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１．処女が子供を生む　ルカ１：２６－３８

［はじめに］　この出来事が起こったとき、マリヤはおそらく２０歳以下の若い乙女でした。彼女は大

工のヨセフと婚約していました。旧約聖書では、結婚前に性的関係を持つことは、固く禁じられて

いました。

１＊　この箇所から考えると、マリヤはどんな性格だと思いますか。

　＊　マリヤの神様との関係はどうだったでしょう。

　＊　ナザレという小さな村でのマリヤの日常生活を想像してください。何が楽しかったでしょうか。

また悲しいことは何だったでしょう。

２＊　神様が、この乙女を御子の母に選ばれたのは、どうしてでしょう。

　＊　御使いのあいさつに、マリヤはなぜ２９節のように応対したのでしょう。理由をいろいろ考えて

ください。

３＊　神様がマリヤのところにガブリエルを遣わされたのはなぜですか。

　＊　３２節と３３節を読んでください。マリヤは、自分が後に身ごもる子供について、何がわかった

でしょう。自分の言葉で言ってください。

４＊　マリヤは処女でした。このとき、まだ何も現実となっていないのに（自分の体に何の兆候もない

うちに）どうしてマリヤは処女が身ごもる事を信じることができたのでしょう。

　＊　現代の多くの人にとって、処女降誕を信じるのがたいへん難しいのはなぜですか。

５＊　マタイの福音書からヨセフも最初は処女が身ごもることを信じがたかったと、分かります。もし

このときマリヤが、イエスの母としてどんな苦しみが待っているかを知っていたら、彼女はこの使

命を受け入れたと思いますか。

６＊　ガブリエルはマリヤに、「神に恵まれた方」という言葉を２度言っています（２８、３０）。

「恵み」というのは、キリスト教会では「罪の赦し」のことです。なぜマリヤがこの赦しを必要と

したのですか。

７＊　みなさんは多分、神様でも自分のこの問題は解決できないと思ったことがあるでしょう。３７節

を読んでそれを自分の問題に当てはめてください。この箇所は、みなさんの今の状況にどんな意味

をもちますか。

８＊　３０年余り後、マリヤは息子の十字架の下にいました。そのとき、彼女が３２、３３節の神様の

約束を覚えていたら、それについてどう思ったでしょうか。

９＊　もし神様がみなさんに、マリヤが経験したような、恵みにも苦しみにもあふれた人生を与えよう

と言われたら、どう答えますか。



２．野原の羊飼い　ルカ２：８－２０

［はじめに］　イエス様の時代、羊飼いたちは安息日を守ることができないので、社会的に低い者とさ

れていました。裁判の証人として認められませんでした。旧約聖書では、御使いというのはアブラ

ハムやエゼキエル、ダニエルといった「神の人」にしか現れませんでした。

１＊　こんな羊飼いたちのユダヤの山での毎日を考えてください。その喜び、また悲しみは何だったで

しょう。

　＊　羊飼いたちと、彼らが守れない戒めを与えられた紳様との関係はどんなものだったと思います

か。

２＊　エルサレムはベツレヘムに近く、信心の厚い人がたくさんいました。なぜ、御使いはその人たち

でなく、羊飼いのところに現れたのでしょう。

３＊　９節には、羊飼いたちがひどく恐れたと書いてあります。彼らは何を恐れたのでしょう。

　＊　今、みなさんが最も恐れることは何ですか。（心の中で答えてもかまいません）

４＊　御使いの言葉を聞いた羊飼いたちは何を喜んだのですか（１０－１２）。

　＊　御使いが、１０－１１節の言葉をあなたに言ったと想像してください。あなたは喜ぶと思います

か。理由も言ってください。

５＊　待ち望んでいたその救い主が飼い葉桶（家畜に干し草を食べさせる桶）の中で眠っていると聞い

た羊飼いたちは、どう思ったでしょう。

　＊　もしみなさんが、「救い主が洗い桶の中で眠っている」と言われたら、どんな気がしますか。

６＊　神が、汚れて冷たく、敵だらけ、バイ菌だらけの中に生まれたことが、どうして御使いたちには

嬉しいことなのでしょう（１３－１４）。

　＊　どうしてこんな所に、救い主が生まれなければならなかったのでしょう。

７＊　神様が御子を、生まれてすぐにだれかにお見せになりたかったのは、なぜでしょう。

８＊　真夜中だったのに、羊飼いたちはどうやってその馬小屋を捜し当てたと思いますか。

　＊　飼い葉桶の中に眠っている赤ちゃんが、主キリストであると羊飼いが信じた根拠は何ですか。

９＊　たいへんな夜を過ごしたマリヤとヨセフを慰めたのは、羊飼いのどの言葉だったでしょう。

　＊　神様が、マリヤたちに御使いをお送りにならないで、羊飼いのところに送られたのはなぜです

か。

10＊　羊飼いたちは、クリスマスの夜に見聞きしたことを大勢の人に話しました。他のみんなが赤ちゃ

んのイエス様を拝みに行かなかったのはなぜでしょう。

11＊　イエス様が人に知られるようになったのは３０年後です。この羊飼いのほとんどが、それ以前に

死んでいます。生まれたばかりの救い主と出会ってから、羊飼いたちの人生はどう変わりました

か。変わらなかったのは何ですか。

　＊　この出来事を通して羊飼いたちは、神様と自分の関係について何が分かりましたか。

［よき知らせ］　御使いたちはクリスマスの夜、平安と喜びを告げました。しかしその平安と喜びは、

イエス様がその代価を支払わなければならなかったものです。その支払いは飼い葉桶から始まり、

十字架の上で終わりました。



３．アンナとシメオン　ルカ２：２５－３８

［はじめに］　ヨセフとマリヤが宮にハト２羽しかささげられなかったことから、彼らが貧しかったと

分かります。レビ記の１２：７～８を見てください。当時、多くの人々がメシヤを待っていました

が、大部分の人は民の前に力と権威を示す者として考えていました。

１＊　７年間の結婚生活のあと、夫を亡くしたときアンナがどうしたか想像してください（３６）。

　＊　再婚するのが当時の習慣だったのに、アンナがそうしなかった理由をいろいろ考えてください。

　＊　未亡人としての５０～６０年間、アンナを支えたのは何だったでしょう（３６－３７）。

２＊　長い年月、夜も昼もアンナは宮で何を祈っていたと思いますか。

　＊　３８節は、アンナの信仰について何と言っていますか。（アンナは何からの贖いを待ち望んでい

たのですか）

３＊　イエス様に会うまでの、シメオンの人生を想像してください。その喜びは何ですか。悲しみは何

だったでしょう（２５－２６）。

　＊　シメオンにとって神の約束はどんな意味を持ちますか（２６）。

４＊　老人にとって、未来に何か待ち望むものがあるということは、どんな意味があるでしょう。

　＊　「待つこと」は「信じること」とどんな共通点がありますか。

　＊　シメオンが待っていたメシヤと大部分の人が待っていたメシヤは、どう違いますか。（２５節と

［はじめに］を見てください）

５＊　シメオンが、この貧しい家族の子供が主キリストだとわかったのは、なぜですか。

　＊　宮にお参りに来ていた他の人たちのだれも、アンナとシメオンが見たことを見なかったのはなぜ

ですか。

６＊　この箇所を丹念に読んで、このふたりの老人がメシヤにどんな救いを求めていたかが分かる部分

を探してください（２５、３１、３２、３８）。

　＊　みなさんがイエス様に一番期待していることは何ですか。

７＊　人が「今、死んでもいい」と言うには、何が必要ですか（２９）。

　＊　シメオンの言葉を自分の人生に当てはめてください。みなさんは、２９－３０節で彼が言ったよ

うに言えますか。

８＊　シメオンの言葉はマリヤに、赤ちゃんについて何を教えていますか（３０一３５）。

　＊　剣はマリヤの心をどのように刺し貫いたでしょう。（答えはこの箇所以外にあります）

９＊　アンナとシメオンは二度とイエス様に会いませんでした。赤ちゃんのイエス様との出会いは彼ら

の人生をどう変えましたか。また何が変わりませんでしたか。

10＊　このふたりの老人には、死ぬまでどんな使命がありましたか。

（＊　現代、多くの人が預言の賜物に興味を持っています。なぜアンナは預言者と呼ばれているのです

か（３６））

［よき知らせ］　あなたが御言葉を通してイエス様を見たら、シメオンのように言うことができます。

「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。

私の目があなたの御救いを見たからです」



４．十代のイエス　ルカ２：４０－５２

［はじめに］　ユダヤ人の男の子は、１３歳で成人式をします。イエス様には、４人の弟と数人の妹が

ありました（マタイ１３：５５－５６）。お父さんは大工で、彼もその仕事を習いました。宮は、

ユダヤの人々が自分の罪のための生贄を捧げる唯一の場所でした。神様は、いつもそこに居ると約

束されていました。

１＊　マリヤは増えていく家族の世話をしなければなりませんでした。過ぎ越しの祭りのために毎年、

旅をすることは、マリヤにとってどうだったと思いますか。

　＊　この２週間という長い旅のために、マリヤはどんな準備をしなければならなかったでしょうか。

２＊　弟や妹が次々と生まれる家族の長男としての、少年イエスの毎日の生活を想像してください。

　＊　両親といっしょに初めてエルサレムに行くことができるというのは、少年イエスにとってどんな

意味を持ちますか。

３＊　みんなといっしょに帰らないことを、イエスが前もって両親に言わなかったのはなぜですか。

　＊　イエスが行きたかったのは、ほかでなく宮だったのはなぜですか。

４＊　４６、４７節でイエスについてどんなことがわかりますか。

　＊　１２歳のイエスが一番関心をもったのは何ですか。

５＊　なぜイエスは、両親が自分の居場所を知らないことに驚いたのですか。

６＊　イエスにとって、他の場所でなく宮で天のお父さまに出会うことが大切だったのは、どうしてで

すか。

７＊　４８節では、マリヤのことでどんなことがわかりますか。

　＊　息子を見失ったとき、マリヤはどうするべきでしたか。

８＊　イエスの両親は息子の４９節の答えを聞いて、どう感じたでしょう。

　＊　この事件を通して、イエスは両親に何を教えたかったのでしょう。

９＊　この箇所からすると、私たちが親を悩ませてもいいのはどんなときですか。

　＊　この箇所によると、十代の子供たちにとって神様の御心は何ですか。

　＊　この箇所によると、私たちは十代の子供をどう扱えばいいでしょう。

10＊　この出来事から公的宣教を始めるまでの１８年間、イエス様と両親や他の人との関係はどうだっ

たと思いますか（５１－５２）。

［よき知らせ］　イエス様がなぜ宮を愛されたかは、ヨハネの福音書２：１９－２１に書いてありま

す。司会者はここを読んでください。



５．バプテスマのヨハネの説教　ルカ３：７－２０

［はじめに］　ヨハネには年取った両親がいましたが、この時はもう亡くなっています。兄弟はなく結

婚もしませんでした。ヨハネが住んでいた所は、寂しい砂漠でした。

１＊　もしヨハネが、いつも友達に囲まれていたら、どんな人になっていたでしょう。

　＊　みなさんが寂しいと感じたときのことを思い出してみてください。寂しさがみなさんの人生にも

たらした良い点は何ですか。

２＊　ヨハネは群衆のことを「まむしのすえたち」と呼びました（７）。それなのに彼がイエス様より

人気が高かったのはなぜでしょう。

３＊　７節から１４節のヨハネの言葉を見てください。私たちの社会に、これはどう当てはまります

か。

　＊　この説教の中で、みなさんの耳に痛いのはどの言葉ですか。

　＊　みんながヨハネが言った通りに生きると、世の中はどのようになるでしょう。

４＊　ヨハネの説教を、みなさんがいつも礼拝で聞いている説教と比べてください。どこが違います

か。

　＊　もし、みなさんの教会でだれかがヨハネのような説教をしたら、どんな反応があると思います

か。

５＊　４－６節はヨハネの使命が、来るメシヤのための道を人々の心の中に用意することだと言ってい

ます。このような厳しい言葉は、私たちの心の中にイエス様への道をどのように開いてくれます

か。

　＊　もしヨハネが「神様はあなたの弱さを知っておられ、あなたをそのままで受け入れてくださる」

と説教したら、それを聞いた人はどうなっていたでしょう。

６＊　ヨハネと来るメシヤとの関係は、どのようなものですか（１５－１７）。

　＊　ヨハネがその人気を、自分の利益のために利用しなかったのは、なぜですか。

７＊　ヨハネはヘロデ王が私生活で犯した罪を非難しました（１９－２０）。どうして彼は王の性関係

にまで口出ししたのですか。

　＊　どんなとき、私たちはひとの性的な罪を非難すべきですか。

８＊　牢に入れられたとき、ヨハネは３０歳ぐらいでした。彼の短い生涯の意味は何でしたか。

　＊　この預言者が人生で一番うれしかったことは何だったと思いますか。

９＊　イエス様も洗礼者ヨハネの話を聞いた群衆のひとりでした。主は良い実だけを成らせる木でし

た。それなのになぜ、「切り倒されて火の中に投げ込まれ」なければならなかったのでしょう

（９）。

［よき知らせ］　ヨハネの説教の大部分は、聞く人に罪の意識を呼び戻す戒めと警告です。しかし他の

福音書で彼はメシヤが私たちの罪をどのようになさるかを明らかにしています。「見よ、世の罪を

取り除く神の子羊」（ヨハネ１：２９）。



６．イエス様の宣教の最初の日　ルカ４：３１－３７

［はじめに］　悪霊が住んでいるというのは、「取りつかれている」という状態です。取りつかれるこ

とは、精神的な病気とは違います。それは単に、信じる者の心に聖霊が住むのと同じように、悪い

霊が心に住むことを意味します。悪霊はふつう、偶像礼拝や呪術、占い、まじないなどによって人

の中に入ります。取りつかれた人は、時々引きつけを起こして、人間とは思えない声で叫びます。

また７人分の力を出します。

１＊　あなたは、悪魔や悪霊の存在を信じますか。

　＊　もし、取りつかれたという話を聞いたことがあるなら、それを簡単に教えてください。

　＊　多くの人が、暗闇とかおばけ、霊、仏壇を恐れるのはなぜでしょう。

２＊　このつかれた人の毎日の生活を想像してください。特に家庭生活とか他の人間関係について考え

てください。

　＊　カペナウムでの最初の安息日だったので、人々はイエス様に会いにきたのではありませんでし

た。それなのにどうして、この人は引きつけるかもしれないのに、会堂に来ていたのでしょう。

３＊　悪霊がイエス様に近づくと、大声でわめいたり暴れたりするのは、どうしてですか。

　＊　悪霊は、イエス様について何を知っていたのか、自分の言葉で言ってください（３５）。

　＊　悪霊がイエス様について言ったことは正しかったですか。

４＊　イエス様が、その人にではなく悪霊に向かって言葉をかけられたのは、なぜですか。イエス様は

なぜ、悪霊の問いかけにお答えにならなかったのですか（３４－３５）。

５＊　つかれた人が頼まなかったのに、イエス様が彼を助けられたのはどうしてでしょう。

　＊　みなさんはたぶん、悪魔払いの話を聞いたことがあるでしょう。イエス様が悪霊を追い出された

ことで、特別な事は何ですか。

６＊　人々がイエス様について一番びっくりしたことは何だったでしょう（３２、３５）。

　＊　イエス様の言葉は、はかの人たちの言葉とどう違っていますか。

　＊　どんな問題、またはだれのために、あなたはイエス様の力ある言葉を必要としていますか。（心

の中で答えてもかまいません）

７＊　この箇所によると、暗闇や霊、仏壇、悪魔の力などを恐れている人にどう言うべきですか。

　＊　現在のキリスト教会は、霊の世界に縛られている人をどの程度助けていると思いますか。

８＊　なぜイエス様はこのような業で、伝道を始められたのですか。

９＊　罪に落ちた人と悪霊につかれた人との違いは何ですか。

10＊　（次の３つの質問は、この箇所以外から答えてください）

　＊　イエス様はどのようにして、悪霊に命令する権威を得られましたか。

　＊　結局イエス様は、悪魔と悪霊をどのように打ち破られることになりましたか（３４）。

　＊　イエス様が、悪霊を打ち破る権威を持ちながら、十字架の上でそれに負けられたのはどうしてで

すか。



７．奇蹟の大漁　ルカ５：１－１１

［はじめに］　ペテロに姑がいた（４：３８）ということは、妻がいて、また子供もいるということで

す。ペテロは漁師でした。彼にとって、魚が捕れないというのは生活できないのと同じことです。

ゲネサレ湖では昼ではなく、夜に漁をします。また深みより浅瀬で行われます。

１＊　みなさんの中で、夜の仕事を経験した人があれば、仕事明けの朝がどんなふうだったか話してく

ださい。

　＊　魚が一匹も捕れなかった漁を終えて網を洗っている間、ペテロが何を考えたか想像してください

（２）。

２＊　イエス様が舟から人々に話をしたかったのは、なぜでしょう（３）。

　＊　ペテロの舟を選ばれた理由は何だったと思いますか。

３＊　ペテロはもう網を洗ってしまっていました。彼は漁の専門家で、イエス様は素人です。ほかの漁

師たちの前で面目をなくしたかもしれないのに、ペテロはなぜ、イエス様の言いつけに従ったので

しょう（４－５）。

　＊　ペテロは魚が捕れると思ったでしょうか、捕れないと思いながら従ったでしょうか。

４＊　自分には不可能だと思うことを、イエス様がしなさいと言われたら、みなさんはどう答えます

か。

５＊　数年前、イエス様の時代の漁の舟がゲネサレ湖の泥の中から見つかりました。それは幅２ｍ余

り、長さ８ｍほどでした。この舟２そうに１ｋｇの大きさの魚が何匹積めると思いますか（７後

半）。

　＊　ペテロたちは、こんなにたくさんの魚をどうしたと思いますか。

６＊　この奇蹟を見たペテロの反応で意外なことは何ですか。

　＊　ペテロが８節で言った罪とは何のことを言っているのでしょう。

７＊　この奇蹟を通して、ペテロはイエス様についてどういうことを学んだでしょう。（５節と８節

で、彼がイエス様をどう呼んだかも、見てください）

　＊　彼は何を恐れたと思いますか。

８＊　ペテロの罪の告白を聞いてはじめて、イエス様が１０節の言葉を言われたのはなぜですか。

　＊　魚を捕ることと福音を伝えることの共通点は何ですか。

９＊　イエス様について行ったあと、家族が飢えないためにペテロはどんな保証をしてもらいました

か。

　＊　イエス様についてどこまでも従うと決心したとき、みなさんの家族がつらいめにあわない保証が

ありますか。

［よき知らせ］　シモンが、罪人は清い神のそばへは近寄れないと思ったのは、間違いではありません

でした。彼は旧約聖書が「神に近寄る罪人は死ぬ」と言っているのを知っていました。ですから、

イエス様はシモンが恐れていたことを体験されなければなりませんでした。死に直面したとき、神

様に見捨てられたのです。



８．本当の幸せ者　ルカ６：２０－２６

［はじめに］　ギリシャ語で「幸い」というのは「最高に幸せ」という意味です。この箇所の「富んで

いる者」というのは、この世で望んだすべて－お金、愛、健康－を手に入れた人のことです。「貧

しい者」とは、それらを手に入れなかった、または失った人です。（「貧しい」を、「心か貧し

い」という意味に取らないでください。ここではイエス様はそのようには言っておられません）

１＊　この箇所によると、人間にとって本当の幸せとは何ですか。

　＊　この箇所によると、不幸せとは何ですか。

２＊　イエス様の言われる、貧しいことの良い面は何ですか。（［はじめに］を見てください）

　＊　富んでいることの悪い面は何ですか。（［はじめに］を見てください）

　＊　みなさんは、このうちのどちらに入ると思いますか。（心の中で答えてもかまいません）

３＊　世界には、食べ物がないために飢えている人がたくさんいます。そんな人の中にも幸せ者がいる

とイエス様が言われる理由は何ですか。

　＊　今の社会には、愛情や人に認められることを渇望している人がたくさんいます。イエス様は、そ

んな人の中にも幸せ者がいるとおっしゃいますが、どうしてそんな事が言えますか。

４＊　この前、嘆き悲しんだときのことを思い出してください。そんなときにイエス様が来て「いま泣

いているあなたは幸いです」と言われたら、みなさんはどう感じますか。

　＊　決して泣かないという人のことを想像してください。その人が幸せ者と言えないのはなぜです

か。

５＊　イエス様が、泣いている弟子たちを幸せだと言われる根拠は何ですか。

　＊　弟子たちは、泣いているときが幸せなのですか、それともあとで笑うときが幸せなのですか。

６＊　富んでいること、飽きていること、笑っていること、人にほめられることの何が悪いと言われま

すか。

　＊　富んでいる、飽きている、笑っている人が泣かなければいけない時が来るのは、いつですか。

７＊　真理を語る人が憎まれ、ニセ預言者がもてはやされるのは、なぜですか（２２、２６）。

　＊　迫害され、批判されているときに、踊り上がって喜ぶ人が実際にいると思いますか。いるとした

ら、その理由は何ですか（２３）。

８＊　富んでいる人が持っていなくて、貧しい人、飢えた人、泣いている人、批判されている人が持っ

ているものは何ですか。

９＊　地上の苦しんでいる人すべてではなく、苦しんでいる弟子たちだけをイエス様が幸いであると言

われたのはなぜですか。

10＊　この箇所をイエス様の生涯に当てはめましょう。十字架に付けられているとき、イエス様が幸い

だったかどうかについて、話し合ってください。

　＊　イエス様が苦しんでおられたときに、神様は慰めを与えられなかったのはどうしてですか。



９．敵を愛しなさい　ルカ６：２７－３８

［はじめに］　この箇所を読むとき、先週のことを思い出してください。みなさんは毎日の生活でどの

くらいこの戒めに従いましたか。

２７節－３０節

１＊　おそらくほとんどの人が、ここでイエス様が教えられているように生きるべきだと思うでしょ

う。それなのに、その通りに生きるのはなぜ難しいのですか。

　＊　もし、イエス様が「敵に親切にしなさい」とだけ言われたら、そのようにするのはもっと簡単に

なると思いますか。

２＊　みなさんが家庭や学校、職場でこの通りにし始めたとしたら、そこはどのように変わるでしょ

う。

　＊　みなさんが、きらいな人のために祈ったら、その人との関係はよくなると思いますか（２８後

半）。

３＊　イエス様はこの戒めを全部、完全に守られました。それでもたくさんの敵がいたのはなぜです

か。

４＊　憎しみを抱くことには、どんな害がありますか。

３１節－３８節

５＊　ここに描かれている「いと高き方の子ども」と「罪人」の根本的な違いは何ですか。

　＊　みなさんは「いと高き方の子ども」とどういう点が似ていますか。「罪人」と似ている点はどこ

ですか。

６＊　自分を大切にしてくれないと文句を言う人は、どういう間違いをしているのですか（３６－３

８）。

　＊　無条件の愛をだれよりも必要としているのは、どういう人でしょうか。

７＊　３５節は、敵（私たちも含めて）をも愛されるイエス様の愛のことを言っています。人間はこの

ような無条件の愛を信じることが難しいですか、易しいですか。

８＊　この戒めを守れば、大きな報いが得られます（３５）。イエス様は守られましたが、報いを受け

る代わりに十字架に付けられました。なぜですか。

９＊　私たちは、どうすれば敵を愛せるようになりますか。

　＊　敵を愛せなかった人は、どのようにして「いと高き方の子ども」になれますか。

［よき知らせ］　本当の意味での「いと高き神の子」はイエス様だけです。敵を愛し、最後の最後まで

敵のために祈られました。さらに、その報いを自分のものとせず、愛の戒めを守れなかったために

赦しを乞う人にそれを与えてくださいます。



１０．人生の土台　ルカ６：４６－４９

１＊　４５節で、イエス様はだれのことを言っておられるのですか。

２＊　家と人生の似ているところを、でさるだけたくさん考えてください。

　＊　多くの人が家や人生の土台でなく、外面の方が大切だと思うのは、どうしてですか。

３＊　人が人生の土台にするのは、他にどんなものがありますか。

　＊　人が、まず深く掘り下げることをしないで、いさなり人生を築いていく理由は何ですか。

４＊　人生に襲いかかる「洪水」や「嵐」で、イエス様は何を言おうとしておられますか。

　＊　みなさんが今恐れている洪水（悲劇）が起こったら、どうするつもりですか。

５＊　このたとえによると、「洪水」はクリスチャンにもノンクリスチャンにも襲います。クリスチャ

ンでも逃れられないのはなぜでしょう。

６＊　あなたの人生に悲劇が襲ったとき、何にしがみつきましたか。

　＊　あなたが苦しんでいたとき、イエス様の言葉はどのような助けになりましたか。その経験を話し

てください。

７＊　家が倒れてしまった人はどうなりますか。（悲劇の後の人生はどんなものになりますか）

８＊　イエス様の言葉を聞いても実行しない理由をいろいろ考えてください。

　＊　イエス様の言葉を実行したいと思う理由は何ですか。

　＊　みなさんはどちらですか。実行する方ですか、しない方ですか。（心の中で答えてもかまいませ

ん）

９＊　実行すべきイエス様の言葉には、前回に話された「敵を愛しなさい」ということも含まれます。

みなさんは、この言葉が人生の土台になっていると言えますか。

10＊　聖書の中の「岩」には、もうひとつの意味があります。パウロは第一コリント１０：４で「岩と

はキリストです」と言っています。みなさんが人生をイエス様の戒め（律法）の上に築くのと、イ

エス様ご自身（福音）の上に築くのは、どう違いますか。

11＊　イエス様ご自身は、すべての戒めを守られました。それなのになぜ、洪水で家が流されたような

目に遭われたのですか。



１１．ナインのやもめ　ルカ７：１１－１７

［はじめに］　人々はイエス様を偉大な預言者と呼びました。というのは、旧約聖書の中でエリヤとエ

リシヤが未亡人の息子をどのように生き返らせたかを覚えていたからです（１６）。

１＊　大勢の人たちがこの葬式に出たいと思った理由を、いろいろと考えてください（１２）。

２＊　この未亡人の人生を考えてください。子供はできるだけたくさん欲しいという時代に、一人だけ

しか子供がいませんでした。父親がまだ生きていた間の、この少ない家族の最も幸せだったとき

は、どんなふうだったと思いますか。

　＊　夫が亡くなったとき、この女性にとって一番たいへんだったと思われる事は何ですか。

３＊　母親だけでひとり息子を育てると、経済面で、また精神面でどんな問題が起こりやすいでしょ

う。

４＊　この母親が息子の棺の後ろを歩いていきながら、神様についてどういうことを考えたと思います

か。

５＊　若者が息を引き取ったとき、イエス様はナインから４０ｋｍ離れたカペナウムにおられました

（７：１）。お葬式が行われるのは、遅くても次の日でした。そんなに速く歩いてまで、イエス様

がこのお葬式に間に合いたいと思われたのはなぜですか。

　＊　未亡人が助けを願わなかったのに、どうしてイエス様は助けたいと思われたのでしょう。

６＊　みなさんはどんなときに、神様の助けが間に合わないと感じましたか。

　＊　イエス様の助けは遅すぎることがないという確信は、どうやって得られますか。

７＊　泣いている母親に「泣かなくてもよい」と、イエス様が言われたのはなぜですか。

　＊　イエス様は今日、みなさんにも「泣かなくてもよい」と言われます。何を言おうとしておられる

のですか。

８＊　イエス様はどのようにして、死んでいる若者を起き上がらせましたか。

９＊　「イエスは彼を母親に返された」（１５）とルカが言ったのは、どういう意味ですか。

　＊　この出来事は、母親と息子の関係をどのように変えたと思いますか。

10＊　天のお父さまも、ひとり息子が墓に入れられるのを見なければいけませんでした。その苦しみと

未亡人の苦しみと、どちらの方が大きいでしょう。

　＊　１６節に「神がその民を顧みてくださった」と言っています。神様はなぜ、ご自分の息子が死ん

でいくのをお助けにならなかったのですか。



１２．多く赦された女　ルカ７：３６－５０

［はじめに］　当時の社会では、女性は髪を人目にさらさないものとされていました。４４節から４６

節には偉い人を迎えるときのもてなし方が描かれています。

１＊　家に招いたイエス様のことを、パリサイ人シモンはどう思っていたでしょう（３６、３９、４４

－４６）。

　＊　そもそもシモンは何のためにイエス様を招いたと思いますか。

２＊　町の遊女だったので、シモンの家に来たその女をみんなが知っていました（３７）。彼女の子供

のときからの生活を想像してみてください。彼女はなぜ遊女になったと思いますか。いろいろな可

能性を考えてください。

　＊　愛されるということで、この女性はどんな経験をしたと思いますか。

３＊　香油の入った壷はとても高価なものです。この女性が何のためにお金を貯めたか、なぜそれで壷

を買ったか、理由をいろいろ考えてください。

４＊　自分はパリサイ人の家では歓迎されないと知っているのに、彼女がイエス様のところへ行きたい

と思ったのはなぜですか。

　＊　イエス様は自分を拒まれないと、彼女が信じた理由は何ですか。

５＊　この女性はどうしてイエス様に触れたかったのでしょう。

　＊　ふつう、きらいな人（または物）に触れたら、思わずどうしますか。

　＊　彼女がイエス様に触れたとき、何が起こりましたか。

６＊　イエス様の足が濡れるはど、この女性が泣いたのはなぜですか。

７＊　どちらが先だったと思いますか。彼女のイエス様への愛ですか、イエス様への信仰ですか。この

箇所から理由も言ってください。

　＊　みなさんがイエス様を心から愛していると意識したことがあれば、それはどんなときでしたか。

８＊　４１－４２節で、イエス様は金貸しのたとえを話されました。（５００デナリは１年半の給料に

当たります。５０デナリは１月半の給料です）ここで、罪は借金にたとえられています。この話を

通して、イエス様はシモンに何を教えようとされたのでしょう。

　＊　このたとえによって、イエス様はシモンのどんな罪を指摘しておられますか。

９＊　この女性の、神様に返さなければならない借金はどうなりましたか。

　＊　シモンの借金はどうなりましたか。

　＊　シモンはなぜイエス様を愛さなかったのでしょう。

10＊　イエス様はみなさんのすべての罪をご存知のうえで、みなさんに４８節と５０節の言葉を言って

くださいます。どう答えますか。



１３．種まきのたとえ　ルカ８：４－１５

［はじめに］　種まきのたとえはイエス様の最初のたとえ話で、公的宣教の３年間の課題とも言えま

す。

１＊　イエス様はなぜ、神様のことばを種にたとえられたのですか。できるだけたくさんの共通点をあ

げてください。

　＊　このたとえを通して、イエス様はその後の宣教について何を言おうとしておられるでしょう。

２＊　悪魔が私たちの心から神のことばを取り去ろうとするときは、具体的にどういう方法を取ります

か（５、１２）。

　＊　１２節に言われている事が私たちに起こらないようにするには、どうすればいいでしょう。

３＊　６節と１３節を見てください。どんな試練が、人をキリスト信仰から身を引かせますか。

　＊　１３節に出てくる人は、いったい何のために喜んでいましたか。

　＊　根のないクリスチャンということで、イエス様は何を言おうとしておられるのですか。

４＊　私たちの人生で、思い煩いや富や快楽が、どのように神のことばを覆いふさぎますか（７、１

４）。

　＊　どうして、クリスチャンにとって貧しさより豊かさの方があぶないのですか。

　＊　思い煩いや富や快楽が、少しずつ私たちを御言葉から引き離すと分かったら、どうすればいいで

しょう。

５＊　どうすれば、悪い土地が良い土地になりますか（８、１５）。

　＊　人の人生が実を結ぶ条件は何ですか。

６＊　今のあなたの心の状態は、この４つのうちのどれに当たりますか。（心の中で答えてもかまいま

せん）

７＊　イエスさまの言われる百倍の実とはどういうことですか（８）。

　＊　現在、一晩で収穫を期待するクリスチャンが多いのはなぜですか。

８＊　このたとえは、伝道について何を教えていますか。

　＊　このたとえは、「力の伝道」について何を教えていますか。（もしこの言葉を知らなかったら、

この質問は飛ばしてください）

９＊　聖書では、イエス様は神のことばと同じです。（司会者はヨハネ１：１を読んでください）イエ

ス様と種の共通点は何ですか。

［よき知らせ］　イエス様は、この世での最後の夜に次のように言われました。「人の子が栄光を受け

る時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だ

が、死ねば多くの実を結ぶ・・イエスは、ご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、こう

言われたのである」（ヨハネ１２：２３－３３）。ですから、このたとえでの種は、十字架を語る

御言葉にほかならないのです。



１４．「どこへでも従ってまいります」　ルカ９：５７－６２

１＊　この箇所には、イエス様に従うことで損得を考えている３人の人が登場します。あなたが同じよ

うなことをしたのは、どういう時でしたか。

２＊　なぜイエス様は、最初の人に単に「歓迎します」と言われなかったのでしょうか（５７－５

８）。

　＊　５８節の答で、イエス様はこの人に何をおっしゃりたかったのですか。

３＊　イエス様が与えてくださるのが５８節にある人生だけなら、あなたはどうしますか。

　＊　神の御子であるのに、イエス様が５８節にあるような人生を送らなければならなかったのは、な

ぜですか。

４＊　２番目の人が大切にしているものの優先順位を言ってください（５９－６０）。

　＊　２番目の人が大切にしているものの優先順位とあなたの優先順位を比べてください。

　＊　こんなとき、自分の子供にはどういうふうに選んでほしいと願いますか。

５＊　家族の死のためにイエス様に従うのをやめるということは、私たちの人生にもあり得ます。その

具体的な例を考えてください。

６＊　３番目の人がもう一度家に帰りたかった本当の理由は何ですか（６１－６２）。

　＊　イエス様がこのささいな願いをお許しにならなかったのはなぜですか。

７＊　もし３人がそこに止まることにしたなら、それからの人生はどうなったと思いますか。神の国を

言い広める方を選んだら、どうなりましたか。

８＊　イエス様の時代を含めて、多くの社会では、親孝行は子供がすべき最も大切なこととされていま

す。ここで、イエス様はなぜご自分の社会に背くことを言われたのでしょうか。

　＊　イエス様は、父と母を敬うようにとも教えられました。この箇所との矛盾をどう説明しますか。

９＊　イエス様に従うことがどんなに大変であるか、私たちの教会で教えられていると思いますか。

10＊　自分は神の国にふさわしくないと分かった人は、どうすればいいのでしょう。

［よき知らせ］　イエス様がこのことを話されたのは、エルサレムに向かって歩いておられるときでし

た。主は鋤に手をかけてから後ろを顧みることなく、苦しみと死にゆるぎなく向かわれました。イ

エス様はおそらく唯一人の神の国にふさわしい方でした。この方のおかげで、私たちふさわしくな

い者も神の国にふさわしいとみなされるのです。



１５．天にある名　ルカ１０：１７－２０

［はじめに］　背景を知るために、１節と９節を読んでください。この時、ガリラヤのリバイバルは、

どんな方向へ向かうかという岐路に来ていました。質問９の二つ目については、創世記３：１５を

見てください。

１＊　この７０人と同じ力が私たちの教会の中にあれば、どういうことになると思いますか。

　＊　弟子たちが、伝道活動の一部しか報告しなかったのはなぜでしょう。

２＊　人はなぜ、力や権威を持つことを喜ぶのですか。

　＊　イエス様が弟子たちといっしょになって、その成功を喜ばれなかったのはどうしてでしょう。

３＊　奉仕や伝道を喜ぶのと、名前が天にあることを喜ぶのは、どう違いますか。

　＊　この世でのことを喜ぶ方が、天国でのことを喜ぶより易しいのは、なぜですか。

４＊　悪霊を追い出す力を喜んでいるクリスチャンは、証しの中で何を伝えますか。

　＊　名前が天にあることを喜ぶクリスチャンは、証しの中で何を伝えますか。

５＊　私たちが、天に名前が記されていることを喜ぶようになるためには、何が必要ですか。

６＊　いつ、どのようにして、人の名前は天に記されますか。

７＊　１９節に描かれていることが、どこかで行われていると、聞いたことがありますか。

　＊　あなたはどういうときなら、ヘビやサソリを踏みつける勇気がわいてくると思いますか。

８＊　イエス様の弟子に害を加えるものが何一つないのは、なぜですか（１９）。

　＊　あなたや家族に、何が害を加えると恐れますか。

　＊　この箇所によると、恐れなくていいことは何ですか。また本当に恐れなければいけないことは何

ですか。

９＊　イエス様の弟子のほとんどは殉教したのに、「敵のあらゆる力に打ち勝った」と、どうして言え

るのですか。

　＊　古いヘビ、すなわち悪魔は、なぜ十字架にかかられたイエス様のかかとにかみつくことを許され

たのですか。

10＊　この箇所は私たちの伝道活動についてなんと言っていますか。

　＊　（力の伝道について、この箇所は何と言っていますか。言葉を知らなければこの質問は飛ばして

ください。）

［よき知らせ］　天にあるいのちの書に名前が記されていない人がどうなるかが、聖書に書いてありま

す。「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」（黙示録２０：

１５）イエス様は私たちにこのことが起こってほしくなかったので、民の罪の赦しを乞うモーセの

祈りを捧げられました。そして最後にこう祈られました。「もしも、かないませんなら、どうか、

あなたがお書きになったあなたの書物から、私の名を消し去ってください。」（出エジプト３２：

３２）



１６．善いサマリヤ人　ルカ１０：２５－３７

［はじめに］　イエス様の時代、ユダヤ人はサマリヤの人たちが混血だし異邦人に近いとみなして軽蔑

していました。サマリヤ人はゲリジム山（エルサレムから５０ｋｍ余り北）に自分たちの神殿を

持っていました。彼らは、創世記から申命記だけを自分たちの聖書としていました。たとえ話の傷

ついた人は、おそらくユダヤ人だったでしょう。祭司とレビ人は、たぶん宗教儀式のために神殿へ

向かうところだったと思われます。もし彼らが血に触れると、その日は一日中、汚れて神殿に入れ

なくなります。

１＊　道端に何時間も横たわっている間、この傷ついた人の胸の中に、どんな思いがわいたか想像して

ください。

　＊　父親が旅から帰ってこないときの、妻と子供たちの気持ちを想像してください。

２＊　この二人の宗教家・祭司とレビ人は、どうして死にかけている人を助けようとしなかったのです

か。いろんな理由を考えてください。

　＊　イエス様に質問した律法の専門家は、たとえ話の祭司とレビ人の行動をどう評価したでしょう。

３＊　聖書から学んだ愛の戒めを、この祭司とレビ人はどう解釈していたのでしょう（２７節を見てく

ださい）。

　＊　心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして神を愛していながら、隣人の苦しみを

無視するのは可能だと思いますか。その理由も言ってください。

４＊　サマリヤ人にも、傷ついた人を放っておいて当たり前という理由はたくさんありました。できる

だけいろいろ、考えてください。

　＊　こういう場合、まともな人ならするべき最低限の助けは、どんなことですか。

　＊　サマリヤ人は、それ以上にどんな助けをしましたか。

５＊　銀貨２枚は、２日分の給料に相当します。それだけで２カ月間、宿屋に泊まれました。日本円に

すればいくらになりますか。

　＊　このサマリヤ人がそんなにたくさんのお金を、他人のために使ってもよかったのは、なぜでしょ

う。

　＊　みなさんは、どんな人のためなら、このサマリヤ人が他人にしたようなこと全部をしてもいいと

思いますか。

６＊　サマリヤ人は、愛の戒めの最初の部分も守ったと思いますか（２７）。なぜそう思うかも言って

ください。

７＊　祭司とレビ人がけがをした旅人を無視したように、あなたが今まで無視してきた隣人はだれです

か（３７）。

　＊　その人を助ける、具体的な方法は何ですか。

８＊　イエス様と善いサマリヤ人の共通点はなんですか。

　＊　サマリヤ人がした以上に、イエス様が敵のためになさったことは、何ですか。

　＊　ひとに心を傷つけられた私たちのために、イエス様は何をしてくださっていますか。

９＊　（たとえば、部落問題についてクリスチャンは十分な行動をしたかどうか、というようなことに

ついて話し合ってください。）



１７．どうしても必要なこと　ルカ１０：３８－４２

［はじめに］　イエス様の時代の女性の立場は、今とは違いました。とりわけ、女性は男性といっしょ

に　聖書を学ぶことはできませんでした。

１＊　友達のところへ行ったとき、一番に期待することは何ですか。

　＊　イエス様と弟子たちは、一日中外を歩き回っていました。彼らが、この二人の姉妹の家でしてほ

しかったことは何だと思いますか。

２＊　イエス様が来られたときのマルタとマリヤの反応を考えてください。あなたにはどちらの方が理

解しやすいですか。それはどうしてですか。

３＊　４０節で、マルタの実際の問題が分かります。それは何ですか。

　＊　マリヤに対してだけでなくイエス様に対しても、マルタがイライラした理由は何ですか。

　＊　みなさんは、どんなときに「イエス様、私のこの状態を何ともお思いになりませんか」と、言い

たかったですか。

４＊　マリヤは夕食のことをどう思っていましたか。

　＊　イエス様がマルタにも話を聞くことを望まれたのは、なぜでしょう。

５＊　クリスチャンの中にも、イエス様の声を聞くより奉仕することに熱心な人がいますが、それはな

ぜですか。

　＊　片方の人が、もう一方の人の言っていることを聞こうとしないならば、二人の関係はどんなもの

であると分かりますか。

６＊　イエス様の言われる、どうしても必要なただ一つのこととは、何ですか（４２）。

　＊　あなたにとって、生きるにも死ぬにもどうしても必要なことはイエス様のことばを聞くことだけ

だと、言えますか。

７＊　イエス様があなたに、毎日ご自分の言葉を聞くことを願っておられるのは、なぜですか。

　＊　イエス様のことばをたまにしか聞くことがなければ、私たちはどうなるでしょう。

　＊　現在、私たちはいつ、どこでイエス様のことばを聞くことができますか。

８＊　何かひとつを選べば、その間はほかの事をやめなければならないということです。あなたが聖書

を読んだり、クリスチャンの集まりに出たりするために、あきらめなければならない事は例えばど

ういう事ですか。

９＊　マルタとマリヤのどちらの方を、イエス様はより愛されたでしょう。

　＊　今、イエス様があなたに言っておられるのは、４１節のことばですか、４２節ですか。

10＊　生きるにも死ぬにも必要なただ一つのことは、神の御言葉を聞くことです。なぜイエス様は十字

架の上で、聞けなかったのですか。



１８．魚かヘビか　ルカ１１：５－１３

１＊　この箇所で、イエス様は小さなたとえで祈りについて教えておられます。あなたの状況と、たと

えに出てくる人の状況と似たところはどこですか。

　＊　あなたが、たとえの人のように必死に祈ったのは、どういうときですか。

２＊　家の中の友達は、頼まれたことをしたくないようです。イエス様はなぜ、神様をこのような友達

にたとえられたのですか。

３＊　最初に出てきた人に、欲しいものをもらえるまで言い続けさせた理由は何でしょう。

　＊　神様が答えてくださるまで祈り続ける忍耐は、どこから来ますか。

４＊　イエス様は祈りについて教えるとき、求めなさい、探しなさい、門をたたきなさいという３つの

違った言い方をしておられます（９－１０）。この動詞は、私たちの祈りの生活の、どういう面を

表していますか。

　＊　あなたが今欲しくて、求め、探し、門をたたいているものは何ですか。（心の中で答えてもかま

いません）

５＊　イエス様は祈りを、子供が父親に求めることにたとえられました。祈りについて何を教えようと

なさったのですか。

　＊　天のお父さまは、どんなところがこの世の父親に似ていますか。

６＊　子供が、よくないものを欲しがったとき、愛情ある父親ならどうしますか。

　＊　自分の願っているものが、自分や愛する者にとっていいものであるか、そうでないかは、どうし

て分かりますか。

７＊　はじめは「ヘビ」だと思っていたものが、後になって「魚」だということが分かったという経験

があれば、話してください。

８＊　神様が今、祈りに答えてくださるのと、新しい天地（天国）で答えてくださるのと、あなたに

とってどちらが大切ですか。理由も言ってください。

９＊　「見よ。主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて、聞こえないのではない。あな

たの咎が、あなたがたと、あなたがたの神との仕切りとなり、あなたがたの罪が御顔を隠させ、聞

いてくださらないようにしたのだ（イザヤ５９：１－２）」この御言葉を考えながら、次の質問に

答えてください。神様はなぜ御子が十字架の上で祈られたとき、その声を聞かれなかったのです

か。



１９．愚かな金持ち　ルカ１２：１３－２１

１＊　良い家庭と言われるところでさえも、遺産争いがたびたびあるのは、どうしてだと思いますか。

　＊　１３節に出てきた人と、福音書の中のイエス様に助けを求めた他の人との違いは何ですか。

２＊　１３節の人の実際問題は何ですか。

　＊　イエス様がこの人が頼んだとおりになさったら、どうなったでしょう。

３＊　１６～２０節のたとえ話を見てください。この金持ちが送ってきた生活を考えてください。彼は

幸せだったと思いますか。その理由も言ってください。

　＊　１７節に出てくるような問題しかない人生を、あなたの子供に望みますか。

４＊　一度も感謝したことがない人の畑にも、神様が日光や雨を降らせてくださったのは、なぜでしょ

う。

　＊　この金持ちの宗教（神様）は、何ですか。

５＊　この金持ちの人間関係についてどんなことがわかりますか。

　＊　この人の最大の誤りは何ですか。

６＊　このたとえを、豊かな国と貧しい国に当てはめてください。これを通して、イエス様は私たちの

どんな罪を指摘しておられるのでしょう。

　＊　あなたのお金や財産をどのように使うべきですか。

７＊　いつか死ななくてはならないことを、まだ時間のあるうちにこの金持ちが気づかなかったのは、

なぜですか。

　＊　みなさんはどういうときに、死と最後の審判について考えますか。

８＊　２１節はどういう意味ですか。（金持ちは、どのようにして天に富を積めばよかったのですか。

神の前に豊かになるとは、どういう意味ですか）

９＊　愚かな金持ちとイエス様を比べてください。どこが違いますか。

　＊　神様が、金持ちから命を取り上げられたように、イエス様からも命を取り上げられたのは、なぜ

ですか（２０）。

　＊　イエス様がこの世で用意なさったものは、だれのものになりましたか（２０後半）。



２０．忠実と不忠実　ルカ１２：３５－４８

［はじめに］　「僕」という言糞は、「奴隷」という意味でもあります。

３５－４０節

１＊　夜通し、眠ってしまわないようにするには、僕はどうすればいいでしょう。

　＊　主人が帰る前に僕が眠ってしまうと、どんなことが起こると考えられますか。

２＊　イエス様の再臨を待つのはたやすいと思いますか。理由も言ってください。

　＊　なぜイエス様の再臨が、泥棒が押し入ることにたとえられるのですか。

３＊　この箇所（３５－４０）で、イエス様が私たちに警告しておられるのは何ですか。

　＊　みなさんの場合、今日イエス様に戸を開けるというのは、具体的にどうすることですか。

４１－４６節

４＊　この簡所の、良い管理人と悪い管理人を比べてください。違いは何ですか。

　＊　管理人たちが、そのように違ったふるまいをする理由は何ですか。

５＊　二人の管理人と主人との、それぞれの関係を比べてください。どう違いますか。

　＊　イエス様の再臨に対する私たちの考えは、奉仕にどう影響を及ぼすでしょう。

６＊　イエス様は再臨まで、教会の「管理人」に何を託しておられますか。

　＊　あなた自身に、イエス様は何を託しておられますか。

７＊　下男や女中を殴ったり、食べたり飲んだり、酔ったりする教会の「管理人」とは、だれのことを

指していますか。

　＊　こんな「管理人」は、どんな罰を受けますか。

４７－４８節

８＊　主の御心を知らない人がキリスト教会にいるということは、だれのせいですか。

　＊　神の僕は、最後にどういう基準で裁かれますか。

まとめ

９＊　イエス様はいつ、どこで、帯を締めて私たちに給仕してくださるのですか（３７後半）。

10＊　イエス様はなぜ、ひどく鞭打たれる不忠実な僕と同じ目にあわされたのですか（４６後半）。



２１．実のないいちじくの木　ルカ１３：６－９

［はじめに］　このたとえは、もともとイスラエルを指していました。３年間というもの、イエス様は

この民の間で、あまり実を得ることのないまま活動されました。しかし、このたとえは私たちのこ

とも指しています。あなたはいちじくの木で、神様がその持ち主、そしてイエス様は木の世話をす

る番人です。背景を知るためにマタイ２１：１８－１９も見てください。

１＊　ぶどう園の土は、たいてい最も肥えたものでした。いちじくをぶどうの中に置くことで、イエス

様はイスラエルについて何をおっしゃりたかったのでしょう。

　＊　実のないいちじくは、その周りのぶどうにどんな害を及ぼしますか。

２＊　この３年間、神様はあなたの人生からどんな実を期待しておられたでしょう（心の中で答えても

かまいません）。

　＊　あなたが実を成らせるのを妨げるものは何ですか。

３＊　ぶどう園の番人は、実のないいちじくに対してどんな気持ちを持っているでしょう。

　＊　実を成らせないクリスチャンをもイエス様が愛されるのはなぜですか。

４＊　イエス様が天のお父さまに頭を下げて、あなたのために猶予の時間を願ってくださる姿を、想像

してください。なぜそんなことをなさるのですか。

５＊　番人は、木の回りを掘って、肥やしをやってみると言いました。イエス様はこの３年間、あなた

が天のお父さまのために実を成らせるようにと、何をしてくださいましたか。

　＊　人生での落胆や悲しみは、私たちが実を結ぶことにどのようにつながるでしょう。

６＊　このたとえによると、さいごまで実を結ばなかったクリスチャンは、どうなりますか。

７＊　マタイ２１：１８－１９を司会者が読んでください。この出来事は、イエス様のこの世での最後

の週に起こりました。イエス様が突然、実のないいちじくの木を呪われた理由をいろいろ考えてく

ださい。

　＊　この二節は、イエス様の死とどう関連しますか。

［よき知らせ］　実のないいちじくの木を呪われたあと、イエス様はその木になられました。つまり、

イスラエルやあなたや私の立場に立たれたのです。「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。」（ガラテヤ３：１３）



２２．腰の曲がった女　ルカ１３：１０－１７

［はじめに］　会堂は、土曜日に人々が集まって神の言葉を聞くところでした。当時、女性は宗教的な

立場は与えられていませんでした。彼女たちは、天井桟敷か最後列にいました。この女性の背骨が

どう悪かったかは分かりませんが、多分せむしのようだったのでしょう。

１＊　この女性の、障害を抱えた１８年間の日常生活を想像してください。

　＊　背骨が曲がった女性を、周囲の人たちはどのように扱ったと思いますか（１４）。

２＊　もし、あなたが１０代でなにか障害を負ったとしたら、どんなことが一番困難だと思いますか。

　＊　まだ若いときにあなたが障害を負ったとしたら、それを許した神様について、どう考えたでしょ

う。

３＊　悪霊にとりつかれた人に会われたら、イエス様は直接、悪霊に声をかけられます。ここではそう

な　さっていませんから、彼女はとりつかれていないということが分かります。「サタンが縛って

いた」　と言うことでイエス様は何を意味しておられるのでしょう（１６）。

　＊　意味ある人生を送れないほど、私たち人間を縛りつけるものを、ほかに考えてください。

４＊　この女性は、癒されるために会堂へ来たのではありません。何のために来たのでしょう。

　＊　安息日ごとに神の言葉を聞くということは、この女性にとってどういう意味がありましたか。

５＊　なぜ、彼女はイエス様に助けを求めなかったのですか。いろんな理由を考えてください。

　＊　イエス様が、みんなの前に出てくるようにと言われたとき、この女性はどんな気持ちだったと思

いますか。

　＊　彼女がイエス様の言われた通りにした理由は何ですか。

６＊　この箇所によると、サタンに縛られた人を助けるのは何ですか。（この箇所だけで考えてくださ

い）

７＊　イエス様がこの女性を「アブラハムの娘」と呼ばれたのはどうしてですか。いろんな理由を考え

てください。（アブラハムについては、２８章の〔［はじめに］〕を見てください）

８＊　イエス様の彼女に対する態度と、会堂管理者の彼女に対する態度はどう違いますか。

　＊　会堂管理者は自分は神様を信じているつもりでしたが、彼の信仰には何が欠けていましたか。

　＊　会堂管理者を縛っていたのは何ですか。

［よき知らせ］　イエス様ご自身は結局、くぎで十字架に付けられてサタンに縛られました。そのおか

げで、今は、サタンの力から逃れたい人がみな自由にされるのです。



２３．狭い門　ルカ１３：２２－３０

１＊　人が２３節の質問をするのは、なぜだと思いますか。

　＊　どうしてイエス様はこの質問に、「はい」とか「いいえ」だけでお答えにならなかったのでしょ

う。

２＊　天国への門が狭いとは、どういう意味ですか。

　＊　特にどんな人に対して、神の国の門が狭いのでしょう。

３＊　狭い門から入るために、人はどんな努力をしますか（２４）。

４＊　これに関連して、イエス様は神の国の晩餐を小さなたとえでお話しになっています（２５－２

７）。このたとえを通して、イエス様は聞いている人たちに何を言おうとしておられますか。

５＊　このたとえの人はなぜ、まだ時間がある間に狭い門を通らなかったのでしょう。

　＊　このたとえは、２３節の質問にどう答えていますか。

６＊　いっしょに食べたり飲んだりした人をイエス様が知らないというのは、どういう意味ですか。

　＊　最後の日、イエス様が自分を知っておられることを、今どうすれば確信できますか。

７＊　２８節に挙げられているイスラエルの先祖たちはみんな、弱さも罪も持っていました。どのよう

にして、彼らは神の国の狭い門を入ったのですか。（イスラエルの先祖たちについて、聖書を見な

いで、覚えている範囲だけで話し合ってください）

　＊　神の国の晩餐に来る、ほかの人とはだれのことですか（２９）。

８＊　（司会者はヨハネ１０：９を読んでください）この２か所の、天国への人口についてのイエス様

の教えはどう違いますか。

　＊　なぜ、ひとつの門は狭く、もうひとつの門はだれでも通れるのですか。

［よき知らせ］　罪人が律法の門を通って救われるよりは、らくだが針の穴を通るほうがもっとやさし

い（マタイ１９：２４）。イエス様だけが律法の門を入ることができました。しかし、福音の門は

すべての人に向かって開けられています。というのは、その門のところでは罪が赦されるからで

す。



２４．大宴会　ルカ１４：１２－２４

［はじめに］　初めに招待されていた客とは、もともとユダヤ人のことでした。今は、１６ー２０節

は、洗礼と御言葉などを通して、神に招かれているすべての人に当てはまります。

１＊　最近、パーティーを開いたときのことを思い出してください。もし、だれかが１２－１４節の通

りにしなさいと勧めたら、あなたはどう答えたでしょう。

　＊　イエス様が私たちに、貧しい人や病気の人をパーティーに招くようにと言われるのは、なぜです

か。

２＊　１８－２０節を見てください。この３人が宴会に来ることを断った本当の理由は何ですか。

　＊　私たちがよく、自分の財産（１８）や仕事（１９）や異性関係（２０）の方が神の国よりも大事

だと考えるのは、どうしてでしょう。

　＊　この３人の口実のうち、どれがあなたに当てはまりますか。（心の中で答えてかまいません）

３＊　招かれた人たちは、晩餐の主人をどれだけ尊重していますか。

　＊　解釈のひとつは、招かれた人は、すぐにお返しができないから断ったということです（１２後

半）。もしそうなら、断った人についてどんなことがわかりますか。

　＊　断った人の最大の誤りは何ですか。

４＊　このたとえの宴会は、天国を指しています。大部分の人が、そこに入ることに無関心でいるのは

なぜですか。

５＊　はじめに招かれた人と、実際に宴会に行った人との一番大きな違いは何ですか。

　＊　最初の人が断ったのに、後の人たちが喜んで招待を受け入れたのはどうしてですか。

６＊　神の国の招待を喜んで受け入れる「貧しい人、不具の人、盲人、足なえ（２１後半）」とは、現

代ではだれのことですか。

　＊　この人たちはどうして招待のお返しのことを心配しないのですか。

７＊　２３節はだれのことを言っていますか。

　＊　２３節は伝道について何を教えていますか。

８＊　あなたは、どちらのグループに入りますか。（心の中で答えてかまいません）

　＊　断るグループから受ける方へ、あなたが行くために、神様はあなたの人生にどういうことをなさ

いましたか。

９＊　「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（１７）」神の宴会を用意する

ために、イエス様はどんな代価を払わなければなりませんでしたか。

　＊　イエス様があなたに「来なさい。用意ができてます」と言われます。どう答えますか。

［よき知らせ］　イエス様は天国の宴会の支払いをするために「貧しく、不具で、盲人で足なえ」にな

らなければなりませんでした。そのおかげで、今ではだれでも入りたい人はただで招待されるので

す。



２５．迷子の羊　ルカ１５：１－７

１＊　収税人や他の罪人が、神の声の聞こえなくなるところへ行ってしまう理由を、いろいろ考えてく

ださい（１）。

　＊　私たちも、ときには神の声の聞こえないところへ行きたくなるのは、どうしてでしょう。

２＊　迷子の羊は、見つけてもらうために何ができますか。できない事はなんですか。

　＊　罪人がイエス様に見つけてもらうためにできる事は何ですか。できない事は何ですか。

　＊　あなたが今心配している人のことで、このたとえで、慰めになる事は何ですか。

３＊　イエス様は羊が見つかることを、悔い改めにたとえられています（７）。それなら、このたとえ

によると悔い改めとは何ですか。（この箇所だけから考えてください）

４＊　悔い改める必要のない正しい人（７）とは、どんな人のことですか。

　＊　パリサイ人たちが繰り返し読んだイザヤ書の箇所があります。「私たちはみな、羊のようにさま

よい、おのおの、自分かってな道に向かって行った。しかし、主は、私たちのすべての咎を彼に負

わせた」（イザヤ５３：６）。もう一度訊ねます。この９９匹はだれのことですか。

５＊　パリサイ人たちが悔い改めるべき罪は何ですか（２）。

　＊　パリサイ人たちは、なぜ自分が迷っていることが分からないのですか。

　＊　あなたはどちらの方だと思いますか。迷っている方ですか、見つけられた方ですか。

６＊　イエス様のたとえでは、お祝いはいつも天国での永遠の命を意味します。お祝いが、９９匹では

なく迷っていた羊だけのものだったのはどうしてですか（６）。

７＊　だれも自分の足で天国に入ることができないとは、私たちの場合、どういう意味ですか（５）。

８＊　罪人を受け入れ、いっしょに食事してくださるイエス様に、今どこで会えますか（２）。

［よき知らせ］　バプテスマのヨハネはイエス様を羊にたとえました。イエス様は世の罪を取り除く子

羊となられたのです（ヨハネ１：２９）。子羊のイエス様は荒野から救い出されませんでした。反

対に、そこで殺されたのです。肩に担いで連れ帰られることなく、その代わりにイエス様は私たち

の罪を全部負わされたのです。



２６．迷子の息子　ルカ１５：１１－２４

［はじめに］　中東の家は、丘の上に一軒だけで立っているのではなく、道沿いにかたまっています。

遠くを見渡せる場所は、屋根の上だけです。また、中東ではふつう、男性は、走ったりしません。

１＊　良い家も良い父もあるのに、弟はどうして家の生活に満足しなかったのでしょう。

　＊　もしあなたがこの父親なら、息子の求めにどう答えると思いますか。

２＊　神様が、ご自分から離れて行こうとする人を引き止められないのは、なぜでしょう。

３＊　この弟の外国での生活はどうだったと思いますか。幸せだったでしょうか。

　＊　明日のことを考えないで、大金をもって外国旅行をするといった生活を、今の多くの人たちがし

たいと思うのはなぜでしょうか。

４＊　ユダヤ人にとって、豚は汚れた動物です。この若者は、１４節から１６節に書いてある状況の中

で、どう感じたと思いますか。

　＊　こんな状態で、彼が取れる選択肢にはどんなものが考えられますか。

　＊　今の状態で、あなたと神様との関係においてどんな選択肢がありますか。

５＊　１８、１９節には、若者の罪の告白があります。天に対する彼の罪は何ですか。彼がこの罪を最

初に告白したのはなぜですか。

　＊　彼の、父親に対する罪は何ですか。

６＊　私たちが、この放蕩息子のように考えてしまうのは、どういうときですか。「もう神の子と呼ば

れる資格はありません」（１９）。

　＊　人が神様の子供と呼ばれる資格があるのは、どんなときですか。

７＊　自分が父親に言おうとしたこと全部を、この若者が言わなかったのはなぜですか（１８－１９、

２１）。

８＊　父親は、息子のいない数年間、どうしていたのでしょう。（２０）

　＊　父親はいつ息子を赦したと思いますか。

　＊　いつ息子は、父親の愛を信じるようになったと思いますか。

９＊　このたとえ話の中のどこに、イエス様を見いだせますか。

［よき知らせ］　放蕩息子のたとえ話は、イエス様について対照的に教えています。イエス様も父の元

を去られました。しかし、理由は全く違います。父の御心を達成するためです。そして、命を終え

て帰ろうとされたとき、成蕩息子が受けたような暖かい歓迎はありませんでした。反対のことが起

こったのです。つまり、扉は面前でピシャリと閉められました。なぜですか。



２７．もうひとりの迷子の息子　ルカ１５：２５－３２

１＊　兄はなぜ弟のように家を出ていかなかったのでしょう。

　＊　彼が何よりも求めたものは何ですか。

　＊　兄はどうして幸せでなかったのでしょう。

２＊　兄が自分を相続人と思わず、奴隷のようなものだと思ったのはなぜですか（１２後半、２９、３

１）。

　＊　彼が父親の言葉を信頼しなかったのは、どうしてでしょう。

３＊　神の国のためによくがんばったのに、報いに「山羊一匹」ももらわないと、あなたが感じたのは

どういうときですか（２９）。

４＊　兄は、村人たちの前で宴会に出るのを断って、父の面目を失わせました。彼が父を愛していない

理由は何だったと思いますか。

　＊　この箇所にそって話し合ってください。私たちがもし神様を愛してないなら、考えられるその理

由は何ですか。

５＊　父の戒めに背いたことは二度もない（２９）と、長男が思うのは間違いです。父親が長男に本当

に期待していたことは何ですか。

　＊　熱心な信者でも、気づかないで神の心に反しているということがありますが、たとえばどういう

ふうにでしょう。

６＊　イエス様のたとえで、お祝いは天国の意味です。このたとえからすると、だれが天国に入り、だ

れが入らないのでしょう。

７＊　どうしてイエス様はこのたとえを、結論を言わないままに終えられたのですか（３２）。

８＊　この兄弟が、翌朝、畑に出掛けて行ったときのことを想像してください。ふたりの気持ちはどう

違いますか。

９＊　このたとえの中に、イエス様ご自身はどこにおられますか。

［よき知らせ］　イエス様は、この兄のように相続人でしたが、その権利をお捨てになりました。「キ

リストは仕える者（奴隷）の姿をとり、・・死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたので

す」（ピリピ２：６－８）このようにして、イエス様は、奴隷の立場に縛られているこの兄のよう

な人をも、贖われました。ただ遺産を受け入れさえすれば、イエス様が自由にしてくださるので

す。



２８．金持ちとラザロ　ルカ１６：１９－３１

［はじめに］　アブラハムはユダヤ人の祖であって、クリスチャンの信仰の父でもあります。彼はたい

へんな金持ちでした。ラザロという名前は「神に助けられる人」または単に「神がお助けになる」

という意味があります。これはイエス様がたとえの中の人物に名前を付けられた、唯一の例です。

「モーセと預言者」とは、旧約聖書のことです。イエス様の時代の聖書です。

１＊　生きている間に金持ちが味わった良い事は何ですか。できるだけたくさん考えてください。

　＊　ラザロの生きている間の良い事を考えられますか。

２＊　金持ちは、外出するときにはいつもラザロを見ているのに、なぜ助けなかったのでしょう。

　＊　もしだれかがあなたの子供に、金持ちがラザロにしたような扱いをしたら、どんな罰を与えたら

いいと思いますか。

　＊　今日、あなたが助けなければいけない、ラザロとはだれのことですか。（食べ物以外のものにも

飢えている人を思い浮かべてください）

３＊　「神がお助けになる」という名前を子供に付ける理由は何でしょう。いろいろ考えてください。

　＊　どういうお考えから、イエス様はたとえの中で、貧しい人にこの名前を付けられたのでしょう。

　＊　神様はラザロをお助けになりましたか。

４＊　ラザロは神様に健康と食べ物をくださるよう、祈ったはずです。自分が願うとおりに答えてくだ

さらない神様を、彼はどうやって信じ続けることができたのでしょう。

　＊　もしラザロが神様を信じてなかったら、彼の人生はどのように違っていたでしょう。

５＊　ラザロは死んだとき、お葬式もなしに貧しい人の墓に投げ入れられたことでしょう。「金持ちも

死んで葬られた（２２）」と、聖書は言っています。そのお葬式で、どんな言葉が彼に手向けられ

たでしょう。

６＊　なぜ金持ちはハデス（地獄）に投げ入れられましたか。

　＊　ラザロが天国に入れられたのは、なぜですか。

７＊　２７－３１節で、金持ちとアブラハムが、どうすれば人は神を知って救われるかについて話して

います。金持ちはどう考えているのでしょう。

　＊　アブラハムは、奇蹟が必ずしも信仰を生み出すとは限らないと言いますが、どうしてですか。

８＊　聖書がなければ、人は救われないというのは、どうしてですか（２９－３１）。

９＊　ラザロの生と死は、どんなところがイエス様の生と死に似ていますか。（その苦しみや信仰など

について考えてください）。

　＊　イエス様はご自身のよみがえりについて何を預言されましたか（３１）。

10＊　このたとえを通して、イエス様は「成功の神学」について何を教えておられますか。（この言葉

を知らなかったら、この質問はとばしてください）



２９．１０人の癒し、１人の救い　ルカ１７：１１－１９

［はじめに］　イエス様の時代、らい病人は人から隔離されて暮らさなければなりませんでした。も

し、治ったと思えば、祭司に見せるという定めでした（レビ１３－１４）。旧約聖書全体でも、こ

の奇蹟は２、３しかありません。司会者は、らい病について百科事典などで調べておかれてもいい

でしょう。ユダヤ人たちは、外国人で宗教も違いましたのでサマリヤ人を軽蔑していました。

１＊　この１０人がらい病にかかったとわかったときのことを考えてください。自分や家族の将来のこ

とで、どんなことが心に浮かんだと思いますか。

　＊　（イエス様の時代のらい病と、現代のエイズとでは、どういうところが似ていると思います

か。）

２＊　このような病気で隔離された人たちの生活の中で、うれしい出来事は何だったと思いますか。

３＊　このらい病人たちは、イエス様に何を期待しましたか。１３節の祈りを見てください。

４＊　サマリヤとガリラヤの境は、祭司たちが住んでいた町から５０～６０ｋｍほどのところです。イ

エス様が彼らをその場で直さずに、遠くまで行かせられたのはなぜでしょう。いろんな理由を考え

てください。

　＊　この人たちが、まだ直っていないのに大変な旅に出掛けた理由は何ですか。

　＊　彼らが旅立ったそのとき、もう信じていたと思いますか。

５＊　ユダヤ人の祭司は絶対にサマリヤ人と関わりを持ちませんでした。それなのに、そのサマリヤ人

がユダヤ人たちといっしょに旅に出たのはどうしてでしょう。

６＊　９人のユダヤ人たちがイエス様のところへお礼を言いに戻らなかった理由を、できるだけたくさ

ん考えてください。

　＊　なぜサマリヤ人はイエス様にお礼を言いに戻ったのでしょう。

７＊　イエス様が、９人が戻ってこなかったことにがっかりされたのは、どうしてですか。

　＊　この９人がしたようなことで、あなたがイエス様をがっかりさせたことがあると思いますか。

８＊　「あなたの信仰が、あなたを直したのです」は「あなたの信仰が、あなたを救ったのです」とも

訳すことができます。イエス様はなぜこのサマリヤ人に、こうおっしゃりたかったのでしょう。

９＊　癒しを求める信仰と、イエス様ご自身を求める信仰は、どこが違いますか。

　＊　人は、癒しの信仰だけでは救われないのはなぜですか。

10＊　孤独と恥の年月は、後になってみると、９人のユダヤ人にとってどのような意味があったでしょ

う。

　＊　病気の年月は、サマリヤ人にとってどういうことを意味しましたか。

［よき知らせ］　イエス様は十字架の上で、らい病人たちと同じ孤独と恥を経験されました。「彼はさ

げすまれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。・・・まことに、彼は私たちの

病を負い、私たちの痛みをになった」（イザヤ５３：３－４）それが、イエス様がこの奇蹟のため

に支払わなければならなかった代価なのです。



３０．しつこい未亡人　ルカ１８：１－８

［はじめに］　イエス様の時代の女性は、告訴もできないし法廷で証人にもなれませんでした。そのよ

うな法的な事柄は、男性の身内が代行しました。この未亡人には、明らかにそのような助けがあり

ません。もしかしたら、男性の身内が彼女の子供たちから遺産を取り上げようとしたのかもしれま

せん。

１＊　あなたが夜昼神を呼び求めたときのことを思い出してください。そんなとき、祈ることをあきら

めてしまいそうになるのはどうしてですか（１、７）。

２＊　この未亡人の生活を想像してください。たったひとりで子供を育てているとき、どんな苦労が

あったでしょう。

３＊　神を恐れず、人を人とも思わないこの裁判官のようになる理由は、何ですか（２）。

　＊　イエス様はどうして、神様を不正な裁判官にたとえられたのでしょう。

　＊　みなさんは、神様を不正な裁判官のように感じたことがありますか。もしあるなら、どんなとき

でしたか。

４＊　未亡人は、不正な裁判官が結局、助けてくれると確信していましたが、なぜでしょう。

　＊　神様は結局、私や私の愛する者を助けてくださるという確信は、どうすれば得られますか。

５＊　繰り返し助けを呼び求めているうちに、未亡人の心の中に何が起こりましたか。

　＊　神様が答えてくださらなくても、長い間祈っているうちに、私たちの心にどういうことが起こり

ますか。

６＊　７、８節のイエス様の言葉は、どういう意味ですか。

７＊　イエス様も、裁判官の前に立たれました。イエス様の場合と未亡人の場合、同じところと違うと

ころは何ですか。（その箇所を開かないで、覚えているだけで話し合ってください）

　＊　イエス様の祈りと、この女性の祈りはどう違いますか（３）。

　＊　イエス様に下された判決と未亡人のとは、なぜ違うのですか。

　＊　神様がイエス様に下された判決は、正しかったですか。

８＊　８節の後半は、たとえとどう関連していますか。

９＊　このたとえは、祈りについてあなた自身に何を教えていますか（１、５、７、８）。

［よき知らせ］　イエス様に死の判決を下したビラトは、不正な裁判官でした。しかし、そのおなじ時

にイエス様に死の判決を与えられた神様は正しかったのです。なぜなら、その瞬間、あなたや私の

罪がイエス様の責任とみなされたからです。



３１．義人はだれか　ルカ１８：９－１４

［はじめに］　宮にのぼったパリサイ人と取税人のたとえは、義認についてのイエス様の根本的な教え

です。この教義は、どうすれば神の前に義人と認められて天国に入れるかという疑問に答えていま

す。イエス様の時代にはパリサイ人という言葉は、独善的な偽善者ではなく、真に神を信じ畏れる

人を連想させたことに、注意してください。またパリサイ人は貧しい人の味方でしたが、取税人は

売国奴で、人々から搾取していました。

１＊　このふたりともが神を信じていたことは、どうして分かりますか。

　＊　ユダヤ人にとって宮は、唯一の贖いの場所であり、神に会う場所でした。このパリサイ人は何を

しに宮へ行ったのかについて、話し合ってください。

　＊　この取税人は何をしに宮へ行きましたか。

２＊　パリサイ人はどういうことで感謝しましたか。彼の祈りを見てください。

　＊　パリサイ人が、神が自分のためにしてくださったことについて、祈りの中に一言も言わなかった

のはなぜですか。

　＊　パリサイ人の、義についての考え方はどういうものですか。（どうすれば義人になると考えてい

たのでしょう。）

３＊　あなたが、たとえの取税人のように祈ったことがあれば、それはどんなときでしたか。（心の中

で答えてもかまいません。）

　＊　取税人の祈りは、ギリシャ語ではつぎの意味も含んでいます。「神様、この神殿で捧げられてい

る生贄のために、私をあわれんでください」。取税人の、義についての教義はどんなものですか。

４＊　たとえのパリサイ人に私たちが似ているところはどこですか。

　＊　パリサイ人の神と隣人に対する罪は何ですか。

　＊　パリサイ人が自分の罪のひとつにも気づかなかったのはなぜですか。

５＊　パリサイ人の信仰は、取税人のよりもはるかに強いものでした。ニセの信仰がしばしば本当の信

仰より強いというのは、どうしてでしょう。

６＊　彼らが宮を離れたとき、どちらが義とされたかを誰が知っていましたか。（箇所だけで考えてく

ださい）

　＊　「それから、取税人は自分がだまし取った人にお金を返し、正しい人になりました」こういう結

末でイエス様はたとえを終わらせておられません。なぜですか。

７＊　おそらく、取税人は多くの人の人生を壊したでしょう。その罪に対して神様が下されるはずの罰

はどうなりましたか。

８＊　「義認」ということで、義とみなされる人は何をするのですか。

　＊　義認では、神様は何をされますか。

　＊　義認で、生贄の役割は何ですか。

［よき知らせ］　宮に捧げられる生贄はイエス様の死のひな型です。取税人は、実にイエス様の犠牲を

基にした赦しを願いました。彼の罪はイエス様のものとみなされ、イエス様の義が彼のものとみな

されたのです。



３２．木の上の取税人　ルカ１９：１－１０

［はじめに］　イエス様の時代、取税人は不正行為をすることで知られていました。税金を余分に取っ

て、正当な報酬よりたくさんのお金を自分のものにしていました。イエス様はしいたげられている

人、貧しい人の味方として知られていますが、ここでは加害者の仲間になっておられます。ユダヤ

では、だれかの家で食事をするのは、その人と親友であると表明することです。

１＊　エリコの取税人の頭であるザアカイの生活はどんなだったでしょう。良いところと悪いところを

考えてください。

２＊　ザアカイは自分のやっていることや生き方を、どのように正当化していたでしょう。

　＊　ザアカイがそんなにたくさんのお金がほしかったのは、なぜだと思いますか。

３＊　ザアカイがイエス様を見たかった理由を、できるだけたくさん考えてください。

　＊　取税人の頭が、木に登っているところを人に見られても平気だったかどうかについて、考えてく

ださい。

４＊　お金を不当に取られたという経験があれば、それを思い出してください。あなたがザアカイの被

害者だったら、イエス様の５節の行動をどう思いますか。

５＊　これはイエス様の最初で最後のエリコ訪問でした。イエス様がザアカイに声をかけられたときの

ことで、驚くべきことは何ですか（５）。

６＊　ザアカイがイエス様を信じるようになったのは、いつだと思いますか（５－８）。いろんな可能

性について話し合ってください。

７＊　もしイエス様が「急いで下りてきて、あなたの財産の半分を貧しい人に施しなさい。そうすれ

ば、わたしはあなたの家に泊まります」と言われたら、ザアカイはどうしたと思いますか。

　＊　イエスさまがみなさんに「まず罪のつぐないをしなさい。そうすれば、わたしはあなたの友とな

りましょう」と言われたら、どうしますか。

８＊　一日で、財産の半分以上を人に譲ることを想像してください。何のためなら、そんなことができ

ますか。

　＊　ザアカイは、手離したお金の代わりに何を得ましたか。

９＊　７節を見て、ザアカイとエリコの人々の違いを考えてください。

　＊　イエス様はなぜ、町で一番の悪者のところへ行かれたのですか。

10＊　イエス様は今日、あなたに言われます。「今日は、ぜひあなたの家に泊まりたい」。どう答えま

すか。

11＊　この箇所から考えてください。ザアカイがイエス様を探したのですか、イエス様がザアカイを探

したのですか（３、９、１０）。

［よき知らせ］　イエス様は十字架につけられるためにエルサレムに向かう途中、回り道をしてエリコ

を通られたのです。多分、ザアカイのためだったのでしょう。ザアカイの罪をお赦しになるとき、

イエス様はその罪の罰をご自分が負わなければならないことを知っておられました。罪の赦しは、

ザアカイにとっても私たちにとっても「ただ」です。なぜならイエス様の命で支払われたからで

す。



３３．最後のたとえ　ルカ２０：９－１９

［はじめに］　ぶどう園は最初はユダヤ人、特にその指導者たちを指していました。しかし、今では最

後の時代のキリスト教会のことをも指しています。

１＊　農夫たちは、ぶどう園の主人をどんな人だと考えていましたか。

　＊　農夫たちは、主人のことをどう誤解したでしょう。

　＊　このたとえ話を神と人との関係に当てはめると、どんな関係を示しているのでしょうか。

２＊　最初の僕が何も持たずに帰ってきたとき、主人はどうして何もしなかったのですか（１０）。

　＊　僕に対する仕打ちが、そのたびにひどくなっていったのはなぜだと思いますか（１０－１２）。

　＊　神様はなぜ、ご自分の僕が不当な扱いをされ、迫害されるのをやめさせられないのですか。

３＊　神様は、私たちの人生からどんなものを実として収穫することを願っておられるでしょう。

　＊　神様は、教会からどんな実を収穫したいと思っておられますか。

　＊　私たちも、ときには労働の実を神様に捧げたくないということがありますが、なぜですか。

４＊　主人が愛する息子をぶとう園に送った動機はなんだったのでしょう。

　＊　どんなことのためなら、命の危険があるところへあなたの子供を送ってもいいと思いますか。

　＊　ひとり子を送るほど、神様がこの世を大切にしてくださるのは、どうしてですか。

５＊　農夫たちを、主人の息子を殺すような向こう見ずにしたのは、何でしょう。

　＊　神の子を殺すほど、人間を向こう見ずにしたのは何ですか。

　＊　イエス様の死の責任を、私たちみんなが負わなければならないのはなぜですか。

６＊　イエス様の死に責任のある人はどうなるのでしょう（１６）。

　＊　１６節を最後の時代のキリスト教会に当てはめてください。どんなことが分かりますか。

７＊　農夫のたとえ話を終えたあと、イエス様はご自分の死の予告を、もうひとつの比喩を通して示さ

れました。つまり家の礎です。１７－１８節は何の意味ですか。

　＊　教会とかクリスチャンが信仰の礎を捨てるようなとき、その理由は何ですか。

８＊　イエス様はこのたとえで、ユダヤ人の指導者たちに何を言おうとされたのでしょう。

　＊　このたとえ話で、イエス様はキリスト教会のリーダーたちに何を言おうとしておられるのでしょ

う。

　＊　あなたに向かって、イエス様はこのたとえで何を言っておられますか。



３４．未亡人の捧げ物　ルカ２１：１－４

［はじめに］　旧約聖書の中には、未亡人やみなしごのための約束がたくさんあります。たとえば、詩

篇１０：１４、１７、１８と、６８：５などです。この箇所に出てくる未亡人も、たぶんこの聖書

の約束を聞いていたでしょう。捧げ物は神殿を建てるために使われました。それは西暦６３年に完

成し、７０年に破域されました。この箇所の約４０年後のことです。

１＊　どんな宗教でも、人々が捧げ物をするのはなぜですか。

　＊　マルコによると　献金箱はみんなから見える所に置かれていました（マルコ１２：４１）。他人

に入れるお金の額が分かるということは、捧げる人にどんな影響を与えますか。

　＊　自分が献金するのをイエス様がじっと見ておられると分かったら、この未亡人はどう思ったで

しょう。

２＊　この時代のユダヤには福祉制度もなく、女性が働くことも許されませんでした。あなたがこんな

社会の中で、ひとりで子供を育てなければならないことを想像してください。一番つらいことは何

だと思いますか。

　＊　そんな状況の中で、どんなことのためなら、最後の１円まで捧げられると思いますか。

３＊　人が生活費の全部（４後半）を神様に捧げる理由を、でさるだけたくさん考えてください。

４＊　神様が最後のお金まで捧げるように命じられたら、彼女は神様のことをどう思ったでしょう。

　＊　神様からたくさんいただいたから喜んで捧げる人と、何かをほしいから捧げる人とでは、神様と

の関係はどう違うでしょう。

５＊　この未亡人の信仰はどのようなものですか。

　＊　神様が子供たちの面倒を、必ずみてくださるという確信を、この未亡人はどうやって得ました

か。

　＊　神様が、経済的にもあなたと子供の面倒をみてくださると信じるのは難しいですか。

６＊　この未亡人は神様から何をもらったと思いますか。

　＊　この未亡人と比べて、あなたは神様から何をもらいましたか。

７＊　その夜、彼女の子供たちはおなかを空かせたままで寝たと思いますか。理由も言ってください。

　＊　欠乏をがまんしなければならないことと、欲しい物がなんでも手に入ることと、どちらがあなた

の子供や孫にとって危ないでしょう。

８＊　今日、神様はご自分に、または苦しんでいる隣人に、あなたがどんな物を捧げることを望んでお

られるでしょう。（心の中で答えてもかまいません）

９＊　未亡人は子供に何を遺産として残しましたか。

　＊　この箇所の金持ちの遺産と未亡人の遺産を比べてください。

　＊　みなさんが子供に最も残したいものは何ですか。

［よき知らせ］　私たちの罪は、聖書の中で莫大な金額（１万タラント）にたとえられています。それ

を返すことのできない人は牢屋（地獄）に投げ入れられます。イエス様がこの大きな借金から私た

ちを開放するために、「生活費の全部」と高価な血を引き換えにされなければなりませんでした。



３５．ペテロが主を否む　ルカ２２：３１－３３、５４－６２

［はじめに］　人の前でイエス様を知らないと言うことが、どれほど重い罪であるかが分かるために、

司会者はマタイ１０：３２－３３を読んでください。

１＊　とても愛している人が「あなたは今日、私を裏切るだろう」と予告したら、あなたはどんな反応

をすると思いますか。

　＊　ペテロがイエス様の３４節の予告を信じられなかったのはなぜですか。

２＊　他の弟子たちと違って、ペテロが大祭司の家の中庭までイエス様の後について行ったのは、どう

してでしょう。

３＊　３回、イエス様を知らないと言ったとき、ペテロは何を恐れたのですか。

　＊　みなさんがペテロの立場だったら、どうしたと思いますか。

　＊　みなさんが、自分の信仰を否定する誘惑にかられるのは、どういうときですか。

４＊　６１節には、イエス様のペテロヘの別れが描かれています。イエス様は最後のまなざしを通し

て、罪に落ちたその弟子に何を言おうとされたのでしょう。

　＊　大の男が、どうしてこんなに激しく泣いたのですか（６２）。

５＊　このときペテロは、先に交わしたイエス様との会話のことを、どう思ったでしょう（３１－３

４）。

　＊　この時点でイエス様の祈りは、ペテロにとってどういう意味を持っていたと思いますか。

６＊　以前ペテロは、イエス様が殺されると言われた事を強く否定しました。この出来事を通して、な

ぜイエス様が死ななければならないかについて、彼は何を学びましたか。

７＊　この出来事は、ペテロが兄弟を力づけるときにどのように役立ちましたか。

　＊　私たちが罪に落ちることは、兄弟姉妹を力づけられるようになるために、どのように役立ちます

か。

８＊　ペテロを見られたのと同じまなざしで、今この時もイエス様はあなたをご覧になっています。そ

のまなざしは、何を語っていますか。

［よき知らせ］　ペテロは主を否みましたが、赦されました。その代わり、イエス様が私たちの卑怯の

罰を担って十字架につけられたとき、父から否まれる経験をされなければなりませんでした。



３６．パラダイスの門が開かれる　ルカ２３：３２－４３

［はじめに］　イエス様の時代、十字架に掛けられるのは一番重い罪人だけでした。ですから、この二

人の強盗は、お金のために人を殺すか、または何かひどい罪を犯したということが分かります。

１＊　二人の男はそもそも、どうして盗みやけんかをするようになったのかを考えてください。

　＊　この強盗たちには母親が、もしかしたら妻も、あったはずです。その女性たちの毎日の生活を想

像してください。

　＊　なぜ二人は、こんなになるまでに悪い事を止めなかったのでしょう。

　＊　自分にも周りにもよくないことだと分かっていながら、私たちにも悪い行為を止められないとき

があります。なぜだと思いますか。

２＊　二人の強盗は、イエス様が十字架につけられる様子をだれよりも近くで見ていました。イエス様

の言葉とふるまいのどういうところが、そのうちの一人の心を動かしたのでしょう（３４－３

８）。

　＊　この二人は憎しみと復讐の世界に生きてきました。彼らは３４節のイエス様の祈りをどう思った

でしょう。

３＊　強盗のひとりに自分の罪を分からせたのは、何だったのでしょうか。

　＊　私たちも言い訳をしないで自分の罪を認めるようになるには、何が必要ですか。

４＊　イエス様に王国があると、片方の強盗が信じた理由は何ですか（３８、４２）。

　＊　そのときのイエス様は、どんな王様でしたか。他の王たちと比べてください。

５＊　もう一方の強盗がイエス様を王様としてもキリストとしても信じなかったのは、なぜですか。

　＊　自分の罪を認めることが、いつも本当の信仰より前に来るのはどうしてでしょう。

６＊　４２節には短い祈りがあります。「イエスよ、あなたの御国においでになるときには、わたしを

思い出してください」。この強盗がイエス様に、御国に入れてくださいと頼まなかったのはどうし

てですか。

　＊　苦しんでいるとき、愛する人が自分のことを思っていてくれると知っているのと、知らないのと

では、どう違いますか。

　＊　この強盗が、自分が地獄で罰を受けているだろうときに、イエス様に思い出してほしいと思った

のはなぜでしょう。

　＊　どんなときなら、みなさんはこう祈れると思いますか。

７＊　この強盗はいつ救われましたか。

　＊　彼の罪はどうなりましたか。

８＊　この強盗のクリスチャンとしての時間はほんの少しでした。その６時間の間、彼は幸せだったと

思いますか。

　＊　死の瞬間、彼はだれかを恨んだでしょうか。

　＊　人間的に見れば、彼は自分の人生を無駄にしました。それでも、彼の人生にどういう意味があっ

たか、考えてください。

［よき知らせ］　アダムとエバのときから、パラダイスの門は罪人に対して閉ざされていました。今、

殺人者に門が開かれたのです。同時にイエス様の前で門は閉められ、イエス様は地獄の門を入らな

ければなりませんでした。



３７．エマオヘの道で　ルカ２４：１３－３５

［はじめに］　エマオはエルサレムからおよそ１１ｋｍのところにある村です。この距離を歩くには、

少なくとも２時間かかります。クロパの妻マリヤは、イエス様が亡くなられたときに十字架の下に

いた女たちのひとりと言われています（ヨハネ１９：２５）。彼女はこの箇所のクレオパの妻かも

しれません。

１＊　愛する人を失ったことがあれば、お葬式のあとに残っている思いや気持ち、後悔がどんなもので

あるか、について話してください。

　＊　イエス様はこの２日前、無惨な死に方をなさいました。それからこの時まで、クレオパと友達が

最も苦しんだのはどういうことでだったと思いますか。

２＊　イエス様が、このふたりの嘆いている弟子たちに、その悲しみを言葉に言い表すようにさせたの

は、どうしてですか（１５－１７）。

　＊　もしイエス様が、いきなり聖書の解きあかしを始められたとしたら、二人はどうしたでしょう。

　＊　イエス様は私たちの悲しみをすでにご存じです。それでも、私たち自身の口からそれを聞こうと

されるのはなぜですか。

３＊　イエス様の死後、ふたりの信仰はどう変わりましたか（１９－２１）。

　＊　どうしてこのふたりは、よみがえりについて女たちの言ったことを信じなかったのでしょう（２

２－２４）。

４＊　イエス様の、ご自分の死の解釈と、クレオパたちのその死の解釈はどう違いますか（１９－２

１、２５－２７）。

５＊　イエス様が苦しみを受け、死ななければならないということを、クレオパたちはどうしてモーセ

と預言者たち（すなわち聖書）から理解できなかったのですか。

６＊　イエス様はなぜ、なおも先へ行こうとされる様子をなさったのでしょう（２８）。

７＊　イエス様がパンを裂かれたそのときまで、ふたりの弟子が自分たちの主だと気づかなかったのは

どうしてですか。

８＊　ふたりが暗い中をエルサレムまで１１ｋｍも後戻りしたのは、どうしてですか。

９＊　現代は、自分はクリスチャンだと言いながら、イエスさまの体のよみがえりを信じない人がいま

す。そういう人は、どんな神様を信じているのでしょう。

　＊　イエス・キリストの体のよみがえりを信じない人はクリスチャンであり得ないと、どうして言え

ますか。

［よき知らせ］　イエス様はクレオパの家で、傷痕のある手でパンを裂かれました。ふたりは、この傷

痕でイエス様だと分かったかもしれません。私たちも聖餐に預かるときに、同じようによみがえら

れたイエス様に会うことができます。



３８．あらゆる国の人々に　ルカ２４：４４－５３

１＊　イエス様は弟子たちに、何を、どこで伝えなさいと言われるのですか。

　＊　この１１人は学問もないというのに、イエス様は一体どうしてこんな使命をお与えになったので

しょう。

２＊　旧約聖書を悟らせるために心を開かせたのは何ですか。

　＊　私たちが旧約聖書を悟るためには、何が必要ですか。

３＊　イエス様は弟子たちを法律用語を使って証人と呼ばれます（４８）。彼らは何について証言する

べきですか。

　＊　私たちは何について、まただれに向かって証言（証し）しなければいけませんか。

４＊　「証人」という言葉は、「殉教者」とも訳せます。福音のためには死んでもいいと弟子たちに思

わせたのは何ですか。

５＊　イエス様は信じる者に、上からの力を約束しておられます。この力がイエス様の証人にどうして

も必要なのはなぜですか。

　＊　あなたは、もう上からの力を受けていると思いますか。受けているなら、どのようにして受けた

のですか。

６＊　最も偉大な宣教者であるパウロは、上からの力をこう説明しています。（司会者はローマ１：１

６と第２コリント１２：９～１０を読んでください）神様からの力は、ふつうの意味での力とどの

ように違うか、話し合ってください。

７＊　この箇所によると、宣教師になる条件は何ですか。

８＊　イエス様がこの世に止まられなかったのは、なぜですか。

　＊　イエス様はどのように昇天されましたか。

　＊　自分たちの主が去ってしまわれたのに、弟子たちが喜んだのはなぜですか。

９＊　昇天の後、イエス様がまだ地上におられたときのように、弟子たちがイエス様と心を通わせるこ

とができたかどうかについて、話し合ってください。

　＊　あなたは、イエス様が見えない友として、いつもそばにいらっしゃると信じますか。

［よき知らせ］　イエス様が天国で今、何をしておられるかについて、ヘブル７：２５を見てくださ

い。
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