
よき知らせの学び

ヨハネ

１　言葉は神であった　　　　１：１－１８

注１：グループの中に聖書をまったく知らない人がいるときは､最初の個所としてこれは

つかわないでください。初心者にとって､難しすぎるからです。

注２　かっこの中の質問は､答えが出ない時にだけ読んでください。

注３　時間がなかったら､５番をとばしてください。

1. 言葉　１：１－３、１４

＊ この４節の意味を自分の言葉で説明してください。

＊ 人の間で､「言葉」が持つ役割について考えてください。

＊ キリスト教信仰において「言葉」が経験などよりも大切なのは、なぜですか。

＊ もし私たち人間に神の言葉がなかったら､どのようにして神を知ることができます

か。

＊ イエス様はなぜ「神の言葉」と呼ばれるのですか。

２．光　４－１０

＊ ４－５節の意味は何ですか。

＊ イエス様と光の共通点は何ですか。

＊ 「世は暗闇である」の意味を説明してください（５）。

＊ 「やみはこれに打ち勝たなかった」（新改訳）「暗闇は光を理解しなかった」（新共

同訳）はどういう意味ですか（５）。

＊ イエス様は暗闇の中で輝く光のような方なのに､どうして世は認めなかったのです

か（１０）。

３．バプテスマのヨハネ　　６－８

＊ この個所によると､バプテスマのヨハネの務めは何ですか。

＊ ヨハネ自身は光ではなかったというのは､どういう意味ですか。

＊ ヨハネは自分を光になろうとしませんでしたが､何が彼をそれほど謙遜にしたので

すか。

＊ 皆さんの務めとヨハネの務めを比べてください。

４．世と神の子　　９－１３

＊ この個所によると「世」とはどんなところですか。

＊ この個所によると、どうしたら「神の子」になれますか。（人は生まれついただけで

は神の子とはいえないのはどうしてですか）

＊ 皆さんはもう神の子になりましたか。もしそうなら､どのようにしてですか。（心の

中で答えてもかまいません）



５．栄光　　１４　

　　栄光とは､聖書の中で神がその場におられることを目で見ることができる現象のこと

です。神の栄光は最初は幕屋の中に､後には神殿の中に現れました。イエス様が「わたしたち

の間に宿られた」というのは、原語で「わたしたちの間に幕屋を建てられた」と言う意味もあ

ります。

＊ １４節を通して､イエス様についてどういうことがわかりますか。

＊ イエス様の生涯で栄光が現れたのは､いつ、どこででしたか。（この個所以外から､

答えてください）

＊ 恵みと真理両方でなく､どちらか一方に満ちた人を想像してください。どんな人で

すか。

６．ヨハネの証　　１５－１８

＊ 「ヨハネの証」を自分の言葉で説明してください。

＊ 皆さんはご自分の人生で､１６節は本当だと思いますか。

＊ ヨハネの言う､神を知る唯一の方法は何ですか。

＊ この個所からすると、ユダヤ人､イスラム教徒､キリスト教徒は同じ神を信じている

という主張をどう思いますか。

よき知らせ：イエス様と御言葉は同じものです。皆さんが聖書の言葉を受け入れると､イエ

ス様を受け入れたことになります。聖書を拒むなら､イエス様を拒むことなのです。イエス

様という光は今日も皆さんの心の暗闇を照らしています。そのみ言葉を通して､恵みの上に

更に恵みを受けるのです。

２　メシヤを見つけた人　　１：４３－５１

背景：ベタニア（１：２８）、ベトサイダ（１：４４）、ナザレ（１：４６）を地図で確認

してください。

旧約聖書にはナザレについての預言はありませんが､「若枝」という言葉と「ナザレ人」とい

う言葉は原語で大変よく似ています（イザヤ１１：１、５３：２、エレミヤ２３：５、３３：

１５）。最後の質問はヤコブのはしごと関連していますから、司会者はその個所（創世記２

８：１０－２２）を前もって読んでおいてください。

1． どうしてフィリポは出会ったばかりのイエス様のことを､すぐに友達に話したかった

のですか（４３－４５）。

＊ 皆さんがはじめてイエス様を知った時のことを思い出してください。そのことを他

の人に話したいと思いましたか。その理由も言ってください。

2． ナタナエルがフィリポの言葉を疑ったのはどうしてですか。

＊ それなのに、どうしてナタナエルはイエス様に近づいたのですか。



3． イエス様はそのあいさつの言葉で何をおっしゃりたかったのでしょう（４７）。

＊ イエス様のあいさつを聞いて、ナタナエルはどう思ったでしょう。

＊ イエス様が皆さんのことを「まことのクリスチャンだ。この人には偽りがない」と言

われたら､どう思いますか。

4． ナタナエルは、イエス様がいちじくの木の下のことを知っておられたことに驚きまし

た。彼がそこでどんなことを考えていたか､祈っていたか、思いつくことを何でも言っ

てください。

5． 最近､一人でいたとき､何を考えたか思い出してください。イエス様がその場にいて､皆

さんの心の中をすっかりごらんになっているとわかったら､どう思いますか。

＊ だれかが自分の本当の姿を知っているということは､私たちにとってどんな意味を

持ちますか。

6． ４７節のイエス様の言葉は詩篇３２：１－２からとっています。（司会者はそこを読

んでください）この二節からすると､心に偽りがないほど清い人にどうやってなれま

すか。

7． ナタナエルは何を根拠にして突然イエス様を「神の子、イスラエルの王」と呼んだので

すか（４９）。

8． 司会者は､創世記２８：１０－２２を要約して話してください。５０－５１節で､イエ

ス様は何をおっしゃりたかったのですか。いろいろ話し合ってください。

＊ ヤコブのはしごとイエス様の十字架の似ているところは何ですか。

２　ぶどう酒に変わった水　　２：１－１１

背景：イエス様の時代､結婚式は大きな行事で､普通､何日もかけて行われました。ナザレと

カナは直線距離で１２ｋｍぐらい離れています。イエス様の母は､まだ自分の息子が奇跡を

行うのを見ていませんが､処女降誕を経験しています。

1． この結婚式でぶどう酒が足りなくなった理由をいろいろ考えてください。

＊ そんなとき、新郎新婦と親たちが一番気にすることはどういうことだったでしょう。

2． マリヤはこの結婚式で､そんな奇跡が行われると期待していたでしょうか。理由も言っ

てください。

＊ ３節にはマリヤのイエス様に対する「祈り」があります。皆さんの祈りと比べてくだ

さい。

3． 自分の言ったことを受け入れられなかったのに､マリヤはどうしてあきらめなかった

のでしょう（４）。

＊ 彼女はこの時点で､息子のことで何を信じていましたか。

＊ イエス様はそのつもりではなかったのに､どうして奇跡を行われたのですか。



4． 私たちはどんな時に､マリヤのような信仰を必要としますか。

5． 忙しい結婚披露宴の最中に､何百リットルもの水を村の井戸から運ばされた召し使い

たちは､どう思ったでしょう。

＊ 召し使いたちは、どうしてイエス様の言われた通りにしたのでしょう。

6． 最高のぶどう酒ができるのに､どれだけ時間がかかるでしょう。

＊ ６節にあるだけの最高のぶどう酒は､今何円しますか。

7． 水がぶどう酒に変わったことを知ったとき、召し使いたちはどう思ったでしょう。

＊ 召し使いたち全部が､それからイエス様を信じたと思いますか。理由も言ってくだ

さい。

8． 栄光とは､聖書の中で神がその場におられることを目で見ることができる現象のこと

です。神の栄光は最初は幕屋の中に､後には神殿の中に現れました。イエス様はこのし

るしを通して弟子たちに栄光を表されたというのは､どういう意味ですか（１１）。

＊ 福音記者のヨハネは､イエス様の奇跡を語る時「奇跡」とは言わないで､「しるし」と

言いました。それはなぜだと思いますか。

＊ ヨハネはのちに、神の栄光はイエス様の苦しみの中にも現れたと言います。それは

どういう意味ですか。

９．このしるしを見て、弟子たちはイエス様のことで何を信じるようになりましたか。

＊ 弟子たちの信仰がまだ欠けているところがあると、どうしてわかりますか。

よき知らせ：旧約聖書の中で､「ぶどう」はユダから来る支配者と関係あるものです。「王し

ゃくはユダから離れない・・諸国の民は彼に従う・・彼は自分の衣をぶどう酒で洗う」

（創世記４９：１０－１１）新約聖書ではぶどう酒はイエス様が私たちの罪を赦すために

流された血をさしています。

４　むちを持つイエス様　　２：１３－２２

背景：神殿はユダヤ人にとって家よりも何よりも大切なものでした。最初の神殿を建てた

のはソロモンで､次に建てたのはエズラです。イエス様の時代の神殿はヘロデ大王が建てた

壮大なものでした。それはイエス様の十字架刑から３０－４０年後に破壊されました。

1． １４－１６節を読んでください。イエス様の振る舞いで､一番皆さんが驚いたのはどう

いうことですか。

＊ なわでむちを作るには時間がかかりますが､イエス様はその間どんな顔つきだった

でしょう（１５）。

＊ １５節に描かれていることが起こったとき､神殿でどんな音がしたか､想像してく

ださい。

2． イエス様が台を倒したりむちを振り回したりなさった時､誰も止めようとしなかった



のはなぜですか。

＊ イエス様をそんなに怒らせたのは、いったい何でしたか。

3． 今の時代でも、神の教会が市場になる危険性があると思いますか。あるとすれば､どう

してですか。

＊ いけにえは、人が罪を赦していただくために神殿に捧げられたものです。どのよう

な変化をたどって、神のもともとの目的がいけにえの制度から薄れていったでしょ

う。

4． 形だけの儀式を、聖書の神はどうしてよしとされないのでしょう。

＊ 皆さんの神との関係（礼拝､祈り､奉仕など）を考えてください。形だけのものは何

割ですか。

＊ 皆さんの「心の神殿」は､イエス様によってどんなものから清めていただく必要があ

りますか。（心の中で答えてもかまいません）

5． イエス様の怒りと私たちの怒りの違いは何ですか（１６－１７）。

6． イエス様はご自分の体を神殿にたとえておられます（１９－２１）。なぜ神はこの世

にもう一つの神殿を建てられる必要があったのですか。（イエス様は､十字架にかから

れた時､神殿のどんな役割を果たされたのですか）

7． イエス様の十字架刑から３０－４０年後､神はなぜローマ兵が神殿を破壊するのを赦

されたのですか。（なぜエルサレムの神殿は必要でなくなったのでしょう）

8． イエス様の体である神殿は､キリスト教会のことでもあります（Ⅰコリント１２：２

７）。現在の教会は､イエス様がエルサレムの神殿で行われた信仰改革を必要としてい

ると思いますか。理由も言ってください。

＊ どんな時､教会のリーダーはむちを振るうべきですか。

よき知らせ：イエス様はあなたのための神殿でもあります。それだけではなく、あなたの罪

を取り除く神の子羊といういけにえにもなってくださいました。

５　ファリサイ人と青銅の蛇　　３：１－１６

背景：ニコデモは宗教の専門家だったのに､神の見えない国に入っていませんでした。イエ

ス様は自分より年齢も社会的地位も教育も低かったのに､彼がこういう話しをするために

きたのは驚くべきことです。ニコデモはイスラエルの最高法院のメンバーで､いわゆる国会

議員でした。

1． この個所からすると、ニコデモの性格の短所､長所は何でしょう。（昼ではなく､夜に来

たということは､彼のどういうところを表していますか）

＊ ニコデモはどんなことが知りたくてイエス様のところに来たのですか。



2． これまでずっと神を信じていたのに、ニコデモはなぜ救いの確信を持てなかったので

しょう。

＊ 私たちも救いの確信がないなら､それはなぜですか。いろんなことを考えてくださ

い。

３．「新たに生まれる」というイエス様の言葉を考えましょう。新たに生まれると､何が変わ

りますか（３－８）。

＊ 「水と霊によって生まれる」というのはどういう意味ですか（５）。

４．ニコデモは新たに生まれることについて、「どうしてそんなことがありえましょうか」

と尋ねました（９）。イエス様の答えを自分の言葉で言ってください（１０－１６）。

５．新たに生まれることについての説明で､イエス様はイスラエルの荒野の旅を例にされ

ました。神はその中で､人々の罪を罰するため毒蛇を送られましたが、あとで「解毒剤」とし

て､モーセに次の方法を与えられました。旗ざおの先の青銅の蛇を見れば治ると（民数記２

１：４－９）。この出来事と十字架上のイエス様の死と共通のところを､なるべくたくさん

挙げてください（１３－１６）。

６．青銅の蛇を見た人たちは､何を信じたのですか。

＊ 聖書には、そのときたくさんの人が死んだと書いてあります。神の「解毒剤」を無視

した人がいたのはなぜでしょう。

＊ この出来事と「新たに生まれる」ということは､どんな関連がありますか。

７．聖書のなかでは、多くの場合蛇は神の敵・サタンのことを表しています。このとき、イ

エス様はなぜご自分を蛇にたとえられたのですか。

８．１６節は新たに生まれることについて､何を教えていますか。

９．（時間があればこの質問を取り上げてください）皆さんは「新たに生まれる」ことにつ

いて､これまでどんな誤解をしていましたか。この個所にしたがって､話し合ってください。

よき知らせ：神は、その独り子をお与えになったほどに､あなたを愛された。独り子を信じ

たいと思うあなたも滅びないで永遠の命を得るためである。

６　生きた水　　　４：５－１９

背景：サマリア人というのは､混血でユダヤ人に軽蔑されている人々でした。この人が３０

代の前半であれば、彼女は一年ごとに愛人を変えたことになります。

1． シカルの女性たちは夕方に水汲みをしましたが、彼女が真昼に水を汲みに来たのはど

うしてだと思いますか。

＊ 毎日ひとりで水を汲みに来ることを､彼女はどう思ったでしょう。

＊ 彼女は誰と付き合うことができたでしょう。



＊ 彼女は将来について､どんな希望や恐れを持っていたでしょう。

2． 愛人を５回捨てるのと、５回捨てられるのと、どちらがつらいでしょう。理由も言って

ください。

＊ ６回目で、しかも人の夫との関係を彼女はどんな感じで始めたと思いますか。

＊ 彼女は自分の行為をどのように正当化しようとしたでしょう。（村の子供から父親

を奪ったことを、彼女はどのように言い訳するでしょう）

3． 彼女の自己評価はどんなものだったでしょう。

＊ 彼女の男性観はどんなものだったでしょう。

＊ 愛について彼女はどう思っていたでしょう。

4． ユダヤ人の男性は、人の前で女性と話すことを避けていましたし、二人だけで話すこと

は絶対にしませんでした。それなのにイエス様はなぜ、批判やうわさの的になることを

恐れなかったのですか。

＊ イエス様が､頼みごとで会話を始められたのはどうしてですか（７）。

5． １０節のイエス様の言葉を､彼女はどう思ったでしょう。

＊ イエス様はサマリヤの女に､永遠に渇かない生きた水を与えようとおっしゃいまし

た。彼女は何を渇望していましたか。

＊ 皆さんは何に一番飢え渇きを感じていますか。（心の中で答えてもかまいません）

6． １４節を､イエス様が皆さんに向かって言われた言葉として読んでください。今の皆さ

んにとって、どういう意味になりますか。

＊ 生きた水の泉が心に中にあるというのは､どういう人ですか。

7． この人の願いに､イエス様が「行ってあなたの夫をここに呼んできなさい」と答えられ

たのは､なぜですか（１５、１６）。

＊ １６－１７節のやり取りがないままで、イエス様がいきなり１８節の言葉を言われ

たら、どういうことになっていたと思いますか。

＊ イエス様はどうして、生きた水をお与えになる前に、私たちの罪を示されるのです

か。

8． イエス様が自分の過去をすべてご存知だとわかったとき、彼女はどんな思いをもった

でしょう。

＊ イエス様が､自分を軽蔑するのではなく心にかけてくださっていると、彼女はいつ

分かりましたか。

9． 他の人にはまだ隠しておられたことですが､このあとイエス様は、ご自分がメシヤであ

ることを彼女に示されました。どうしてそんなことをされたと思いますか（２５－２

６）。

10．２９－３０節を見てください。彼女がイエス様から生きた水をいただいたということ

は､現実的にはどんな結果として現れたでしょう。（罪の意識、また村人との関係はど

う変わったでしょう）



＊ 彼女のどんな渇望が消えましたか。また、消えなかった渇望はどんなものだったで

しょう。

よき知らせ：イエス様は十字架の上で「渇く」と言われました（１９：２８）。生きた水の

持ち主は、肉体と魂の激しい渇きを経験されました。今私たちに与えてくださっている生き

た水の代価が､それだったのです。

７　しるしと信仰　　　４：４６－５４

背景：この個所に登場する王は、バプテスマのヨハネを捕まえて殺したヘロデです。（ベツ

レヘムで赤ん坊を殺したヘロデは、彼の祖父です）ヘロデたちは混血で、ユダヤ人にはまっ

たく人気がありませんでした。カファルナウムとカナは３８ｋｍ離れています。

1． 子供が元気な時の､この役人の人生のいいところと悪いところを考えてください。

2． 身分が高かったのに、召し使いを行かせないで彼が自分でイエス様のところにいった

のはどうしてでしょう。

＊ ここ（今学びをしている所）から４０ｋｍぐらい離れると、どのあたりになるか考

えてください。こんな距離を歩いているあいだ、父親の心にどんなことが浮かんだ

でしょう。

3． この人にとって、イエス様の助けを求めることで難しかったのはどういう点でしたか。

＊ 皆さんがイエス様になかなか近づけなかったときを思い出してください。どうして

でしたか。

4． ４８節のイエス様の言葉は､この個所にほかの部分とどう関連していますか。

＊ 信じるためにしるしや不思議な業を求めることは、どう悪いのですか。

＊ イエス様のこの言葉は、この父親に当てはまると思いますか（４８）。理由も言っ

てください。

5． イエス様が、父親が願ったようにカファルナウムまでいっしょに行かれなかったのは、

なぜですか（４７、５０）。

＊ イエス様との出会いによって、父親の信仰はどう変わりましたか（５０ｂ）。

6． 神の助けを経験する前に、ただ単に神の言葉を信じるのはどうして難しいのですか。

＊ 今あなたがしがみつくべき神の約束は何ですか。

7． どうして子供が治ったときのことを聖書に書く必要があったのですか（５２）。

＊ イエス様が約束されたその瞬間に子供が治った場合と、ほかのときに子供が治った

場合を比べてください。父親にとってどんな違いがありますか。

8． この個所からすると、信仰というのは何ですか。

＊ 皆さんの信仰とこの父親の信仰を比べてください。



9． この出来事で､イエス様の言葉について何がわかりますか。

＊ イエス様の言葉なしで苦しむのと、その約束にしがみついて苦しむのとでは、どう

違いますか。

１０．イエス様が死にかかったとき、ご自分の力ある言葉を使われなかったのはなぜです

か。

よき知らせ：イエス様の言葉にこんなに大きな力があったのは、そのために恐ろしい犠牲

を払われたからです。王の役人の子は生き延び、神の子が死ななければなりませんでした。

８　見捨てられた人　　　５：１－１８

背景：この個所はイエス様とユダヤ人の、安息日についての最初の論議を描いています。安

息日はユダヤ人にとって聖なる休息のときで、民族全部が安息日を完全に守るまでメシヤ

は来ないといわれていました。ベトザタの池と回廊が､エルサレムの発掘調査で見つかって

います。（４節があれば、とばしてください。最初の写本にはなかった部分ですから）

1． ３８年もベトザタの回廊で過ごしたこの人のそれまでの人生を想像してください。

＊ ５節の「病気」は、原語では「病」という意味もありますが普通は「弱さ」という意味で

使われます。この人が何を患っていたか、いろんな場合を考えてください。

＊ ベトザタの回廊で過ごした最初の１０年間と最後の１０年は、どう違ったでしょう。

2． 親戚は、どうして彼の世話をしなかったのでしょう。いろんな理由を考えてください

（７）。（彼の悪かった点は何ですか。また親戚はどうですか）

＊ この人はどんな性格だったと思いますか。７節を見てください。

3． この池で癒しを待っている人たちとの関係はどうだったでしょうか。（ずっとあとか

ら池に来た人とこの人との関係はどうでしたか）

＊ この人は一番長く待っていたのに、なぜ他の人は自分より先に彼を池に入れてやら

なかったのですか。

4． この人が実際に信じていたのは何でしょう。（彼はどこから助けを期待していました

か）

＊ 今、人々は普通とは違ったどんな癒しの方法を試しますか。

＊ １４節でイエス様が言われた彼の罪は何ですか。

5． イエス様が、他の人ではなくこの人に近づかれたのはどうしてでしょう。

＊ イエス様が分かりきった質問をされたのはなぜですか（６）。

＊ この人がイエス様の質問に対してはっきりと答えなかったのはなぜですか（７）。

＊ もしイエス様が皆さんに今の問題を解決してほしいかどうかを尋ねられたら、どう

答えますか。



6． ３８年間もの長い苦しみより悪いと、イエス様が言われているのは何ですか（１４）。

＊ イエス様によると、皆さんの今の苦しみより悪いものは何ですか。

＊ 今日の癒しの集会で、一生の病気より悪いものがあるということが伝えられると思

いますか。

7． 癒されたあと、この人は何のために神殿に行ったのしょうか（１４）。

＊ もし彼がイエス様を信じるようになったなら、それはいつでしたか。

8． １５節に書かれていることを彼がしたのはなぜですか。いろんな理由を考えてくださ

い。

＊ この出来事の結末をイエス様ははじめからご存知のはずです。どうしてその上で癒

されたのですか。

よき知らせ：この人が経験した、人に見捨てられるということをイエス様も味わわれまし

た。そればかりでなく、３８年間の病気よりもつらいこと、つまり天のお父様に見捨てられ

たことをも経験しなければなりませんでした。それゆえに、イエス様は今、見捨てられた人

に「あなたを心にかけている人がいますよ。それはわたしです」と言っておられるのです。

９　命のパン　　　６：１－１５

背景：モーセは、自分のような人が神によって立てられると言いました（申命記１８：１

５、１８）。それが１４節に出てくる預言者のことです。モーセのとき人々は荒野でマンナ

を食べたので、新しい預言者も同じような奇跡を行えるはずです。５つのロールパンと２匹

の魚が一食分でした。

1． イエス様の人気の秘密は何ですか（２）。

＊ イエス様の人気が長続きしなかったのはなぜですか。

＊ 有名人は人気が衰え始めたら､普通、どうしますか。

2． イエス様が弟子たちの信仰を何度も試されたのはなぜですか（５－６）。

＊ 弟子たちは信仰が試されたことによって成熟したと思いますか。

＊ 経済的な面で、神様は皆さんの信仰をどのように試されましたか。（心の中で答え

てもかまいません）

3． ７節の２００デナリは、８ヵ月の平均収入に当たります。その金額で、今の日本では何

人分の弁当が買えるでしょうか。

4． 自分の弁当を差し出した少年は､どう思ってそうしたのでしょう（９）。

＊ アンデレは、イエス様にこの少年のことを言ったとき、奇跡のことが頭にあったで

しょうか。理由も言ってください。

5． ある神学者は、人々が自分の弁当をみんなで分け合ったので５０００倍になったと、こ



の奇跡を解釈しています。これが間違っていることは､この個所のどこからわかります

か。

＊ ４つの福音書全部にこの奇跡の記事が出ていますが､どうしてそんなに大切なので

すか。

６．人間というのは昔からどんな支配者を求めていますか（１５）。

＊ イエス様はダビデの子孫なので王の地位に着いてもよかったのに、このときはなぜ

ユダヤ人の王にされることを拒まれたのですか。

７．今日、大衆はイエス様に何を期待していますか。

＊ 皆さんはイエス様になによりも期待するものは何ですか。

＊ このパンの奇跡は、皆さんに何を教えますか。

８．人々がこの奇跡を見てからも、まだしるしを求めたのはなぜですか（３０）。

9． イエス様は、この奇跡の後ご自分が命のパンであるとおっしゃいました。それはどうい

う意味ですか（３５）。

よき知らせ：４８－５１節を読んでください。５０００人の人に食べさせる奇跡は、イエス

様がどのように命のパンとなられたかを教えています。イエス様は私たちが命のパンを食

べて永遠に生きるために、死んでくださいました。命のパンは聖餐式のパンをも意味してい

ます。

１０　隠されたメシヤ　　　７：４０－５２

背景：４０節の「預言者」は、ユダヤ人が１０００年以上もの間待っていた新しいモーセの

ことです（申命記１８：１５、１８）。

１．この個所にどんな人のグループが登場しますか。

＊ それぞれのグループは､イエス様のことをどう思っていますか。

3． 当時の人にとって、イエス様がメシヤであることがわかる判断材料は何ですか。

＊ イエス様が「わたしはナザレで育ったが、ベツレヘムで生まれたダビデの子孫だ」と､

みんなの前で言われなかったのはなぜですか（４１、４２）。

4． 当時の人がイエス様をメシヤであると信じることと、現在の人がそれを信じることと、

どちらが易しいでしょう。

5． なぜ、イエス様がメシヤであることは隠される必要があったのですか。（イエス様がメ

シヤであると最初から人々にわかっていたら、どうなっていたでしょう）

6． 個人がグループの力に逆らうのはどうして難しいのでしょう（４５－４８）。

7． ４９節で、ファリサイ派の人々の考え方についてどんなことがわかりますか。

8． ４５－５２節によると、ファリサイ派の人々は最高法院で元々どうするつもりでした

か。



＊ イエス様の言葉のほうが奇跡よりも神殿の下役に感銘を与えたのは、なぜだと思い

ますか（４６）。

9． ニコデモが黙っていたら、どんなことになったか話し合ってください（５０―５１）。

＊ 以前、ニコデモは夜にイエス様を訪れています。それは、おそらく他のファリサイ派

の人を恐れたからだと思われます。このとき言いたい事を言う勇気は、どこから来

たと思いますか。

＊ 皆さんは､周りのみんなと違う意見を言う勇気がありますか。

10．ニコデモの言葉は思った効果を発揮したでしょうか。もしそうなら、どんな結果でした

か。

＊　厳しく非難された時、ニコデモは言ったことを後悔したと思いますか。理由も言っ

てください（５２）。

１０．（時間がある場合）グループが間違った判断をしようとしたとき、個人にはどんな

責任がありますか。

＊ なぜ神様は、イエス様がメシヤであることをみんなにはっきり示されなかったので

すか。

１１　裁判官イエス　　　８：１－１１

背景：姦淫を犯した者は男女とも石打ちの刑にすることが、モーセの律法でした（レビ２

０：１０）。しかし、ローマの進駐軍は死刑の判決を下す権利をイスラエルから取り上げて

いました。ローマ兵はアントニアの塔の上から神殿を見張っていて、そこで起こったことを

全部把握していました。

1． 人はなぜ姦淫を犯すのでしょう。いろんな理由を考えてください。

＊ 新しい恋が始まってからのこの女性の生活を想像してください。どんな幸不幸があ

ったでしょう。

2． 姦通の現場で捕らえられることで、一番大変なことは何だと思いますか。

＊ 彼女は､逃げてしまった愛人のことをどう思ったでしょう。

＊ 逃げた男もおそらく結婚していたでしょうが、彼がこのとき一番困ったことは何だ

と思いますか。

3． 姦淫を犯した二人にはたくさんの関係する人たちがいました。次の人たちは姦淫や、死

刑のことをどう思ったでしょう。彼女の夫､子供たち、もし生きていたら、両親、そして

愛人の妻、子供たち。

＊ その子供たちの将来に、この事件はどんな影響を与えたでしょう。

4． イエス様の前に引っ張り出されたとき、彼女はイエス様のことをどう思ったでしょう

（３－５）。



＊ イエス様の前に引っ張り出されたとき、彼女は自分の姦淫のことをどう思ったでし

ょう。

5． 死刑を言い渡すのはローマ人しかできないと知っていたのに､ユダヤ人たちはどうし

て彼女をイエス様のところへ連れて来たのですか。

＊ 「あなたがたの誰も、彼女に石を投げる権利はない」と言う代わりに、イエス様はな

ぜ７節に書いてあるように答えられたのですか。

6． 彼女を訴えていた人々が、９節に書いてある順番でその場を立ち去ったのはどうして

でしょう。

＊ イエス様が、人々の反応を見ないで地面に指でなにかを書かれたのはなぜでしょう。

7． イエス様だけが彼女を罪に定める権威を持っておられたのはなぜですか。

＊ このとき、どうしてイエス様はモーセの律法が命じたとおりにされなかったのです

か。

＊ たくさんの人の幸福をだいなしにした彼女の受けるはずの罰はどうなりましたか。

8． イエス様が二度目に地面になにかを書いておられる間に､彼女は逃げることができた

のに、そうしなかったのはなぜですか（８－９）。

＊ 彼女が罪の赦しを信じるようになったのは、いつですか。

9． イエス様が１１節の言葉を彼女におっしゃりたかったのはなぜですか。

＊ イエス様は皆さんにも１１節の言葉を言ってくださいます。今の皆さんにとって、

それはどういう意味になりますか。

よき知らせ：イエス様が何を地面に書かれたかはわかりません。でも、一回目は姦淫の罪を

裁く裁判官として死刑の判決を書かれたと考えられます。そして二回目は「彼女に代わって、

わたしが罰を引き受けよう」と書かれたかもしれません。

１２　世の光　　　９：１－７、１８－２３、３５－４３

背景：これはイエス様の奇跡の中で一番注目を集めたものです（９：３２、１０：２１、１

１：３７）。

生まれついて目の見えない人は、眼球が成長していないのが普通です。その代わり、他の感

覚、たとえば聴覚などが鋭くなります。

1． １－７節

＊ 障害のある子供が生まれたら、親たちの人生はどう変わるでしょう。

＊ この個所の親は障害のある子供が生まれたことにどんなかかわり方をしたという

感じを受けますか。

＊ この盲人はこじきをして暮らしていました（８）。彼のいつもの一日を想像してく



ださい。

＊ 彼は神の愛についてどう考えていたでしょう。

＊ 彼は、通行人が自分の障害についてなにか言うのをなんども聞いています。人は、弟

子たちが言ったような言葉に慣れてくると思いますか（２）。

＊ 私たち人間は、苦しみをいつも誰かのせいにしたいのはなぜですか。

＊ 皆さんが自分や家族の苦しみをだれかのせいにしたくなったのは、どんなときでし

たか。

＊ 弟子たちの質問に対するイエス様の答えを聞いたとき、盲人はどう思ったでしょう

（３－５）。

＊ 皆さんの人生の中で､神の業はどのような形で現れてほしいですか（３）。

＊ 知らない人にどろどろのものを目に塗られても逃げようとしなかったことから、こ

の人についてどんなことがわかりますか（６）。

＊ イエス様が、その場で目を治さないで､シロアムの池まで手探りで彼を行かせたの

はどうしてだと思いますか（７）。

2． １８－２３節：　「両親の反応」　会堂から追放されることは村八分になることを意味

します。会堂で行う冠婚葬祭などもできなくなるということです。

＊ 彼の両親は、なぜ息子に経済的援助をしなかったのでしょう。

＊ ２節のような言葉を聞いたとしたら、両親はどう感じたと思いますか。

＊ 息子が治ったことを、親たちはどうしてあまり喜んでいないのでしょう。

＊ 皆さんがこの親なら、どうしましたか。

＊ 親と違って、彼はどうして会堂から追放されることを恐れなかったのでしょう（２

２）。

3． ３５－４３節　「イエス様と癒された人との再会」　癒された人は、顔を見てなくても

声でイエス様がわかったはずです。

＊ イエス様が彼ともう一度話をしたいと思われたのはどうしてでしょう。

＊ イエス様が「わたしを信じますか」ではなく、「人の子を信じますか」と尋ねられたの

はなぜですか（３５）。

＊ イエス様は今日、皆さんに同じ質問をされます。どう答えますか。

＊ イエス様が「世の光」であるという意味はどういうことですか（５）。

＊ ３９節の意味は何ですか。

＊ 世の光であるイエス様が､どうして地獄の暗闇を経験されなければなりませんでし

たか。

よき知らせ：あなたやあなたの愛する人の苦しみは、神の業があなたがたに現れるために

与えられたものです。今日３節の言葉をイエス様からあなたへのものとして、持って帰って

ください。



１３　よい羊飼い　　　１０：１－１６

１．１－６節　　この時点では、イエス様はご自分のことを話しておられることをまだ明

らかにしておられません。ですから、次の質問では羊飼いと羊そのものについてだけ考えて

ください。

＊ １－６節から見ると、羊とはどんなものですか。

＊ この部分から見ると、羊飼いとはどんなものですか。

＊ どうして羊は羊飼いがいないとだめなのですか。

＊ 羊飼いを簡単にほかの人と変えられないのはどうしてですか。

＊ 羊飼いと強盗の違いは何ですか。

＊ 門番が羊のために果たす役割は何ですか。

２．７－１０節　　盗人、強盗、門について。

＊ イエス様が門であるというのは､どういう意味ですか。（どこの門ですか）

＊ ８節で、イエス様はだれのことを言っておられますか。

＊ どうして人は羊を盗もうとするのですか。いろんな理由を考えてください。

＊ 人が、「門を通して」ではなく「垣を越えて」キリスト教会に入ってこようとするのは

なぜですか。（１節も見てください）

＊ キリスト教会の中に「盗んだり、屠ったり、滅ぼしたりする」人がいるというのは、ど

ういう意味ですか（１０）。

＊ 「わたしが来たのは、羊が命を受けるため､しかも豊かに受けるためである」という

イエス様の言葉を､ご自分に当てはめることができますか（１０）。

３．１１－１３節　　ここでやっと、イエス様はご自分が旧約聖書で預言された「よい羊飼

い」であることを明らかにされました。（エゼ３４、詩篇２３など）

＊ どんなとき、羊飼いは羊のために命を捨てる必要がありますか。

＊ 羊飼いと雇い人の違いはなんですか。（いったい何のために、雇い人はこの仕事に

就いたのですか）

＊ イエス様が言われる雇い人とはだれのことですか。

＊ イエス様とよい羊飼いの似ているところをできるだけたくさん挙げてください。

＊ 皆さんの子供が犬のために命を捨てたら、どう思いますか。

＊ どちらの方が納得しますか。動物のために人が死ぬのと、人にために神様が死ぬの

と。

＊ イエス様が、あなたのために命を捨てることになさったのはなぜですか。

＊ クリスチャンの中の狼とは何ですか。

＊ 現代の「羊飼い」は、キリスト教会を攻撃する「狼」とどのように戦えばいいでしょう。

４．１４－１６節　　よい羊飼いを知るには



＊ 羊と羊飼いはどのようにお互いを知るようになりますか。（イエス様はどのように

して私たちを知ることができますか。また私たちはどのようにしてイエス様を知る

ことができますか）

＊ この個所からイエス様の言葉について､どんなことがわかりますか（３、４、５、８、

１６）。

＊ 本物の信者はイエス様にしかついていかないというのは、なぜですか。

＊ いろんな声の中からイエス様の声をどうやって見分けますか。

＊ イエス様が皆さんの名前を呼ばれたのはいつですか（３）。

＊ １６節でイエス様はだれのことをおっしゃっていますか。

＊ １６節からすると、世界中のクリスチャンの共通のところは何ですか。

＊ よい羊飼いについて、その死を抜きにしては語れないのはなぜですか。

よき知らせ：司会者は出エジプト１２：７、１３を読んでください。この個所には羊と門が

出てきます。そしてイエス様がどのようにして門になられたのかを教えてくれます。

１４　復活と命　　　１１：１－５、３２－４６

背景：イエス様がラザロの病気のことを聞かれた時、ベタニヤから歩いて一日離れたとこ

ろにおられました。

１－５節

1． ラザロたちは、イエス様が愛してくださっていることがどうしてわかったのですか

（３、５）。

＊ イエス様が皆さんや皆さんの家族を愛しておられることを、どうすればわかるよう

になりますか。

2． イエス様はなぜ話を聞いてすぐ、ラザロを治すために出発されなかったのでしょう。

＊ ４節の言葉でイエス様はなにを意味しておられますか。

＊ 皆さんの苦しみについても、４節の言葉を当てはめることができますか。

２５－２６節

3． この個所の意味はなんですか。

＊ イエス様を信じる人はなぜ死を恐れる必要がないのですか。

３２－４６節

4． ３２節の言葉を言った時、マリヤはイエス様のことをどう思ったでしょう。いろいろ考

えてください。

5． イエス様が心に憤りを覚え､興奮された本当の理由はなんですか（３３）。

6． イエス様がともに涙を流されたというのは、マリヤにとってどういう意味でしたか



（３５）。

＊ 愛する人との別れなどの悲しみで泣いていたとき、皆さんにはわからなくてもイエ

ス様もいっしょに泣いてくださっていたと考えると、どう思いますか。

7． イエス様はなんのために墓を開けさせたと、マルタは思ったでしょう（３８－３９）。

＊ マルタはイエス様がラザロを生き返らせることを信じましたか。理由も言ってくだ

さい。

＊ イエス様の４０節の言葉はどういう意味ですか。

8． ４１－４２節の祈りの中で、イエス様は何を願われましたか。

＊ ラザロが墓から出てくるのを見た人たちは、どんな気持ちだったでしょうか（４３

―４４）。

9． ラザロが生き返ったことでマルタとマリヤの信仰はどう変わりましたか。

＊ その場にいたユダヤ人は、この事件にどう反応しましたか（４５、４６）。

＊ どうして、自分の目で奇跡を見ても信じたくないという人がいるのでしょうか。

１０．生き返ったラザロは、その後の人生をどういう思いで過ごしたでしょう。

＊ 後でどんな代価を払わなければいけないかご存知だったのに、イエス様はなぜラザ

ロを生き返らせたのでしょう（５３）。

よき知らせ：聖書によると、死は罪の報酬です。ラザロにとって死は当然のものでしたが、

イエス様の死は彼の身代わりになって支払われた身代金です。ですから、イエス様は今も私

たちや愛する者の復活と命となられるのです。

１５　一粒の麦の死　　　１２：２０－３３

背景：イエス様のこの世での最後の夜のことです。次の日､ご自分が殺されることをイエス

様は知っておられました。死に直面したとき、心の中の激しい戦いをイエス様はこの個所を

通して表しておられます。

1． ギリシャ人がイエス様に直接自分の願いを言わなかったのはなぜですか（２０－２

１）。

＊　フィリポはどうしてアンデレといっしょでないとイエス様のところへ行けなかっ

たのでしょう　　　（２２）。

２．「自分の命を愛する」とは、現実的にはどういうことですか（２５）。

＊ 「この世で自分を憎む」とはどういうことですか（２５）。

＊ 自分の幸せを一番の目的にすると、どうして幸せにならないのでしょう。

4． ６節は弟子たちの人生のことで、何を言っていますか。

＊ 私たちは２６節をどのように実行できますか。



5． のとき、イエス様の心にどんな戦いがあったのでしょう（２７－２８）。（イエス様に

はこのときどんな選択肢がありましたか）

＊イエス様は､この世に来られる前から人類の罪のために命を捨てると決めておられ

ました。なのにどうしてイエス様はこのとき、こんなに心騒いだのでしょう。

＊イエス様は、どうして一粒の麦の道を選ばれましたか。

6． 選べるなら皆さんはどちらを選びますか。人のためにはならないけれど自分が幸せな

人生、それとも、苦しみは多いけれど人のためになる人生。理由も言ってください。

7． 皆さんは苦しい中で、イエス様が言われたように「わたしはまさにこのことのために来

たのだ」と言えますか（２７）。

8． イエス様はご自分の人生の目的を何に置かれましたか（２８、２９）。

＊「父なる神の御名の栄光が最も現れたのは御子の死であった」というのはなぜですか。

9． ３１－３２節はどういう意味ですか。

10．イエス様のこの話とフィリポとアンデレの願いはどんな関係がありますか（２３－３

３）。

よき知らせ：イエス様は私たちを愛するゆえに、一粒の麦のように命をお捨てになりまし

たから、私たちもイエス様のために命を捨てようではありませんか。

１６　主人と僕　　　１３：１－１７

背景：イエス様は過越祭のため、弟子たちに部屋と食事を用意するように言われました。水

と手ぬぐいはありましたが、食事の前に足を洗う僕がいませんでした。当時は体を横たえて

ひじをついて食べましたから、となりの人が足を洗っていなかったら気分の悪いものでし

た。

１．イエス様は､ご自分が次の日に死ななければならないことをご存知でした。もし皆さん

が明日死ぬことを知っていれば､今日何をしますか。

＊３節は、この個所のほかの部分とどう関連しますか。

２．弟子たちのだれも、僕の仕事をしたくなかったのはどうしてですか。（一番若い人も、

人の足を洗おうとしなかったのはなぜですか）

＊人にとって、どうして上下関係がそんなに大事なのですか。

2． 足を洗わないまま過越の食事を始めたとき、弟子たちはどう思ったでしょう。

＊イエス様が弟子の足を洗われたのは、どうして食事が始まってからだったのでしょ

う（４）。

3． イエス様はこのことを通して、ご自分について何を表しておられますか。

4． 自分が断ったことをイエス様がなさったら､皆さんはどう思いますか。



5． ペトロはどうして断ったのですか（６－８）。

＊　ペトロの８節の言葉は、彼のどういう性格を表していますか。

＊　イエス様に洗ってもらわない人は、どうしてイエス様とかかわりがないと言われ

るのでしょう（８）。

6． どうしてペトロは急に、手も頭も洗ってもらいたくなったのですか（９）。

＊　イエス様の１０節の答えはどういう意味ですか。（体を洗うこと、また足だけを洗

うことはどういうことを意味していますか）

＊　皆さんはイエス様に罪を洗ってもらいましたか。もし洗ってもらったなら、いつ、

どこでですか。

８.イエス様はどうしてユダの足さえも洗いたいと思われたのですか（２、１１）。

＊ イエス様が自分の前にかがまれた時､ユダはどう思ったでしょう。

＊ ユダはイエス様の愛を信じたと思いますか（１）。

＊ ユダの最大の誤りは何ですか。

7． 今日のクリスチャンは、どうしたらイエス様の模範に従うことができますか。具体的に

考えてください（１２－１７）。

＊　先にイエス様に足を洗ってもらわないと、どうして隣人の足を洗うのが難しいの

ですか。

１０．どうして他ではなくこの行為が、イエス様の「このうえない愛」を表すのですか

（１）。

よき知らせ：イエス様は、僕の務めとご自分の務めを次のように結びつけられました。「あ

なたがたのなかでえらくなりたい者は、みなに仕える者になり、一番上になりたい者はすべ

ての人の僕になりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また、多くの人

の身代金として自分の命を捧げるために来たのである」マルコ１０：４３－４５。

１７　道　真理　命　　　１４：１－１１

背景：次の日に自分が拷問を受けて殺されるとわかっていて、人の心の動揺を思いやる余

地のある人がいるでしょうか。

1． 心が騒ぐのは、信仰がないからだと思いますか。理由も言ってください（１）。

＊　皆さんの心を今騒がせているのは何ですか。（心の中で答えてもかまいません）

2． １節はどういう意味ですか。

＊　心が騒ぐ時、神様とイエス様のどういうことを思い起こせばいいでしょう。

3． この個所の中でイエス様は信仰についてどう言っておられますか。１－１１節の中か

ら、信仰と関連ある言葉を挙げてください。



4． ２－３節は、天国のことをどう言っていますか。

＊　１節は、２、３節とどう関連していますか。

＊　皆さんが、天国があってよかったと思ったのはどんなときでしたか。

５．「わたしは道である」というイエス様の言葉はどういう意味ですか（６）。

＊　「これが道である」と言う人と「わたしは道である」と言う人とは、どう違いますか。

＊　イエス様という道を通してしか天国へ行けないのはなぜですか。

６．イエス様が「真理であり、命である」というのは、どういう意味ですか（６）。

6． ７－１１節は神とイエス様の関係についてどう言っていますか。

＊　イエス様が神であると信じている人しかクリスチャンと言えないのはなぜですか。

7． この励ましの言葉を聞いた弟子たちは、どんな人でしたか（１３：３７－３８、１４：

５、８－９）。

＊　３年間もいっしょにいたのに、弟子たちはどうしてイエス様や自分たちのことが

あまりわからなかったのでしょう。

8． 弟子たちに「心を騒がせてはいけない」と言われたイエス様がその夜、悲しみもだえら

れました（司会者はマタイ２６：３７－３８を読んでください）。このこととイエス

様の前の言葉との矛盾をどう解釈しますか。

＊　ゲッセマネで悲しみもだえられたとき、イエス様が恐れられたのは何ですか。

よき知らせ：イエス様は、神の怒りと罪の報酬である死のほかには何も恐れられませんで

した。このふたつを私たちの代わりに受けてくださったから、この励ましの言葉を私たちに

言うことがおできになるのです。「心騒がせるな。神を信じなさい。そしてわたしを信じなさ

い」。これを皆さんへのイエス様からの特別の言葉として、しっかりと持って帰ってくださ

い。

１８　まことのぶどうの木　１５：１－１１

背景：イスラエルの民はもともと神のぶどうの木といわれていました。でもその木は実を

結ばなかったから、神様はそれで失望されました（イザヤ５：１－７）。この個所の中で、

イエス様はご自分が神様に喜ばれるぶどうの木であると言われます。ぶどうの木は、季節に

なると余分の枝を切り込まれます。切れば切るほど幹が強くなります。

1． イエス様とぶどうの木の似ているところをできるだけたくさん挙げてください。

＊　クリスチャンとぶどうの枝の似ているところはどこですか。

2． たくさんの実を結ぶクリスチャンというと、皆さんはどんな人が頭に浮かびますか。

＊　最初の４節から、実を結ぶ過程を考えてください。ここでの枝（私たち）、幹（イ

エス様）、農夫（神様）の役割はなんでしょう。



3． 最も目に付くきれいな部分である葉は切り落とされます。皆さんの人生で、自分は育て

たかったのに神様が切り落とされたというものは何ですか。（心の中で答えてもかま

いません）

4． 枝が落ちる理由をいろいろ考えてください。（たとえば、樹液が枝まで流れないように

するものは何ですか）

＊　クリスチャンがイエス様から離れる理由をいろいろ考えてください。

＊　皆さんをイエス様から引き離す危険があるものとして、一番考えられるのは何で

すか。（心の中で答えてもかまいません）

5． 信仰を捨てた人はどうなりますか（６）。

6． 実を結ぶ条件を、この個所からできるだけたくさんみつけてください。

＊　「つながれる」または「とどまる」という動詞はこの個所の中に何回出てきますか。

＊　実を結ぶために弟子たちはイエス様につながっていなければいけないという意味

を、具体的に説明してください。

＊　「イエス様の言葉が私たちにとどまる」というのは、どういう意味ですか（７）。

（その反対に、イエス様の言葉が私たちにとどまらないというのは、どういう意味です

か）

7． 相手の願いを無視するというのは、そのふたりの人間関係のどんなことを表していま

すか（１０）。

＊　クリスチャンがイエス様のおきてを無視したら、イエス様との関係について何が

わかりますか。

＊　皆さんがイエス様のおきてを守っていないことに気づいたら、どうすればのでし

ょう。

８．「愛にとどまる」というのは、どういうことですか。人間関係で考えてください（９）。

＊　イエス様の愛にとどまるにはどうしたらいいでしょう（９）。

8． 今日持って帰る御言葉は９節です。天のお父様がイエス様を愛されたように、イエス様

も皆さんを愛してくださるというのは、皆さんにとってどういう意味ですか。

よき知らせ：私たちはひとりとして期待される実を結ぶ者ではありません。イエス様は完

全な実を結ばれたのに、実を結ばない私たちに代わって「枝のように外に投げ捨てられて、

火に投げ込まれて焼かれました」（６）。

１９　悲しみは喜びに変わる　　　１６：２０－２４、３２－３３

背景：イエス様は次に日に起こるご自分の死が弟子たちにどんな影響を与えるかについて

ここで言っておられます。

１．どうしてこの世はイエス様の死を喜ぶのですか（２０）。



２．女が子供を産むことにたとえて、イエス様は何を言っておられるのでしょう（２１）。

＊　新しいものが生まれるのは、どうしていつも苦しみが伴うのでしょう。

＊　苦しい中で、皆さんや愛する人の人生にどういう新しいものが生まれましたか。

＊　イエス様は２１節で、おそらくご自分の死のことをも言っておられます。出産とい

う比ゆを通　　　して、ご自分の死について何をおっしゃりたかったのでしょう。

3． 苦しみと喜びには、どんな関係がありますか（２２）。

＊　私たちの喜びを奪い去ることができるものは何ですか（２２）。

＊　だれも奪い去ることができない、その喜びは何ですか。

5． イエス様によると、祈りが聞かれる条件は何ですか（２３－２４）。

＊　単に神に祈るのと、イエス様の名前で祈るのはどう違いますか。

６．「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」（新改訳）というイエス様の約束はどういう意味ですか。

＊　皆さんは、２３－２４節は自分にもあてはまる約束だと思いますか。理由も言って

ください。

＊　皆さんのクリスチャン生活の中で、祈りが聞かれた一番すばらしい例はどんなこ

とですか。

6． 世にいる間クリスチャンには苦難があるとイエス様は３３節で言っておられます。苦

難とはどういうことを指していますか。

＊　どうして多くのクリスチャンは苦難のない人生を求めるのですか。

7． 苦難のなかでもイエス様によって平和を得るというのは、どういう意味ですか。

＊　苦しみは神の御手から来ると信じないクリスチャンは、苦難の中での平和を得ら

れると思いますか。その理由も言ってください。

8． イエス様はすでに世に勝っておられるというのは、どういう意味ですか（３３）。

＊　イエス様は皆さんに３３節の言葉を言ってくださっています。今の皆さんにとっ

て、どういう意味ですか。

２０　弟子のための祈り　　　１７：１３－２１

背景：これは、イエス様がこの世で最後に祈られた弟子たちのための祈りです。イエス様は、

彼らがもうすぐご自分から逃げ去ることをご存知でした。ここに何回も出てくる「この世」

という言葉はヨハネの福音書に５０回も使われています。司会者は１：９－１１、９：５、

１５：１８－１９そして１６：３３を読んでください。

１．もし皆さんが自分の死が近いとわかったら、愛する人のためにどんなことを祈ります

か。

＊　イエス様は最後の夜、弟子たちのために何を願われましたか。

２．守り（１１、１２、１５）



＊　皆さんは神様に自分や愛する者をどんなことから守っていただきたいですか。

＊　イエス様はご自分のものを、どんなことから守ると約束しておられますか。（弟子

たちを苦しみから守ってくださいと、イエス様が祈られなかったのはどうしてですか）

＊　イエス様はどういう方法で私たちを守ってくださるのですか。

３．この世（１３－１８）

＊　イエス様は最後の祈りの中で、この世について何とおっしゃっていますか。

＊　この世と弟子たちの一番大きな違いは何ですか。

＊　世がクリスチャンたちを憎むのはなぜですか（１４）。

＊　クリスチャンとこの世の関係で危険なことが二つありますが、それは何と何でし

ょう。（イエス様はクリスチャンをこの世から隔離すること、たとえば修道院に入れる

というようなことをお望みでないのはなぜですか）（１８）

＊　皆さんとこの世のかかわりを考えてください。イエス様が望んでおられるようだ

と思いますか。

＊　皆さんの教会とこの世の関係を考えてください。イエス様が望んでおられるよう

でしょうか。

４．喜び（１３）

＊　クリスチャンの満ち溢れる喜びは、どこから来ますか。

＊　この世の憎しみや迫害の中でクリスチャンが喜ぶことができると、イエス様はな

ぜおっしゃいますか。

＊　イエス様が言われる「喜び」を定義してください。どういう意味ですか。

＊　もし皆さんの人生に喜びがないと思うなら、その理由を考えてください。

５．神のみ言葉（１４、１７、１９）

＊　神のみ言葉（聖書）が真理であると信じることは、皆さんにとって難しいですか、

易しいですか（１７）。理由も言ってください。

＊　現代には合わないといって聖書の一部を否定すると、クリスチャンはどうなりま

すか。

＊　真理は私たちを聖なる者にするというのは、どういうことですか（１７）。

６．まとめ

＊　祈りの中で、イエス様が弟子たちに期待されたこと、神様に期待されたことをそれ

ぞれ挙げてください。（文章の主語をよく見てください）

＊　いわゆる「霊的戦争」について、イエス様の祈りはどういうことを教えていますか。

（この用語を知らなければ、とばしてください）

＊　皆さんはこの祈りのどこが、一番心にかかりますか。

よき知らせ：「見よ。世の罪を取り除く神の子羊だ」（１：２９）　「神はそのひとり子をお

与えになったほどに、世を愛された」（３：１６）



２１　イエスの逮捕　　　１８：１－１４

背景：キドロンの谷とゲッセマネを、エルサレムの地図で見てください。（谷には時々しか

現れない川がありました）ユダについては１２：６を参考にしてください。この出来事の

２、３日後、ユダは自殺しました。

１．ユダは、この３年間、イエス様とどんな経験をしたか想像してください。うれしかった

こと、がっかりしたことはどうだったでしょう。（この個所以外から答えてください）

＊ イエス様はユダをほかの弟子たちと同じぐらい愛されていたと思いますか。理由も

言ってください。

＊ ユダはイエス様の愛を信じていたでしょうか。どうしてそう思いますか。

8． この３年の間でいつ、ユダはイエス様を敵に売ろうと考え始めたでしょう。

＊ イエス様を裏切った動機は何だったでしょう。いろいろ考えてください（１－３）。

＊ 皆さんの場合、どんな状況ならイエス様とキリスト教信仰を裏切ると考えられます

か。

9． 真っ暗なゲッセマネの園で、オリーブの木に囲まれているとき、叫び声や足音、たいま

つの火が近づいてくるという場面を想像してください。そういう中で、だれが恐れおの

のいていますか。だれが勇気を出していますか（３－６）。

10．イエス様は逮捕しに来た人たちの前に、どうしてご自分から出て行かれたのでしょう

（４）。

＊ 「わたしである」とおっしゃったとき、イエス様は神様の名前をも言われたのです。

「ヤーウェ＝わたしである」それを聞いた兵士たちが地に倒れたのはなぜでしょう

（６）。

11．イエス様は逮捕されたとき、なにを、または誰を一番心にかけておられたのでしょう。

＊ ８－９節は、実は「うれしい交換」のことを表しています。イエス様は罪人と入れ代

わって神様の怒りから彼らを逃がしておやりになりました。イエス様が、皆さんや

愛する人を指して、サタンに８節の言葉をおっしゃるのを想像してください。その

ように読むと、この言葉は皆さんにとってどういう意味になりますか。

12．ペトロはどういうつもりで剣を振るったのでしょう（１０）。

＊ ほかの福音書によると、イエス様は最後の奇跡としてマルコスの耳を癒されました。

どうしてでしょう。

＊ マルコスは、その夜の出来事を家族にどう話したでしょう。

13．このときにイエス様がなさったことから、どんな教訓が得られますか。
14．この少し前、イエス様は天のお父様に３回も苦しみの杯を取り除いてくださいと、祈ら

れました。どうしてこのときご自分から進んでそれを受けられたのでしょうか（１



１）。

＊ イエス様に苦しみを与えたのはだれですか（１１）。

＊ １１節でイエス様が言われたように、皆さんは自分の苦しみについて言えますか。

＊ だれから苦しみが来るのかによって、受け取り方はどう変わってきますか。サタン

の手から、人の手から、天のお父様の手からのそれぞれの場合を考えてください。

よき知らせ：１１節の杯にはこの世のすべての罪と汚れ、毎日の新聞で伝えられているい

やなことが入っています（黙１７：４）。杯を飲まれたとき、この汚れがイエス様の一部に

なりました。このように、イエス様は私たちを含めてすべての罪人の身代わりになられまし

た。

２２　成し遂げられた　　　１９：２５－３０

背景：十字架刑はおそらく、人を苦しめるために考え出された最も残酷な方法でしょう。声

を出すと、足のくぎに力がかかるので大変苦しみます。十字架にかけられたとき、イエス様

は神様に見放されていましたから、地獄にいるのと同じ状態でした。「愛する弟子」は、ヨハ

ネのことです（２６）。

１．２５－２７節

＊ 十字架のまわりに来たイエス様の友達は、ほとんどが女性だったのはなぜだと思い

ますか。（どうしようもない苦しみを見るとき、男女で違いがあると思いますか）

＊ イエス様の母マリヤはどうして十字架から離れられなかったのでしょう。

＊ このとき、マリヤにとって一番つらかったのは何だったでしょう。

＊ マリヤはどちらを望んだと思いますか。奇跡が起こることですか、それとも息子が

早く死ぬことですか。理由も言ってください。

＊ 辱められたイエス様を見ても、マリヤは彼が神の子だと信じることができたと思い

ますか。その理由も言ってください。

＊ 公的宣教を始められてから、なぜイエス様はマリヤを母と呼ばれなかったのでしょ

う。

＊ 息子の最後の言葉はマリヤにとってどういうものでしたか。（もし一言も言われな

いままイエス様が死なれたら、マリヤはどうだったでしょうか）

＊ イエス様が、ほかではなくヨハネに母を託されたのはどうしてでしょう。（マリヤ

にはほかに４人の息子がいましたが、まだイエス様を信じていませんでした。この

夜、彼らのところに帰っていたら、どうなっていたでしょうか）

＊ この話を通してイエス様は、皆さんと親との関係で何を教えておられますか。

２．２８－２９節



＊ 十字架につけられると、とてものどが渇くのはどうしてか、いろんな理由を考えて

ください。

＊ イエス様は十字架の上で、水のほかに何を渇望されましたか。

＊ 以前、「渇いている人はだれでも、わたしのところに来て飲みなさい」と、イエス様は

人々に叫んで言われました（７：３７）。生きた水の持ち主のイエス様が、脱水状

態の中でどうして死ななければならなかったのでしょう。

３．３０節

＊ 司会者は、バプテスマのときイエス様が言われたマタイ３：１５の言葉を読んでく

ださい。それと３０節を比べてください。

＊ 皆さんは、神が求められるすべてのことをイエス様が皆さんの代わりに成し遂げら

れたと、信じますか。その理由も言ってください。

＊「イエスが死んだ」と「イエスは霊をお渡しになった」（新改訳）とは、どう違います

か。（新改訳のほうは、原語に近い訳です）

＊ イエス様の死ぬ前の様子と、皆さんが見た死の前の様子はどう違いますか。（死に

直面したときのイエス様の行動で、どんなことに感銘を受けますか）

よき知らせ：金持ちとラザロのたとえで、地獄に落ちた人は非常にのどが渇くとわかりま

す。金持ちがラザロに、水が一滴でもほしいと言ったくらいです（ルカ１６：２４）。ご自

分が渇くことによって、イエス様はこの地獄の渇きから私たちを救い出してくださいまし

た。

２３　からっぽの墓　　　２０：１１－１８

背景：マグダラのマリヤの過去を知るため、司会者はルカ８：１－３を読んでください。弟

子たちと違ってマリヤは、最後まで十字架の下にいて、埋葬も見守っていました（マタイ２

７：６１）。「ラボニ」（１６）という呼び方は、福音書には２回しか出てきません。「ラビ

（先生）」よりも強い意味です。

1． ７つの悪霊につかれていたときのマリヤの毎日はどんなものだったでしょう。（人間

関係や、悪霊が発作を引き起こした時のことなど､考えてください）

＊ マリヤがイエス様と国中を旅したその３年間はどうだったでしょう。

＊ マリヤはどんな対象としてイエス様を愛していたでしょうか。彼女の呼び方を見て

ください（１３、１６、１８）。

2． 最後までイエス様の死を見たことと、埋葬まで見守ったことは、マリヤについて何を表

しますか。

＊ イエス様が死なれてからの２日間をマリヤはどう過ごしたでしょう。



3． 墓はからっぽだったのに、マリヤはどうしてそこから離れたくなかったのでしょう

（１１）。

＊ イエス様の死体を見ることも触ることもできないことが、マリヤにとってどうして

そんなにつらいことだったのでしょう。

4． 墓の中で天使を見てもマリヤはなぜびっくりしなかったのでしょう（１２－１３）。

5． マリヤがイエス様を見てもイエス様だとわからなかったのは、どうしてですか。いろん

な理由を考えてください（１４）。

＊ 皆さんに、悲しいときイエス様がそばにいてくださることがわからなかったという

経験があれば、どういうときでしたか。

6． イエス様も天使も、答えを知っているはずなのに泣いているわけを尋ねたのはどうし

てですか。

＊ 皆さんの涙のわけもイエス様はご存知ですが、なぜ皆さんの口から聞くことを望ん

でおられますか。

＊ マリヤの涙はむだだったと思いますか。理由も言ってください。

＊ 私たちの涙がむだであるかどうかについて、考えてください。

7． マリヤは何によって、イエス様であることがわかりましたか（１５－１６）。

8． イエス様はどうして、マリヤが感情におぼれることを望まれなかったのでしょう（１

７）。

＊ このときの、イエス様の男性としての行動で、どんなところが私たちにとって模範

となりますか。

9． 当時、女性は法廷で証人として認められていませんでした。なぜイエス様は最初に女性

の前に現れ、彼女を復活の証人にされたのですか。

＊ イエス様は、当時の良くない社会規制、たとえば安息日の過ごし方とか男尊女卑な

どからは自由でした。なのに彼はマリヤをユダに代わる弟子にされなかったのは、

なぜですか。

１０．イエス様の復活は、マリヤのその後の人生をどう変えましたか。

＊ 皆さんのこれからの人生に、イエス様の復活はどんな希望を与えますか。

２４　見なければ信じない　　　２０：１９－２９

背景：トマスの言葉は新約聖書の中に３回出てきます。１１：７－８と１６、１４：５－６、

そしてこの個所です。

1． トマスの短所と長所を挙げてください。

＊ どうしてイエス様はこんな人を弟子にされたのでしょう。

＊ 復活の日の夕方、トマスがほかの弟子たちといっしょにいなかった理由をなるべく



たくさん考えてください。

2． 弟子の何人かは、からっぽの墓と埋葬の布を目撃したし、みんなでマグダラのマリヤの

話を聞きました。この時点で、彼らはイエス様の復活を信じたでしょうか。理由も言っ

てください（１９）。

3． 旧約聖書の預言、イエス様の予告、１０人の親友全員の証の３つがそろっているのに、

トマスはどうして復活を信じないと言ったのですか（２５）。

＊ 皆さんはどちらのほうが理解しやすいですか。これほどの証拠があったのにトマス

が信じなかったことか、証拠の上で信じたことか。

4． 皆さんにとって、見ないで信じるには一番難しいことは何ですか。（心の中で答えても

かまいません）

5． 喜んでいる弟子の中で、トマスはひとり喜べませんでした。その８日の間、トマスはど

んな思いだったか考えてください。

＊ それにもかかわらず、トマスがほかの弟子たちから離れていかなかった理由は何だ

ったでしょう。

＊ このときトマスが仲間から離れていたら、どうなったと思いますか。

＊ もし私たちがキリスト教信仰に疑問を持って教会を離れたら、どうなるでしょう。

6． 自分が一週間前に言ったことを、よみがえられたイエス様の口から聞いたトマスはど

んな気持ちがしたでしょうか（２７）。

＊ トマスは本当にイエス様のきず跡に指を入れたと思いますか。理由も言ってくださ

い。

＊ この出来事を通して、イエス様の十字架についてトマスが初めてわかったことは何

ですか。

7． トマスは新約聖書の中で、イエス様を神の子とだけでなく、神そのものと呼んだはじめ

ての人です（２８）。イエス様が神そのものであると信じることが、どうしてそんなに

大切なのですか。

＊ トマスと同じ告白を、皆さんもできますか。

8． ２９節は、今の皆さんにとってどういう意味ですか。

＊ 神の恵みと助けを見る前から信じるのが、どうして大切なのですか。

１０．この個所からすると、信じたいのに信じられないという人に、イエス様はどのように

接しておられますか。

＊ 疑いと戦っている信仰と、疑いを知らない信仰はどう違いますか。

よき知らせ：イエス様は十字架にかかっておられたときも、見ないで信じられました。その

あいだ主が経験されたのは神の怒りだけでしたが、それでも神様を「わが神」と呼ばれまし

た（マタイ２７：４６）。このように、疑っているトマスたちの罰を受けてくださったので、

私たちを今日も助けることがおできになるのです。



２５　わたしを愛していますか　　　２１：１５－１９

背景：ペトロはイエス様を否定したのと同じ回数、ここで愛の告白をします。マタイ２６：

３３も参考にしてください。

1． 皆さんが友達を裏切ったとします。後で出会ったときに、その人が急に「だれよりも私

を愛していますか」と尋ねると、どんな動機でそんな質問をしたと皆さんは受け取りま

すか。

＊ イエス様はどうして「ほかの弟子よりも」と言われたのでしょう（１５）。

2． 原語のギリシャ語で、イエス様の使われた動詞とペトロが使った動詞は違います。イエ

ス様「本当に愛していますか」。ペトロ「はい、あなたの友達です」。なぜペトロは同じ動

詞を使わなかったのでしょうか（１５－１６）。

＊ ３度目にイエス様は、ペトロが最初から使った動詞に変えられました。「あなたはわ

たしの友で　　　

すか」どうして変えられたと思いますか（１７）。

3． ３度目に質問されたときペトロがどうして悲しくなったか、いろんな理由を考えてく

ださい。

＊ イエス様を否む前、ペトロは自分の愛に対して確信を持っていました。そのときの

ペトロの愛は本物だったと思いますか。理由も言ってください。

＊ 今のペトロはイエス様を何のために愛していますか。

4． イエス様は今日、皆さんにも「わたしを愛していますか」と質問をされます。答えること

は難しいですか、易しいですか。理由も言ってください。

5． どうしてイエス様はこういう質問をほかの弟子たちの前でされたのですか。

＊ イエス様が、質問のたびにペトロに使命を与えられたのはどうしてでしょう。

＊ このやりとりがなかったら、ペトロの将来はどうなっていたと思いますか。

６．「子羊を飼う」、「羊の世話をする」、「羊を飼う」は、具体的にキリスト教会でどういうこ

とを意味し　　ますか。

＊ この出来事は、その後のペトロの説教にどんな影響を与えましたか。

＊ イエス様を愛していない牧者を想像してください。そういう人はどのように宣教し

ますか。

＊ この個所からすると、イエス様に使命を受ける人はどういう人ですか。

6． わずか一カ月前、ペトロは死を恐れてイエス様を否定しました。１８－１９節の中で、

イエス様は彼が殉教すると予言されました。ペトロはそのことをどう受け止めたか、そ

して残りの人生にどう生かしたかについて話し合ってください。

＊ ペトロが、もう死を恐れなかったのはどうしてですか。



＊ 皆さんは、生き方だけでなく死に方でも神の栄光を現すと言われたら、うれしくな

りますか。理由も言ってください（１９）。

7． 私たちもペトロのようにイエス様を裏切ったことがあるかもわかりません。それなの

に、イエス様はペトロに言われたように「わたしに従いなさい」とおっしゃいます。どう

答えますか。


