聖書の
学び

主に倣う者となっている
聖書

テサロニケの信徒への手紙一1章1～10節

暗唱
聖句

信仰によって働き、愛のために労苦し、…希望を持って忍耐している
一テサロニケ 1：3

のだ」。「主に倣い、模範となりなさい」では

主に倣う者となり、
模範となっている
な

も

は

ら

なく、「もうすでに模範となっている」とい

ん

うのです。それは、慰めの言葉であり、福音

テサロニケ教会に向けてこの手紙を書くパ

ウロは、彼らとの最初の出会いから書き始め

課

10

ます（1：9 〜 10）
。パウロたちがどのよう

型を真似ること

して、彼らがどのように信じるように至った

ここで「模範」と訳されている言葉の直訳

に彼らの中へと入って行き、パウロたちを通

6 月7 日

かということです。

は「型」（テュポス）です。これは元々、工

サロニケの信徒たちは「ひどい苦しみ」
（1：6）

型を意味していたと思われます。この言葉が、

その最初の出会いから現在に至るまで、テ

の中で教会生活を送ってきたとパウロは語り

芸品や芸術作品がモデルとすべき、元の形・
け い しょう

信仰に基づく生き方の伝達と継承を表すため

ます。この「苦しみ」が何であったかはよく

に用いられているのです。イエス・キリスト

徒 17：1 〜 9 参照）。そこでは、パウロた

エスさまを信じたパウロによって「倣われ」、

わかりませんが、
想像することはできます（使
ちの伝道に対して一部のユダヤ人がねたみを
ぼうどう

持ち、暴動を起こし、パウロらをローマ皇帝

に反逆する者として告発したのでした。その
騒ぎの中で、テサロニケの信徒と思われる人
たち（ヤソンと数人の兄弟たち）が、パウロ

たちの身代わりとなって捕らえられています。
そんな「苦しみ」の中で、テサロニケの人た

ちは「信仰によって働き、愛のために労苦し」、

「希望をもって忍耐」してきました（1：3）。
なぐさ

その彼らに対して、パウロは慰めと励まし

を込めて、最大級の評価と感謝を伝えます。

「あなたがたはひどい苦しみの中で…わたし

たちに倣う者、そして主に倣う者となり、マ
ケドニア州とアカイア州にいるすべての信者

の模範となるに至ったのです」
（1：6 〜 7）
。
ここで彼は、驚くべきことを言っています。

「あなたがたは、主イエス・キリストに倣う

者となり、すべての信者の模範となっている
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による宣言です。

聖書の学び

第 10 課 6 月 7 日

の「型」「模範」が、イエスさまに出会いイ

彼の宣教を聞き信じたテサロニケの信徒たち
によって「倣われ」、さらにはテサロニケの

人々が他の教会の「模範」となったのです。
これら一連の動きの中には、まさに「信頼（信
仰）」があります。「この人は信頼できる。こ
ま

ね

の人の言葉や生き方は、信じて、それを真似
して生きるに足るものだ」、そう思って、そ

の通りに生きること、それが「信仰」なので
はないでしょうか。信仰とは、単なる理解や
認識ではなく、具体的な生や他者との交わり
の中で、イエス・キリストの姿（型）に倣っ
て生きていくことではないでしょうか。

苦難の型
このようにして倣われ、生きられてきた信

仰の「型」、それはどんな型、どのような内

容を持つものなのでしょうか。それは、「苦

難の型」です。このことは、「型」と関連す

準備のための聖書日課
使徒言行録11：1
〜18

どの人にも命を
与えてくださる神

㊊

2日

㊋ 使徒言行録13：1〜3

派遣されるサウロと
バルナバ

ちつけられ」
「押し付けられ」た「痕、痕跡」

3日

㊌ 使徒言行録17：1〜9

いつものように
伝道するパウロ

とを知り、その苦難にあずかって、その死の

4日

㊍ コリント一13：8〜13 信仰と希望と愛

ちからの復活に達したいのである」（ピリピ

5日

㊎ ローマ15：1〜6

キリスト・イエスに
倣って

きた「型」は、イエス・キリストの「死のさ

6日

㊏ フィリピ3：12〜21

使徒パウロを
模範として

る、苦しめる」という言葉であることからも

支持されるでしょう。「模範」「型」とは、
「打
あと

こんせき

であったのです。
「キリストとその復活の力

さまとひとしくなり、なんとかして死人のう

3：10 〜 11 口語訳）。パウロが倣い学んで
ま」でした。神を愛し人を愛して、そのため

10

課

1日

る動詞が、
「打つ、たたく」さらには「害す

6 月7 日

に苦しみを避けず、十字架の死にまで至った
その「死のさま」です。このイエスさまの「死

のさま」が、パウロの「生きざま」を通して
テサロニケの人々に伝わり、彼らによって信
じられ、生きられたのです。

成人科

あなたの信仰の
「型」は誰ですか ?

私たちが信仰を持ち教

会生活を送ってきた中で、自覚的に、あるい
は知らず知らず、誰かの信仰の「型」にあこ

がれ、その人から教えられ、その人を尊敬し、
その生き方に倣ってきた面があるのではない
でしょうか。そのような「型」となった人た
ちのことを、思い出しながら語り合ってみま
しょう。しかしながら、私たちの信仰は全く

なりたい「型」がありませんか ?

あるいは、そんな「まねたい、なりたい型」

はなかった、さらには「ああはなりたくない」
と思ってしまうような体験もあるかもしれま
せん。そうした経験を乗り越えて、前進して

行くためには、どうすればよいのでしょうか。
一つの考えとして、「私たちの究極の『型』
はイエス・キリストである」と言うことがで
きるのではないでしょうか。

の「まね」ではなく、「私でなければ」とい

うことが起こされ、与えられてきたのではな
いでしょうか。それは、どのようなことをき
っかけとして、どのように形成されてきたの
でしょうか。

成人科

第 10 課 6 月 7 日
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みんなで聴く

聖書の
おはなし

主に倣う者となっている
聖書

テサロニケの信徒への手紙一1章1～10節

暗唱
聖句

信仰によって働き、愛のために労苦し、…希望を持って忍耐している
一テサロニケ 1：3

今パウロは、テサロニケ教会の人たちに、
心をこめて手紙を書こうとしています。な
ぜなら、彼らは今迫害やいろいろな困難、
また苦しみの中にいるからです。
「何から書こうか」と少し考えたパウロは、

課

10

パウロと彼らの初めの出会いを振り返ろう
と思いました。「わたしが初めてあなたが
たのところへ行った時のことを思い出して

6 月7 日

みてください。あなたがたは、私たちの言
葉を神さまからのものとして、信じて受け
入れてくれました。その言葉とは、イエス

のことを多くの人々に伝えようとしてきた

さまが私たちを愛して、私たちのために生

のでした。

き、そして死んでくださった、その道その

「あなたがたも同じです。あなたがたは、

ものでしたね」。

わたしが伝えた言葉の中に、イエスさまの

そうです。イエスさまは、ただ言葉によ

お姿をはっきりと見て取り、ここに真理が

って教えを語られただけでなく、同時にそ

あり命があると信じてくれました。そし

も

は ん

の言葉の通りに生きて、
「お手本、模 範 」

て、私たちの生き方を真似して生きようと

を残されたのです。私たちは、イエスさま

し、それによってイエスさまに倣おうとし

ま

ね

をそのまま真似することなどできませんが、

てくれたのです。あなたがたは迫害の苦し

イエスさまが歩かれた道と生き方を、後ろ

みの中でも、神さまとイエスさまを信じる

からたどりながら生きて行こうとすること

ことをやめませんでした。その苦しみの中

はできるのです。神さまを自分のすべてを

で、信仰の友を裏切ったり見捨てたりする

尽くして愛すること、神さまが出会わせて

こともしませんでした。かえって、教会の

くださるすべての人を全力で愛すること。

中だけでなく、世の中で苦しむ人たちに出

特にこの世の苦しみの中にいる人、弱く小

会って、できるだけその人たちと共に生き

さくされている人を愛すること。そのため

ようとしてきたのです。たとえそれが、自

さ
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な ら

には自分の不都合や苦しみを避けないこと。

分が苦労する道であっても、それを喜んで

とうとうイエスさまは、そのために十字架

歩こうとしてきたのです。だから今、今度

にかけられて殺され、死ぬところまで行か

はあなたがたが、周りのすべての教会の人

れたのです。このイエスさまと出会い、パ

たちにとってお手本となったのです。私は

ウロは、「イエスさまのように生き、死に、

あなたがたのことを心から誇りに思い、神

そして復活する」ことを目指して生き、こ

さまにいつも心から感謝しているのです」
。

みんなで聴く聖書の学び
第 10 課 6 月 7 日

青少年科

主に倣う者となっている
聖書

テサロニケの信徒への手紙一1章1～10節

暗唱
聖句

信仰によって働き、愛のために労苦し、…希望を持って忍耐している
一テサロニケ 1：3

聖書から…

分かち合おう

テサロニケの人々の信仰はマケドニア州と

・あなたにとって「模範」となる人物がいま

範」となるに至ったとパウロは語ります（1：

いるのでしょうか。憧れ ? 信仰的だから ?

アカイア州にいるすべての信徒たちの「模
も

はん

すか。なぜその人を自分の「模範」として
あこが

7）
。
「模範」の原意は「型・形」です。しかし、

何か特別なことができるからでしょうか ?

なれと言われているわけではありません。な

で見ていますか。もしかすると、最初から

この箇所では「型」にはまり、「画 一 的 」に
か く い つ て き

様性を分かち合いながら、イエスさまと共に
生きるところに喜びがあります。

一方で私たちは多様であるがゆえに、それ

ぞれの信仰理解に「束縛」されながら信仰生
そ くば く

活を過ごしやすい存在でもあります。故 に、
ゆ え

多様な私たちにとっての「共通のモデル（型）」
もまた必要です。私たちの共通のモデルはイ

エスさまです。テサロニケの人々も「多様」
でありながらも、
「共通のモデル（型）」であ

る、
イエスさまに倣っているからこそ、
「模範」
な ら

と呼ばれる存在なのです。

私たちはイエスさまと同じことはできませ

ん。
しかし、
イエスさまの信仰を「真似ること」
ま

ね

また「学ぶこと」はできるはずです。そして、
イエスさまに「倣う」時、私たちには「画一
的」に生きるのでなく、「多様性」を喜ぶ生

き方が与えられます。そのような喜びの中で

こそ、
「信仰によって働き、愛のために労苦し、
また、わたしたちの主イエス・キリストに対

イエスさまを模範にすることを諦めてはい
あきら

ないでしょうか。私たちがイエスさまを模

6 月7 日

とり形づくられた多様な存在だからです。多

10

課

ぜなら、もとより私たちは神さまから一人ひ

また、イエスさまを信仰の模範として本気

範とすることの意味を考えてみましょう。
・「多様性」を大切にするよりも、一つの考
えで「画一的」にし、そこに当てはまらな

いものを排除する方が簡単でしょう。しか
は いじ ょ

し、イエスさまは「多様性」を大事にされ、
一人ひとりの「存在」を大切にされました。
あなたの教会では「多様性」を大事にして
いますか。あなた自身は「多様性」をどう
考えて生きていますか。C.S. ソンという

神学者が「神はクリスチャンを創造したの
ではありません。すべての人間を創造した
のです」と述べたと読んだことがあります

（関谷直人著『牧会の羅針盤メンタルヘル

スの視点』P.65）。ともすれば、教会の働
きが固定化され、クリスチャンのためだけ
の場所になってしまい、多様な人々の存在
を見失っていないでしょうか。

する、希望をもって忍耐」
（1：3）を生きる
ことができるのです。

青少年科

第 10 課 6 月 7 日
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幼小科

主に倣う者となっている
聖書

テサロニケの信徒への手紙一1章1～10節

暗唱
聖句

信仰によって働き、愛のために労苦し、…希望を持って忍耐している
一テサロニケ 1：3

聖書から…
みなさん、憧れている人はいますか ?

りします。みんなでリーダーの真似をし

こんな人になりたいな、こんな大人になり

ましょう。真似することが楽しい ? 大

たいな、この子の○○なところ素敵だな、

変 ? 自由にポーズを取りたい ? いろん

と思う人はいますか ? パウロにとってイ

な思いをもちながら一緒に歩んでいくこ

ま

ね

エスさまは、真似することは難しいけれど、

10

とを喜べるといいですね。

課

このように生きたいと思う方でした。聖書
にある「ならう」は教えてもらう「習う」

6 月7 日

ではなく、したがうという意味の「倣う」
という字を使っています。その人の見た目、
外見を「ものまね」するのではなく、その
心の内を真似したいと思ってもなかなかで
きることではありません。

活動②

ワークシート

「心をこめて書くてがみ」
●準備●ワークシートのコピー、筆記用具、
封筒
心をこめて手紙を書いたパウロ。テサロ

神さまは、私たち一人ひとりに違いを与

ニケの教会の人たちに宛てて書きました。

えてくださり、それぞれに思う心も与えら

適当に書く手紙はあまりないかもしれま

れました。テサロニケの教会の人たちが、

せんが、誰かを思って手紙を書くとき、そ

迫害のなかでも信仰をもって歩んだことが、

の時間はその人の事を思う時間になります。

パウロにそして更に次の人へと伝わってい

みんなで手紙を書いてみましょう。いつも

きました。その真ん中にいつも神さまがい

会っている人でも、最近会っていない人で

てくださいました。私たちの歩みはどうで

も、友だち、家族、教会の人…。手紙の内

しょう ? 誰にどのようにしたがっていき

容は発表できなくても、メンバーがどうし

たいですか ?

てこの人に書こうと思ったか、どんな事を
伝えたいのかを分かち合えるといいですね。

活動①
「前にならえ ?」
①リーダーが先頭に立って一列に並びます。
②はじめは手拍子をしながら前に進みます。
③リーダーは歩きながら手拍子の間にいろ
んな振りや立ち止まってポーズをとった
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幼小科

第 10 課 6 月 7 日

書く相手に困る場合は、教会の方の似顔絵
を描いてプレゼントしたり、お休みのメン
バーに手紙を書いてもいいですね。封筒に
入れて渡しましょう。
神さまへの手紙は次週に…。

幼小科

心をこめて書くてがみ

ワーク
シート

ワークシート

課

10

6 月7 日
幼小科ワークシート
第 10 課 6 月 7 日
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聖書の
学び

神の言葉が働いている
聖書

テサロニケの信徒への手紙一2章1～13節

暗唱
聖句

それは神の言葉であり、また、信じているあなたがたの中に現に
働いているものです。一テサロニケ 2：13

きたこと、起こっていることのすべてについ

人の言葉でなく、
神の言葉として

て、それは「神の言葉の働きなのだ」と理解
し、証言しているのです。

パウロは、テサロニケ教会の人たちに初め

のことを、引き続き振り返っています。そし

大いなる働きとしての、
神の言葉

のようなわけで、わたしたちは絶えず神に感

パウロがここで「神の言葉の働き」として

てイエス・キリストの福音を語り告げたとき

課

11

6月
日

14

てまとめるかのようにこう記すのです。「こ

謝しています。なぜなら、わたしたちから神

語っている出来事は、大きく言って二つある

人の言葉としてではなく、神の言葉として受

一つは、「苦難の中での働き」です。「わた

の言葉を聞いたとき、あなたがたは、それを
け入れたからです」（2：13）。パウロの感謝

したちは以前フィリピで苦しめられ、辱めら

トの福音を語ったとき、テサロニケの人々は、

れ、激しい苦闘の中であなたがたに神の福音

のポイントは、彼ら彼女らにイエス・キリス
それを「神の言葉として」信じ受け入れたと
いうことです。

「神の言葉には、働きがある」ことをパウロ

れたけれども、わたしたちの神に勇気づけら
を語ったのでした」（2：2）。苦難や迫害の

中で、人は語る勇気を失ったり、保身的にな
だ きょう

って権力や社会に妥協したりなりがちです。

は強調しています。「事実、それは神の言葉

けれども、厳しい苦難の中でも、福音によっ

現に働いているものです」。もちろん、「人の

語らせ、このようにパウロたちを支えたので

であり、また、信じているあなたがたの中に
言葉」でも、それなりの力や働きをすると思

われますが、いったい何が違うのでしょうか。
と く ちょう

「働く」
（エネルゲオー）の言葉の特 徴 とし

て、新約聖書では、人間に関わることには用
いられず、もっぱら人間を超えた力や働きに

ついて用いられています。しかも単なる「力」

「パワー」ではなく、「目的があり、意味深く、
効果的で、精力的な活動を指す」ということ
です（参照：バークレー『新約聖書ギリシア

語精解』日本基督教団出版局）。つまり、「神
いちじる

の言葉は、人を超えた、著しい力と働きをも

って、神の目的と業を行っている」のです。
パウロは、テサロニケ教会において起こって
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と思います。

聖書の学び

第 11 課 6 月 14 日

て働く神の言葉は、あのようにパウロたちを
した。

二つ目は、
「人に仕え愛する働き」です。「わ

たしたちはあなたがたをいとおしく思ってい
たので、神の福音を伝えるばかりでなく、自

分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。
あなたがたはわたしたちにとって愛する者と

なったからです」（2：8）。それは、パウロ
にとって、明らかに「自然に出てくる人間の
愛を超えている」と思われたのでした。その
ような著しい愛が、テサロニケの人々に対し
て、自分の中から湧き上がってきたことを感
じたのです。

準備のための聖書日課

神の復活の力、
復活の主そのもの
「働く」が名詞となった形「働き」（エネル

8日

㊊ イザヤ40：6〜8

神の言葉は
とこしえに立つ

9日

㊋ ヨハネ8：39〜47

神の言葉を
聞くのは誰か
神の言葉を
売り物とせず

ゲイア）は、新約聖書の他の書物で、しばし

10日

㊌ コリント二2：14〜17

イエスをよみがえらせた力、働き」として用

11日

㊍ コリント二11：1〜11 熱い思いをもって

かせて、キリストを死者の中から復活させ」

12日

㊎

復活の力をもって能動的・主体的に働くので

13日

㊏ エフェソ1：15〜23

ばイエス・キリストの復活について、「神が
いられます。
「神は、この力をキリストに働

（エフェソ 1：20、他）たのです。神の言葉は、

信仰にも見られます。彼らはただ受動的では
おんこう

ないのです。パウロという人は、決して温厚
えんまん

葉も、決して人間的に受け入れやすいもので

成人科

「人によって成った
ものではない」と
言うけれど

はなかったでしょう。そのパウロの言葉を、
彼らは「人ではなく、神の言葉として受け入
ゆる

れた」。そこには彼らの、パウロを赦 し、理

解し、受容しようとする、愛の主体性があっ
たと思われるのです。

う。

主体的に受け入れ、愛すること

こにこんな言葉があります。「わたしたちは、

る」ということと、私たち一人ひとりが主体

教会は人によって成ったものではなく、神に

よって成ったものと信じます」。いかかでし

「教会の業・出来事は神の言葉の働きであ
的に考え、働き、行動することとは、決して
む じゅん

矛盾せず、不思議にも両立するのです。

ょうか。自分たちの教会で起こる様々な出来

「テサロニケ教会の人たちが、愛の主体性を

として受け止め、理解し、受け入れることが

とした」のだとしたら、私たちも、教会にお

事や働きを、
「神の働き」「神の言葉の働き」
できるでしょうか。あるいは、残念ながら「人
の働きと言葉ばかりが見えてしまう」という
こともあるのではないでしょうか。そのよう
な両様の事柄について、できるだけ率直に経

14

験や思いを分かち合い、語り合ってみましょ

『新生讃美歌』
（日本バプテスト連盟発行）
の裏扉に「教会の約束」が載っており、そ

11

日

円満な人ではありませんでした。彼が語る言

神の力による
絶大な働き

6月

この能動性・主体性は、テサロニケ教会の

喜んで自分自身を
使い果たそう

課

す。

コリント二12：11
〜18

もって、パウロを赦し、理解し、受容しよう
ける人との関係や、私たちが週ごとに行う礼
拝や奉仕について、どんなことを思い、考え
るでしょうか。

成人科

第 11 課 6 月 14 日

75

みんなで聴く

聖書の
おはなし

神の言葉が働いている
聖書

テサロニケの信徒への手紙一2章1～13節

暗唱
聖句

それは神の言葉であり、また、信じているあなたがたの中に現に
働いているものです。一テサロニケ 2：13

パウロは、引き続いてテサロニケ教会の
人たちに手紙を書いています。「私たちと
あなたがたとの出会いを、一言で言うなら
こうだ。あなたがたは、私たちが伝えたイ
エスさまの福音を、人間の言葉としてでは

課

11

6月
日

14

なく、神さまの言葉として信じ、受け入れ
たのだ。神さまの言葉は、今もあなたがた
の間で働いているのだ」
。人間の言葉と神
さまの言葉、いったい何がどう違うのでし
お だ

ょうか。

は、決して「穏やかで性格がいい人」では

人間の言葉は、弱いのです。この世の力

は げ

や人々から苦しめられたりすると、すぐ勇

時に激しすぎて、いつでも喜んで聞けるも

気を失って語ることをやめたり、人に気に

のではなかったのです。それでもテサロニ

だ きょう

入られようと妥協したりしてしまうのです。

ケの人たちは、パウロのことをわかってあ

でもパウロは思い出すのです。「私たちは

げようとし、その言葉を努力して聞こうと

あなたがたの所に初めて来たとき、ひどい

してあげたのです。それも、神さまの言葉

迫害と苦しみを受けていたけれど、語るこ

の力と働きではないでしょうか。そんなに

とをやめなかった。言葉を割り引いたり水

も神さまの言葉は、力があり、良い働きを

増ししたりもしなかった。それは、神さま

してくれるものなのです。なぜなら、神の

の言葉の力だったのだ。決して私たちが、

言葉の力こそ、十字架に殺されて死んだイ

信仰が強く、勇気があったわけではないよ」
。

エスさまを復活させた力だからです。

また人間の言葉は、人を傷つけたり、人

こう思い起こしてきて、パウロはまとめ

の価値を軽んじたりしてしまうことがあり

るのです。
「神さまの言葉は、今もあなた

ます。けれども、やはりパウロはこう書く

がたの間で働いている。それは、復活の主

のです。
「イエスさまのことをあなたがた

イエスさまがあなたがたの真ん中にいて、

に語っているうちに、わたしはあなたがた

あなたがたと共に働いていてくださるとい

のことが好きでたまらなくなった。あなた

うことなのだ。あなたがたも今迫害や苦し

がたのためだったら、自分のすべてを差し

みの中に置かれているけれど、このイエス

出しても構わないと思うことさえできたの

さまによって、あなたがたも勇気をもって

だ」
。

福音を語り、教会の仲間たちや世の中で苦

テサロニケ教会の人たちも、パウロをこ
の上なく愛したのでした。パウロという人

76

ありませんでした。彼の語る言葉だって、

みんなで聴く聖書の学び
第 11 課 6 月 14 日

しめられている多くの人たちを愛する力を
もらえるのだ」
。

青少年科

神の言葉が働いている
聖書

テサロニケの信徒への手紙一2章1～13節

暗唱
聖句

それは神の言葉であり、また、信じているあなたがたの中に現に
働いているものです。一テサロニケ 2：13

聖書から…
パウロはテサロニケだけでなく、多くの教

会で「神の言葉」を語っていました。しかし、
パウロに敵対する人々にとってパウロが語る
言葉は「迷いや不純な動機に基づくもの」ま
た、「ごまかしによるもの」とされ、パウロ

中傷にめげずに「福音をゆだねられている」
せんでした。

一方で、テサロニケの人々はパウロの語る

（2：13）
。パウロに敵対する人々とテサロニ
ケの人々を対比することでわかることはパウ

と「目」で構成された言葉です。相手に「目」
と「心」を向け、「耳」を澄まして相手の

言葉を受け止め、全身全霊を持って相手に
です。皆さんは一体今、誰の言葉を「聴いて」

いますか。また、
「聴こう」としていますか。
また、あなたの言葉や思いは一体誰に「聴
かれて」いるでしょうか。色々な音があふ
れるこの世界の中で、「聴く」ことの大切
さを考えてみましょう。

ロのみならず、語る者の言葉がどれだけ力強

・説教者が語った言葉は絶対的なものではあ

どれだけみ言葉が語られても、神の言葉とし

されています。一方的に説教を聴き、その

パウロは神の言葉を「一人一人に」
（2：

書から何を「聴き」、そしてそれをどう「言

くても聴くものたちが主体的に聴かなければ、
て受け止められることはないのです。

11）語りました。これは、テサロニケとい

う群れでなく、そこにいる一人ひとりにパウ

ロは丁寧に語ったことを示しています。また、
て い ね い

聴く人々も一人ひとりが自分にかけられてい

る言葉としてパウロの言葉を聴いたはずです。
その両者が主体性を持って向き合う中でパウ

ロの言葉は「神の言葉」となっていくのです。
宣教とは「神の言葉」を語る者だけでなく、

11

向き合うこと、それが「聴く」という行為

14

日

言葉を「神の言葉」として受けいれています

ますか。聴くという言葉は「耳」と「心」

6月

（2：4）と信じ、宣教を止めることはありま

・皆さんは誰かの話しや言葉を「聴いて」い

課

は中傷を受けました。しかし、パウロはその
ちゅうしょう

分かち合おう

りません。聴衆は説教を「問う」ことが許
ちょうしゅう

言葉を鵜呑みにするのでなく、説教者が聖
う

の

葉化」して「語った」のか、また聴衆が説
教をどう「聴いた」のかを率直に話し合う
時を持ってみてはどうでしょうか。そうや
って説教者と聴衆が相互作業で説教に関わ
っていくことは、説教者を励ますことに繋
つ な

がりますし、聴衆にとっても説教をより豊
かに聴く機会となるはずです。

聴く者も問われる出来事なのです。

青少年科

第 11 課 6 月 14 日

77

幼小科

課

11

神の言葉が働いている
聖書

テサロニケの信徒への手紙一2章1～13節

暗唱
聖句

それは神の言葉であり、また、信じているあなたがたの中に現に
働いているものです。一テサロニケ 2：13

聖書から…

いかけます。届けた人が手紙を置いた場

聖書には「○○への手紙」というものが

てそっと動物の名前を見てものまねをし

いくつかあります。その手紙を通してどん

ます。みんなで何の動物かを当ててくだ

なことが伝えられ、そこにどんな思いが

さい。

6月

あったかが書かれています。そのみ言葉

③タッチされなかったら手紙は次の人へと

を、
「神さまは今の私に何を伝えようとし

開けずに「お手紙落とし」が続きます。

ているのだろうか ?」と考えて読んでみま

④手紙に気付かずに届ける人が一周回って

す。すると、遠い昔の手紙というだけでは

きてタッチしたら、気が付かなかった人

なく、私にも神さまからのメッセージが届

が手紙を開けてものまねします。

いていることに気が付くときがあるかもし
れません。教会に来て一人ではなく、メン
バーと一緒に読むことで気が付くことがあ

日

14

所に座る前にタッチされたら手紙を開け

るかもしれません。どこかの誰かの昔話で

活動②

ワークシート

「神さまへの手紙」

はなく、今生きている「あなたがたの中に

10 課で私たちはお友だちへ手紙を書き

…働いているもの」という神さまの言葉を

ました。今度は神さまへ手紙を書いてみま

受け取れているでしょうか ? そして神さ

しょう。

まから投げかけられている言葉にどうこた

①まず今日の聖書の箇所を読みます。みん

えているでしょう ? 神さまとの言葉のキ

なで読んでも一人ずつでも。低学年には

ャッチボールのように、神さまの言葉を聞

リーダーの好きな聖句を紹介してその箇

いてこたえてみる時をもってみましょう。

所を読んでも良いでしょう。
②何回か読み、自由に神さまへの手紙を書
きます。
「聖書を読みました。正直よく

活動①

わかりません」
「どうやって手紙を書い

「お手紙が届いていますよ !」
●準備●封筒（中が透けにくいもの）
、聖

字や絵で神さまに手紙を書いてみましょ

紙数枚（絵か字）
、封筒にはあら

う。既に私たちに届いている神さまの言

かじめ一枚だけ動物を書いた紙を

葉（聖書のみ言葉）にお返事を書くつも

入れておきます。

りで。

りに手紙が置かれます。
②手紙に気が付いたら手紙を届けた人を追
幼小科

ます」などでも OK です。

書に出てくる動物の名前を書いた

①ハンカチ落としの要領でハンカチの代わ

78

たらいいかわからないからお祈りを書き

第 11 課 6 月 14 日

＊手紙を書いたら封筒に「神さまへ」と書
いて、手作りポストに入れても楽しいか
もしれませんよ。

幼小科

神さまへの手紙

ワーク
シート

ワークシート

課

11

6月
日

14

幼小科ワークシート
第 11 課 6 月 14 日

79

聖書の
学び

主にあって立たされて
聖書

テサロニケの信徒への手紙一3章1～13節（参照2：17〜20）

暗唱
聖句

あなたがたが主にしっかりと結ばれているなら、
今、わたしたちは生きている 一テサロニケ 3：8

パウロの心配、そして喜び
パウロはテサロニケ教会の人たちに対する

愛情と、だからこその心配を表します。今彼
ら彼女らは迫害を受け信仰の苦難を経験して

課

12

6月
日

21

いるのです。
「苦難に遭っていても、だれ一
人動揺することのないように」
（3：3）
、
「誘

惑する者があなたがたを惑わし、わたしたち

の労苦が無駄になってしまうのではないか」

（3：5）
。なぜこれほど彼らを心配するかと

言えば、テサロニケの人たちが、彼にとって

主のみ前でこの上なく愛すべきものであり、
希望や喜び、誇りそのものだったからです

（2：19 〜 20）
。そこで彼は、テサロニケの

愛の奉仕、またすべての人々への愛の業に生

きている」というものでした。このことを、
パウロはこうまとめています。
「あなたがた

が主にしっかりと結ばれている」
（3：8）。「い
るなら」と、「仮定」のように表現していま

すが、文脈を考えると、これは「仮定」では
なくまさに「事実」であり、したがって「あ
なたがたが主に結ばれているなら、いや、事
実結ばれているのだから」というように解す
るのが良いでしょう。「あなたがたは、事実

主イエス・キリストにしっかりと結ばれてい
るのだ。だから私たちはこの上なく喜び、神
に心から感謝するのだ」。

この「主にしっかりと結ばれている」
（新

人たちと会いたいと熱望したのです。

共同訳）という言葉は、
「主にあって、
（堅く）

身動きのとれない状況にあり、行くことはか

訳参照）。そして興味深いことに、この「立

けれども、何らかの事情で、パウロ自身も

なわなったのです（2：18）。そこで、「もは
が まん

や我慢できず」
「じっとしていられなくなっ

て」
、
パウロは自分の代わりに「協力者テモテ」

を送り出すことにしたのでした（3：2、5）
。
テモテは、パウロが「わたしと同じ思いを抱

いている者はほかにいない」
（フィリピ 2：
20）とまで語る人であったのです。こうし

てやきもきしながら待っていたパウロのもと
に、テモテが帰ってきたという良い知らせが
飛び込んできました。

主にしっかりと結ばれて、
堅く立っている
テモテが持ってきた知らせは、「テサロニ

ケの人たちは、迫害と苦難にもかかわらず、

80

しっかりと主イエスを信じて、お互いの間の

聖書の学び

第 12 課 6 月 21 日

立っている」ということです（口語訳、岩波
つ」という言葉は、もっと一般的に使われる

「立たせる」「立てる」という動詞から派生し
た「新造語」だというのです（岩隈直『増補
改訂

新約ギリシヤ語辞典』教文館）。「立た

せられて立つ」ことから言えば、
「主にあって」
とは、「主によって立たされ、主を土台・支

えとして支えられて（立つ）」ということです。

私たちも生きることになる
さらに、パウロは不思議なことを言ってい

ます。「あなたがたが主にしっかりと結ばれ

ているなら、今、わたしたちは生きていると
言えるからです」（3：8）「あなたがたが堅

く立っていてくれて、うれしい、感謝する」
という次元を超えて、「そうであれば、わた

したちは生きることになる」とまで言うので
す。彼らが信仰に強く堅く生きているという

準備のための聖書日課
15日

㊊ ローマ14：7〜12

主のために生きる

16日

㊋ フィリピ2：19〜24

確かな人物テモテ

となのだというのです。

17日

㊌

言えますが、まぎれもない信仰の現実ではな

18日

㊍ フィリピ4：1

て」という言葉です。イエスさまがテサロニ

19日

㊎

テサロニケ一2：14
〜16

異邦人の救いを
求めて

るのと全く同じように、同じイエスさまがパ

20日

㊏

テサロニケ一2：17
〜20

サタンに妨げられた
再訪

事実が、パウロに生命を与え、力と勇気また
希望をも与えてくれる。つまり彼らの信仰は
パウロの「生き死に」にまで関わるほどのこ
こ ちょう ひょう げ ん

これは、一種の「誇 張 表 現 」であるとも

いでしょうか。その鍵は、あの「主にあっ
ケの人たちを「堅く立たせて」くださってい

信仰に基づいて
しっかり立て
主によって
しっかり立て

12

課

ウロたちも「生かして」くださっているので

コリント一16：13
〜14

6月

す。双方を堅く、愛において結びつけてくだ
さっているのは、教会の主イエス・キリスト
にほかならないのです。

日

21
成人科

「自立」とは
何ですか ?

他者の苦しみや死もまた

キリストにあって他の人が立つことが「私

パウロはテサロニケ教

が生きること」につながるなら、他者の苦し

く立ってくれるなら」と言います。信仰にお

いでしょうか。教会の内外で見聞きする他者

会に向かって、
「あなたがたが主にあって堅

いての「自立」とは、「キリストによって支

えられて立っている」ということなのです。
さらに「あなたがたが立っていることは、わ

たしが生きることになる」とさえ語るのです。
両者は主にあって互いに結び合わされており、
パウロもテサロニケ教会の人々に「支えられ

て立っている」のです。こうした捉え方は、
私たちの「自立」という事柄に対する考えを

すっかり変えてしまうのではないでしょうか。

みや死もまた、私たちに深く関わるのではな
の苦しみや痛み（例：災害、貧困、自死など）
について、パウロなら「彼らが苦しみ死ぬな
ら、イエス・キリストにおいて私もまた苦し
み、死ぬことになる」と言うのではないでし
ょうか。私たちは、キリストにおいて、それ

らの事柄についてどのように受け止め関わり、
なぐさ

どのような慰めや希望を見出すことができる

でしょうか。

それは、私たちの教会やこの世での生き方に
どういう違いをもたらすでしょうか。

成人科

第 12 課 6 月 21 日

81

みんなで聴く

聖書の
おはなし

主にあって立たされて
聖書

テサロニケの信徒への手紙一3章1～13節（参照2：17〜20）

暗唱
聖句

あなたがたが主にしっかりと結ばれているなら、
今、わたしたちは生きている 一テサロニケ 3：8

今まで、テサロニケ教会の人たちとの最
初の出会いを振り返ってきたパウロは、彼
らを心配していました。なぜなら、テサロ
ニケの人たちは、今とても苦しい迫害や困
難を経験しているからです。パウロの彼ら

課

12

6月
日

21

82

を愛する気持ちが、次々と手紙の言葉にこ
められていきます。
「あなたがたは、私に
とって最高の喜びであり、誇りなのだ。で
もそのあなたがたが、苦しみにあって、信
仰から離れてしまったなら、また間違った
教えによってまどわされてしまったらと思
うと、心配で居ても立ってもいられなかっ
たのだ」。それでパウロは、どうしてもテ
サロニケの人たちに会いたいと強く願った

れを聞いて、心から喜び、神さまに感謝し

のでした。

たのでした。

けれども、パウロはパウロで困難が積み

それを聞いたパウロは今、この喜びをか

重なり、とてもテサロニケに行くわけには

みしめながら手紙を書いているのです。
「あ

行かなかったのです。そこで彼は、自分の

なたがたは、しっかりと立っている。それ

若い助け手で、パウロが「彼ほど自分の心

は、自分の力で立っているのではなく、イ

をわかっている人はいない」と言う、テモ

エスさまがあなたがたを立ててくださって

テを代わりに送ることにしました。

いるのだ。イエスさまがあなたがたの土台

パウロはその間もやきもきしながら待っ

となり支えとなって、あなたがたを信仰に

ていましたが、しばらく時間がたって、よ

強く立たせてくださっている。このことを

うやく最近テモテが帰ってきたのでした。

思うだけで、私は今、
『うれしい、感謝だ』

でも待っていたかいがありました。テモテ

ということだけでなく、
『本当に生きてい

はうれしい知らせを持ってきてくれたので

る』と思えるのだ。なぜなら、あなたがた

す。「先生、テサロニケの人たちは、とて

を立てているその同じイエスさまが、今こ

も元気です。いろいろな困難や苦しみはあ

こで私と仲間たちを生かしていてくださる

りますが、その中でも揺らぐことなくイエ

からだ。それほど強く、しっかりと、イエ

スさまへの信仰を守り、お互いの人たちを

スさまはあなたがたまた私たちと結びつき、

愛し、また教会の外の苦しむ人たちにも仕

そして私たちお互いをも愛によって結びつ

えてがんばっていましたよ」
。パウロはそ

けていてくださるのだ」
。

みんなで聴く聖書の学び
第 12 課 6 月 21 日

青少年科

主にあって立たされて
聖書

テサロニケの信徒への手紙一3章1～13節（参照2：17〜20）

暗唱
聖句

あなたがたが主にしっかりと結ばれているなら、
今、わたしたちは生きている 一テサロニケ 3：8

聖書から…

分かち合おう

迫害という苦難の中にあったテサロニケ

・迫害の中にあっても信仰に生きるテサロニ

が、彼が派遣されることによって、テサロニ

もうすぐ 6.23「命 どぅ宝の日」です。沖

の人々にパウロはテモテを派 遣 しています
は

け ん

ケの人々が迫害に立ち向かっていったわけで

はありません。テサロニケの人々は既に迫害
す で

ケの人々の姿はパウロたちを励ましました。
ぬ ち

縄には、痛みを負わされながらも、決して
諦めずに平和の道を求めている方々がおら

あきら

12

れます。その方々の姿は、テサロニケの

れ、
「一人一人が立ち上がっていた」のです。

します。そして、ただ励まされるのでなく、

も、そこで十字架の主に出会い、力を与えら

験です。それをパウロはテモテから知らされ、
を確信するのです。

その確信を得て、パウロは「わたしたちは

生きている」
（3：8）と述べています。この

言葉は「双方向」を思わせる言葉です。テサ
そ う ほ うこ う

どのようにその方々と連帯させていただく
ことができるのかを模索していきたいとも
も

さ く

思わされています。さて、皆さんの周りに、
痛みの中にあっても希望を失わずにいる
方々がいますか ? また、励ましを受ける
方々がいますか ?

ロニケの人々、パウロの双方がそれぞれに厳

・パウロとテサロニケの人々との関係性は

と共に立つ」力を与えられました。その体験

落ち込んでいる人がいる時に、私たちは安

しい中にあり、主との出会いを経験し、「主

の故に、互いに「一人じゃないよ。主が共に
いるよ」と励まし合いながら「共に立たされ

る」
「共に生きる」ようになっていったのです。
どちらかが一方的に助ける側、助けられる側
に置かれずに、双方向に助け助けられる。そ
んな関係性が「わたしたちは生きている」と
いう言葉に示されているのです。

21

日

主がテサロニケの人々に働いておられること

人々がパウロを励ましたように、私を励ま

6月

それはまさに「主に結ばれている」という経

課

という厳しさの中にそれぞれが置かれながら
き び

「双方向」に助け助けられる関係でした。
易に慰めの言葉をかけることによって、そ
なぐさ

の人の「痛み」や「悩み」を駆け足で通り
抜けようとすることがあります。そのよう
な一方的な慰めは本当の「助け」とはなり
ません。今、あなたは誰かと助け助けられ
る関係性を持っているでしょうか。誰かを

「助ける」ことばかりに集中し、一方で誰

かに「助けて」と叫ぶことを躊躇していま
ちゅう ち ょ

せんか。家族、友人、教会など、自分と他
者との関係性を整理しながら、自分自身を
見つめ直してみましょう。そこから何が見
えてくるでしょうか。

青少年科

第 12 課 6 月 21 日

83

幼小科

主にあって立たされて
聖書

テサロニケの信徒への手紙一3章1～13節（参照2：17〜20）

暗唱
聖句

あなたがたが主にしっかりと結ばれているなら、
今、わたしたちは生きている 一テサロニケ 3：8

聖書から…
遠くに離れて暮らしていても互いを覚
え祈りあう相手がいますか ? おじいさん、

課

12

間で調整してください）
。
②リーダーが一人にお題を伝え、次へと伝

おばあさん、引っ越した友だち…。近くに

言ゲームをします（例：片足立ち、目隠

いなくても、人と人とがつながりを感じる

し、忍者ポーズなど）
。

ように、見えなくても神さまが私とつなが

③最後のメンバーまで伝わったら
「せーの」

り、歩んでくださっています。自分一人で

で一斉に伝わってきたポーズをします。

できたように思う時も、見えないところで

※糸電話なので間違ったほうの紙コップで

6月

誰かの助けがあり生きている私たち。
パウロは、テサロニケの教会の人たちと
会うことはできなくてもイエスさまが土台

伝えようとしても通じません。
④全員のポーズがそろうかな ? しっかり
とつながっていたかな ?

となり支え、しっかりと立っていることを

日

21

喜びました。それは一緒にいることができ
なくても、一人ひとりが神さまとつながり、
人と人とが神さまとつながっていることで
大きな力をいただいて歩むことができると
知ったよろこびでした。
ぬ ち

6 月 23 日は「沖縄 命どぅ宝の日」です。
遠い昔のことでも、沖縄だけのことでもな
い、私たちのこと。命が宝（大切）という
当たり前のことが、当たり前とされないこ
とがないように主にしっかりと結ばれて歩
むことができますように…。

活動②

ワークシート

「たどっていくと…何になる ?」
●準備●ワークシート人数分、色えんぴつ、
えんぴつ
①ワークシートの同じマークを鉛筆でたど

活動①
「つながってる ?」

②そこから見えてくるものは ?
③つなぎ終わったら、主にあって立たされ

●準備●紙コップ（1 人 2 個）
、
糸（人数分）

る私たちの色や表情を書き加えて完成さ

①紙コップで 1 人 1 組の糸電話を作り、

せてください。

一つのコップは自分、もう一つを他のメ
ンバーに渡してみんなが繋がるようにし
ます（輪になるか一列になるか人数や空

84

って、つなぎましょう。

幼小科

第 12 課 6 月 21 日

幼小科

たどっていくと…何になる ?

ワーク
シート

ワークシート

課

12

6月
日

21

幼小科ワークシート
第 12 課 6 月 21 日

85

聖書の
学び

主と共に生きる
聖書

テサロニケの信徒への手紙一4章13節〜5章11節

暗唱
聖句

わたしたちが、目覚めていても眠っていても、
主と共に生きるようになるためです。一テサロニケ 5：10

とを言っています。「神は同じように、イエ

切なる求めに答えて

スを信じて眠りについた人たちをも、イエス

パウロは、いつも相手教会との関係の中で、

彼らが直面している具体的課題との関わりの
中で、福音を宣べ伝え、これらの手紙をも書

課

13

6月
日

28

きました。ここでの問題は、
「イエス・キリ
さいりん

ストの再臨の遅れと、個々の信仰者の生死と
めぐ

の関係」を巡るものでした。

このパウロの最初の手紙が書かれた 50 年

代初めの時期、キリスト教会は「差し迫った

「このようにして、わたしたちはいつまでも
主と共にいることになります」
（4：17）。「主

は、私たちのために死なれましたが、それは、
わたしたちが、目覚めていても眠っていても

（ここでは「今現在生きていても、死んでい

ても」という意味）、主と共に生きるように
なるためです」（5：10）。

パウロがテサロニケの人たちに力を込めて

イエス・キリストの再臨」の信仰によって、

言いたいことは、
「イエスさまが、私たちと

か明日にでも主は来られる」というほどの切

エスさまが、あなたがたといつも共にいてく

日々の生活と活動を営んでいました。
「今日

迫感でした。しかし実際は「再臨」はそこま
で急には来ませんでした。すると、その再臨
を待たずして「眠る」つまり「死ぬ」信仰者
じか

たちが現れたのです。「生きているうちに直

にイエスさまにお会いするのが良いのだろう
が、それなら先に召された者たちは、何か不
都合や不利益を受けることになってしまうの
ではないか」
。この悩みに対して、パウロが
答えているのです。

共にいてくださる」ということなのです。「イ
ださる。それは、わたしたちが今この世を、
肉体をもって生きているか、それともすでに
この世の生涯を終えて眠りについた状態かと
いうことに、まったく関わらない。イエスさ
まは、私たちの生と死を超えて共にいてくだ
さる。だから、主はすでに召された人々とも
共にいてくださり、来たる再臨の日、彼らを
も死の中から導き出し、復活の恵みと栄光を
与えてくださる。だから、何も心配しなくて
よい」。

イエスと共に、それが肝心
ぜんてい

今まで自分たちが信じてきた前提や枠組み

主と共に生きるからこそ

が揺さぶられて、迷い・悩みの中にある人々

「私たちは、目覚めていても眠っていても、

いるものがあります。今課の箇所には、3 つ

ことです。「従って、ほかの人々のように眠

かんじん

に対して、パウロが「これが肝心」と言って

の段落（4：13 〜 14、15 〜 18、5：1 〜
11）がありますが、それぞれの段落の末尾

付近で、パウロは三度繰り返してほぼ同じこ

86

と一緒に導き出してくださいます」（4：14）。

聖書の学び

第 13 課 6 月 28 日

主と共に生きる」、これがパウロの伝えたい
っていないで、目を覚まし、身を慎んでいま

しょう」（5：6）。前者の「目覚める・眠る」
は「生きている・死んでいる」という意味で

したが、後者の「眠る・目を覚ましている」
は「望みなく生きる・信仰と希望に生きる」

準備のための聖書日課
目を覚まして
祈っていなさい

㊊ マルコ14：32〜42

23日

㊋

コリント一15：12
〜28

主を信じて眠りに
ついた人々

に生きてくださる」という恵みの現実がある

24日

㊌

コリント一15：50
〜58

最後のラッパの
鳴るとき

という私たちの側の主体性・能動性が与えら

25日

㊍ エフェソ6：10〜20

神の武具を
身につけよ

「その時と時期については」（5：1）、人知

26日

㊎ ヘブライ13：7〜16

主は永遠に
変わることのない方

必要はありません」。その時期が、たとえ今日、

27日

㊏ ペトロ二3：8〜13

主の忍耐に
心を向けよ

る」
（5：10）という、信じる者たち、教会
の主体性・能動性も見て取れます。「主が共

からこそ、
「私たちもいつも主と共に生きる」
れ、生まれるのです。

を超えています、
「あなたがたには書き記す

明日であっても、あるいはまた百年先、いや

13

課

22日

という意味です。ここには、「主と共に生き

6月

二千年先であったとしても、イエスさまがい
つも共にいてくださることを覚えつつ、信仰
と希望と愛とに目覚めて生きていくことが肝
心だというのです。

日

28

成人科

大きな変動と
試みの中でも

たびに新しく、また違う表現方法やその具体
も さく

テサロニケ教会の人た

ちが経験したような、私たちの考え方・生き

方さらには信仰そのものを揺さぶるような、

的道を模索し、それによって信仰や生活を表
して、続けて信じ歩んで行くことができるの
だということです。

大きな社会や教会の状況の変動があるかもし

主が共に生きてくださるからこそ

わらず支え導いてくれる、信仰の中心的な事

てくださるからこそ私たちも主と共に生きる。

れません。そのような時に、私たちを常に変
柄があるでしょうか。

一つの見方として、「イエスが共にいてく

ださる」
（インマヌエル）ということは、様々
ふ へんてき

な世界観や表現方法を超えて、より普遍的で
ほうかつてき

包括的な神の現実とその恵みを表そうとした

ものだということです。この恵みの現実があ
るので、私たちは変動や試練の中でも、その

今週は「神学校週間」です。主が共に生き

主が人々に向かって手を伸ばしておられるか
らこそ、私もまた、主の手と共に、その人に
向かって手を伸ばすということが、私たちの

「献身」ということではないでしょうか。

「献身」「奉仕」ということについて、互い
に語り合い、分かち合いましょう。

成人科

第 13 課 6 月 28 日

87

みんなで聴く

聖書の
おはなし

主と共に生きる
聖書

テサロニケの信徒への手紙一4章13節〜5章11節

暗唱
聖句

わたしたちが、目覚めていても眠っていても、
主と共に生きるようになるためです。一テサロニケ 5：10

パウロのもとには、いつもいろいろな教
会から、悩みや相談事が寄せられて来てい
ました。パウロの手紙の中には、そんな相
談に答えて書かれた部分も多くあるのです。
今回テサロニケ教会からも、けっこう深刻

課

13

6月
日

28

な悩みが送られていたのでした。パウロは、
今その答えを手紙に書いています。
彼らの相談はこうでした。
「パウロ先生、
困ったことが起こりました。私たちは、も
う今日明日にも、イエスさまがもう一度こ
の世に来られて、神の国を完成なさるのだ

わりなく、どんなときも、どんな状況でも、

と信じてきました。そして、私たちクリス

イエスさまは私たちと共にいてくださるの

チャンは、そのイエスさまの再臨のときに

だ。それは、すでにあなたがたのもとを去

まだ生きていて、天のラッパがパパーンと

り『眠った』人たちにとっても、まったく

な

ひ び

鳴り響くと、急に復活の体に変えられて天

同じなのだ。その人たちをも、イエスさま

に上げられ、そこでイエスさまにお会いす

は再臨のときには、死の中から呼び起こし、

るのだと信じていました。ところが、なか

復活の命と栄光を与えて、あなたがたと再

なかイエスさまは来ないのです。イエスさ

会できるようにしてくださる。だから、何

まが天に上げられてから、もうかれこれ

も心配はいらない」
。

二十年にもなります。そうしたらその間に、
教会員が、再臨を見ることなく、ばたばた

思い浮かべながら、そして彼らそれぞれの

と亡くなっていくのです。これって、福音

ために祈りながら、こう続けたのでした。

の約束から言ったら、あり得ないことじゃ
ないですか」。
パウロは、少し考えてから、こう返事を

88

パウロは、その愛する一人ひとりの顔を

「再臨の日が明日であっても、またひょっ
としたらずっと先であったとしても、あな
たがたにとって大切なことは、イエスさま

書きました。「大切なことは、そして決し

が共にいてくださることを常に信じ思って、

て変わらないことは、イエスさまがあなた

どうしたらそれにふさわしい生き方ができ

がたといつも共にいてくださることだ。私

るかと、いつも考えていてそれによって生

たちが、この世界でこの体をもって生きて

きていくことだ。前にも教えたように、信

いても、あるいはたとえこの世の生涯が終

仰と希望と愛とによって私たちが共に生き

わり、この世を去り『眠っている・死んだ』

ていくことだ。それでいいのだ、それがい

という状態であっても。そのいっさいに関

いのだ」
。

みんなで聴く聖書の学び
第 13 課 6 月 28 日

青少年科

主と共に生きる
聖書

テサロニケの信徒への手紙一4章13節〜5章11節

暗唱
聖句

わたしたちが、目覚めていても眠っていても、
主と共に生きるようになるためです。一テサロニケ 5：10

聖書から…

分かち合おう

テサロニケの人々は、信じていた「主の再

・ここでパウロは「主と共に生きる」ことの

安」になっていました。テサロニケの人々に

ついた人々」さえもイエスさまは「一緒に

さ い

臨」
の
「時」
がいつまでもやってこないので「不
りん

とっては、自分たちのこだわってきたことが

大切さを語ります。しかも、「既に眠りに

導き出してくださる」とまで記しており、

揺さぶられる体験です。パウロはその「不安」

「生死」を超えた関係性があることを私た

は書き記す必要はありません」
（5：1）と答

「主と共に生きる」「他者と共に生きる」と

再臨の「時」が近いと信じることが、一つの

書いてみましょう。また、教会あるいは他

信仰のあり方だったのでしょう。しかし、こ
なっていたのです。

パウロは束縛の中にある彼らに対して「主

の場所で、誰かと共に生きてもらった経験
はありますか。皆さんはどれだけの人と共

は、わたしたちのために死なれましたが…

・テサロニケの人々は「主の再臨」の「時」

（5：10）と語り、彼らの視点を新たにし、

それに束縛されていました。しかし、自分

中略…主と共に生きるようになるためです」
テサロニケの人々は「主の再臨」の「時」と

いう束縛から解放されていきます。そして、
彼らは、
「主と共に生きる」ことこそが大切
だと気が付かされていきます。

主と共に生きる時、そこには他者もいます。

他者と互いに「励まし合い」、「向上に心がけ

る」生き方もパウロはここで語っています。
このようにパウロは、「束縛」と共に生きる

のでなく、主と共に、他者と共に「今」とい
う「時」を生きていくことの大事さを人々に
伝えるのです。

28

に生きてきたのかを考えてみましょう。

日

だわるあまりに、それは彼らの「束縛」にも
そ くば く

はどういうことでしょうか。自分の言葉で

6月

えます。テサロニケの人々にとっては、主の

13

ちに示しています。さて、あなたにとって

課

に対し「その時と時期についてあなたがたに

がいつ来るのかという事ばかりに目が向き、
の「内側」からでなく、外側からやってく
る「主の言葉」をパウロが伝えたことによ

って、その束縛から解放されていきました。
さて、あなたを束縛し、あなたを不自由に
するものがありますか。それは一体なんで
しょうか。どうして、それはあなたを束縛
しているのでしょうか。あなたがもし何か
に束縛されているならば、そこから解放さ

れるためには一体なにが必要でしょうか。
考えてみましょう。
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主と共に生きる
聖書

テサロニケの信徒への手紙一4章13節〜5章11節

暗唱
聖句

わたしたちが、目覚めていても眠っていても、
主と共に生きるようになるためです。一テサロニケ 5：10

聖書から…
悩んだり、困ったりした時、みなさんは
どうしますか ? 神さまにお祈りする ? 誰

②慣れてきたら、どんな時にイエスさまと

かに相談する ? 自分が思っていたことと

一緒に歩んでいるかメンバー 1 人に聞

違う状況になると「どうして ?」と思うこ

きます。
「○○の時」
を
「うれしいときも」

ともありますね。テサロニケの人たちも
「思

13

課

っていた状況と違う !」という中で悩んで
いました。

「かなしいときも」の後に加えていきま
す（ジェスチャーも）
。
③メンバーやリーダーの人数分の「○○の

6月

私たちは、生きている中で思い通りにい
くこともあれば、そうではないこともあり

時」を聞いて、どんな時も一緒に歩んで
くださるイエスさまを賛美しましょう !

ます。思い通りにいかないとき、どのよう
にそのことを受け止めるかは一人ひとり違

日

28

き」は手話やジェスチャーで表現します。

うでしょう。しかし聖書（み言葉）は「ど
んな時もイエスさまは共にいてくださる」

活動②

ワークシート

「どんな時も共に」

といわれます。「目覚めていても眠ってい

①四角の中にたくさんの文字が並んでいま

ても、いつもそのことを覚えて」と言われ

す。縦・横・斜めに読むと言葉が隠れて

ると、難しい ! と思ってしまうかもしれま

います。イエスさまと共に歩む時ってど

せんが、私たちと共に歩んでくださる方は、

んな時 ? 場所やこんな時という言葉を

「今日はちょっと休憩…」という日はなく、
私たちが目覚めている時も眠っている時も
共に歩んでくださっているのです。

見つけてみましょう。
②何にも書いていない枠に自分で問題を作
り、メンバーやリーダーと問題を交換し
ます。どんな時に「イエスさまが一緒に
いてくれる」
「一緒にいてほしい」と思

活動①

うか、知り合うことができるといいです
ね。

みんなで輪になって繋がり

さんびか

「主イエスとともに」
（
『ふくいん子どもさ
んびか』90 番

いのちのことば社）を賛

美します。
①「歩きましょう〜」の歌詞の時だけ前に
進みます。「うれしいとき」
「かなしいと

90
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こたえ：ねる、がっこう、ごはん、といれ、なく、あそび、
そと、うたう、いつも

「主イエスと共に歩きましょう」

幼小科

どんな時も共に

ワーク
シート

ワークシート

課

13

6月
日

28
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