2006 年 5 月(主日 B 年)

5 月 7 日 復活節第 4 主日
使 4：8〜12

I ヨハ 3：1〜2

ヨハ 10：11〜18

１．ヨハ
v.14 「わたしは良い羊飼いである。わたしは自分の羊を知っており、羊もわたしを知っている。｣
v.11 「わたしは ・・・・・ 羊のために命を捨てる。｣
イエス・キリストは、御自分の羊のために命を捨ててくださった救い主であることを、正しく理解すること
が大切です。
通俗的な説明の中には、イエスの十字架の死は甚だ不本意なことであったけれども、父なる神の憐れみ
によってその死をも克服して復活した ・・・・・ 、それこそが神の勝利であるというようなものがあります。
そのように考える人にとっては、受難と復活に至るイエスの生涯の物語りを、聴衆がはらはらどきどきしな
がら聴くようにリアルに語ってみせるのが、良い説教であるということになります。
しかし、御子イエスは御父の御旨に従って御自身を 「信じる者のために罪を償う供え物」(ロマ 3:25)とし
て献げられたのであって、決して誰かに命を奪われたのではありませんでした。ここで私たちは、イエスが
“自分の羊のために” 死んでくださったということに注目しましょう。ヨハネ福音書は、イエスの羊 (神の子と
された人々)とその他の羊(救われていない人々)とを区別しているのです。
私たちもかつては “さまよえるその他の羊” (I ペト 2:25)であり、 “神の怒りを受けるべき者”(エフェ 2:3)
でありましたが、信じて “イエスの羊” となるために洗礼の秘跡を受けて救われました。洗礼の秘跡を通し
て救いを受けるためには、信仰が必要です。そして、キリストの福音を 「聞き分ける」(v.16)ことは、信仰の
原点です。 「イエスは、わたしたちの罪のために死に渡され、わたしたちが義とされるために復活させられ
たのです。｣(ロマ 4:25)

２．I ヨハ
v.1 「御父がどれほどわたしたちを愛してくださるか、考えなさい。それは、わたしたちが神の子と呼ば
れるほどで、事実またそのとおりです。｣
神の御業について私たちが知っていることは、一部分にしか過ぎません(I コリ 13:8-13 参照)。 しかし、
すべてのキリスト者にとって明確でなければならない一事があります。それは、私たちは救われて神の子と
されたということです(ガラ 3:26-29、ロマ 8:14-17 参照)。 この世のすべての人が無条件に神の子なのでは
ありません。この世の人々は “神の子とそうでない者の区別” を知りません。私たちキリスト者は、 「心で信
じて義とされ、口で公に言い表して救われた」(ロマ 10:10)ことを知っています。
この “神の子” とは、 “神の国の相続人” のことであって(ガラ 3:29、ロマ 8:17)、私たちは復活の日には
「御子に似た者となる」(v.2、ロマ 8:29)でしょう。その日を待ち望んでいるすべてのキリスト者の初穂として、
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キリストは死者の中から復活されました(I コリ 15:20)。
私たちが 「今既に神の子」(v.2)であるのは、この将来の約束(秘められた計画)の故であることを、再確
認しましょう。

３．使
使徒ペトロが、エルサレム神殿の境内で施しを乞うていた人の足をいやしたという奇跡は、多くの民衆
を驚かせました。
かつてイエスが多くのいやしの奇跡を行われたように、使徒たちも同様に病人や汚れた霊に悩まされて
いる人々をいやしたと述べられています(使 5:12-16)。 しかし私たちがそこで見落としてならないことは、
この人がイエス・キリストの名を信じる信仰によって(使 3:16)救われた、すなわち神の子の一人とされたと
いうことです。この一点を見失うなら、イエスも使徒たちもただのヒューマニスト、博愛主義者に過ぎなく
なってしまいます。 20 世紀の教会が力を注いで来た医療・福祉事業や教育事業に欠けていたものは、 「異
邦人を信仰による従順へと導くため」(ロマ 1:5)という、教会が使徒継承によって受け継いで来た “救い” の
理解でありました。
v.12 「ほかのだれによっても、救いは得られません。わたしたちが救われるべき名は、天下にこの名の
ほか、人間には与えられていないのです。｣
社会の中で疎外され、抑圧され、差別され、搾取されている貧しい人々を助けることが至上命令となっ
て、その後にいわば付録のように “イエスと神の愛の話” を美しく語ろうとして来た ・・・・・ 、そんなキリス
ト教に、 “人を神の子にしようと(エフェ 1:5)、御自身を罪を償う供え物として献げられたキリスト (I ヨハ
4:10、ヘブ 10:12,14)” の救いの重大性は、理解出来なかったという悲しくも確かな事実を、 21 世紀のキリ
スト者は認めることから再出発しなければなりません。教会が再びキリストの羊の群となるために。
ハレルヤ、 アーメン。
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5 月 14 日 復活節第 5 主日
使 9：26〜31

I ヨハ 3：18〜24

ヨハ 15：1〜8

１．ヨハ
v.5 「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、わたしもその人
につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは何もできないからであ
る。｣
私たちは通常、学校の教科書の著者を全く知らずに学び、それを卒業して先の人生へと進みます。その
著者の弟子となるのは、特別な研究者だけであって、一般人にはほとんど関係のないことです。これと同様
に教会でも、多くの人々が新約聖書を、これが使徒たちの証言に由来することを意識せずに読んでいます。
2 世紀の教会が、“その中に使徒に由来する文書のみを採用する” という配慮をもって新約聖書の正典を
創ったという事実も、ただの昔話のように軽く受け取られているのが実状です。
しかし、キリストが現代の私たちに語られるのは、今も使徒たちの証言を通してであって、だれも使徒た
ちを抜きにして直接キリストから新しいことばを聞くことは出来ないのです。ヨハネ福音書のこのテキスト
も、それが先ず第一に使徒たちへのイエスのことばであって、それをさらに使徒たちが現代の私たちに語り
伝えているのです。
使徒たちは、復活して天に上げられたキリストから特別な権能を与えられた福音の証言者であって、だ
れもこれに代わることは出来ません。代々の時代の教会の司教たちは、使徒に代わる者ではなくて、使徒
たちの証言する福音の伝承へと人々を導く後継者でありました。それが “使徒継承” という言葉の正しい
理解です。
天上のキリストが現代の私たちに、使徒たちの証言を通して語ってくださるのですから、私たちがキリス
トにつながっているとは、使徒たちが伝えた福音理解に固く立つことを意味します。それは、 「イエスは、わ
たしたちの罪のために死に渡され、わたしたちが義とされるために復活させられたのです」 (ロマ 4:25)とい
う信仰です。この信仰を抜きにして、現代人が直接キリストから別の新しいことばを聞くなどということは、
決して出来ません。

２．I ヨハ
「神の子イエス・キリストの名を信じ、 ・・・・・ 互いに愛し合うこと」(v.23)とは、共にミサをささげるため
に集まる会衆が、 「わたしたちはこの御子において、その血によって贖われ、罪を赦されました」 (エフェ
1:7)という信仰と感謝のうちに一致団結することを意味しています。そのような福音理解と信仰を、使徒た
ちは今も聖書を通して現代の教会に語り続けているのです。
この使徒たちの福音が際立って証言される場がミサ典礼であります。昨年閉幕した “聖体年” は、故ヨ
ハネ・パウロ 2 世の “教会生活の中心にある聖体(ユーカリスティア = ミサ)を見つめ、キリストから再出発し
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よう”という呼びかけで始まりました。 6 年ごとに米国で行われているギャロップ調査の昨年の集計による
と、信者が何をかトリックの中心と考えているかは、前回はサクラメント(秘跡)が第一であり、貧しい人々の
救済が第二であったが、今回は貧しい人々の救済が第一となり、第二はサクラメント(秘跡)ではなく、復活
のイエスへの信仰となったと報告されています。現代のカトリック教会はいわば末期症状の中にありますが、
その原因の第一はミサ典礼が久しく使徒たちの福音が証言される場ではなくなっていたことであると言わ
なければなりません。人々、特に現代の若者たちが、キリストの言葉(ロマ 10:17)を聞くことの出来ないミサ
に見切りをつけたと言うべきでしょう。

３．使
使徒パウロがその回心から間もない頃にエルサレムの使徒を訪ね(ガラ 1:18-19 参照)、さらにそれから
14 年後に再びエルサレムに上ったのは(ガラ 2:1-10)、彼もまた復活の主の直接的啓示を担う使徒の一人と
して召されていたからでありました。もしパウロをただの偉大な神学者としてしか理解しないなら、彼は結
局はヘレニズム的西欧的キリスト教の開祖でしかありません。しかし、彼は使徒たちの一人でありました。
使徒であるならば、その証言である新約聖書の諸文書がミサ典礼で朗読され、その証言に支えられてミサ
典礼がささげられるとき、今もそこで福音を宣教されるのは復活の主キリスト御自身であります。
昨年語られた教皇ベネディクト 16 世の言葉は、教導職だけでなくて、私たちすべての信者への聖書への
招きです。 「神のみことばに注意深く耳を傾ける者だけが、真の意味で神のみことばを伝える者となること
が出来るのです。キリスト者は自分の知識を人に教えるのではなく、世間の目には愚かなことにさえ映る(I
コリ 1:18-25)神御自身の知恵(同 2:6-9)を伝えなければなりません。｣
信者一人一人が聖書に親しみ、聖書を学ぶことこそは、21 世紀の教会の “道の光”、“歩みを照らす灯”
(詩 119:105)でなくて何でしょう。

ハレルヤ、 アーメン。
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5 月 21 日 復活節第 6 主日
使 10：44〜48

I ヨハ 4：7〜10

ヨハ 15：9〜17

１．ヨハ
v.9 「わたしの愛にとどまりなさい。｣
キリストの福音は、それが正しく宣教されるとき、人を悔い改めと信仰に導く神の力となります。なぜな
らそれは、キリストが 「わたしたちの罪のために死に渡され、わたしたちが義とされるために復活させられ
た」(ロマ 4:25)という知らせだからです。
それに対して、私たちが過去に体験して来たキリスト教は、概して “キリストの愛にとどまる” ことでは
なくて、 “キリストの愛を手本とする” という人間の道徳を教える “キリスト教的思想の宣伝” でありました。
みんなが愛を実践して、みんなが小さなキリストになって ・・・・・、という美しい目標が声高に語られること
によって、イエスは救い主としてではなくて、偉大な愛の教師として人々に受け入れられて来たのです。
しかし、 v.13 の 「大きな愛」 とはキリストの愛のことであって、決して一般的な道徳上の愛ではないこ
とに注目しましょう。 「しかし、わたしたちがまだ罪人であったとき、キリストがわたしたちのために死んで
くださったことにより、神はわたしたちに対する愛を示されました」 (ロマ 5:8)、 「わたしたちすべてのため
に、その御子をさえ惜しまずに死に渡された ・・・・・」(同 8:32)、 「わたしたちが神を愛したのではなく、神
がわたしたちを愛して、わたしたちの罪を償ういけにえとして、御子をお遣わしになりました。ここに愛が
あります」(I ヨハ 4:10)、 「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一
人も滅びないで、永遠の命を得るためである」(ヨハ 3:16)という “キリストの愛” に、会衆が共にしっかりと
とどまることが、 「キリストの掟」、 「互いに愛し合いなさい」(v.12)なのです。
復活のキリストは、この福音の宣教のために使徒たちを任命し派遣されました(v.16)。 私たちは聖書を
通して、この使徒たちの証言を聞いているのです。誤解してはなりません。私たちは聖書を通して現代風に
イエスの教えを学んで、現代的キリスト教を再構築することによって、昔の使徒たちを乗り越えることが出
来ると考えるなら、それは間違っています。復活のキリストは、今も使徒たちの証言を通して、罪の赦しの
福音、神の国の福音を現代の私たちに語り続けておられるのです。

２．使
福音が語られ、聞く者に信仰が生まれて救いを受けるのは、聖霊の働きであることを理解しましょう。こ
の福音、信仰、聖霊という三つの密接な結びつきを、この物語りは見事に描いています。
私たちは自分が洗礼の秘跡を受けたことを、決して単なる自分の決断のように考えてはなりません。そ
れは聖霊の御業であって、 「恵みにより、信仰によって」 与えられた 「神の賜物」 (エフェ 2:8)です。ですから
“洗礼は、カトリック教会とまだ完全に一致していない人々をも含めて、すべてのキリスト者間の一致の土台
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を成しています”(カトリック教会のカテキズム 1271)。 また聖霊の御業であればこそ、“洗礼は一回限りの
もので、繰り返すことは出来ないのです”(同 1272)。 ですから、キリスト教の他派から信者がカトリック教会
に移る場合にも、“すでに洗礼を受けたという事実、またはその有効性が真に疑わしい場合” 以外には、再
洗礼は禁じられています(儀式書／成人のためのキリスト教入信式 p.155)。
救いが信仰と切り離せないのであれば、そして信仰が福音から切り離し得ないのであれば、私たち一人
一人は正しく福音に耳を傾けなければなりません。 「実に、信仰は聞くことにより、しかも、キリストの言葉
(使徒たちが伝えた福音)を聞くことによって始まるのです」(ロマ 10:17)。 洗礼は、決してペーパードライ
バーの免許証のようなものであってはなりません。 「神がその愛する御子によって与えてくださった輝かし
い恵みを、わたしたちがたたえるためです」(エフェ 1:6)。

３．I ヨハ
神の愛、キリストの愛と、世俗の隣人愛との間には、共通する部分がありますが、決して同一ではありま
せん。
聖書を通して使徒たちが証言している愛は、キリストが私たちの罪を償ういけにえとなってくださった愛
(v.10)、来るべき(終末の裁きの)怒りから私たちを救ってくださるイエスの愛(I テサ 1:10)、その救いを受け
た人々が一致団結してキリストの体を造り上げて行く愛(エフェ 4:12)です。
v.7 「愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもの ・・・・・ だからです。｣
父の右に座したもうキリストは、21 世紀の教会が聖伝と聖書を通して再び、使徒たちが伝えた福音に耳
を傾けるようにと、今朝も呼びかけておられます。

ハレルヤ、 アーメン。
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5 月 28 日 主の昇天
使 1：1〜11

エフェ 4：1〜13

マコ 16：15〜20

１．マコ
v.19 「主イエスは、弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。｣
この部分の表題が 「結び 1」 となっていることから分かるように、最初にマルコ福音書が公にされたと
きには無かったものが、後になって(2 世紀半ば頃に)ここに置かれるようになったと考えられています。これ
は恐らく、マルコ福音書成立後間もなくから教会で用いられて来た、信仰教育の教材 (カテキズム)でありま
した。今朝の第二朗読の使徒言行録のテキストと共に、そのような性格の文書として見ることによって、私
たちはその意図をより正しく理解することが出来ます。それは信者が繰り返し暗唱して覚え、彼らの教会の
信仰を正しく理解するための基礎としたものでありました。
教会の存在の根拠は福音を宣べ伝えること、信じる者に洗礼を授けることにある(vv.15-16)。 それは使
徒たちの宣教の継続である(v.20)。 この宣教の継続を支え導いておられるのは、神の右の座に着いておら
れる昇天のキリストである(v.19)。 これらの最も基礎的な理解を信者が共有するために、初代教会の信仰
教育が行われたことを理解しましょう。
20 世紀の教会を振り返って、このような聖書の主張とはかなり異質なキリスト教理解が、人々の間で一
般的であったことを認めざるを得ません。しかし、そのような時代の精神に反抗して、あえてカトリック教会
は各主日の公式祈願によって、使徒継承の信仰理解に耳を傾けて来ました。 「主の昇天に、私たちの未来
の姿が示されています。キリストに結ばれる私たちをあなたのもとに導き、共に永遠の命に入らせてくださ
い」(今朝の集会祈願)。 「天に上げられたキリストに結ばれて、いつも永遠の国を目指すことが出来ますよう
に」(今朝の拝領祈願)。 そして、今朝の奉献文の叙唱は高らかに 「罪と死に打ち勝ったキリストの勝利を祝
い、賛美と感謝をささげます」 と歌っています。
私たちキリスト者が、使徒継承によって受け継がれて来た教会の信仰に目を向けることは、21 世紀へ向
けての大きな課題であると知りましょう。

２．使
福音の起源が、復活のキリストによる使徒たちへの教えであることを、初代教会は強く主張しました
(v.3)。 なぜなら彼らの教会は、使徒たちが教えた福音を大切にし、その福音に基づいて共にミサをささげ
る共同体であったからです(使 2:42)。
地上のイエスの最後の言葉は、聖霊を通して天上のキリストが今後使徒たちによる福音宣教と共にいて
くださるという約束でありました(v.8)。 この使徒たちの宣教の継続を今日に至るまで支え導いておられる
方は、やがて再び来られる終末のキリストとまさに同一の方であることを(v.11)、現代のキリスト者は再認
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識しなければなりません。
教会の宣教活動は、今日においても使徒たちの宣教の継続以外ではあり得ず、それは “贖いの福音”
“罪の赦しの福音” “神の国の福音” の宣教による信仰覚醒運動でなければならないのです。決していわゆ
る西欧的なキリスト教思想や道徳の宣伝、キリスト教文化圏を広げるための大衆活動と混同されてはなり
ません。使徒たちはキリスト教思想の宣伝をするために遣わされたのではありませんでした。彼らはキリス
トの福音を宣教し、人々を 「信仰による従順へと導くために」(ロマ 1:5)召された人々でありました。

３．エフェ
キリストの体である教会を造り上げていく原動力は、昇天のキリストが私たち一人一人に与えてくださる
賜物であることを感謝しましょう(v.7)。 残念ながら私たちは、神の右の座に着いておられる昇天のキリスト
から 「もっと大きな賜物を受けるように熱心に努める」(I コリ 12:31)ことを、久しく忘れて来たのではないで
しょうか。
今日西欧と日本のキリスト教の実状は、いわば末期症状にあって、急速に没落に向かっているように見
えます。しかしそれは恐らく、神の右の座に着いておられる昇天のキリストが、重病に倒れて危篤状態にあ
るからではないでしょう。そうではなくて私たち教会の側が、イエス・キリストによる “贖いの福音” “罪の赦
しの福音” “神の国の福音” に対して盲目になり、聖霊を通して使徒たちの宣教の継続を支え導いてくださ
る天上のキリストに目を向けることを忘れたからです。
ときには使徒パウロに、 「あなたがたのことで途方に暮れている」(ガラ 4:20)と言わせた問題山積の当
時の教会に対してさえ、それにもかかわらず 「あなたがたは賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの
主イエス・キリストの現れを待ち望んでいます」(I コリ 1:7)と書き送らせたものは、神の右の座に着いておら
れる昇天のキリストへのひたすらな信頼でありました。
この使徒たちの宣教に再び教会が目覚め、耳を傾けるようにとの呼びかけを、今朝の朗読配分から聞き
取ることが出来る人々は幸いです。
ハレルヤ、 アーメン。
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