聖書の
学び

十字架を自ら背負うキリスト

1課

聖書

ヨハネによる福音書19章17～30節

暗唱
聖句

イエスは、自ら十字架を背負い、…ゴルゴタという所へ向かわれた。
ヨハネ 19：17

4 月5 日

とを宣言するという道でした。しかし、この

みずから十字架を
背負うイエス

世とその権力はイエスさまに反発し、イエス
おとしい

を嫌い、陥れ、殺そうとします。その結果が、

「
（神と共にあった）言は神であった」（ヨハ

ネ 1：1）との賛美から始まったヨハネによ
る福音書は、一貫して「永遠の神の子である
イエス」の姿を描いています。そのような意
味において、イエスさまの十字架は、「イエ

スは、自ら十字架を背負い」
（19：17）と

あるように、イエスご自身が主体的に自ら引

き受け、背負って、進み行かれたものでした。
このヨハネを始めとする各福音書には、人
もう い

間の有様とりわけ人の罪が、渦巻き、猛威を
ふる

が、具体的に描かれています。私たちは、そ
のような側面に、注意深く目を止める必要が
あるでしょう。
「イエスさまは私たちを罪か

ら救い出すために、神のご計画に従って、こ
くだ

の世に下 って来られた。だから、イエスさ

まの十字架はもともと定められたものであ
かっとう

ちゅう ち ょ

り、したがってそこには、何の葛藤も躊躇も

なかった」かのように、私たちは考えがちで

す。けれども、実はそうではなかったのです。
イエスさまがおいでになって、この世におい

て、ご自分の人生をどのような方向にむけて、
どのような人々と共に、どのような道におい
て歩もうとされるかということ、それはイエ
スさまが、まさしく一人の人間として、様々
な葛藤や悩みの果てに、選び取られた道では
なかったでしょうか。それは、当時の社会に

おいて、苦しめられた人々、弱くされた人々、
はいじょ

排除された人々と共に食し、その人々にこそ
真っ先に神の国への招きが与えられているこ

聖書の学び

架を、イエスさまは、ただ受身的に与えられ

苦しめられたのではなく、それと全く同時に、
彼はこれを「自ら引き受け、背負われた」の
でした。

このイエスさまの決断と選択においてこそ、

「神の愛」が表されている、これがヨハネの
信仰告白です。「神は、その独り子をお与え

になったほどに、世を愛された」（ヨハネ 3：
16、参照ヨハネ 5：19）。

おそ

奮ってイエスさまに向かって襲いかかる様子
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この十字架であったのです。ただしこの十字

第1課 4月5日

「成し遂げられた」
神の救いの業の成就
じょう じ

ゅ

だからこそ、この人間の罪が渦巻く十字架

の出来事において、神の言葉が成就され、神
の救いの業が実現しているのです。「ユダヤ

人の王、ナザレのイエス」と書かれた罪状書

きは、「ヘブライ語、ラテン語、ギリシア語」

で 記 さ れ て い た と 言 わ れ ま す（19：20）。
当時の全世界の主要な言語で、
「イエスが聖

書に約束されて来たイスラエルのメシア（救
い主）そのお方である」ということが結果と
ざ ん ぎゃく

ざんこく

して公言されたのです。また、残虐かつ残酷

極まりない十字架刑とそれを取り巻く人々の
言動についてもまた、「（それは）聖書の言葉

が実現するためであった」（19：24）、「こ

うして、聖書の言葉が実現した」（19：28）
と言われるのです。

そして最後に、イエスさまはこう叫んで息

30）
。新改訳「完了した」、新共同訳と岩波

訳は「成し遂げられた」です。「成し遂げる、

実行する、実現させる」という意味の言葉の、
か ん りょう け い じ ゅ ど う た い

ヨハネ18：38後半
〜40

30日

㊊

強盗のバラバ

31日

㊋ ヨハネ19：1〜16

この人を見よ

「何事かが成し遂げられた、実現された、完

1日

㊌ 詩編22：7〜16

口は渇き、
舌ははり付く

言葉が実現した。神のご意志が実現し、神の

2日

㊍ 詩編69：14〜22

酢を飲まされて

は、ただ人間たちの罪の仕業だけによるもの

3日

㊎ ヨハネ1：1〜13

暗闇の中の
まことの光

ている。それは神のみ心であり、み業だ。そ

4日

㊏ ヨハネ一4：7〜12

ここに愛がある

成された」という意味になります。「聖書の

業が成し遂げられた。ここに起こっているの
まさ

ではない。それにはるかに優ることが起こっ

4 月5 日

完 了 形受動態が用いられています。だから、

準備のための聖書日課

1課

を引き取られます。「成し遂げられた」（19：

うして、それは今や完全に成し遂げられた」。

成人科

神の愛は、
悩み葛藤する愛

私たちの悩みと葛藤においても

私たち自身の「どの道を選ぶか」「どう生

聖 書 は、 神 の 愛 の 勝 利

きるか」という悩み・葛藤、その末の選択と

は、何の苦労も悩みもなく実現されたもので

経験からの証しや、今そしてこれからの課題

と実現とを語っています。けれどもその勝利

はありません。旧約においても、神は時に「後
悔し、心を痛め」（創世記 6：6）、また「強

く愛し（口語訳「ねたみを起し」）、その民を
深く憐れまれ」る（ヨエル 2：18）お方で

す。この道の末に「独り子を世にお与えにな

った」
（ヨハネ 3：16）神の愛を、み子イエス・

決断について、語り合いましょう。今までの
について、可能な限り分かち合いましょう。
そのような状況で、この聖書の神、イエス・
キリストの神さまは、私たちにどのように関
わり、どのように助け導いてくださると思い
ますか。

キリストが、ご自身の悩みと葛藤を経ての決
断と選択をもって「自ら十字架を負う」こと
によって、まさに表しておられるのです。こ

のような神さまの姿や愛のイメージについて、
語り合いましょう。

成人科

第1課 4月5日
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みんなで聴く

聖書の
おはなし

十字架を自ら背負うキリスト

1課

聖書

ヨハネによる福音書19章17～30節

暗唱
聖句

イエスは、自ら十字架を背負い、…ゴルゴタという所へ向かわれた。
ヨハネ 19：17

4 月5 日

皆さんは、今まで何年間生きて来られた
でしょうか。若い方は 10 年くらいかもし
れません。70 年、80 年という長い年月
を生き抜いて来られた方もおられるでし
ょう。その間に、
「どんな道を選び、どん
か っ と う

な人生を生きようか」と、葛藤を感じたり、
悩んだりしたことがきっとあったのではな
いでしょうか。では、イエスさまはどうだ
ったのでしょうか。
「イエスさまは神の子
だから、そんな悩みなんてきっとなかった
んだ」。本当にそうでしょうか。
イエスさまがこの世に生まれて来られた
とき、イエスさまも、その頃の世の中、社

この道を選ばれました。それが神さまのみ

会を経験し、そこに生きる人々と出会って

心であり、ご計画であると信じたからです。

いかれました。当時のユダヤの社会はロー

でも、恐れていた通りになりました。当時

も と

マ帝国の支配の下 にあって、多くの人々、
は げ

き び

特に貧しい人たちは、重い税金と激しく厳

スさまをきらい、殺そうとしました。そし

しい労働によって苦しめられていました。

てとうとう、イエスさまは無実の罪で捕ら

また、ユダヤの国独特の宗教による支配も

えられ、苦しめられ、今十字架につけられ

あり、その中で差別されたり、仲間はずれ

るために、ゴルゴタへの道を歩いています。

にされたりしている人たちがいました。こ

皆さん、イエスさまは後悔していると思

のような人たちに出会ったとき、イエスさ

いますか。いいえ。聖書にこう書いてある

まはこう思ったのではないでしょうか。
「い

のです。
「イエスは自ら十字架を背負い」
。

や、この人たちこそ、神さまの国に招かれ

この道は、イエスさまが自分から選び、心

ている。この人たちこそ神さまに愛されて

から「そうしたい」と願って選ばれたもの

いる。わたしは、そのような神の国を人々

であり、この十字架をイエスさまは自分か

に知らせ、宣べ伝えたい」
。

ら進んで背負い、この道を歩まれるのです。

でもイエスさまには、葛藤や悩みが起こ
おこな

りました。「そんなことを語り行 っていく
そ む

16

の社会で力をふるっていた人たちは、イエ

こ う か い

このイエスさまの道こそが、イエスさまを
この世に送られた神さまの愛をまざまざと

ということは、この世の仕組みと力に背く

表し、力強く語っているのです。
「神はそ

ことだ。どんなひどい迫害や苦しみを経験

の独り子をお与えになったほどに、世を愛

するかもしれない」。結局、イエスさまは

された」
（ヨハネ 3：16）
。

みんなで聴く聖書の学び
第1課 4月5日

青少年科

十字架を自ら背負うキリスト
ヨハネによる福音書19章17～30節

暗唱
聖句

イエスは、自ら十字架を背負い、…ゴルゴタという所へ向かわれた。
ヨハネ 19：17

分かち合おう

イエスさまは「主体的」に十字架を背負わ

・他者と違う意見を持つことよりも、自分を

単なものではありません。主体的とは自分の

いように生きる方が楽なように感じること

れました。しかし、その選び取りは決して簡
意志・判断によって行動するさまのことです
が、現代の社会の中で、私たちが主体的に生
きることは容易なことではないように思えま
す。学校や職場などで自分の思いと反してい

ることを言われて、対話することも許されず、
従わなければならないことはないでしょうか。
または、自分の意見を言うことよりも周りに

合わせてしまうということはありませんか。
そのような時、
「私」という「主体」が犠 牲
ぎ

せ い

になり、生きづらい世界が作られているので
はないでしょうか。

既にでき上がった決まりや周りの人々と違
すで

う意見を持つことは難しいことです。しかし、
イエスさまは当時の社会の規律、当たり前と
き

り つ

されていることで痛み、苦しんでいる人々の
中で、その規律や常識などにとらわれずに共
に生きるために主体的に行動を起こされまし

犠牲にしてでも、誰かに同調して目立たな

4 月5 日

聖書から…

1課

聖書

があるかもしれません。しかし、聖書は私
たちに「犠牲」でなく「主体的」に生きる
大切さを教えてくれています。誰かの犠牲
になっていませんか。また、誰かを犠牲に
して生きていることはないですか。率直に
話し合ってみましょう。

・自分の思い、感情、意見を主体的にいうこ
とはとても大事なことですが、青年期にな
るまでそのようなことを求められる機会自
体が社会でも教会でも少ないのではないで
しょうか。一方、青年と呼ばれるようにな
り、大人として扱われると突然に主体性を
求められ戸惑っていませんか。主体的に教
会を担うということの戸惑い、また一方で
その意義を共に考えてみましょう。

た。十字架はその極致です。イエスさまは人
きょく ち

間の最も醜い部分を引き受け、誰かが犠牲に
みにく

なっていく生きづらい世界を解放するために
十字架を担ってくださいました。故に私たち
は、誰も犠牲にしてはならないし、犠牲にも
なりません。与えられたいのちを主体的に生
きながら、同時に他者とも共に生きていくこ
とが求められるのです。

キリストの十字架の愛を知る時、人間は誰

もがその人らしく、他者と共に生きるものと
されるのです。

青少年科

第1課 4月5日
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幼小科

十字架を自ら背負うキリスト

1課

聖書

ヨハネによる福音書19章17～30節

暗唱
聖句

イエスは、自ら十字架を背負い、…ゴルゴタという所へ向かわれた。
ヨハネ 19：17

聖書から…

4 月5 日

教会には十字架が必ずどこかにありま
す。みなさんの教会でも探してみてくださ
い。教会にはどうして十字架があるのでし
じ ゅ な ん しゅう

ょう ? 教会では「受 難 週 」という時を過
ごします。「受難」と小学生用の辞書で調
べると「苦しめられること」と書いてあり
ます。私たちは、痛かったことや苦しかっ
たことはすぐにでも忘れたいのに、イエス
さまが苦しまれた十字架を覚えて過ごすの
はなぜでしょう ?
イエスさまが苦しまれた事は、昔話や伝

かしたら、リーダーが気付かない所にあ

記とは違うのです。イエスさまは、苦しめ

る十字架を見つけるメンバーがいるかも

られるとわかっていても逃げませんでした。

しれませんね。

「自ら十字架を背負い」歩むイエスさまは、

※小さなメンバーは、使っている部屋の中

今も私たちと一緒にいてくださいます。ど

に隠された十字架の写真を探してもいい

こかの誰かの為ではなく、私のために十字

ですね。

架に架かられたのです。イエスさまは、ど
うして私たちのためにそこまでしてくださ
るのでしょうか。イースターの前に一緒に
考えてみませんか ?

活動②

ワークシート

「どうして私のために ?」
たくさんの文字が○△□の中に入ってい

活動①
「十字架を探しに !」

で並べると一つの文章になります。十字架
を背負い歩んでくださったイエスさまのゴ

教会にある十字架を探しに行こう !

ルゴタへの道に文字を入れてみましょう。

①準備として、リーダーがいくつかの十字

※低学年にはリーダーがあらかじめ○△□

架の写真を撮っておきます（プリントや

の枠を書いてあげるといいかもしれませ

スマホでも可）。

ん。年齢ごとにヒントの数を変えたり、

②教会の外、礼拝堂の中、窓枠のデザイン、

みんなで協力して説いてもいいですね。

誰かの聖書のしおりにも ? リーダーが

（ヒント：1．みんなで聴く聖書のおは

撮った写真と同じものを探します。もし

18

ます。バラバラに見える文字を、ある法則

幼小科

第1課 4月5日

なし、2．ヨハネ 3：16）

幼小科

どうして私のために ?

ワーク
シート

ワークシート

1課
4 月5 日
幼小科ワークシート
第1課 4月5日
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聖書の
学び
2課
4月
日

12

復活のキリストはうしろから
聖書

ヨハネによる福音書20章11～18節

暗唱
聖句

イエスが、
「マリア」といわれると、彼女は振り向いて…「ラボニ」と言った。
ヨハネ 20：16

泣き続ける人マリア

（20：15）それは、彼女が墓に向かって立ち、

あの十字架から三日目の早朝、マリアがイ

「絶対的」に見える死の現実に捕らわれ、そ

起っていました。墓穴の入口の石が取りのけ

が取り去られ、奪われたという悲しみと痛み

エスさまの墓へ行ってみると、大変な事態が

ただ「墓の中」だけを見つめていたからです。
れだけに目を注いでいたからです。愛する方
うば

られ、中を見ると、イエスさまのご遺体もな

だけを見ていたからです。その視線の先には、

これは「墓荒らし」がこの墓に押し入り、大

視界が閉ざされてしまっていたからです。

くなってしまっているのです。彼女は最初、
切な先生のお体を盗んでいったのだと思いま
した。マリアは、そのまま「墓の外に立って

ただうつろな絶望の空間だけが広がっており、

泣いていた」（20：11）のでした。この事

復活の主は後ろから

余り、一人泣くほかはなかったのでしょう。

しかし復活の主は、全く違うところに立ち、

態を未だに受け入れられず、混乱と悲しみの
それは、最も弱っている人の姿です。悲しみ

マリアの視線の外から彼女に呼びかけられま

いつまでも泣き続けるほかない人、「新しい

振り向くと、イエスの立っておられるのが見

はげ

が大きすぎる故に、痛みが激しすぎるゆえに、

道」など見出せず踏み出すことなどできない
人、マリアはその時まさにそういう人だった
のです。

第一の証人として
しかし聖書は告げます、復活の主は、この

マグダラのマリアを、「第一の証人」として

選んで、出会い、ご自身を現してくださった
のです。
「後ろをふり向くと、イエスの立っ

ておられるのが見えた」
（20：14）
。しかし

した。すなわち、「後ろ」からです。「後ろを
えた」（20：14）。あなたの知らなかった道
がある、「死の行き止まり」から開かれる道

がある、そこから通じている、あなたが知ら
なかった新しい世界がある。暗闇を越えて光
へ、死を越えて命へ、絶望を越えて輝かしい
希望へと至る道がある。わたしはその道を知
っている。わたしは十字架の苦しみを経てそ
の道へと至り、その道を歩んでいる。「わた
しは道であり、真理であり、命である」
（ヨ

ハネ 14：6）。主はその道から、彼女の「後ろ」

から、復活のみ声をかけてくださったのです。
それでも、マリアは気づきません。そこで、

マリアはそれがイエスさまだとは気づきませ

イエスさまは「マリアよ」と呼びかけられま

してしまったのです。「マリアは、園丁だと

「マリアよ、わたしはあなたを知り、あなた

たのでしたら、どこに置いたのか教えてくだ

い悲しみも、だれも理解することもできない

んでした。それどころか、こんな勘違いさえ
思って言った。
『あなたがあの方を運び去っ

20

さい。わたしが、あの方を引き取ります』」

聖書の学び

第 2 課 4 月 12 日

した。主は名前を呼んで向き合われる方です。
を愛している。あなたのとうてい言い表せな

傷も、すべてを知っている。ほかでもないそ

準備のための聖書日課
流れ出る血と水

7日

㊋ ヨハネ19：38〜42

新しい墓への埋葬

た。
「彼女は振り向いて、ヘブライ語で、『ラ

8日

㊌ ルカ24：1〜12

輝く衣を着た
二人の天使

られる。主はいつまでもわたしと共におられ

9日

㊍ ヨハネ14：1〜6

神への道を知る

深いイエスさまの愛が、彼女の胸にしみ込み、
伝わったのです。その時、マリアは悟りまし

ボニ』と言った」
（20：16）
「主は生きてお
る」
。マリアはこの信仰によって今、死の中

から引き上げられ、新しく生かされたのです。

10日

㊎ ヨハネ14：7〜14

父なる神のもとへ

17）とのイエスさまの言葉は、それでも「イ

11日

㊏ ヨハネ20：1〜10

週の初めの日、
朝早くに

「わたしにすがりつくのはよしなさい」
（20：
しょうちょう

エスの体」というものに象徴される、個人的
ついおく

12

日

㊊ ヨハネ19：31〜37

4月

6日

のあなたを、わたしは愛する」
。この上なく

2課

悔しさも、一生かかってもいやせないような

あい ぼ

な追憶や愛慕にこだわってしまうマリアの姿

を表しているのかもしれません。そのたびに、
彼女に「マリアよ」と呼びかけて、復活信仰
へと招いてくださる方がおられるのです。

成人科

復活をどのように信
じましたか ?

どのように証しをしていますか ?

イエス・キリストの復活を信じてクリスチ

イ エ ス・ キ リ ス ト の 復

ャンとなった人たちは、「イエス・キリスト

たち人間の理性や常識では受け止めることが

んはどのような証しをしておられるでしょう

活はキリスト教信仰の中心と言えますが、私

できないのではないでしょうか。そんな中で、
クリスチャンの人たちはどのように復活を受
け止め、信じているのでしょうか。復活信仰
に至った証しを分かち合いましょう。
「まだ

信じられない」という方も、クラスにおられ
るかもしれません。自分の疑問や葛藤を素直

の証人」として人々に証しをしますが、皆さ
か。「なかなか証しができない」という悩み

をも、積極的に語り合ってみましょう。その
ときに、弱さと悲しみの中にいたマリアを「第
一の証人」とされた、イエスさまの恵みと選
びについて考えてみましょう。

に語り合えるような雰囲気作りに努めたいと
思います。その中でのキーワードは、「後ろ
から」
。自分の思いもよらない方向から、と
いうことではないでしょうか。

成人科

第 2 課 4 月 12 日

21

みんなで聴く

聖書の
おはなし

復活のキリストはうしろから

2課
4月
日

12

聖書

ヨハネによる福音書20章11～18節

暗唱
聖句

イエスが、
「マリア」といわれると、彼女は振り向いて…「ラボニ」と言った。
ヨハネ 20：16

あの十字架から三日目の朝早く、いたた
まれなくて眠れなかったマリアは、イエス
さまのお墓に行きました。すると、大変な
ことが起こっていたのです。イエスさまの
墓の入口がぱかっと開いて、中を見てみる
と、大切なイエスさまのお体までなくなっ
てしまっていたのです。マリアは思いまし
た。
「きっと、墓どろぼうがイエスさまの
お体を盗んでいってしまったのだわ」
。そ
こで、マリアは墓の外に出て、ずっと立っ

22

たまま泣いていました。「イエスさまが死

イエスさまという方は、いつもそういう

んでしまった。もうだれもイエスさまを助

場所に立って、
「後ろ」から私たちにも呼

けることはできない。イエスさまが死んで

びかけてくださるのです。私たちが気づか

しまい、私たちもどうすることもできない。

なかった場所、思いもよらなかったところ、

私たちには、もう何をする力も、生きて行

考え、やり方、目標。
「死でおしまいでは

く力も、全部なくなってしまった。おまけ

ない。私たちの知らない、神さまが与えて

に、イエスさまのお体まで盗まれて、私た

くださる命がある。死を越える命、希望も

ちには何も残っていない」。マリアは、そ

喜びもなくなったところから始まる命があ

んなことばかりを思っていました。ほかの

る。わたしはこの命によって生きて、ここ

ことを考えることもできず、ほかの道を探

からあなたを呼びます。わたしは、あなた

すことも全くできなかったのです。だから、

にこそ会いたかった。わたしはあなたを愛

マリアはひとりぼっちでただ泣き続けるほ

します。わたしはあなたといつも共にい

かなかったのです。

ます」
。マリアはまだわかりません。そこ

しかし、そんなマリアの後ろから呼び

でイエスさまは名前を呼んでくださいまし

かけた人があります。「なぜ泣いているの

た。
「マリアよ」
。何度も聞いた先生の自分

か。だれを捜しているのか」
。
「えっ、だれ

を呼ぶあの声の調子、そこに込められたイ

? お墓の番人さん ? それなら、イエスさ

エスさまの愛が、マリアの心によみがえっ

まのお体をどこに移したのか、教えてくだ

てきました。マリアは今はっきりとわかり

さい」。でも、それは実はイエスさまだっ

ました。
「イエスさまだ。先生 !」彼女は今、

たのです。イエスさまは、
マリアの「後ろ」

イエスさまが言われる「永遠の命」をいた

に立っていました。彼女がまったく見えず、

だいたのです。マリアも今、死の中から復

気づかない場所。

活させられたのです。

みんなで聴く聖書の学び
第 2 課 4 月 12 日

青少年科

復活のキリストはうしろから
ヨハネによる福音書20章11～18節

暗唱
聖句

イエスが、
「マリア」といわれると、彼女は振り向いて…「ラボニ」と言った。
ヨハネ 20：16

分かち合おう
・林竹二という教育者は「学んだことの証し

しい場所へ目を向けることです。「体（遺体）」

（『学ぶということ』国土社 P.95）と言い

し振り向いています。「振り向く」、それは新
にこだわっていたマリアの視点が、振り向く
ことによって新しい視点へと変わっていきま

す。一人では決して気が付かなかったこと、
わからなかったことが、イエスさまの呼びか
け、み言葉を通して知るようになっていくの
です。

死という絶望にだけとらわれ涙しているマ

リアは、生前のイエスさまにのみこだわる姿
です。しかし、復活のイエスとの新たなる出

はやし た け

じ

は、ただ一つで、何かがかわることである」
ました。私たちは、今の自分が心地よけれ

ばよいほど、変わりたいとは思いません。
もし、み言葉を読んでも自分自身が何も変
わらなければ、み言葉が伝えようとしてい
ることを無駄にしてしまうのではないでし
ょうか。み言葉を読むことによって、神さ
まに自分が「変えられた」という体験があ
れば分かち合ってみましょう。

会いによってマリアは変えられ、復活を信じ

・あなたは今、何を見つめていますか。また

験を、私たちは主日礼拝を通して体験してい

なものがあると思います。み言葉は私たち

る証人となっていくのです。このマリアの体
るのではないでしょうか。主日礼拝を守る時、
私たちは「復活のイエス」と「み言葉」とに
出会います。その時、私たちは今までは感じ

ることもなかったことを感じるようになり、
目を向けることもなかったことへ、目を向け
させられていきます。

人間は「内側」にある自分の思いだけにと

らわれ、それと同調するものばかりを求めが

ちです。しかし、
「み言葉」は自分の「外側」
から聴こえてくるのです。その時、マリアが

12

日

マリアは、後ろからくるイエスの声に反応

4月

聖書から…

2課

聖書

何にこだわっていますか。それぞれに色々
に見るべきものを「見る力」を与えます。
この時代を生きるものとして、見るべきも
の（例えば「差別」の問題など）、こだわ

るべきものがあるはずです。み言葉に示さ
れながら、現代においてあなたが今、見つ
めるべきだと思っているものがあれば分か
ち合いましょう。そして、それがどのよう
に教会の働きとつながっているのかを考え
てみましょう。

復活の証人という新しい自分に生きたように、
私たちは自分が知らなかった自分、新しい自
分にされていくのではないでしょうか。

青少年科

第 2 課 4 月 12 日

23

幼小科

復活のキリストはうしろから

2課

聖書

ヨハネによる福音書20章11～18節

暗唱
聖句

イエスが、
「マリア」といわれると、彼女は振り向いて…「ラボニ」と言った。
ヨハネ 20：16

聖書から…

4月
日

12

大切な物をなくした時、みなさんはどう

「自分の大切な物は○○です」と言って

なりますか ? あせって探しまわる人。今

当たれば正解 ! 当たらなくても答えは○

までの行動を振り返り思い出そうとする人。

○ちゃんでした ! と顔を見せ合い喜びま

まずはお祈りする人もいるでしょうか。ど

す。うしろにいる人との出会いを喜びま

んな行動を取ったとしても、悲しい思いに

す!

なることでしょう。
イエスさまが死んでしまっただけでも悲
しいのに、物ではなく大切な人イエスさま
の体が、あるはずの場所からなくなってし
まいました。マリアは、驚きや悲しさや混
乱の中でどんな思いでいたのでしょう ?
そんな驚いているマリアに、イエスさま
はうしろから声をかけられます。

活動②

ワークシート

「キリストはどこに ?」
●準備●ワークシートのコピー人数分、色
鉛筆を四色以上、鉛筆削り
大切な言葉を運んでいたら、おっと大変、
落としてしまい、大混乱。全部が混ざっ

私たちが気づいていないだけかもしれま

てしまいました。でもよーくみると、そ

せんが、イエスさまは今も見守ってくださ

れぞれの文字にはマークが隠されている

います。混乱の時も悲しみの時も、うれし

ようです。同じマークは同じ色で塗って

い時も共にいてくださるのです。

みると…? どんな文字が隠れているで
しょう ?

「うしろにいる人だ〜れ」
①♪「あ〜なたのお名前は ?」と歌いなが
ら、みんなの名前と一番大好きな物、大
切な物を聞いていきます。
②全員の名前と大切な物を聞いたら、メン
バーの一人がみんなに背中を向け、目隠
しをして座ります。
③もう一人のメンバーは、誰かと気付かれ
ない様にうしろから近づき、「だーれだ
?」と聞きます。「○○ちゃん !」と当た
れば正解 ! もし間違ったら次のヒント

24

幼小科

第 2 課 4 月 12 日

※答え：
十（十字架）マーク＝ふっかつのキリストはうしろから
●マーク＝イースター
〇マーク＝たまご
◎マーク＝えいえんのいのち

活動①

絵本紹介『三本の木』
文：アンジェラ・エルウェル・ハント／絵：ティム・
ジョンク／訳：津久井正美 （いのちのことば社）
三本の木を通して、イエスさまの誕生・弟子たち
と歩まれた姿・十字架の出来事が語られます。そし
て最後は日曜日の朝（復活の朝）につながる物語です。
多くのメンバーが新学期を迎えるこの時、不安や戸
惑いの中にあっても、どこにいてもどんな時も共に
いてくださるイエスさまと共に歩むことができます
ように。

幼小科

キリストはどこに ?

ワーク
シート

ワークシート

2課
4月
日

12

幼小科ワークシート
第 2 課 4 月 12 日

25

聖書の
学び

見ること、信じること、生きること
ヨハネによる福音書20章19～29節

聖書

3課
4月
日

19

暗唱
聖句

「見ないのに信じる人は、幸いである」
ヨハネ 20：29

復活者を見る

見ないで信じることの幸い

聖書は、復活のイエスさまと弟子たちとの

しかし主はさらに踏み込まれます。「見な

出会いを描きます。ストーリーの前半では、

いで信じることの幸い」を強く語られ、これ

は言われず、
「見る」ことが強調されていま

いるのです。「イエスは彼に言われた、『…見

いっ そく

と

一 足 飛 びに「見ないで信じる者は幸い」と
す。
「
（イエスが）手とわき腹とをお見せにな

った」
、
「弟子たちは、主を見て喜んだ」（20：
20）
。ところがこの時に一人トマスだけはい
なかったので、彼は「見る」ことにこだわり
ます。
「あの方の手に釘の跡を見、…この手

ないで信ずる者は、さいわいである』」（口

語訳 20：29）。トマスはこの転換を経験し
ました。彼はあくまでも「見る」ことを求め

ていましたが、復活のイエスに直面したとき、
こ しつ

もはや「見る」ことに固執せず、イエスの足

をそのわき腹に入れてみなければ、わたしは

元にひざまずき「わが主よ、わが神よ」と、

エスさまは、トマスに「見る」ことを許され

のでした。そして、この「見る」ことから「見

決して信じない」
（20：25）
。再び現れたイ
ました。
「あなたの指をここに当てて、わた

しの手を見なさい」
（20：27）
。
「わたしを

見たから信じたのか」（20：29）というイ
エスさまの言葉も、直訳は「あなたはわたし
ちょく せ つ

イエスを「信じる」ようにと転換させられた
ないで信じる」ことへの転換のまさにこの所
には、復活のイエス・キリストが立っておら
れるのです。

なぜ「見ないで信じることが幸い」なのか

を見たから信じた」というように、直截に事

については、この福音書がイエスさまの復活

望」したりするようなニュアンスはありませ

会とその信仰者に向けて書かれているという

実を述べる言い方であり、
「問い詰め」たり「失
ん。

これら「見る」ことの強調によって語られ

ているのは、
「イエスの復活」とは、神によ

って「見る」ことさえもが許されるような「神

による現実」であるということです。それは、
肉体的な視力をもって見ることとは全く違う
事柄です。
「わたしがこの世に来たのは、裁

くためである。こうして、見えない者は見え
るようになり、見える者は見えないようにな
る」
（ヨハネ 9：39）。

26

こそがこの箇所の結論的メッセージとなって

聖書の学び

第 3 課 4 月 19 日

からはるか後（紀元後 90 年頃）を生きる教

ことが大きいでしょう。彼ら彼女らはまさに、
復活のイエスさまを「見ないで信じる」よう
に招かれ求められているからです。またそれ
以上に、イエスご自身が 9 章で言われたよ

うに、「見ている」「見える」と思っているこ
とによって、神の真理からかえって外れてし
まうことがしばしば起こるからです。

準備のための聖書日課
神による現実を見よ

14日

㊋ ヨハネ14：25〜31

与えられる主の平和

わが神よ」
（20：28）
。最初の復活の主との

15日

㊌ ペトロ一1：3〜9

今見えなくとも
信じる

こりました。これは、まさに私たちの「主の

16日

㊍ ヨハネ一1：1〜4

永遠の命を見る

それから「八日の後」
（20：26）
、これもや

17日

㊎

れるのです。

18日

㊏ ヨハネ16：16〜24

トマスは、この復活の主の約束と招きの

前に、ひざまずき、告白します。「わが主よ、
出会いは、
「週の初めの日」
（20：19）に起

日の礼拝」が行われる、その日です。そして
はり「主の日」の出来事であったように思わ

ヨハネ16：4後半
〜15

真理の霊を受けよ
悲しみは喜びへと
変わる

この「日」
、復活の主との出会いが、今も

私たちと教会に起こります。この時、主はご

19

日

㊊ ヨハネ9：35〜39

4月

13日

3課

信仰によって、従い、
生きる力

自身が生きておられる方であることを、私た

中で私たちが見させられている不条理、暴力、

よって、私たちは「見ずして信じ」、神に従

っているイエスさまの命、祝福、神の国の芽

ちにも「見せ」示してくださいます。それに
って生きて行く力を、この場においていただ
くのです。さらにはそこから、今日の社会の

成人科

「見ないで信じる」
ことがなぜ大切なの
でしょうか ?

不正義の中に、見えないけれどはっきりと立

を、見えないけれど信じていく生き方へと、
復活の主によって送り出されるのです。

「週の初めの日」ごとに行われる私
たちの礼拝

イエス・キリストの復活が「週の初めの日」

このことについて、共に考え話し合ってみ

であったことから、この日は「主の日」と呼

は「見えない」お方だからです。また「神の愛、

きました。私たちの週ごとの礼拝の中で、ど

ましょう。一つの考えとして、聖書の神さま

支配、正義、公平」
、それは見えません。逆に、
世の中の不正や悪の支配の方が、私たちには
けんちょ

顕 著 に見えるように思います。また、「死に

打ち勝つ命」も、私たちが「見る」というこ
とは未だできないでいると思います（私たち

は皆死んでいきます）。けれども、それらの「見

ばれ、キリスト教会はこの日に礼拝を持って
のようにイエス・キリストとの出会いを経験
していると思いますか。礼拝に出席したこと
なぐさ

で、復活の主から大きな慰めや力を受けたと

思われることがあったら、互いに証しを分か
ち合いましょう。

えないもの」は確かに実在し働いていること
じょう じ ゅ

を、実現し成就された方こそ復活のイエス・
キリストであり、彼こそがその現実を確証し
ておられるのではないでしょか。

成人科

第 4 課 4 月 19 日

27

みんなで聴く

聖書の
おはなし

見ること、信じること、生きること
聖書

3課
4月
日

19

暗唱
聖句

ヨハネによる福音書20章19～29節

「見ないのに信じる人は、幸いである」
ヨハネ 20：29

トマスは怒っていました。自分がいない
間に、復活されたイエスさまがほかの弟子
たちの前に現れたことを聞いたからです。

「ぼくを呼んでくれたら良かったのに。そ
れに、イエスさまもイエスさまだ。なんで
ぼくだけ仲間はずれにしたのかな」
。だか
ら、ほかの弟子たちが「ぼくたちはイエス
さまを見たんだ」と言っても、まったく聞
こうとせず、信じようともしませんでした。
「ぼくは信じないぞ。イエスさまが目の前
に現れてくれて、その手の釘の跡にぼくの
指を差し入れ、そのわき腹の傷にじかにさ

ではありません。トマスは、はっきりとわ

わってみなければ、絶対に信じないぞ」
。

かったからです。トマスのことを思ってく

それから 1 週間後、弟子たちの集まり

れるイエスさまの心が、また自分をも愛し

の中に、今度はトマスも一緒にいました。

てくださる神さまの愛が、復活されたイエ

するとそこへ、突然イエスさまが現れまし

スさまのお姿を見たときに、はっきりとわ

た。そして、トマスの真正面に立たれたの

かったからです。だから、もうトマスはイ

です。トマスはびっくりぎょうてん、腰を

エスさまにさわる必要もありませんし、も

ぬかさんばかりになりました。イエスさま

っと言えば、もうこれからは復活のイエス

は、そんなトマスに言いました。
「トマス、

さまのお姿を見る必要さえないのです。な

わたしの手の傷にあなたの指を差し入れて

ぜなら、もうわかったからです。神さまの

ごらんなさい。また、わき腹をあなたの手

愛とイエスさまの命が。こうして、トマス

でさわってごらんなさい。わたしはあなた

は信じたのでした。そんなトマスにイエス

を見捨てたりしていないし、神さまの愛は

さまは、幸いを約束してくださいました。

あなたにも届いているよ。信じない者にな
らないで、信じる者になりなさい」
。

28

「見ないで信じる者は、幸いである」
。
今こうしてこの時代を生きている私たち

さあ、トマスはどうしたでしょうか。イ

も、
「イエスさまを見る」ことはできない

エスさまにさわったでしょうか。いいえ、

かもしれませんが、その私たちにも、イエ

あんなに言っていたのに、さわらなかった

スさまはご自分が「今も生きていること」

のです。なぜでしょうか。イエスさまがい

「いつも共にいてくださる」ことを、
「週の

きなり現れて、びっくりしたから ? イエ

初めの日」礼拝の日ごとに示し、教えてく

スさまがこわかったから ? いいえ。そう

ださるのです。

みんなで聴く聖書の学び
第 3 課 4 月 19 日

聖書

ヨハネによる福音書20章19～29節

3課

暗唱
聖句

青少年科

見ること、信じること、生きること
「見ないのに信じる人は、幸いである」
ヨハネ 20：29

分かち合おう

トマスは、見ることや触ることに固執しま
こ

し つ

して、トマスはその固執から解放されていき
ます。なぜなら、復活のイエスと出会うこと
がゆるされたからです。復活のイエスと出会
うことは「復活のいのち」を与えられる神の
働きに出会うことです。つまり、ここでのト

マスとイエスとの出会いは、肉体的に見た、
触れたということとは異なるものなのです。
神の働きを知ったトマスは、肉体的に「見

る」ということへの固執を捨て、見えないも
のに寄り頼むものとなっていきます。トマス

はここで、イエスさまの言葉を聞きました。
言葉は肉体と違い見ることはできません。し
かし、その見えないものをトマスは信頼した

のです。こうして、トマスは「見て信じる」
ということに固執するものから、見て触って

確認できる事柄ではない「見ないで信じる」
という、イエスさまの言葉の力に信頼するも

・容姿、社会的地位、能力などの優劣を、私
よ う

し

ゆ うれ つ

います。しかし、この世界には「見えない」
けれども大事にされなければならないもの
がたくさんあるはずです。さて、あなたの
教会は一体どのような「見えない」ものを
大事にしているでしょうか。また、大事に
できていないでしょうか。自由に話してみ
ましょう。

・トマスは決して不信仰な人物ではなく、人
間の姿そのものです。「見えない」神さま

に信頼をおき、信じるということは大変な
ことだと思います。一方で、この世界で起

こる悲惨な出来事を「見る」ことによって、
ひ

さ ん

神さまの存在を疑ってしまうことも、もし
かするとあるかもしれません。また、現実
の悲惨さを「見て」、見えない神さまのこ

とを「愛」と呼ぶことに矛盾を感じること
む じゅん

のへと変わっていったのです。

もあるかもしれません。私たち人間の知恵

聴き、その力に信頼し、生きるものへとされ

れています。だからこそ、私たちは「見え

私たちが主日礼拝を守るのは聖書の言葉に

るためです。見ないで信じる信仰が私たち一
人ひとりを生かし、キリストにあって互いに
共に生きる喜びを私たちにもたらすのです。

19

たちは世間の価値観から「見て」判断して

日

した。しかし、復活のイエスさまを目の前に

4月

聖書から…

で知ること、見ることができることは限ら
る現実」と「見えない神さまの愛」との間

に神さまのどんな意思が隠されているかを
か く

問うことが大切です。この「見える現実」
と「見えない神さまの愛」との間にどのよ
うな神さまの思いが隠されているとあなた
は思いますか。

青少年科

第 3 課 4 月 19 日

29

幼小科

見ること、信じること、生きること
聖書

3課

暗唱
聖句

ヨハネによる福音書20章19～29節

「見ないのに信じる人は、幸いである」
ヨハネ 20：29

聖書から…

4月
19

みなさんは教科書や本に書かれているこ
とを読むより、一度でも見たり経験したり

日

することでよくわかるということはありま

きます。
②リーダーが一つの袋、メンバーがもう一
つの袋を持ちます。
③リーダーが袋から一つ取り出します。メ

せんか ?「青と赤を足すと紫になります」

ンバーは、それと同じものを袋の中を見

と文章で読んだり聞いたりするより、絵の

ないで選び出します。見ないで全部同じ

具で色を合わせたものを見るとすぐに理解

ものが選び出せるかな ?

できますね。
トマスは、「イエスさまがわたしの前に
現れてくれたら信じたのに…」と思ったの
でしょう。私たちは今、イエスさまの姿を
実際に見ることができません。聖書からの

活動②

ワークシート

「3（スリー）ヒントクイズ」
●準備●ワークシートのコピー人数分、人
数分の問題の答え（写真や絵）

おはなしを聞いたり読んだりしてもなかな
か信じられない時、トマスのように「一度

三つのヒントで答えを導きだすクイズです。

でも会えたら…」と思うことがあるかもし

①リーダーは、教会にある物、人、聖書の

れません。イエスさまは、そんなトマスや

中にまつわるものの写真や絵をあらかじ

私たちに「見ないで信じるものは、幸いで

め答えカードとして準備します。

ある」という言葉をかけてくださっていま

②メンバー一人に一つずつ答えを渡し（見
せ）ます。

す。

③メンバーは、自分以外のメンバーが当て

活動①
「見ないで ! 見ないで !」
●準備●中の見えない巾着袋 2 つ、似た
形で違う素材の物 5 つくらい 2 セット
（例：ゴルフボール、卓球の玉、スーパ
ーボールなど）
①二つの袋が同

す。
④準備ができたら一人ずつヒントをゆっく
り、一つずつ言いましょう。
⑤一つ目のヒントで答えられるでしょうか
?
⑥または、三つともヒントを言ってから、
「せーの」で皆が一斉に答えを言って、

じ中身になる

その内何人が言い当てられたかというよ

よ う に、 メ ン

うに楽しんでもいいでしょう。

バーに見せな
がら入れてい

30

られるように上手なヒントを三つ考えま

幼小科

第 3 課 4 月 19 日

＊見ていないけれど、伝えようとすること
が伝わるといいのですが…さて。

幼小科

3（スリー）
ヒントクイズ

ワーク
シート

ワークシート

3課
4月
日

19

幼小科ワークシート
第 3 課 4 月 19 日

31

聖書の
学び
4課
4月

聖書

ヨハネによる福音書21章1～14節

暗唱
聖句

イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。
ヨハネ 21：13

的確です。「そこで、網を打ってみると、魚

失望の夜明けに、
声をかける人

日

26

イエスさまの食卓に招かれて

があまり多くて、もはや網を引き上げること

ができなかった」。初めてペトロたちがイエ

かつて弟子たちはイエスさまから呼びかけ

ていただいて、普通の漁師から「人間をとる
漁師」という、全く新しい道へと踏み出した
はずでした。しかし今、イエスが十字架にか

けられ、殺されてしまったという試練の中
で、彼らはこの道に行き詰まり、前に進むこ
となど到底できませんでした。ヨハネ福音書
によれば、
「イエスが…弟子たちに現れたの

は、これでもう三度目」
（21：14）という
すで

ことです。彼らは、復活の主との出会いを既

とがありました（ルカ 5：1 〜 11）。復活の
主は、彼らをその「原点」に立ち返らせ、人
間の思いを超えた神の豊かさを開かれ、そし
て復活の主ご自身を指し示されるのです。

復活の主の備え
主と共なる食事
それだけではありません。復活の主イエス

に二度も経験していたかもしれません。しか

は、愛する者たちのために、あらかじめ準備

はなり得なかったのです。それほどに、人の

は、そのみ声を聞き、み業を経験して、それ

し、それすらも、彼らが立ち直るきっかけと
不信と罪は根深いものなのでしょう。

そんな彼らは、元の漁師に戻れないかと故

郷ガリラヤに帰り、漁をしましたが、結果は

散々なものでした。夜通し精一杯働いても、
ざ せつ

一匹も魚が取れなかったのです。過去の挫折

に、今朝の不漁が積み重なってのしかかりま
す。それは、無力感と失望に包まれたままの
むな

虚しい夜明けでした。しかし、そのような彼

らに近づいてきて、声を掛ける人があります。

「子たちよ、何か食べる物があるか」（21：5）。
ざ せつ

復活の主イエス・キリストは、挫折と失望の
かたわ

中にあった弟子たちの傍らにあえて立ち、彼

らに心配と配慮の声をお掛けになるのです。
弟子たちが「
（食べるものは何も）ありませ

ん」と答えると、復活の主はこう語りかけて
くださいました。
「舟の右側に網を打ちなさ

い」
（21：6）
。主の言葉は、実に具体的かつ

32

スさまにお会いした時、これと似たようなこ

聖書の学び

第 4 課 4 月 26 日

し、養ってくださいます。舟の上の弟子たち
が誰であるかを悟りました。それで彼らは、
特にペトロは水に飛び込み泳いで岸に帰りま
した。岸に着いてみると、思わぬ喜びが彼ら
を待っていました。「陸に上ってみると、炭

火がおこしてあった。その上に魚がのせてあ
り、パンもあった。…『さあ、来て、朝の食

事をしなさい』」（21：9 〜 12）。なんとイ
エスご自身が、炭火を起こし、魚を焼き、パ
ンを備えて、朝の食事を用意してくださって
いたのでした。こうして、主はご自身の復活
をとても具体的・現実的な出来事として示し
てくださったのです。弟子たちはこの主イエ
スとの岸辺の食事を生涯忘れられなかったで
しょう。空気や食べ物の匂いまた味などが相
まって、彼らの心に深く刻まれ、残ったにち
がいありません。

網が破れるほどの
大漁

21日

㊋ ルカ24：28〜35

パンを手に取られる
復活の主

たちを招いて持たれたこの恵みの食事の交わ

22日

㊌ ルカ24：36〜43

魚を食される
復活の主

であり、土台ではないでしょうか。復活の主

23日

㊍ ヨハネ6：1〜15

ティベリアス湖畔で

みをいただいているからこそ、私たちも復活

24日

㊎ ヨハネ17：1〜19

知ることは信じること

ち、呼びかけの言葉を投げかけるのです。私

25日

㊏ ヨハネ20：30〜31

神の子メシアを
信じるために

復活の主イエス・キリストによって呼びか

けられ、主のご奉仕によって備えられ、弟子
りこそ、その後の教会の交わりと奉仕の原型
によって呼びかけられ、仕えられ、豊かな恵
のイエスのように、苦しむ人々の傍らに立
たちも、この主と共に、互いの具体的・現実

26

日

㊊ ルカ5：1〜11

4月

20日

4課

教会の原型がここにある

準備のための聖書日課

的な必要に答えて、助け合い、仕え合うので
す。そして私たちも、このお方と共に、それ

ぞれの必要と助けのために、「炭火を起こし、
魚を焼き、パンを備える」という実に生活的
な奉仕の業をしていくのです。

成人科

炭をおこし、パンと魚を
焼いておられるイエスの
姿を思い浮かべよう

そうすると、
私たちの奉仕や働きとは ?

そんなふうにイエスさまによって仕え働い

「復活のイエス」というと、どんなイメージ

ていただいて成り立っているのが、私たちの

挫折と苦しみの中にいる弟子たちに寄り添っ

や「教会」のイメージが変わってきませんか。

を持っていますか。この前半のところでは、
て声をかけておられます。そして今ここでは、
かいがいしく朝食の準備をしておられるので
す。そんなふうに、復活の主は、今も私たち
のただ中で、とりわけ教会において、忙しく
働き、奉仕していてくださるのではないでし
ょうか。そんなイエスさまを思い浮かべ、そ
んなイエスの奉仕によって支えられるのが私

教会であり、その働きだとすると、「奉仕」
この「イエスの奉仕」に基づいて、私たちが「声
をかけ、炭火を起こし、魚を焼き、パンを備
える」とは、どういうことでしょうか。これ
について、新しい気付きや決心が与えられた
ら、それを互いに語り合い、分かち合いまし
ょう。

たちであり、私たちの教会であることを、共
に考えてみましょう。

成人科

第 4 課 4 月 26 日

33

みんなで聴く

聖書の
おはなし

イエスさまの食卓に招かれて

4課
4月
日

26

聖書

ヨハネによる福音書21章1～14節

暗唱
聖句

イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。
ヨハネ 21：13

ペトロたちは、どうしたらいいかわかり
ませんでした。イエスさまは十字架で殺さ
れて、死んでしまいました。自分たちの弱
ひ

きょう

さと卑怯さを、いやというほどわかってし
まったのです。実は今までに二回も復活の
イエスさまにお会いしていたのですが、そ
れでも彼らは信じて立ち上がることができ
なかったのです。さんざん悩んだ末に、故
郷のガリラヤに帰って、もう一度漁師をや
ってみようと思いました。それで帰って、
ある日漁にでかけてみたのです。ところが、

プライズが彼らを待っていました。岸辺に

魚は一匹も取れませんでした。「ああ、が

は炭火が起こしてあり、その上で魚が焼け

っかり。本当にこれからどうすればいいの

るいい匂いがします。その横には、パンも

だろう」。

ありました。この食事、いったいだれが用

失望し疲れきって、舟を戻そうとしたそ

意したのでしょう。なんと、それは復活さ

の時、岸辺に立って呼びかける人がいま

れたイエスさまだったのです。イエスさま

す。「子たちよ、何か食べ物はあるか」
。
「だ

が「よっこらしょ」と火を起こし、魚を切

れだろう。いーえー、ありませーん」する

り、火にのせて焼き、パンをも取り分けて

と、その人は言いました。
「舟の右側に網

くださっていたのです。イエスさまは言い

をおろしてごらん」。ペトロたちは、ふし

ました。
「さあ、朝の食事をしなさい」
。彼

ぎな気持ちになっていました。「そう言え

らはイエスさまと一緒に食べました。ペト

ば、前にもこんなことがあったよな」
。

ロたちは、このイエスさまとした食事を一

突然彼らの手にぐっと力が加わりました。
は げ

水の中から激 しく引っ張る力。「魚だ。そ

空気、あのにおい、あの味」
。復活のイエ

れもとんでもない数の魚がどっさり。だめ

スさまって、こんなにも私たちの身近にい

だ、もう引き上げられない」。その時彼ら

てくださる方なのです。

ははっと気づきました。「あれはイエスさ

私たちが教会で、またどこででも互いに

まだ」
。それを聞いたペトロは、泳いでイ

助け合って共に生きようとするとき、また

エスさまのところへ行きました。他の弟子

隣り人の必要に応えて、食べることや生き

たちは、魚の入った網を引きながら、その

ることのために奉仕や働きをするとき、そ

まま舟で帰って行きました。

こにはいつもこのイエスさまがいてくださ

岸に着いてみると、なんともう一つのサ

34

生忘れられなかったことでしょう。
「あの

みんなで聴く聖書の学び
第 4 課 4 月 26 日

るのです。

ヨハネによる福音書21章1～14節

暗唱
聖句

イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。
ヨハネ 21：13

分かち合おう
・皆さんの傍 らに、痛みを負わされている

イエスさまは、岸から「船の右側に網を打ち

造の中で痛み、苦しみ、差別されている人々

と

ロたちにとってそれは痛みでした。その時に
なさい」と声をかけられています。主の言葉

に促されて網を打つと釣果が得られました。
うなが

ちょう か

ここで大事なのは、ペトロが岸の人物をイエ

スさまだと認識しているかどうかに関わらず、
恵みが与えられたことです。人間の思いを超
えた、主の先立ちがここにあります。

かたわ

人々はいないでしょうか。この世界には構

が多くいます。既に主が先立ち、そのよう
す で

な方々と共に生きておられます。さて、私
たちの教会はそのような方々とどうやって
出会い、生きさせていただくことができる
でしょうか。

主の先立ちは繰り返し記されます。弟子た

・福音書の中には今日の箇所のように、イエ

してくださっている。主の食卓は、私たちが

かれています。イエスさまと食事をした

ちが岸に戻ると、イエスさまが食事の準備を
主のために準備するものではありません。主
ご自身が先立って準備されるのです。主は私
たちを招いてくださり、人間が生きるための
糧を整えられておられるのです。

そして、主の先立ちと招きは礼拝につなが

ることです。主に招かれ、礼拝をし、それぞ

26

日

一晩かけても何も捕れない。元漁師のペト

4月

聖書から…

4課

聖書

青少年科

イエスさまの食卓に招かれて

スさまが誰かと食事をするシーンが多く書
人々はどんな人々だったでしょうか。福音

書にある食事のシーンを確認しながら（例：
マ ル コ に よ る 福 音 書 2 章 13 〜 16 節 な
ど）、どうしてイエスさまがこの人々と食
事をされたのかを考えてみましょう。

れが主に遣わされていく。この循環が大切で
つ か

じゅん か ん

す。わたしたちが遣わされる場所にはペトロ
たちのように痛みの中にある人々が多くいま
す。主の招きの応答として、そのような方々
との出会いをいただき、隣人にならせていた
だく、そんな存在でありたいです。

出かけることは、勇気が必要です。しかし、

主が招いてくださっているからこそ、安心し
て出かけていくことができるのです。

青少年科

第 4 課 4 月 26 日

35

幼小科

イエスさまの食卓に招かれて

4課

聖書

ヨハネによる福音書21章1～14節

暗唱
聖句

イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。
ヨハネ 21：13

聖書から…

4月
日

26

②リーダーがイエ
スさま役、メン

どうしたらいいかわからないペトロたち

バーが弟子役に

に、イエスさまは「子たちよ」と話しかけ

なり、炭火を囲

てくださいます。ペトロたちにとって、イ

んでお魚を焼いていきます。

エスさまの方から声をかけられたこと、更

③イエスさま役が弟子役の魚を順番に「お、

に岸辺に用意されていたイエスさまの食卓

さ、か、な、や、け、た、か、な」と指

に招かれたことは、どれだけうれしかった

差します。さいごの「な」になった魚は、

ことでしょう。私たちも、友だちや家族と

焼けたので裏面にひっくり返します。

過ごす中で、様々な場所でいろんな思いを

④次の魚から、また同じように続けます。

します。
「ごめんね」と言わなくてはいけ

⑤最初に両面焼けた人が次のイエスさま役

ないとわかってはいるのに言えない時。不
安なのにその気持ちをどうしたら良いかわ

になります。
※誰もが知っていると思いがちな伝承遊び

からない時。自分の弱さに自分でもがっか

でも、意外と知らない子が多くいます。

りするような時。

教会の先輩にいろんな遊びを教えてもら

イエスさまはその思いすべてを知って

うのも楽しいですね。

「子たちよ」と声をかけ、ぺトロたちと一
緒に食事をしたように、今日も私たちを招
いてくださっています。「どうしたらいい
かわからない」という思いも、「イエスさ

活動②

ワークシート

「持ち寄りパーティー」

まにこれを !」と差し出す思いも、その心

持ち寄りの食事をしたことがあります

の内をすべて知って受け取ってくださるイ

か ? イエスさまが招いてくださった食卓

エスさまが私たちを待っていてくださるこ

を知った私たち。今度は、私たちにできる

とを一緒に喜べるといいですね。

ことを見つけてみましょう。ワークシート
の空欄に、自分にできそうなことを書いて
みましょう。今やっていることでも、これ

活動①

からやってみたいことでも。書くことに困

「お魚焼けたかな ?」
「おせんべ

やけたかな」のお魚バージョ

自分でも気が付かなかった「私にできるこ

ンです（インターネットで「おせんべやけ

と」を発見できるかもしれませんよ。

たかなゲーム」で検索できます）
。

例）「あいさつをする」「小さい子と遊ぶ」「お休みし
た子のためにお祈りする」
「大きくなったらたくさん
献金して教会を建て替える !!」

①手を魚に見立て、手の平を下に向けて両
手を出します。
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ったらリーダーや教会の人に聞いてみると、

幼小科

第 4 課 4 月 26 日

幼小科

持ち寄りパーティー

ワーク
シート

ワークシート

4課
4月
日
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幼小科ワークシート
第 4 課 4 月 26 日
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