聖書の
学び

キリストの証人となる
聖書

使徒言行録1章3～11節

暗唱
聖句

ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、
わたしの証人となる。使徒 1：8

5課

ただ「待つ」ことによって
復活されたイエスさまと弟子たちとが、

5 月3 日

40 日間にもわたって共に生活をしたという
記述に驚かされます。その時の食事の話題は

「神の国」でした（1：3）
。これは、信仰生
活とは、復活の主イエスと共に「神の国」の
現実に生きることであると示しているのでは
ないでしょうか。その中で、イエスさまの指
示は、大変単純かつ明快なものでした。「エ

ルサレムを離れず、前にわたしから聞いた、

父の約束されたものを待ちなさい」
（1：4）と。

「待ちなさい」とイエスさまは言われました。
人間ではなく、神さまのみ心が成り、み業が
なされていく、それにはただ「待つ」ことが
最もふさわしいからではないでしょうか。

は、人間の手に収まるものではなく、そこに

は途方もない断絶があります。「神の国」とは、
弟子たちをはじめとする人間が、何かを考え
たり、願ったり、計画したりするのではない

のです。弟子たちが、自分の力や頭をしぼり、
何かを苦労してひねり出せるものではありま
せん。「聖霊があなたがたに降ると」と、イ

エスさまは言われるのです。ただ上から、あ
なたがたの考えや力とは全く関係なく、それ
らを完全に超えて、神の霊があなたがたに降
るのだ、というのです。

証人として行きなさい
「聖霊が降ると」、どうなるのでしょうか。
「わ
たしの証人となる」（1：8）と、イエスさま
てっ

は言われるのです。「証人」とは、やはり徹
ていてき

待てない人々に聖霊を

まが自ら、私たちに示し、見せてくださる「神

それでも、
弟子たちは「待てない人々」です。

ま、聞いたまま」に語っていくのです。「神

「主よ、イスラエルのために国を建て直して

くださるのは、この時ですか」（1：6）、
「主よ、
今こそ行動すべき時ではありませんか。復活
なさった今こそが !」と言わんばかりにイエ

スさまに尋ねています。けれども、イエスさ
まはそれに対してこう答えられました。「時

や時期は、あなたがたの知るところではない。
くだ

あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがた

は力を受ける」
（1：7 〜 8）
「あなたがたで

の国」の現実、それをただひたすら「見たま
の国」を宣べ伝えたイエスさまは、十字架の
道を歩まれ、この世の罪を引き受け担いつつ
死に、それから三日目に神さまの力により復
活させられたこと、このすべてのイエスさま
の道に立ち会わされたことを語っていくので
す。時には言葉で、ある時には行動と生き方
で、それを示し、出会う人々と分かち合って
いくのです。

それが目指す範囲は、驚くべきものです。

はなく、聖霊」ここにイエスさまの答えがあ

「エルサレム、ユダヤ」、ここまでは彼らのホ

「聖霊」とは、神さまの霊です。神さまの霊

マリア」が出ます。紀元前 722 年北イスラ

ります。
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底的に受け身の存在です。イエスさまや神さ

聖書の学び

第5課 5月3日

ームグラウンドです。けれども、すぐ次に「サ

ほろ

エルの都サマリアがアッシリア帝国に滅ぼさ

準備のための聖書日課

ほ りょ

れ、そこに住んでいた民が捕虜として連れ去

愛の完成

28日

㊋ ヨハネ21：20〜25

復活の主に従う

旧約聖書中「モーセ五書」のみを正典とし、

29日

㊌ ルカ24：44〜53

都にとどまれ

た。ここから、ユダヤ人の間に敵対的な感情

30日

㊍

列王記下17：24
〜33

サマリア人の起源

人の方がサマリアを嫌い、憎み、差別してい

1日

㊎

使徒言行録13：44
〜52

地の果てに至るまで

見から決して自由ではありません。「そこで

2日

㊏ 使徒言行録1：1〜2

これが「サマリア人」の起源となったと言わ

れています（列王記下 17 章参照）
。彼らは、
礼拝場所はゲリジム山のみと主張していまし
が起こり、広まっていったようです。ユダヤ
るのです。弟子たちも、それらの先入観や偏

5 月3 日

㊊ ヨハネ21：15〜19

5課

27日

られた後に、各地から異民族が移住させられ、

使徒の働きの始まり

もあなたがたはわたしの証人となる」と主は

言われるのです。さらには「地の果て」です。
もう想像もできません。でも、そこで神さま
が用意してくださる良き出会いと豊かな分か

ち合いがきっとあるのだと約束されるのです。

成人科

「待つ」ことの
難しさとその恵み

「待つ」間、私たちが直接できることはあり
ません。人間は、自分から動き、自分が何か
をすることを求めがちですが、何もできるこ

とがない。また「待つ」ことは「相手次第」

互いに分かち合ってみましょう。また、「そ

ううまくは行かないよ」という経験も、紹介
しあいましょう。

「サマリアでも、
わたしの証人となる」

復活のイエスが弟子たちを送り出し証人と

です。人や物事が向こうから動いてくれるの

される場の一つが「サマリア」です。「そこ

その「相手」が動いてくれる時や方法も、こ

今の私たちにとっての「サマリア」とはどこ

を、ただ待つよりほかはないのです。さらに、
ちらからは全く指定できません。あるいは、

「私」にとって都合の悪い仕方で答えが来る
かもれません。

それでも「待て」とイエスさまは言われま

した。
「神さまから待たされた」「でもその中

で恵みを与えられた」という経験があれば、

で証人となる」とはどういうことでしょうか。
であり、そこに住むのはどういう人たちでし
ょうか。私たちそれぞれの置かれている場や
状況をできる範囲で具体的に語り合い、その
中で「証人として生きる」苦労と喜びを証し
し合いましょう。

成人科

第5課 5月3日
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みんなで聴く

聖書の
おはなし

キリストの証人となる
聖書

使徒言行録1章3～11節

暗唱
聖句

ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、
わたしの証人となる。使徒 1：8

5課

弟子たちは、あせっていました。「せっ
かくイエスさまが復活して来られたのだか
ら、今こそ何かしなければならない」
。で
もイエスさまは、ちっとも急いでいるよう

5 月3 日

には見えません。弟子たちと、40 日もの
間いっしょに食べたり飲んだり、ときに神
さまのお話をしたり。「何かをする」とい
うのではなく、じっと何かを待っていると
いうふうでした。
あるとき、食事の席で彼らにこう言われ
たのです。「ここエルサレムからじっと動
かないで、ひたすら待っていなさい。神さ
まはあなたがたに必ずよい導きを与えてく
ださる」。弟子たちは、
ひどくがっかりして、

たはわたしの証人となるのだ」
。
「証人」と

少しむっとして言いました。「まだ待つの

は、何かを「見たとおり、聞いたとおりに

ですか。今こそ私たちは神の国のために動

語る人」です。イエスさまや神さまが、弟

き出し、働くべきではありませんか」
。で

子たちに「神の国」の働きと力を見せて、

もイエスさまは言いました。「それは、あ

わからせてくださるのです。
「それを見た

なたがたの知ったことではない。あなたが

まま、聞いたままに語りなさい。その通り

たの上に、神さまが聖霊を送ってくださる

に行動し、生きていきなさい」
。

のだ」。

イエスさまに送り出されて、どこへ行く

「聖霊」って何でしょう。弟子たちは首を

のでしょう。
「エルサレム、ユダヤ」と言

ひねりました。でも、彼らにもおぼろげな

われました。
「それなら知ってる」
。でも次

がらわかったことがあります。それは、
「神

の言葉にはびっくりです。
「サマリア」
。サ

さまなんだ」ということです。「自分たち

マリア人やサマリアの国を、弟子たちはあ

じゃないんだ。神さまなんだ。自分たちの

まり好きではありませんでした。
（それは

願いや計画また働きによって、神の国が来

彼らの間違った考えなのですが）
。
「そこで

るのではなくて、神さまが私たちに働いて、

もあなたがたはわたしの証人になる」とイ

神さまが私たちを動かし、用いて、神さま

エスさまは言うのです。さらには「地の果

が願い、神さまがしたいと思われること、

てまでも証人となる」
。もう想像もできま

それが起こっていくのだ」
。

せん。でも、そこにきっと神さまが用意し

続けてイエスさまはおっしゃいました。
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く だ

「聖霊があなたがたに降 るとき、あなたが

みんなで聴く聖書の学び
第5課 5月3日

ていてくださる、すばらしい出会いがある
のだと、約束してくださるのです。

青少年科

キリストの証人となる
聖書

使徒言行録1章3～11節

暗唱
聖句

ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、
わたしの証人となる。使徒 1：8

聖書から…

分かち合おう

かりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、ま

か。しかし、聖書の中にはたくさん聖霊の

たがたは力を受ける。そして、エルサレムば
た、地の果てに至るまで、わたしの証人にな
る」と言われます。弟子たちはこの言葉の通
り、ペンテコステを経て、宣教活動を始めて
いきます。宣教活動は、弟子たちが独自に始
めたものではなく、復活のイエスとの出会い

と聖霊の降臨によって始まったのです。福音
こ う り ん

宣教とは、人間主導で始められるのではあり
ません。そこには復活のイエスの励ましがあ
り、聖霊の導きがあるのです。

例えば、弟子たちはサマリアを嫌っていま

したから、彼らが独自で宣教を開始していた

らサマリアは避けられていたことでしょう。
さ

しかしイエスは、サマリアで弟子たちは証人
となると言われました。この言葉を受け、弟

からないというのが本音ではないでしょう
働きがでてきます。弟子たちは聖霊の導き
により、自分たちでは思いもしないような
宣教活動を始めていきます。聖霊とは人間
の思いを超える導き手です。皆さんは、自
分の思いを超えた聖霊の働きを感じたこと
がありますか。また、教会がそのような聖
霊の働きに導かれていると感じたことがあ
りますか。分かち合ってみましょう。

・弟子たちは伝統、間違った情報、思い込み
によってサマリア人のことを嫌っていまし

た。私たちの国の中でも、特定の人種の
人々、特に在日の方々が、間違った情報を
もとにヘイトスピーチなどで攻撃されてい
こ うげ き

子たちは自分たちの計画でなく、主の計画の

ます。どうして、このようなことが起こる

の導きがあります。

なことを乗り越えていくことができるでし

ために出かけていきます。まさにここに聖霊
また、イエスは弟子たちに「地の果てに至

る、わたしの証人となる」とも言われます。

5 月3 日

・聖霊の働きと言われても正直言ってよくわ

く だ

5課

イエスは弟子たちに「聖霊が降ると、あな

のでしょうか。また、どうしたらこのよう
ょうか。率直に考えてみましょう。

福音宣教はエルサレムだけに留まるものでは
と ど

ありません。地の果て、つまり世界中に広が

っていくのです。そして、その地の果てに、
既にイエスが先立っておられ、その地の人々
すで

と共に生きておられます。福音宣教とはこの
ように人間の計画を超えた、大きな視野の中
でイエスが先立ち担ってくださっているもの
なのです。そこに私たちは参与させていただ
さ ん

よ

き、共に福音宣教を担う者とされるのです。

青少年科

第5課 5月3日
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幼小科

キリストの証人となる
聖書

使徒言行録1章3～11節

暗唱
聖句

ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、
わたしの証人となる。使徒 1：8

聖書から…

③リーダーは、新聞

5課

の棒をタテの状態

5 月3 日

私たちが生きている周りには、「いかに

で落とします。そ

早く、便利に、簡単に !」という言葉があ

れをメンバーがキ

ふれています。わからないことは、考える

ャッチします（キャッチの方法は片手か

よりすぐ調べ、友だちに連絡するとすぐに

両手か、メンバーに合わせてください）
。

返事が来ることが当たり前だと思ってはい
ないでしょうか…。
今日の聖書箇所では、弟子たちはイエス

④色のテープより下でキャッチできたら成
功、テープより上やキャッチできなかっ
たらもう一回。

さまと 40 日過ごしました。最初から「40
日間一緒にいるよ」と言われたのではなく、
これからどうなるかもわからない中、ただ

「待っていなさい」と言われたのです。何
が起こるか、いつまでなのか、わからない

活動②

ワークシート

「いのちのおはなし」
●準備●拡大したワークシート人数分

中で「待つ」ことは不安を感じますね。で

弟子たちは、自分たちが想像しないよう

も、そんな時にもイエスさまが一緒にいて

な場所に送りだされました。私たちにはど

くださり、私にとっての必要と最善を与え

んな道が用意されているのでしょう ?

て一緒に歩んでくださると語られるのです。

①自分年表を作ってみます。今までどんな

つらい思いをしている時や不安の中にいる

歩みをしてきたでしょう。今までの自分

時はそうは思えなくても、すべてを知って

のことを書き出してみます。その時々の

おられる神さまが私のための道を用意して

写真や絵を描いてもいいですね。※語り

くれているのです。

たくないメンバーには無理せずに。
②これからの自分にどんな歩みを想像しま
すか ? 神さまから与えられているいの

活動①

ちをどのように使いますか ? どんな道

「いつですか ?」
●準備●新聞紙、カラービニールテープ、
セロテープ

してみましょう。
※リーダーが、自分が子どものころに思い

①新聞紙 5 〜 6 枚分を重ねて棒状にしま

描いた想像年表と現実年表二枚を書いて

す。色のビニールテープで真ん中に線を

見せてみるとメンバーは書きやすいでし

作ります。

ょう。

②リーダーとメンバーが向かい合わせに立
ちます。
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が用意されているのでしょうか ? 想像

幼小科

第5課 5月3日

※参考：絵本『いのちのおはなし』
日野原重明文・村上康成絵

講談社

幼小科

いのちのおはなし

ワーク
シート

ワークシート

5課
5 月3 日
幼小科ワークシート
第5課 5月3日
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聖書の
学び
6課
5月
日

10

一同は聖霊に満たされ
聖書

使徒言行録2章1～13節

暗唱
聖句

一同は聖霊に満たされ、
〝霊〟が語らせるままに、
ほかの国々の言葉で話しだした。使徒 2：4

捨て、逃げ去るような者たちも、この風に吹

聖霊って何 ?

かれる時、教会の土台となることがゆるされ
せいれいこうりん び

まもなくペンテコステ（聖霊降臨日）です

次に、
「炎」は暖め、燃やすものです。「炎」、

（5 ／ 31）
。ペンテコステは、よく「教会の

それは神の熱い愛と真実を表わすものです。

たイエスさまの弟子たちが証人として活動を

た自分や互いの罪を思い知って、「冷え切っ

誕生日」だと言われます。聖霊の降臨を受け
開始し、それが教会の働きの初めとされたか

らです。ところで、
「聖霊」とは何でしょうか。

「使徒言行録」は、
この「聖霊降臨」の場面で、
聖霊によって主なる神が語られ、働かれるこ
ひ

ゆ

とを、様々なイメージ・比喩をもって表現し
ています。

風のように、炎のように、
舌のように
はげ

聖霊は
「激しい風が吹いてくるような」、
「風

のような」ものだというのです。目には見え
ないけれど、風が吹いていれば、私たちはそ
れを体で感じ、それが確かにあるのだとわか
ります。神の霊が私たちに働くとき、それは
私たちを動かし、私たちを変え、私たちの中
に新しい神の業を起こしていきます。聖霊は
風のように吹く「神の息」です。天地をお創
りになった神の息吹、イエスを死者の中から

復活させた方の息吹です。その「息吹」が「風」

のように吹くとき、人は新しく創り生かされ、

弟子たちの心も体も、主イエスを裏切り捨て
て」いたのではないでしょうか。しかし、聖
霊は「炎のように」迫ります。彼らは、この
神の「炎」によって再び「暖められ」、新し
く「燃やされ」、強められ、生かされ、用い
られるのです。

そして、聖霊は「舌のようなもの」
（口語

訳 2：3）と語られています。音声言語を用
いる多くの人々にとっては、
「舌」は言語を

話すための体の器官であることから、この

「舌」のイメージによって「言葉」とのつな

がりが表されています。聖霊は「言葉」を与え、
語らせる霊であり、言葉をもって働くのです。
ですから、そこには内容とメッセージがあり
ます。その内容とは、イエス・キリストが救
い主であるということです。
「わたしはあな

たを愛し、あなたがたが共に愛し合うところ
に私はいつも共にいる」というメッセージで
ひび

す。この言葉を伝え、響かせ合い、分かち合

う、聖霊はそうした「言葉の出来事」を起こ
されるのです。

できるのです。また「風」は、人間の思いの

一人一人の上に起こった、
一同の出来事

価をも超えて、この「風」が弱さと破れを持

そのようにして、神の言葉を語ってくださ

「確かに聖霊は働いておられるのだ」と告白

ままになりません。人間の見通しや計算や評
つ人たちの上に吹くのです。師を裏切り、見

44

るのです。

聖書の学び

第 6 課 5 月 10 日

る聖霊は、注目すべきことに「一人一人の上

にとどまった」
（2：3）のです。個々の人に、

準備のための聖書日課

くだ

それぞれ違う仕方で降 ったのです。聖霊は、

使徒言行録1：12
〜26

主の復活の証人
マティア

5日

㊋ 申命記16：9〜12

五旬祭・七週祭

のです（一コリント 12：11 参照）
。しかも

6日

㊌ ヨハネ3：1〜15

風は思いのままに
吹く

た」（口語訳 2：4）のでした。それは、驚

7日

㊍ エゼキエル37：1〜9

霊よ、吹き来れ

仕方で、ということでもあると思います。こ

8日

㊎ コリント一12：1〜11

全体の益となる
ために

当時知られていた「世界」のほぼすべての地

9日

㊏ エフェソ4：7〜16

キリストの体を造り
上げる

人一人」に親しく働きかけ、
「一人一人」に

異なった賜物と働きを与えて用いてくださる
聖霊は、
「いろいろの他国の言葉で語り出し

くべき多様性をもって、それぞれが全く違う
こに挙げられている地名（2：9 〜 11）は、
もう ら

このような聖霊の働きかけと導きの中で、
「一

同」が語り出す出来事でした（一コリント

12：7 参照）
。 「一人一人に聖霊が降った」、

「すると、一同は聖霊に満たされ…話しだし

成人科

改めて、
「聖霊」って何 ?

教 会 は、 古 来「 三 位 一

体の神」を告白し、その中には「聖霊なる神」

も含まれています。でも「聖霊」については、

「あまりなじみがない」というのが、正直な
ところではないでしょうか。そのせいか、ペ
ンテコステもクリスマス・イースターほどに
は祝われていないようです。

今日の箇所から、改めて「聖霊」について、

どんな理解・信仰を持っているか、皆で語り

合ってみましょう。その際に、今日の「風・炎・

10

日

域を網羅しています。同時にペンテコステは、

5月

㊊

6課

4日

「一人一人」を知り、
「一人一人」に留まり、
「一

た」（2：4）のです。ペンテコステは「一同」
の出来事です。「共に生きる」道であり、「共
に働く」業なのです。

「一人一人」と「一同」との関係

聖霊によって造り上げられた教会において

は、まさにこの「一人一人」と「一同」との

関係が問われています。私たちの教会では、

そこに集う「一人一人」が十分に大切にされ、
愛されているでしょうか。またこのことによ
って、教会を「ばらばら」にすることなく「一

同」として、心を合わせ、歩みを合わせて共
に生きようとしているでしょうか。この難し
いバランスを取らせてくださるのが、聖霊な
る神の働きではないでしょうか。

舌のように」という比喩の助けを借りながら、
考えてみてはどうでしょうか。

成人科

第 6 課 5 月 10 日
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みんなで聴く

聖書の
おはなし

一同は聖霊に満たされ
聖書

使徒言行録2章1～13節

暗唱
聖句

一同は聖霊に満たされ、
〝霊〟が語らせるままに、
ほかの国々の言葉で話しだした。使徒 2：4

6課

イエスさまが天に上げられた後、弟子た
ちはいっしょに集まって、祈りながらずっ
と待っていました。それから十日目の朝、
不思議なことが彼らに起こりました。それ
く だ

5月
10

は、神さまの霊、聖霊が降って来られたの
です。この日から「教会が始まった」と言
われていて、「ペンテコステ」と呼ばれて

日

います。今年は 5 月 31 日です。
ところで、
「聖霊」ってわかりますか。
あまり良くわからないですね。それで聖書
は、聖霊を表すときに、
「何々のような」
というたとえを使うのです。
まず「風のような」です。風って、目に
見えないです。でも風が吹いていたら、確

「暖められ」
、新しく「燃やされ」
、生かされ、
用いられるのです。
そして、
「舌」
です。
聖霊は
「炎のような舌」

かに「風があるな」とわかります。聖霊も

と語られているのです。「舌」は、ある人

同じような方だと言うのです。聖霊は目に

にとっては言葉を語るための体の部分です。

見えませんが、聖霊が働くとき、確かに神

（手話を使う人にとっては、手や指がそう

さまの力がそこにあり、神さまのみわざが

なのですが）
。聖霊は「言葉」を与え、語

起こっているぞとわかるのです。そして、

らせる霊であり、言葉によって働くのです。

「風」にはすごく強い力があります。神さ

46

らは、この神さまの「炎」によって再び

聖霊が、言葉によって私たちに伝えてくれ

まが自由にその力をもって働かれるとき、

る内容は、ただ一つ、イエスさまです。
「イ

先生を見捨て逃げ去るような人たちが、教

エスさまはあなたを、かけがえのないもの

会の土台となることができるのです。

として愛してくださいます」
。

次に、聖霊は「炎のようなものだ」と言

このような聖霊は、とてもすてきな仕方

われています。「炎」は暖め、燃やすもの

で来てくださいました。
「一人ひとり」に

です。それは神さまの熱い愛と真心を表わ

来られたのです。私たちは一人ひとり違い

すものです。弟子たちの心も体も生き方も、

ます。その一人ひとりのことを、聖霊はと

イエスさまを裏切り見捨てた自分の罪やお

ても良く知っていてくださって、それぞれ

互いの罪を知って、
「冷えきって」いたの

に一番合った良い仕方で働いてくださるの

ではないでしょうか。しかし、聖霊はその

です。そういう一人ひとりが、一つになっ

彼らに「炎のように」暖かく愛をもって働

て共に動き出したときに、イエスさまの教

きかけ、語りかけてくださったのです。彼

会が始まったのです。

みんなで聴く聖書の学び
第 6 課 5 月 10 日

青少年科

一同は聖霊に満たされ
聖書

使徒言行録2章1～13節

暗唱
聖句

一同は聖霊に満たされ、
〝霊〟が語らせるままに、
ほかの国々の言葉で話しだした。使徒 2：4

聖書から…

分かち合おう
・それぞれが与えられている賜物について考

旬祭の日、ついにその約束の時がきます。聖

ら羨まれるような「能力」や「技術」だけ

霊のバプテスマ」の時を待っていました。五

にとどまったのです。この聖霊降臨の記述か
こ う り ん

ら、教会とは「一つ（一同）」でありながら、

を賜物と考えているかもしれません。しか

し、そのような価値観で賜物を考えると、
能力主義に陥ってしまいます。賜物は神さ
おちい

まから与えられた贈り物であり、優劣はあ
ゆ うれ つ

ことができます。コリントの信徒への手紙一

りません。自分だけで自分の賜物を判断す

現れるのは、全体の益となるためです」とあ

うでしょうか。自分では賜物と思わなかっ

12 章 7 節には「一人一人に 〝霊〟 の働きが
ります。人間には一人一人に霊の働き（賜
た ま

物）が与えられています。そして、人間は賜
もの

物を自分だけのためでなく、全体・他者のた
めに用いることが大切です。

聖霊を受けた使徒たちは「他の国々の言葉

で話しだした」とあります。聖霊により「舌」
つまり、言葉の賜物を受けたものが「自分」
たちの言葉でなく、「他の国々」の言葉で語

ったことも「他者に仕える」ということの一
つの表れでしょう。

他者を視野に入れない生き方は「孤立」に

過ぎません。しかし、自分だけでなく「一人

一人」の存在を大切にする時に、「交わり」

が生まれ、それが「一同」となり、
「教会」

10

日

「多様（一人一人）
」であるということを知る

うらや

5月

霊は待っていた「一同」の「一人一人」の上

えたことがありますか。もしかすると人か

6課

「一同」
は共に集まってイエスが言われた「聖

るのでなく、他者と一緒に考えてみてはど
た事柄が、他者から見れば賜物のように思
われているかもしれませんよ。

・現代では、生産性や能力などで人の価値が

判断される風潮があります。そのような価
ふ う ちょう

値観の中では賜物が他者との競争の道具と
されてしまいます。神さまは賜物を競うた
めに与えられたのではなく、他者と共に生
きるために与えられたのです。あなたは自
分の賜物をどう他者のために用いています
か。また、これからどう用いていきたいと
思いますか。他者と共に生きるとは一体ど
ういうことなのか考えてみましょう。

となります。聖霊に満たされるとは、ただ霊

の賜物が個別的に与えられることではなく、
他者性の重要性を私たちに伝えているのでは
ないでしょうか。

青少年科

第 6 課 5 月 10 日
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幼小科

一同は聖霊に満たされ
聖書

使徒言行録2章1～13節

暗唱
聖句

一同は聖霊に満たされ、
〝霊〟が語らせるままに、
ほかの国々の言葉で話しだした。使徒 2：4

聖書から…

6課

寒い中にいるとき、体は力が入り硬くな
ってしまいます。暖かい中に入ると、ホッ
としたり体がゆったりとなる経験をした

5月
10

ことはありますか ? 弟子たちに与えられ
た「炎のようなもの」とは燃やされる勢い
のあるものや、体も心も暖められ送り出さ

日

れるものでもあったのかもしれません。私
たちにはイエスさまを目で見ることはでき
ませんし、これが聖霊の力だと、名札をつ
けたようにわかりやすい形では届きません。
でも目には見えなくても、手に取ることは

＊目には見えない力を受けて喜んで進めま
すように !

できなくても、それぞれに一番良いものが
神さまによってあたえられているのです。
それは今も、私たちに。

活動②

ワークシート

「○○のような ?」
聖書に聖霊は「○○のような」という言

活動①

葉が出てきました。
「風」と言われて思い

「目には見えない力にまかせて」
●準備●ビニール袋（しっかり口が閉じ

はそれぞれ違い、想像する形も違います。

られるもの）
、油性ペン、うちわ、

同じ聖書を読み、同じ神さまに祈っていて

教会の絵、家の絵

も、私たち一人ひとりに与えられているも

①用意した袋に自分の顔を描きます。ビニ

のは違います。聖霊が一人ひとりに語られ、

ールに描くことが難しい場合は小さい紙

働かれることを一緒にわかちあいましょう。

に描いて貼っても OK です。

①枠の中に「

②スタート地点に家の絵を置きます。ゴー
ルには教会の絵を置きましょう。絵に描
いた家からスタートして、教会をぐるり
と回って家に帰ってくるゲームですが、

48

つくもの、
「炎」と言われて思いつくもの

」にある題の絵を描い

てみます。
②矢印の先に、
その形から想像するもの
（連
想するもの）を描きます。
③与えられたお題は一緒でも、違うものを

運ぶ方法はうちわの風の力です（安全に

連想する…でもそんな違いのある私たち

活動できる場所であるか確認しておこな

が教会で一緒に歩んでいます。今も、教

ってください）。

会が始まった時も。

幼小科

第 6 課 5 月 10 日

幼小科

○○のような ?

ワーク
シート

ワークシート

6課
5月
日

10

幼小科ワークシート
第 6 課 5 月 10 日
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聖書の
学び

ナザレの人イエス・キリストの名によって
使徒言行録3章1～10節

聖書
暗唱
聖句

7課
5月
日

17

「ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい」
使徒 3：6

礼拝への途上での出会い
「ペトロとヨハネが、午後三時の祈りの時に
神殿に上って行った」（3：1）、この一人の

人のいやしと救いの出来事は、礼拝への途上

（3：3）でした。この「見る」は、「なんと
なく見る、目に入る」です。毎日毎日その場
を何十人、何百人もの人が通り過ぎていたで
しょう。その群衆の中の人として、ペトロと
ヨハネを見たのです。

ところが「ペトロはヨハネと一緒に彼をじ

で起こりました。礼拝から始まり礼拝へと帰

っと見」（3：4）たのです。二人は、彼が生

の業は起こって行くのです。

見てとり、その苦しみを余計に増すような社

って行く生活のただ中で、イエス・キリスト
生まれつきの障がいのある人が、毎日「物」
みち ばた

ほどこ

のように道 端 に置かれ、人々の施 しにすが

って生きていかなければならないという現

まれてからずっと今まで負ってきた苦しみを
む じゅん

会の矛盾や不条理をも見ています。こんなふ
うに彼に注目した人はいませんでした。

さらに「わたしたちを見なさい」（3：4）。

実。
「美しい門」は、おそらく「異邦人の庭」

これは、「私たちに心を向けて、心で感じて

彼は、礼拝の場の外に留まるほかはなかった

なさい」という意味でしょう。ずいぶん大胆

から「婦人の庭」に入る門であったようです。
のです。その事実に心を動かす人はなく、
「当

然」のことのように動いていく社会の不条理、
ふ さく い

不作為、そして非情。二人は、このような出
会いを経験しました。

見なさい。私たちにしっかり向かい合って見
な言葉です。その二人がこう呼びかけたのは、
彼らがすでにそのように「見られ、見る」と
いう関わりをイエスさまから受け、経験して
いたからでした。ペトロは愛する師イエスを
三度も否定した直後に、彼を見つめる主のま
つらぬ

「見る」ことと関係の深まり
このペトロとヨハネとが経験した「出会い」

では、
「見る」ということをめぐって、関係

が深まって行く過程が描かれます。ここでは、
ペトロたちとこの人との関係をめぐって、四
回「見る」という語が出てきますが、原語で

はその四回それぞれに全く違う言葉が使われ、
区別されているのです。

最初の関係は「彼はペトロとヨハネが、境

内に入ろうとするのを見て、施しを乞うた」
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聖書の学び

第 7 課 5 月 17 日

なざしに貫かれました。（ルカ 22：61）「主

イエスのまなざしによって、私は愛され、赦
され、生かされている」、この信仰によって

生きるペトロたちは、彼の苦しみと困難にし
っかりと目をそらさずに留め、こう呼びかけ
ることができたのです。この呼びかけによっ

て、この人のまなざしが変わり始めました。
彼の目は期待をもって二人を「見つめ」（口

語訳「注目し」）（3：5）、彼らの姿をとらえ
続けたのです。「ここには、私の求めている
何かがあるのではないか」。

「ナザレ人イエスの名に
よって」

準備のための聖書日課
主のまなざしに
触れて

12日

㊋ 使徒言行録4：5〜14

イエス・キリストの
名によって

13日

㊌

使徒言行録4：23
〜31

聖なる僕イエスの
名によって

名によって立ち上がり、歩きなさい」（3：6）。

14日

㊍

使徒言行録2：14
〜36

神から遣わされた
ナザレの人イエス

的力のシンボルです。しかし「わたしには金

15日

㊎

使徒言行録2：37
〜42

賜物としての聖霊

はないのです。
「ナザレ人イエス・キリスト

16日

㊏

使徒言行録2：43
〜47

皆ひとつとされて

そのまなざしに答えて、ペトロは語ります。

「わたしには金銀はないが、持っているもの
をあげよう。ナザレの人イエス・キリストの

「金銀」
、それは昔も今もありとあらゆる人間
銀はない」し、それが彼の救いとなるもので

スご自身がおられ、働かれる。イエスさまが

す。すると彼は、「躍り上がって立ち、歩き

らせてくださいます。このイエスの名によっ

彼は「神を賛美」し神を礼拝するという、新

今も生きてあなたを愛し、あなたを立ち上が
て、生きていきましょう」そう宣言したので

成人科

礼拝から礼拝への途
上での出会い

ペトロとヨハネは、
「祈

りの時に神殿に上って行く」途上で、この人
と出会い、そこで復活のイエス・キリストの
業を経験しました。私たちも「礼拝から礼拝
へ」の途上で、人々と出会い、主のみ業を知

だした」（3：8）。この「いやし」を超えて、
しい彼自身の人生に生き始めたのです。

とができるのではないでしょうか。このよう
な「礼拝への途上での出会い」の経験があれ

ば、共に語り合い、分かち合ってみましょう。

「見る」ことが変えられ、
関係が変わる

二人とこの人との出会い・関係は、それぞ

るのではないでしょうか。「礼拝から」出発

れの相手に対する見方が変化し深まる中で変

値観・見方・生き方が新たにされて、出会い

の日常の場で、主の導きによって、人への見

するとき、神のみ言葉によって、私たちの価
への準備がなされます。また「礼拝へ」と帰
って行くことの中で、この世での出会いの困
難と行き詰まりをも、主のもとに持ち帰るこ

17

日

の名によって」
、
「み名のあるところに、イエ

5月

㊊ ルカ22：54〜62

7課

11日

わっていきます。教会において、また私たち
方が変えられ、関係が変わったということは

ないでしょうか。そのような経験があれば、
分かち合いましょう。

成人科

第 7 課 5 月 17 日
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みんなで聴く

聖書の
おはなし

ナザレの人イエス・キリストの名によって
聖書
暗唱
聖句

使徒言行録3章1～10節

「ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい」
使徒 3：6

7課

ラヤ（
「主は見る」の意）さんは、自分
の人生をあきらめてしまっていました。生
まれつき歩くことができないラヤさんは、
周りの人たちから仕事をさせてもらえず、

5月
日

17

エルサレム神殿の「美しい門」のそばに毎
日座らされて、人々からお金をもらって生
きるほかはなかったのです。「ああ、今日
もあそこに座って、
『どうか、お恵みを』
と言わなければならないのか。ぼくの人生
は、死ぬまで、こんなことの繰り返しなの
か」
。
しかし、大勢の人々の中から、二人組の

うちの一人が言いました。
「私には金銀は

男の人たちが、こっちへ向かって近寄って

ない」
。それを聞いて、ラヤさんは少しが

くるではありませんか。二人は、ラヤさん

っかりしました。
「なんだ、それじゃ駄 目

に目をとめて、じっとこちらを見てくるの

じゃないか」
。でも、続けてその人は言っ

です。ラヤさんは、今までこんなに自分の

たのです、
「しかし、ナザレの人イエス・

ことを、じっと目をとめて見てくれる人な

キリストの名によって立ち上がり、歩きな

んて、一人もいなかったと驚きました。二

さい」
。ナザレ人イエスの名前は、ラヤさ

人のまなざしは、自分の心の中にじっと入

んも聞いて知っていました。
「いい人だっ

り込み、深く優しく見つめてくれているよ

たかもしれないが、結局は十字架につけら

うで、自分のことを何もかもわかっている

れて死んでしまった人」
。でも、
不思議です。

かのようでした。

その言葉を聞いた瞬間、すごい力が自分に

すると二人は、ラヤさんにこう言いま
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期待をもって見つめ返すと、その二人の

だ

め

働きかけるのを、感じたのです。思わずラ

した。「私たちを見なさい」
、
「同じように、

ヤさんは立ち上がり、歩き出していました。

しっかりと私たちに目をとめ、私たちのこ

ラヤさんには、このイエスさまという方が

とをじっと見なさい。お互いにそんなふう

今も生きておられて、自分を愛し、自分を

にしっかりと見て、見つめ合う、そんな関

導こうとしていてくれることが、なぜかわ

わりを私たちと持ってほしいのです」
。ま

かったのです。そして、ラヤさんの口から、

るでそう言っているようでした。ラヤさん

神さまを賛美する言葉がほとばしり出たの

は、
「この二人は、今までのどの人ともま

でした。このときから、ラヤさんは、「イ

るっきり違う。この人たちには、何か私の

エスさまの名によって」
、イエスさまと一

知らないものがあるんじゃないか」
。

緒に新しい人生を歩き出したのです。

みんなで聴く聖書の学び
第 7 課 5 月 17 日

聖書
暗唱
聖句

青少年科

ナザレの人イエス・キリストの名によって
使徒言行録3章1～10節

「ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい」
使徒 3：6

聖書から…

分かち合おう

不自由な男」
。彼は、きっともう誰からも気

しょう。毎日そこで物乞いをしている男。そ
も の

ご

れが当たり前、どうせ物乞いをしているだけ。
神殿の前を通りかかる人々は、そのように彼
貼り、彼を景色の一部のように感じ、向き合
おうとする人は誰もいませんでした。そんな
彼を弟子たちは「じっと見る」のです。その
眼差しは、
「毎日そこにいる物乞い」という

レッテルでなく、痛み、苦しんでいるという
彼の現実に向けられたものでした。

のように誰からも目に留められていない人
はいないでしょうか。また逆に、一方的な
レッテル貼りをされて注目を浴びてしまっ

ている人々はいないでしょうか。おそらく、
皆さんのよく知った街並みの中に、そのよ
うな存在がいるはずです。教会は、そして
あなた自身は、そのような社会的抑圧を受
けている人たちとどのように共に生きるこ
とができるのでしょうか。また、イエスは
そのような方々をどのような眼差しで見て
おられると思いますか。

彼は今まで物乞いという「名」を一方的に

・ペトロが「足の不自由な男」の存在を「見る」

た。
しかし、
弟子たちはそのような抑圧の「名」

ら温かな眼差しを受けたからです。ペトロ

付けられることで社会的に抑圧されてきまし
よ くあ つ

を取り上げ、
「イエス・キリストの名によっ

て立ち上がり、歩きなさい」と言います。こ
のことにより、彼はイエス・キリストの名に
よって物乞いというレッテル貼りされた人間
でなく、
「彼自身」として生きることを取り
戻していくのです。

17

日

の存在に物乞いという「レッテル（名）
」を

・あなたの周りに、この「足の不自由な男」

5月

にかけてももらえない存在になっていたので

7課

毎日「美しい門」まで運ばれてくる「足の

ことができたのは、ペトロ自身がイエスか
はイエスを裏切りました。しかし、彼を「裏
切り」という一点張りで「見ず」に、弱さ
を抱えた一人の人間としてイエスは温かな

「眼差し」で「見つめ」、そして、愛し、赦
されました。故に、ペトロもまた誰かのこ
とを一点張りで見ることをしなかったので
す。あなたは、一体イエスからどのような
眼差しを受けているでしょうか。また、あ
なたは他者をどのような眼差しで見つめて
いるでしょうか。他者に、レッテル貼りな
どしていることはないでしょうか。

青少年科

第 7 課 5 月 17 日

53

幼小科

ナザレの人イエス・キリストの名によって
聖書
暗唱
聖句

使徒言行録3章1～10節

「ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい」
使徒 3：6

聖書から…

7課
5月
日

17

誰かとじーっと見つめ合ってみてくださ

歌えるようになってきたら椅子を準備し、
輪になり座ります。

い。なんだか照れくさいでしょうか ? 恥

・ 金銀は我にないが〜…自分の椅子で
（膝・

ずかしいですか ? 笑っちゃって見つめる

手拍子・手拍子）リズムをとりながら歌

のをやめてしまったりするかもしれません

います。
・ 歩きまわり〜…自分の席から立って自由

ね。
ペトロは門のそばで座らされている人に

に踊ったり歩き回ったりします。

「私を見なさい」と言います。自分に自信

・ 主イエスのみなによりて〜…曲が終わる

がないと、私を見なさいとは言いにくい気

までに、はじめとは違う席に座ります。

がします。ペトロがその人を見つめながら
そう言ったのは、物をあげるためでも、お
金をあげるためでもなかったのです。本当
にすばらしいと信じるものを伝えたくて見
つめます。ペトロとヨハネは、ナザレのイ

ワークシート

「私を見なさい ?」
●準備●ワークシートのコピーを人数分、

エスさまと一緒に歩むこと、イエスさまか

自分の写真、色鉛筆、のり、はさ

ら力をもらうことを、自信をもって伝えま

みなど

した。本当にそうだ ! と信じていなかった
らこんなふうに伝えられなかったかもしれ

①ワークシートの顔の部分に、写真を貼っ
たり似顔絵を描いたりします。

ません。私たちは自信をもってイエスさま

②自分から見た自分、メンバーやリーダー、

を誰かに伝えられますか。自信がないこと

教会のいろんな人に自分はどのように見

もあるでしょう。私たちが自分からイエス

えているか書いてもらって私のカードを

さまと一緒に歩む ! と言う前から一緒に歩

完成させてみましょう。空欄のタイトル

んでくださっているイエスさま。あなたは

は決まっていません。自分らしいものが

このことをどのように聞きますか ? また、

あったら書いて

どのように伝えられるでしょうか ?

見ましょう。

活動①
「金銀は我にないが」
賛美歌「金銀は我にないが」（ミクタム
プレイズ＆ワーシップ 20 番 MICHTAM
BOOKS）を賛美します。
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活動②

幼小科

第 7 課 5 月 17 日

幼小科

私を見なさい ?

ワーク
シート

ワークシート

7課
5月
日

17

幼小科ワークシート
第 7 課 5 月 17 日
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聖書の
学び
8課
5月
日

24

散らされた人々は
聖書

使徒言行録8章1後半～8節

暗唱
聖句

散って行った人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いた。
使徒 8：4

散らされ、荒らされる教会
「その日、エルサレムの教会に対して大迫害
が起こり」
（8：1）、教会の執事ステファノ

の殺害がきっかけとなり、大迫害の波が押し
寄せたのです。この迫害は、政治権力による

機をさらに強め、「散らされていく」という
結果になってしまったのです。

散らされた地、サマリアで
ところが、驚くべきことが起こりました。

ものと言うより、多くの民衆による社会的な

「散って行った人々は、福音を告げ知らせな

テファノの「神殿はもはや無用」とも取れる

道が起こりました。「新しく福音を宣べ伝え

迫害という性質が強かったと思われます。ス
ような自由主義的な立場（7：47 〜 50）に

対する、ユダヤ教保守派の人々の反発があり、
その結果「私刑」のような形で彼は殺されて
いったと思われるからです。

ここには気になる言葉があります。「使徒

たちのほかは皆、ユダヤとサマリアの地方に
散って行った」
（8：1）
。
「使徒たち」は、な

ぜとどまることができたのでしょうか。当時
のエルサレム教会には、けっこう大きく深刻

な対立が内部にあったことが、6 章 1 〜 7
節からうかがえます。「ギリシア語を話すユ

ダヤ人」と「ヘブライ語を話すユダヤ人」と

がら巡り歩いた」（8：4）。ここに新しい伝

る人々」が現れたのです。やめるどころか、

「散らされ、ばらばらにされていった」先々
で、彼らは「よし、それなら、ここで伝道し
てやろう」と、語っていったのです。ステフ
ァノと並んで選ばれた執事の一人、フィリポ
のサマリア伝道は、その一つでした。フィリ
ポは「ヘレニスト」です。彼らには、先に述
べたような事情でユダヤにはなかなか留まる
余地がなく、フィリポたちにとってユダヤか
けん お

ら嫌悪・差別されていた「サマリア」は格好

の「逃れの町」となったのではないでしょうか。

かっ とう

の葛 藤 です。
「ギリシア語を話すユダヤ人」
は「ヘレニスト」とも呼ばれ、生まれは外国
で母語はギリシア語という人たちでした。彼
らの中にステファノがおり、この後登場する

ここで何が起こったか、いろいろな想像が

フィリポもいました。彼らは、ステファノと

できます。まず、フィリポたちが、このサマ

この迫害は、もっぱらこの「ヘレニスト」た

与えられたであろうということです。サマリ

同じような立場の人が多かったと思われます。
ちに向けられたものであり、保守派が多かっ
た「使徒たち」にはそこまで大きな危険が及
びにくかったとも推測できます。教会は、内
部的な葛藤・分裂の危機をも抱えていたので
す。外部からの圧迫・迫害は、そのような危
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新しい出会いの中での転換

聖書の学び

第 8 課 5 月 24 日

リアで受け入れられ、生きて行くすべや道が
アの人たちが、彼らを受け入れてくれたので
す。イエスさまのたとえには「良きサマリア
人」が登場しますが、まさに幾人もの「良き
サマリア人」たちが彼らを迎え、助けてくれ
たのではないでしょうか。そもそもイエスさ

準備のための聖書日課

まご自身が、すでにサマリアに出かけ、スカ
かたわ

㊊ ヨハネ4：39〜42

世の救い主イエス

さいました。
（ヨハネ 4 章参照）フィリポも、

19日

㊋ 使徒言行録6：1〜7

霊と知恵に満ちた
七人

ったと思われますが、こうした出会いの中で

20日

㊌ 使徒言行録6：8〜15

天使のような
ステファノ

ていったのではないでしょうか。

21日

㊍

使徒言行録7：44
〜53

かたくなで、
聖霊に逆らう人々

22日

㊎

使徒言行録7：54
〜8：1前半

神の右に立ちたもう
イエス

23日

㊏

使徒言行録11：19
〜26

信じて主に
立ち帰った人々

一般的な差別や偏見から決して自由ではなか
彼自身の思いや生き方が変えられ、解放され
このような関係の変化と深まりの中で、伝

道はめざましい実りを結んでいきました（8：
じょう じ ゅ

6 〜 8）
。これは、主イエスの約束が成 就 し
始めたまぎれもないしるしです。「あなたが

24

日

たは力を受ける。…ユダヤとサマリアの全土

5月

18日

まり、サマリア伝道の種をまいていてくだ

8課

ルの井戸の傍らでの一女性との出会いから始

で…わたしの証人となる」（1：8）。このサ

マリアに福音が宣べ伝えられたということは、
福音宣教の土俵が大転換し始めたことを示し
ています。

成人科

「散らされていく」
経験の中で

「サマリア」での出会いから

その一人フィリポは、サマリアへと導かれ

教 会 は、 時 に 様 々 な 困

て行きます。彼もサマリアまたサマリア人へ

うな社会の人々からの偏見・非難・中傷とい

れません。でも、その地での「良きサマリア

難を経験します。外部的には、ここにあるよ
ったものがあるでしょうし、さらに今後はま
すます、国家権力による圧迫・嫌がらせ・迫
害というものをも考えておかなくてはならな
いでしょう。また、そのような不利な状況の
おそ

中で、内部的な危機が襲うこともあり得るで

しょう。

そのような中で、
「散らされていった」人々

の偏見や差別感から自由ではなかったかもし
人」たちとの出会いの中で自由にされ、また
新しい主のみ業を経験したのではないでしょ
うか。私たちにも、思わぬ場所で、思わぬ人
との出会いが起こされ、その中で自分が変え
わざ

られ、主の業を知ったという経験がないでし

ょうか。

の中から「新しい宣教」が起こされていった
ことを、聖書は語ります。かれらの発想と生

き方の転換のかぎは何だったのでしょうか。
この「不思議」について、皆で考え話し合っ
てみましょう。

成人科

第 8 課 5 月 24 日

57

みんなで聴く

聖書の
おはなし

散らされた人々は
聖書

使徒言行録8章1後半～8節

暗唱
聖句

散って行った人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いた。
使徒 8：4

8課

ステファノが殺されてしまったことをき
っかけとして、エルサレムの教会に大きな

「迫害」が起こりました。
「迫害」って、ど
んなことでしょうか。この世の力ある人々

5月

（王や政府など）や、社会の多くの人々に

24

よって、教会が苦しみや困難を経験させ
られることです。聖書には、「人々は散ら

日

されていった」と語られています。「散ら
される」というのは、
「ばらばらにされる」
ことです。
ところが、ここに不思議なことが起こり
ました。そんなふうに「散らされ」て「ば
らばら」にされて、いろいろな所へ行った

が私をわざとこの地に送ってくださったの

人たちが、それぞれの場所でイエスさまと

ではないだろうか」
。人々を愛し共に生き

その福音を伝え始めたのです。最初その人

られたイエスさまが、ひどい汚名を着せら

たちは、そこへ行くつもりはありませんで

れて、十字架の苦しみを味わい、殺され、

した。迫害に押し出されて、仕方なく逃げ

死なれた。しかし、そのイエスさまを神さ

て行ったのです。

まは死の中から復活させられた。そうであ

お

め い

たとえば、執事だったフィリポはサマリ

るなら、この私たちの迫害と苦しみからも

アに逃げて行きました。サマリアというの

新しい良いことが神さまによって生まれる

は、もともとユダヤ人が嫌っていて、ユダ

のではないか。そう考えるようになったの

ヤ人が付き合わずに差別されていた人たち

です。

が住んでいた所です。はじめはフィリポも

そんな中でフィリポは、かつてのイエ

「こんな所に来るなんて」
と思っていました。

スさまの約束を思い出しました。
「そうだ、

ところがそこで出会ったサマリアの人た

イエスさまは、
『あなたがたはサマリアで

ちは、自分がかつて思っていたような人た

も、わたしの証人となる』と言われていた

ちでなくて、自分と同じ人間で、こんなふ

んだ」
。そう思ったフィリポは、このサマ

うに逃げてきて困っている自分を本当によ

リアでイエスさまを伝え始めたのです。フ

く助けてくれました。フィリポは、とても

ィリポの心の中に、さわやかな風が吹き始

反省しました。「今まで、自分は間違った

めたようでした。そのほかの場所でも、同

考えや思い込みによって、サマリアの人た

じような出来事が起こりました。
「散らさ

ちを差別していた。でも実は、イエスさま

れて行った人々」の間で、神さまの自由の
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みんなで聴く聖書の学び
第 8 課 5 月 24 日

風が吹き始めたのです。

青少年科

散らされた人々は
聖書

使徒言行録8章1後半～8節

暗唱
聖句

散って行った人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いた。
使徒 8：4

聖書から…

分かち合おう
・神さまは私たちが想像しないような「出会

宣教の同労者たちがバラバラにされていくこ

の偏見を捨て、サマリア人と本当に「出会

ダヤとサマリア地方に散らされていきます。

い」を準備されています。フィリポは自分
へ ん け ん

った」「向き合った」からこそ、変えられ

は、それにもめげずに「福音を告げ知らせな

えられ、またその「出会い」から変えられ

ことは、宣教の力が分散させられることのよ

うに思えます。しかし、そこに聖霊は働き、
力を与え、福音を語らせたのです。

フィリポはそのような聖霊の力を受けた一

人なのです。フィリポはサマリアを訪れキリ
ストを宣べ伝えます。今まで嫌っていたサマ
リア人。本当ならそんなところで宣教なんて

したくないとフィリポは思ったことでしょう。
しかし、実際にサマリアに訪れ、サマリア人
と出会ったことで、彼は初めて本当のサマリ
ア人を知るのです。そして、これまでのユダ
ヤとサマリアとの関係性を乗り越え、共に福
音を分かちあう機会を得たのです。

迫害という困難の中にあって、散らされて

いった人々。自分の思いで向かったわけでは

ない場所で、彼らは新たな出会いを経験し、

ていきました。神さまから「出会い」を与

24

る体験をしたことがありますか。一方で、

日

がら、巡り歩いた」のです。散らされていく

5月

とは苦難であったことでしょう。しかし、そ
のような苦難の中で、散らされていった人々

8課

フィリポたちは、時の権力者によって、ユ

知らない人たちとの「出会い」を避けてい
さ

る自分はいませんか。どうして、他者との

「出会い」を避けてしまうのでしょうか。

・仲間が散らされる時、誰もが不安に陥ると
おちい

思います。バラバラにされるという現実だ

けを見るならば、不安しかないでしょう。

しかし、フィリポたちが現実を知りつつも、
聖霊の力を受け、神さまを見上げた時、彼
らはバラバラにされてもなお、目的や希望
を見つけることができました。現実にはマ

イナスとしか思えない事柄の中にあって、
希望や新しい目的を見つけるという体験を
皆さんはしたことがありますか。もしあれ
ば、分かち合ってみましょう。

福音を分かちあっていきます。人間の思いを
超えた、聖霊の導き、神の働きがここにある
ことを思わされます。

青少年科

第 8 課 5 月 24 日

59

幼小科

散らされた人々は
聖書

使徒言行録8章1後半～8節

暗唱
聖句

散って行った人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いた。
使徒 8：4

聖書から…

8課

エルサレムの教会で起こった「迫害」は、

＊バラバラにされることを喜ぶのは、なか
なか難しいですね。一緒のポーズの人が

という出来事でした。私たちも「なんで私

いることは安心なのですが…。バラバラ

にこんなことが起こるの ?」「なぜ私ばっ

になっても喜び合えるといいですね。

5月

「どうして私にこんなことが起こるの ?」

24

かり…?」と思うことがあります。
フィリポは迫害から逃げながら、それで

日

もイエスさまのことを伝えながら歩んでい
ました。自分が差別していた人の所に行っ
た時には、フィリポ自身の今までの思い込

活動②

ワークシート

「バラバラに散らされても」
●準備●サイコロ 1 つ、駒になるもの 4

みが変えられるという経験をしました。フ

つ、ワークシートの拡大コピー、

ィリポは出会いを与えられながら、散らさ

世界地図や日本地図（なければ聖

れた場所でイエスさまを伝えたのです。

書の地図でも可・低学年は地域の

私たちの歩みはどうでしょう。神さまの

地図でも）

計画がいったいどこに、どのように向いて

4 人、もしくは 4 組のグループで行い

いるのか、自分の歩みなのに自分でも知る

ます。クラスが 4 人以下の場合は、一人

ことは難しいです。だから自分の思うよう

で 2 つの駒を動かしても OK です。

にいかないことも、あるいは思うようにい

① 1 〜 4 の番号を振り分けて、各自の駒

ったことも、一緒にいてくださる神さまに

を拡大したワークシートのコピーのスタ

祈りながら歩めたらいいですね。

ート地点に置きます。
②用意した地図を見ながら、それぞれ自分

活動①
「バラバラになろう」
①体を使って、じゃんけんポーズを決めま

③その地名を各自のゴール地点に書きます。
④じゃんけんで順番を決めたら、サイコロ
に合わせてすごろくをします。自分の決

す（グー：しゃがむ／パー：バンザイ／

めた地名にたどり着いたらゴールです。

チョキ：片足で立つなど、年齢や状況に

途中、他のチームの地名を通る時も一コ

合わせたポーズ）
。

マとして進みます。

②三人ずつ組みになってじゃんけんポイ !

注意：★や◎で止まるとゴールが変わりま

みんな違うポーズになったら成功です。

す。ゴールが近くなったり遠くなったり

③だんだん人数とポーズを増やしていきま
しょう。
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が行く地名を決めましょう。

幼小科

第 8 課 5 月 24 日

します。逆回りはしません。

幼小科

バラバラに散らされても

ワーク
シート

ワークシート

8課
5月
日

24

幼小科ワークシート
第 8 課 5 月 24 日
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聖書の
学び

神は人を分け隔てなさらない
聖書

使徒言行録10章9～16節、
44〜48節（参照10：17〜43）

暗唱
聖句

神が清めた物を、清くないなどと、あなたは言ってはならない。
使徒 10：15
せいれいこうりん び

9課
5月
日

31

今日はペンテコステ（聖霊降臨日）です。使

た物を、清くないなどと言ってはならない』

イエスさまが与えられた聖霊の約束の具体的

この箇所は、「異邦人コルネリウスの回心」

徒言行録に描かれる、教会の伝道の進展は、
くだ

な実現です。「あなたがたの上に聖霊が降る

の話だと思われていますが、本当は「ペトロ

る」（1：8）。

音が伝えられるためには、まずペトロが回心

と…地の果てに至るまで、わたしの証人とな

と教会の回心」の物語なのです。異邦人に福
し、教会が変えられねばならなかったのです。
社会的・文化的価値観や個人的偏見のせいで、

教会の回心の物語

神が受け入れ愛したもう人々を教会は受け入

聖霊は、すでにローマの軍人コルネリウス

に働きかけて、教会の人ペトロを呼び寄せる
ように命じられました。聖霊の働きは、教会
の思いを超えて進んでいたのです。コルネリ
ウスの使いが向かっていた頃、ペトロは一つ

れることができないのです。しかし、神の霊
のぞ

が臨み働くとき、その「壁」は一つひとつ崩

され、教会はより自由なものとされて行きま
す。

トロも含めてユダヤ人は、神のみ業と恵みに

聖霊によって、隔てや妨げを
超えて、共に生きること

の表れが、食べ物についての禁止規定でし

彼の家で足元にひれ伏そうとするコルネリ

の幻を見せられました（10：9 〜 16）。ペ
枠を設け、壁を作っていたのです。その一つ

た。
（レビ記 11 章参照）ところが、その「壁」
や「枠」が、ほかならぬ神ご自身によってひ
くず

こわ

へ

だ

ウスをとどめて、ペトロは言いました。「お

立ちください。わたしもただの人間です」

っくり返され、崩され、壊されるのです。「神

（10：26）。それに対して、コルネリウスは

ない」
（10：15）。ペトロが、これは何のこ

あなたにお命じになったことを残らず聞こ

が清めた物を、清くないなどと言ってはなら
とだろうと考えていたその時、階下に訪問客
うなが

があり、神の霊の言葉が彼を促 します。「た
めらわないで一緒に出発しなさい」。

行って事情を聞いたとき、ペトロは悟り

ました。
「あの幻は、このことであったのか。
私たちは、神が選び清められたのはユダヤ人

こう語りました。
「今わたしたちは皆、主が

うとして、神の前にいるのです」（10：33）。
それは、コルネリウスもペトロも「共に」です、
彼らは「ただの人間」、同じ人間同士、共に
神の前にまかり出ていたのです。

今やペトロは確言します。「神は人を分け

隔てなさらないことが、よく分かりました」

だけで、福音もまた私たちだけに向けられて

（10：34）。彼がイエス・キリストの福音を

違っていた。神は異邦人たちをも、福音のた

霊が降られたことのしるしと見える現象が起

いると勘違いしていた。しかし、神のみ心は
めに選び招こうとしておられる。『神が清め

62

のだ」。

聖書の学び

第 9 課 5 月 31 日

家の人たちに語っている間に、彼らの上に聖
かんたん

こりました。ペトロは感嘆して言います。
「わ

たしたちと同様に聖霊を受けたこの人たちが、
水でバプテスマを受けるのを、いったいだれ

準備のための聖書日課
汚れたものと
清いもの

26日

㊋ マルコ7：14〜23

すべての食べ物は
清い

27日

㊌ エフェソ2：14〜22

ひとつの霊に
結ばれて

こうして与えられ、実現した両者の出会い

28日

㊍ エフェソ4：1〜6

霊による一致を
保つために

切な中心であり、ペンテコステの大きな喜び

29日

㊎ 使徒言行録10：1〜8

神を畏れる
コルネリウス

いでになり、遠く離れているあなたがたにも、

30日

㊏

霊は、人間による「分け隔て」や「妨げ」を、
神の愛によって打ち破り乗り越えつつ、異な

る者同士を神の前に出会わせ、共に礼拝し、
共に生きるようにと導くのです。

こそが、イエス・キリストの福音の極めて大
の一つではないでしょうか。「キリストはお

すべての人の
主イエス

31

日

また、近くにいる人々にも、平和の福音を告

使徒言行録10：17
〜43

5月

㊊ 申命記14：3〜21

9課

25日

が妨げることができますか」（10：47）
。聖

げ知らせられました。それで、このキリスト
によってわたしたち両方の者が一つの霊に結

ばれて、御父に近づくことができるのです」

（エフェソ 2：17 〜 18）。

成人科

異なる人々との
出会いの中で

最 近 諸 教 会 に は、 日 本

社会に自分のルーツを持たない様々な人たち
の来会が増えていると聞きます。皆さんの教
会ではいかがでしょうか。また教会には、さ

まざまな障がいがある方も来られるでしょう。
そのような方々との出会いの中で、私たちや
教会が「先入観や偏見から自由ではない」と

感じることはありませんか。そういった「壁」
を、どのように乗り越え、克服しようと努力
しているでしょうか。また、乗り越えるかぎ
はどこにあるのでしょうか。

聖霊の導きと力によって

今日はペンテコステです。聖霊の具体的な

働きの中に、互いに異なる人々を出会わせ、
お互いを変えて自由とし、神の前で共に生き

るようにさせるということがあると思います。

「それで、このキリストによってわたしたち
両方の者が一つの霊に結ばれて、御父に近づ

くことができるのです」（エフェソ 2：18）。

そうした聖霊の働きや業を、どのように求め、
見出し、共に喜んでいくことができるでしょ
うか。また、そのような聖霊のみ業の経験が
あれば、分かち合いましょう。

成人科

第 9 課 5 月 31 日
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みんなで聴く

聖書の
おはなし

神は人を分け隔てなさらない
聖書

使徒言行録10章9～16節、
44〜48節（参照10：17〜43）

暗唱
聖句

神が清めた物を、清くないなどと、あなたは言ってはならない。
使徒 10：15

9課

ペトロは、伝道のためにヤッファという
町に来てシモンという人の家に泊まりまし
た。ヤッファは港町です。それで、ペトロ
をもてなすために出てくる海産物のとても

5月
日

31

豊かでおいしそうなこと ! しかしイカやタ
コやエビは、律法の中に、
「ひれやうろこ
のない海の生き物を食べてはいけない」と
いまし

いう戒めがあるので、ペトロは食べられな
け が

かったのです。「汚 れたものだ、食べては
いけない」と思っているうちに、食べるも
のがなくなってしまいました。死ぬほどお
腹が空いて、
「外で祈ろう」と思って屋上
に出て行きました。
フラフラになって、ボーっとしていたと

「どうして私をお招きくださったのですか」
。
「実は、数日前私のところに神の使いが現

き、ペトロは不思議な幻を見ました。天

れて、あなたを呼びなさいと言ったのです。

から大きな布のようなものが降りてきま

私たちは皆、あなたから神さまのみ言葉を

す。その中には「汚れている、食べられな

聞こうと集まっているのです」
。それでペ

い」と思っていたイカやタコやエビが、た

トロはイエスさまの福音を語りました。す

くさん入っていたのです。そして神さまの

ると、集まっていたのは、みな外国の人た

声が聞こえました。
「ペトロよ、これらの

ちだったのですが、その人たちに聖霊が降

ものを食べなさい」。ペトロが「できませ

ったのです。ペトロは心の底からわかりま

ん」と答えると、「神が清めた物を、清く

した。
「私は、あのタコやイカを清くない

ないなんて言ってはいけない」
。それが三

と思っていたように、外国人も清くなくて

度も繰り返されて、ペトロは目が覚めまし

神さまから愛されていないと思っていた。

た。「これはいったい何のことだろうか」
。

でもそうではないのだ。神が清くされた人

その矢先、下から呼ぶ声がします。降り

く だ

を、そうではないと言ってはならないのだ。

て行ってみると、コルネリウスというロー

神さまは、この人たちのためにもイエスさ

マの兵隊が部下を送って来て、
ペトロに
「ぜ

まを送られ、福音を伝えたいと思っておら

ひうちに来ていただきたい」とのことでし

れるのだ」
。そうわかったペトロは、自分

た。そのとき、聖霊のささやきが聞こえま

がとても自由にされたと感じ、とてもうれ

した。「この人たちと一緒に行きなさい」
。

しく感じたのです。
「神は人を分け隔 てな

そこで出かけて行き、コルネリウスの家

64

に着き、中に入ってペトロは尋ねました。

みんなで聴く聖書の学び
第 9 課 5 月 31 日

へ だ

さらないことが、よく分かりました」
。

青少年科

神は人を分け隔てなさらない
聖書

使徒言行録10章9～16節、44〜48節（参照10：17〜43）

暗唱
聖句

神が清めた物を、清くないなどと、あなたは言ってはならない。
使徒 10：15

聖書から…

分かち合おう
・大学生の頃に韓国旅行をしました。その時

ペトロはユダヤ人であったので律法による食

コの蛹を茹で、味付けした韓国料理のおつ

人ともが、まず神の働きかけを受けています。

際も禁じられていました（28 節参照）
。し
かし、ペトロはコルネリウスと出会い、経験
ことによって、互いが隣人であり、同じ人間
であることを知ったのです。コルネリウスも

さなぎ

ゆ

まみを買ってくれたのですが、どうしても
食べることができませんでした。ペトロは
食物規定を絶対化していました。神さまが
なたは言ってはならない」と言われてもな
お、それを乗り越えることは厳しいことだ
き び

また、ペトロから福音を聴き、バプテスマの

ったでしょう。自分が信じている価値観が

した。

始まります。自分が絶対だと思っていた事

決意が与えられ、異邦人キリスト者となりま
もしかするとペトロは、自分自身は何も変

わることなく、ただ異邦人コルネリウスに一

絶対化される時に、他者の価値観の排除が
は い じ ょ

柄が覆された経験はないでしょうか。
くつがえ

方的に何かを語ろうとしていたかもしれませ

・今、日本には外国人労働者が増えてきてい

邦の地にあって出会わされた人々と共に福音

には外国の方々を労働力としてしか見てい

ん。しかし、既に働かれている神の働き、異
す で

を分かち合う中で、自分の中にあった異邦人

との隔ての壁が打ち壊されていく体験をし、
へ だ

変えられていきました。このように聖霊の働
きにより、ペトロもコルネリウスも新たにさ
れていきます。そして、互いを認め合い、共
に生きようとする中で「神は誰も分け隔てな

さらない」
（34 節）ということを真に体験
をしていくことになるのです。

31

三度も「神が清めた物を清くないなど、あ

日

を分かち合い、
共に聖霊を受ける（44 節参照）

に韓国の友人が「ポンテギ」という、カイ

5月

物規定（14 節参照）があり、異邦人との交

9課

異邦人コルネリウスとユダヤ人ペトロの二

ます。多文化共生が叫ばれる一方で、実際
ない現実があります。昨年のラグビーワー
ルドカップにおいて、多国籍な人々が集ま

った日本代表は多様性の象徴のように扱わ
しょうちょう

れていました。しかし、外国出身の選手た
ちが日本の「国」に尽くしたからこそ、多

くの人が彼らの多様性を認め、「日本代表」
として応援したのではないかという疑問を
私は持ちました。多様性とは「国」に貢献
こ うけ ん

して初めて認められるものなのでしょうか。
そのような課題の中にあって、教会が外国
出身の方々のために果たす役割とはなんで
しょうか。

青少年科

第 9 課 5 月 31 日

65

幼小科

神は人を分け隔てなさらない
聖書

使徒言行録10章9～16節、
44〜48節（参照10：17〜43）

暗唱
聖句

神が清めた物を、清くないなどと、あなたは言ってはならない。
使徒 10：15

聖書から…

9課
5月
31

ててみましょう。
せ い れ い こ う り ん

び

今日はペンテコステです。聖霊降臨日と

＊小さいものが小さい箱に入っているとは

いわれたり、教会の誕生日といわれたりし

限りません。慣れてきたら隠す物を二つ

ます。

にしたり、メンバーが隠したりしてもい

弟子たちは、この日起こった出来事で自

いですね。

分を変えられて歩み出しました。今日の聖
書でも、
「今までこうだ !」と思っていたこ

日

とが変えられるということがおこりました。
私たちがこうだ ! と決めつけて見る時、
本当のことに気づけないことがたくさんあ

活動②

ワークシート

「なんで ? どうして ?」
●準備●ワークシートの拡大コピー

ります。探し物がここにはない ! と決めつ

ずっとそこにいるとあたりまえ過ぎて気

けて探しても見つからなかったり、この友

が付かないけれど、新しく来た人にとって

だちとは合わないと思いながら接して、そ

は不思議なルールがみんなの周りにも隠れ

の子の事がよくわかっていなかったり…。

ているはずです。みんなで探して、
「なん

でも決めつけないで見た時、気づかされる

で ? どうして ?」を周りの人に聞いてみ

ことがあり、その気づきは喜びやうれしさ、

ましょう。意外な理由があったりして…?

人と人の関係を変えられることもあるので

「知る」ことは相手を理解することにもつ

す。私自身も、神さまから分け隔てなく愛

ながりますね。

されているのです。このことをお互いに喜

①ワークシートに「なんで ? どうして ?」

び合えたらいいですね。

と思うことを書きます。
②予想して、理由を自分なりに書いてみま
す。

活動①

③クラスのメンバーやリーダー、教会の人

「どっちがどっち ?」
●準備●大きい箱と小さい箱（段ボール箱
大小でも可）
、
箱に入る隠す物（部
屋にあるものなど）
①リーダーは、隠す物を見せてから、メン
バーは後ろを向きます。
②「どっちの箱に入っているでしょうか ?」
と言う間にどちらかの箱に隠します。
③メンバーはどちらの箱に入っているか当
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幼小科

第 9 課 5 月 31 日

に「ほんとうは…」という理由を聞いて
みましょう。
④「なるほど」と、
納得できましたか ?「う
〜ん ? どうして ?」と納得できなかっ
たら、どうしたらいいか、もっといい案
を提案してみましょう。
例…礼拝のお花はなんで毎週飾るの ? ／
こ う ど く ぶ ん

交 読 文 ってなんであるの ? ／日本の学
校はなんで上履きを使うの ? など

幼小科

なんで ? どうして ?

ワーク
シート

ワークシート

9課
5月
日

31

幼小科ワークシート
第 9 課 5 月 31 日

67

