、純粋で真実なパンで、祭
りをしようではありませんか。

九 私は前にあなたがたに送った手紙で、不品行な者
たちと交際しないようにと書きました。 十 それは、
世の中の不品行な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を
礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではあ
りません。もしそうだとしたら、この世界から出て行
かなければならないでしょう。 十一 私が書いたことの
ほんとうの意味は、もし、兄弟と呼ばれる者で、しか
も不品行な者、貪欲な者、偶像を礼拝する者、人をそ
しる者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのよ
うな者とはつきあってはいけない、いっしょに食事を
してもいけない、ということです。 十二 外部の人たち
をさばくことは、私のすべきことでしょうか。あなた
がたがさばくべき者は、内部の人たちではありません
か。 十三 外部の人たちは、神がおさばきになります。
その悪い人をあなたがたの中から除きなさい。

あなたがたの中には、仲間の者と争いを起こ
したとき、それを聖徒たちに訴えないで、あ

えて、正しくない人たちに訴え出るような人がいるの
でしょうか。 二 あなたがたは、聖徒が世界をさばくよ
うになることを知らないのですか。世界があなたがた
によってさばかれるはずなのに、あなたがたは、ごく
小さな事件さえもさばく力がないのですか。 三 私たち
は御使いをもさばくべき者だ、ということを、知らな
いのですか。それならこの世のことは、言うまでもな
いではありませんか。 四 それなのに、この世のことで
争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを
裁判官に選ぶのですか。 五 私はあなたがたをはずかし
めるためにこう言っているのです。いったい、あなた
がたの中には、兄弟の間の争いを仲裁することのでき
るような賢い者が、ひとりもいないのですか。 六 それ
で、兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前で
するのですか。 七 そもそも、互いに訴え合うことが、
すでにあなたがたの敗北です。なぜ、むしろ不正をも
甘んじて受けないのですか。なぜ、むしろだまされて
いないのですか。 八 ところが、それどころか、あなた
がたは、不正を行なう、だまし取る、しかもそのよう
なことを兄弟に対してしているのです。 九 あなたがた
は、正しくない者は神の国を相続できないことを、知
らないのですか。だまされてはいけません。不品行な
者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる
者、男色をする者、 十 盗む者、貪欲な者、酒に酔う
者、そしる者、略奪する者はみな、神の国を相続する
ことができません。 十一 あなたがたの中のある人たち

は以前はそのような者でした。しかし、主イエス・キ
リストの御名と私たちの神の御霊によって、あなた
がたは洗われ、きよい者とされ、義と認められたので
す。

十二 すべてのことが私には許されたことです。しか
し、すべてが益になるわけではありません。私には
すべてのことが許されています。しかし、私はどんな
ことにも支配されはしません。 十三 食物は腹のために
あり、腹は食物のためにあります。ところが神は、そ
のどちらをも滅ぼされます。からだは不品行のため
にあるのではなく、主のためであり、主はからだの
ためです。 十四 神は主をよみがえらせましたが、その
御力によって私たちをもよみがえらせてくださいま
す。 十五 あなたがたのからだはキリストのからだの一
部であることを、知らないのですか。キリストのから
だを取って遊女のからだとするのですか。そんなこと
は絶対に許されません。 十六 遊女と交われば、一つか
らだになることを知らないのですか。「ふたりの者は
一心同体となる。」と言われているからです。 十七 し
かし、主と交われば、一つ霊となるのです。 十八 不品
行を避けなさい。人が犯す罪はすべて、からだの外の
ものです。しかし、不品行を行なう者は、自分のから
だに対して罪を犯すのです。 十九 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。 二十 あなたがた
は、代価を払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、神の栄光を現わしなさい。

さて、あなたがたの手紙に書いてあったこと
についてですが、男が女に触れないのは良い

ことです。 二 しかし、不品行を避けるため、男はそれ
ぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちな
さい。 三 夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に
妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。 四 妻は自
分のからだに関する権利を持ってはおらず、それは夫
のものです。同様に夫も自分のからだについての権利
を持ってはおらず、それは妻のものです。 五 互いの権
利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに専心す
るために、合意の上でしばらく離れていて、また再び
いっしょになるというのならかまいません。あなたが
たが自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないた
めです。 六 以上、私の言うところは、容認であって、
命令ではありません。 七 私の願うところは、すべての
人が私のようであることです。しかし、ひとりひとり
神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、
人それぞれに行き方があります。

八 次に、結婚していない男とやもめの女に言います
が、私のようにしていられるなら、それがよいので
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す。 九 しかし、もし自制することができなければ、
結婚しなさい。情の燃えるよりは、結婚するほうが
よいからです。 十 次に、すでに結婚した人々に命じま
す。命じるのは、私ではなく主です。妻は夫と別れて
はいけません。 十一 ――もし別れたのだったら、結婚
せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかに
しなさい。――また夫は妻を離別してはいけません。
十二 次に、そのほかの人々に言いますが、これを言う
のは主ではなく、私です。信者の男子に信者でない妻
があり、その妻がいっしょにいることを承知している
ばあいは、離婚してはいけません。 十三 また、信者で
ない夫を持つ女は、夫がいっしょにいることを承知
しているばあいは、離婚してはいけません。 十四 なぜ
なら、信者でない夫は妻によってきよめられており、
また、信者でない妻も信者の夫によってきよめられ
ているからです。そうでなかったら、あなたがたの子
どもは汚れているわけです。ところが、現にきよいの
です。 十五 しかし、もし信者でないほうの者が離れて
行くのであれば、離れて行かせなさい。そのようなば
あいには、信者である夫あるいは妻は、縛られること
はありません。神は、平和を得させようとしてあなた
がたを召されたのです。 十六 なぜなら、妻よ。あなた
が夫を救えるかどうかが、どうしてわかりますか。ま
た、夫よ。あなたが妻を救えるかどうかが、どうして
わかりますか。

十七 た だ、 お の お の が、 主 か ら い た だ い た 分 に 応
じ、また神がおのおのをお召しになったときのままの
状態で歩むべきです。私は、すべての教会で、このよ
うに指導しています。 十八 召されたとき割礼を受けて
いたのなら、その跡をなくしてはいけません。また、
召されたとき割礼を受けていなかったのなら、割礼を
受けてはいけません。 十九 割礼は取るに足らぬこと、
無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令
を守ることです。 二十 おのおの自分が召されたときの
状態にとどまっていなさい。 二十一 奴隷の状態で召さ
れたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、
もし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさ
い。 二十二 奴隷も、主にあって召された者は、主に属
する自由人であり、同じように、自由人も、召された
者はキリストに属する奴隷だからです。 二十三 あなた
がたは、代価をもって買われたのです。人間の奴隷と
なってはいけません。 二十四 兄弟たち。おのおの召さ
れたときのままの状態で、神の御前にいなさい。

二十五 処女のことについて、私は主の命令を受けては
いませんが、主のあわれみによって信頼できる者とし
て、意見を述べます。 二十六 現在の危急のときには、
男はそのままの状態にとどまるのがよいと思います。
二十七 あなたが妻に結ばれているなら、解かれたいと

考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら、妻
を得たいと思ってはいけません。 二十八 しかし、たと
いあなたが結婚したからといって、罪を犯すのではあ
りません。たとい処女が結婚したからといって、罪を
犯すのではありません。ただ、それらの人々は、その
身に苦難を招くでしょう。私はあなたがたを、そのよ
うなめに会わせたくないのです。 二十九 兄弟たちよ。
私は次のことを言いたいのです。時は縮まっていま
す。今からは、妻のある者は、妻のない者のようにし
ていなさい。 三十 泣く者は泣かない者のように、喜ぶ
者は喜ばない者のように、買う者は所有しない者のよ
うにしていなさい。 三十一 世の富を用いる者は用いす
ぎないようにしなさい。この世の有様は過ぎ去るから
です。 三十二 あなたがたが思い煩わないことを私は望
んでいます。独身の男は、どうしたら主に喜ばれるか
と、主のことに心を配ります。 三十三 しかし、結婚し
た男は、どうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心
を配り、 三十四 心が分かれるのです。独身の女や処女
は、身もたましいもきよくなるため、主のことに心を
配りますが、結婚した女は、どうしたら夫に喜ばれる
かと、世のことに心を配ります。 三十五 ですが、私が
こう言っているのは、あなたがた自身の益のためであ
って、あなたがたを束縛しようとしているのではあり
ません。むしろあなたがたが秩序ある生活を送って、
ひたすら主に奉仕できるためなのです。

三十六 もし、処女である自分の娘の婚期も過ぎよう
としていて、そのままでは、娘に対しての扱い方が正
しくないと思い、またやむをえないことがあるなら
ば、その人は、その心のままにしなさい。罪を犯すわ
けではありません。彼らに結婚させなさい。 三十七 し
かし、もし心のうちに堅く決意しており、ほかに強い
られる事情もなく、また自分の思うとおりに行なうこ
とのできる人が、処女である自分の娘をそのままにし
ておくのなら、そのことはりっぱです。 三十八 ですか
ら、処女である自分の娘を結婚させる人は良いことを
しているのであり、また結婚させない人は、もっと良
いことをしているのです。

三十九 妻は夫が生きている間は夫に縛られています。
しかし、もし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚す
る自由があります。ただ主にあってのみ、そうなので
す。 四十 私の意見では、もしそのままにしていられた
ら、そのほうがもっと幸いです。私も、神の御霊をい
ただいていると思います。

次に、偶像にささげた肉についてですが、私
たちはみな知識を持っているということな

ら、わかっています。しかし、知識は人を高ぶらせ、
愛は人の徳を建てます。 二 人がもし、何かを知ってい
ると思ったら、その人はまだ知らなければならないほ
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どのことも知ってはいないのです。 三 しかし、人が
神を愛するなら、その人は神に知られているのです。
四 そういうわけで、偶像にささげた肉を食べることに
ついてですが、私たちは、世の偶像の神は実際には
ないものであること、また、唯一の神以外には神は存
在しないことを知っています。 五 なるほど、多くの
神や、多くの主があるので、神々と呼ばれるものなら
ば、天にも地にもありますが、 六 私たちには、父なる
唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神か
ら出ており、私たちもこの神のために存在しているの
です。また、唯一の主なるイエス・キリストがおられ
るだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私
たちもこの主によって存在するのです。

七 しかし、すべての人にこの知識があるのではあり
ません。ある人たちは、今まで偶像になじんで来たた
め偶像にささげた肉として食べ、それで彼らのそのよ
うに弱い良心が汚れるのです。 八 しかし、私たちを神
に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損
にはならないし、食べても益にはなりません。 九 た
だ、あなたがたのこの権利が、弱い人たちのつまずき
とならないように、気をつけなさい。 十 知識のある
あなたが偶像の宮で食事をしているのをだれかが見
たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いの
に、偶像の神にささげた肉を食べるようなことになら
ないでしょうか。 十一 その弱い人は、あなたの知識に
よって、滅びることになるのです。キリストはその兄
弟のためにも死んでくださったのです。 十二 あなたが
たはこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの
弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯
しているのです。 十三 ですから、もし食物が私の兄弟
をつまずかせるなら、私は今後いっさい肉を食べま
せん。それは、私の兄弟につまずきを与えないためで
す。

私には自由がないでしょうか。私は使徒では
ないのでしょうか。私は私たちの主イエスを

見たのではないでしょうか。あなたがたは、主にあっ
て私の働きの実ではありませんか。 二 たとい私がほか
の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた
がたに対しては使徒です。あなたがたは、主にあっ
て、私が使徒であることの証印です。

三 私をさばく人たちに対して、私は次のように弁明
します。 四 いったい私たちには飲み食いする権利が
ないのでしょうか。 五 私たちには、ほかの使徒、主
の兄弟たち、ケパなどと違って、信者である妻を連れ
て歩く権利がないのでしょうか。 六 それともまた、
私とバルナバだけには、生活のための働きをやめる
権利がないのでしょうか。 七 いったい自分の費用で
兵士になる者がいるでしょうか。自分でぶどう園を造

りながら、その実を食べない者がいるでしょうか。羊
の群れを飼いながら、その乳を飲まない者がいるで
しょうか。 八 私がこんなことを言うのは、人間の考
えによって言っているのでしょうか。律法も同じこ
とを言っているではありませんか。 九 モーセの律法
には、「穀物をこなしている牛に、くつこを掛けては
いけない。」と書いてあります。いったい神は、牛の
ことを気にかけておられるのでしょうか。 十 それと
も、もっぱら私たちのために、こう言っておられるの
でしょうか。むろん、私たちのためにこう書いてある
のです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀
する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは
当然だからです。 十一 もし私たちが、あなたがたに御
霊のものを蒔いたのであれば、あなたがたから物質的
なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。 十二 も
し、ほかの人々が、あなたがたに対する権利にあずか
っているのなら、私たちはなおさらその権利を用いて
よいはずではありませんか。それなのに、私たちはこ
の権利を用いませんでした。かえって、すべてのこと
について耐え忍んでいます。それは、キリストの福音
に少しの妨げも与えまいとしてなのです。 十三 あなた
がたは、宮に奉仕している者が宮の物を食べ、祭壇に
仕える者が祭壇の物にあずかることを知らないのです
か。 十四 同じように、主も、福音を宣べ伝える者が、
福音の働きから生活のささえを得るように定めておら
れます。 十五 しかし、私はこれらの権利を一つも用い
ませんでした。また、私は自分がそうされたくてこの
ように書いているのでもありません。私は自分の誇り
をだれかに奪われるよりは、死んだほうがましだから
です。 十六 というのは、私が福音を宣べ伝えても、そ
れは私の誇りにはなりません。そのことは、私がどう
しても、しなければならないことだからです。もし福
音を宣べ伝えなかったら、私はわざわいに会います。
十七 もし私がこれを自発的にしているのなら、報いが
ありましょう。しかし、強いられたにしても、私には
務めがゆだねられているのです。 十八 では、私にどん
な報いがあるのでしょう。それは、福音を宣べ伝える
ときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持
つ自分の権利を十分に用いないことなのです。

十九 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。
二十 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。 二十一 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
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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。 二十二 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。 二十三 私はすべて
のことを、福音のためにしています。それは、私も福
音の恵みをともに受ける者となるためなのです。

二十四 競技場で走る人たちは、みな走っても、賞を受
けるのはただひとりだ、ということを知っているでし
ょう。ですから、あなたがたも、賞を受けられるよう
に走りなさい。 二十五 また闘技をする者は、あらゆる
ことについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるた
めにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受ける
ためにそうするのです。 二十六 ですから、私は決勝点
がどこかわからないような走り方はしていません。空
を打つような拳闘もしてはいません。 二十七 私は自分
のからだを打ちたたいて従わせます。それは、私がほ
かの人に宣べ伝えておきながら、自分自身が失格者に
なるようなことのないためです。

そこで、兄弟たち。私はあなたがたにぜひ次
のことを知ってもらいたいのです。私たちの

先祖はみな、雲の下におり、みな海を通って行きまし
た。 二 そしてみな、雲と海とで、モーセにつくバプテ
スマを受け、 三 みな同じ御霊の食べ物を食べ、 四 み
な同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼ら
について来た御霊の岩から飲んだからです。その岩と
はキリストです。 五 にもかかわらず、彼らの大部分は
神のみこころにかなわず、荒野で滅ぼされました。
六 これらのことが起こったのは、私たちへの戒めのた
めです。それは、彼らがむさぼったように私たちが悪
をむさぼることのないためです。 七 あなたがたは、彼
らの中のある人たちにならって、偶像崇拝者となって
はいけません。聖書には、「民が、すわっては飲み食
いし、立っては踊った。」と書いてあります。 八 ま
た、私たちは、彼らのある人たちが姦淫をしたのにな
らって姦淫をすることはないようにしましょう。彼ら
は姦淫のゆえに一日に二万三千人死にました。 九 私た
ちは、さらに、彼らの中のある人たちが主を試みたの
にならって主を試みることはないようにしましょう。
彼らは蛇に滅ぼされました。 十 また、彼らの中のある
人たちがつぶやいたのにならってつぶやいてはいけま
せん。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。 十一 これら
のことが彼らに起こったのは、戒めのためであり、そ
れが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへ
の教訓とするためです。 十二 ですから、立っていると
思う者は、倒れないように気をつけなさい。 十三 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会わせるようなこ
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。

十四 ですから、私の愛する者たちよ。偶像礼拝を
避けなさい。 十五 私は賢い人たちに話すように話し
ます。ですから私の言うことを判断してください。
十六 私たちが祝福する祝福の杯は、キリストの血にあ
ずかることではありませんか。私たちの裂くパンは、
キリストのからだにあずかることではありませんか。
十七 パンは一つですから、私たちは、多数であって
も、一つのからだです。それは、みなの者がともに一
つのパンを食べるからです。 十八 肉によるイスラエル
のことを考えてみなさい。供え物を食べる者は、祭壇
にあずかるではありませんか。 十九 私は何を言おうと
しているのでしょう。偶像の神にささげた肉に、何か
意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか、
言おうとしているのでしょうか。 二十 いや、彼らのさ
さげる物は、神にではなくて悪霊にささげられてい
る、と言っているのです。私は、あなたがたに悪霊と
交わる者になってもらいたくありません。 二十一 あな
たがたが主の杯を飲んだうえ、さらに悪霊の杯を飲む
ことは、できないことです。主の食卓にあずかったう
え、さらに悪霊の食卓にあずかることはできないこと
です。 二十二 それとも、私たちは主のねたみを引き起
こそうとするのですか。まさか、私たちが主よりも強
いことはないでしょう。

二十三 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。 二十四 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。 二十五 市場に売っている肉は、良心の問題として
調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。
二十六 地とそれに満ちているものは、主のものだから
です。 二十七 もし、あなたがたが信仰のない者に招待
されて、行きたいと思うときは、良心の問題として調
べ上げることはしないで、自分の前に置かれる物は
どれでも食べなさい。 二十八 しかし、もしだれかが、
「これは偶像にささげた肉です。」とあなたがたに
言うなら、そう知らせた人のために、また良心のた
めに、食べてはいけません。 二十九 私が良心と言うの
は、あなたの良心ではなく、ほかの人の良心です。私
の自由が、他の人の良心によってさばかれるわけが
あるでしょうか。 三十 もし、私が神に感謝をささげて
食べるなら、私が感謝する物のために、そしられるわ
けがあるでしょうか。 三十一 こういうわけで、あなた
がたは、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ
神の栄光を現わすためにしなさい。 三十二 ユダヤ人に
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も、ギリシヤ人にも、神の教会にも、つまずきを与え
ないようにしなさい。 三十三 私も、人々が救われるた
めに、自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、
どんなことでも、みなの人を喜ばせているのですか
ら。

私がキリストを見ならっているように、あ
なたがたも私を見ならってください。

二 さて、あなたがたは、何かにつけて私を覚え、ま
た、私があなたがたに伝えたものを、伝えられたとお
りに堅く守っているので、私はあなたがたをほめたい
と思います。 三 しかし、あなたがたに次のことを知っ
ていただきたいのです。すべての男のかしらはキリス
トであり、女のかしらは男であり、キリストのかしら
は神です。 四 男が、祈りや預言をするとき、頭にかぶ
り物を着けていたら、自分の頭をはずかしめることに
なります。 五 しかし、女が、祈りや預言をするとき、
頭にかぶり物を着けていなかったら、自分の頭をはず
かしめることになります。それは髪をそっているのと
全く同じことだからです。 六 女がかぶり物を着けな
いのなら、髪も切ってしまいなさい。髪を切り、頭を
そることが女として恥ずかしいことなら、かぶり物を
着けなさい。 七 男はかぶり物を着けるべきではあり
ません。男は神の似姿であり、神の栄光の現われだか
らです。女は男の栄光の現われです。 八 なぜなら、男
は女をもとにして造られたのではなくて、女が男をも
とにして造られたのであり、 九 また、男は女のために
造られたのではなく、女が男のために造られたのだか
らです。 十 ですから、女は頭に権威のしるしをかぶる
べきです。それも御使いたちのためにです。 十一 とは
いえ、主にあっては、女は男を離れてあるものではな
く、男も女を離れてあるものではありません。 十二 女
が男をもとにして造られたように、同様に、男も女に
よって生まれるのだからです。しかし、すべては神か
ら発しています。 十三 あなたがたは自分自身で判断し
なさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのは、
ふさわしいことでしょうか。 十四 自然自体が、あなた
がたにこう教えていないでしょうか。男が長い髪を
していたら、それは男として恥ずかしいことであり、
十五 女が長い髪をしていたら、それは女の光栄である
ということです。なぜなら、髪はかぶり物として女に
与えられているからです。 十六 たとい、このことに異
議を唱えたがる人がいても、私たちにはそのような習
慣はないし、神の諸教会にもありません。

十七 ところで、聞いていただくことがあります。私
はあなたがたをほめません。あなたがたの集まりが
益にならないで、かえって害になっているからです。
十八 まず第一に、あなたがたが教会の集まりをすると
き、あなたがたの間には分裂があると聞いています。

ある程度は、それを信じます。 十九 というのは、あな
たがたの中でほんとうの信者が明らかにされるために
は、分派が起こるのもやむをえないからです。 二十 し
かし、そういうわけで、あなたがたはいっしょに集ま
っても、それは主の晩餐を食べるためではありませ
ん。 二十一 食事のとき、めいめい我先にと自分の食事
を済ませるので、空腹な者もおれば、酔っている者も
いるというしまつです。 二十二 飲食のためなら、自分
の家があるでしょう。それとも、あなたがたは、神の
教会を軽んじ、貧しい人たちをはずかしめたいのです
か。私はあなたがたに何と言ったらよいでしょう。ほ
めるべきでしょうか。このことに関しては、ほめるわ
けにはいきません。 二十三 私は主から受けたことを、
あなたがたに伝えたのです。すなわち、主イエスは、
渡される夜、パンを取り、 二十四 感謝をささげて後、
それを裂き、こう言われました。「これはあなたがた
のための、わたしのからだです。わたしを覚えるため
に、このようにしなさい。」 二十五 夕食の後、杯をも
同じようにして言われました。「この杯は、わたしの
血による新しい契約です。これを飲むたびに、わたし
を覚えるために、このようにしなさい。」 二十六 です
から、あなたがたは、このパンを食べ、この杯を飲む
たびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるの
です。 二十七 したがって、もし、ふさわしくないまま
でパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主のからだ
と血に対して罪を犯すことになります。 二十八 ですか
ら、ひとりひとりが自分を吟味して、そのうえでパン
を食べ、杯を飲みなさい。 二十九 みからだをわきまえ
ないで、飲み食いするならば、その飲み食いが自分を
さばくことになります。 三十 そのために、あなたがた
の中に、弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大ぜい
います。 三十一 しかし、もし私たちが自分をさばくな
ら、さばかれることはありません。 三十二 しかし、私
たちがさばかれるのは、主によって懲らしめられる
のであって、それは、私たちが、この世とともに罪に
定められることのないためです。 三十三 ですから、兄
弟たち。食事に集まるときは、互いに待ち合わせなさ
い。 三十四 空腹な人は家で食べなさい。それは、あな
たがたが集まることによって、さばきを受けることに
ならないためです。その他のことについては、私が行
ったときに決めましょう。

さて、兄弟たち。御霊の賜物についてです
が、私はあなたがたに、ぜひ次のことを知

っていていただきたいのです。 二 ご承知のように、あ
なたがたが異教徒であったときには、どう導かれたと
しても、引かれて行った所は、ものを言わない偶像の
所でした。 三 ですから、私は、あなたがたに次のこと
を教えておきます。神の御霊によって語る者はだれ
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も、「イエスはのろわれよ。」と言わず、また、聖霊
によるのでなければ、だれも、「イエスは主です。」
と言うことはできません。

四 さて、御霊の賜物にはいろいろの種類があります
が、御霊は同じ御霊です。 五 奉仕にはいろいろの種類
がありますが、主は同じ主です。 六 働きにはいろいろ
の種類がありますが、神はすべての人の中ですべての
働きをなさる同じ神です。 七 しかし、みなの益となる
ために、おのおのに御霊の現われが与えられているの
です。 八 ある人には御霊によって知恵のことばが与え
られ、ほかの人には同じ御霊にかなう知識のことばが
与えられ、 九 またある人には同じ御霊による信仰が与
えられ、ある人には同一の御霊によって、いやしの賜
物が与えられ、 十 ある人には奇蹟を行なう力、ある人
には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異
言、ある人には異言を解き明かす力が与えられていま
す。 十一 しかし、同一の御霊がこれらすべてのことを
なさるのであって、みこころのままに、おのおのにそ
れぞれの賜物を分け与えてくださるのです。

十二 ですから、ちょうど、からだが一つでも、それ
に多くの部分があり、からだの部分はたとい多くあっ
ても、その全部が一つのからだであるように、キリス
トもそれと同様です。 十三 なぜなら、私たちはみな、
ユダヤ人もギリシヤ人も、奴隷も自由人も、一つのか
らだとなるように、一つの御霊によってバプテスマを
受け、そしてすべての者が一つの御霊を飲む者とされ
たからです。 十四 確かに、からだはただ一つの器官で
はなく、多くの器官から成っています。 十五 たとい、
足が、「私は手ではないから、からだに属さない。」
と言ったところで、そんなことでからだに属さなくな
るわけではありません。 十六 たとい、耳が、「私は目
ではないから、からだに属さない。」と言ったところ
で、そんなことでからだに属さなくなるわけではあり
ません。 十七 もし、からだ全体が目であったら、どこ
で聞くのでしょう。もし、からだ全体が聞くところで
あったら、どこでかぐのでしょう。 十八 しかしこのと
おり、神はみこころに従って、からだの中にそれぞれ
の器官を備えてくださったのです。 十九 もし、全部が
ただ一つの器官であったら、からだはいったいどこ
にあるのでしょう。 二十 しかしこういうわけで、器官
は多くありますが、からだは一つなのです。 二十一 そ
こで、目が手に向かって、「私はあなたを必要としな
い。」と言うことはできないし、頭が足に向かって、
「私はあなたを必要としない。」と言うこともできま
せん。 二十二 それどころか、からだの中で比較的に弱
いと見られる器官が、かえってなくてはならないもの
なのです。 二十三 また、私たちは、からだの中で比較
的に尊くないとみなす器官を、ことさらに尊びます。

こうして、私たちの見ばえのしない器官は、ことさら
に良いかっこうになりますが、 二十四 かっこうの良い
器官にはその必要がありません。しかし神は、劣った
ところをことさらに尊んで、からだをこのように調和
させてくださったのです。 二十五 それは、からだの中
に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためで
す。 二十六 もし一つの部分が苦しめば、すべての部分
がともに苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべ
ての部分がともに喜ぶのです。 二十七 あなたがたはキ
リストのからだであって、ひとりひとりは各器官なの
です。 二十八 そして、神は教会の中で人々を次のよう
に任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言
者、次に教師、それから奇蹟を行なう者、それからい
やしの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語
る者などです。 二十九 みなが使徒でしょうか。みなが
預言者でしょうか。みなが教師でしょうか。みなが奇
蹟を行なう者でしょうか。 三十 みながいやしの賜物を
持っているでしょうか。みなが異言を語るでしょう
か。みなが解き明かしをするでしょうか。 三十一 あな
たがたは、よりすぐれた賜物を熱心に求めなさい。

また私は、さらにまさる道を示してあげましょう。
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。 二 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、何の値うちもあり
ません。 三 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。 四 愛は寛容であり、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。 五 礼儀
に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、
人のした悪を思わず、 六 不正を喜ばずに真理を喜びま
す。 七 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。 八 愛は決して絶えるこ
とがありません。預言の賜物ならばすたれます。異言
ならばやみます。知識ならばすたれます。 九 というの
は、私たちの知っているところは一部分であり、預言
することも一部分だからです。 十 完全なものが現われ
たら、不完全なものはすたれます。 十一 私が子どもで
あったときには、子どもとして話し、子どもとして考
え、子どもとして論じましたが、おとなになったとき
には、子どものことをやめました。 十二 今、私たちは
鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔
と顔とを合わせて見ることになります。今、私は一部
分しか知りませんが、その時には、私が完全に知られ
ているのと同じように、私も完全に知ることになりま
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十四

す。 十三 こういうわけで、いつまでも残るものは信仰
と希望と愛です。その中で一番すぐれているのは愛で
す。

愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、
特に預言することを熱心に求めなさい。

二 異言を話す者は、人に話すのではなく、神に話すの
です。というのは、だれも聞いていないのに、自分の
霊で奥義を話すからです。 三 ところが預言する者は、
徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために、人に向
かって話します。 四 異言を話す者は自分の徳を高めま
すが、預言する者は教会の徳を高めます。 五 私はあな
たがたがみな異言を話すことを望んでいますが、それ
よりも、あなたがたが預言することを望みます。もし
異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高め
るのでないなら、異言を語る者よりも、預言する者の
ほうがまさっています。 六 ですから、兄弟たち。私が
あなたがたのところへ行って異言を話すとしても、黙
示や知識や預言や教えなどによって話さないなら、あ
なたがたに何の益となるでしょう。 七 笛や琴などいの
ちのない楽器でも、はっきりした音を出さなければ、
何を吹いているのか、何をひいているのか、どうして
わかりましょう。 八 また、ラッパがもし、はっきりし
ない音を出したら、だれが戦闘の準備をするでしょ
う。 九 それと同じように、あなたがたも、舌で明瞭な
ことばを語るのでなければ、言っている事をどうして
知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話し
ているのです。 十 世界にはおそらく非常に多くの種類
のことばがあるでしょうが、意味のないことばなど一
つもありません。 十一 それで、もし私がそのことばの
意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国
人であり、それを話す人も私にとって異国人です。
十二 あなたがたのばあいも同様です。あなたがたは御
霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を
高めるために、それが豊かに与えられるよう、熱心に
求めなさい。 十三 こういうわけですから、異言を語る
者は、それを解き明かすことができるように祈りなさ
い。 十四 もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、
私の知性は実を結ばないのです。 十五 ではどうすれば
よいのでしょう。私は霊において祈り、また知性にお
いても祈りましょう。霊において賛美し、また知性に
おいても賛美しましょう。 十六 そうでないと、あなた
が霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席
に着いている人は、あなたの言っていることがわから
ないのですから、あなたの感謝について、どうしてア
ーメンと言えるでしょう。 十七 あなたの感謝は結構で
すが、他の人の徳を高めることはできません。 十八 私
は、あなたがたのだれよりも多くの異言を話すことを
神に感謝していますが、 十九 教会では、異言で一万語

話すよりは、ほかの人を教えるために、私の知性を用
いて五つのことばを話したいのです。

二十 兄弟たち。物の考え方において子どもであって
はなりません。悪事においては幼子でありなさい。し
かし考え方においてはおとなになりなさい。 二十一 律
法にこう書いてあります。「『わたしは、異なった舌
により、異国の人のくちびるによってこの民に語る
が、彼らはなおわたしの言うことを聞き入れない。』
と主は言われる。」 二十二 それで、異言は信者のため
のしるしではなく、不信者のためのしるしです。けれ
ども、預言は不信者でなく、信者のためのしるしで
す。 二十三 ですから、もし教会全体が一か所に集まっ
て、みなが異言を話すとしたら、初心の者とか信者で
ない者とかがはいって来たとき、彼らは、あなたがた
を気違いだと言わないでしょうか。 二十四 しかし、も
しみなが預言をするなら、信者でない者や初心の者が
はいって来たとき、その人はみなの者によって罪を示
されます。みなにさばかれ、 二十五 心の秘密があらわ
にされます。そうして、神が確かにあなたがたの中に
おられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。

二十六 兄弟たち。では、どうすればよいのでしょう。
あなたがたが集まるときには、それぞれの人が賛美し
たり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、
解き明かしたりします。そのすべてのことを、徳を
高めるためにしなさい。 二十七 もし異言を話すのなら
ば、ふたりか、多くても三人で順番に話すべきで、ひ
とりは解き明かしをしなさい。 二十八 もし解き明かす
者がだれもいなければ、教会では黙っていなさい。自
分だけで、神に向かって話しなさい。 二十九 預言する
者も、ふたりか三人が話し、ほかの者はそれを吟味し
なさい。 三十 もしも座席に着いている別の人に黙示が
与えられたら、先の人は黙りなさい。 三十一 あなたが
たは、みながかわるがわる預言できるのであって、す
べての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受け
ることができるのです。 三十二 預言者たちの霊は預言
者たちに服従するものなのです。 三十三 それは、神が
混乱の神ではなく、平和の神だからです。聖徒たちの
すべての教会で行なわれているように、

三十四 教会では、妻たちは黙っていなさい。彼らは
語ることを許されていません。律法も言うように、服
従しなさい。 三十五 もし何かを学びたければ、家で自
分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは、妻にとって
はふさわしくないことです。 三十六 神のことばは、あ
なたがたのところから出たのでしょうか。あるいはま
た、あなたがたにだけ伝わったのでしょうか。

三十七 自分を預言者、あるいは、御霊の人と思う者
は、私があなたがたに書くことが主の命令であること
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十五

を認めなさい。 三十八 もしそれを認めないなら、その
人は認められません。

三十九 それゆえ、私の兄弟たち。預言することを熱心
に求めなさい。異言を話すことも禁じてはいけませ
ん。 四十 ただ、すべてのことを適切に、秩序をもって
行ないなさい。

兄弟たち。私は今、あなたがたに福音を知
らせましょう。これは、私があなたがたに

宣べ伝えたもので、あなたがたが受け入れ、また、そ
れによって立っている福音です。 二 また、もしあなた
がたがよく考えもしないで信じたのでないなら、私の
宣べ伝えたこの福音のことばをしっかりと保っていれ
ば、この福音によって救われるのです。 三 私があなた
がたに最もたいせつなこととして伝えたのは、私も受
けたことであって、次のことです。キリストは、聖書
の示すとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、
四 また、葬られたこと、また、聖書に従って三日目に
よみがえられたこと、 五 また、ケパに現われ、それか
ら十二弟子に現われたことです。 六 その後、キリスト
は五百人以上の兄弟たちに同時に現われました。その
中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに
眠った者もいくらかいます。 七 その後、キリストはヤ
コブに現われ、それから使徒たち全部に現われまし
た。 八 そして、最後に、月足らずで生まれた者と同様
な私にも、現われてくださいました。 九 私は使徒の中
では最も小さい者であって、使徒と呼ばれる価値のな
い者です。なぜなら、私は神の教会を迫害したからで
す。 十 ところが、神の恵みによって、私は今の私にな
りました。そして、私に対するこの神の恵みは、むだ
にはならず、私はほかのすべての使徒たちよりも多く
働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神
の恵みです。 十一 そういうわけですから、私にせよ、
ほかの人たちにせよ、私たちはこのように宣べ伝えて
いるのであり、あなたがたはこのように信じたので
す。

十二 ところで、キリストは死者の中から復活され
た、と宣べ伝えられているのなら、どうして、あなた
がたの中に、死者の復活はない、と言っている人がい
るのですか。 十三 もし、死者の復活がないのなら、キ
リストも復活されなかったでしょう。 十四 そして、キ
リストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は
実質のないものになり、あなたがたの信仰も実質のな
いものになるのです。 十五 それどころか、私たちは神
について偽証をした者ということになります。なぜな
ら、もしもかりに、死者の復活はないとしたら、神は
キリストをよみがえらせなかったはずですが、私たち
は神がキリストをよみがえらせた、と言って神に逆ら
う証言をしたからです。 十六 もし、死者がよみがえら

ないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょ
う。 十七 そして、もしキリストがよみがえらなかった
のなら、あなたがたの信仰はむなしく、あなたがたは
今もなお、自分の罪の中にいるのです。 十八 そうだっ
たら、キリストにあって眠った者たちは、滅んでしま
ったのです。 十九 もし、私たちがこの世にあってキリ
ストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは、
すべての人の中で一番哀れな者です。

二十 しかし、今やキリストは、眠った者の初穂とし
て死者の中からよみがえられました。 二十一 というの
は、死がひとりの人を通して来たように、死者の復
活もひとりの人を通して来たからです。 二十二 すなわ
ち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、
キリストによってすべての人が生かされるからです。
二十三 しかし、おのおのにその順番があります。まず初
穂であるキリスト、次にキリストの再臨のときキリス
トに属している者です。 二十四 それから終わりが来ま
す。そのとき、キリストはあらゆる支配と、あらゆる
権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになりま
す。 二十五 キリストの支配は、すべての敵をその足の
下に置くまで、と定められているからです。 二十六 最
後の敵である死も滅ぼされます。 二十七 「彼は万物を
その足の下に従わせた。」からです。ところで、万
物が従わせられた、と言うとき、万物を従わせたそ
の方がそれに含められていないことは明らかです。
二十八 しかし、万物が御子に従うとき、御子自身も、
ご自分に万物を従わせた方に従われます。これは、神
が、すべてにおいてすべてとなられるためです。

二十九 もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテ
スマを受ける人たちは、何のためにそうするのです
か。もし、死者は決してよみがえらないのなら、なぜ
その人たちは、死者のゆえにバプテスマを受けるので
すか。 三十 また、なぜ私たちもいつも危険にさらされ
ているのでしょうか。 三十一 兄弟たち。私にとって、
毎日が死の連続です。これは、私たちの主キリスト・
イエスにあってあなたがたを誇る私の誇りにかけて、
誓って言えることです。 三十二 もし、私が人間的な動
機から、エペソで獣と戦ったのなら、何の益があるで
しょう。もし、死者の復活がないのなら、「あすは死
ぬのだ。さあ、飲み食いしようではないか。」という
ことになるのです。 三十三 思い違いをしてはいけませ
ん。友だちが悪ければ、良い習慣がそこなわれます。
三十四 目をさまして、正しい生活を送り、罪をやめなさ
い。神についての正しい知識を持っていない人たちが
います。私はあなたがたをはずかしめるために、こう
言っているのです。

三十五 ところが、ある人はこう言うでしょう。「死者
は、どのようにしてよみがえるのか。どのようなから
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十六

だで来るのか。」 三十六 愚かな人だ。あなたの蒔く物
は、死ななければ、生かされません。 三十七 あなたが
蒔く物は、後にできるからだではなく、麦やそのほか
の穀物の種粒です。 三十八 しかし神は、みこころに従
って、それにからだを与え、おのおのの種にそれぞれ
のからだをお与えになります。 三十九 すべての肉が同
じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉
もあり、魚の肉もあります。 四十 また、天上のからだ
もあり、地上のからだもあり、天上のからだの栄光と
地上のからだの栄光とは異なっており、 四十一 太陽の
栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。
個々の星によって栄光が違います。 四十二 死者の復活
もこれと同じです。朽ちるもので蒔かれ、朽ちないも
のによみがえらされ、 四十三 卑しいもので蒔かれ、栄
光あるものによみがえらされ、弱いもので蒔かれ、強
いものによみがえらされ、 四十四 血肉のからだで蒔か
れ、御霊に属するからだによみがえらされるのです。
血肉のからだがあるのですから、御霊のからだもあ
るのです。 四十五 聖書に「最初の人アダムは生きた者
となった。」と書いてありますが、最後のアダムは、
生かす御霊となりました。 四十六 最初にあったのは血
肉のものであり、御霊のものではありません。御霊の
ものはあとに来るのです。 四十七 第一の人は地から出
て、土で造られた者ですが、第二の人は天から出た者
です。 四十八 土で造られた者はみな、この土で造られ
た者に似ており、天からの者はみな、この天から出た
者に似ているのです。 四十九 私たちは土で造られた者
のかたちを持っていたように、天上のかたちをも持つ
のです。

五十 兄弟たちよ。私はこのことを言っておきます。
血肉のからだは神の国を相続できません。朽ちるも
のは、朽ちないものを相続できません。 五十一 聞きな
さい。私はあなたがたに奥義を告げましょう。私たち
はみなが眠ってしまうのではなく、みな変えられる
のです。 五十二 終わりのラッパとともに、たちまち、
一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちな
いものによみがえり、私たちは変えられるのです。
五十三 朽ちるものは、必ず朽ちないものを着なければ
ならず、死ぬものは、必ず不死を着なければならな
いからです。 五十四 しかし、朽ちるものが朽ちないも
のを着、死ぬものが不死を着るとき、「死は勝利にの
まれた。」としるされている、みことばが実現しま
す。 五十五 「死よ。おまえの勝利はどこにあるのか。
死よ。おまえのとげはどこにあるのか。」 五十六 死の
とげは罪であり、罪の力は律法です。 五十七 しかし、
神に感謝すべきです。神は、私たちの主イエス・キリ
ストによって、私たちに勝利を与えてくださいまし
た。 五十八 ですから、私の愛する兄弟たちよ。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。

さて、聖徒たちのための献金については、
ガラテヤの諸教会に命じたように、あなた

がたにもこう命じます。 二 私がそちらに行ってから献
金を集めるようなことがないように、あなたがたはお
のおの、いつも週の初めの日に、収入に応じて、手も
とにそれをたくわえておきなさい。 三 私がそちらに行
ったとき、あなたがたの承認を得た人々に手紙を持た
せて派遣し、あなたがたの献金をエルサレムに届けさ
せましょう。 四 しかし、もし私も行くほうがよけれ
ば、彼らは、私といっしょに行くことになるでしょ
う。 五 私は、マケドニヤを通って後、あなたがたのと
ころへ行きます。マケドニヤを通るつもりでいますか
ら。 六 そして、たぶんあなたがたのところに滞在する
でしょう。冬を越すことになるかもしれません。それ
は、どこに行くとしても、あなたがたに送っていただ
こうと思うからです。 七 私は、いま旅の途中に、あな
たがたの顔を見たいと思っているのではありません。
主がお許しになるなら、あなたがたのところにしばら
く滞在したいと願っています。 八 しかし、五旬節まで
はエペソに滞在するつもりです。 九 というのは、働き
のための広い門が私のために開かれており、反対者も
大ぜいいるからです。

十 テモテがそちらへ行ったら、あなたがたのところ
で心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も、
私と同じように、主のみわざに励んでいるからです。
十一 だれも彼を軽んじてはいけません。彼を平安のう
ちに送り出して、私のところに来させてください。私
は、彼が兄弟たちとともに来るのを待ち望んでいま
す。 十二 兄弟アポロのことですが、兄弟たちといっし
ょにあなたがたのところへ行くように、私は強く彼に
勧めました。しかし、彼は今、そちらへ行こうとは全
然思っていません。しかし、機会があれば行くでしょ
う。

十三 目を覚ましていなさい。堅く信仰に立ちなさ
い。男らしく、強くありなさい。 十四 いっさいのこと
を愛をもって行ないなさい。

十五 兄 弟 た ち よ。 あ な た が た に 勧 め ま す。 ご 承 知
のように、ステパナの家族は、アカヤの初穂であっ
て、聖徒たちのために熱心に奉仕してくれました。
十六 あなたがたは、このような人たちに、また、とも
に働き、労しているすべての人たちに服従しなさい。
十七 ステパナとポルトナトとアカイコが来たので、私
は喜んでいます。なぜなら、彼らは、あなたがたの足
りない分を補ってくれたからです。 十八 彼らは、私の
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心をも、あなたがたの心をも安心させてくれました。
このような人々の労をねぎらいなさい。

十九 アジヤの諸教会がよろしくと言っています。ア
クラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心
から、あなたがたによろしくと言っています。 二十 す
べての兄弟たちが、あなたがたによろしくと言ってい
ます。きよい口づけをもって、互いにあいさつをかわ
しなさい。

二十一 パウロが、自分の手であいさつを書きます。
二十二 主 を 愛 さ な い 者 は だ れ で も、 の ろ わ れ よ。 主
よ、来てください。 二十三 主イエスの恵みが、あなた
がたとともにありますように。 二十四 私の愛は、キリ
スト・イエスにあって、あなたがたすべての者ととも
にあります。アーメン。
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一

コリント人への手紙第二

神のみこころによるキリスト・イエスの使徒
パウロ、および兄弟テモテから、コリントに

ある神の教会、ならびにアカヤ全土にいるすべての聖
徒たちへ。 二 私たちの父なる神と主イエス・キリスト
から、恵みと平安があなたがたの上にありますよう
に。

三 私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の
父、すべての慰めの神がほめたたえられますように。
四 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。 五 それは、私た
ちにキリストの苦難があふれているように、慰めもま
たキリストによってあふれているからです。 六 もし
私たちが苦しみに会うなら、それはあなたがたの慰め
と救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、
それもあなたがたの慰めのためで、その慰めは、私た
ちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた
がたに与えるのです。 七 私たちがあなたがたについ
て抱いている望みは、動くことがありません。なぜな
ら、あなたがたが私たちと苦しみをともにしているよ
うに、慰めをもともにしていることを、私たちは知っ
ているからです。 八 兄弟たちよ。私たちがアジヤで会
った苦しみについて、ぜひ知っておいてください。私
たちは、非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受
け、ついにいのちさえも危くなり、 九 ほんとうに、自
分の心の中で死を覚悟しました。これは、もはや自分
自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神によ
り頼む者となるためでした。 十 ところが神は、これ
ほどの大きな死の危険から、私たちを救い出してくだ
さいました。また将来も救い出してくださいます。な
おも救い出してくださるという望みを、私たちはこの
神に置いているのです。 十一 あなたがたも祈りによっ
て、私たちを助けて協力してくださるでしょう。それ
は、多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵み
について、多くの人々が感謝をささげるようになるた
めです。

十二 私たちがこの世の中で、特にあなたがたに対し
て、きよさと神から来る誠実さとをもって、人間的な
知恵によらず、神の恵みによって行動していること

は、私たちの良心のあかしするところであって、これ
こそ私たちの誇りです。 十三 私たちは、あなたがたへ
の手紙で、あなたがたが読んで理解できること以外
は何も書いていません。そして私は、あなたがたが十
分に理解してくれることを望みます。 十四 あなたがた
は、ある程度は、私たちを理解しているのですから、
私たちの主イエスの日には、あなたがたが私たちの誇
りであるように、私たちもあなたがたの誇りであると
いうことを、さらに十分に理解してくださるよう望む
のです。

十五 この確信をもって、私は次のような計画を立て
ました。まず初めにあなたがたのところへ行くこと
によって、あなたがたが恵みを二度受けられるよう
にしようとしたのです。 十六 すなわち、あなたがたの
ところを通ってマケドニヤに行き、そしてマケドニ
ヤから再びあなたがたのところに帰り、あなたがた
に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。 十七 そ
ういうわけですから、この計画を立てた私が、どう
して軽率でありえたでしょう。それとも、私の計画
は人間的な計画であって、私にとっては、「しかり、
しかり。」は同時に、「否、否。」なのでしょうか。
十八 しかし、神の真実にかけて言いますが、あなたが
たに対する私たちのことばは、「しかり。」と言っ
て、同時に「否。」と言うようなものではありませ
ん。 十九 私たち、すなわち、私とシルワノとテモテと
が、あなたがたに宣べ伝えた神の子キリスト・イエ
スは、「しかり。」と同時に「否。」であるような方
ではありません。この方には「しかり。」だけがある
のです。 二十 神の約束はことごとく、この方において
「しかり。」となりました。それで私たちは、この方
によって「アーメン。」と言い、神に栄光を帰するの
です。 二十一 私たちをあなたがたといっしょにキリス
トのうちに堅く保ち、私たちに油を注がれた方は神で
す。 二十二 神はまた、確認の印を私たちに押し、保証
として、御霊を私たちの心に与えてくださいました。

二十三 私はこのいのちにかけ、神を証人にお呼びして
言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、
あなたがたに対する思いやりのためです。 二十四 私た
ちは、あなたがたの信仰を支配しようとする者ではな
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二
三

く、あなたがたの喜びのために働く協力者です。あな
たがたは、信仰に堅く立っているからです。

そこで私は、あなたがたを悲しませることに
なるような訪問は二度とくり返すまいと決心

したのです。 二 もし私があなたがたを悲しませている
のなら、私が悲しませているその人以外に、だれが私
を喜ばせてくれるでしょうか。 三 あのような手紙を書
いたのは、私が行くときには、私に喜びを与えてくれ
るはずの人たちから悲しみを与えられたくないからで
した。それは、私の喜びがあなたがたすべての喜びで
あることを、あなたがたすべてについて確信している
からです。 四 私は大きな苦しみと心の嘆きから、涙な
がらに、あなたがたに手紙を書きました。それは、あ
なたがたを悲しませるためではなく、私があなたがた
に対して抱いている、あふれるばかりの愛を知ってい
ただきたいからでした。

五 もしある人が悲しみのもとになったとすれば、そ
の人は、私を悲しませたというよりも、ある程度――
というのは言い過ぎにならないためですが、――あな
たがた全部を悲しませたのです。 六 その人にとって
は、すでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですか
ら、 七 あなたがたは、むしろ、その人を赦し、慰めて
あげなさい。そうしないと、その人はあまりにも深い
悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。 八 そ
こで私は、その人に対する愛を確認することを、あな
たがたに勧めます。 九 私が手紙を書いたのは、あなた
がたがすべてのことにおいて従順であるかどうかをた
めすためであったのです。 十 もしあなたがたが人を赦
すなら、私もその人を赦します。私が何かを赦したの
なら、私の赦したことは、あなたがたのために、キリ
ストの御前で赦したのです。 十一 これは、私たちがサ
タンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を
知らないわけではありません。

十二 私が、キリストの福音のためにトロアスに行っ
たとき、主は私のために門を開いてくださいました
が、 十三 兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎ
がなく、そこの人々に別れを告げて、マケドニヤへ向
かいました。

十四 しかし、神に感謝します。神はいつでも、私た
ちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至る所
で私たちを通して、キリストを知る知識のかおりを放
ってくださいます。 十五 私たちは、救われる人々の中
でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリ
ストのかおりなのです。 十六 ある人たちにとっては、
死から出て死に至らせるかおりであり、ある人たちに
とっては、いのちから出ていのちに至らせるかおり
です。このような務めにふさわしい者は、いったいだ
れでしょう。 十七 私たちは、多くの人のように、神の

ことばに混ぜ物をして売るようなことはせず、真心か
ら、また神によって、神の御前でキリストにあって語
るのです。

私たちはまたもや自分を推薦しようとしてい
るのでしょうか。それとも、ある人々のよう

に、あなたがたにあてた推薦状とか、あなたがたの推
薦状とかが、私たちに必要なのでしょうか。 二 私たち
の推薦状はあなたがたです。それは私たちの心にしる
されていて、すべての人に知られ、また読まれている
のです。 三 あなたがたが私たちの奉仕によるキリスト
の手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊
によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書
かれたものであることが明らかだからです。 四 私たち
はキリストによって、神の御前でこういう確信を持っ
ています。 五 何事かを自分のしたことと考える資格が
私たち自身にあるというのではありません。私たちの
資格は神からのものです。 六 神は私たちに、新しい契
約に仕える者となる資格を下さいました。文字に仕え
る者ではなく、御霊に仕える者です。文字は殺し、御
霊は生かすからです。 七 もし石に刻まれた文字によ
る、死の務めにも栄光があって、モーセの顔の、やが
て消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモ
ーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれ
ば、 八 まして、御霊の務めには、どれほどの栄光があ
ることでしょう。 九 罪に定める務めに栄光があるのな
ら、義とする務めには、なおさら、栄光があふれるの
です。 十 そして、かつて栄光を受けたものは、このば
あい、さらにすぐれた栄光のゆえに、栄光のないもの
になっているからです。 十一 もし消え去るべきものに
も栄光があったのなら、永続するものには、なおさら
栄光があるはずです。

十二 このような望みを持っているので、私たちはき
わめて大胆に語ります。 十三 そして、モーセが、消え
うせるものの最後をイスラエルの人々に見せないよ
うに、顔におおいを掛けたようなことはしません。
十四 しかし、イスラエルの人々の思いは鈍くなったの
です。というのは、今日に至るまで、古い契約が朗読
されるときに、同じおおいが掛けられたままで、取り
のけられてはいません。なぜなら、それはキリストに
よって取り除かれるものだからです。 十五 かえって、
今日まで、モーセの書が朗読されるときはいつでも、
彼らの心にはおおいが掛かっているのです。 十六 しか
し、人が主に向くなら、そのおおいは取り除かれるの
です。 十七 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。 十八 私たちはみな、顔のお
おいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映さ
せながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を
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四 五

変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働
きによるのです。

こういうわけで、私たちは、あわれみを受け
てこの務めに任じられているのですから、勇

気を失うことなく、 二 恥ずべき隠された事を捨て、悪
巧みに歩まず、神のことばを曲げず、真理を明らかに
し、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦し
ています。 三 それでもなお私たちの福音におおいが掛
かっているとしたら、それは、滅びる人々のばあい
に、おおいが掛かっているのです。 四 そのばあい、こ
の世の神が不信者の思いをくらませて、神のかたちで
あるキリストの栄光にかかわる福音の光を輝かせない
ようにしているのです。 五 私たちは自分自身を宣べ伝
えるのではなく、主なるキリスト・イエスを宣べ伝え
ます。私たち自身は、イエスのために、あなたがたに
仕えるしもべなのです。 六 「光が、やみの中から輝き
出よ。」と言われた神は、私たちの心を照らし、キリ
ストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくだ
さったのです。

七 私たちは、この宝を、土の器の中に入れているの
です。それは、この測り知れない力が神のものであっ
て、私たちから出たものでないことが明らかにされる
ためです。 八 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。 九 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。 十 いつでもイエスの死をこの身に
帯びていますが、それは、イエスのいのちが私たちの
身において明らかに示されるためです。 十一 私たち生
きている者は、イエスのために絶えず死に渡されてい
ますが、それは、イエスのいのちが私たちの死ぬべき
肉体において明らかに示されるためなのです。 十二 こ
うして、死は私たちのうちに働き、いのちはあなたが
たのうちに働くのです。 十三 「私は信じた。それゆえ
に語った。」と書いてあるとおり、それと同じ信仰の
霊を持っている私たちも、信じているゆえに語るので
す。 十四 それは、主イエスをよみがえらせた方が、私
たちをもイエスとともによみがえらせ、あなたがたと
いっしょに御前に立たせてくださることを知っている
からです。 十五 すべてのことはあなたがたのためであ
り、それは、恵みがますます多くの人々に及んで感謝
が満ちあふれ、神の栄光が現われるようになるためで
す。

十六 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。 十七 今の時の軽い患難は、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
すからです。 十八 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。

私たちの住まいである地上の幕屋がこわれて
も、神の下さる建物があることを、私たちは

知っています。それは、人の手によらない、天にある
永遠の家です。 二 私たちはこの幕屋にあってうめき、
この天から与えられる住まいを着たいと望んでいま
す。 三 それを着たなら、私たちは裸の状態になること
はないからです。 四 確かにこの幕屋の中にいる間は、
私たちは重荷を負って、うめいています。それは、こ
の幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天から
の住まいを着たいからです。そのことによって、死ぬ
べきものがいのちにのまれてしまうためにです。 五 私
たちをこのことにかなう者としてくださった方は神で
す。神は、その保証として御霊を下さいました。 六 そ
ういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただ
し、私たちが肉体にいる間は、主から離れているとい
うことも知っています。 七 確かに、私たちは見るとこ
ろによってではなく、信仰によって歩んでいます。
八 私たちはいつも心強いのです。そして、むしろ肉体
を離れて、主のみもとにいるほうがよいと思っていま
す。 九 そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を
離れていようと、私たちの念願とするところは、主に
喜ばれることです。 十 なぜなら、私たちはみな、キリ
ストのさばきの座に現われて、善であれ悪であれ、各
自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けるこ
とになるからです。

十一 こういうわけで、私たちは、主を恐れることを
知っているので、人々を説得しようとするのです。私
たちのことは、神の御前に明らかです。しかし、あな
たがたの良心にも明らかになることが、私の望みで
す。 十二 私たちはまたも自分自身をあなたがたに推薦
しようとするのではありません。ただ、私たちのこと
を誇る機会をあなたがたに与えて、心においてではな
く、うわべのことで誇る人たちに答えることができる
ようにさせたいのです。 十三 もし私たちが気が狂って
いるとすれば、それはただ神のためであり、もし正気
であるとすれば、それはただあなたがたのためです。
十四 というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んで
いるからです。私たちはこう考えました。ひとりの人
がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死ん
だのです。 十五 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。 十六 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。かつて
は人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今
はもうそのような知り方はしません。 十七 だれでもキ
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六

7

リストのうちにあるなら、その人は新しく造られた
者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新し
くなりました。 十八 これらのことはすべて、神から出
ているのです。神は、キリストによって、私たちをご
自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えて
くださいました。 十九 すなわち、神は、キリストにあ
って、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを
人々に負わせないで、和解のことばを私たちにゆだね
られたのです。

二十 こういうわけで、私たちはキリストの使節なの
です。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられる
ようです。私たちは、キリストに代わって、あなたが
たに願います。神の和解を受け入れなさい。 二十一 神
は、罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされま
した。それは、私たちが、この方にあって、神の義と
なるためです。

私たちは神とともに働く者として、あなたが
たに懇願します。神の恵みをむだに受けない

ようにしてください。 二 神は言われます。
「わたしは、恵みの時にあなたに答え、
救いの日にあなたを助けた。」
確かに、今は恵みの時、今は救いの日です。 三 私たち
は、この務めがそしられないために、どんなことにも
人につまずきを与えないようにと、 四 あらゆること
において、自分を神のしもべとして推薦しているの
です。すなわち非常な忍耐と、悩みと、苦しみと、嘆
きの中で、 五 また、むち打たれるときにも、入獄に
も、暴動にも、労役にも、徹夜にも、断食にも、 六 ま
た、純潔と知識と、寛容と親切と、聖霊と偽りのない
愛と、 七 真理のことばと神の力とにより、また、左右
の手に持っている義の武器により、 八 また、ほめられ
たり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博した
りすることによって、自分を神のしもべとして推薦し
ているのです。私たちは人をだます者のように見えて
も、真実であり、 九 人に知られないようでも、よく知
られ、死にそうでも、見よ、生きており、罰せられて
いるようであっても、殺されず、 十 悲しんでいるよう
でも、いつも喜んでおり、貧しいようでも、多くの人
を富ませ、何も持たないようでも、すべてのものを持
っています。

十一 コリントの人たち。私たちはあなたがたに包み
隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれて
います。 十二 あなたがたは、私たちの中で制約を受け
ているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしている
のです。 十三 私は自分の子どもに対するように言いま
す。それに報いて、あなたがたのほうでも心を広くし
てください。

十四 不信者と、つり合わぬくびきをいっしょにつけ
てはいけません。正義と不法とに、どんなつながりが
あるでしょう。光と暗やみとに、どんな交わりがある
でしょう。 十五 キリストとベリアルとに、何の調和が
あるでしょう。信者と不信者とに、何のかかわりがあ
るでしょう。 十六 神の宮と偶像とに、何の一致がある
でしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう
言われました。
「わたしは彼らの間に住み、また歩む。
わたしは彼らの神となり、
彼らはわたしの民となる。
十七 それゆえ、彼らの中から出て行き、
彼らと分離せよ、と主は言われる。
汚れたものに触れないようにせよ。
そうすれば、わたしはあなたがたを受け入れ、
十八 わたしはあなたがたの父となり、
あなたがたはわたしの息子、娘となる、
と全能の主が言われる。」

愛する者たち。私たちはこのような約束を与え
られているのですから、いっさいの霊肉の汚れ

から自分をきよめ、神を恐れかしこんできよきを全う
しようではありませんか。

二 私たちに対して心を開いてください。私たちは、
だれにも不正をしたことがなく、だれをもそこなった
ことがなく、だれからも利をむさぼったことがありま
せん。 三 責めるためにこう言うのではありません。前
にも言ったように、あなたがたは、私たちとともに死
に、ともに生きるために、私たちの心のうちにあるの
です。 四 私のあなたがたに対する信頼は大きいのであ
って、私はあなたがたを大いに誇りとしています。私
は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜び
に満ちあふれています。

五 マケドニヤに着いたとき、私たちの身には少しの
安らぎもなく、さまざまの苦しみに会って、外には戦
い、うちには恐れがありました。 六 しかし、気落ちし
た者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによっ
て、私たちを慰めてくださいました。 七 ただテトス
が来たことばかりでなく、彼があなたがたから受けた
慰めによっても、私たちは慰められたのです。あなた
がたが私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、
また私に対して熱意を持っていてくれることを知ら
されて、私はますます喜びにあふれました。 八 あの
手紙によってあなたがたを悲しませたけれども、私は
それを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であ
ったにしろあなたがたを悲しませたのを見て、悔いた
けれども、 九 今は喜んでいます。あなたがたが悲しん
だからではなく、あなたがたが悲しんで悔い改めたか
らです。あなたがたは神のみこころに添って悲しんだ
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ので、私たちのために何の害も受けなかったのです。
十 神のみこころに添った悲しみは、悔いのない、救い
に至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死
をもたらします。 十一 ご覧なさい。神のみこころに添
ったその悲しみが、あなたがたのうちに、どれほどの
熱心を起こさせたことでしょう。また、弁明、憤り、
恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたこ
とでしょう。あの問題について、あなたがたは、自分
たちがすべての点で潔白であることを証明したので
す。 十二 ですから、私はあなたがたに手紙を書きまし
たが、それは悪を行なった人のためでもなく、その被
害者のためでもなくて、私たちに対するあなたがたの
熱心が、神の御前に明らかにされるためであったので
す。 十三 こういうわけですから、私たちは慰めを受け
ました。

この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちは
なおいっそう喜びました。テトスの心が、あなたがた
すべてによって安らぎを与えられたからです。 十四 私
はテトスに、あなたがたのことを少しばかり誇りまし
たが、そのことで恥をかかずに済みました。というの
は、私たちがあなたがたに語ったことがすべて真実で
あったように、テトスに対して誇ったことも真実とな
ったからです。 十五 彼は、あなたがたがみなよく言う
ことを聞き、恐れおののいて、自分を迎えてくれたこ
とを思い出して、あなたがたへの愛情をますます深め
ています。 十六 私は、あなたがたに全幅の信頼を寄せ
ることができるのを喜んでいます。

さて、兄弟たち。私たちは、マケドニヤの諸
教会に与えられた神の恵みを、あなたがたに

知らせようと思います。 二 苦しみゆえの激しい試練の
中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びは、その極度
の貧しさにもかかわらず、あふれ出て、その惜しみな
く施す富となったのです。 三 私はあかしします。彼ら
は自ら進んで、力に応じ、いや力以上にささげ、 四 聖
徒たちをささえる交わりの恵みにあずかりたいと、熱
心に私たちに願ったのです。 五 そして、私たちの期待
以上に、神のみこころに従って、まず自分自身を主に
ささげ、また、私たちにもゆだねてくれました。 六 そ
れで私たちは、テトスがすでにこの恵みのわざをあな
たがたの間で始めていたのですから、それを完了させ
るよう彼に勧めたのです。 七 あなたがたは、すべての
ことに、すなわち、信仰にも、ことばにも、知識に
も、あらゆる熱心にも、私たちから出てあなたがたの
間にある愛にも富んでいるように、この恵みのわざに
も富むようになってください。 八 こうは言っても、私
は命令するのではありません。ただ、他の人々の熱心
さをもって、あなたがた自身の愛の真実を確かめたい
のです。 九 あなたがたは、私たちの主イエス・キリス

トの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおら
れたのに、あなたがたのために貧しくなられました。
それは、あなたがたが、キリストの貧しさによって富
む者となるためです。 十 この献金のことについて、
私の意見を述べましょう。それはあなたがたの益にな
ることだからです。あなたがたは、このことを昨年か
ら、他に先んじて行なっただけでなく、このことを他
に先んじて願った人たちです。 十一 ですから、今、そ
れをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですか
ら、持っている物で、それをし遂げることができるは
ずです。 十二 もし熱意があるならば、持たない物によ
ってではなく、持っている程度に応じて、それは受納
されるのです。 十三 私はこのことによって、他の人々
には楽をさせ、あなたがたには苦労をさせようとして
いるのではなく、平等を図っているのです。 十四 今あ
なたがたの余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕
もまた、あなたがたの欠乏を補うことになるのです。
こうして、平等になるのです。 十五 「多く集めた者も
余るところがなく、少し集めた者も足りないところが
なかった。」と書いてあるとおりです。

十六 私があなたがたのことを思うのと同じ熱心を、
テトスの心にも与えてくださった神に感謝します。
十七 彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意をもって、
自分から進んであなたがたのところに行こうとして
います。 十八 また私たちは、テトスといっしょに、ひ
とりの兄弟を送ります。この人は、福音の働きによっ
て、すべての教会で称賛されていますが、 十九 それば
かりでなく、彼は、この恵みのわざに携わっている
私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。
私たちがこの働きをしているのは、主ご自身の栄光
のため、また、私たちの誠意を示すためにほかなりま
せん。 二十 私たちは、この献金の取り扱いについて、
だれからも非難されることがないように心がけてい
ます。 二十一 それは、主の御前ばかりでなく、人の前
でも公明正大なことを示そうと考えているからです。
二十二 また、彼らといっしょに、もうひとりの兄弟を
送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱
心であることを、しばしば認めることができました。
彼は今、あなたがたに深い信頼を寄せ、ますます熱心
になっています。 二十三 テトスについて言えば、彼は
私の仲間で、あなたがたの間での私の同労者です。兄
弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリス
トの栄光です。 二十四 ですから、あなたがたの愛と、
私たちがあなたがたを誇りとしている証拠とを、諸教
会の前で、彼らに示してほしいのです。

聖徒たちのためのこの奉仕については、いま
さら、あなたがたに書き送る必要はないでし

ょう。 二 私はあなたがたの熱意を知り、それについ
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て、あなたがたのことをマケドニヤの人々に誇って、
アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったの
です。こうして、あなたがたの熱心は、多くの人を奮
起させました。 三 私が兄弟たちを送ることにしたの
は、このばあい、私たちがあなたがたについて誇った
ことがむだにならず、私が言っていたとおりに準備し
ていてもらうためです。 四 そうでないと、もしマケド
ニヤの人が私といっしょに行って、準備ができていな
いのを見たら、あなたがたはもちろんですが、私たち
も、このことを確信していただけに、恥をかくことに
なるでしょう。 五 そこで私は、兄弟たちに勧めて、先
にそちらに行かせ、前に約束したあなたがたの贈り物
を前もって用意していただくことが必要だと思いまし
た。どうか、この献金を、惜しみながらするのではな
く、好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださ
い。

六 私はこう考えます。少しだけ蒔く者は、少しだけ
刈り取り、豊かに蒔く者は、豊かに刈り取ります。
七 ひとりひとり、いやいやながらでなく、強いられて
でもなく、心で決めたとおりにしなさい。神は喜んで
与える人を愛してくださいます。 八 神は、あなたがた
を、常にすべてのことに満ち足りて、すべての良いわ
ざにあふれる者とするために、あらゆる恵みをあふれ
るばかり与えることのできる方です。
九 「この人は散らして、貧しい人々に与えた。
その義は永遠にとどまる。」
と書いてあるとおりです。 十 蒔く人に種と食べるパ
ンを備えてくださる方は、あなたがたにも蒔く種を
備え、それをふやし、あなたがたの義の実を増し加え
てくださいます。 十一 あなたがたは、あらゆる点で豊
かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私
たちを通して、神への感謝を生み出すのです。 十二 な
ぜなら、この奉仕のわざは、聖徒たちの必要を十分に
満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して、満
ちあふれるようになるからです。 十三 このわざを証拠
として、彼らは、あなたがたがキリストの福音の告白
に対して従順であり、彼らに、またすべての人々に惜
しみなく与えていることを知って、神をあがめること
でしょう。 十四 また彼らは、あなたがたのために祈る
とき、あなたがたに与えられた絶大な神の恵みのゆえ
に、あなたがたを慕うようになるのです。 十五 ことば
に表わせないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。

さて、私パウロは、キリストの柔和と寛容を
もって、あなたがたにお勧めします。私は、

あなたがたの間にいて、面と向かっているときはおと
なしく、離れているあなたがたに対しては強気な者で
す。 二 しかし、私は、あなたがたのところに行くとき
には、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考え

る人々に対して勇敢にふるまおうと思っているその確
信によって、強気にふるまうことがなくて済むように
願っています。 三 私たちは肉にあって歩んではいて
も、肉に従って戦ってはいません。 四 私たちの戦い
の武器は、肉の物ではなく、神の御前で、要塞をも破
るほどに力のあるものです。 五 私たちは、さまざまの
思弁と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打
ち砕き、すべてのはかりごとをとりこにしてキリスト
に服従させ、 六 また、あなたがたの従順が完全にな
るとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているの
です。 七 あなたがたは、うわべのことだけを見ていま
す。もし自分はキリストに属する者だと確信している
人がいるなら、その人は、自分がキリストに属してい
るように、私たちもまたキリストに属しているという
ことを、もう一度、自分でよく考えなさい。 八 あなた
がたを倒すためにではなく、立てるために主が私たち
に授けられた権威については、たとい私が多少誇りす
ぎることがあっても、恥とはならないでしょう。 九 私
は手紙であなたがたをおどしているかのように見られ
たくありません。 十 彼らは言います。「パウロの手紙
は重みがあって力強いが、実際に会ったばあいの彼は
弱々しく、その話しぶりは、なっていない。」 十一 そ
ういう人はよく承知しておきなさい。離れているとき
に書く手紙のことばがそうなら、いっしょにいるとき
の行動もそのとおりです。 十二 私たちは、自己推薦を
しているような人たちの中のだれかと自分を同列に
置いたり、比較したりしようなどとは思いません。し
かし、彼らが自分たちの間で自分を量ったり、比較し
たりしているのは、知恵のないことなのです。 十三 私
たちは、限度を越えて誇りはしません。私たちがあな
たがたのところまで行くのも、神が私たちに量って割
り当ててくださった限度内で行くのです。 十四 私たち
は、あなたがたのところまでは行かないのに無理に手
を伸ばしているのではありません。事実、私たちは、
キリストの福音を携えてあなたがたのところにまで行
ったのです。 十五 私たちは、自分の限度を越えてほか
の人の働きを誇ることはしません。ただ、あなたがた
の信仰が成長し、あなたがたによって、私たちの領域
内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。
十六 それは、私たちがあなたがたの向こうの地域にま
で福音を宣べ伝えるためであって、決して他の人の領
域でなされた働きを誇るためではないのです。 十七 誇
る者は、主にあって誇りなさい。 十八 自分で自分を推
薦する人でなく、主に推薦される人こそ、受け入れら
れる人です。

私の少しばかりの愚かさをこらえていただ
きたいと思います。いや、あなたがたはこ

らえているのです。 二 というのも、私は神の熱心をも
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って、熱心にあなたがたのことを思っているからで
す。私はあなたがたを、清純な処女として、ひとりの
人の花嫁に定め、キリストにささげることにしたから
です。 三 しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたよ
うに、万一にもあなたがたの思いが汚されて、キリス
トに対する真実と貞潔を失うことがあってはと、私は
心配しています。 四 というわけは、ある人が来て、私
たちの宣べ伝えなかった別のイエスを宣べ伝えたり、
あるいはあなたがたが、前に受けたことのない異なっ
た霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音
を受けたりするときも、あなたがたはみごとにこらえ
ているからです。 五 私は自分をあの大使徒たちに少し
でも劣っているとは思いません。 六 たとい、話は巧
みでないにしても、知識についてはそうではありませ
ん。私たちは、すべての点で、いろいろなばあいに、
そのことをあなたがたに示して来ました。 七 それと
も、あなたがたを高めるために、自分を低くして報酬
を受けずに神の福音をあなたがたに宣べ伝えたこと
が、私の罪だったのでしょうか。 八 私は他の諸教会か
ら奪い取って、あなたがたに仕えるための給料を得た
のです。 九 あなたがたのところにいて困窮していた
ときも、私はだれにも負担をかけませんでした。マケ
ドニヤから来た兄弟たちが、私の欠乏を十分に補って
くれたのです。私は、万事につけあなたがたの重荷に
ならないようにしましたし、今後もそうするつもりで
す。 十 私にあるキリストの真実にかけて言います。ア
カヤ地方で私のこの誇りが封じられることは決してあ
りません。 十一 なぜでしょう。私があなたがたを愛し
ていないからでしょうか。神はご存じです。 十二 しか
し、私は、今していることを今後も、し続けるつもり
です。それは、私たちと同じように誇るところがある
とみなされる機会をねらっている者たちから、その機
会を断ち切ってしまうためです。 十三 こういう者たち
は、にせ使徒であり、人を欺く働き人であって、キリ
ストの使徒に変装しているのです。 十四 しかし、驚く
には及びません。サタンさえ光の御使いに変装するの
です。 十五 ですから、サタンの手下どもが義のしもべ
に変装したとしても、格別なことはありません。彼ら
の最後はそのしわざにふさわしいものとなります。

十六 くり返して言いますが、だれも、私を愚かと思
ってはなりません。しかし、もしそう思うなら、私
を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。
十七 これから話すことは、主によって話すのではな
く、愚か者としてする思い切った自慢話です。 十八 多
くの人が肉によって誇っているので、私も誇ること
にします。 十九 あなたがたは賢いのに、よくも喜んで
愚か者たちをこらえています。 二十 事実、あなたがた
は、だれかに奴隷にされても、食い尽くされても、だ

まされても、いばられても、顔をたたかれても、こら
えているではありませんか。 二十一 言うのも恥ずかし
いことですが、言わなければなりません。私たちは弱
かったのです。しかし、人があえて誇ろうとすること
なら、――私は愚かになって言いますが、――私もあ
えて誇りましょう。 二十二 彼らはヘブル人ですか。私
もそうです。彼らはイスラエル人ですか。私もそうで
す。彼らはアブラハムの子孫ですか。私もそうです。
二十三 彼らはキリストのしもべですか。私は狂気した
ように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私
の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多
く、また、むち打たれたことは数えきれず、死に直面
したこともしばしばでした。 二十四 ユダヤ人から三十
九のむちを受けたことが五度、 二十五 むちで打たれた
ことが三度、石で打たれたことが一度、難船したこ
とが三度あり、一昼夜、海上を漂ったこともありま
す。 二十六 幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民
から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野
の難、海上の難、にせ兄弟の難に会い、 二十七 労し苦
しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しば
しば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともあり
ました。 二十八 このような外から来ることのほかに、
日々私に押しかかるすべての教会への心づかいがあり
ます。 二十九 だれかが弱くて、私が弱くない、という
ことがあるでしょうか。だれかがつまずいていて、私
の心が激しく痛まないでおられましょうか。 三十 もし
どうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを
誇ります。 三十一 主イエス・キリストの父なる神、永
遠にほめたたえられる方は、私が偽りを言っていな
いのをご存じです。 三十二 ダマスコではアレタ王の代
官が、私を捕えようとしてダマスコの町を監視しまし
た。 三十三 そのとき私は、城壁の窓からかごでつり降
ろされ、彼の手をのがれました。

無益なことですが、誇るのもやむをえない
ことです。私は主の幻と啓示のことを話し

ましょう。 二 私はキリストにあるひとりの人を知って
います。この人は十四年前に――肉体のままであった
か、私は知りません。肉体を離れてであったか、それ
も知りません。神はご存じです。――第三の天にまで
引き上げられました。 三 私はこの人が、――それが肉
体のままであったか、肉体を離れてであったかは知り
ません。神はご存じです。―― 四 パラダイスに引き上
げられて、人間には語ることを許されていない、口に
出すことのできないことばを聞いたことを知っていま
す。 五 このような人について私は誇るのです。しか
し、私自身については、自分の弱さ以外には誇りませ
ん。 六 たとい私が誇りたいと思ったとしても、愚か者
にはなりません。真実のことを話すのだからです。し
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十三

かし、誇ることは控えましょう。私について見るこ
と、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価する
といけないからです。 七 また、その啓示があまりに
もすばらしいからです。そのために私は、高ぶること
のないようにと、肉体に一つのとげを与えられまし
た。それは私が高ぶることのないように、私を打つた
めの、サタンの使いです。 八 このことについては、こ
れを私から去らせてくださるようにと、三度も主に
願いました。 九 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
のうちに完全に現われるからである。」と言われたの
です。ですから、私は、キリストの力が私をおおうた
めに、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。
十 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。

十一 私は愚か者になりました。あなたがたが無理に
私をそうしたのです。私は当然あなたがたの推薦を受
けてよかったはずです。たとい私は取るに足りない者
であっても、私はあの大使徒たちにどのような点でも
劣るところはありませんでした。 十二 使徒としてのし
るしは、忍耐を尽くしてあなたがたの間でなされた、
あの奇蹟と不思議と力あるわざです。 十三 あなたがた
が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それ
は、私のほうであなたがたには負担をかけなかったこ
とだけです。この不正については、どうか、赦してく
ださい。

十四 今、私はあなたがたのところに行こうとして、
三度目の用意ができています。しかし、あなたがたに
負担はかけません。私が求めているのは、あなたがた
の持ち物ではなく、あなたがた自身だからです。子は
親のためにたくわえる必要はなく、親が子のためにた
くわえるべきです。 十五 ですから、私はあなたがたの
たましいのためには、大いに喜んで財を費やし、また
私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなたがたを
愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるの
でしょうか。 十六 あなたがたに重荷は負わせなかった
にしても、私は、悪賢くて、あなたがたからだまし取
ったのだと言われます。 十七 あなたがたのところに遣
わした人たちのうちのだれによって、私があなたがた
を欺くようなことがあったでしょうか。 十八 私はテト
スにそちらに行くように勧め、また、あの兄弟を同行
させました。テトスはあなたがたを欺くようなことを
したでしょうか。私たちは同じ心で、同じ歩調で歩い
たのではありませんか。

十九 あなたがたは、前から、私たちがあなたがたに
対して自己弁護をしているのだと思っていたことでし
ょう。しかし、私たちは神の御前で、キリストにあっ

て語っているのです。愛する人たち。すべては、あな
たがたを築き上げるためなのです。 二十 私の恐れてい
ることがあります。私が行ってみると、あなたがたは
私の期待しているような者でなく、私もあなたがたの
期待しているような者でないことになるのではない
でしょうか。また、争い、ねたみ、憤り、党派心、そ
しり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょう
か。 二十一 私がもう一度行くとき、またも私の神が、
あなたがたの面前で、私をはずかしめることはないで
しょうか。そして私は、前から罪を犯していて、その
行なった汚れと不品行と好色を悔い改めない多くの人
たちのために、嘆くようなことにはならないでしょう
か。

私があなたがたのところへ行くのは、これ
で三度目です。すべての事実は、ふたりか

三人の証人の口によって確認されるのです。 二 私は二
度目の滞在のときに前もって言っておいたのですが、
こうして離れている今も、前から罪を犯している人た
ちとほかのすべての人たちに、あらかじめ言っておき
ます。今度そちらに行ったときには、容赦はしませ
ん。 三 こう言うのは、あなたがたはキリストが私によ
って語っておられるという証拠を求めているからで
す。キリストはあなたがたに対して弱くはなく、あな
たがたの間にあって強い方です。 四 確かに、弱さのゆ
えに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生き
ておられます。私たちもキリストにあって弱い者です
が、あなたがたに対する神の力のゆえに、キリストと
ともに生きているのです。 五 あなたがたは、信仰に立
っているかどうか、自分自身をためし、また吟味しな
さい。それとも、あなたがたのうちにはイエス・キリ
ストがおられることを、自分で認めないのですか。
――あなたがたがそれに不適格であれば別です。――
六 しかし、私たちは不適格でないことを、あなたがた
が悟るように私は望んでいます。 七 私たちは、あなた
がたがどんな悪をも行なわないように神に祈っていま
す。それによって、私たち自身の適格であることが明
らかになるというのではなく、たとい私たちは不適格
のように見えても、あなたがたに正しい行ないをして
もらいたいためです。 八 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。 九 私たちは、自分は弱くてもあなたがたが
強ければ、喜ぶのです。私たちはあなたがたが完全な
者になることを祈っています。 十 そういうわけで、離
れていてこれらのことを書いているのは、私が行った
とき、主が私に授けてくださった権威を用いて、きび
しい処置をとることのないようにするためです。この
権威が与えられたのは築き上げるためであって、倒す
ためではないのです。
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十一 終わりに、兄弟たち。喜びなさい。完全な者に
なりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさ
い。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神は
あなたがたとともにいてくださいます。 十二 きよい口
づけをもって、互いにあいさつをかわしなさい。すべ

ての聖徒たちが、あなたがたによろしくと言っていま
す。

十三 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交
わりが、あなたがたすべてとともにありますように。
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一

二

ガラテヤ人への手紙

使徒となったパウロ――私が使徒となったの
は、人間から出たことでなく、また人間の手

を通したことでもなく、イエス・キリストと、キリス
トを死者の中からよみがえらせた父なる神によったの
です。―― 二 および私とともにいるすべての兄弟たち
から、ガラテヤの諸教会へ。 三 どうか、私たちの父な
る神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた
がたの上にありますように。 四 キリストは、今の悪の
世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のた
めにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり
父である方のみこころによったのです。 五 どうか、こ
の神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。

六 私は、キリストの恵みをもってあなたがたを召し
てくださったその方を、あなたがたがそんなにも急
に見捨てて、ほかの福音に移って行くのに驚いていま
す。 七 ほかの福音といっても、もう一つ別に福音があ
るのではありません。あなたがたをかき乱す者たちが
いて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだ
けです。 八 しかし、私たちであろうと、天の御使いで
あろうと、もし私たちが宣べ伝えた福音に反すること
をあなたがたに宣べ伝えるなら、その者はのろわれる
べきです。 九 私たちが前に言ったように、今もう一度
私は言います。もしだれかが、あなたがたの受けた福
音に反することを、あなたがたに宣べ伝えているな
ら、その者はのろわれるべきです。 十 いま私は人に
取り入ろうとしているのでしょうか。いや。神に、で
しょう。あるいはまた、人の歓心を買おうと努めてい
るのでしょうか。もし私がいまなお人の歓心を買おう
とするようなら、私はキリストのしもべとは言えませ
ん。

十一 兄弟たちよ。私はあなたがたに知らせましょ
う。私が宣べ伝えた福音は、人間によるものではあり
ません。 十二 私はそれを人間からは受けなかったし、
また教えられもしませんでした。ただイエス・キリ
ストの啓示によって受けたのです。 十三 以前ユダヤ教
徒であったころの私の行動は、あなたがたがすでに聞
いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、
これを滅ぼそうとしました。 十四 また私は、自分と同
族で同年輩の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教
に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。

十五 けれども、生まれたときから私を選び分け、恵み
をもって召してくださった方が、 十六 異邦人の間に御
子を宣べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示す
ることをよしとされたとき、私はすぐに、人には相談
せず、 十七 先輩の使徒たちに会うためにエルサレムに
も上らず、アラビヤに出て行き、またダマスコに戻り
ました。

十八 それから三年後に、私はケパをたずねてエル
サレムに上り、彼のもとに十五日間滞在しました。
十九 しかし、主の兄弟ヤコブは別として、ほかの使徒
にはだれにも会いませんでした。 二十 私があなたがた
に書いていることには、神の御前で申しますが、偽
りはありません。 二十一 それから、私はシリヤおよび
キリキヤの地方に行きました。 二十二 しかし、キリス
トにあるユダヤの諸教会には顔を知られていません
でした。 二十三 けれども、「以前私たちを迫害した者
が、そのとき滅ぼそうとした信仰を今は宣べ伝えてい
る。」と聞いてだけはいたので、 二十四 彼らは私のこ
とで神をあがめていました。

それから十四年たって、私は、バルナバとい
っしょに、テトスも連れて、再びエルサレム

に上りました。 二 それは啓示によって上ったのです。
そして、異邦人の間で私の宣べている福音を、人々の
前に示し、おもだった人たちには個人的にそうしまし
た。それは、私が力を尽くしていま走っていること、
またすでに走ったことが、むだにならないためでし
た。 三 しかし、私といっしょにいたテトスでさえ、ギ
リシヤ人であったのに、割礼を強いられませんでし
た。 四 実は、忍び込んだにせ兄弟たちがいたので、強
いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に
引き落とそうとして、キリスト・イエスにあって私た
ちの持つ自由をうかがうために忍び込んでいたので
す。 五 私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。そ
れは福音の真理があなたがたの間で常に保たれるため
です。 六 そして、おもだった者と見られていた人たち
からは、――彼らがどれほどの人たちであるにして
も、私には問題ではありません。神は人を分け隔てな
さいません。――そのおもだった人たちは、私に対し
て、何もつけ加えることをしませんでした。 七 それど
ころか、ペテロが割礼を受けた者への福音をゆだねら
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三

れているように、私が割礼を受けない者への福音をゆ
だねられていることを理解してくれました。 八 ペテロ
にみわざをなして、割礼を受けた者への使徒となさっ
た方が、私にもみわざをなして、異邦人への使徒とし
てくださったのです。 九 そして、私に与えられたこの
恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパ
とヨハネが、私とバルナバに、交わりのしるしとして
右手を差し伸べました。それは、私たちが異邦人のと
ころへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行く
ためです。 十 ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧み
るようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに
努めて来たところです。

十一 ところが、ケパがアンテオケに来たとき、彼に
非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議
しました。 十二 なぜなら、彼は、ある人々がヤコブの
ところから来る前は異邦人といっしょに食事をしてい
たのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、
だんだんと異邦人から身を引き、離れて行ったからで
す。 十三 そして、ほかのユダヤ人たちも、彼といっし
ょに本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽
りの行動に引き込まれてしまいました。 十四 しかし、
彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいない
のを見て、私はみなの面前でケパにこう言いました。
「あなたは、自分がユダヤ人でありながらユダヤ人の
ようには生活せず、異邦人のように生活していたの
に、どうして異邦人に対して、ユダヤ人の生活を強い
るのですか。

十五 私たちは、生まれながらのユダヤ人であって、
異邦人のような罪人ではありません。 十六 しかし、人
は律法の行ないによっては義と認められず、ただキリ
スト・イエスを信じる信仰によって義と認められる、
ということを知ったからこそ、私たちもキリスト・イ
エスを信じたのです。これは、律法の行ないによって
ではなく、キリストを信じる信仰によって義と認めら
れるためです。なぜなら、律法の行ないによって義と
認められる者は、ひとりもいないからです。 十七 しか
し、もし私たちが、キリストにあって義と認められよ
うとすることによって、罪人となってしまうのなら、
キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは
絶対にありえないことです。 十八 けれども、もし私が
前に打ちこわしたものをもう一度建てるなら、私は
自分自身を違反者にしてしまうのです。 十九 しかし私
は、神に生きるために、律法によって律法に死にまし
た。 二十 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。

二十一 私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法
によって得られるとしたら、それこそキリストの死は
無意味です。」

ああ愚かなガラテヤ人。十字架につけられた
イエス・キリストが、あなたがたの目の前

に、あんなにはっきり示されたのに、だれがあなたが
たを迷わせたのですか。 二 ただこれだけをあなたがた
から聞いておきたい。あなたがたが御霊を受けたの
は、律法を行なったからですか。それとも信仰をもっ
て聞いたからですか。 三 あなたがたはどこまで道理が
わからないのですか。御霊で始まったあなたがたが、
いま肉によって完成されるというのですか。 四 あなた
がたがあれほどのことを経験したのは、むだだったの
でしょうか。万が一にもそんなことはないでしょう
が。 五 とすれば、あなたがたに御霊を与え、あなたが
たの間で奇蹟を行なわれた方は、あなたがたが律法を
行なったから、そうなさったのですか。それともあな
たがたが信仰をもって聞いたからですか。 六 アブラハ
ムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それ
と同じことです。 七 ですから、信仰による人々こそア
ブラハムの子孫だと知りなさい。 八 聖書は、神が異邦
人をその信仰によって義と認めてくださることを、前
から知っていたので、アブラハムに対し、「あなたに
よってすべての国民が祝福される。」と前もって福音
を告げたのです。 九 そういうわけで、信仰による人々
が、信仰の人アブラハムとともに、祝福を受けるので
す。 十 というのは、律法の行ないによる人々はすべ
て、のろいのもとにあるからです。こう書いてありま
す。「律法の書に書いてある、すべてのことを堅く守
って実行しなければ、だれでもみな、のろわれる。」
十一 ところが、律法によって神の前に義と認められる
者が、だれもいないということは明らかです。「義人
は信仰によって生きる。」のだからです。 十二 しかし
律法は、「信仰による。」のではありません。「律法
を行なう者はこの律法によって生きる。」のです。
十三 キリストは、私たちのためにのろわれたものとな
って、私たちを律法ののろいから贖い出してください
ました。なぜなら、「木にかけられる者はすべてのろ
われたものである。」と書いてあるからです。 十四 こ
のことは、アブラハムへの祝福が、キリスト・イエス
によって異邦人に及ぶためであり、その結果、私たち
が信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。

十五 兄弟たち。人間のばあいにたとえてみましょ
う。人間の契約でも、いったん結ばれたら、だれもそ
れを無効にしたり、それにつけ加えたりはしません。
十六 ところで、約束は、アブラハムとそのひとりの子
孫に告げられました。神は「子孫たちに」と言って、
多数をさすことはせず、ひとりをさして、「あなたの
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四

子孫に」と言っておられます。その方はキリストで
す。 十七 私の言おうとすることはこうです。先に神に
よって結ばれた契約は、その後四百三十年たってで
きた律法によって取り消されたり、その約束が無効と
されたりすることがないということです。 十八 なぜな
ら、相続がもし律法によるのなら、もはや約束による
のではないからです。ところが、神は約束を通してア
ブラハムに相続の恵みを下さったのです。 十九 では、
律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになっ
た、この子孫が来られるときまで、違反を示すために
つけ加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の
手で定められたのです。 二十 仲介者は一方だけに属す
るものではありません。しかし約束を賜わる神は唯
一者です。 二十一 とすると、律法は神の約束に反する
のでしょうか。絶対にそんなことはありません。もし
も、与えられた律法がいのちを与えることのできるも
のであったなら、義は確かに律法によるものだったで
しょう。 二十二 しかし聖書は、逆に、すべての人を罪
の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリ
ストに対する信仰によって、信じる人々に与えられる
ためです。

二十三 信仰が現われる以前には、私たちは律法の監督
の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それは、
やがて示される信仰が得られるためでした。 二十四 こ
うして、律法は私たちをキリストへ導くための私たち
の養育係となりました。私たちが信仰によって義と
認められるためなのです。 二十五 しかし、信仰が現わ
れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。
二十六 あなたがたはみな、キリスト・イエスに対する
信仰によって、神の子どもです。 二十七 バプテスマを
受けてキリストにつく者とされたあなたがたはみな、
キリストをその身に着たのです。 二十八 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。 二十九 もしあな
たがたがキリストのものであれば、それによってアブ
ラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。

ところが、相続人というものは、全財産の持
ち主なのに、子どものうちは、奴隷と少しも

違わず、 二 父の定めた日までは、後見人や管理者の下
にあります。 三 私たちもそれと同じで、まだ小さかっ
た時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となってい
ました。 四 しかし定めの時が来たので、神はご自分の
御子を遣わし、この方を、女から生まれた者、また律
法の下にある者となさいました。 五 これは律法の下に
ある者を贖い出すためで、その結果、私たちが子とし
ての身分を受けるようになるためです。 六 そして、あ
なたがたは子であるゆえに、神は「アバ、父。」と呼

ぶ、御子の御霊を、私たちの心に遣わしてくださいま
した。 七 ですから、あなたがたはもはや奴隷ではな
く、子です。子ならば、神による相続人です。

八 しかし、神を知らなかった当時、あなたがたは本
来は神でない神々の奴隷でした。 九 ところが、今で
は神を知っているのに、いや、むしろ神に知られてい
るのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆
戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのです
か。 十 あなたがたは、各種の日と月と季節と年とを守
っています。 十一 あなたがたのために私の労したこと
は、むだだったのではないか、と私はあなたがたのこ
とを案じています。

十二 お願いです。兄弟たち。私のようになってくだ
さい。私もあなたがたのようになったのですから。
あなたがたは私に何一つ悪いことをしていません。
十三 ご承知のとおり、私が最初あなたがたに福音を伝
えたのは、私の肉体が弱かったためでした。 十四 そし
て私の肉体には、あなたがたにとって試練となるもの
があったのに、あなたがたは軽蔑したり、きらったり
しないで、かえって神の御使いのように、またキリス
ト・イエスご自身であるかのように、私を迎えてくれ
ました。 十五 それなのに、あなたがたのあの喜びは、
今どこにあるのですか。私はあなたがたのためにあか
ししますが、あなたがたは、もしできれば自分の目を
えぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありま
せんか。 十六 それでは、私は、あなたがたに真理を語
ったために、あなたがたの敵になったのでしょうか。
十七 あなたがたに対するあの人々の熱心は正しいもの
ではありません。彼らはあなたがたを自分たちに熱心
にならせようとして、あなたがたを福音の恵みから締
め出そうとしているのです。 十八 良いことで熱心に慕
われるのは、いつであっても良いものです。それは私
があなたがたといっしょにいるときだけではありませ
ん。 十九 私の子どもたちよ。あなたがたのうちにキリ
ストが形造られるまで、私は再びあなたがたのために
産みの苦しみをしています。 二十 それで、今あなたが
たといっしょにいることができたら、そしてこんな語
調でなく話せたらと思います。あなたがたのことをど
うしたらよいかと困っているのです。

二十一 律法の下にいたいと思う人たちは、私に答えて
ください。あなたがたは律法の言うことを聞かないの
ですか。 二十二 そこには、アブラハムにふたりの子が
あって、ひとりは女奴隷から、ひとりは自由の女から
生まれた、と書かれています。 二十三 女奴隷の子は肉
によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれ
たのです。 二十四 このことには比喩があります。この
女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出てお
り、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。
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五

六

二十五 このハガルは、アラビヤにあるシナイ山のこと
で、今のエルサレムに当たります。なぜなら、彼女は
その子どもたちとともに奴隷だからです。 二十六 しか
し、上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母で
す。 二十七 すなわち、こう書いてあります。
「喜べ。子を産まない不妊の女よ。
声をあげて呼ばわれ。
産みの苦しみを知らない女よ。
夫に捨てられた女の産む子どもは、
夫のある女の産む子どもよりも多い。」
二十八 兄弟たちよ。あなたがたはイサクのように約束
の子どもです。 二十九 しかし、かつて肉によって生ま
れた者が、御霊によって生まれた者を迫害したよう
に、今もそのとおりです。 三十 しかし、聖書は何と言
っていますか。「奴隷の女とその子どもを追い出せ。
奴隷の女の子どもは決して自由の女の子どもととも
に相続人になってはならない。」 三十一 こういうわけ
で、兄弟たちよ。私たちは奴隷の女の子どもではな
く、自由の女の子どもです。

キリストは、自由を得させるために、私たち
を解放してくださいました。ですから、あな

たがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負
わせられないようにしなさい。 二 よく聞いてくださ
い。このパウロがあなたがたに言います。もし、あな
たがたが割礼を受けるなら、キリストは、あなたがた
にとって、何の益もないのです。 三 割礼を受けるすべ
ての人に、私は再びあかしします。その人は律法の全
体を行なう義務があります。 四 律法によって義と認め
られようとしているあなたがたは、キリストから離
れ、恵みから落ちてしまったのです。 五 私たちは、信
仰により、御霊によって、義をいただく望みを熱心に
抱いているのです。 六 キリスト・イエスにあっては、
割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によ
って働く信仰だけが大事なのです。 七 あなたがたはよ
く走っていたのに、だれがあなたがたを妨げて、真理
に従わなくさせたのですか。 八 そのような勧めは、あ
なたがたを召してくださった方から出たものではあり
ません。 九 わずかのパン種が、こねた粉の全体を発酵
させるのです。 十 私は主にあって、あなたがたが少し
も違った考えを持っていないと確信しています。しか
し、あなたがたをかき乱す者は、だれであろうと、さ
ばきを受けるのです。 十一 兄弟たち。もし私が今でも
割礼を宣べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受
けることがありましょう。それなら、十字架のつまず
きは取り除かれているはずです。 十二 あなたがたをか
き乱す者どもは、いっそのこと不具になってしまうほ
うがよいのです。

十三 兄弟たち。あなたがたは、自由を与えられるた
めに召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会
としないで、愛をもって互いに仕えなさい。 十四 律法
の全体は、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せ
よ。」という一語をもって全うされるのです。 十五 も
し互いにかみ合ったり、食い合ったりしているなら、
お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさ
い。

十六 私は言います。御霊によって歩みなさい。そう
すれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはあ
りません。 十七 なぜなら、肉の願うことは御霊に逆ら
い、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対
立していて、そのためあなたがたは、自分のしたいと
思うことをすることができないのです。 十八 しかし、
御霊によって導かれるなら、あなたがたは律法の下に
はいません。 十九 肉の行ないは明白であって、次のよ
うなものです。不品行、汚れ、好色、 二十 偶像礼拝、
魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分
派、 二十一 ねたみ、酩酊、遊興、そういった類のもの
です。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあな
たがたにあらかじめ言っておきます。こんなことをし
ている者たちが神の国を相続することはありません。
二十二 しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、
親切、善意、誠実、 二十三 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。 二十四 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。

二十五 もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊
に導かれて、進もうではありませんか。 二十六 互いに
いどみ合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走るこ
とのないようにしましょう。

兄弟たちよ。もしだれかがあやまちに陥った
なら、御霊の人であるあなたがたは、柔和な

心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘
惑に陥らないように気をつけなさい。 二 互いの重荷を
負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしな
さい。 三 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。 四 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。 五 人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があ
るのです。

六 みことばを教えられる人は、教える人とすべての
良いものを分け合いなさい。 七 思い違いをしてはい
けません。神は侮られるような方ではありません。人
は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります。
八 自分の肉のために蒔く者は、肉から滅びを刈り取
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り、御霊のために蒔く者は、御霊から永遠のいのちを
刈り取るのです。 九 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。 十 ですから、私たちは、機会のあるたび
に、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに
善を行ないましょう。

十一 ご覧のとおり、私は今こんなに大きな字で、自
分のこの手であなたがたに書いています。 十二 あなた
がたに割礼を強制する人たちは、肉において外見を良
くしたい人たちです。彼らはただ、キリストの十字架
のために迫害を受けたくないだけなのです。 十三 なぜ
なら、割礼を受けた人たちは、自分自身が律法を守っ
ていません。それなのに彼らがあなたがたに割礼を受
けさせようとするのは、あなたがたの肉を誇りたいた
めなのです。 十四 しかし私には、私たちの主イエス・

キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあ
ってはなりません。この十字架によって、世界は私に
対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架
につけられたのです。 十五 割礼を受けているか受けて
いないかは、大事なことではありません。大事なのは
新しい創造です。 十六 どうか、この基準に従って進む
人々、すなわち神のイスラエルの上に、平安とあわれ
みがありますように。

十七 これからは、だれも私を煩わさないようにして
ください。私は、この身に、イエスの焼き印を帯びて
いるのですから。

十八 どうか、私たちの主イエス・キリストの恵み
が、兄弟たちよ、あなたがたの霊とともにありますよ
うに。アーメン。

ガラテヤ人への手紙 六:九 173 ガラテヤ人への手紙 六:十八



一

二

エペソ人への手紙

神のみこころによるキリスト・イエスの使徒
パウロから、キリスト・イエスにある忠実な

エペソの聖徒たちへ。 二 私たちの父なる神と主イエス
・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にあり
ますように。

三 私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめた
たえられますように。神はキリストにおいて、天にあ
るすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださ
いました。 四 すなわち、神は私たちを世界の基の置か
れる前からキリストのうちに選び、御前できよく、傷
のない者にしようとされました。 五 神は、ただみこ
ころのままに、私たちをイエス・キリストによってご
自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めてお
られたのです。 六 それは、神がその愛する方によって
私たちに与えてくださった恵みの栄光が、ほめたたえ
られるためです。 七 私たちは、この御子のうちにあっ
て、御子の血による贖い、すなわち罪の赦しを受けて
いるのです。これは神の豊かな恵みによることです。
八 神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる
知恵と思慮深さをもって、 九 みこころの奥義を私たち
に知らせてくださいました。それは、神が御子におい
てあらかじめお立てになったご計画によることであっ
て、 十 時がついに満ちて、この時のためのみこころが
実行に移され、天にあるものも地にあるものも、いっ
さいのものが、キリストにあって一つに集められるこ
となのです。このキリストにあって、 十一 私たちは彼
にあって御国を受け継ぐ者ともなったのです。私たち
は、みこころによりご計画のままをみな実現される方
の目的に従って、このようにあらかじめ定められてい
たのです。 十二 それは、前からキリストに望みを置い
ていた私たちが、神の栄光をほめたたえる者となるた
めです。 十三 またあなたがたも、キリストにあって、
真理のことば、すなわちあなたがたの救いの福音を聞
き、またそれを信じたことによって、約束の聖霊をも
って証印を押されました。 十四 聖霊は私たちが御国を
受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖
いのためであり、神の栄光がほめたたえられるためで
す。

十五 こういうわけで、私は主イエスに対するあなた
がたの信仰と、すべての聖徒に対する愛とを聞いて、

十六 あなたがたのために絶えず感謝をささげ、あなた
がたのことを覚えて祈っています。 十七 どうか、私た
ちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、
神を知るための知恵と啓示の御霊を、あなたがたに与
えてくださいますように。 十八 また、あなたがたの心
の目がはっきり見えるようになって、神の召しによっ
て与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継
ぐものがどのように栄光に富んだものか、 十九 また、
神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神
のすぐれた力がどのように偉大なものであるかを、あ
なたがたが知ることができますように。 二十 神は、そ
の全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを
死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右
の座に着かせて、 二十一 すべての支配、権威、権力、
主権の上に、また、今の世ばかりでなく、次に来る世
においてもとなえられる、すべての名の上に高く置か
れました。 二十二 また、神は、いっさいのものをキリ
ストの足の下に従わせ、いっさいのものの上に立つか
しらであるキリストを、教会にお与えになりました。
二十三 教会はキリストのからだであり、いっさいのも
のをいっさいのものによって満たす方の満ちておられ
るところです。

あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んで
いた者であって、 二 そのころは、それらの罪

の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ
支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に
従って、歩んでいました。 三 私たちもみな、かつては
不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生
き、肉と心の望むままを行ない、ほかの人たちと同じ
ように、生まれながら御怒りを受けるべき子らでし
た。 四 しかし、あわれみ豊かな神は、私たちを愛して
くださったその大きな愛のゆえに、 五 罪過の中に死ん
でいたこの私たちをキリストとともに生かし、――あ
なたがたが救われたのは、ただ恵みによるのです。
―― 六 キリスト・イエスにおいて、ともによみがえら
せ、ともに天の所にすわらせてくださいました。 七 そ
れは、あとに来る世々において、このすぐれて豊かな
御恵みを、キリスト・イエスにおいて私たちに賜わる
慈愛によって明らかにお示しになるためでした。 八 あ
なたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたの
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三
四

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。 九 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。 十 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。

十一 ですから、思い出してください。あなたがた
は、以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉に
おいて人の手による、いわゆる割礼を持つ人々から
は、無割礼の人々と呼ばれる者であって、 十二 そのこ
ろのあなたがたは、キリストから離れ、イスラエル
の国から除外され、約束の契約については他国人で
あり、この世にあって望みもなく、神もない人たちで
した。 十三 しかし、以前は遠く離れていたあなたがた
も、今ではキリスト・イエスの中にあることにより、
キリストの血によって近い者とされたのです。 十四 キ
リストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つ
にし、隔ての壁を打ちこわし、 十五 ご自分の肉におい
て、敵意を廃棄された方です。敵意とは、さまざまの
規定から成り立っている戒めの律法なのです。このこ
とは、二つのものをご自身において新しいひとりの
人に造り上げて、平和を実現するためであり、 十六 ま
た、両者を一つのからだとして、十字架によって神と
和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り
去られました。 十七 それからキリストは来られて、遠
くにいたあなたがたに平和を宣べ、近くにいた人た
ちにも平和を宣べられました。 十八 私たちは、このキ
リストによって、両者ともに一つの御霊において、父
のみもとに近づくことができるのです。 十九 こういう
わけで、あなたがたは、もはや他国人でも寄留者でも
なく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なの
です。 二十 あなたがたは使徒と預言者という土台の上
に建てられており、キリスト・イエスご自身がその礎
石です。 二十一 この方にあって、組み合わされた建物
の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、
二十二 このキリストにあって、あなたがたもともに建て
られ、御霊によって神の御住まいとなるのです。

こういうわけで、あなたがた異邦人のために
キリスト・イエスの囚人となった私パウロが

言います。 二 あなたがたのためにと私がいただいた、
神の恵みによる私の務めについて、あなたがたはすで
に聞いたことでしょう。 三 先に簡単に書いたとおり、
この奥義は、啓示によって私に知らされたのです。
四 それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解して
いるかがよくわかるはずです。 五 この奥義は、今は、
御霊によって、キリストの聖なる使徒たちと預言者た
ちに啓示されていますが、前の時代には、今と同じよ

うには人々に知らされていませんでした。 六 その奥義
とは、福音により、キリスト・イエスにあって、異邦
人もまた共同の相続者となり、ともに一つのからだに
連なり、ともに約束にあずかる者となるということで
す。 七 私は、神の力の働きにより、自分に与えられた
神の恵みの賜物によって、この福音に仕える者とされ
ました。 八 すべての聖徒たちのうちで一番小さな私
に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの測り
がたい富を異邦人に宣べ伝え、 九 また、万物を創造さ
れた神の中に世々隠されていた奥義を実行に移す務め
が何であるかを明らかにするためにほかなりません。
十 これは、今、天にある支配と権威とに対して、教会
を通して、神の豊かな知恵が示されるためであって、
十一 私たちの主キリスト・イエスにおいて実現された
神の永遠のご計画に沿ったことです。 十二 私たちはこ
のキリストにあり、キリストを信じる信仰によって
大胆に確信をもって神に近づくことができるのです。
十三 ですから、私があなたがたのために受けている苦
難のゆえに落胆することのないようお願いします。私
の受けている苦しみは、そのまま、あなたがたの光栄
なのです。

十四 こういうわけで、私はひざをかがめて、 十五 天上
と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である
父の前に祈ります。 十六 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。 十七 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、
十八 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、 十九 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。

二十 どうか、私たちのうちに働く力によって、私た
ちの願うところ、思うところのすべてを越えて豊かに
施すことのできる方に、 二十一 教会により、またキリ
スト・イエスにより、栄光が、世々にわたって、とこ
しえまでありますように。アーメン。

さて、主の囚人である私はあなたがたに勧め
ます。召されたあなたがたは、その召しにふ

さわしく歩みなさい。 二 謙遜と柔和の限りを尽くし、
寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、 三 平和のき
ずなで結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。 四 か
らだは一つ、御霊は一つです。あなたがたが召された
とき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じ
です。 五 主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つで
す。 六 すべてのものの上にあり、すべてのものを貫
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き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの
父なる神は一つです。 七 しかし、私たちはひとりひと
り、キリストの賜物の量りに従って恵みを与えられま
した。 八 そこで、こう言われています。
「高い所に上られたとき、
彼は多くの捕虜を引き連れ、
人々に賜物を分け与えられた。」
九 ――この「上られた。」ということばは、彼がまず
地の低い所に下られた、ということでなくて何でしょ
う。 十 この下られた方自身が、すべてのものを満た
すために、もろもろの天よりも高く上られた方なので
す。―― 十一 こうして、キリストご自身が、ある人を
使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧
師また教師として、お立てになったのです。 十二 それ
は、聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの
からだを建て上げるためであり、 十三 ついに、私たち
がみな、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致と
に達し、完全におとなになって、キリストの満ち満ち
た身たけにまで達するためです。 十四 それは、私たち
がもはや、子どもではなくて、人の悪巧みや、人を欺
く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波
にもてあそばれたりすることがなく、 十五 むしろ、愛
をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、か
しらなるキリストに達することができるためなので
す。 十六 キリストによって、からだ全体は、一つ一つ
の部分がその力量にふさわしく働く力により、また、
備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み
合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに建て
られるのです。

十七 そこで私は、主にあって言明し、おごそかに勧
めます。もはや、異邦人がむなしい心で歩んでいるよ
うに歩んではなりません。 十八 彼らは、その知性にお
いて暗くなり、彼らのうちにある無知と、かたくな
な心とのゆえに、神のいのちから遠く離れています。
十九 道徳的に無感覚となった彼らは、好色に身をゆだ
ねて、あらゆる不潔な行ないをむさぼるようになっ
ています。 二十 しかし、あなたがたはキリストのこと
を、このようには学びませんでした。 二十一 ただし、
ほんとうにあなたがたがキリストに聞き、キリストに
あって教えられているのならばです。まさしく真理は
イエスにあるのですから。 二十二 その教えとは、あな
たがたの以前の生活について言うならば、人を欺く情
欲によって滅びて行く古い人を脱ぎ捨てるべきこと、
二十三 またあなたがたが心の霊において新しくされ、
二十四 真理に基づく義と聖をもって神にかたどり造り
出された、新しい人を身に着るべきことでした。
二十五 ですから、あなたがたは偽りを捨て、おのおの隣
人に対して真実を語りなさい。私たちはからだの一部

分として互いにそれぞれのものだからです。 二十六 怒
っても、罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤
ったままでいてはいけません。 二十七 悪魔に機会を与
えないようにしなさい。 二十八 盗みをしている者は、
もう盗んではいけません。かえって、困っている人に
施しをするため、自分の手をもって正しい仕事をし、
ほねおって働きなさい。 二十九 悪いことばを、いっさ
い口から出してはいけません。ただ、必要なとき、人
の徳を養うのに役立つことばを話し、聞く人に恵み
を与えなさい。 三十 神の聖霊を悲しませてはいけませ
ん。あなたがたは、贖いの日のために、聖霊によって
証印を押されているのです。 三十一 無慈悲、憤り、怒
り、叫び、そしりなどを、いっさいの悪意とともに、
みな捨て去りなさい。 三十二 お互いに親切にし、心の
優しい人となり、神がキリストにおいてあなたがたを
赦してくださったように、互いに赦し合いなさい。

ですから、愛されている子どもらしく、神に
ならう者となりなさい。 二 また、愛のうちに

歩みなさい。キリストもあなたがたを愛して、私たち
のために、ご自身を神へのささげ物、また供え物と
し、香ばしいかおりをおささげになりました。

三 あなたがたの間では、聖徒にふさわしく、不品行
も、どんな汚れも、またむさぼりも、口にすることさ
えいけません。 四 また、みだらなことや、愚かな話
や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良く
ないことです。むしろ、感謝しなさい。 五 あなたがた
がよく見て知っているとおり、不品行な者や、汚れた
者や、むさぼる者――これが偶像礼拝者です。――こ
ういう人はだれも、キリストと神との御国を相続する
ことができません。 六 むなしいことばに、だまされて
はいけません。こういう行ないのゆえに、神の怒りは
不従順な子らに下るのです。 七 ですから、彼らの仲間
になってはいけません。 八 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。 九 ――光の結ぶ実は、あ
らゆる善意と正義と真実なのです。―― 十 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。
十一 実を結ばない暗やみのわざに仲間入りしないで、
むしろ、それを明るみに出しなさい。 十二 なぜなら、
彼らがひそかに行なっていることは、口にするのも恥
ずかしいことだからです。 十三 けれども、明るみに引
き出されるものは、みな、光によって明らかにされま
す。 十四 明らかにされたものはみな、光だからです。
それで、こう言われています。
「眠っている人よ。目をさませ。
死者の中から起き上がれ。
そうすれば、キリストが、あなたを照らされる。」
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十五 そういうわけですから、賢くない人のようにで
はなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よく
よく注意し、 十六 機会を十分に生かして用いなさい。
悪い時代だからです。 十七 ですから、愚かにならない
で、主のみこころは何であるかを、よく悟りなさい。
十八 また、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩が
あるからです。御霊に満たされなさい。 十九 詩と賛美
と霊の歌とをもって、互いに語り、主に向かって、心
から歌い、また賛美しなさい。 二十 いつでも、すべて
のことについて、私たちの主イエス・キリストの名に
よって父なる神に感謝しなさい。 二十一 キリストを恐
れ尊んで、互いに従いなさい。

二十二 妻たちよ。あなたがたは、主に従うように、自
分の夫に従いなさい。 二十三 なぜなら、キリストは教
会のかしらであって、ご自身がそのからだの救い主
であられるように、夫は妻のかしらであるからです。
二十四 教会がキリストに従うように、妻も、すべてのこ
とにおいて、夫に従うべきです。 二十五 夫たちよ。キ
リストが教会を愛し、教会のためにご自身をささげら
れたように、あなたがたも、自分の妻を愛しなさい。
二十六 キリストがそうされたのは、みことばにより、
水の洗いをもって、教会をきよめて聖なるものとする
ためであり、 二十七 ご自身で、しみや、しわや、その
ようなものの何一つない、きよく傷のないものとな
った栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためです。
二十八 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。 二十九 だれも自分の身を憎
んだ者はいません。かえって、これを養い育てます。
それはキリストが教会をそうされたのと同じです。
三十 私たちはキリストのからだの部分だからです。
三十一 「それゆえ、人はその父と母を離れ、妻と結ば
れ、ふたりは一心同体となる。」 三十二 この奥義は偉
大です。私は、キリストと教会とをさして言っている
のです。 三十三 それはそうとして、あなたがたも、お
のおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた
自分の夫を敬いなさい。

子どもたちよ。主にあって両親に従いなさ
い。これは正しいことだからです。 二 「あな

たの父と母を敬え。」これは第一の戒めであり、約束
を伴ったものです。すなわち、 三 「そうしたら、あな
たはしあわせになり、地上で長生きする。」という約
束です。 四 父たちよ。あなたがたも、子どもをおこら
せてはいけません。かえって、主の教育と訓戒によっ
て育てなさい。

五 奴隷たちよ。あなたがたは、キリストに従うよう
に、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさ

い。 六 人のごきげんとりのような、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、 七 人にではなく、主に仕えるように、
善意をもって仕えなさい。 八 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。 九 主
人たちよ。あなたがたも、奴隷に対して同じようにふ
るまいなさい。おどすことはやめなさい。あなたがた
は、彼らとあなたがたとの主が天におられ、主は人を
差別されることがないことを知っているのですから。

十 終わりに言います。主にあって、その大能の力に
よって強められなさい。 十一 悪魔の策略に対して立ち
向かうことができるために、神のすべての武具を身に
着けなさい。 十二 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。
十三 ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、
また、いっさいを成し遂げて、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。 十四 では、
しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸に
は正義の胸当てを着け、 十五 足には平和の福音の備え
をはきなさい。 十六 これらすべてのものの上に、信仰
の大盾を取りなさい。それによって、悪い者が放つ火
矢を、みな消すことができます。 十七 救いのかぶとを
かぶり、また御霊の与える剣である、神のことばを受
け取りなさい。 十八 すべての祈りと願いを用いて、ど
んなときにも御霊によって祈りなさい。そのためには
絶えず目をさましていて、すべての聖徒のために、忍
耐の限りを尽くし、また祈りなさい。 十九 また、私が
口を開くとき、語るべきことばが与えられ、福音の奥
義を大胆に知らせることができるように私のためにも
祈ってください。 二十 私は鎖につながれて、福音のた
めに大使の役を果たしています。鎖につながれていて
も、語るべきことを大胆に語れるように、祈ってくだ
さい。

二十一 あなたがたにも私の様子や、私が何をしている
かなどを知っていただくために、主にあって愛する兄
弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが、一部始終を
知らせるでしょう。 二十二 テキコをあなたがたのもと
に遣わしたのは、ほかでもなく、あなたがたが私たち
の様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるた
めです。

二十三 どうか、父なる神と主イエス・キリストから、
平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますよう
に。 二十四 私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛を
もって愛するすべての人の上に、恵みがありますよう
に。
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一

ピリピ人への手紙

キリスト・イエスのしもべであるパウロとテ
モテから、ピリピにいるキリスト・イエスに

あるすべての聖徒たち、また監督と執事たちへ。 二 ど
うか、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、
恵みと平安があなたがたの上にありますように。

三 私は、あなたがたのことを思うごとに私の神に感
謝し、 四 あなたがたすべてのために祈るごとに、い
つも喜びをもって祈り、 五 あなたがたが、最初の日か
ら今日まで、福音を広めることにあずかって来たこと
を感謝しています。 六 あなたがたのうちに良い働きを
始められた方は、キリスト・イエスの日が来るまでに
それを完成させてくださることを私は堅く信じている
のです。 七 私があなたがたすべてについてこのように
考えるのは正しいのです。あなたがたはみな、私が投
獄されているときも、福音を弁明し立証しているとき
も、私とともに恵みにあずかった人々であり、私は、
そのようなあなたがたを、心に覚えているからです。
八 私が、キリスト・イエスの愛の心をもって、どんな
にあなたがたすべてを慕っているか、そのあかしをし
てくださるのは神です。 九 私は祈っています。あなた
がたの愛が真の知識とあらゆる識別力によって、いよ
いよ豊かになり、 十 あなたがたが、真にすぐれたもの
を見分けることができるようになりますように。また
あなたがたが、キリストの日には純真で非難されると
ころがなく、 十一 イエス・キリストによって与えられ
る義の実に満たされている者となり、神の御栄えと誉
れが現わされますように。

十二 さて、兄弟たち。私の身に起こったことが、か
えって福音を前進させることになったのを知ってもら
いたいと思います。 十三 私がキリストのゆえに投獄さ
れている、ということは、親衛隊の全員と、そのほか
のすべての人にも明らかになり、 十四 また兄弟たちの
大多数は、私が投獄されたことにより、主にあって確
信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に神の
ことばを語るようになりました。 十五 人々の中にはね
たみや争いをもってキリストを宣べ伝える者もいます
が、善意をもってする者もいます。 十六 一方の人たち
は愛をもってキリストを伝え、私が福音を弁証するた
めに立てられていることを認めていますが、 十七 他の
人たちは純真な動機からではなく、党派心をもって、

キリストを宣べ伝えており、投獄されている私をさら
に苦しめるつもりなのです。 十八 すると、どういうこ
とになりますか。つまり、見せかけであろうとも、真
実であろうとも、あらゆるしかたで、キリストが宣べ
伝えられているのであって、このことを私は喜んでい
ます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。 十九 と
いうわけは、あなたがたの祈りとイエス・キリストの
御霊の助けによって、このことが私の救いとなること
を私は知っているからです。 二十 それは、私がどうい
うばあいにも恥じることなく、いつものように今も
大胆に語って、生きるにしても、死ぬにしても、私の
身によって、キリストのすばらしさが現わされること
を求める私の切なる願いと望みにかなっているので
す。 二十一 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。 二十二 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。 二十三 私は、その二つのものの間に板
ばさみとなっています。私の願いは、世を去ってキリ
ストとともにいることです。実はそのほうが、はるか
にまさっています。 二十四 しかし、この肉体にとどま
ることが、あなたがたのためには、もっと必要です。
二十五 私はこのことを確信していますから、あなたが
たの信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえ
て、あなたがたすべてといっしょにいるようになるこ
とを知っています。 二十六 そうなれば、私はもう一度
あなたがたのところに行けるので、私のことに関する
あなたがたの誇りは、キリスト・イエスにあって増し
加わるでしょう。

二十七 ただ、キリストの福音にふさわしく生活しな
さい。そうすれば、私が行ってあなたがたに会うにし
ても、また離れているにしても、私はあなたがたにつ
いて、こう聞くことができるでしょう。あなたがたは
霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音
の信仰のために、ともに奮闘しており、 二十八 また、
どんなことがあっても、反対者たちに驚かされること
はないと。それは、彼らにとっては滅びのしるしであ
り、あなたがたにとっては救いのしるしです。これは
神から出たことです。 二十九 あなたがたは、キリスト
のために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリス
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トのための苦しみをも賜わったのです。 三十 あなたが
たは、私について先に見たこと、また、私についてい
ま聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。

こういうわけですから、もしキリストにあっ
て励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交

わりがあり、愛情とあわれみがあるなら、 二 私の喜び
が満たされるように、あなたがたは一致を保ち、同じ
愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださ
い。 三 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もすぐれた者と思い
なさい。 四 自分のことだけではなく、他の人のことも
顧みなさい。 五 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。 六 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、 七 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。 八 キリストは
人間と同じようなかたちになり、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。 九 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。 十 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、ひざをかがめ、
十一 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。

十二 そういうわけですから、愛する人たち、いつも
従順であったように、私がいるときだけでなく、私の
いない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達
成してください。 十三 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。 十四 すべてのことを、つぶやかず、
疑わずに行ないなさい。 十五 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どもとな
り、 十六 いのちのことばをしっかり握って、彼らの間
で世の光として輝くためです。そうすれば、私は、自
分の努力したことがむだではなく、苦労したこともむ
だでなかったことを、キリストの日に誇ることができ
ます。 十七 たとい私が、あなたがたの信仰の供え物と
礼拝とともに、注ぎの供え物となっても、私は喜びま
す。あなたがたすべてとともに喜びます。 十八 あなた
がたも同じように喜んでください。私といっしょに喜
んでください。

十九 しかし、私もあなたがたのことを知って励まし
を受けたいので、早くテモテをあなたがたのところに
送りたいと、主イエスにあって望んでいます。 二十 テ
モテのように私と同じ心になって、真実にあなたがた

のことを心配している者は、ほかにだれもいないか
らです。 二十一 だれもみな自分自身のことを求めるだ
けで、キリスト・イエスのことを求めてはいません。
二十二 しかし、テモテのりっぱな働きぶりは、あなた
がたの知っているところです。子が父に仕えるように
して、彼は私といっしょに福音に奉仕して来ました。
二十三 ですから、私のことがどうなるかがわかりしだ
い、彼を遣わしたいと望んでいます。 二十四 しかし私
自身も近いうちに行けることと、主にあって確信して
います。 二十五 しかし、私の兄弟、同労者、戦友、ま
たあなたがたの使者として私の窮乏のときに仕えて
くれた人エパフロデトは、あなたがたのところに送ら
ねばならないと思っています。 二十六 彼は、あなたが
たすべてを慕い求めており、また、自分の病気のこと
があなたがたに伝わったことを気にしているからで
す。 二十七 ほんとうに、彼は死ぬほどの病気にかかり
ましたが、神は彼をあわれんでくださいました。彼ば
かりでなく私をもあわれんで、私にとって悲しみに悲
しみが重なることのないようにしてくださいました。
二十八 そこで、私は大急ぎで彼を送ります。あなたがた
が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためで
す。 二十九 ですから、喜びにあふれて、主にあって、
彼を迎えてください。また、彼のような人々には尊敬
を払いなさい。 三十 なぜなら、彼は、キリストの仕事
のために、いのちの危険を冒して死ぬばかりになった
からです。彼は私に対して、あなたがたが私に仕える
ことのできなかった分を果たそうとしたのです。

最後に、私の兄弟たち。主にあって喜びなさ
い。前と同じことを書きますが、これは、私

には煩わしいことではなく、あなたがたの安全のため
にもなることです。 二 どうか犬に気をつけてくださ
い。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割
礼の者に気をつけてください。 三 神の御霊によって礼
拝をし、キリスト・イエスを誇り、人間的なものを頼
みにしない私たちのほうこそ、割礼の者なのです。
四 ただし、私は、人間的なものにおいても頼むところ
があります。もし、ほかの人が人間的なものに頼むと
ころがあると思うなら、私は、それ以上です。 五 私は
八日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ
ミンの分かれの者です。きっすいのヘブル人で、律法
についてはパリサイ人、 六 その熱心は教会を迫害した
ほどで、律法による義についてならば非難されるとこ
ろのない者です。 七 しかし、私にとって得であったこ
のようなものをみな、私はキリストのゆえに、損と思
うようになりました。 八 それどころか、私の主である
キリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆ
えに、いっさいのことを損と思っています。私はキリ
ストのためにすべてのものを捨てて、それらをちりあ
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くたと思っています。それは、私には、キリストを
得、また、 九 キリストの中にある者と認められ、律
法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰
による義、すなわち、信仰に基づいて、神から与えら
れる義を持つことができる、という望みがあるから
です。 十 私は、キリストとその復活の力を知り、また
キリストの苦しみにあずかることも知って、キリスト
の死と同じ状態になり、 十一 どうにかして、死者の中
からの復活に達したいのです。 十二 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
捕えてくださったのです。 十三 兄弟たちよ。私は、自
分はすでに捕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、 十四 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。
十五 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。 十六 それはそれ
として、私たちはすでに達しているところを基準とし
て、進むべきです。

十七 兄弟たち。私を見ならう者になってください。
また、あなたがたと同じように私たちを手本として歩
んでいる人たちに、目を留めてください。 十八 という
のは、私はしばしばあなたがたに言って来たし、今も
涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十
字架の敵として歩んでいるからです。 十九 彼らの最後
は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄
光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のこと
だけです。 二十 けれども、私たちの国籍は天にありま
す。そこから主イエス・キリストが救い主としておい
でになるのを、私たちは待ち望んでいます。 二十一 キ
リストは、万物をご自身に従わせることのできる御力
によって、私たちの卑しいからだを、ご自身の栄光の
からだと同じ姿に変えてくださるのです。

そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟た
ち、私の喜び、冠よ。どうか、このように主

にあってしっかりと立ってください。私の愛する人た
ち。

二 ユウオデヤに勧め、スントケに勧めます。あなた
がたは、主にあって一致してください。 三 ほんとう
に、真の協力者よ。あなたにも頼みます。彼女たちを
助けてやってください。この人たちは、いのちの書に
名のしるされているクレメンスや、そのほかの私の同

労者たちとともに、福音を広めることで私に協力して
戦ったのです。

四 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。 五 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。 六 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。 七 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。

八 最後に、兄弟たち。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、すべてのきよ
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、称賛に値すること
があるならば、そのようなことに心を留めなさい。
九 あなたがたが私から学び、受け、聞き、また見たこ
とを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなたが
たとともにいてくださいます。

十 私のことを心配してくれるあなたがたの心が、今
ついによみがえって来たことを、私は主にあって非常
に喜んでいます。あなたがたは心にかけてはいたので
すが、機会がなかったのです。 十一 乏しいからこう言
うのではありません。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。 十二 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。 十三 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。 十四 それにし
ても、あなたがたは、よく私と困難を分け合ってくれ
ました。 十五 ピリピの人たち。あなたがたも知ってい
るとおり、私が福音を宣べ伝え始めたころ、マケドニ
ヤを離れて行ったときには、私の働きのために、物を
やり取りしてくれた教会は、あなたがたのほかには一
つもありませんでした。 十六 テサロニケにいたときで
さえ、あなたがたは一度ならず二度までも物を送っ
て、私の乏しさを補ってくれました。 十七 私は贈り物
を求めているのではありません。私のほしいのは、あ
なたがたの収支を償わせて余りある霊的祝福なので
す。 十八 私は、すべての物を受けて、満ちあふれてい
ます。エパフロデトからあなたがたの贈り物を受けた
ので、満ち足りています。それは香ばしいかおりであ
って、神が喜んで受けてくださる供え物です。 十九 ま
た、私の神は、キリスト・イエスにあるご自身の栄光
の富をもって、あなたがたの必要をすべて満たしてく
ださいます。 二十 どうか、私たちの父なる神に御栄え
がとこしえにありますように。アーメン。
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二十一 キリスト・イエスにある聖徒のひとりひとり
に、よろしく伝えてください。私といっしょにいる
兄弟たちが、あなたがたによろしくと言っています。

二十二 聖徒たち全員が、そして特に、カイザルの家に属
する人々が、よろしくと言っています。

二十三 どうか、主イエス・キリストの恵みが、あなた
がたの霊とともにありますように。
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一

コロサイ人への手紙

神のみこころによる、キリスト・イエスの使
徒パウロ、および兄弟テモテから、 二 コロサ

イにいる聖徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たち
へ。どうか、私たちの父なる神から、恵みと平安があ
なたがたの上にありますように。

三 私たちは、いつもあなたがたのために祈り、私た
ちの主イエス・キリストの父なる神に感謝していま
す。 四 それは、キリスト・イエスに対するあなたがた
の信仰と、すべての聖徒に対してあなたがたが抱いて
いる愛のことを聞いたからです。 五 それらは、あなた
がたのために天にたくわえられてある望みに基づくも
のです。あなたがたは、すでにこの望みのことを、福
音の真理のことばの中で聞きました。 六 この福音は、
あなたがたが神の恵みを聞き、それをほんとうに理解
したとき以来、あなたがたの間でも見られるとおり
の勢いをもって、世界中で、実を結び広がり続けてい
ます。福音はそのようにしてあなたがたに届いたので
す。 七 これはあなたがたが私たちと同じしもべである
愛するエパフラスから学んだとおりのものです。彼は
私たちに代わって仕えている忠実な、キリストの仕え
人であって、 八 私たちに、御霊によるあなたがたの愛
を知らせてくれました。

九 こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日か
ら、絶えずあなたがたのために祈り求めています。ど
うか、あなたがたがあらゆる霊的な知恵と理解力によ
って、神のみこころに関する真の知識に満たされます
ように。 十 また、主にかなった歩みをして、あらゆる
点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神
を知る知識を増し加えられますように。 十一 また、神
の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされ
て、忍耐と寛容を尽くし、 十二 また、光の中にある、
聖徒の相続分にあずかる資格を私たちに与えてくだ
さった父なる神に、喜びをもって感謝をささげるこ
とができますように。 十三 神は、私たちを暗やみの圧
制から救い出して、愛する御子のご支配の中に移して
くださいました。 十四 この御子のうちにあって、私た
ちは、贖い、すなわち罪の赦しを得ています。 十五 御
子は、見えない神のかたちであり、造られたすべての
ものより先に生まれた方です。 十六 なぜなら、万物は
御子にあって造られたからです。天にあるもの、地に

あるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主
権も支配も権威も、すべて御子によって造られたの
です。万物は、御子によって造られ、御子のために造
られたのです。 十七 御子は、万物よりも先に存在し、
万物は御子にあって成り立っています。 十八 また、御
子はそのからだである教会のかしらです。御子は初
めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こう
して、ご自身がすべてのことにおいて、第一のもの
となられたのです。 十九 なぜなら、神はみこころによ
って、満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、
二十 その十字架の血によって平和をつくり、御子によ
って万物を、ご自分と和解させてくださったからで
す。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によ
って和解させてくださったのです。 二十一 あなたがた
も、かつては神を離れ、心において敵となって、悪い
行ないの中にあったのですが、 二十二 今は神は、御子
の肉のからだにおいて、しかもその死によって、あな
たがたをご自分と和解させてくださいました。それは
あなたがたを、きよく、傷なく、非難されるところの
ない者として御前に立たせてくださるためでした。
二十三 ただし、あなたがたは、しっかりとした土台の
上に堅く立って、すでに聞いた福音の望みからはずれ
ることなく、信仰に踏みとどまらなければなりませ
ん。この福音は、天の下のすべての造られたものに宣
べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕
える者となったのです。

二十四 ですから、私は、あなたがたのために受ける苦
しみを喜びとしています。そして、キリストのからだ
のために、私の身をもって、キリストの苦しみの欠け
たところを満たしているのです。キリストのからだと
は、教会のことです。 二十五 私は、あなたがたのため
に神からゆだねられた務めに従って、教会に仕える者
となりました。神のことばを余すところなく伝える
ためです。 二十六 これは、多くの世代にわたって隠さ
れていて、いま神の聖徒たちに現わされた奥義なので
す。 二十七 神は聖徒たちに、この奥義が異邦人の間に
あってどのように栄光に富んだものであるかを、知
らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなたが
たの中におられるキリスト、栄光の望みのことです。
二十八 私たちは、このキリストを宣べ伝え、知恵を尽
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くして、あらゆる人を戒め、あらゆる人を教えていま
す。それは、すべての人を、キリストにある成人とし
て立たせるためです。 二十九 このために、私もまた、
自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦
しながら奮闘しています。

あなたがたとラオデキヤの人たちと、そのほ
か直接私の顔を見たことのない人たちのため

にも、私がどんなに苦闘しているか、知ってほしいと
思います。 二 それは、この人たちが心に励ましを受
け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全
き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るよ
うになるためです。 三 このキリストのうちに、知恵と
知識との宝がすべて隠されているのです。 四 私がこう
言うのは、だれもまことしやかな議論によって、あな
たがたをあやまちに導くことのないためです。 五 私
は、肉体においては離れていても、霊においてはあな
たがたといっしょにいて、あなたがたの秩序とキリス
トに対する堅い信仰とを見て喜んでいます。

六 あなたがたは、このように主キリスト・イエスを
受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。 七 キ
リストの中に根ざし、また建てられ、また、教えられ
たとおり信仰を堅くし、あふれるばかり感謝しなさ
い。

八 あのむなしい、だましごとの哲学によってだれの
とりこにもならぬよう、注意しなさい。そのようなも
のは、人の言い伝えによるものであり、この世に属す
る幼稚な教えによるものであって、キリストに基づく
ものではありません。 九 キリストのうちにこそ、神
の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。 十 そ
してあなたがたは、キリストにあって、満ち満ちてい
るのです。キリストはすべての支配と権威のかしらで
す。 十一 キリストにあって、あなたがたは人の手によ
らない割礼を受けました。肉のからだを脱ぎ捨て、キ
リストの割礼を受けたのです。 十二 あなたがたは、バ
プテスマによってキリストとともに葬られ、また、キ
リストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じ
る信仰によって、キリストとともによみがえらされた
のです。 十三 あなたがたは罪によって、また肉の割礼
がなくて死んだ者であったのに、神は、そのようなあ
なたがたを、キリストとともに生かしてくださいまし
た。それは、私たちのすべての罪を赦し、 十四 いろい
ろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責
め立てている債務証書を無効にされたからです。神は
この証書を取りのけ、十字架に釘づけにされました。
十五 神は、キリストにおいて、すべての支配と権威の
武装を解除してさらしものとし、彼らを捕虜として凱
旋の行列に加えられました。

十六 こういうわけですから、食べ物と飲み物につ
いて、あるいは、祭りや新月や安息日のことについ
て、だれにもあなたがたを批評させてはなりません。
十七 これらは、次に来るものの影であって、本体はキ
リストにあるのです。 十八 あなたがたは、ことさらに
自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようと
する者に、ほうびをだまし取られてはなりません。彼
らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていた
ずらに誇り、 十九 かしらに堅く結びつくことをしませ
ん。このかしらがもとになり、からだ全体は、関節と
筋によって養われ、結び合わされて、神によって成長
させられるのです。

二十 もしあなたがたが、キリストとともに死んで、
この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうして、ま
だこの世の生き方をしているかのように、 二十一 「す
がるな。味わうな。さわるな。」というような定めに
縛られるのですか。 二十二 そのようなものはすべて、
用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと
教えによるものです。 二十三 そのようなものは、人間
の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または、肉体の苦
行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉のほ
しいままな欲望に対しては、何のききめもないので
す。

こういうわけで、もしあなたがたが、キリス
トとともによみがえらされたのなら、上にあ

るものを求めなさい。そこにはキリストが、神の右に
座を占めておられます。 二 あなたがたは、地上のもの
を思わず、天にあるものを思いなさい。 三 あなたがた
はすでに死んでおり、あなたがたのいのちは、キリス
トとともに、神のうちに隠されてあるからです。 四 私
たちのいのちであるキリストが現われると、そのとき
あなたがたも、キリストとともに、栄光のうちに現わ
れます。

五 ですから、地上のからだの諸部分、すなわち、不
品行、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺して
しまいなさい。このむさぼりが、そのまま偶像礼拝な
のです。 六 このようなことのために、神の怒りが下る
のです。 七 あなたがたも、以前、そのようなものの中
に生きていたときは、そのような歩み方をしていまし
た。 八 しかし今は、あなたがたも、すべてこれらのこ
と、すなわち、怒り、憤り、悪意、そしり、あなたが
たの口から出る恥ずべきことばを、捨ててしまいなさ
い。 九 互いに偽りを言ってはいけません。あなたが
たは、古い人をその行ないといっしょに脱ぎ捨てて、
十 新しい人を着たのです。新しい人は、造り主のかた
ちに似せられてますます新しくされ、真の知識に至る
のです。 十一 そこには、ギリシヤ人とユダヤ人、割礼
の有無、未開人、スクテヤ人、奴隷と自由人というよ
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うな区別はありません。キリストがすべてであり、す
べてのうちにおられるのです。

十二 それゆえ、神に選ばれた者、きよい、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。 十三 互いに忍び合
い、だれ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。 十四 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。 十五 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。 十六 キリストの
ことばを、あなたがたのうちに豊かに住まわせ、知恵
を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の
歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌い
なさい。 十七 あなたがたのすることは、ことばによる
と行ないによるとを問わず、すべて主イエスの名によ
ってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。

十八 妻たちよ。主にある者にふさわしく、夫に従い
なさい。 十九 夫たちよ。妻を愛しなさい。つらく当た
ってはいけません。 二十 子どもたちよ。すべてのこと
について、両親に従いなさい。それは主に喜ばれる
ことだからです。 二十一 父たちよ。子どもをおこらせ
てはいけません。彼らを気落ちさせないためです。
二十二 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。 二十三 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。
二十四 あなたがたは、主から報いとして、御国を相続
させていただくことを知っています。あなたがたは主
キリストに仕えているのです。 二十五 不正を行なう者
は、自分が行なった不正の報いを受けます。それには
不公平な扱いはありません。

主人たちよ。あなたがたは、自分たちの主も
天におられることを知っているのですから、

奴隷に対して正義と公平を示しなさい。
二 目をさまして、感謝をもって、たゆみなく祈りな

さい。 三 同時に、私たちのためにも、神がみことば
のために門を開いてくださって、私たちがキリストの
奥義を語れるように、祈ってください。この奥義のた
めに、私は牢に入れられています。 四 また、私がこの
奥義を、当然語るべき語り方で、はっきり語れるよう

に、祈ってください。 五 外部の人に対して賢明にふる
まい、機会を十分に生かして用いなさい。 六 あなたが
たのことばが、いつも親切で、塩味のきいたものであ
るようにしなさい。そうすれば、ひとりひとりに対す
る答え方がわかります。

七 私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠
実な奉仕者、同労のしもべであるテキコが、あなたが
たに一部始終を知らせるでしょう。 八 私がテキコを
あなたがたのもとに送るのは、あなたがたが私たちの
様子を知り、彼によって心に励ましを受けるためにほ
かなりません。 九 また彼は、あなたがたの仲間のひと
りで、忠実な愛する兄弟オネシモといっしょに行きま
す。このふたりが、こちらの様子をみな知らせてくれ
るでしょう。

十 私といっしょに囚人となっているアリスタルコ
が、あなたがたによろしくと言っています。バルナバ
のいとこであるマルコも同じです。――この人につい
ては、もし彼があなたがたのところに行ったなら、
歓迎するようにという指示をあなたがたは受けてい
ます。―― 十一 ユストと呼ばれるイエスもよろしくと
言っています。割礼を受けた人では、この人たちだけ
が、神の国のために働く私の同労者です。また、彼ら
は私を激励する者となってくれました。 十二 あなたが
たの仲間のひとり、キリスト・イエスのしもべエパフ
ラスが、あなたがたによろしくと言っています。彼は
いつも、あなたがたが完全な人となり、また神のすべ
てのみこころを十分に確信して立つことができるよ
う、あなたがたのために祈りに励んでいます。 十三 私
はあかしします。彼はあなたがたのために、またラオ
デキヤとヒエラポリスにいる人々のために、非常に
苦労しています。 十四 愛する医者ルカ、それにデマス
が、あなたがたによろしくと言っています。 十五 どう
か、ラオデキヤの兄弟たちに、またヌンパとその家に
ある教会に、よろしく言ってください。 十六 この手紙
があなたがたのところで読まれたなら、ラオデキヤ
人の教会でも読まれるようにしてください。あなた
がたのほうも、ラオデキヤから回って来る手紙を読ん
でください。 十七 アルキポに、「主にあって受けた務
めを、注意してよく果たすように。」と言ってくださ
い。

十八 パウロが自筆であいさつを送ります。私が牢に
つながれていることを覚えていてください。どうか、
恵みがあなたがたとともにありますように。
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二

テサロニケ人への手紙第一

パウロ、シルワノ、テモテから、父なる神お
よび主イエス・キリストにあるテサロニケ人

の教会へ。恵みと平安があなたがたの上にありますよ
うに。

二 私たちは、いつもあなたがたすべてのために神に
感謝し、祈りのときにあなたがたを覚え、 三 絶えず、
私たちの父なる神の御前に、あなたがたの信仰の働
き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を
思い起こしています。 四 神に愛されている兄弟たち。
あなたがたが神に選ばれた者であることは私たちが知
っています。 五 なぜなら、私たちの福音があなたがた
に伝えられたのは、ことばだけによったのではなく、
力と聖霊と強い確信とによったからです。また、私た
ちがあなたがたのところで、あなたがたのために、ど
のようにふるまったかは、あなたがたが知っていま
す。 六 あなたがたも、多くの苦難の中で、聖霊による
喜びをもってみことばを受け入れ、私たちと主とにな
らう者になりました。 七 こうして、あなたがたは、マ
ケドニヤとアカヤとのすべての信者の模範になったの
です。 八 主のことばが、あなたがたのところから出て
マケドニヤとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対
するあなたがたの信仰はあらゆる所に伝わっているの
で、私たちは何も言わなくてよいほどです。 九 私たち
がどのようにあなたがたに受け入れられたか、また、
あなたがたがどのように偶像から神に立ち返って、生
けるまことの神に仕えるようになり、 十 また、神が死
者の中からよみがえらせなさった御子、すなわち、や
がて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエ
スが天から来られるのを待ち望むようになったか、そ
れらのことは他の人々が言い広めているのです。

兄弟たち。あなたがたが知っているとおり、
私たちがあなたがたのところに行ったこと

は、むだではありませんでした。 二 ご承知のように、
私たちはまずピリピで苦しみに会い、はずかしめを受
けたのですが、私たちの神によって、激しい苦闘の中
でも大胆に神の福音をあなたがたに語りました。 三 私
たちの勧めは、迷いや不純な心から出ているものでは
なく、だましごとでもありません。 四 私たちは神に認
められて福音をゆだねられた者ですから、それにふさ
わしく、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心

をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。
五 ご存じのとおり、私たちは今まで、へつらいのこと
ばを用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことは
ありません。神がそのことの証人です。 六 また、キリ
ストの使徒たちとして権威を主張することもできたの
ですが、私たちは、あなたがたからも、ほかの人々か
らも、人からの名誉を受けようとはしませんでした。
七 それどころか、あなたがたの間で、母がその子ども
たちを養い育てるように、優しくふるまいました。
八 このようにあなたがたを思う心から、ただ神の福音
だけではなく、私たち自身のいのちまでも、喜んであ
なたがたに与えたいと思ったのです。なぜなら、あな
たがたは私たちの愛する者となったからです。 九 兄弟
たち。あなたがたは、私たちの労苦と苦闘を覚えてい
るでしょう。私たちはあなたがたのだれにも負担をか
けまいとして、昼も夜も働きながら、神の福音をあな
たがたに宣べ伝えました。 十 また、信者であるあな
たがたに対して、私たちが敬虔に、正しく、また責め
られるところがないようにふるまったことは、あなた
がたがあかしし、神もあかししてくださることです。
十一 また、ご承知のとおり、私たちは父がその子ども
に対してするように、あなたがたひとりひとりに、
十二 ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさ
わしく歩むように勧めをし、慰めを与え、おごそかに
命じました。

十三 こういうわけで、私たちとしてもまた、絶えず
神に感謝しています。あなたがたは、私たちから神の
使信のことばを受けたとき、それを人間のことばとし
てではなく、事実どおりに神のことばとして受け入れ
てくれたからです。この神のことばは、信じているあ
なたがたのうちに働いているのです。 十四 兄弟たち。
あなたがたはユダヤの、キリスト・イエスにある神の
諸教会にならう者となったのです。彼らがユダヤ人に
苦しめられたのと同じように、あなたがたも自分の国
の人に苦しめられたのです。 十五 ユダヤ人は、主であ
られるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たち
をも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっ
ています。 十六 彼らは、私たちが異邦人の救いのため
に語るのを妨げ、このようにして、いつも自分の罪を

テサロニケ人への手紙第一 一:二 185 テサロニケ人への手紙第一 二:十六



三

四

満たしています。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで
窮みに達しました。

十七 兄弟たちよ。私たちは、しばらくの間あなたが
たから引き離されたので、――といっても、顔を見な
いだけで、心においてではありませんが、――なおさ
らのこと、あなたがたの顔を見たいと切に願っていま
した。 十八 それで私たちは、あなたがたのところに行
こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも
心を決めたのです。しかし、サタンが私たちを妨げま
した。 十九 私たちの主イエスが再び来られるとき、御
前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのはだれで
しょう。あなたがたではありませんか。 二十 あなたが
たこそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。

そこで、私たちはもはやがまんできなくな
り、私たちだけがアテネにとどまることにし

て、 二 私たちの兄弟であり、キリストの福音において
神の同労者であるテモテを遣わしたのです。それは、
あなたがたの信仰についてあなたがたを強め励まし、
三 このような苦難の中にあっても、動揺する者がひと
りもないようにするためでした。あなたがた自身が知
っているとおり、私たちはこのような苦難に会うよう
に定められているのです。 四 あなたがたのところにい
たとき、私たちは苦難に会うようになる、と前もって
言っておいたのですが、それが、ご承知のとおり、は
たして事実となったのです。 五 そういうわけで、私
も、あれ以上はがまんができず、また誘惑者があなた
がたを誘惑して、私たちの労苦がむだになるようなこ
とがあってはいけないと思って、あなたがたの信仰を
知るために、彼を遣わしたのです。 六 ところが、今テ
モテがあなたがたのところから私たちのもとに帰って
来て、あなたがたの信仰と愛について良い知らせをも
たらしてくれました。また、あなたがたが、いつも私
たちのことを親切に考えていて、私たちがあなたがた
に会いたいと思うように、あなたがたも、しきりに私
たちに会いたがっていることを、知らせてくれまし
た。 七 このようなわけで、兄弟たち。私たちはあらゆ
る苦しみと患難のうちにも、あなたがたのことでは、
その信仰によって、慰めを受けました。 八 あなたがた
が主にあって堅く立っていてくれるなら、私たちは
今、生きがいがあります。 九 私たちの神の御前にあっ
て、あなたがたのことで喜んでいる私たちのこのすべ
ての喜びのために、神にどんな感謝をささげたらよい
でしょう。 十 私たちは、あなたがたの顔を見たい、信
仰の不足を補いたいと、昼も夜も熱心に祈っていま
す。

十一 どうか、私たちの父なる神であり、また私たち
の主イエスである方ご自身が、私たちの道を開いて、
あなたがたのところに行かせてくださいますように。

十二 また、私たちがあなたがたを愛しているように、
あなたがたの互いの間の愛を、またすべての人に対す
る愛を増させ、満ちあふれさせてくださいますよう
に。 十三 また、あなたがたの心を強め、私たちの主イ
エスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られると
き、私たちの父なる神の御前で、きよく、責められる
ところのない者としてくださいますように。

終わりに、兄弟たちよ。主イエスにあって、
お願いし、また勧告します。あなたがたはど

のように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだ
ように、また、事実いまあなたがたが歩んでいるよう
に、ますますそのように歩んでください。 二 私たち
が、主イエスによって、どんな命令をあなたがたに授
けたかを、あなたがたは知っています。 三 神のみここ
ろは、あなたがたがきよくなることです。あなたがた
が不品行を避け、 四 各自わきまえて、自分のからだ
を、きよく、また尊く保ち、 五 神を知らない異邦人の
ように情欲におぼれず、 六 また、このようなことで、
兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。なぜ
なら、主はこれらすべてのことについて正しくさばか
れるからです。これは、私たちが前もってあなたがた
に話し、きびしく警告しておいたところです。 七 神が
私たちを召されたのは、汚れを行なわせるためではな
く、聖潔を得させるためです。 八 ですから、このこと
を拒む者は、人を拒むのではなく、あなたがたに聖霊
をお与えになる神を拒むのです。

九 兄弟愛については、何も書き送る必要がありませ
ん。あなたがたこそ、互いに愛し合うことを神から教
えられた人たちだからです。 十 実にマケドニヤ全土の
すべての兄弟たちに対して、あなたがたはそれを実行
しています。しかし、兄弟たち。あなたがたにお勧め
します。どうか、さらにますますそうであってくださ
い。 十一 また、私たちが命じたように、落ち着いた生
活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の
手で働きなさい。 十二 外の人々に対してもりっぱにふ
るまうことができ、また乏しいことがないようにする
ためです。

十三 眠った人々のことについては、兄弟たち、あな
たがたに知らないでいてもらいたくありません。あな
たがたが他の望みのない人々のように悲しみに沈むこ
とのないためです。 十四 私たちはイエスが死んで復活
されたことを信じています。それならば、神はまたそ
のように、イエスにあって眠った人々をイエスといっ
しょに連れて来られるはずです。 十五 私たちは主のみ
ことばのとおりに言いますが、主が再び来られるとき
まで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先
するようなことは決してありません。 十六 主は、号令
と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうち
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に、ご自身天から下って来られます。それからキリス
トにある死者が、まず初めによみがえり、 十七 次に、
生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに
雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うので
す。このようにして、私たちは、いつまでも主ととも
にいることになります。 十八 こういうわけですから、
このことばをもって互いに慰め合いなさい。

兄弟たち。それらがいつなのか、またどうい
う時かについては、あなたがたは私たちに書

いてもらう必要がありません。 二 主の日が夜中の盗人
のように来るということは、あなたがた自身がよく承
知しているからです。 三 人々が「平和だ。安全だ。」
と言っているそのようなときに、突如として滅びが彼
らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが
臨むようなもので、それをのがれることは決してでき
ません。 四 しかし、兄弟たち。あなたがたは暗やみの
中にはいないのですから、その日が、盗人のようにあ
なたがたを襲うことはありません。 五 あなたがたはみ
な、光の子ども、昼の子どもだからです。私たちは、
夜や暗やみの者ではありません。 六 ですから、ほかの
人々のように眠っていないで、目をさまして、慎み深
くしていましょう。 七 眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔
うからです。 八 しかし、私たちは昼の者なので、信仰
と愛を胸当てとして着け、救いの望みをかぶととして
かぶって、慎み深くしていましょう。 九 神は、私たち
が御怒りに会うようにお定めになったのではなく、主
イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めに
なったからです。 十 主が私たちのために死んでくださ
ったのは、私たちが、目ざめていても、眠っていて
も、主とともに生きるためです。 十一 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。

十二 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。 十三 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。 十四 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。 十五 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。 十六 いつも喜んでいな
さい。 十七 絶えず祈りなさい。 十八 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。 十九 御
霊を消してはなりません。 二十 預言をないがしろにし
てはいけません。 二十一 すべてのことを見分けて、ほ
んとうに良いものを堅く守りなさい。 二十二 悪はどん
な悪でも避けなさい。

二十三 平和の神ご自身が、あなたがたを全くきよめ
てくださいますように。主イエス・キリストの来臨
のとき、責められるところのないように、あなたがた
の霊、たましい、からだが完全に守られますように。
二十四 あなたがたを召された方は真実ですから、きっ
とそのことをしてくださいます。

二十五 兄弟たち。私たちのためにも祈ってください。
二十六 すべての兄弟たちに、きよい口づけをもってあ

いさつをなさい。 二十七 この手紙がすべての兄弟たち
に読まれるように、主によって命じます。

二十八 私たちの主イエス・キリストの恵みが、あなた
がたとともにありますように。

テサロニケ人への手紙第一 四:十七 187 テサロニケ人への手紙第一 五:二十八



一

二

テサロニケ人への手紙第二

パウロ、シルワノ、テモテから、私たちの父
なる神および主イエス・キリストにあるテサ

ロニケ人の教会へ。 二 父なる神と主イエス・キリスト
から、恵みと平安があなたがたの上にありますよう
に。 三 兄弟たち。あなたがたのことについて、私たち
はいつも神に感謝しなければなりません。そうするの
が当然なのです。なぜならあなたがたの信仰が目に見
えて成長し、あなたがたすべての間で、ひとりひとり
に相互の愛が増し加わっているからです。 四 それゆえ
私たちは、神の諸教会の間で、あなたがたがすべての
迫害と患難とに耐えながらその従順と信仰とを保って
いることを、誇りとしています。 五 このことは、あな
たがたを神の国にふさわしい者とするため、神の正し
いさばきを示すしるしであって、あなたがたが苦しみ
を受けているのは、この神の国のためです。 六 つま
り、あなたがたを苦しめる者には、報いとして苦しみ
を与え、 七 苦しめられているあなたがたには、私たち
とともに、報いとして安息を与えてくださることは、
神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエ
スが、炎の中に、力ある御使いたちを従えて天から現
われるときに起こります。 八 そのとき主は、神を知ら
ない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々
に報復されます。 九 そのような人々は、主の御顔の前
とその御力の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰
を受けるのです。 十 その日に、主イエスは来られて、
ご自分の聖徒たちによって栄光を受け、信じたすべて
の者の――そうです。あなたがたに対する私たちの証
言は、信じられたのです。――感嘆の的となられま
す。 十一 そのためにも、私たちはいつも、あなたがた
のために祈っています。どうか、私たちの神が、あな
たがたをお召しにふさわしい者にし、また御力によっ
て、善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うして
くださいますように。 十二 それは、私たちの神であり
主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエス
の御名があなたがたの間であがめられ、あなたがたも
主にあって栄光を受けるためです。

さて兄弟たちよ。私たちの主イエス・キリス
トが再び来られることと、私たちが主のみも

とに集められることに関して、あなたがたにお願いす
ることがあります。 二 霊によってでも、あるいはこと

ばによってでも、あるいは私たちから出たかのような
手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言
われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を
騒がせたりしないでください。 三 だれにも、どのよう
にも、だまされないようにしなさい。なぜなら、まず
背教が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現われ
なければ、主の日は来ないからです。 四 彼は、すべて
神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、そ
の上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分
こそ神であると宣言します。 五 私がまだあなたがたの
ところにいたとき、これらのことをよく話しておいた
のを思い出しませんか。 六 あなたがたが知っている
とおり、彼がその定められた時に現われるようにと、
いま引き止めているものがあるのです。 七 不法の秘密
はすでに働いています。しかし今は引き止める者があ
って、自分が取り除かれる時まで引き止めているので
す。 八 その時になると、不法の人が現われますが、主
は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅
ぼしてしまわれます。 九 不法の人の到来は、サタンの
働きによるのであって、あらゆる偽りの力、しるし、
不思議がそれに伴い、 十 また、滅びる人たちに対する
あらゆる悪の欺きが行なわれます。なぜなら、彼らは
救われるために真理への愛を受け入れなかったからで
す。 十一 それゆえ神は、彼らが偽りを信じるように、
惑わす力を送り込まれます。 十二 それは、真理を信じ
ないで、悪を喜んでいたすべての者が、さばかれるた
めです。

十三 しかし、あなたがたのことについては、私たち
はいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛
されている兄弟たち。神は、御霊によるきよめと、真
理による信仰によって、あなたがたを、初めから救
いにお選びになったからです。 十四 ですから神は、私
たちの福音によってあなたがたを召し、私たちの主
イエス・キリストの栄光を得させてくださったので
す。 十五 そこで、兄弟たち。堅く立って、私たちのこ
とば、または手紙によって教えられた言い伝えを守り
なさい。

十六 どうか、私たちの主イエス・キリストであり、
私たちの父なる神である方、すなわち、私たちを愛
し、恵みによって永遠の慰めとすばらしい望みとを与
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えてくださった方ご自身が、 十七 あらゆる良いわざと
ことばとに進むよう、あなたがたの心を慰め、強めて
くださいますように。

終わりに、兄弟たちよ。私たちのために祈っ
てください。主のみことばが、あなたがたの

ところでと同じように早く広まり、またあがめられま
すように。 二 また、私たちが、ひねくれた悪人どもの
手から救い出されますように。すべての人が信仰を持
っているのではないからです。 三 しかし、主は真実な
方ですから、あなたがたを強くし、悪い者から守って
くださいます。 四 私たちが命じることを、あなたがた
が現に実行しており、これからも実行してくれること
を私たちは主にあって確信しています。 五 どうか、主
があなたがたの心を導いて、神の愛とキリストの忍耐
とを持たせてくださいますように。

六 兄弟たちよ。主イエス・キリストの御名によって
命じます。締まりのない歩み方をして私たちから受け
た言い伝えに従わないでいる、すべての兄弟たちから
離れていなさい。 七 どのように私たちを見ならうべき
かは、あなたがた自身が知っているのです。あなたが
たのところで、私たちは締まりのないことはしなかっ
たし、 八 人のパンをただで食べることもしませんでし
た。かえって、あなたがたのだれにも負担をかけまい
として、昼も夜も労苦しながら働き続けました。 九 そ
れは、私たちに権利がなかったからではなく、ただ私

たちを見ならうようにと、身をもってあなたがたに模
範を示すためでした。 十 私たちは、あなたがたのと
ころにいたときにも、働きたくない者は食べるなと命
じました。 十一 ところが、あなたがたの中には、何も
仕事をせず、おせっかいばかりして、締まりのない歩
み方をしている人たちがあると聞いています。 十二 こ
ういう人たちには、主イエス・キリストによって、命
じ、また勧めます。静かに仕事をし、自分で得たパン
を食べなさい。 十三 しかしあなたがたは、たゆむこと
なく善を行ないなさい。兄弟たちよ。 十四 もし、この
手紙に書いた私たちの指示に従わない者があれば、そ
のような人には、特に注意を払い、交際しないように
しなさい。彼が恥じ入るようになるためです。 十五 し
かし、その人を敵とはみなさず、兄弟として戒めなさ
い。

十六 ど う か、 平 和 の 主 ご 自 身 が、 ど ん な ば あ い に
も、いつも、あなたがたに平和を与えてくださいます
ように。どうか、主があなたがたすべてと、ともにお
られますように。

十七 パウロが自分の手であいさつを書きます。これ
は私のどの手紙にもあるしるしです。これが私の手紙
の書き方です。 十八 どうか、私たちの主イエス・キリ
ストの恵みが、あなたがたすべてとともにありますよ
うに。
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二

テモテへの手紙第一

私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキ
リスト・イエスとの命令による、キリスト・

イエスの使徒パウロから、 二 信仰による真実のわが子
テモテへ。父なる神と私たちの主なるキリスト・イエ
スから、恵みとあわれみと平安とがありますように。

三 私がマケドニヤに出発するとき、あなたにお願い
したように、あなたは、エペソにずっととどまってい
て、ある人たちが違った教えを説いたり、 四 果てしの
ない空想話と系図とに心を奪われたりしないように命
じてください。そのようなものは、論議を引き起こす
だけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたら
すものではありません。 五 この命令は、きよい心と正
しい良心と偽りのない信仰とから出て来る愛を、目標
としています。 六 ある人たちはこの目当てを見失い、
わき道にそれて無益な議論に走り、 七 律法の教師であ
りたいと望みながら、自分の言っていることも、また
強く主張していることについても理解していません。
八 しかし私たちは知っています。律法は、もし次のこ
とを知っていて正しく用いるならば、良いものです。
九 すなわち、律法は、正しい人のためにあるのではな
く、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚ら
わしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、 十 不品
行な者、男色をする者、人を誘拐する者、うそをつく
者、偽証をする者などのため、またそのほか健全な教
えにそむく事のためにあるのです。 十一 祝福に満ちた
神の、栄光の福音によれば、こうなのであって、私は
その福音をゆだねられたのです。

十二 私は、私を強くしてくださる私たちの主キリス
ト・イエスに感謝をささげています。なぜなら、キリ
ストは、私をこの務めに任命して、私を忠実な者と
認めてくださったからです。 十三 私は以前は、神をけ
がす者、迫害する者、暴力をふるう者でした。それで
も、信じていないときに知らないでしたことなので、
あわれみを受けたのです。 十四 私たちの主の、この恵
みは、キリスト・イエスにある信仰と愛とともに、
ますます満ちあふれるようになりました。 十五 「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。 十六 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。 十七 どうか、世々の王、すなわち、滅びることな
く、目に見えない唯一の神に、誉れと栄えとが世々限
りなくありますように。アーメン。

十八 私の子テモテよ。以前あなたについてなされた
預言に従って、私はあなたにこの命令をゆだねます。
それは、あなたがあの預言によって、信仰と正しい良
心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。 十九 ある人たち
は、正しい良心を捨てて、信仰の破船に会いました。
二十 その中には、ヒメナオとアレキサンデルがいま
す。私は、彼らをサタンに引き渡しました。それは、
神をけがしてはならないことを、彼らに学ばせるため
です。

そこで、まず初めに、このことを勧めます。
すべての人のために、また王とすべての高い

地位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感
謝がささげられるようにしなさい。 二 それは、私たち
が敬虔に、また、威厳をもって、平安で静かな一生を
過ごすためです。 三 そうすることは、私たちの救い主
である神の御前において良いことであり、喜ばれるこ
となのです。 四 神は、すべての人が救われて、真理を
知るようになるのを望んでおられます。 五 神は唯一で
す。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、そ
れは人としてのキリスト・イエスです。 六 キリスト
は、すべての人の贖いの代価として、ご自身をお与え
になりました。これが時至ってなされたあかしなので
す。 七 そのあかしのために、私は宣伝者また使徒に任
じられ――私は真実を言っており、うそは言いませ
ん。――信仰と真理を異邦人に教える教師とされまし
た。

八 ですから、私は願うのです。男は、怒ったり言い
争ったりすることなく、どこででもきよい手を上げ
て祈るようにしなさい。 九 同じように女も、つつま
しい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、はでな髪
の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、
十 むしろ、神を敬うと言っている女にふさわしく、良
い行ないを自分の飾りとしなさい。 十一 女は、静かに
して、よく従う心をもって教えを受けなさい。 十二 私
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五

は、女が教えたり男を支配したりすることを許しませ
ん。ただ、黙っていなさい。 十三 アダムが初めに造ら
れ、次にエバが造られたからです。 十四 また、アダム
は惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、あや
まちを犯しました。 十五 しかし、女が慎みをもって、
信仰と愛ときよさとを保つなら、子を産むことによっ
て救われます。

「人がもし監督の職につきたいと思うなら、
そ れ は す ば ら し い 仕 事 を 求 め る こ と で あ

る。」ということばは真実です。 二 ですから、監督は
こういう人でなければなりません。すなわち、非難さ
れるところがなく、ひとりの妻の夫であり、自分を制
し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能
力があり、 三 酒飲みでなく、暴力をふるわず、温和
で、争わず、金銭に無欲で、 四 自分の家庭をよく治
め、十分な威厳をもって子どもを従わせている人で
す。 五 ――自分自身の家庭を治めることを知らない人
が、どうして神の教会の世話をすることができるでし
ょう。―― 六 また、信者になったばかりの人であって
はいけません。高慢になって、悪魔と同じさばきを受
けることにならないためです。 七 また、教会外の人々
にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受
け、悪魔のわなに陥らないためです。 八 執事もまたこ
ういう人でなければなりません。謹厳で、二枚舌を使
わず、大酒飲みでなく、不正な利をむさぼらず、 九 き
よい良心をもって信仰の奥義を保っている人です。
十 まず審査を受けさせなさい。そして、非難される点
がなければ、執事の職につかせなさい。 十一 婦人執事
も、威厳があり、悪口を言わず、自分を制し、すべて
に忠実な人でなければなりません。 十二 執事は、ひと
りの妻の夫であって、子どもと家庭をよく治める人で
なければなりません。 十三 というのは、執事の務めを
りっぱに果たした人は、良い地歩を占め、また、キリ
スト・イエスを信じる信仰について強い確信を持つこ
とができるからです。

十四 私は、近いうちにあなたのところに行きたいと
思いながらも、この手紙を書いています。 十五 それ
は、たとい私がおそくなったばあいでも、神の家でど
のように行動すべきかを、あなたが知っておくためで
す。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教
会は、真理の柱また土台です。 十六 確かに偉大なのは
この敬虔の奥義です。
「キリストは肉において現われ、
霊において義と宣言され、
御使いたちに見られ、
諸国民の間に宣べ伝えられ、
世界中で信じられ、
栄光のうちに上げられた。」

しかし、御霊が明らかに言われるように、後の
時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の

教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになりま
す。 二 それは、うそつきどもの偽善によるものです。
彼らは良心が麻痺しており、 三 結婚することを禁じた
り、食物を断つことを命じたりします。しかし食物
は、信仰があり、真理を知っている人が感謝して受け
るようにと、神が造られた物です。 四 神が造られた物
はみな良い物で、感謝して受けるとき、捨てるべき物
は何一つありません。 五 神のことばと祈りとによっ
て、きよめられるからです。

六 これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは
キリスト・イエスのりっぱな奉仕者になります。信仰
のことばと、あなたが従って来た良い教えのことばと
によって養われているからです。 七 俗悪な、年寄り女
がするような空想話を避けなさい。むしろ、敬虔のた
めに自分を鍛練しなさい。 八 肉体の鍛練もいくらか
は有益ですが、今のいのちと未来のいのちが約束され
ている敬虔は、すべてに有益です。 九 このことばは、
真実であり、そのまま受け入れるに値することばで
す。 十 私たちはそのために労し、また苦心しているの
です。それは、すべての人々、ことに信じる人々の救
い主である、生ける神に望みを置いているからです。
十一 これらのことを命じ、また教えなさい。 十二 年が
若いからといって、だれにも軽く見られないようにし
なさい。かえって、ことばにも、態度にも、愛にも、
信仰にも、純潔にも信者の模範になりなさい。 十三 私
が行くまで、聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさ
い。 十四 長老たちによる按手を受けたとき、預言によ
って与えられた、あなたのうちにある聖霊の賜物を軽
んじてはいけません。 十五 これらの務めに心を砕き、
しっかりやりなさい。そうすれば、あなたの進歩は
すべての人に明らかになるでしょう。 十六 自分自身に
も、教える事にも、よく気をつけなさい。あくまでそ
れを続けなさい。そうすれば、自分自身をも、またあ
なたの教えを聞く人たちをも救うことになります。

年寄りをしかってはいけません。むしろ、父
親に対するように勧めなさい。若い人たちに

は兄弟に対するように、 二 年とった婦人たちには母親
に対するように、若い女たちには真に混じりけのない
心で姉妹に対するように勧めなさい。 三 やもめの中で
もほんとうのやもめを敬いなさい。 四 しかし、もし、
やもめに子どもか孫かがいるなら、まずこれらの者
に、自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣
をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。
五 ほんとうのやもめで、身寄りのない人は、望みを神
に置いて、昼も夜も、絶えず神に願いと祈りをささげ
ていますが、 六 自堕落な生活をしているやもめは、生
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六きてはいても、もう死んだ者なのです。 七 彼女たちが
そしりを受けることのないように、これらのことを命
じなさい。 八 もしも親族、ことに自分の家族を顧みな
い人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであっ
て、不信者よりも悪いのです。 九 やもめとして名簿に
載せるのは、六十歳未満の人でなく、ひとりの夫の妻
であった人で、 十 良い行ないによって認められてい
る人、すなわち、子どもを育て、旅人をもてなし、聖
徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良いわ
ざに務め励んだ人としなさい。 十一 若いやもめは断わ
りなさい。というのは、彼女たちは、キリストにそむ
いて情欲に引かれると、結婚したがり、 十二 初めの誓
いを捨てたという非難を受けることになるからです。
十三 そのうえ、怠けて、家々を遊び歩くことを覚え、
ただ怠けるだけでなく、うわさ話やおせっかいをし
て、話してはいけないことまで話します。 十四 ですか
ら、私が願うのは、若いやもめは結婚し、子どもを産
み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないこと
です。 十五 というのは、すでに、道を踏みはずし、サ
タンのあとについて行った者があるからです。 十六 も
し信者である婦人の身内にやもめがいたら、その人が
そのやもめを助け、教会には負担をかけないようにし
なさい。そうすれば、教会はほんとうのやもめを助け
ることができます。

十七 よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊
敬を受けるにふさわしいとしなさい。みことばと教え
のためにほねおっている長老は特にそうです。 十八 聖
書に「穀物をこなしている牛に、くつこを掛けてはい
けない。」また、「働き手が報酬を受けることは当然
である。」と言われているからです。 十九 長老に対す
る訴えは、ふたりか三人の証人がなければ、受理して
はいけません。 二十 罪を犯している者をすべての人の
前で責めなさい。ほかの人をも恐れさせるためです。
二十一 私は、神とキリスト・イエスと選ばれた御使い
たちとの前で、あなたにおごそかに命じます。これら
のことを偏見なしに守り、何事もかたよらないで行な
いなさい。 二十二 また、だれにでも軽々しく按手をし
てはいけません。また、他人の罪にかかわりを持って
はいけません。自分をきよく保ちなさい。 二十三 これ
からは水ばかり飲まないで、胃のために、また、たび
たび起こる病気のためにも、少量のぶどう酒を用いな
さい。 二十四 ある人たちの罪は、それがさばきを受け
る前から、だれの目にも明らかですが、ある人たちの
罪は、あとで明らかになります。 二十五 同じように、
良い行ないは、だれの目にも明らかですが、そうでな
いばあいでも、いつまでも隠れたままでいることはあ
りません。

くびきの下にある奴隷は、自分の主人を十分
に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の

御名と教えとがそしられないためです。 二 信者である
主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見
ず、むしろ、ますますよく仕えなさい。なぜなら、そ
の良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されて
いる人だからです。あなたは、これらのことを教え、
また勧めなさい。

三 違ったことを教え、私たちの主イエス・キリスト
の健全なことばと敬虔にかなう教えとに同意しない
人がいるなら、 四 その人は高慢になっており、何一
つ悟らず、疑いをかけたり、ことばの争いをしたりす
る病気にかかっているのです。そこから、ねたみ、争
い、そしり、悪意の疑りが生じ、 五 また、知性が腐っ
てしまって真理を失った人々、すなわち敬虔を利得の
手段と考えている人たちの間には、絶え間のない紛争
が生じるのです。 六 しかし、満ち足りる心を伴う敬虔
こそ、大きな利益を受ける道です。 七 私たちは何一つ
この世に持って来なかったし、また何一つ持って出る
こともできません。 八 衣食があれば、それで満足すべ
きです。 九 金持ちになりたがる人たちは、誘惑とわな
と、また人を滅びと破滅に投げ入れる、愚かで、有害
な多くの欲とに陥ります。 十 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。

十一 しかし、神の人よ。あなたは、これらのことを
避け、正しさ、敬虔、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に
求めなさい。 十二 信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠のい
のちを獲得しなさい。あなたはこのために召され、ま
た、多くの証人たちの前でりっぱな告白をしました。
十三 私は、すべてのものにいのちを与える神と、ポン
テオ・ピラトに対してすばらしい告白をもってあかし
されたキリスト・イエスとの御前で、あなたに命じま
す。 十四 私たちの主イエス・キリストの現われの時ま
で、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるとこ
ろのない者でありなさい。 十五 その現われを、神はご
自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福
に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、 十六 ただひ
とり死のない方であり、近づくこともできない光の中
に住まわれ、人間がだれひとり見たことのない、また
見ることのできない方です。誉れと、とこしえの主権
は神のものです。アーメン。

十七 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。
十八 また、人の益を計り、良い行ないに富み、惜しま
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ずに施し、喜んで分け与えるように。 十九 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。

二十 テモテよ。ゆだねられたものを守りなさい。そ
して、俗悪なむだ話、また、まちがって「霊知」と呼

ばれる反対論を避けなさい。 二十一 これを公然と主張
したある人たちは、信仰からはずれてしまいました。

恵みが、あなたがたとともにありますように。
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一

二

テモテへの手紙第二

神のみこころにより、キリスト・イエスにあ
るいのちの約束によって、キリスト・イエス

の使徒となったパウロから、 二 愛する子テモテへ。父
なる神および私たちの主キリスト・イエスから、恵み
とあわれみと平安がありますように。

三 私は、夜昼、祈りの中であなたのことを絶えず思
い起こしては、先祖以来きよい良心をもって仕えてい
る神に感謝しています。 四 私は、あなたの涙を覚えて
いるので、あなたに会って、喜びに満たされたいと願
っています。 五 私はあなたの純粋な信仰を思い起こし
ています。そのような信仰は、最初あなたの祖母ロイ
スと、あなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、
それがあなたのうちにも宿っていることを、私は確信
しています。 六 それですから、私はあなたに注意した
いのです。私の按手をもってあなたのうちに与えられ
た神の賜物を、再び燃え立たせてください。 七 神が
私たちに与えてくださったものは、おくびょうの霊で
はなく、力と愛と慎みとの霊です。 八 ですから、あな
たは、私たちの主をあかしすることや、私が主の囚人
であることを恥じてはいけません。むしろ、神の力に
よって、福音のために私と苦しみをともにしてくださ
い。 九 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。こ
の恵みは、キリスト・イエスにおいて、私たちに永遠
の昔に与えられたものであって、 十 それが今、私た
ちの救い主キリスト・イエスの現われによって明ら
かにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によ
って、いのちと不滅を明らかに示されました。 十一 私
は、この福音のために、宣教者、使徒、また教師とし
て任命されたのです。 十二 そのために、私はこのよう
な苦しみにも会っています。しかし、私はそれを恥と
は思っていません。というのは、私は、自分の信じて
来た方をよく知っており、また、その方は私のお任せ
したものを、かの日のために守ってくださることがで
きると確信しているからです。 十三 あなたは、キリス
ト・イエスにある信仰と愛をもって、私から聞いた健
全なことばを手本にしなさい。 十四 そして、あなたに
ゆだねられた良いものを、私たちのうちに宿る聖霊に
よって、守りなさい。

十五 あなたの知っているとおり、アジヤにいる人々
はみな、私を離れて行きました。その中には、フゲロ
とヘルモゲネがいます。 十六 オネシポロの家族を主が
あわれんでくださるように。彼はたびたび私を元気づ
けてくれ、また私が鎖につながれていることを恥と
も思わず、 十七 ローマに着いたときには、熱心に私を
捜して見つけ出してくれたのです。 十八 ――かの日に
は、主があわれみを彼に示してくださいますように。
――彼がエペソで、どれほど私に仕えてくれたかは、
あなたが一番よく知っています。

そこで、わが子よ。キリスト・イエスにある
恵みによって強くなりなさい。 二 多くの証人

の前で私から聞いたことを、他の人にも教える力のあ
る忠実な人たちにゆだねなさい。 三 キリスト・イエス
のりっぱな兵士として、私と苦しみをともにしてくだ
さい。 四 兵役についていながら、日常生活のことに掛
かり合っている者はだれもありません。それは徴募し
た者を喜ばせるためです。 五 また、競技をするとき
も、規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることは
できません。 六 労苦した農夫こそ、まず第一に収穫の
分け前にあずかるべきです。 七 私が言っていることを
よく考えなさい。主はすべてのことについて、理解す
る力をあなたに必ず与えてくださいます。 八 私の福音
に言うとおり、ダビデの子孫として生まれ、死者の中
からよみがえったイエス・キリストを、いつも思って
いなさい。 九 私は、福音のために、苦しみを受け、犯
罪者のようにつながれています。しかし、神のことば
は、つながれてはいません。 十 ですから、私は選ばれ
た人たちのために、すべてのことを耐え忍びます。そ
れは、彼らもまたキリスト・イエスにある救いと、そ
れとともに、とこしえの栄光を受けるようになるため
です。 十一 次のことばは信頼すべきことばです。「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。 十二 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。 十三 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。」

十四 これらのことを人々に思い出させなさい。そし
て何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことに
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三

四

なるような、ことばについての論争などしないよう
に、神の御前できびしく命じなさい。 十五 あなたは熟
練した者、すなわち、真理のみことばをまっすぐに説
き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神
にささげるよう、努め励みなさい。 十六 俗悪なむだ話
を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に
深入りし、 十七 彼らの話は癌のように広がるのです。
ヒメナオとピレトはその仲間です。 十八 彼らは真理か
らはずれてしまい、復活がすでに起こったと言って、
ある人々の信仰をくつがえしているのです。 十九 それ
にもかかわらず、神の不動の礎は堅く置かれていて、
それに次のような銘が刻まれています。「主はご自分
に属する者を知っておられる。」また、「主の御名を
呼ぶ者は、だれでも不義を離れよ。」 二十 大きな家に
は、金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。
また、ある物は尊いことに、ある物は卑しいことに
用います。 二十一 ですから、だれでも自分自身をきよ
めて、これらのことを離れるなら、その人は尊いこと
に使われる器となります。すなわち、きよめられたも
の、主人にとって有益なもの、あらゆる良いわざに間
に合うものとなるのです。 二十二 それで、あなたは、
若い時の情欲を避け、きよい心で主を呼び求める人
たちとともに、義と信仰と愛と平和を追い求めなさ
い。 二十三 愚かで、無知な思弁を避けなさい。それが
争いのもとであることは、あなたが知っているとお
りです。 二十四 主のしもべが争ってはいけません。む
しろ、すべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、
二十五 反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。も
しかすると、神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を
悟らせ、 二十六 一時は悪魔に捕えられて思うままにな
っていた人々でも、目ざめてそのわなをのがれること
もあるでしょう。

終わりの日には困難な時代がやって来ること
をよく承知しておきなさい。 二 そのときに

人々は、自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語す
る者、不遜な者、神をけがす者、両親に従わない者、
感謝することを知らない者、汚れた者になり、 三 情け
知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない
者、粗暴な者、善を好まない者になり、 四 裏切る者、
向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する
者になり、 五 敬虔のかたちをしていても、その実を否
定する者になるからです。こういう人々を避けなさ
い。 六 こういう人々の中には、家々にはいり込み、愚
かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女た
ちは、さまざまの情欲に引き回されて罪に罪を重ね、
七 いつも学んではいるが、いつになっても真理を知る
ことのできない者たちです。 八 また、こういう人々
は、ちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったよ

うに、真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った、信
仰の失格者です。 九 でも、彼らはもうこれ以上に進
むことはできません。彼らの愚かさは、あのふたりの
ばあいのように、すべての人にはっきりわかるからで
す。 十 しかし、あなたは、私の教え、行動、計画、信
仰、寛容、愛、忍耐に、 十一 またアンテオケ、イコニ
オム、ルステラで私にふりかかった迫害や苦難にも、
よくついて来てくれました。何というひどい迫害に
私は耐えて来たことでしょう。しかし、主はいっさい
のことから私を救い出してくださいました。 十二 確か
に、キリスト・イエスにあって敬虔に生きようと願う
者はみな、迫害を受けます。 十三 しかし、悪人や詐欺
師たちは、だましたりだまされたりしながら、ますま
す悪に落ちて行くのです。 十四 けれどもあなたは、学
んで確信したところにとどまっていなさい。あなた
は自分が、どの人たちからそれを学んだかを知ってお
り、 十五 また、幼いころから聖書に親しんで来たこと
を知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて
キリスト・イエスに対する信仰による救いを受けさせ
ることができるのです。 十六 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。 十七 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。

神の御前で、また、生きている人と死んだ人
とをさばかれるキリスト・イエスの御前で、

その現われとその御国を思って、私はおごそかに命じ
ます。 二 みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪
くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教
えながら、責め、戒め、また勧めなさい。 三 というの
は、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分につ
ごうの良いことを言ってもらうために、気ままな願い
をもって、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集
め、 四 真理から耳をそむけ、空想話にそれて行くよう
な時代になるからです。 五 しかし、あなたは、どのよ
うなばあいにも慎み、困難に耐え、伝道者として働
き、自分の務めを十分に果たしなさい。 六 私は今や注
ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ま
した。 七 私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終
え、信仰を守り通しました。 八 今からは、義の栄冠が
私のために用意されているだけです。かの日には、正
しい審判者である主が、それを私に授けてくださるの
です。私だけでなく、主の現われを慕っている者に
は、だれにでも授けてくださるのです。

九 あなたは、何とかして、早く私のところに来てく
ださい。 十 デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサ
ロニケに行ってしまい、また、クレスケンスはガラテ
ヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。 十一 ル
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カだけは私とともにおります。マルコを伴って、いっ
しょに来てください。彼は私の務めのために役に立つ
からです。 十二 私はテキコをエペソに遣わしました。
十三 あなたが来るときは、トロアスでカルポのところ
に残しておいた上着を持って来てください。また、書
物を、特に羊皮紙の物を持って来てください。 十四 銅
細工人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。
そのしわざに応じて主が彼に報いられます。 十五 あな
たも彼を警戒しなさい。彼は私たちのことばに激しく
逆らったからです。 十六 私の最初の弁明の際には、私
を支持する者はだれもなく、みな私を見捨ててしまい
ました。どうか、彼らがそのためにさばかれることの
ありませんように。 十七 しかし、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。
私はししの口から助け出されました。 十八 主は私を、
すべての悪のわざから助け出し、天の御国に救い入れ
てくださいます。主に、御栄えがとこしえにあります
ように。アーメン。

十九 プリスカとアクラによろしく。また、オネシポ
ロの家族によろしく。 二十 エラストはコリントにとど
まり、トロピモは病気のためにミレトに残して来まし
た。 二十一 何とかして、冬になる前に来てください。
ユブロ、プデス、リノス、クラウデヤ、またすべての
兄弟たちが、あなたによろしくと言っています。

二十二 主があなたの霊とともにおられますように。恵
みが、あなたがたとともにありますように。
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一

二

テトスへの手紙

神のしもべ、また、イエス・キリストの使徒
パウロ――私は、神に選ばれた人々の信仰

と、敬虔にふさわしい真理の知識とのために使徒とさ
れたのです。 二 それは、偽ることのない神が、永遠の
昔から約束してくださった永遠のいのちの望みに基づ
くことです。 三 神は、ご自分の定められた時に、この
みことばを宣教によって明らかにされました。私は、
この宣教を私たちの救い主なる神の命令によって、ゆ
だねられたのです。――このパウロから、 四 同じ信仰
による真実のわが子テトスへ。父なる神および私たち
の救い主なるキリスト・イエスから、恵みと平安があ
りますように。

五 私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っ
ている仕事の整理をし、また、私が指図したように、
町ごとに長老たちを任命するためでした。 六 それに
は、その人が、非難されるところがなく、ひとりの妻
の夫であり、その子どもは不品行を責められたり、反
抗的であったりしない信者であることが条件です。
七 監督は神の家の管理者として、非難されるところ
のない者であるべきです。わがままでなく、短気でな
く、酒飲みでなく、けんか好きでなく、不正な利を求
めず、 八 かえって、旅人をよくもてなし、善を愛し、
慎み深く、正しく、敬虔で、自制心があり、 九 教えに
かなった信頼すべきみことばを、しっかりと守ってい
なければなりません。それは健全な教えをもって励ま
したり、反対する人たちを正したりすることができる
ためです。

十 実は、反抗的な者、空論に走る者、人を惑わす者
が多くいます。特に、割礼を受けた人々がそうです。
十一 彼らの口を封じなければいけません。彼らは、不
正な利を得るために、教えてはいけないことを教え、
家々を破壊しています。 十二 彼らと同国人であるひと
りの預言者がこう言いました。
「クレテ人は昔からのうそつき、
悪いけだもの、
なまけ者の食いしんぼう。」
十三 この証言はほんとうなのです。ですから、きびし
く戒めて、人々の信仰を健全にし、 十四 ユダヤ人の空
想話や、真理から離れた人々の戒めには心を寄せない
ようにさせなさい。 十五 きよい人々には、すべてのも

のがきよいのです。しかし、汚れた、不信仰な人々に
は、何一つきよいものはありません。それどころか、
その知性と良心までも汚れています。 十六 彼らは、神
を知っていると口では言いますが、行ないでは否定し
ています。実に忌まわしく、不従順で、どんな良いわ
ざにも不適格です。

しかし、あなたは健全な教えにふさわしいこ
とを話しなさい。 二 老人たちには、自制し、

謹厳で、慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全
であるように。 三 同じように、年をとった婦人たちに
は、神に仕えている者らしく敬虔にふるまい、悪口を
言わず、大酒のとりこにならず、良いことを教える者
であるように。 四 そうすれば、彼女たちは、若い婦人
たちに向かって、夫を愛し、子どもを愛し、 五 慎み深
く、貞潔で、家事に励み、優しく、自分の夫に従順で
あるようにと、さとすことができるのです。それは、
神のことばがそしられるようなことのないためです。
六 同じように、若い人々には、思慮深くあるように勧
めなさい。 七 また、すべての点で自分自身が良いわざ
の模範となり、教えにおいては純正で、威厳を保ち、
八 非難すべきところのない、健全なことばを用いなさ
い。そうすれば、敵対する者も、私たちについて、何
も悪いことが言えなくなって、恥じ入ることになるで
しょう。 九 奴隷には、すべての点で自分の主人に従っ
て、満足を与え、口答えせず、 十 盗みをせず、努めて
真実を表わすように勧めなさい。それは、彼らがあら
ゆることで、私たちの救い主である神の教えを飾るよ
うになるためです。 十一 というのは、すべての人を救
う神の恵みが現われ、 十二 私たちに、不敬虔とこの世
の欲とを捨て、この時代にあって、慎み深く、正し
く、敬虔に生活し、 十三 祝福された望み、すなわち、
大いなる神であり私たちの救い主であるキリスト・イ
エスの栄光ある現われを待ち望むようにと教えさとし
たからです。 十四 キリストが私たちのためにご自身を
ささげられたのは、私たちをすべての不法から贖い出
し、良いわざに熱心なご自分の民を、ご自分のために
きよめるためでした。

十五 あなたは、これらのことを十分な権威をもって
話し、勧め、また、責めなさい。だれにも軽んじられ
てはいけません。
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三 あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと
権威者たちに服従し、従順で、すべての良い

わざを進んでする者とならせなさい。 二 また、だれを
もそしらず、争わず、柔和で、すべての人に優しい態
度を示す者とならせなさい。 三 私たちも以前は、愚か
な者であり、不従順で、迷った者であり、いろいろな
欲情と快楽の奴隷になり、悪意とねたみの中に生活
し、憎まれ者であり、互いに憎み合う者でした。 四 し
かし、私たちの救い主なる神のいつくしみと人への愛
とが現われたとき、 五 神は、私たちが行なった義のわ
ざによってではなく、ご自分のあわれみのゆえに、聖
霊による、新生と更新との洗いをもって私たちを救っ
てくださいました。 六 神は、この聖霊を、私たちの救
い主なるイエス・キリストによって、私たちに豊かに
注いでくださったのです。 七 それは、私たちがキリス
トの恵みによって義と認められ、永遠のいのちの望み
によって、相続人となるためです。 八 これは信頼でき
ることばですから、私は、あなたがこれらのことにつ
いて、確信をもって話すように願っています。それ
は、神を信じている人々が、良いわざに励むことを心
がけるようになるためです。これらのことは良いこと

であって、人々に有益なことです。 九 しかし、愚かな
議論、系図、口論、律法についての論争などを避け
なさい。それらは無益で、むだなものです。 十 分派
を起こす者は、一、二度戒めてから、除名しなさい。
十一 このような人は、あなたも知っているとおり、堕
落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯している
のです。

十二 私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送っ
たら、あなたは、何としてでも、ニコポリにいる私の
ところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに
決めています。 十三 ぜひとも、律法学者ゼナスとアポ
ロとが旅に出られるようにし、彼らが不自由しないよ
うに世話をしてあげなさい。 十四 私たち一同も、なく
てならないもののために、正しい仕事に励むように教
えられなければなりません。それは、実を結ばない者
にならないためです。

十五 私といっしょにいる者たち一同が、あなたによ
ろしくと言っています。私たちの信仰の友である人々
に、よろしく言ってください。恵みが、あなたがたす
べてとともにありますように。
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一

ピレモンへの手紙

キリスト・イエスの囚人であるパウロ、およ
び兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピ

レモンへ。また、 二 姉妹アピヤ、私たちの戦友アルキ
ポ、ならびにあなたの家にある教会へ。 三 私たちの父
なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があな
たがたの上にありますように。

四 私は、祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも
私の神に感謝しています。 五 それは、主イエスに対し
てあなたが抱いている信仰と、すべての聖徒に対する
あなたの愛とについて聞いているからです。 六 私たち
の間でキリストのためになされているすべての良い行
ないをよく知ることによって、あなたの信仰の交わり
が生きて働くものとなりますように。 七 私はあなたの
愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは、聖
徒たちの心が、兄弟よ、あなたによって力づけられた
からです。

八 私は、あなたのなすべきことを、キリストにあっ
て少しもはばからず命じることができるのですが、こ
ういうわけですから、 九 むしろ愛によって、あなたに
お願いしたいと思います。年老いて、今はまたキリス
ト・イエスの囚人となっている私パウロが、 十 獄中
で生んだわが子オネシモのことを、あなたにお願いし
たいのです。 十一 彼は、前にはあなたにとって役に立
たない者でしたが、今は、あなたにとっても私にとっ
ても、役に立つ者となっています。 十二 そのオネシモ
を、あなたのもとに送り返します。彼は私の心そのも
のです。 十三 私は、彼を私のところにとどめておき、
福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のた
めに仕えてもらいたいとも考えましたが、 十四 あなた
の同意なしには何一つすまいと思いました。それは、

あなたがしてくれる親切は強制されてではなく、自発
的でなければいけないからです。 十五 彼がしばらくの
間あなたから離されたのは、たぶん、あなたが彼を永
久に取り戻すためであったのでしょう。 十六 もはや奴
隷としてではなく、奴隷以上の者、すなわち、愛する
兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなた
にとってはなおさらのこと、肉においても主にあって
も、そうではありませんか。 十七 ですから、もしあな
たが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を
迎えてやってください。 十八 もし彼があなたに対して
損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その
請求は私にしてください。 十九 この手紙は私の自筆で
す。私がそれを支払います。――あなたが今のように
なれたのもまた、私によるのですが、そのことについ
ては何も言いません。―― 二十 そうです。兄弟よ。私
は、主にあって、あなたから益を受けたいのです。私
の心をキリストにあって、元気づけてください。

二十一 私はあなたの従順を確信して、あなたにこの手
紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださる
あなたであると、知っているからです。 二十二 それに
また、私の宿の用意もしておいてください。あなたが
たの祈りによって、私もあなたがたのところに行ける
ことと思っています。

二十三 キリスト・イエスにあって私とともに囚人とな
っているエパフラスが、あなたによろしくと言ってい
ます。 二十四 私の同労者たちであるマルコ、アリスタ
ルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。

二十五 主イエス・キリストの恵みが、あなたがたの霊
とともにありますように。
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一

二

ヘブル人への手紙

神は、むかし先祖たちに、預言者たちを通し
て、多くの部分に分け、また、いろいろな方

法で語られましたが、 二 この終わりの時には、御子に
よって、私たちに語られました。神は、御子を万物の
相続者とし、また御子によって世界を造られました。
三 御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現わ
れであり、その力あるみことばによって万物を保って
おられます。また、罪のきよめを成し遂げて、すぐれ
て高い所の大能者の右の座に着かれました。 四 御子
は、御使いたちよりもさらにすぐれた御名を相続され
たように、それだけ御使いよりもまさるものとなられ
ました。 五 神は、かつてどの御使いに向かって、こう
言われたでしょう。
「あなたは、わたしの子。
きょう、わたしがあなたを生んだ。」
またさらに、
「わたしは彼の父となり、
彼はわたしの子となる。」
六 さらに、長子をこの世界にお送りになるとき、こう
言われました。
「神の御使いはみな、彼を拝め。」
七 また御使いについては、
「神は、御使いたちを風とし、
仕える者たちを炎とされる。」
と言われましたが、 八 御子については、こう言われま
す。
「神よ。あなたの御座は世々限りなく、
あなたの御国の杖こそ、まっすぐな杖です。
九 あなたは義を愛し、不正を憎まれます。
それゆえ、神よ。あなたの神は、
あふれるばかりの喜びの油を、
あなたとともに立つ者にまして、
あなたに注ぎなさいました。」
十 またこう言われます。
「主よ。あなたは、初めに
地の基を据えられました。
天も、あなたの御手のわざです。
十一 これらのものは滅びます。
しかし、あなたはいつまでもながらえられます。
すべてのものは着物のように古びます。

十二 あなたはこれらを、外套のように巻かれます。
これらを、着物のように取り替えられます。
しかし、あなたは変わることがなく、
あなたの年は尽きることがありません。」
十三 神は、かつてどの御使いに向かって、こう言われ
たでしょう。
「わたしがあなたの敵を
あなたの足台とするまでは、
わたしの右の座に着いていなさい。」
十四 御使いはみな、仕える霊であって、救いの相続者
となる人々に仕えるため遣わされたのではありません
か。

ですから、私たちは聞いたことを、ますます
しっかり心に留めて、押し流されないように

しなければなりません。 二 もし、御使いたちを通して
語られたみことばでさえ、堅く立てられて動くことが
なく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたと
すれば、 三 私たちがこんなにすばらしい救いをないが
しろにしたばあい、どうしてのがれることができまし
ょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞い
た人たちが、確かなものとしてこれを私たちに示し、
四 そのうえ神も、しるしと不思議とさまざまの力ある
わざにより、また、みこころに従って聖霊が分け与え
てくださる賜物によってあかしされました。

五 神は、私たちがいま話している後の世を、御使い
たちに従わせることはなさらなかったのです。 六 むし
ろ、ある個所で、ある人がこうあかししています。
「人間が何者だというので、
これをみこころに留められるのでしょう。
人の子が何者だというので、
これを顧みられるのでしょう。
七 あなたは、彼を、
御使いよりも、しばらくの間、低いものとし、
彼に栄光と誉れの冠を与え、
八 万物をその足の下に従わせられました。」
万物を彼に従わせたとき、神は、彼に従わないものを
何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもな
お、私たちはすべてのものが人間に従わせられている
のを見てはいません。 九 ただ、御使いよりも、しばら
くの間、低くされた方であるイエスのことは見てい
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ます。イエスは、死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの
冠をお受けになりました。その死は、神の恵みによっ
て、すべての人のために味わわれたものです。 十 神が
多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者
を、多くの苦しみを通して全うされたということは、
万物の存在の目的であり、また原因でもある方とし
て、ふさわしいことであったのです。 十一 きよめる方
も、きよめられる者たちも、すべて元は一つです。そ
れで、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こ
う言われます。
十二 「わたしは御名を、わたしの兄弟たちに告げよ
う。
教会の中で、わたしはあなたを賛美しよう。」
十三 またさらに、
「わたしは彼に信頼する。」
またさらに、
「見 よ、 わ た し と、 神 が わ た し に 賜 わ っ た 子 た ち
は。」
と言われます。 十四 そこで、子たちはみな血と肉とを
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、 十五 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。 十六 主は御使いたちを助けるので
はなく、確かに、アブラハムの子孫を助けてくださる
のです。 十七 そういうわけで、神のことについて、あ
われみ深い、忠実な大祭司となるため、主はすべての
点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんで
した。それは民の罪のために、なだめがなされるため
なのです。 十八 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。

そういうわけですから、天の召しにあずかっ
ている聖なる兄弟たち。私たちの告白する信

仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えな
さい。 二 モーセが神の家全体のために忠実であったの
と同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実な
のです。 三 家よりも、家を建てる者が大きな栄誉を持
つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受
けるのにふさわしいとされました。 四 家はそれぞれ、
だれかが建てるのですが、すべてのものを造られた方
は、神です。 五 モーセは、しもべとして神の家全体の
ために忠実でした。それは、後に語られる事をあかし
するためでした。 六 しかし、キリストは御子として神
の家を忠実に治められるのです。もし私たちが、確信
と、希望による誇りとを、終わりまでしっかりと持ち
続けるならば、私たちが神の家なのです。 七 ですか
ら、聖霊が言われるとおりです。

「きょう、もし御声を聞くならば、
八 荒野での試みの日に
御怒りを引き起こしたときのように、
心をかたくなにしてはならない。
九 あなたがたの先祖たちは、
そこでわたしを試みて証拠を求め、
四十年の間、わたしのわざを見た。
十 だから、わたしはその時代を憤って言った。
彼らは常に心が迷い、
わたしの道を悟らなかった。
十一 わたしは、怒りをもって誓ったように、
決して彼らをわたしの安息にはいらせない。」
十二 兄弟たち。あなたがたの中では、だれも悪い不信
仰の心になって生ける神から離れる者がないように
気をつけなさい。 十三 「きょう。」と言われている間
に、日々互いに励まし合って、だれも罪に惑わされて
かたくなにならないようにしなさい。 十四 もし最初の
確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たち
は、キリストにあずかる者となるのです。
十五 「きょう、もし御声を聞くならば、
御怒りを引き起こしたときのように、
心をかたくなにしてはならない。」
と言われているからです。 十六 聞いていながら、御怒
りを引き起こしたのはだれでしたか。モーセに率い
られてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。
十七 神は四十年の間だれを怒っておられたのですか。
罪を犯した人々、しかばねを荒野にさらした、あの人
たちをではありませんか。 十八 また、わたしの安息に
はいらせないと神が誓われたのは、ほかでもない、従
おうとしなかった人たちのことではありませんか。
十九 それゆえ、彼らが安息にはいれなかったのは、不
信仰のためであったことがわかります。

こういうわけで、神の安息にはいるための約
束はまだ残っているのですから、あなたがた

のうちのひとりでも、万が一にもこれにはいれないよ
うなことのないように、私たちは恐れる心を持とうで
はありませんか。 二 福音を説き聞かされていること
は、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞
いたみことばも、彼らには益になりませんでした。み
ことばが、それを聞いた人たちに、信仰によって、結
びつけられなかったからです。 三 信じた私たちは安息
にはいるのです。
「わたしは、怒りをもって誓ったように、
決して彼らをわたしの安息にはいらせない。」
と神が言われたとおりです。みわざは創世の初めか
ら、もう終わっているのです。 四 というのは、神は七
日目について、ある個所で、「そして、神は、すべて
のみわざを終えて七日目に休まれた。」と言われまし
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六

た。 五 そして、ここでは、「決して彼らをわたしの安
息にはいらせない。」と言われたのです。 六 こういう
わけで、その安息にはいる人々がまだ残っており、前
に福音を説き聞かされた人々は、不従順のゆえにはい
れなかったのですから、 七 神は再びある日を「きょ
う。」と定めて、長い年月の後に、前に言われたと同
じように、ダビデを通して、
「きょう、もし御声を聞くならば、
あなたがたの心をかたくなにしてはならない。」
と語られたのです。 八 もしヨシュアが彼らに安息を与
えたのであったら、神はそのあとで別の日のことを話
されることはなかったでしょう。 九 したがって、安息
日の休みは、神の民のためにまだ残っているのです。
十 神の安息にはいった者ならば、神がご自分のわざを
終えて休まれたように、自分のわざを終えて休んだは
ずです。 十一 ですから、私たちは、この安息にはいる
よう力を尽くして努め、あの不従順の例にならって落
後する者が、ひとりもいないようにしようではありま
せんか。 十二 神のことばは生きていて、力があり、両
刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄の分か
れ目さえも刺し通し、心のいろいろな考えやはかりご
とを判別することができます。 十三 造られたもので、
神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目に
は、すべてが裸であり、さらけ出されています。私た
ちはこの神に対して弁明をするのです。

十四 さて、私たちのためには、もろもろの天を通ら
れた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるので
すから、私たちの信仰の告白を堅く保とうではありま
せんか。 十五 私たちの大祭司は、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。 十六 ですから、私たちは、あわれみを受
け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受
けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありま
せんか。

大祭司はみな、人々の中から選ばれ、神に仕
える事がらについて人々に代わる者として、

任命を受けたのです。それは、罪のために、ささげ物
といけにえとをささげるためです。 二 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。 三 そしてまた、
その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のため
にも、罪のためのささげ物をしなければなりません。
四 まただれでも、この名誉は自分で得るのではなく、
アロンのように神に召されて受けるのです。 五 同様
に、キリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたの
ではなく、彼に、
「あなたは、わたしの子。

きょう、わたしがあなたを生んだ。」
と言われた方が、それをお与えになったのです。 六 別
の個所で、こうも言われます。
「あなたは、とこしえに、
メルキゼデクの位に等しい祭司である。」
七 キリストは、人としてこの世におられたとき、自分
を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び
声と涙とをもって祈りと願いをささげ、そしてその敬
虔のゆえに聞き入れられました。 八 キリストは御子
であられるのに、お受けになった多くの苦しみによっ
て従順を学び、 九 完全な者とされ、彼に従うすべて
の人々に対して、とこしえの救いを与える者となり、
十 神によって、メルキゼデクの位に等しい大祭司とと
なえられたのです。

十一 この方について、私たちは話すべきことをたく
さん持っていますが、あなたがたの耳が鈍くなってい
るため、説き明かすことが困難です。 十二 あなたがた
は年数からすれば教師になっていなければならない
にもかかわらず、神のことばの初歩をもう一度だれか
に教えてもらう必要があるのです。あなたがたは堅い
食物ではなく、乳を必要とするようになっています。
十三 まだ乳ばかり飲んでいるような者はみな、義の教
えに通じてはいません。幼子なのです。 十四 しかし、
堅い食物はおとなの物であって、経験によって良い物
と悪い物とを見分ける感覚を訓練された人たちの物で
す。

ですから、私たちは、キリストについての初
歩の教えをあとにして、成熟を目ざして進も

うではありませんか。死んだ行ないからの回心、神に
対する信仰、 二 きよめの洗いについての教え、手を置
く儀式、死者の復活、とこしえのさばきなど基礎的な
ことを再びやり直したりしないようにしましょう。
三 神がお許しになるならば、私たちはそうすべきで
す。 四 一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊
にあずかる者となり、 五 神のすばらしいみことばと、
後にやがて来る世の力とを味わったうえで、 六 しかも
堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い
改めに立ち返らせることはできません。彼らは、自分
で神の子をもう一度十字架にかけて、恥辱を与える人
たちだからです。 七 土地は、その上にしばしば降る雨
を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物
を生じるなら、神の祝福にあずかります。 八 しかし、
いばらやあざみなどを生えさせるなら、無用なもので
あって、やがてのろいを受け、ついには焼かれてしま
います。

九 だが、愛する人たち。私たちはこのように言いま
すが、あなたがたについては、もっと良いことを確信
しています。それは救いにつながることです。 十 神は
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正しい方であって、あなたがたの行ないを忘れず、あ
なたがたがこれまで聖徒たちに仕え、また今も仕えて
神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないの
です。 十一 そこで、私たちは、あなたがたひとりひと
りが、同じ熱心さを示して、最後まで、私たちの希望
について十分な確信を持ち続けてくれるように切望し
ます。 十二 それは、あなたがたがなまけずに、信仰と
忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに、な
らう者となるためです。

十三 神は、アブラハムに約束されるとき、ご自分よ
りすぐれたものをさして誓うことがありえないため、
ご自分をさして誓い、 十四 こう言われました。「わた
しは必ずあなたを祝福し、あなたを大いにふやす。」
十五 こうして、アブラハムは、忍耐の末に、約束のも
のを得ました。 十六 確かに、人間は自分よりすぐれた
者をさして誓います。そして、確証のための誓いと
いうものは、人間のすべての反論をやめさせます。
十七 そこで、神は約束の相続者たちに、ご計画の変わ
らないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いをも
って保証されたのです。 十八 それは、変えることので
きない二つの事がらによって、――神は、これらの事
がらのゆえに、偽ることができません。――前に置か
れている望みを捕えるためにのがれて来た私たちが、
力強い励ましを受けるためです。 十九 この望みは、私
たちのたましいのために、安全で確かな錨の役を果た
し、またこの望みは幕の内側にはいるのです。 二十 イ
エスは私たちの先駆けとしてそこにはいり、永遠にメ
ルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。

このメルキゼデクは、サレムの王で、すぐれ
て高い神の祭司でしたが、アブラハムが王た

ちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。 二 ま
たアブラハムは彼に、すべての戦利品の十分の一を分
けました。まず彼は、その名を訳すと義の王であり、
次に、サレムの王、すなわち平和の王です。 三 父もな
く、母もなく、系図もなく、その生涯の初めもなく、
いのちの終わりもなく、神の子に似た者とされ、いつ
までも祭司としてとどまっているのです。

四 その人がどんなに偉大であるかを、よく考えてご
らんなさい。族長であるアブラハムでさえ、彼に一番
良い戦利品の十分の一を与えたのです。 五 レビの子
らの中で祭司職を受ける者たちは、自分もアブラハム
の子孫でありながら、民から、すなわち彼らの兄弟た
ちから、十分の一を徴集するようにと、律法の中で命
じられています。 六 ところが、レビ族の系図にない者
が、アブラハムから十分の一を取って、約束を受けた
人を祝福したのです。 七 いうまでもなく、下位の者が
上位の者から祝福されるのです。 八 一方では、死ぬべ
き人間が十分の一を受けていますが、他のばあいは、

彼は生きているとあかしされている者が受けるので
す。 九 また、いうならば、十分の一を受け取るレビで
さえアブラハムを通して十分の一を納めているので
す。 十 というのは、メルキゼデクがアブラハムを出
迎えたときには、レビはまだ父の腰の中にいたからで
す。

十一 さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達
できたのだったら、――民はそれを基礎として律法を
与えられたのです。――それ以上何の必要があって、
アロンの位でなく、メルキゼデクの位に等しいと呼
ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。 十二 祭司
職が変われば、律法も必ず変わらなければなりません
が、 十三 私たちが今まで論じて来たその方は、祭壇に
仕える者を出したことのない別の部族に属しておられ
るのです。 十四 私たちの主が、ユダ族から出られたこ
とは明らかですが、モーセは、この部族については、
祭司に関することを何も述べていません。 十五 もしメ
ルキゼデクに等しい、別の祭司が立てられるのなら、
以上のことは、いよいよ明らかになります。 十六 その
祭司は、肉についての戒めである律法にはよらない
で、朽ちることのない、いのちの力によって祭司とな
ったのです。 十七 この方については、こうあかしされ
ています。
「あなたは、とこしえに、
メルキゼデクの位に等しい祭司である。」
十八 一方で、前の戒めは、弱く無益なために、廃止さ
れましたが、 十九 ――律法は何事も全うしなかったの
です。――他方で、さらにすぐれた希望が導き入れら
れました。私たちはこれによって神に近づくのです。
二十 また、そのためには、はっきりと誓いがなされて
います。 二十一 ――彼らのばあいは、誓いなしに祭司
となるのですが、主のばあいには、主に対して次のよ
うに言われた方の誓いがあります。
「主は誓ってこう言われ、
みこころを変えられることはない。
『あなたはとこしえに祭司である。』」――
二十二 そのようにして、イエスは、さらにすぐれた契
約の保証となられたのです。 二十三 また、彼らのばあ
いは、死ということがあるため、務めにいつまでもと
どまることができず、大ぜいの者が祭司となりまし
た。 二十四 しかし、キリストは永遠に存在されるので
あって、変わることのない祭司の務めを持っておられ
ます。 二十五 したがって、ご自分によって神に近づく
人々を、完全に救うことがおできになります。キリス
トはいつも生きていて、彼らのために、とりなしをし
ておられるからです。

二十六 また、このようにきよく、悪も汚れもなく、罪
人から離れ、また、天よりも高くされた大祭司こそ、
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私たちにとってまさに必要な方です。 二十七 ほかの大
祭司たちとは違い、キリストには、まず自分の罪のた
めに、その次に、民の罪のために毎日いけにえをささ
げる必要はありません。というのは、キリストは自分
自身をささげ、ただ一度でこのことを成し遂げられた
からです。 二十八 律法は弱さを持つ人間を大祭司に立
てますが、律法のあとから来た誓いのみことばは、永
遠に全うされた御子を立てるのです。

以上述べたことの要点はこうです。すなわ
ち、私たちの大祭司は天におられる大能者の

御座の右に着座された方であり、 二 人間が設けたので
はなくて、主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕
えておられる方です。 三 すべて、大祭司は、ささげ物
といけにえとをささげるために立てられます。したが
って、この大祭司も何かささげる物を持っていなけれ
ばなりません。 四 もしキリストが地上におられるので
あったら、決して祭司とはなられないでしょう。律法
に従ってささげ物をする人たちがいるからです。 五 そ
の人たちは、天にあるものの写しと影とに仕えている
のであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした
とき、神から御告げを受けたとおりのものです。神は
こう言われたのです。「よく注意しなさい。山であな
たに示された型に従って、すべてのものを作りなさ
い。」 六 しかし今、キリストはさらにすぐれた務めを
得られました。それは彼が、さらにすぐれた約束に基
づいて制定された、さらにすぐれた契約の仲介者であ
るからです。 七 もしあの初めの契約が欠けのないもの
であったなら、後のものが必要になる余地はなかった
でしょう。 八 しかし、神は、それに欠けがあるとし
て、こう言われたのです。
「主が、言われる。
見よ。日が来る。
わたしが、イスラエルの家やユダの家と
新しい契約を結ぶ日が。
九 それは、わたしが彼らの先祖たちの手を引いて、
彼らをエジプトの地から導き出した日に
彼らと結んだ契約のようなものではない。
彼らがわたしの契約を守り通さないので、
わたしも、彼らを顧みなかったと、
主は言われる。
十 それらの日の後、わたしが、
イスラエルの家と結ぶ契約は、これであると、
主が言われる。
わたしは、わたしの律法を彼らの思いの中に入れ、
彼らの心に書きつける。
わたしは彼らの神となり、
彼らはわたしの民となる。
十一 また彼らが、おのおのその町の者に、

また、おのおのその兄弟に教えて、
『主を知れ。』と言うことは決してない。
小さい者から大きい者に至るまで、
彼らはみな、わたしを知るようになるからである。
十二 なぜなら、わたしは彼らの不義にあわれみをか
け、
もはや、彼らの罪を思い出さないからである。」
十三 神が新しい契約と言われたときには、初めのもの
を古いとされたのです。年を経て古びたものは、すぐ
に消えて行きます。

初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とが
ありました。 二 幕屋が設けられ、その前部の

所には、燭台と机と供えのパンがありました。聖所と
呼ばれる所です。 三 また、第二の垂れ幕のうしろに
は、至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、 四 そこには金
の香壇と、全面を金でおおわれた契約の箱があり、箱
の中には、マナのはいった金のつぼ、芽を出したアロ
ンの杖、契約の二つの板がありました。 五 また、箱の
上には、贖罪蓋を翼でおおっている栄光のケルビムが
ありました。しかしこれらについては、今いちいち述
べることができません。 六 さて、これらの物が以上の
ように整えられた上で、前の幕屋には、祭司たちがい
つもはいって礼拝を行なうのですが、 七 第二の幕屋に
は、大祭司だけが年に一度だけはいります。そのと
き、血を携えずにはいるようなことはありません。そ
の血は、自分のために、また、民が知らずに犯した罪
のためにささげるものです。 八 これによって聖霊は次
のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存
続しているかぎり、まことの聖所への道は、まだ明ら
かにされていないということです。 九 この幕屋はその
当時のための比喩です。それに従って、ささげ物とい
けにえとがささげられますが、それらは礼拝する者の
良心を完全にすることはできません。 十 それらは、た
だ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい
秩序の立てられる時まで課せられた、からだに関する
規定にすぎないからです。

十一 しかしキリストは、すでに成就したすばらしい
事がらの大祭司として来られ、手で造った物でない、
言い替えれば、この造られた物とは違った、さらに偉
大な、さらに完全な幕屋を通り、 十二 また、やぎと子
牛との血によってではなく、ご自分の血によって、た
だ一度、まことの聖所にはいり、永遠の贖いを成し遂
げられたのです。 十三 もし、やぎと雄牛の血、また雌
牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それがきよめの
働きをして肉体をきよいものにするとすれば、 十四 ま
して、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊
によって神におささげになったその血は、どんなにか
私たちの良心をきよめて死んだ行ないから離れさせ、
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生ける神に仕える者とすることでしょう。 十五 こうい
うわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それ
は、初めの契約のときの違反を贖うための死が実現
したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受け
ることができるためなのです。 十六 遺言には、遺言者
の死亡証明が必要です。 十七 遺言は、人が死んだとき
初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間
は、決して効力はありません。 十八 したがって、初め
の契約も血なしに成立したのではありません。 十九 モ
ーセは、律法に従ってすべての戒めを民全体に語って
後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとのほかに、子牛と
やぎの血を取って、契約の書自体にも民の全体にも注
ぎかけ、 二十 「これは神があなたがたに対して立てら
れた契約の血である。」と言いました。 二十一 また彼
は、幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎか
けました。 二十二 それで、律法によれば、すべてのも
のは血によってきよめられる、と言ってよいでしょ
う。また、血を注ぎ出すことがなければ、罪の赦しは
ないのです。

二十三 ですから、天にあるものにかたどったものは、
これらのものによってきよめられる必要がありまし
た。しかし天にあるもの自体は、これよりもさらにす
ぐれたいけにえで、きよめられなければなりません。
二十四 キリストは、本物の模型にすぎない、手で造っ
た聖所にはいられたのではなく、天そのものにはいら
れたのです。そして、今、私たちのために神の御前に
現われてくださるのです。 二十五 それも、年ごとに自
分の血でない血を携えて聖所にはいる大祭司とは違っ
て、キリストは、ご自分を幾度もささげることはなさ
いません。 二十六 もしそうでなかったら、世の初めか
ら幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。
しかしキリストは、ただ一度、今の世の終わりに、ご
自身をいけにえとして罪を取り除くために、来られ
たのです。 二十七 そして、人間には、一度死ぬことと
死後にさばきを受けることが定まっているように、
二十八 キリストも、多くの人の罪を負うために一度、
ご自身をささげられましたが、二度目は、罪を負うた
めではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために
来られるのです。

律法には、後に来るすばらしいものの影はあ
っても、その実物はないのですから、律法

は、年ごとに絶えずささげられる同じいけにえによっ
て神に近づいて来る人々を、完全にすることができな
いのです。 二 もしそれができたのであったら、礼拝す
る人々は、一度きよめられた者として、もはや罪を意
識しなかったはずであり、したがって、ささげ物をす
ることは、やんだはずです。 三 ところがかえって、こ
れらのささげ物によって、罪が年ごとに思い出される

のです。 四 雄牛とやぎの血は、罪を除くことができま
せん。 五 ですから、キリストは、この世界に来て、こ
う言われるのです。
「あなたは、いけにえやささげ物を望まないで、
わたしのために、からだを造ってくださいました。
六 あなたは全焼のいけにえと
罪のためのいけにえとで
満足されませんでした。
七 そこでわたしは言いました。
『さあ、わたしは来ました。
聖書のある巻に、
わたしについてしるされているとおり、
神よ、あなたのみこころを行なうために。』」
八 すなわち、初めには、「あなたは、いけにえとささ
げ物、全焼のいけにえと罪のためのいけにえ（すな
わち、律法に従ってささげられる、いろいろの物）を
望まず、またそれらで満足されませんでした。」と言
い、 九 また、「さあ、わたしはあなたのみこころを行
なうために来ました。」と言われたのです。後者が立
てられるために、前者が廃止されるのです。 十 このみ
こころに従って、イエス・キリストのからだが、ただ
一度だけささげられたことにより、私たちはきよめら
れたものとされているのです。 十一 また、すべて祭司
は毎日立って礼拝の務めをなし、同じいけにえをくり
返しささげますが、それらは決して罪を除き去ること
ができません。 十二 しかし、キリストは、罪のために
一つの永遠のいけにえをささげて後、神の右の座に着
き、 十三 それからは、その敵がご自分の足台となるの
を待っておられるのです。 十四 キリストはきよめられ
る人々を、一つのささげ物によって、永遠に全うされ
たのです。 十五 聖霊も私たちに次のように言って、あ
かしされます。
十六 「それらの日の後、わたしが、
彼らと結ぼうとしている契約は、これであると、
主は言われる。
わたしは、わたしの律法を彼らの心に置き、
彼らの思いに書きつける。」
またこう言われます。 十七 「わたしは、もはや決して
彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。」 十八 こ
れらのことが赦されるところでは、罪のためのささげ
物はもはや無用です。

十九 こういうわけですから、兄弟たち。私たちは、
イエスの血によって、大胆にまことの聖所にはいる
ことができるのです。 二十 イエスはご自分の肉体とい
う垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生け
る道を設けてくださったのです。 二十一 また、私たち
には、神の家をつかさどる、この偉大な祭司がありま
す。 二十二 そのようなわけで、私たちは、心に血の注
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ぎを受けて邪悪な良心をきよめられ、からだをきよい
水で洗われたのですから、全き信仰をもって、真心か
ら神に近づこうではありませんか。 二十三 約束された
方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっ
かりと希望を告白しようではありませんか。 二十四 ま
た、互いに勧め合って、愛と善行を促すように注意し
合おうではありませんか。 二十五 ある人々のように、
いっしょに集まることをやめたりしないで、かえって
励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますま
すそうしようではありませんか。

二十六 もし私たちが、真理の知識を受けて後、ことさ
らに罪を犯し続けるならば、罪のためのいけにえは、
もはや残されていません。 二十七 ただ、さばきと、逆
らう人たちを焼き尽くす激しい火とを、恐れながら
待つよりほかはないのです。 二十八 だれでもモーセの
律法を無視する者は、二、三の証人のことばに基づい
て、あわれみを受けることなく死刑に処せられます。
二十九 まして、神の御子を踏みつけ、自分をきよめた
契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者
は、どんなに重い処罰に値するか、考えてみなさい。
三十 私たちは、「復讐はわたしのすることである。わ
たしが報いをする。」、また、「主がその民をさばか
れる。」と言われる方を知っています。 三十一 生ける
神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。

三十二 あなたがたは、光に照らされて後、苦難に会い
ながら激しい戦いに耐えた初めのころを、思い起こし
なさい。 三十三 人々の目の前で、そしりと苦しみとを
受けた者もあれば、このようなめに会った人々の仲間
になった者もありました。 三十四 あなたがたは、捕え
られている人々を思いやり、また、もっとすぐれた、
いつまでも残る財産を持っていることを知っていた
ので、自分の財産が奪われても、喜んで忍びました。
三十五 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。 三十六 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。
三十七 「もうしばらくすれば、
来るべき方が来られる。おそくなることはない。
三十八 わたしの義人は信仰によって生きる。
もし、恐れ退くなら、
わたしのこころは彼を喜ばない。」
三十九 私たちは、恐れ退いて滅びる者ではなく、信じ
ていのちを保つ者です。

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。 二 昔

の人々はこの信仰によって称賛されました。 三 信仰に
よって、私たちは、この世界が神のことばで造られた
ことを悟り、したがって、見えるものが目に見えるも

のからできたのではないことを悟るのです。 四 信仰
によって、アベルはカインよりもすぐれたいけにえを
神にささげ、そのいけにえによって彼が義人であるこ
との証明を得ました。神が、彼のささげ物を良いささ
げ物だとあかししてくださったからです。彼は死にま
したが、その信仰によって、今もなお語っています。
五 信仰によって、エノクは死を見ることのないように
移されました。神に移されて、見えなくなりました。
移される前に、彼は神に喜ばれていることが、あかし
されていました。 六 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。 七 信仰によって、
ノアは、まだ見ていない事がらについて神から警告を
受けたとき、恐れかしこんで、その家族の救いのため
に箱舟を造り、その箱舟によって、世の罪を定め、信
仰による義を相続する者となりました。 八 信仰によっ
て、アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に
出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに
行くのかを知らないで、出て行きました。 九 信仰によ
って、彼は約束された地に他国人のようにして住み、
同じ約束をともに相続するイサクやヤコブとともに天
幕生活をしました。 十 彼は、堅い基礎の上に建てられ
た都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設
されたのは神です。 十一 信仰によって、サラも、すで
にその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えら
れました。彼女は約束してくださった方を真実な方と
考えたからです。 十二 そこで、ひとりの、しかも死ん
だも同様のアブラハムから、天の星のように、また海
べの数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたの
です。

十三 これらの人々はみな、信仰の人々として死にま
した。約束のものを手に入れることはありませんでし
たが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人で
あり寄留者であることを告白していたのです。 十四 彼
らはこのように言うことによって、自分の故郷を求め
ていることを示しています。 十五 もし、出て来た故郷
のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったで
しょう。 十六 しかし、事実、彼らは、さらにすぐれた
故郷、すなわち天の故郷にあこがれていたのです。そ
れゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいま
せんでした。事実、神は彼らのために都を用意してお
られました。

十七 信仰によって、アブラハムは、試みられたとき
イサクをささげました。彼は約束を与えられていま
したが、自分のただひとりの子をささげたのです。
十八 神はアブラハムに対して、「イサクから出る者が
あなたの子孫と呼ばれる。」と言われたのですが、
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十九 彼は、神には人を死者の中からよみがえらせるこ
ともできる、と考えました。それで彼は、死者の中か
らイサクを取り戻したのです。これは型です。 二十 信
仰によって、イサクは未来のことについて、ヤコブと
エサウを祝福しました。 二十一 信仰によって、ヤコブ
は死ぬとき、ヨセフの子どもたちをひとりひとり祝福
し、また自分の杖のかしらに寄りかかって礼拝しま
した。 二十二 信仰によって、ヨセフは臨終のとき、イ
スラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指
図しました。 二十三 信仰によって、モーセは生まれて
から、両親によって三か月の間隠されていました。彼
らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命
令をも恐れませんでした。 二十四 信仰によって、モー
セは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを
拒み、 二十五 はかない罪の楽しみを受けるよりは、む
しろ神の民とともに苦しむことを選び取りました。
二十六 彼は、キリストのゆえに受けるそしりを、エジ
プトの宝にまさる大きな富と思いました。彼は報い
として与えられるものから目を離さなかったのです。
二十七 信仰によって、彼は、王の怒りを恐れないで、エ
ジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るよう
にして、忍び通したからです。 二十八 信仰によって、
初子を滅ぼす者が彼らに触れることのないように、彼
は過越と血の注ぎとを行ないました。 二十九 信仰によ
って、彼らは、かわいた陸地を行くのと同様に紅海を
渡りました。エジプト人は、同じようにしようとしま
したが、のみこまれてしまいました。 三十 信仰によっ
て、人々が七日の間エリコの城の周囲を回ると、その
城壁はくずれ落ちました。 三十一 信仰によって、遊女
ラハブは、偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたの
で、不従順な人たちといっしょに滅びることを免れま
した。

三十二 これ以上、何を言いましょうか。もし、ギデオ
ン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエ
ル、預言者たちについても話すならば、時が足りない
でしょう。 三十三 彼らは、信仰によって、国々を征服
し、正しいことを行ない、約束のものを得、ししの口
をふさぎ、 三十四 火の勢いを消し、剣の刃をのがれ、
弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣
営を陥れました。 三十五 女たちは、死んだ者をよみが
えらせていただきました。またほかの人たちは、さら
にすぐれたよみがえりを得るために、釈放されること
を願わないで拷問を受けました。 三十六 また、ほかの
人たちは、あざけられ、むちで打たれ、さらに鎖につ
ながれ、牢に入れられるめに会い、 三十七 また、石で
打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺
され、羊ややぎの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩
まされ、苦しめられ、 三十八 ――この世は彼らにふさ

わしい所ではありませんでした。――荒野と山とほら
穴と地の穴とをさまよいました。 三十九 この人々はみ
な、その信仰によってあかしされましたが、約束され
たものは得ませんでした。 四十 神は私たちのために、
さらにすぐれたものをあらかじめ用意しておられたの
で、彼らが私たちと別に全うされるということはなか
ったのです。

こういうわけで、このように多くの証人た
ちが、雲のように私たちを取り巻いている

のですから、私たちも、いっさいの重荷とまつわりつ
く罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競走を忍
耐をもって走り続けようではありませんか。 二 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。 三 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。 四 あなたがたはまだ、罪と
戦って、血を流すまで抵抗したことがありません。
五 そして、あなたがたに向かって子どもに対するよう
に語られたこの勧めを忘れています。
「わが子よ。
主の懲らしめを軽んじてはならない。
主に責められて弱り果ててはならない。
六 主はその愛する者を懲らしめ、
受け入れるすべての子に、
むちを加えられるからである。」
七 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。 八 もしあなたがたが、だ
れでも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生
子であって、ほんとうの子ではないのです。 九 さらに
また、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめた
のですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、
なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して
生きるべきではないでしょうか。 十 なぜなら、肉の父
親は、短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲
らしめるのですが、霊の父は、私たちの益のため、私
たちをご自分のきよさにあずからせようとして、懲ら
しめるのです。 十一 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。 十二 ですから、弱った手
と衰えたひざとを、まっすぐにしなさい。 十三 また、
あなたがたの足のためには、まっすぐな道を作りなさ
い。足なえの人も関節をはずすことのないため、いや
むしろ、いやされるためです。
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十三

十四 すべての人との平和を追い求め、また、きよめ
られることを追い求めなさい。きよくなければ、だれ
も主を見ることができません。 十五 そのためには、あ
なたがたはよく監督して、だれも神の恵みから落ちる
者がないように、また、苦い根が芽を出して悩ました
り、これによって多くの人が汚されたりすることのな
いように、 十六 また、不品行の者や、一杯の食物と引
き替えに自分のものであった長子の権利を売ったエサ
ウのような俗悪な者がないようにしなさい。 十七 あな
たがたが知っているとおり、彼は後になって祝福を相
続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求
めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんで
した。

十八 あなたがたは、手でさわれる山、燃える火、黒
雲、暗やみ、あらし、 十九 ラッパの響き、ことばのと
どろきに近づいているのではありません。このとどろ
きは、これを聞いた者たちが、それ以上一言も加えて
もらいたくないと願ったものです。 二十 彼らは、「た
とい、獣でも、山に触れるものは石で打ち殺されなけ
ればならない。」というその命令に耐えることができ
なかったのです。 二十一 また、その光景があまり恐ろ
しかったので、モーセは、「私は恐れて、震える。」
と言いました。 二十二 しかし、あなたがたは、シオン
の山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の
御使いたちの大祝会に近づいているのです。 二十三 ま
た、天に登録されている長子たちの教会、万民の審
判者である神、全うされた義人たちの霊、 二十四 さら
に、新しい契約の仲介者イエス、それに、アベルの血
よりもすぐれたことを語る注ぎかけの血に近づいてい
ます。 二十五 語っておられる方を拒まないように注意
しなさい。なぜなら、地上においても、警告を与えた
方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかった
とすれば、まして天から語っておられる方に背を向け
る私たちが、処罰を免れることができないのは当然で
はありませんか。 二十六 あのときは、その声が地を揺
り動かしましたが、このたびは約束をもって、こう言
われます。「わたしは、もう一度、地だけではなく、
天も揺り動かす。」 二十七 この「もう一度」というこ
とばは、決して揺り動かされることのないものが残る
ために、すべての造られた、揺り動かされるものが取
り除かれることを示しています。 二十八 こういうわけ
で、私たちは揺り動かされない御国を受けているので
すから、感謝しようではありませんか。こうして私た
ちは、慎みと恐れとをもって、神に喜ばれるように奉
仕をすることができるのです。 二十九 私たちの神は焼
き尽くす火です。

兄弟愛をいつも持っていなさい。 二 旅人
をもてなすことを忘れてはいけません。こ

うして、ある人々は御使いたちを、それとは知らずに
もてなしました。 三 牢につながれている人々を、自分
も牢にいる気持ちで思いやり、また、自分も肉体を持
っているのですから、苦しめられている人々を思いや
りなさい。 四 結婚がすべての人に尊ばれるようにしな
さい。寝床を汚してはいけません。なぜなら、神は不
品行な者と姦淫を行なう者とをさばかれるからです。
五 金銭を愛する生活をしてはいけません。いま持って
いるもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるの
です。「わたしは決してあなたを離れず、また、あな
たを捨てない。」 六 そこで、私たちは確信に満ちてこ
う言います。
「主は私の助け手です。私は恐れません。
人間が、私に対して何ができましょう。」

七 神のみことばをあなたがたに話した指導者たちの
ことを、思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見
て、その信仰にならいなさい。 八 イエス・キリスト
は、きのうもきょうも、いつまでも、同じです。 九 さ
まざまの異なった教えによって迷わされてはなりま
せん。食物によってではなく、恵みによって心を強め
るのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得
ませんでした。 十 私たちには一つの祭壇があります。
幕屋で仕える者たちには、この祭壇から食べる権利
がありません。 十一 動物の血は、罪のための供え物と
して、大祭司によって聖所の中まで持って行かれます
が、からだは宿営の外で焼かれるからです。 十二 です
から、イエスも、ご自分の血によって民をきよめるた
めに、門の外で苦しみを受けられました。 十三 ですか
ら、私たちは、キリストのはずかしめを身に負って、
宿営の外に出て、みもとに行こうではありませんか。
十四 私たちは、この地上に永遠の都を持っているので
はなく、むしろ後に来ようとしている都を求めている
のです。 十五 ですから、私たちはキリストを通して、
賛美のいけにえ、すなわち御名をたたえるくちびる
の果実を、神に絶えずささげようではありませんか。
十六 善を行なうことと、持ち物を人に分けることとを
怠ってはいけません。神はこのようないけにえを喜ば
れるからです。 十七 あなたがたの指導者たちの言うこ
とを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明す
る者であって、あなたがたのたましいのために見張り
をしているのです。ですから、この人たちが喜んでそ
のことをし、嘆いてすることにならないようにしなさ
い。そうでないと、あなたがたの益にならないからで
す。

十八 私たちのために祈ってください。私たちは、正
しい良心を持っていると確信しており、何事につい
ても正しく行動しようと願っているからです。 十九 ま
た、もっと祈ってくださるよう特にお願いします。そ
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れだけ、私があなたがたのところに早く帰れるように
なるからです。

二十 永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの
主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、
二十一 イエス・キリストにより、御前でみこころにか
なうことを私たちのうちに行ない、あなたがたがみこ
ころを行なうことができるために、すべての良いこと
について、あなたがたを完全な者としてくださいます
ように。どうか、キリストに栄光が世々限りなくあり
ますように。アーメン。

二十二 兄弟たち。このような勧めのことばを受けてく
ださい。私はただ手短に書きました。 二十三 私たちの
兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし
彼が早く来れば、私は彼といっしょにあなたがたに会
えるでしょう。 二十四 すべてのあなたがたの指導者た
ち、また、すべての聖徒たちによろしく言ってくださ
い。イタリヤから来た人たちが、あなたがたによろし
くと言っています。

二十五 恵みが、あなたがたすべてとともにありますよ
うに。

ヘブル人への手紙 十三:二十 209 ヘブル人への手紙 十三:二十五



一

二

ヤコブの手紙

神と主イエス・キリストのしもべヤコブが、
国外に散っている十二の部族へあいさつを送

ります。
二 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。 三 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。 四 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。

五 あなたがたの中に知恵の欠けた人がいるなら、そ
の人は、だれにでも惜しげなく、とがめることなくお
与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えら
れます。 六 ただし、少しも疑わずに、信じて願いなさ
い。疑う人は、風に吹かれて揺れ動く、海の大波のよ
うです。 七 そういう人は、主から何かをいただけると
思ってはなりません。 八 そういうのは、二心のある人
で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です。

九 貧しい境遇にある兄弟は、自分の高い身分を誇り
としなさい。 十 富んでいる人は、自分が低くされるこ
とに誇りを持ちなさい。なぜなら、富んでいる人は、
草の花のように過ぎ去って行くからです。 十一 太陽が
熱風を伴って上って来ると、草を枯らしてしまいま
す。すると、その花は落ち、美しい姿は滅びます。同
じように、富んでいる人も、働きの最中に消えて行く
のです。

十二 試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと
認められた人は、神を愛する者に約束された、いのち
の冠を受けるからです。 十三 だれでも誘惑に会ったと
き、神によって誘惑された、と言ってはいけません。
神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分でだ
れを誘惑なさることもありません。 十四 人はそれぞれ
自分の欲に引かれ、おびき寄せられて、誘惑されるの
です。 十五 欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を
生みます。 十六 愛する兄弟たち。だまされないように
しなさい。 十七 すべての良い贈り物、また、すべての
完全な賜物は上から来るのであって、光を造られた父
から下るのです。父には移り変わりや、移り行く影は
ありません。 十八 父はみこころのままに、真理のこと
ばをもって私たちをお生みになりました。私たちを、
いわば被造物の初穂にするためなのです。

十九 愛する兄弟たち。あなたがたはそのことを知っ
ているのです。しかし、だれでも、聞くには早く、
語るにはおそく、怒るにはおそいようにしなさい。
二十 人の怒りは、神の義を実現するものではありませ
ん。 二十一 ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨
て去り、心に植えつけられたみことばを、すなおに
受け入れなさい。みことばは、あなたがたのたまし
いを救うことができます。 二十二 また、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。 二十三 みことばを聞いて
も行なわない人がいるなら、その人は自分の生まれ
つきの顔を鏡で見る人のようです。 二十四 自分をなが
めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであっ
たかを忘れてしまいます。 二十五 ところが、完全な律
法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人
は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、事を実行す
る人になります。こういう人は、その行ないによって
祝福されます。 二十六 自分は宗教に熱心であると思っ
ても、自分の舌にくつわをかけず、自分の心を欺いて
いるなら、そのような人の宗教はむなしいものです。
二十七 父なる神の御前できよく汚れのない宗教は、孤
児や、やもめたちが困っているときに世話をし、この
世から自分をきよく守ることです。

私の兄弟たち。あなたがたは私たちの栄光の
主イエス・キリストを信じる信仰を持ってい

るのですから、人をえこひいきしてはいけません。
二 あなたがたの会堂に、金の指輪をはめ、りっぱな服
装をした人がはいって来、またみすぼらしい服装をし
た貧しい人もはいって来たとします。 三 あなたがた
が、りっぱな服装をした人に目を留めて、「あなた
は、こちらの良い席におすわりなさい。」と言い、貧
しい人には、「あなたは、そこで立っていなさい。で
なければ、私の足もとにすわりなさい。」と言うとす
れば、 四 あなたがたは、自分たちの間で差別を設け、
悪い考え方で人をさばく者になったのではありません
か。 五 よく聞きなさい。愛する兄弟たち。神は、この
世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛
する者に約束されている御国を相続する者とされたで
はありませんか。 六 それなのに、あなたがたは貧しい
人を軽蔑したのです。あなたがたをしいたげるのは富
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三

んだ人たちではありませんか。また、あなたがたを裁
判所に引いて行くのも彼らではありませんか。 七 あな
たがたがその名で呼ばれている尊い御名をけがすのも
彼らではありませんか。 八 もし、ほんとうにあなたが
たが、聖書に従って、「あなたの隣人をあなた自身の
ように愛せよ。」という最高の律法を守るなら、あな
たがたの行ないはりっぱです。 九 しかし、もし人をえ
こひいきするなら、あなたがたは罪を犯しており、律
法によって違反者として責められます。 十 律法全体を
守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべて
を犯した者となったのです。 十一 なぜなら、「姦淫し
てはならない。」と言われた方は、「殺してはならな
い。」とも言われたからです。そこで、姦淫しなくて
も人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったの
です。 十二 自由の律法によってさばかれる者らしく語
り、またそのように行ないなさい。 十三 あわれみを示
したことのない者に対するさばきは、あわれみのない
さばきです。あわれみは、さばきに向かって勝ち誇る
のです。

十四 私の兄弟たち。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。 十五 もし、兄弟また姉妹のだれかが、
着る物がなく、また、毎日の食べ物にもこと欠いてい
るようなときに、 十六 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。 十七 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。 十八 さらに、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。」 十九 あな
たは、神はおひとりだと信じています。りっぱなこと
です。ですが、悪霊どももそう信じて、身震いしてい
ます。 二十 ああ愚かな人よ。あなたは行ないのない信
仰がむなしいことを知りたいと思いますか。 二十一 私
たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇にささ
げたとき、行ないによって義と認められたではありま
せんか。 二十二 あなたの見ているとおり、彼の信仰は
彼の行ないとともに働いたのであり、信仰は行ない
によって全うされ、 二十三 そして、「アブラハムは神
を信じ、その信仰が彼の義とみなされた。」という聖
書のことばが実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。
二十四 人は行ないによって義と認められるのであって、
信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。
二十五 同様に、遊女ラハブも、使者たちを招き入れ、別

の道から送り出したため、その行ないによって義と認
められたではありませんか。 二十六 たましいを離れた
からだが、死んだものであるのと同様に、行ないのな
い信仰は、死んでいるのです。

私の兄弟たち。多くの者が教師になってはい
けません。ご承知のように、私たち教師は、

格別きびしいさばきを受けるのです。 二 私たちはみ
な、多くの点で失敗をするものです。もし、ことばで
失敗をしない人がいたら、その人は、からだ全体もり
っぱに制御できる完全な人です。 三 馬を御するため
に、くつわをその口にかけると、馬のからだ全体を引
き回すことができます。 四 また、船を見なさい。あの
ように大きな物が、強い風に押されているときでも、
ごく小さなかじによって、かじを取る人の思いどおり
の所へ持って行かれるのです。 五 同様に、舌も小さな
器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧な
さい。あのように小さい火があのような大きい森を燃
やします。 六 舌は火であり、不義の世界です。舌は私
たちの器官の一つですが、からだ全体を汚し、人生の
車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。
七 どのような種類の獣も鳥も、はうものも海の生き物
も、人類によって制せられるし、すでに制せられてい
ます。 八 しかし、舌を制御することは、だれにもでき
ません。それは少しもじっとしていない悪であり、死
の毒に満ちています。 九 私たちは、舌をもって、主で
あり父である方をほめたたえ、同じ舌をもって、神に
かたどって造られた人をのろいます。 十 賛美とのろい
が同じ口から出て来るのです。私の兄弟たち。このよ
うなことは、あってはなりません。 十一 泉が甘い水と
苦い水を同じ穴からわき上がらせるというようなこと
があるでしょうか。 十二 私の兄弟たち。いちじくの木
がオリーブの実をならせたり、ぶどうの木がいちじく
の実をならせたりするようなことは、できることでし
ょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことで
す。

十三 あなたがたのうちで、知恵のある、賢い人はだ
れでしょうか。その人は、その知恵にふさわしい柔和
な行ないを、良い生き方によって示しなさい。 十四 し
かし、もしあなたがたの心の中に、苦いねたみと敵対
心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆ら
って偽ることになります。 十五 そのような知恵は、上
から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に
属するものです。 十六 ねたみや敵対心のあるところに
は、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行ないがあるから
です。 十七 しかし、上からの知恵は、第一に純真であ
り、次に平和、寛容、温順であり、また、あわれみと
良い実とに満ち、えこひいきがなく、見せかけのない
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四 五

ものです。 十八 義の実を結ばせる種は、平和をつくる
人によって平和のうちに蒔かれます。

何が原因で、あなたがたの間に戦いや争いが
あるのでしょう。あなたがたのからだの中で

戦う欲望が原因ではありませんか。 二 あなたがたは、
ほしがっても自分のものにならないと、人殺しをする
のです。うらやんでも手に入れることができないと、
争ったり、戦ったりするのです。あなたがたのものに
ならないのは、あなたがたが願わないからです。 三 願
っても受けられないのは、自分の快楽のために使おう
として、悪い動機で願うからです。 四 貞操のない人た
ち。世を愛することは神に敵することであることがわ
からないのですか。世の友となりたいと思ったら、そ
の人は自分を神の敵としているのです。 五 それとも、
「神は、私たちのうちに住まわせた御霊を、ねたむほ
どに慕っておられる。」という聖書のことばが、無意
味だと思うのですか。 六 しかし、神は、さらに豊かな
恵みを与えてくださいます。ですから、こう言われて
います。「神は、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵
みをお授けになる。」 七 ですから、神に従いなさい。
そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔
はあなたがたから逃げ去ります。 八 神に近づきなさ
い。そうすれば、神はあなたがたに近づいてください
ます。罪ある人たち。手を洗いきよめなさい。二心の
人たち。心をきよくしなさい。 九 あなたがたは、苦し
みなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなたがたの
笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。 十 主の御
前でへりくだりなさい。そうすれば、主があなたがた
を高くしてくださいます。

十一 兄弟たち。互いに悪口を言い合ってはいけませ
ん。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟をさばく者
は、律法の悪口を言い、律法をさばいているのです。
あなたが、もし律法をさばくなら、律法を守る者では
なくて、さばく者です。 十二 律法を定め、さばきを行
なう方は、ただひとりであり、その方は救うことも滅
ぼすこともできます。隣人をさばくあなたは、いった
い何者ですか。

十三 聞 き な さ い。 「き ょ う か、 あ す、 こ れ こ れ の
町に行き、そこに一年いて、商売をして、もうけよ
う。」と言う人たち。 十四 あなたがたには、あすのこ
とはわからないのです。あなたがたのいのちは、いっ
たいどのようなものですか。あなたがたは、しばら
くの間現われて、それから消えてしまう霧にすぎま
せん。 十五 むしろ、あなたがたはこう言うべきです。
「主のみこころなら、私たちは生きていて、このこと
を、または、あのことをしよう。」 十六 ところがこの
とおり、あなたがたはむなしい誇りをもって高ぶって
います。そのような高ぶりは、すべて悪いことです。

十七 こういうわけで、なすべき正しいことを知ってい
ながら行なわないなら、それはその人の罪です。

聞きなさい。金持ちたち。あなたがたの上に
迫って来る悲惨を思って泣き叫びなさい。

二 あなたがたの富は腐っており、あなたがたの着物は
虫に食われており、 三 あなたがたの金銀にはさびが来
て、そのさびが、あなたがたを責める証言となり、あ
なたがたの肉を火のように食い尽くします。あなたが
たは、終わりの日に財宝をたくわえました。 四 見なさ
い。あなたがたの畑の刈り入れをした労働者への未払
い賃金が、叫び声をあげています。そして、取り入れ
をした人たちの叫び声は、万軍の主の耳に届いていま
す。 五 あなたがたは、地上でぜいたくに暮らし、快楽
にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせま
した。 六 あなたがたは、正しい人を罪に定めて、殺し
ました。彼はあなたがたに抵抗しません。

七 こういうわけですから、兄弟たち。主が来られる
時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は、大地の貴
重な実りを、秋の雨や春の雨が降るまで、耐え忍んで
待っています。 八 あなたがたも耐え忍びなさい。心を
強くしなさい。主の来られるのが近いからです。 九 兄
弟たち。互いにつぶやき合ってはいけません。さばか
れないためです。見なさい。さばきの主が、戸口のと
ころに立っておられます。 十 苦難と忍耐については、
兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範
にしなさい。 十一 見なさい。耐え忍んだ人たちは幸い
であると、私たちは考えます。あなたがたは、ヨブの
忍耐のことを聞いています。また、主が彼になさった
ことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、あわれみ
に満ちておられる方だということです。

十二 私の兄弟たちよ。何よりもまず、誓わないよう
にしなさい。天をさしても地をさしても、そのほかの
何をさしてもです。ただ、「はい。」を「はい。」、
「いいえ。」を「いいえ。」としなさい。それは、あ
なたがたが、さばきに会わないためです。

十三 あなたがたのうちに苦しんでいる人がいます
か。その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか。
その人は賛美しなさい。 十四 あなたがたのうちに病気
の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主
の御名によって、オリーブ油を塗って祈ってもらい
なさい。 十五 信仰による祈りは、病む人を回復させま
す。主はその人を立たせてくださいます。また、もし
その人が罪を犯していたなら、その罪は赦されます。
十六 ですから、あなたがたは、互いに罪を言い表わ
し、互いのために祈りなさい。いやされるためです。
義人の祈りは働くと、大きな力があります。 十七 エリ
ヤは、私たちと同じような人でしたが、雨が降らない
ように祈ると、三年六か月の間、地に雨が降りません
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でした。 十八 そして、再び祈ると、天は雨を降らせ、
地はその実を実らせました。

十九 私の兄弟たち。あなたがたのうちに、真理から
迷い出た者がいて、だれかがその人を連れ戻すよう

なことがあれば、 二十 罪人を迷いの道から引き戻す者
は、罪人のたましいを死から救い出し、また、多くの
罪をおおうのだということを、あなたがたは知ってい
なさい。
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一

ペテロの手紙第一

イエス・キリストの使徒ペテロから、ポン
ト、ガラテヤ、カパドキヤ、アジヤ、ビテニ

ヤに散って寄留している、選ばれた人々、すなわち、
二 父なる神の予知に従い、御霊のきよめによって、イ
エス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけ
を受けるように選ばれた人々へ。どうか、恵みと平安
が、あなたがたの上にますます豊かにされますよう
に。

三 私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめた
たえられますように。神は、ご自分の大きなあわれみ
のゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえ
られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、
生ける望みを持つようにしてくださいました。 四 ま
た、朽ちることも汚れることも、消えて行くこともな
い資産を受け継ぐようにしてくださいました。これ
はあなたがたのために、天にたくわえられているの
です。 五 あなたがたは、信仰により、神の御力によっ
て守られており、終わりのときに現わされるように用
意されている救いをいただくのです。 六 そういうわ
けで、あなたがたは大いに喜んでいます。ただ、いま
しばらくの間は、やむをえず、さまざまの試練のため
に、悩まされていますが、 七 信仰の試練は、火を通し
て精練されてもなお朽ちて行く金よりも尊いのであっ
て、イエス・キリストの現われのときに称賛と光栄と
栄誉に至るものであることがわかります。 八 あなたが
たはイエス・キリストを見たことはないけれども愛し
ており、いま見てはいないけれども信じており、こと
ばに尽くすことのできない、栄えに満ちた喜びにおど
っています。 九 これは、信仰の結果である、たましい
の救いを得ているからです。 十 この救いについては、
あなたがたに対する恵みについて預言した預言者たち
も、熱心に尋ね、細かく調べました。 十一 彼らは、自
分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリスト
の苦難とそれに続く栄光を前もってあかしされたと
き、だれを、また、どのような時をさして言われたの
かを調べたのです。 十二 彼らは、それらのことが、自
分たちのためではなく、あなたがたのための奉仕であ
るとの啓示を受けました。そして今や、それらのこと
は、天から送られた聖霊によってあなたがたに福音を
語った人々を通して、あなたがたに告げ知らされたの

です。それは御使いたちもはっきり見たいと願ってい
ることなのです。

十三 ですから、あなたがたは、心を引き締め、身を
慎み、イエス・キリストの現われのときあなたがた
にもたらされる恵みを、ひたすら待ち望みなさい。
十四 従順な子どもとなり、以前あなたがたが無知であ
ったときのさまざまな欲望に従わず、 十五 あなたがた
を召してくださった聖なる方にならって、あなたが
た自身も、あらゆる行ないにおいてきよくなりなさ
い。 十六 それは、「わたしが聖であるから、あなたが
たも、聖でなければならない。」と書いてあるからで
す。 十七 また、人をそれぞれのわざに従って公平にさ
ばかれる方を父と呼んでいるのなら、あなたがたが地
上にしばらくとどまっている間の時を、恐れかしこん
で過ごしなさい。 十八 ご承知のように、あなたがたが
先祖から伝わったむなしい生き方から贖い出されたの
は、銀や金のような朽ちる物にはよらず、 十九 傷もな
く汚れもない小羊のようなキリストの、尊い血によっ
たのです。 二十 キリストは、世の始まる前から知られ
ていましたが、この終わりの時に、あなたがたのため
に、現われてくださいました。 二十一 あなたがたは、
死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄
光を与えられた神を、キリストによって信じる人々で
す。このようにして、あなたがたの信仰と希望は神に
かかっているのです。

二十二 あなたがたは、真理に従うことによって、たま
しいをきよめ、偽りのない兄弟愛を抱くようになっ
たのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。
二十三 あなたがたが新しく生まれたのは、朽ちる種か
らではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつま
でも変わることのない、神のことばによるのです。
二十四 「人はみな草のようで、
その栄えは、みな草の花のようだ。
草はしおれ、
花は散る。
二十五 しかし、主のことばは、
とこしえに変わることがない。」
とあるからです。あなたがたに宣べ伝えられた福音の
ことばがこれです。
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二

三

ですから、あなたがたは、すべての悪意、す
べてのごまかし、いろいろな偽善やねたみ、

すべての悪口を捨てて、 二 生まれたばかりの乳飲み子
のように、純粋な、みことばの乳を慕い求めなさい。
それによって成長し、救いを得るためです。 三 あなた
がたはすでに、主がいつくしみ深い方であることを味
わっているのです。 四 主のもとに来なさい。主は、人
には捨てられたが、神の目には、選ばれた、尊い、生
ける石です。 五 あなたがたも生ける石として、霊の家
に築き上げられなさい。そして、きよい祭司として、
イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊のいけに
えをささげなさい。 六 なぜなら、聖書にこうあるから
です。
「見よ。わたしはシオンに、選ばれた石、
尊い礎石を置く。
彼に信頼する者は、
決して失望させられることがない。」
七 したがって、より頼んでいるあなたがたには尊いも
のですが、より頼んでいない人々にとっては、「家を
建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となった。」
のであって、 八 「つまずきの石、妨げの岩。」なので
す。彼らがつまずくのは、みことばに従わないから
ですが、またそうなるように定められていたのです。
九 しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王である祭
司、きよい国民、神の所有とされた民です。それは、
あなたがたを、やみの中から、ご自分の驚くべき光の
中に招いてくださった方のすばらしいみわざを、あな
たがたが宣べ伝えるためなのです。 十 あなたがたは、
以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、
以前はあわれみを受けない者であったのに、今はあわ
れみを受けた者です。

十一 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。 十二 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。

十三 人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いな
さい。それが主権者である王であっても、 十四 また、
悪を行なう者を罰し、善を行なう者をほめるように
王から遣わされた総督であっても、そうしなさい。
十五 というのは、善を行なって、愚かな人々の無知の
口を封じることは、神のみこころだからです。 十六 あ
なたがたは自由人として行動しなさい。その自由を、
悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。
十七 すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を
恐れ、王を尊びなさい。

十八 しもべたちよ。尊敬の心を込めて主人に服従し
なさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横
暴な主人に対しても従いなさい。 十九 人がもし、不当
な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆ
えに、悲しみをこらえるなら、それは喜ばれること
です。 二十 罪を犯したために打ちたたかれて、それを
耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。
けれども、善を行なっていて苦しみを受け、それを
耐え忍ぶとしたら、それは、神に喜ばれることです。
二十一 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。 二十二 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。 二十三 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。 二十四 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。キリストの打ち傷の
ゆえに、あなたがたは、いやされたのです。 二十五 あ
なたがたは、羊のようにさまよっていましたが、今
は、自分のたましいの牧者であり監督者である方のも
とに帰ったのです。

同じように、妻たちよ。自分の夫に服従しな
さい。たとい、みことばに従わない夫であっ

ても、妻の無言のふるまいによって、神のものとされ
るようになるためです。 二 それは、あなたがたの、神
を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。
三 あなたがたは、髪を編んだり、金の飾りをつけた
り、着物を着飾るような外面的なものでなく、 四 むし
ろ、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを
持つ、心の中の隠れた人がらを飾りにしなさい。これ
こそ、神の御前に価値あるものです。 五 むかし神に望
みを置いた敬虔な婦人たちも、このように自分を飾っ
て、夫に従ったのです。 六 たとえばサラも、アブラハ
ムを主と呼んで彼に従いました。あなたがたも、どん
なことをも恐れないで善を行なえば、サラの子となる
のです。

七 同じように、夫たちよ。妻が女性であって、自分
よりも弱い器だということをわきまえて妻とともに生
活し、いのちの恵みをともに受け継ぐ者として尊敬し
なさい。それは、あなたがたの祈りが妨げられないた
めです。

八 最後に申します。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。 九 悪をもって悪に報いず、侮辱をもっ
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。
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四

五

十 「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、
十一 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。
十二 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。」

十三 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。 十四 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。 十五 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。 十六 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。
十七 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。 十八 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、肉においては死に渡され、霊においては生かされ
て、私たちを神のみもとに導くためでした。 十九 その
霊において、キリストは捕われの霊たちのところに行
ってみことばを宣べられたのです。 二十 昔、ノアの時
代に、箱舟が造られていた間、神が忍耐して待ってお
られたときに、従わなかった霊たちのことです。わず
か八人の人々が、この箱舟の中で、水を通って救われ
たのです。 二十一 そのことは、今あなたがたを救うバ
プテスマをあらかじめ示した型なのです。バプテスマ
は肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の
神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるも
のです。 二十二 キリストは天に上り、御使いたち、お
よび、もろもろの権威と権力を従えて、神の右の座に
おられます。

このように、キリストは肉体において苦しみ
を受けられたのですから、あなたがたも同じ

心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦し
みを受けた人は、罪とのかかわりを断ちました。 二 こ
うしてあなたがたは、地上の残された時を、もはや人
間の欲望のためではなく、神のみこころのために過ご
すようになるのです。 三 あなたがたは、異邦人たちが
したいと思っていることを行ない、好色、情欲、酔

酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけっ
たものですが、それは過ぎ去った時で、もう十分で
す。 四 彼らは、あなたがたが自分たちといっしょに度
を過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪
口を言います。 五 彼らは、生きている人々をも死んだ
人々をも、すぐにもさばこうとしている方に対し、申
し開きをしなければなりません。 六 というのは、死ん
だ人々にも福音が宣べ伝えられていたのですが、それ
はその人々が肉体においては人間としてさばきを受け
るが、霊においては神によって生きるためでした。

七 万物の終わりが近づきました。ですから、祈りの
ために、心を整え身を慎みなさい。 八 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。 九 つぶやかないで、互いに親切にもてなし
合いなさい。 十 それぞれが賜物を受けているのですか
ら、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜
物を用いて、互いに仕え合いなさい。 十一 語る人があ
れば、神のことばにふさわしく語り、奉仕する人があ
れば、神が豊かに備えてくださる力によって、それに
ふさわしく奉仕しなさい。それは、すべてのことにお
いて、イエス・キリストを通して神があがめられるた
めです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありま
すように。アーメン。

十二 愛する者たち。あなたがたを試みるためにあな
たがたの間に燃えさかる火の試練を、何か思いがけな
いことが起こったかのように驚き怪しむことなく、
十三 むしろ、キリストの苦しみにあずかれるのですか
ら、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が現わ
れるときにも、喜びおどる者となるためです。 十四 も
しキリストの名のために非難を受けるなら、あなたが
たは幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の
御霊が、あなたがたの上にとどまってくださるからで
す。 十五 あなたがたのうちのだれも、人殺し、盗人、
悪を行なう者、みだりに他人に干渉する者として苦し
みを受けるようなことがあってはなりません。 十六 し
かし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じ
ることはありません。かえって、この名のゆえに神を
あがめなさい。 十七 なぜなら、さばきが神の家から始
まる時が来ているからです。さばきが、まず私たちか
ら始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの
終わりは、どうなることでしょう。 十八 義人がかろう
じて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人た
ちは、いったいどうなるのでしょう。 十九 ですから、
神のみこころに従ってなお苦しみに会っている人々
は、善を行なうにあたって、真実であられる創造者に
自分のたましいをお任せしなさい。

そこで、私は、あなたがたのうちの長老たち
に、同じく長老のひとり、キリストの苦難の
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証人、また、やがて現われる栄光にあずかる者とし
て、お勧めします。 二 あなたがたのうちにいる、神の
羊の群れを、牧しなさい。強制されてするのではな
く、神に従って、自分から進んでそれをなし、卑しい
利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしな
さい。 三 あなたがたは、その割り当てられている人
たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となり
なさい。 四 そうすれば、大牧者が現われるときに、あ
なたがたは、しぼむことのない栄光の冠を受けるので
す。 五 同じように、若い人たちよ。長老たちに従いな
さい。みな互いに謙遜を身に着けなさい。神は高ぶる
者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからで
す。

六 ですから、あなたがたは、神の力強い御手の下に
へりくだりなさい。神が、ちょうど良い時に、あなた
がたを高くしてくださるためです。 七 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。 八 身を慎
み、目をさましていなさい。あなたがたの敵である悪
魔が、ほえたけるししのように、食い尽くすべきもの

を捜し求めながら、歩き回っています。 九 堅く信仰に
立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のよう
に、世にあるあなたがたの兄弟である人々は同じ苦し
みを通って来たのです。 十 あらゆる恵みに満ちた神、
すなわち、あなたがたをキリストにあってその永遠の
栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた
がたをしばらくの苦しみのあとで完全にし、堅く立た
せ、強くし、不動の者としてくださいます。 十一 どう
か、神のご支配が世々限りなくありますように。アー
メン。

十二 私の認めている忠実な兄弟シルワノによって、
私はここに簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の
真の恵みであることをあかししました。この恵みの
中に、しっかりと立っていなさい。 十三 バビロンにい
る、あなたがたとともに選ばれた婦人がよろしくと言
っています。また私の子マルコもよろしくと言ってい
ます。 十四 愛の口づけをもって互いにあいさつをかわ
しなさい。

キリストにあるあなたがたすべての者に、平安があ
りますように。
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一

二

ペテロの手紙第二

イエス・キリストのしもべであり使徒である
シモン・ペテロから、私たちの神であり救い

主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ
尊い信仰を受けた方々へ。 二 神と私たちの主イエスを
知ることによって、恵みと平安が、あなたがたの上に
ますます豊かにされますように。 三 というのは、私た
ちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私
たちが知ったことによって、主イエスの、神としての
御力は、いのちと敬虔に関するすべてのことを私たち
に与えるからです。 四 その栄光と徳によって、尊い、
すばらしい約束が私たちに与えられました。それは、
あなたがたが、その約束のゆえに、世にある欲のもた
らす滅びを免れ、神のご性質にあずかる者となるため
です。 五 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、 六 知
識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を、
七 敬虔には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。
八 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。 九 これらを備えていない者は、
近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪がきよ
められたことを忘れてしまったのです。 十 ですから、
兄弟たちよ。ますます熱心に、あなたがたの召された
ことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これ
らのことを行なっていれば、つまずくことなど決して
ありません。 十一 このようにあなたがたは、私たちの
主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国
にはいる恵みを豊かに加えられるのです。

十二 ですから、すでにこれらのことを知っており、
現に持っている真理に堅く立っているあなたがたで
あるとはいえ、私はいつもこれらのことを、あなたが
たに思い起こさせようとするのです。 十三 私が地上の
幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせること
によって、あなたがたを奮い立たせることを、私のな
すべきことと思っています。 十四 それは、私たちの主
イエス・キリストも、私にはっきりお示しになったと
おり、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫ってい
るのを知っているからです。 十五 また、私の去った後
に、あなたがたがいつでもこれらのことを思い起こせ

るよう、私は努めたいのです。 十六 私たちは、あなた
がたに、私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを
知らせましたが、それは、うまく考え出した作り話に
従ったのではありません。この私たちは、キリストの
威光の目撃者なのです。 十七 キリストが父なる神から
誉れと栄光をお受けになったとき、おごそかな、栄光
の神から、こういう御声がかかりました。「これはわ
たしの愛する子、わたしの喜ぶ者である。」 十八 私た
ちは聖なる山で主イエスとともにいたので、天からか
かったこの御声を、自分自身で聞いたのです。 十九 ま
た、私たちは、さらに確かな預言のみことばを持って
います。夜明けとなって、明けの明星があなたがたの
心の中に上るまでは、暗い所を照らすともしびとし
て、それに目を留めているとよいのです。 二十 それに
は何よりも次のことを知っていなければいけません。
すなわち、聖書の預言はみな、人の私的解釈を施して
はならない、ということです。 二十一 なぜなら、預言
は決して人間の意志によってもたらされたのではな
く、聖霊に動かされた人たちが、神からのことばを語
ったのだからです。

しかし、イスラエルの中には、にせ預言者も
出ました。同じように、あなたがたの中に

も、にせ教師が現われるようになります。彼らは、滅
びをもたらす異端をひそかに持ち込み、自分たちを買
い取ってくださった主を否定するようなことさえし
て、自分たちの身にすみやかな滅びを招いています。
二 そして、多くの者が彼らの好色にならい、そのため
に真理の道がそしりを受けるのです。 三 また彼らは、
貪欲なので、作り事のことばをもってあなたがたを食
い物にします。彼らに対するさばきは、昔から怠りな
く行なわれており、彼らが滅ぼされないままでいるこ
とはありません。 四 神は、罪を犯した御使いたちを、
容赦せず、地獄に引き渡し、さばきの時まで暗やみの
穴の中に閉じ込めてしまわれました。 五 また、昔の世
界を赦さず、義を宣べ伝えたノアたち八人の者を保護
し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。 六 また、
ソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不
敬虔な者へのみせしめとされました。 七 また、無節操
な者たちの好色なふるまいによって悩まされていた義
人ロトを救い出されました。 八 というのは、この義人
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三

は、彼らの間に住んでいましたが、不法な行ないを見
聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。
九 これらのことでわかるように、主は、敬虔な者たち
を誘惑から救い出し、不義な者どもを、さばきの日
まで、懲罰のもとに置くことを心得ておられるので
す。 十 汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を
侮る者たちに対しては、特にそうなのです。彼らは、
大胆不敵な、尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそし
って、恐れるところがありません。 十一 それに比べる
と、御使いたちは、勢いにも力にもまさっているにも
かかわらず、主の御前に彼らをそしって訴えることは
しません。 十二 ところがこの者どもは、捕えられ殺さ
れるために自然に生まれついた、理性のない動物と同
じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それ
で動物が滅ぼされるように、彼らも滅ぼされてしまう
のです。 十三 彼らは不義の報いとして損害を受けるの
です。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考
えています。彼らは、しみや傷のようなもので、あな
たがたといっしょに宴席に連なるときに自分たちの
だましごとを楽しんでいるのです。 十四 その目は淫行
に満ちており、罪に関しては飽くことを知らず、心の
定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目があり
ません。彼らはのろいの子です。 十五 彼らは正しい道
を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオ
ルの子バラムの道に従ったのです。 十六 しかし、バラ
ムは自分の罪をとがめられました。ものを言うこと
のないろばが、人間の声でものを言い、この預言者の
気違いざたをはばんだのです。 十七 この人たちは、水
のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意さ
れているものは、まっ暗なやみです。 十八 彼らは、む
なしい大言壮語を吐いており、誤った生き方をしてい
て、ようやくそれをのがれようとしている人々を肉欲
と好色によって誘惑し、 十九 その人たちに自由を約束
しながら、自分自身が滅びの奴隷なのです。人はだれ
かに征服されれば、その征服者の奴隷となったので
す。 二十 主であり救い主であるイエス・キリストを知
ることによって世の汚れからのがれ、その後再びそ
れに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たち
の終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪いもの
となります。 二十一 義の道を知っていながら、自分に
伝えられたそのきよい命令にそむくよりは、それを
知らなかったほうが、彼らにとってよかったのです。
二十二 彼らに起こったことは、「犬は自分の吐いた物
に戻る。」とか、「豚は身を洗って、またどろの中に
ころがる。」とかいう、ことわざどおりです。

愛する人たち。いま私がこの第二の手紙をあ
なたがたに書き送るのは、これらの手紙によ

り、記憶を呼びさまさせて、あなたがたの純真な心を

奮い立たせるためなのです。 二 それは、聖なる預言者
たちによって前もって語られたみことばと、あなたが
たの使徒たちが語った、主であり救い主である方の命
令とを思い起こさせるためなのです。 三 まず第一に、
次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざけ
る者どもがやって来てあざけり、自分たちの欲望に従
って生活し、 四 次のように言うでしょう。「キリスト
の来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時
からこのかた、何事も創造の初めからのままではない
か。」 五 こう言い張る彼らは、次のことを見落として
います。すなわち、天は古い昔からあり、地は神のこ
とばによって水から出て、水によって成ったのであっ
て、 六 当時の世界は、その水により、洪水におおわれ
て滅びました。 七 しかし、今の天と地は、同じみこと
ばによって、火に焼かれるためにとっておかれ、不敬
虔な者どものさばきと滅びとの日まで、保たれている
のです。

八 しかし、愛する人たち。あなたがたは、この一事
を見落としてはいけません。すなわち、主の御前で
は、一日は千年のようであり、千年は一日のようで
す。 九 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。 十 しかし、主の日は、盗人のようにやって来ま
す。その日には、天は大きな響きをたてて消えうせ、
天の万象は焼けてくずれ去り、地と地のいろいろなわ
ざは焼き尽くされます。 十一 このように、これらのも
のはみな、くずれ落ちるものだとすれば、あなたがた
は、どれほどきよい生き方をする敬虔な人でなければ
ならないことでしょう。 十二 そのようにして、神の日
の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければ
なりません。その日が来れば、そのために、天は燃え
てくずれ、天の万象は焼け溶けてしまいます。 十三 し
かし、私たちは、神の約束に従って、正義の住む新し
い天と新しい地を待ち望んでいます。

十四 そういうわけで、愛する人たち。このようなこ
とを待ち望んでいるあなたがたですから、しみも傷も
ない者として、平安をもって御前に出られるように、
励みなさい。 十五 また、私たちの主の忍耐は救いであ
ると考えなさい。それは、私たちの愛する兄弟パウロ
も、その与えられた知恵に従って、あなたがたに書き
送ったとおりです。 十六 その中で、ほかのすべての手
紙でもそうなのですが、このことについて語ってい
ます。その手紙の中には理解しにくいところもありま
す。無知な、心の定まらない人たちは、聖書の他の個
所のばあいもそうするのですが、それらの手紙を曲解
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し、自分自身に滅びを招いています。 十七 愛する人た
ち。そういうわけですから、このことをあらかじめ知
っておいて、よく気をつけ、無節操な者たちの迷いに
誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならない

ようにしなさい。 十八 私たちの主であり救い主である
イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさ
い。このキリストに、栄光が、今も永遠の日に至るま
でもありますように。アーメン。
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一

二

ヨハネの手紙第一

初めからあったもの、私たちが聞いたもの、
目で見たもの、じっと見、また手でさわった

もの、すなわち、いのちのことばについて、 二 ――こ
のいのちが現われ、私たちはそれを見たので、そのあ
かしをし、あなたがたにこの永遠のいのちを伝えま
す。すなわち、御父とともにあって、私たちに現わさ
れた永遠のいのちです。―― 三 私たちの見たこと、聞
いたことを、あなたがたにも伝えるのは、あなたがた
も私たちと交わりを持つようになるためです。私たち
の交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの
交わりです。 四 私たちがこれらのことを書き送るの
は、私たちの喜びが全きものとなるためです。

五 神は光であって、神のうちには暗いところが少し
もない。これが、私たちがキリストから聞いて、あな
たがたに伝える知らせです。 六 もし私たちが、神と交
わりがあると言っていながら、しかもやみの中を歩ん
でいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、
真理を行なってはいません。 七 しかし、もし神が光の
中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるな
ら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は
すべての罪から私たちをきよめます。 八 もし、罪はな
いと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私
たちのうちにありません。 九 もし、私たちが自分の罪
を言い表わすなら、神は真実で正しい方ですから、そ
の罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださ
います。 十 もし、罪を犯してはいないと言うなら、私
たちは神を偽り者とするのです。神のみことばは私た
ちのうちにありません。

私の子どもたち。私がこれらのことを書き送
るのは、あなたがたが罪を犯さないようにな

るためです。もしだれかが罪を犯したなら、私たちに
は、御父の御前で弁護してくださる方があります。そ
れは、義なるイエス・キリストです。 二 この方こそ、
私たちの罪のための、――私たちの罪だけでなく全世
界のための、――なだめの供え物なのです。 三 もし、
私たちが神の命令を守るなら、それによって、私たち
は神を知っていることがわかります。 四 神を知ってい
ると言いながら、その命令を守らない者は、偽り者で
あり、真理はその人のうちにありません。 五 しかし、
みことばを守っている者なら、その人のうちには、確

かに神の愛が全うされているのです。それによって、
私たちが神のうちにいることがわかります。 六 神のう
ちにとどまっていると言う者は、自分でもキリストが
歩まれたように歩まなければなりません。

七 愛する者たち。私はあなたがたに新しい命令を書
いているのではありません。むしろ、これはあなたが
たが初めから持っていた古い命令です。その古い命令
とは、あなたがたがすでに聞いている、みことばのこ
とです。 八 しかし、私は新しい命令としてあなたが
たに書き送ります。これはキリストにおいて真理であ
り、あなたがたにとっても真理です。なぜなら、やみ
が消え去り、まことの光がすでに輝いているからで
す。 九 光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでい
る者は、今もなお、やみの中にいるのです。 十 兄弟を
愛する者は、光の中にとどまり、つまずくことがあり
ません。 十一 兄弟を憎む者は、やみの中におり、やみ
の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか
知らないのです。やみが彼の目を見えなくしたからで
す。

十二 子どもたちよ。私があなたがたに書き送るの
は、主の御名によって、あなたがたの罪が赦された
からです。 十三 父たちよ。私があなたがたに書き送る
のは、あなたがたが、初めからおられる方を、知った
からです。若い者たちよ。私があなたがたに書き送
るのは、あなたがたが悪い者に打ち勝ったからです。
十四 小さい者たちよ。私があなたがたに書いて来たの
は、あなたがたが御父を知ったからです。父たちよ。
私があなたがたに書いて来たのは、あなたがたが、
初めからおられる方を、知ったからです。若い者たち
よ。私があなたがたに書いて来たのは、あなたがたが
強い者であり、神のみことばが、あなたがたのうちに
とどまり、そして、あなたがたが悪い者に打ち勝った
からです。 十五 世をも、世にあるものをも、愛しては
なりません。もしだれでも世を愛しているなら、その
人のうちに御父を愛する愛はありません。 十六 すべて
の世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし
向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この
世から出たものだからです。 十七 世と世の欲は滅び去
ります。しかし、神のみこころを行なう者は、いつま
でもながらえます。
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三

十八 小さい者たちよ。今は終わりの時です。あなた
がたが反キリストの来ることを聞いていたとおり、
今や多くの反キリストが現われています。それによっ
て、今が終わりの時であることがわかります。 十九 彼
らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私た
ちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であ
ったのなら、私たちといっしょにとどまっていたこと
でしょう。しかし、そうなったのは、彼らがみな私た
ちの仲間でなかったことが明らかにされるためなので
す。 二十 あなたがたには聖なる方からの注ぎの油があ
るので、だれでも知識を持っています。 二十一 このよ
うに書いて来たのは、あなたがたが真理を知らないか
らではなく、真理を知っているからであり、また、偽
りはすべて真理から出てはいないからです。 二十二 偽
り者とは、イエスがキリストであることを否定する
者でなくてだれでしょう。御父と御子を否認する者、
それが反キリストです。 二十三 だれでも御子を否認す
る者は、御父を持たず、御子を告白する者は、御父を
も持っているのです。 二十四 あなたがたは、初めから
聞いたことを、自分たちのうちにとどまらせなさい。
もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あ
なたがたも御子および御父のうちにとどまるのです。
二十五 それがキリストご自身の私たちにお与えになっ
た約束であって、永遠のいのちです。 二十六 私は、あ
なたがたを惑わそうとする人たちについて以上のこと
を書いて来ました。 二十七 あなたがたのばあいは、キ
リストから受けた油注ぎをいつも自分たちのうちに持
っているので、だれからも教えを受ける必要がありま
せん。その油がすべてのことについてあなたがたを教
えるように、――その教えは真理であって偽りではあ
りません。――また、その油があなたがたに教えたと
おりに、あなたがたはキリストのうちにとどまるので
す。 二十八 そこで、子どもたちよ。キリストのうちに
とどまっていなさい。それは、キリストが現われると
き、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、御前で
恥じ入るということのないためです。 二十九 もしあな
たがたが、神は正しい方であると知っているなら、義
を行なう者がみな神から生まれたこともわかるはずで
す。

私たちが神の子どもと呼ばれるために、――
事実、いま私たちは神の子どもです。――御

父はどんなにすばらしい愛を与えてくださったことで
しょう。世が私たちを知らないのは、御父を知らない
からです。 二 愛する者たち。私たちは、今すでに神の
子どもです。後の状態はまだ明らかにされていませ
ん。しかし、キリストが現われたなら、私たちはキリ
ストに似た者となることがわかっています。なぜなら
そのとき、私たちはキリストのありのままの姿を見る

からです。 三 キリストに対するこの望みをいだく者
はみな、キリストがきよくあられるように、自分をき
よくします。 四 罪を犯している者はみな、不法を行な
っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。
五 キリストが現われたのは罪を取り除くためであった
ことを、あなたがたは知っています。キリストには何
の罪もありません。 六 だれでもキリストのうちにと
どまる者は、罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む
者はだれも、キリストを見てもいないし、知ってもい
ないのです。 七 子どもたちよ。だれにも惑わされては
いけません。義を行なう者は、キリストが正しくあら
れるのと同じように正しいのです。 八 罪のうちを歩む
者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯し
ているからです。神の子が現われたのは、悪魔のしわ
ざを打ちこわすためです。 九 だれでも神から生まれ
た者は、罪のうちを歩みません。なぜなら、神の種が
その人のうちにとどまっているからです。その人は神
から生まれたので、罪のうちを歩むことができないの
です。 十 そのことによって、神の子どもと悪魔の子ど
もとの区別がはっきりします。義を行なわない者はだ
れも、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない
者もそうです。 十一 互いに愛し合うべきであるという
ことは、あなたがたが初めから聞いている教えです。
十二 カインのようであってはいけません。彼は悪い者
から出た者で、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺した
のでしょう。自分の行ないは悪く、兄弟の行ないは正
しかったからです。

十三 兄弟たち。世があなたがたを憎んでも、驚いて
はいけません。 十四 私たちは、自分が死からいのちに
移ったことを知っています。それは、兄弟を愛してい
るからです。愛さない者は、死のうちにとどまってい
るのです。 十五 兄弟を憎む者はみな、人殺しです。い
うまでもなく、だれでも人を殺す者のうちに、永遠の
いのちがとどまっていることはないのです。 十六 キリ
ストは、私たちのために、ご自分のいのちをお捨てに
なりました。それによって私たちに愛がわかったので
す。ですから私たちは、兄弟のために、いのちを捨て
るべきです。 十七 世の富を持ちながら、兄弟が困って
いるのを見ても、あわれみの心を閉ざすような者に、
どうして神の愛がとどまっているでしょう。 十八 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。 十九 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。 二十 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。 二十一 愛する者たち。
もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に
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四

五

出ることができ、 二十二 また求めるものは何でも神か
らいただくことができます。なぜなら、私たちが神の
命令を守り、神に喜ばれることを行なっているからで
す。 二十三 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。 二十四 神の命令を
守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちに
おられます。神が私たちのうちにおられるということ
は、神が私たちに与えてくださった御霊によって知る
のです。

愛する者たち。霊だからといって、みな信じ
てはいけません。それらの霊が神からのもの

かどうかを、ためしなさい。なぜなら、にせ預言者が
たくさん世に出て来たからです。 二 人となって来たイ
エス・キリストを告白する霊はみな、神からのもので
す。それによって神からの霊を知りなさい。 三 イエス
を告白しない霊はどれ一つとして神から出たものでは
ありません。それは反キリストの霊です。あなたがた
はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世
に来ているのです。 四 子どもたちよ。あなたがたは神
から出た者です。そして彼らに勝ったのです。あなた
がたのうちにおられる方が、この世のうちにいる、あ
の者よりも力があるからです。 五 彼らはこの世の者で
す。ですから、この世のことばを語り、この世もまた
彼らの言うことに耳を傾けます。 六 私たちは神から出
た者です。神を知っている者は、私たちの言うことに
耳を傾け、神から出ていない者は、私たちの言うこと
に耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの
霊とを見分けます。

七 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。 八 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。 九 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。 十 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。 十一 愛する者たち。神が
これほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私
たちもまた互いに愛し合うべきです。 十二 いまだかつ
て、だれも神を見た者はありません。もし私たちが互
いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の
愛が私たちのうちに全うされるのです。 十三 神は私た
ちに御霊を与えてくださいました。それによって、私
たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられる
ことがわかります。 十四 私たちは、御父が御子を世の
救い主として遣わされたのを見て、今そのあかしをし

ています。 十五 だれでも、イエスを神の御子と告白す
るなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のう
ちにいます。 十六 私たちは、私たちに対する神の愛を
知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにい
る者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられま
す。 十七 このことによって、愛が私たちにおいても完
全なものとなりました。それは私たちが、さばきの日
にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら、
私たちもこの世にあってキリストと同じような者であ
るからです。 十八 愛には恐れがありません。全き愛は
恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴って
いるからです。恐れる者の愛は、全きものとなってい
ないのです。 十九 私たちは愛しています。神がまず私
たちを愛してくださったからです。 二十 神を愛すると
言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者で
す。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えな
い神を愛することはできません。 二十一 神を愛する者
は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリ
ストから受けています。

イエスがキリストであると信じる者はだれで
も、神によって生まれたのです。生んでくだ

さった方を愛する者はだれでも、その方によって生ま
れた者をも愛します。 二 私たちが神を愛してその命令
を守るなら、そのことによって、私たちが神の子ども
たちを愛していることがわかります。 三 神を愛すると
は、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはな
りません。 四 なぜなら、神によって生まれた者はみ
な、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ、世
に打ち勝った勝利です。 五 世に勝つ者とはだれでしょ
う。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。
六 このイエス・キリストは、水と血とによって来られ
た方です。ただ水によってだけでなく、水と血とによ
って来られたのです。そして、あかしをする方は御霊
です。御霊は真理だからです。 七 あかしするものが三
つあります。 八 御霊と水と血です。この三つが一つと
なるのです。 九 もし、私たちが人間のあかしを受け入
れるなら、神のあかしはそれにまさるものです。御子
についてあかしされたことが神のあかしだからです。
十 神の御子を信じる者は、このあかしを自分の心の中
に持っています。神を信じない者は、神を偽り者とす
るのです。神が御子についてあかしされたことを信じ
ないからです。 十一 そのあかしとは、神が私たちに永
遠のいのちを与えられたということ、そしてこのいの
ちが御子のうちにあるということです。 十二 御子を持
つ者はいのちを持っており、神の御子を持たない者は
いのちを持っていません。

十三 私が神の御子の名を信じているあなたがたに対
してこれらのことを書いたのは、あなたがたが永遠の
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いのちを持っていることを、あなたがたによくわから
せるためです。 十四 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。 十五 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。
十六 だれでも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを
見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人の
ために、死に至らない罪を犯している人々に、いのち
をお与えになります。死に至る罪があります。この罪
については、願うようにとは言いません。 十七 不正は
みな罪ですが、死に至らない罪があります。

十八 神によって生まれた者はだれも罪の中に生きな
いことを、私たちは知っています。神から生まれた方
が彼を守っていてくださるので、悪い者は彼に触れる
ことができないのです。 十九 私たちは神からの者であ
り、全世界は悪い者の支配下にあることを知ってい
ます。 二十 しかし、神の御子が来て、真実な方を知る
理解力を私たちに与えてくださったことを知ってい
ます。それで私たちは、真実な方のうちに、すなわち
御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こ
そ、まことの神、永遠のいのちです。 二十一 子どもた
ちよ。偶像を警戒しなさい。
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一

ヨハネの手紙第二

長老から、選ばれた夫人とその子どもたち
へ。私はあなたがたをほんとうに愛していま

す。私だけでなく、真理を知っている人々がみな、そ
うです。 二 このことは、私たちのうちに宿る真理によ
ることです。そして真理はいつまでも私たちとともに
あります。 三 真理と愛のうちに、御父と御父の御子イ
エス・キリストから来る恵みとあわれみと平安は、私
たちとともにあります。

四 あなたの子どもたちの中に、御父から私たちが受
けた命令のとおりに真理のうちを歩んでいる人たちが
あるのを知って、私は非常に喜んでいます。 五 そこで
夫人よ。お願いしたいことがあります。それは私が新
しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持って
いたものなのですが、私たちが互いに愛し合うという
ことです。 六 愛とは、御父の命令に従って歩むことで
あり、命令とは、あなたがたが初めから聞いていると
おり、愛のうちを歩むことです。 七 なぜお願いするか
と言えば、人を惑わす者、すなわち、イエス・キリス

トが人として来られたことを告白しない者が大ぜい
世に出て行ったからです。こういう者は惑わす者であ
り、反キリストです。 八 よく気をつけて、私たちの労
苦の実をだいなしにすることなく、豊かな報いを受け
るようになりなさい。 九 だれでも行き過ぎをして、キ
リストの教えのうちにとどまらない者は、神を持って
いません。その教えのうちにとどまっている者は、御
父をも御子をも持っています。 十 あなたがたのとこ
ろに来る人で、この教えを持って来ない者は、家に受
け入れてはいけません。その人にあいさつのことばを
かけてもいけません。 十一 そういう人にあいさつすれ
ば、その悪い行ないをともにすることになります。

十二 あなたがたに書くべきことがたくさんあります
が、紙と墨でしたくはありません。あなたがたのとこ
ろに行って、顔を合わせて語りたいと思います。私た
ちの喜びが全きものとなるためにです。 十三 選ばれた
あなたの姉妹の子どもたちが、あなたによろしくと言
っています。
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一

ヨハネの手紙第三

長老から、愛するガイオへ。私はあなたをほ
んとうに愛しています。

二 愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得てい
るようにすべての点でも幸いを得、また健康であるよ
うに祈ります。 三 兄弟たちがやって来ては、あなたが
真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私
は非常に喜んでいます。 四 私の子どもたちが真理に歩
んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜び
はありません。

五 愛する者よ。あなたが、旅をしているあの兄弟た
ちのために行なっているいろいろなことは、真実な行
ないです。 六 彼らは教会の集まりであなたの愛につい
てあかししました。あなたが神にふさわしいしかたで
彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それはりっぱ
なことです。 七 彼らは御名のために出て行きました。
異邦人からは何も受けていません。 八 ですから、私
たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれ
ば、私たちは真理のために彼らの同労者となれるので
す。

九 私は教会に対して少しばかり書き送ったのです
が、彼らの中でかしらになりたがっているデオテレペ

スが、私たちの言うことを聞き入れません。 十 それ
で、私が行ったら、彼のしている行為を取り上げるつ
もりです。彼は意地悪いことばで私たちをののしり、
それでもあきたらずに、自分が兄弟たちを受け入れな
いばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教
会から追い出しているのです。 十一 愛する者よ。悪を
見ならわないで、善を見ならいなさい。善を行なう者
は神から出た者であり、悪を行なう者は神を見たこと
のない者です。 十二 デメテリオはみなの人からも、ま
た真理そのものからも証言されています。私たちも証
言します。私たちの証言が真実であることは、あなた
も知っているところです。

十三 あなたに書き送りたいことがたくさんありまし
たが、筆と墨でしたくはありません。 十四 間もなくあ
なたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し
合いましょう。 十五 平安があなたにありますように。
友人たちが、あなたによろしくと言っています。そち
らの友人たちひとりひとりによろしくと言ってくださ
い。
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一

ユダの手紙

イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの
兄弟であるユダから、父なる神にあって愛さ

れ、イエス・キリストのために守られている、召され
た方々へ。 二 どうか、あわれみと平安と愛が、あなた
がたの上に、ますます豊かにされますように。

三 愛する人々。私はあなたがたに、私たちがともに
受けている救いについて手紙を書こうとして、あらゆ
る努力をしていましたが、聖徒にひとたび伝えられた
信仰のために戦うよう、あなたがたに勧める手紙を
書く必要が生じました。 四 というのは、ある人々が、
ひそかに忍び込んで来たからです。彼らは、このよう
なさばきに会うと昔から前もってしるされている人々
で、不敬虔な者であり、私たちの神の恵みを放縦に変
えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・
キリストを否定する人たちです。

五 あなたがたは、すべてのことをすっかり知ってい
るにしても、私はあなたがたに思い出させたいことが
あるのです。それは主が、民をエジプトの地から救い
出し、次に、信じない人々を滅ぼされたということで
す。 六 また、主は、自分の領域を守らず、自分のおる
べき所を捨てた御使いたちを、大いなる日のさばきの
ために、永遠の束縛をもって、暗やみの下に閉じ込め
られました。 七 また、ソドム、ゴモラおよび周囲の
町々も彼らと同じように、好色にふけり、不自然な肉
欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて、みせ
しめにされています。 八 それなのに、この人たちもま
た同じように、夢見る者であり、肉体を汚し、権威あ
る者を軽んじ、栄えある者をそしっています。 九 御使
いのかしらミカエルは、モーセのからだについて、悪
魔と論じ、言い争ったとき、あえて相手をののしり、
さばくようなことはせず、「主があなたを戒めてくだ
さるように。」と言いました。 十 しかし、この人たち
は、自分には理解もできないことをそしり、わきまえ
のない動物のように、本能によって知るような事が
らの中で滅びるのです。 十一 忌まわしいことです。彼
らは、カインの道を行き、利益のためにバラムの迷い
に陥り、コラのようにそむいて滅びました。 十二 彼ら
は、あなたがたの愛餐のしみです。恐れげもなくとも

に宴を張りますが、自分だけを養っている者であり、
風に吹き飛ばされる、水のない雲、実を結ばない、枯
れに枯れて、根こそぎにされた秋の木、 十三 自分の恥
のあわをわき立たせる海の荒波、さまよう星です。ま
っ暗なやみが、彼らのために永遠に用意されていま
す。 十四 アダムから七代目のエノクも、彼らについて
預言してこう言っています。「見よ。主は千万の聖徒
を引き連れて来られる。 十五 すべての者にさばきを行
ない、不敬虔な者たちの、神を恐れずに犯した行為の
いっさいと、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆
らった無礼のいっさいとについて、彼らを罪に定める
ためである。」 十六 彼らはぶつぶつ言う者、不平を鳴
らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口
は大きなことを言い、利益のためにへつらって人をほ
めるのです。

十七 愛する人々よ。私たちの主イエス・キリストの
使徒たちが、前もって語ったことばを思い起こして
ください。 十八 彼らはあなたがたにこう言いました。
「終わりの時には、自分の不敬虔な欲望のままにふる
まう、あざける者どもが現われる。」 十九 この人たち
は、御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのまま
の人間です。 二十 しかし、愛する人々よ。あなたがた
は、自分の持っている最もきよい信仰の上に自分自身
を築き上げ、聖霊によって祈り、 二十一 神の愛のうち
に自分自身を保ち、永遠のいのちに至らせる、私たち
の主イエス・キリストのあわれみを待ち望みなさい。
二十二 疑いを抱く人々をあわれみ、 二十三 火の中からつ
かみ出して救い、またある人々を、恐れを感じながら
あわれみ、肉によって汚されたその下着さえも忌みき
らいなさい。

二十四 あなたがたを、つまずかないように守ることが
でき、傷のない者として、大きな喜びをもって栄光の
御前に立たせることのできる方に、 二十五 すなわち、
私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支
配、権威が、私たちの主イエス・キリストを通して、
永遠の先にも、今も、また世々限りなくありますよう
に。アーメン。
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一

二

ヨハネの黙示録

イエス・キリストの黙示。これは、すぐに起
こるはずの事をそのしもべたちに示すため、

神がキリストにお与えになったものである。そしてキ
リストは、その御使いを遣わして、これをしもべヨハ
ネにお告げになった。 二 ヨハネは、神のことばとイエ
ス・キリストのあかし、すなわち、彼の見たすべての
事をあかしした。 三 この預言のことばを朗読する者
と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留
める人々は幸いである。時が近づいているからであ
る。

四 ヨハネから、アジヤにある七つの教会へ。常にい
まし、昔いまし、後に来られる方から、また、その御
座の前におられる七つの御霊から、 五 また、忠実な証
人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王
たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平
安が、あなたがたにあるように。イエス・キリストは
私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き
放ち、 六 また、私たちを王国とし、ご自分の父である
神のために祭司としてくださった方である。キリスト
に栄光と力とが、とこしえにあるように。アーメン。
七 見よ、彼が、雲に乗って来られる。すべての目、こ
とに彼を突き刺した者たちが、彼を見る。地上の諸族
はみな、彼のゆえに嘆く。しかり。アーメン。

八 神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られ
る方、万物の支配者がこう言われる。「わたしはアル
ファであり、オメガである。」

九 私ヨハネは、あなたがたの兄弟であり、あなたが
たとともにイエスにある苦難と御国と忍耐とにあず
かっている者であって、神のことばとイエスのあかし
とのゆえに、パトモスという島にいた。 十 私は、主
の日に御霊に感じ、私のうしろにラッパの音のよう
な大きな声を聞いた。 十一 その声はこう言った。「あ
なたの見ることを巻き物にしるして、七つの教会、
すなわち、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、
サルデス、フィラデルフィヤ、ラオデキヤに送りなさ
い。」 十二 そこで私は、私に語りかける声を見ようと
して振り向いた。振り向くと、七つの金の燭台が見え
た。 十三 それらの燭台の真中には、足までたれた衣を
着て、胸に金の帯を締めた、人の子のような方が見え
た。 十四 その頭と髪の毛は、白い羊毛のように、また

雪のように白く、その目は、燃える炎のようであっ
た。 十五 その足は、炉で精練されて光り輝くしんちゅ
うのようであり、その声は大水の音のようであった。
十六 また、右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃
の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであっ
た。 十七 それで私は、この方を見たとき、その足もと
に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私
の上に置いてこう言われた。「恐れるな。わたしは、
最初であり、最後であり、 十八 生きている者である。
わたしは死んだが、見よ、いつまでも生きている。ま
た、死とハデスとのかぎを持っている。 十九 そこで、
あなたの見た事、今ある事、この後に起こる事を書
きしるせ。 二十 わたしの右の手の中に見えた七つの星
と、七つの金の燭台について、その秘められた意味を
言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの
燭台は七つの教会である。

エペソにある教会の御使いに書き送れ。『右
手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間

を歩く方が言われる。 二 「わたしは、あなたの行ない
とあなたの労苦と忍耐を知っている。また、あなた
が、悪い者たちをがまんすることができず、使徒と自
称しているが実はそうでない者たちをためして、その
偽りを見抜いたことも知っている。 三 あなたはよく忍
耐して、わたしの名のために耐え忍び、疲れたことが
なかった。 四 しかし、あなたには非難すべきことがあ
る。あなたは初めの愛から離れてしまった。 五 それ
で、あなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改
めて、初めの行ないをしなさい。もしそうでなく、悔
い改めることをしないならば、わたしは、あなたのと
ころに行って、あなたの燭台をその置かれた所から取
りはずしてしまおう。 六 しかし、あなたにはこのこと
がある。あなたはニコライ派の人々の行ないを憎んで
いる。わたしもそれを憎んでいる。 七 耳のある者は御
霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る
者に、わたしは神のパラダイスにあるいのちの木の実
を食べさせよう。」』

八 また、スミルナにある教会の御使いに書き送れ。
『初めであり、終わりである方、死んで、また生きた
方が言われる。 九 「わたしは、あなたの苦しみと貧し
さとを知っている。――しかしあなたは実際は富んで
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三

いる。――またユダヤ人だと自称しているが、実はそ
うでなく、かえってサタンの会衆である人たちから、
ののしられていることも知っている。 十 あなたが受け
ようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ。悪
魔はあなたがたをためすために、あなたがたのうちの
ある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなたが
たは十日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実であ
りなさい。そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠
を与えよう。 十一 耳のある者は御霊が諸教会に言われ
ることを聞きなさい。勝利を得る者は、決して第二の
死によってそこなわれることはない。」』

十二 また、ペルガモにある教会の御使いに書き送
れ。 『鋭 い、 両 刃 の 剣 を 持 つ 方 が こ う 言 わ れ る。
十三 「わたしは、あなたの住んでいる所を知ってい
る。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは、
わたしの名を堅く保って、わたしの忠実な証人アンテ
パスがサタンの住むあなたがたのところで殺されたと
きでも、わたしに対する信仰を捨てなかった。 十四 し
かし、あなたには少しばかり非難すべきことがある。
あなたのうちに、バラムの教えを奉じている人々がい
る。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前
に、つまずきの石を置き、偶像の神にささげた物を食
べさせ、また不品行を行なわせた。 十五 それと同じよ
うに、あなたのところにもニコライ派の教えを奉じて
いる人々がいる。 十六 だから、悔い改めなさい。もし
そうしないなら、わたしは、すぐにあなたのところに
行き、わたしの口の剣をもって彼らと戦おう。 十七 耳
のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさ
い。わたしは勝利を得る者に隠れたマナを与える。ま
た、彼に白い石を与える。その石には、それを受ける
者のほかはだれも知らない、新しい名が書かれてい
る。」』

十八 また、テアテラにある教会の御使いに書き送
れ。『燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く
しんちゅうのような、神の子が言われる。 十九 「わた
しは、あなたの行ないとあなたの愛と信仰と奉仕と忍
耐を知っており、また、あなたの近ごろの行ないが初
めの行ないにまさっていることも知っている。 二十 し
かし、あなたには非難すべきことがある。あなたは、
イゼベルという女をなすがままにさせている。この女
は、預言者だと自称しているが、わたしのしもべたち
を教えて誤りに導き、不品行を行なわせ、偶像の神に
ささげた物を食べさせている。 二十一 わたしは悔い改
める機会を与えたが、この女は不品行を悔い改めよう
としない。 二十二 見よ。わたしは、この女を病の床に
投げ込もう。また、この女と姦淫を行なう者たちも、
この女の行ないを離れて悔い改めなければ、大きな患
難の中に投げ込もう。 二十三 また、わたしは、この女

の子どもたちをも死病によって殺す。こうして全教会
は、わたしが人の思いと心を探る者であることを知る
ようになる。また、わたしは、あなたがたの行ないに
応じてひとりひとりに報いよう。 二十四 しかし、テア
テラにいる人たちの中で、この教えを受け入れておら
ず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていな
いあなたがたに言う。わたしはあなたがたに、ほかの
重荷を負わせない。 二十五 ただ、あなたがたの持って
いるものを、わたしが行くまで、しっかりと持ってい
なさい。 二十六 勝利を得る者、また最後までわたしの
わざを守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよ
う。 二十七 彼は、鉄の杖をもって土の器を打ち砕くよ
うにして彼らを治める。わたし自身が父から支配の権
威を受けているのと同じである。 二十八 また、彼に明
けの明星を与えよう。 二十九 耳のある者は御霊が諸教
会に言われることを聞きなさい。」』

また、サルデスにある教会の御使いに書き送
れ。『神の七つの御霊、および七つの星を持

つ方がこう言われる。「わたしは、あなたの行ないを
知っている。あなたは、生きているとされているが、
実は死んでいる。 二 目をさましなさい。そして死にか
けているほかの人たちを力づけなさい。わたしは、あ
なたの行ないが、わたしの神の御前に全うされたとは
見ていない。 三 だから、あなたがどのように受け、ま
た聞いたのかを思い出しなさい。それを堅く守り、ま
た悔い改めなさい。もし、目をさまさなければ、わた
しは盗人のように来る。あなたには、わたしがいつあ
なたのところに来るか、決してわからない。 四 しか
し、サルデスには、その衣を汚さなかった者が幾人か
いる。彼らは白い衣を着て、わたしとともに歩む。彼
らはそれにふさわしい者だからである。 五 勝利を得る
者は、このように白い衣を着せられる。そして、わた
しは、彼の名をいのちの書から消すようなことは決し
てしない。わたしは彼の名をわたしの父の御前と御使
いたちの前で言い表わす。 六 耳のある者は御霊が諸教
会に言われることを聞きなさい。」』

七 また、フィラデルフィヤにある教会の御使いに書
き送れ。

『聖なる方、真実な方、ダビデのかぎを持っている
方、彼が開くとだれも閉じる者がなく、彼が閉じると
だれも開く者がない、その方がこう言われる。 八 「わ
たしは、あなたの行ないを知っている。見よ。わたし
は、だれも閉じることのできない門を、あなたの前に
開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力
があって、わたしのことばを守り、わたしの名を否ま
なかったからである。 九 見よ。サタンの会衆に属する
者、すなわち、ユダヤ人だと自称しながら実はそうで
なくて、うそを言っている者たちに、わたしはこうす
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四

5

る。見よ。彼らをあなたの足もとに来てひれ伏させ、
わたしがあなたを愛していることを知らせる。 十 あな
たが、わたしの忍耐について言ったことばを守ったか
ら、わたしも、地上に住む者たちを試みるために、全
世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろ
う。 十一 わたしは、すぐに来る。あなたの冠をだれに
も奪われないように、あなたの持っているものをしっ
かりと持っていなさい。 十二 勝利を得る者を、わたし
の神の聖所の柱としよう。彼はもはや決して外に出て
行くことはない。わたしは彼の上にわたしの神の御名
と、わたしの神の都、すなわち、わたしの神のもとを
出て天から下って来る新しいエルサレムの名と、わた
しの新しい名とを書きしるす。 十三 耳のある者は御霊
が諸教会に言われることを聞きなさい。」』

十四 また、ラオデキヤにある教会の御使いに書き
送れ。『アーメンである方、忠実で、真実な証人、
神に造られたものの根源である方がこう言われる。
十五 「わたしは、あなたの行ないを知っている。あな
たは、冷たくもなく、熱くもない。わたしはむしろ、
あなたが冷たいか、熱いかであってほしい。 十六 この
ように、あなたはなまぬるく、熱くも冷たくもない
ので、わたしの口からあなたを吐き出そう。 十七 あな
たは、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいもの
は何もないと言って、実は自分がみじめで、哀れで、
貧しくて、盲目で、裸の者であることを知らない。
十八 わたしはあなたに忠告する。豊かな者となるため
に、火で精練された金をわたしから買いなさい。ま
た、あなたの裸の恥を現わさないために着る白い衣
を買いなさい。また、目が見えるようになるため、
目に塗る目薬を買いなさい。 十九 わたしは、愛する者
をしかったり、懲らしめたりする。だから、熱心に
なって、悔い改めなさい。 二十 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。 二十一 勝利を得る者を、わたしとともにわたしの
座に着かせよう。それは、わたしが勝利を得て、わた
しの父とともに父の御座に着いたのと同じである。
二十二 耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞
きなさい。」』」

その後、私は見た。見よ。天に一つの開いた
門があった。また、先にラッパのような声で

私に呼びかけるのが聞こえたあの初めの声が言った。
「ここに上れ。この後、必ず起こる事をあなたに示そ
う。」 二 たちまち私は御霊に感じた。すると見よ。天
に一つの御座があり、その御座に着いている方があ
り、 三 その方は、碧玉や赤めのうのように見え、その
御座の回りには、緑玉のように見える虹があった。

四 また、御座の回りに二十四の座があった。これらの
座には、白い衣を着て、金の冠を頭にかぶった二十四
人の長老たちがすわっていた。 五 御座からいなずまと
声と雷鳴が起こった。七つのともしびが御座の前で燃
えていた。神の七つの御霊である。 六 御座の前は、水
晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御
座の回りに、前もうしろも目で満ちた四つの生き物が
いた。 七 第一の生き物は、ししのようであり、第二の
生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のよ
うな顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶわしのようであ
った。 八 この四つの生き物には、それぞれ六つの翼が
あり、その回りも内側も目で満ちていた。彼らは、昼
も夜も絶え間なく叫び続けた。
「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられ
る主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来
られる方。」
九 また、これらの生き物が、永遠に生きておられる、
御座に着いている方に、栄光、誉れ、感謝をささげる
とき、 十 二十四人の長老は御座に着いている方の御前
にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分
の冠を御座の前に投げ出して言った。
十一 「主よ。われらの神よ。あなたは、栄光と誉れと
力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創
造し、あなたのみこころゆえに、万物は存在し、また
創造されたのですから。」

また、私は、御座にすわっておられる方の右の
手に巻き物があるのを見た。それは内側にも外

側にも文字が書きしるされ、七つの封印で封じられて
いた。 二 また私は、ひとりの強い御使いが、大声でふ
れ広めて、「巻き物を開いて、封印を解くのにふさわ
しい者はだれか。」と言っているのを見た。 三 しか
し、天にも、地にも、地の下にも、だれひとりその巻
き物を開くことのできる者はなく、見ることのできる
者もいなかった。 四 巻き物を開くのにも、見るのに
も、ふさわしい者がだれも見つからなかったので、私
は激しく泣いていた。 五 すると、長老のひとりが、私
に言った。「泣いてはいけない。見なさい。ユダ族か
ら出たしし、ダビデの根が勝利を得たので、その巻き
物を開いて、七つの封印を解くことができます。」
六 さらに私は、御座――そこには、四つの生き物がい
る。――と、長老たちとの間に、ほふられたと見える
小羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの
目があった。その目は、全世界に遣わされた神の七つ
の御霊である。 七 小羊は近づいて、御座にすわる方の
右の手から、巻き物を受け取った。 八 彼が巻き物を受
け取ったとき、四つの生き物と二十四人の長老は、お
のおの、立琴と、香のいっぱいはいった金の鉢とを持
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六

七

って、小羊の前にひれ伏した。この香は聖徒たちの祈
りである。 九 彼らは、新しい歌を歌って言った。
「あなたは、巻き物を受け取って、その封印を解くの
にふさわしい方です。あなたは、ほふられて、その血
により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、
神のために人々を贖い、
十 私たちの神のために、この人々を王とし、祭司とさ
れました。彼らは地上を治めるのです。」
十一 また私は見た。私は、御座と生き物と長老たちと
の回りに、多くの御使いたちの声を聞いた。その数は
万の幾万倍、千の幾千倍であった。 十二 彼らは大声で
言った。
「ほふられた小羊は、力と、富と、知恵と、勢いと、
誉 れ と、 栄 光 と、 賛 美 を 受 け る に ふ さ わ し い 方 で
す。」
十三 また私は、天と地と、地の下と、海の上のあらゆ
る造られたもの、およびその中にある生き物がこう言
うのを聞いた。
「御座にすわる方と、小羊とに、賛美と誉れと栄光と
力が永遠にあるように。」
十四 また、四つの生き物はアーメンと言い、長老たち
はひれ伏して拝んだ。

また、私は見た。小羊が七つの封印の一つを
解いたとき、四つの生き物の一つが、雷のよ

うな声で「来なさい。」と言うのを私は聞いた。 二 私
は見た。見よ。白い馬であった。それに乗っている者
は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさ
らに勝利を得ようとして出て行った。

三 小羊が第二の封印を解いたとき、私は、第二の生
き物が、「来なさい。」と言うのを聞いた。 四 する
と、別の、火のように赤い馬が出て来た。これに乗っ
ている者は、地上から平和を奪い取ることが許され
た。人々が、互いに殺し合うようになるためであっ
た。また、彼に大きな剣が与えられた。

五 小羊が第三の封印を解いたとき、私は、第三の生
き物が、「来なさい。」と言うのを聞いた。私は見
た。見よ。黒い馬であった。これに乗っている者は量
りを手に持っていた。 六 すると私は、一つの声のよ
うなものが、四つの生き物の間で、こう言うのを聞い
た。「小麦一枡は一デナリ。大麦三枡も一デナリ。オ
リーブ油とぶどう酒に害を与えてはいけない。」

七 小羊が第四の封印を解いたとき、私は、第四の生
き物の声が、「来なさい。」と言うのを聞いた。 八 私
は見た。見よ。青ざめた馬であった。これに乗ってい
る者の名は死といい、そのあとにはハデスがつき従っ
た。彼らに地上の四分の一を剣とききんと死病と地上
の獣によって殺す権威が与えられた。

九 小羊が第五の封印を解いたとき、私は、神のこと
ばと、自分たちが立てたあかしとのために殺された
人々のたましいが祭壇の下にいるのを見た。 十 彼ら
は大声で叫んで言った。「聖なる、真実な主よ。いつ
までさばきを行なわず、地に住む者に私たちの血の復
讐をなさらないのですか。」 十一 すると、彼らのひと
りひとりに白い衣が与えられた。そして彼らは、「あ
なたがたと同じしもべ、また兄弟たちで、あなたがた
と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、
もうしばらくの間、休んでいなさい。」と言い渡され
た。

十二 私は見た。小羊が第六の封印を解いたとき、大
きな地震が起こった。そして、太陽は毛の荒布のよ
うに黒くなり、月の全面が血のようになった。 十三 そ
して天の星が地上に落ちた。それは、いちじくが、大
風に揺られて、青い実を振り落とすようであった。
十四 天は、巻き物が巻かれるように消えてなくなり、
すべての山や島がその場所から移された。 十五 地上の
王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と
自由人が、ほら穴と山の岩間に隠れ、 十六 山や岩に向
かってこう言った。「私たちの上に倒れかかって、御
座にある方の御顔と小羊の怒りとから、私たちをかく
まってくれ。 十七 御怒りの大いなる日が来たのだ。だ
れがそれに耐えられよう。」

この後、私は見た。四人の御使いが地の四隅
に立って、地の四方の風を堅く押え、地にも

海にもどんな木にも、吹きつけないようにしていた。
二 また私は見た。もうひとりの御使いが、生ける神の
印を持って、日の出るほうから上って来た。彼は、地
をも海をもそこなう権威を与えられた四人の御使いた
ちに、大声で叫んで言った。 三 「私たちが神のしもべ
たちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木に
も害を与えてはいけない。」 四 それから私が、印を押
された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆ
る部族の者が印を押されていて、十四万四千人であっ
た。
五 ユダの部族で印を押された者が一万二千人、ルベン
の部族で一万二千人、ガドの部族で一万二千人、 六 ア
セルの部族で一万二千人、ナフタリの部族で一万二千
人、マナセの部族で一万二千人、 七 シメオンの部族で
一万二千人、レビの部族で一万二千人、イッサカルの
部族で一万二千人、 八 ゼブルンの部族で一万二千人、
ヨセフの部族で一万二千人、ベニヤミンの部族で一万
二千人、印を押された者がいた。

九 その後、私は見た。見よ。あらゆる国民、部族、
民族、国語のうちから、だれにも数えきれぬほどの
大ぜいの群衆が、白い衣を着、しゅろの枝を手に持っ
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九

て、御座と小羊との前に立っていた。 十 彼らは、大声
で叫んで言った。
「救いは、御座にある私たちの神にあり、小羊にあ
る。」
十一 御使いたちはみな、御座と長老たちと四つの生き
物との回りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏
し、神を拝して、 十二 言った。
「アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢
いが、永遠に私たちの神にあるように。アーメン。」
十三 長老のひとりが私に話しかけて、「白い衣を着て
いるこの人たちは、いったいだれですか。どこから
来たのですか。」と言った。 十四 そこで、私は、「主
よ。あなたこそ、ご存じです。」と言った。すると、
彼は私にこう言った。「彼らは、大きな患難から抜け
出て来た者たちで、その衣を小羊の血で洗って、白く
したのです。 十五 だから彼らは神の御座の前にいて、
聖所で昼も夜も、神に仕えているのです。そして、御
座に着いておられる方も、彼らの上に幕屋を張られる
のです。 十六 彼らはもはや、飢えることもなく、渇く
こともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはあ
りません。 十七 なぜなら、御座の正面におられる小羊
が、彼らの牧者となり、いのちの水の泉に導いてくだ
さるからです。また、神は彼らの目の涙をすっかりぬ
ぐい取ってくださるのです。」

小羊が第七の封印を解いたとき、天に半時間
ばかり静けさがあった。 二 それから私は、神

の御前に立つ七人の御使いを見た。彼らに七つのラッ
パが与えられた。

三 また、もうひとりの御使いが出て来て、金の香炉
を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が
与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座の前
にある金の祭壇の上にささげるためであった。 四 香
の煙は、聖徒たちの祈りとともに、御使いの手から神
の御前に立ち上った。 五 それから、御使いは、その香
炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから、地に投げ
つけた。すると、雷鳴と声といなずまと地震が起こっ
た。

六 すると、七つのラッパを持っていた七人の御使い
はラッパを吹く用意をした。

七 第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
血の混じった雹と火とが現われ、地上に投げられた。
そして地上の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、
青草が全部焼けてしまった。

八 第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
火の燃えている大きな山のようなものが、海に投げ込
まれた。そして海の三分の一が血となった。 九 する
と、海の中にいた、いのちのあるものの三分の一が死
に、舟の三分の一も打ちこわされた。

十 第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、
たいまつのように燃えている大きな星が天から落ちて
来て、川々の三分の一とその水源に落ちた。 十一 この
星の名は苦よもぎと呼ばれ、川の水の三分の一は苦よ
もぎのようになった。水が苦くなったので、その水の
ために多くの人が死んだ。

十二 第四の御使いがラッパを吹き鳴らした。する
と、太陽の三分の一と、月の三分の一と、星の三分の
一とが打たれたので、三分の一は暗くなり、昼の三分
の一は光を失い、また夜も同様であった。

十三 また私は見た。一羽のわしが中天を飛びなが
ら、大声で言うのを聞いた。「わざわいが来る。わざ
わいが、わざわいが来る。地に住む人々に。あと三人
の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。」

第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。する
と、私は一つの星が天から地上に落ちるのを

見た。その星には底知れぬ穴を開くかぎが与えられ
た。 二 その星が、底知れぬ穴を開くと、穴から大きな
炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空も、この穴の
煙によって暗くなった。 三 その煙の中から、いなごが
地上に出て来た。彼らには、地のさそりの持つような
力が与えられた。 四 そして彼らは、地の草やすべての
青草や、すべての木には害を加えないで、ただ、額に
神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように
言い渡された。 五 しかし、人間を殺すことは許され
ず、ただ五か月の間苦しめることだけが許された。そ
の与えた苦痛は、さそりが人を刺したときのような苦
痛であった。 六 その期間には、人々は死を求めるが、
どうしても見いだせず、死を願うが、死が彼らから逃
げて行くのである。 七 そのいなごの形は、出陣の用意
の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものを着
け、顔は人間の顔のようであった。 八 また女の髪のよ
うな毛があり、歯は、ししの歯のようであった。 九 ま
た、鉄の胸当てのような胸当てを着け、その翼の音
は、多くの馬に引かれた戦車が、戦いに馳せつけると
きの響きのようであった。 十 そのうえ彼らは、さそり
のような尾と針とを持っており、尾には、五か月間人
間に害を加える力があった。 十一 彼らは、底知れぬ所
の御使いを王にいただいている。彼の名はヘブル語で
アバドンといい、ギリシヤ語でアポリュオンという。

十二 第一のわざわいは過ぎ去った。見よ。この後な
お二つのわざわいが来る。

十三 第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。する
と、私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を
聞いた。 十四 その声がラッパを持っている第六の御使
いに言った。「大川ユーフラテスのほとりにつながれ
ている四人の御使いを解き放せ。」 十五 すると、定め
られた時、日、月、年のために用意されていた四人の
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御使いが、人類の三分の一を殺すために解き放され
た。 十六 騎兵の軍勢の数は二億であった。私はその数
を聞いた。 十七 私が幻の中で見た馬とそれに乗る人た
ちの様子はこうであった。騎兵は、火のような赤、く
すぶった青、燃える硫黄の色の胸当てを着けており、
馬の頭は、ししの頭のようで、口からは火と煙と硫黄
とが出ていた。 十八 これらの三つの災害、すなわち、
彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために、人類
の三分の一は殺された。 十九 馬の力はその口とその尾
とにあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があ
って、その頭で害を加えるのである。 二十 これらの災
害によって殺されずに残った人々は、その手のわざを
悔い改めないで、悪霊どもや、金、銀、銅、石、木で
造られた、見ることも聞くことも歩くこともできない
偶像を拝み続け、 二十一 その殺人や、魔術や、不品行
や、盗みを悔い改めなかった。

また私は、もうひとりの強い御使いが、雲に
包まれて、天から降りて来るのを見た。その

頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、そ
の足は火の柱のようであった。 二 その手には開かれた
小さな巻き物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上
に置き、 三 ししがほえるときのように大声で叫んだ。
彼が叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出した。
四 七つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。
すると、天から声があって、「七つの雷が言ったこと
は封じて、書きしるすな。」と言うのを聞いた。 五 そ
れから、私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手
を天に上げて、 六 永遠に生き、天とその中にあるも
の、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを
創造された方をさして、誓った。「もはや時が延ばさ
れることはない。 七 第七の御使いが吹き鳴らそうとし
ているラッパの音が響くその日には、神の奥義は、神
がご自身のしもべである預言者たちに告げられたとお
りに成就する。」 八 それから、前に私が天から聞いた
声が、また私に話しかけて言った。「さあ行って、海
と地との上に立っている御使いの手にある、開かれた
巻き物を受け取りなさい。」 九 それで、私は御使いの
ところに行って、「その小さな巻き物を下さい。」と
言った。すると、彼は言った。「それを取って食べな
さい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には
蜜のように甘い。」 十 そこで、私は御使いの手からそ
の小さな巻き物を取って食べた。すると、それは口に
は蜜のように甘かった。それを食べてしまうと、私の
腹は苦くなった。 十一 そのとき、彼らは私に言った。
「あなたは、もう一度、もろもろの民族、国民、国
語、王たちについて預言しなければならない。」

それから、私に杖のような測りざおが与え
られた。すると、こう言う者があった。

「立って、神の聖所と祭壇と、また、そこで礼拝して
いる人を測れ。 二 聖所の外の庭は、異邦人に与えら
れているゆえ、そのままに差し置きなさい。測っては
いけない。彼らは聖なる都を四十二か月の間踏みに
じる。 三 それから、わたしがわたしのふたりの証人
に許すと、彼らは荒布を着て千二百六十日の間預言す
る。」 四 彼らは全地の主の御前にある二本のオリーブ
の木、また二つの燭台である。 五 彼らに害を加えよう
とする者があれば、火が彼らの口から出て、敵を滅ぼ
し尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必
ずこのように殺される。 六 この人たちは、預言をして
いる期間は雨が降らないように天を閉じる力を持って
おり、また、水を血に変え、そのうえ、思うままに、
何度でも、あらゆる災害をもって地を打つ力を持って
いる。 七 そして彼らがあかしを終えると、底知れぬ
所から上って来る獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺
す。 八 彼らの死体は、霊的な理解ではソドムやエジプ
トと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの
主もその都で十字架につけられたのである。 九 もろ
もろの民族、部族、国語、国民に属する人々が、三日
半の間、彼らの死体をながめていて、その死体を墓に
納めることを許さない。 十 また地に住む人々は、彼ら
のことで喜び祝って、互いに贈り物を贈り合う。それ
は、このふたりの預言者が、地に住む人々を苦しめた
からである。 十一 しかし、三日半の後、神から出たい
のちの息が、彼らにはいり、彼らが足で立ち上がった
ので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。
十二 そのときふたりは、天から大きな声がして、「こ
こに上れ。」と言うのを聞いた。そこで、彼らは雲に
乗って天に上った。彼らの敵はそれを見た。 十三 その
とき、大地震が起こって、都の十分の一が倒れた。こ
の地震のため七千人が死に、生き残った人々は、恐怖
に満たされ、天の神をあがめた。

十四 第二のわざわいは過ぎ去った。見よ。第三のわ
ざわいがすぐに来る。

十五 第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。する
と、天に大きな声々が起こって言った。
「この世の国は私たちの主およびそのキリストのもの
となった。主は永遠に支配される。」
十六 それから、神の御前で自分たちの座に着いている
二十四人の長老たちも、地にひれ伏し、神を礼拝し
て、 十七 言った。
「万物の支配者、常にいまし、昔います神である主。
あなたが、その偉大な力を働かせて、王となられた
ことを感謝します。 十八 諸国の民は怒りました。しか
し、あなたの御怒りの日が来ました。死者のさばかれ
る時、あなたのしもべである預言者たち、聖徒たち、
また小さい者も大きい者もすべてあなたの御名を恐れ
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十二 十三

かしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者
どもの滅ぼされる時です。」

十九 それから、天にある、神の神殿が開かれた。神
殿の中に、契約の箱が見えた。また、いなずま、声、
雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。

また、巨大なしるしが天に現われた。ひと
りの女が太陽を着て、月を足の下に踏み、

頭には十二の星の冠をかぶっていた。 二 この女は、み
ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために、叫び
声をあげた。 三 また、別のしるしが天に現われた。見
よ。大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持
ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。 四 その尾
は、天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上
に投げた。また、竜は子を産もうとしている女の前に
立っていた。彼女が子を産んだとき、その子を食い尽
くすためであった。 五 女は男の子を産んだ。この子
は、鉄の杖をもって、すべての国々の民を牧するはず
である。その子は神のみもと、その御座に引き上げら
れた。 六 女は荒野に逃げた。そこには、千二百六十日
の間彼女を養うために、神によって備えられた場所が
あった。

七 さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使い
たちは、竜と戦った。それで、竜とその使いたちは応
戦したが、 八 勝つことができず、天にはもはや彼らの
いる場所がなくなった。 九 こうして、この巨大な竜、
すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれて、全世界を
惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投
げ落とされ、彼の使いどもも彼とともに投げ落とされ
た。 十 そのとき私は、天で大きな声が、こう言うのを
聞いた。
「今や、私たちの神の救いと力と国と、また、神のキ
リストの権威が現われた。私たちの兄弟たちの告発
者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が
投げ落とされたからである。 十一 兄弟たちは、小羊の
血と、自分たちのあかしのことばのゆえに彼に打ち勝
った。彼らは死に至るまでもいのちを惜しまなかっ
た。 十二 それゆえ、天とその中に住む者たち。喜びな
さい。しかし、地と海とには、わざわいが来る。悪魔
が自分の時の短いことを知り、激しく怒って、そこに
下ったからである。」

十三 自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、
男の子を産んだ女を追いかけた。 十四 しかし、女は大
わしの翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野
に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の
前をのがれて養われるためであった。 十五 ところが、
蛇はその口から水を川のように女のうしろへ吐き出
し、彼女を大水で押し流そうとした。 十六 しかし、地
は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した

川を飲み干した。 十七 すると、竜は女に対して激しく
怒り、女の子孫の残りの者、すなわち、神の戒めを守
り、イエスのあかしを保っている者たちと戦おうとし
て出て行った。 十八 そして、彼は海べの砂の上に立っ
た。

また私は見た。海から一匹の獣が上って来
た。これには十本の角と七つの頭とがあっ

た。その角には十の冠があり、その頭には神をけがす
名があった。 二 私の見たその獣は、ひょうに似てお
り、足は熊の足のようで、口はししの口のようであっ
た。竜はこの獣に、自分の力と位と大きな権威とを与
えた。 三 その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思わ
れたが、その致命的な傷も直ってしまった。そこで、
全地は驚いて、その獣に従い、 四 そして、竜を拝ん
だ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼ら
は獣をも拝んで、「だれがこの獣に比べられよう。だ
れがこれと戦うことができよう。」と言った。 五 この
獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与え
られ、四十二か月間活動する権威を与えられた。 六 そ
こで、彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを
言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、すな
わち、天に住む者たちをののしった。 七 彼はまた聖徒
たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され、また、
あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与
えられた。 八 地に住む者で、ほふられた小羊のいのち
の書に、世の初めからその名の書きしるされていない
者はみな、彼を拝むようになる。 九 耳のある者は聞き
なさい。 十 とりこになるべき者は、とりこにされて行
く。剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならな
い。ここに聖徒の忍耐と信仰がある。

十一 また、私は見た。もう一匹の獣が地から上って
来た。それには小羊のような二本の角があり、竜のよ
うにものを言った。 十二 この獣は、最初の獣が持って
いるすべての権威をその獣の前で働かせた。また、地
と地に住む人々に、致命的な傷の直った最初の獣を拝
ませた。 十三 また、人々の前で、火を天から地に降ら
せるような大きなしるしを行なった。 十四 また、あの
獣の前で行なうことを許されたしるしをもって地上
に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き
返ったあの獣の像を造るように、地上に住む人々に命
じた。 十五 それから、その獣の像に息を吹き込んで、
獣の像がもの言うことさえもできるようにし、また、
その獣の像を拝まない者をみな殺させた。 十六 また、
小さい者にも、大きい者にも、富んでいる者にも、貧
しい者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に
その右の手かその額かに、刻印を受けさせた。 十七 ま
た、その刻印、すなわち、あの獣の名、またはその名
の数字を持っている者以外は、だれも、買うことも、
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十四

十五

十六

売ることもできないようにした。 十八 ここに知恵があ
る。思慮ある者はその獣の数字を数えなさい。その数
字は人間をさしているからである。その数字は六百六
十六である。

また私は見た。見よ。小羊がシオンの山の
上に立っていた。また小羊とともに十四万

四千人の人たちがいて、その額には小羊の名と、小羊
の父の名とがしるしてあった。 二 私は天からの声を聞
いた。大水の音のようで、また、激しい雷鳴のようで
あった。また、私の聞いたその声は、立琴をひく人々
が立琴をかき鳴らしている音のようでもあった。 三 彼
らは、御座の前と、四つの生き物および長老たちの前
とで、新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた十
四万四千人のほかには、だれもこの歌を学ぶことがで
きなかった。 四 彼らは女によって汚されたことのない
人々である。彼らは童貞なのである。彼らは、小羊が
行く所には、どこにでもついて行く。彼らは、神およ
び小羊にささげられる初穂として、人々の中から贖わ
れたのである。 五 彼らの口には偽りがなかった。彼ら
は傷のない者である。

六 また私は、もうひとりの御使いが中天を飛ぶのを
見た。彼は、地上に住む人々、すなわち、あらゆる国
民、部族、国語、民族に宣べ伝えるために、永遠の福
音を携えていた。 七 彼は大声で言った。「神を恐れ、
神をあがめよ。神のさばきの時が来たからである。天
と地と海と水の源を創造した方を拝め。」

八 また、第二の、別の御使いが続いてやって来て、
言った。「大バビロンは倒れた。倒れた。激しい御怒
りを引き起こすその不品行のぶどう酒を、すべての
国々の民に飲ませた者。」

九 また、第三の、別の御使いも、彼らに続いてやっ
て来て、大声で言った。「もし、だれでも、獣とその
像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、 十 そ
のような者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた
神の怒りのぶどう酒を飲む。また、聖なる御使いたち
と小羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。 十一 そ
して、彼らの苦しみの煙は、永遠にまでも立ち上る。
獣とその像とを拝む者、まただれでも獣の名の刻印を
受ける者は、昼も夜も休みを得ない。 十二 神の戒めを
守り、イエスに対する信仰を持ち続ける聖徒たちの忍
耐はここにある。」

十三 また私は、天からこう言っている声を聞いた。
「書きしるせ。『今から後、主にあって死ぬ死者は幸
いである。』」御霊も言われる。「しかり。彼らはそ
の労苦から解き放されて休むことができる。彼らの行
ないは彼らについて行くからである。」

十四 また、私は見た。見よ。白い雲が起こり、その
雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金

の冠をかぶり、手には鋭いかまを持っておられた。
十五 すると、もうひとりの御使いが聖所から出て来
て、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。
「かまを入れて刈り取ってください。地の穀物は実
ったので、取り入れる時が来ましたから。」 十六 そこ
で、雲に乗っておられる方が、地にかまを入れると地
は刈り取られた。

十七 また、もうひとりの御使いが、天の聖所から出
て来たが、この御使いも、鋭いかまを持っていた。
十八 すると、火を支配する権威を持ったもうひとりの
御使いが、祭壇から出て来て、鋭いかまを持つ御使い
に大声で叫んで言った。「その鋭いかまを入れ、地の
ぶどうのふさを刈り集めよ。ぶどうはすでに熟してい
るのだから。」 十九 そこで御使いは地にかまを入れ、
地のぶどうを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒
ぶねに投げ入れた。 二十 その酒ぶねは都の外で踏まれ
たが、血は、その酒ぶねから流れ出て、馬のくつわに
届くほどになり、千六百スタディオンに広がった。

また私は、天にもう一つの巨大な驚くべき
しるしを見た。七人の御使いが、最後の七

つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに窮ま
るのである。

二 私は、火の混じった、ガラスの海のようなものを
見た。獣と、その像と、その名を示す数字とに打ち勝
った人々が、神の立琴を手にして、このガラスの海の
ほとりに立っていた。 三 彼らは、神のしもべモーセの
歌と小羊の歌とを歌って言った。
「あなたのみわざは偉大であり、驚くべきものです。
主よ。万物の支配者である神よ。あなたの道は正し
く、真実です。もろもろの民の王よ。 四 主よ。だれか
あなたを恐れず、御名をほめたたえない者があるでし
ょうか。ただあなただけが、聖なる方です。すべての
国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。あな
たの正しいさばきが、明らかにされたからです。」

五 その後、また私は見た。天にある、あかしの幕屋
の聖所が開いた。 六 そしてその聖所から、七つの災
害を携えた七人の御使いが出て来た。彼らは、きよい
光り輝く亜麻布を着て、胸には金の帯を締めていた。
七 また、四つの生き物の一つが、永遠に生きておられ
る神の御怒りの満ちた七つの金の鉢を、七人の御使い
に渡した。 八 聖所は神の栄光と神の大能から立ち上る
煙で満たされ、七人の御使いたちの七つの災害が終わ
るまでは、だれもその聖所に、はいることができなか
った。

また、私は、大きな声が聖所から出て、七
人の御使いに言うのを聞いた。「行って、

神の激しい怒りの七つの鉢を、地に向けてぶちまけ
よ。」
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十七

二 そこで、第一の御使いが出て行き、鉢を地に向け
てぶちまけた。すると、獣の刻印を受けている人々
と、獣の像を拝む人々に、ひどい悪性のはれものがで
きた。

三 第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると、海
は死者の血のような血になった。海の中のいのちのあ
るものは、みな死んだ。

四 第三の御使いが鉢を川と水の源とにぶちまけた。
すると、それらは血になった。 五 また私は、水をつか
さどる御使いがこう言うのを聞いた。「常にいまし、
昔います聖なる方。あなたは正しい方です。なぜなら
あなたは、このようなさばきをなさったからです。
六 彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しましたが、
あなたは、その血を彼らに飲ませました。彼らは、そ
うされるにふさわしい者たちです。」 七 また私は、祭
壇がこう言うのを聞いた。「しかり。主よ。万物の支
配者である神よ。あなたのさばきは真実な、正しいさ
ばきです。」

八 第四の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。す
ると、太陽は火で人々を焼くことを許された。 九 こう
して、人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも、
彼らは、これらの災害を支配する権威を持つ神の御名
に対してけがしごとを言い、悔い改めて神をあがめる
ことをしなかった。

十 第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。する
と、獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌をか
んだ。 十一 そして、その苦しみと、はれものとのゆえ
に、天の神に対してけがしごとを言い、自分の行ない
を悔い改めようとしなかった。

十二 第六の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちま
けた。すると、水は、日の出るほうから来る王たち
に道を備えるために、かれてしまった。 十三 また、私
は竜の口と、獣の口と、にせ預言者の口とから、かえ
るのような汚れた霊どもが三つ出て来るのを見た。
十四 彼らはしるしを行なう悪霊どもの霊である。彼ら
は全世界の王たちのところに出て行く。万物の支配者
である神の大いなる日の戦いに備えて、彼らを集める
ためである。 十五 ――見よ。わたしは盗人のように来
る。目をさまして、身に着物を着け、裸で歩く恥を人
に見られないようにする者は幸いである。―― 十六 こ
うして彼らは、ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる所
に王たちを集めた。

十七 第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。する
と、大きな声が御座を出て、聖所の中から出て来て、
「事は成就した。」と言った。 十八 すると、いなずま
と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は
人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのも
ので、それほどに大きな、強い地震であった。 十九 ま

た、あの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々
は倒れた。そして、大バビロンは、神の前に覚えられ
て、神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。
二十 島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。
二十一 また、一タラントほどの大きな雹が、人々の上
に天から降って来た。人々は、この雹の災害のため、
神にけがしごとを言った。その災害が非常に激しかっ
たからである。

また、七つの鉢を持つ七人の御使いのひと
りが来て、私に話して、こう言った。「こ

こに来なさい。大水の上にすわっている大淫婦へのさ
ばきを見せましょう。 二 地の王たちは、この女と不品
行を行ない、地に住む人々も、この女の不品行のぶど
う酒に酔ったのです。」 三 それから、御使いは、御霊
に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は、ひと
りの女が緋色の獣に乗っているのを見た。その獣は神
をけがす名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っ
ていた。 四 この女は紫と緋の衣を着ていて、金と宝石
と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不品行の
汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。
五 その額には、意味の秘められた名が書かれていた。
すなわち、「すべての淫婦と地の憎むべきものとの
母、大バビロン。」という名であった。 六 そして、私
はこの女が、聖徒たちの血とイエスの証人たちの血に
酔っているのを見た。私はこの女を見たとき、非常に
驚いた。 七 すると、御使いは私にこう言った。「なぜ
驚くのですか。私は、あなたに、この女の秘義と、こ
の女を乗せた、七つの頭と十本の角とを持つ獣の秘義
とを話してあげましょう。 八 あなたの見た獣は、昔い
たが、今はいません。しかし、やがて底知れぬ所から
上って来ます。そして彼は、ついには滅びます。地上
に住む者たちで、世の初めからいのちの書に名を書き
しるされていない者は、その獣が、昔はいたが、今は
おらず、やがて現われるのを見て驚きます。 九 ここに
知恵の心があります。七つの頭とは、この女がすわっ
ている七つの山で、七人の王たちのことです。 十 五人
はすでに倒れたが、ひとりは今おり、ほかのひとり
は、まだ来ていません。しかし彼が来れば、しばらく
の間とどまるはずです。 十一 また、昔いたが今はいな
い獣について言えば、彼は八番目でもありますが、先
の七人のうちのひとりです。そして彼はついには滅び
ます。 十二 あなたが見た十本の角は、十人の王たち
で、彼らは、まだ国を受けてはいませんが、獣ととも
に、一時だけ王の権威を受けます。 十三 この者どもは
心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣
に与えます。 十四 この者どもは小羊と戦いますが、小
羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば、小羊は主の
主、王の王だからです。また彼とともにいる者たち
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十八

十九

は、 召 さ れ た 者、 選 ば れ た 者、 忠 実 な 者 だ か ら で
す。」 十五 御使いはまた私に言った。「あなたが見た
水、すなわち淫婦がすわっている所は、もろもろの
民族、群衆、国民、国語です。 十六 あなたが見た十本
の角と、あの獣とは、その淫婦を憎み、彼女を荒廃さ
せ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすよ
うになります。 十七 それは、神が、みことばの成就す
るときまで、神のみこころを行なう思いを彼らの心
に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣
に与えるようにされたからです。 十八 あなたが見たあ
の女は、地上の王たちを支配する大きな都のことで
す。」

この後、私は、もうひとりの御使いが、大
きな権威を帯びて、天から下って来るのを

見た。地はその栄光のために明るくなった。 二 彼は力
強い声で叫んで言った。「倒れた。大バビロンが倒れ
た。そして、悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの
巣くつ、あらゆる汚れた、憎むべき鳥どもの巣くつと
なった。 三 それは、すべての国々の民が、彼女の不品
行に対する激しい御怒りのぶどう酒を飲み、地上の王
たちは、彼女と不品行を行ない、地上の商人たちは、
彼女の極度の好色によって富を得たからである。」

四 それから、私は、天からのもう一つの声がこう言
うのを聞いた。「わが民よ。この女から離れなさい。
その罪にあずからないため、また、その災害を受けな
いためです。 五 なぜなら、彼女の罪は積み重なって
天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるから
です。 六 あなたがたは、彼女が支払ったものをその
まま彼女に返し、彼女の行ないに応じて二倍にして戻
しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には、彼女のた
めに二倍の量を混ぜ合わせなさい。 七 彼女が自分を
誇り、好色にふけったと同じだけの苦しみと悲しみと
を、彼女に与えなさい。彼女は心の中で『私は女王の
座に着いている者であり、やもめではないから、悲し
みを知らない。』と言うからです。 八 それゆえ一日の
うちに、さまざまの災害、すなわち死病、悲しみ、飢
えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女
をさばく神である主は力の強い方だからです。 九 彼
女と不品行を行ない、好色にふけった地上の王たち
は、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで
泣き、悲しみます。 十 彼らは、彼女の苦しみを恐れた
ために、遠く離れて立っていて、こう言います。『わ
ざわいが来た。わざわいが来た。大きな都よ。力強い
都、バビロンよ。あなたのさばきは、一瞬のうちに来
た。』 十一 また、地上の商人たちは彼女のことで泣き
悲しみます。もはや彼らの商品を買う者がだれもいな
いからです。 十二 商品とは、金、銀、宝石、真珠、麻
布、紫布、絹、緋布、香木、さまざまの象牙細工、高

価な木や銅や鉄や大理石で造ったあらゆる種類の器
具、 十三 また、肉桂、香料、香、香油、乳香、ぶどう
酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、
奴隷、また人のいのちです。 十四 また、あなたの心の
望みである熟したくだものは、あなたから遠ざかって
しまい、あらゆるはでな物、はなやかな物は消えうせ
て、もはや、決してそれらの物を見いだすことができ
ません。 十五 これらの物を商って彼女から富を得てい
た商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために、遠く離
れて立っていて、泣き悲しんで、 十六 言います。『わ
ざわいが来た。わざわいが来た。麻布、紫布、緋布を
着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。
十七 あれほどの富が、一瞬のうちに荒れすたれてしま
った。』また、すべての船長、すべての船客、水夫、
海で働く者たちも、遠く離れて立っていて、 十八 彼女
が焼かれる煙を見て、叫んで言いました。『このすば
らしい都のような所がほかにあろうか。』 十九 それか
ら、彼らは、頭にちりをかぶって、泣き悲しみ、叫ん
で言いました。『わざわいが来た。わざわいが来た。
大きな都よ。海に舟を持つ者はみな、この都のおごり
によって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ
すたれるとは。』 二十 おお、天よ、聖徒たちよ、使徒
たちよ、預言者たちよ。この都のことで喜びなさい。
神は、あなたがたのために、この都にさばきを宣告さ
れたからです。」

二十一 また、ひとりの強い御使いが、大きい、ひき臼
のような石を取り上げ、海に投げ入れて言った。「大
きな都バビロンは、このように激しく打ち倒されて、
もはやなくなって消えうせてしまう。 二十二 立琴をひ
く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の
声は、もうおまえのうちに聞かれなくなる。あらゆる
技術を持った職人たちも、もうおまえのうちに見られ
なくなる。ひき臼の音も、もうおまえのうちに聞かれ
なくなる。 二十三 ともしびの光は、もうおまえのうち
に輝かなくなる。花婿、花嫁の声も、もうおまえのう
ちに聞かれなくなる。なぜなら、おまえの商人たちは
地上の力ある者どもで、すべての国々の民がおまえの
魔術にだまされていたからだ。 二十四 また、預言者や
聖徒たちの血、および地上で殺されたすべての人々の
血が、この都の中に見いだされたからだ。」

この後、私は、天に大群衆の大きい声のよ
うなものが、こう言うのを聞いた。

「ハレルヤ。救い、栄光、力は、われらの神のもの。
二 神のさばきは真実で、正しいからである。神は不品
行によって地を汚した大淫婦をさばき、ご自分のしも
べたちの血の報復を彼女にされたからである。」
三 彼らは再び言った。「ハレルヤ。彼女の煙は永遠に
立ち上る。」 四 すると、二十四人の長老と四つの生
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二十

き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、
「アーメン。ハレルヤ。」と言った。 五 また、御座か
ら声が出て言った。
「すべての、神のしもべたち。小さい者も大きい者
も、神を恐れかしこむ者たちよ。われらの神を賛美せ
よ。」
六 また、私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のよ
うなものが、こう言うのを聞いた。
「ハレルヤ。万物の支配者である、われらの神である
主は王となられた。 七 私たちは喜び楽しみ、神をほめ
たたえよう。小羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意
ができたのだから。 八 花嫁は、光り輝く、きよい麻布
の衣を着ることを許された。その麻布とは、聖徒たち
の正しい行ないである。」
九 御使いは私に「小羊の婚宴に招かれた者は幸いだ、
と書きなさい。」と言い、また、「これは神の真実の
ことばです。」と言った。 十 そこで、私は彼を拝もう
として、その足もとにひれ伏した。すると、彼は私に
言った。「いけません。私は、あなたや、イエスのあ
かしを堅く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべ
です。神を拝みなさい。イエスのあかしは預言の霊で
す。」

十一 また、私は開かれた天を見た。見よ。白い馬が
いる。それに乗った方は、「忠実また真実。」と呼ば
れる方であり、義をもってさばきをし、戦いをされ
る。 十二 その目は燃える炎であり、その頭には多くの
王冠があって、ご自身のほかだれも知らない名が書か
れていた。 十三 その方は血に染まった衣を着ていて、
その名は「神のことば」と呼ばれた。 十四 天にある軍
勢はまっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に乗って彼
につき従った。 十五 この方の口からは諸国の民を打つ
ために、鋭い剣が出ていた。この方は、鉄の杖をもっ
て彼らを牧される。この方はまた、万物の支配者であ
る神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれる。 十六 その着物
にも、ももにも、「王の王、主の主。」という名が書
かれていた。

十七 また私は、太陽の中にひとりの御使いが立って
いるのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべて
の鳥に言った。「さあ、神の大宴会に集まり、 十八 王
の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の
肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉
を食べよ。」

十九 また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集ま
り、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見
た。 二十 すると、獣は捕えられた。また、獣の前でし
るしを行ない、それによって獣の刻印を受けた人々と
獣の像を拝む人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼
といっしょに捕えられた。そして、このふたりは、硫

黄の燃えている火の池に、生きたままで投げ込まれ
た。 二十一 残りの者たちも、馬に乗った方の口から出
る剣によって殺され、すべての鳥が、彼らの肉を飽き
るほどに食べた。

また私は、御使いが底知れぬ所のかぎと大
きな鎖とを手に持って、天から下って来る

のを見た。 二 彼は、悪魔でありサタンである竜、あの
古い蛇を捕え、これを千年の間縛って、 三 底知れぬ所
に投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年
の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのない
ようにした。サタンは、そのあとでしばらくの間、解
き放されなければならない。

四 また私は、多くの座を見た。彼らはその上にすわ
った。そしてさばきを行なう権威が彼らに与えられ
た。また私は、イエスのあかしと神のことばとのゆえ
に首をはねられた人たちのたましいと、獣やその像を
拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人た
ちを見た。彼らは生き返って、キリストとともに、千
年の間王となった。 五 そのほかの死者は、千年の終わ
るまでは、生き返らなかった。これが第一の復活であ
る。 六 この第一の復活にあずかる者は幸いな者、聖な
る者である。この人々に対しては、第二の死は、なん
の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司と
なり、キリストとともに、千年の間王となる。

七 しかし千年の終わりに、サタンはその牢から解き
放され、 八 地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグ
とマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼ら
を召集する。彼らの数は海べの砂のようである。 九 彼
らは、地上の広い平地に上って来て、聖徒たちの陣営
と愛された都とを取り囲んだ。すると、天から火が降
って来て、彼らを焼き尽くした。 十 そして、彼らを惑
わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは
獣も、にせ預言者もいる所で、彼らは永遠に昼も夜も
苦しみを受ける。

十一 また私は、大きな白い御座と、そこに着座して
おられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去っ
て、あとかたもなくなった。 十二 また私は、死んだ
人々が、大きい者も、小さい者も御座の前に立ってい
るのを見た。そして、数々の書物が開かれた。また、
別の一つの書物も開かれたが、それは、いのちの書で
あった。死んだ人々は、これらの書物に書きしるされ
ているところに従って、自分の行ないに応じてさばか
れた。 十三 海はその中にいる死者を出し、死もハデス
も、その中にいる死者を出した。そして人々はおのお
の自分の行ないに応じてさばかれた。 十四 それから、
死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。これが第二
の死である。 十五 いのちの書に名のしるされていない
者はみな、この火の池に投げ込まれた。
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二十一

二十二

また私は、新しい天と新しい地とを見
た。 以 前 の 天 と、 以 前 の 地 は 過 ぎ 去

り、もはや海もない。 二 私はまた、聖なる都、新しい
エルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整え
られて、神のみもとを出て、天から下って来るのを見
た。 三 そのとき私は、御座から出る大きな声がこう言
うのを聞いた。「見よ。神の幕屋が人とともにある。
神は彼らとともに住み、彼らはその民となる。また、
神ご自身が彼らとともにおられて、 四 彼らの目の涙を
すっかりぬぐい取ってくださる。もはや死もなく、悲
しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のもの
が、もはや過ぎ去ったからである。」 五 すると、御座
に着いておられる方が言われた。「見よ。わたしは、
すべてを新しくする。」また言われた。「書きしる
せ。これらのことばは、信ずべきものであり、真実で
ある。」 六 また言われた。「事は成就した。わたしは
アルファであり、オメガである。最初であり、最後で
ある。わたしは、渇く者には、いのちの水の泉から、
価なしに飲ませる。 七 勝利を得る者は、これらのもの
を相続する。わたしは彼の神となり、彼はわたしの子
となる。 八 しかし、おくびょう者、不信仰の者、憎む
べき者、人を殺す者、不品行の者、魔術を行なう者、
偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分
は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の
死である。」

九 また、最後の七つの災害の満ちているあの七つの
鉢を持っていた七人の御使いのひとりが来た。彼は
私に話して、こう言った。「ここに来なさい。私はあ
なたに、小羊の妻である花嫁を見せましょう。」 十 そ
して、御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れ
て行って、聖なる都エルサレムが神のみもとを出て、
天から下って来るのを見せた。 十一 都には神の栄光が
あった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通っ
た碧玉のようであった。 十二 都には大きな高い城壁と
十二の門があって、それらの門には十二人の御使いが
おり、イスラエルの子らの十二部族の名が書いてあ
った。 十三 東に三つの門、北に三つの門、南に三つの
門、西に三つの門があった。 十四 また、都の城壁には
十二の土台石があり、それには、小羊の十二使徒の十
二の名が書いてあった。 十五 また、私と話していた者
は都とその門とその城壁とを測る金の測りざおを持
っていた。 十六 都は四角で、その長さと幅は同じであ
る。彼がそのさおで都を測ると、一万二千スタディオ
ンあった。長さも幅も高さも同じである。 十七 また、
彼がその城壁を測ると、人間の尺度で百四十四ペーキ
ュスあった。これが御使いの尺度でもあった。 十八 そ
の城壁は碧玉で造られ、都は混じりけのないガラス
に似た純金でできていた。 十九 都の城壁の土台石はあ

らゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、
第二はサファイヤ、第三は玉髄、第四は緑玉、 二十 第
五は赤縞めのう、第六は赤めのう、第七は貴かんら
ん石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第
十一は青玉、第十二は紫水晶であった。 二十一 また、
十二の門は十二の真珠であった。どの門もそれぞれ
一つの真珠からできていた。都の大通りは、透き通
ったガラスのような純金であった。 二十二 私は、この
都の中に神殿を見なかった。それは、万物の支配者
である、神であられる主と、小羊とが都の神殿だから
である。 二十三 都には、これを照らす太陽も月もいら
ない。というのは、神の栄光が都を照らし、小羊が都
のあかりだからである。 二十四 諸国の民が、都の光に
よって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来
る。 二十五 都の門は一日中決して閉じることがない。
そこには夜がないからである。 二十六 こうして、人々
は諸国の民の栄光と誉れとを、そこに携えて来る。
二十七 しかし、すべて汚れた者や、憎むべきことと偽
りとを行なう者は、決して都にはいれない。小羊のい
のちの書に名が書いてある者だけが、はいることがで
きる。

御使いはまた、私に水晶のように光る
いのちの水の川を見せた。それは神と

小羊との御座から出て、 二 都の大通りの中央を流れて
いた。川の両岸には、いのちの木があって、十二種の
実がなり、毎月、実ができた。また、その木の葉は諸
国の民をいやした。 三 もはや、のろわれるものは何も
ない。神と小羊との御座が都の中にあって、そのしも
べたちは神に仕え、 四 神の御顔を仰ぎ見る。また、彼
らの額には神の名がついている。 五 もはや夜がない。
神である主が彼らを照らされるので、彼らにはともし
びの光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王であ
る。

六 御使いはまた私に、「これらのことばは、信ずべ
きものであり、真実なのです。」と言った。預言者た
ちのたましいの神である主は、その御使いを遣わし、
すぐに起こるべき事を、そのしもべたちに示そうとさ
れたのである。 七 「見よ。わたしはすぐに来る。この
書の預言のことばを堅く守る者は、幸いである。」

八 これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネであ
る。私が聞き、また見たとき、それらのことを示して
くれた御使いの足もとに、ひれ伏して拝もうとした。
九 すると、彼は私に言った。「やめなさい。私は、あ
なたや、あなたの兄弟である預言者たちや、この書の
ことばを堅く守る人々と同じしもべです。神を拝みな
さい。」

十 また、彼は私に言った。「この書の預言のことば
を封じてはいけない。時が近づいているからである。
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十一 不正を行なう者はますます不正を行ない、汚れた
者はますます汚れを行ないなさい。正しい者はいよ
いよ正しいことを行ない、きよい者はいよいよきよ
きことを行ないなさい。」 十二 「見よ。わたしはすぐ
に来る。わたしはそれぞれのしわざに応じて報いる
ために、わたしの報いを携えて来る。 十三 わたしはア
ルファであり、オメガである。最初であり、最後であ
る。初めであり、終わりである。」 十四 自分の着物を
洗って、いのちの木の実を食べる権利を与えられ、門
を通って都にはいれるようになる者は、幸いである。
十五 犬ども、魔術を行なう者、不品行の者、人殺し、
偶像を拝む者、好んで偽りを行なう者はみな、外に出
される。

十六 「わたし、イエスは御使いを遣わして、諸教会
について、これらのことをあなたがたにあかしした。
わたしはダビデの根、また子孫、輝く明けの明星であ
る。」

十七 御霊も花嫁も言う。「来てください。」これを
聞く者は、「来てください。」と言いなさい。渇く者
は来なさい。いのちの水がほしい者は、それをただで
受けなさい。

十八 私は、この書の預言のことばを聞くすべての者
にあかしする。もし、これにつけ加える者があれば、
神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。
十九 また、この預言の書のことばを少しでも取り除く
者があれば、神は、この書に書いてあるいのちの木と
聖なる都から、その人の受ける分を取り除かれる。

二十 これらのことをあかしする方がこう言われる。
「しかり。わたしはすぐに来る。」アーメン。主イエ
スよ、来てください。

二十一 主イエスの恵みがすべての者とともにあるよう
に。アーメン。
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