
みことばの黙想      2017 年 11 月 
 

これらの短いみことばは、フランスにある超

教派男子修道共同体テゼの昼の祈りから取ら

れたものです。 

より深くみことばを味わいたい方は、出典箇

所を参照して文脈のなかでみことばを黙想な

さってください。 

聖書本文は、原則として『聖書 新共同訳』

日本聖書協会発行をもとにしています。 

 

1 日（水）      マタイ 5:1-12 

† 諸聖人の日 
イエスは言われた。「心の清い人々は、幸い、

その人たちは神を見る。平和を実現する人々

は、幸い、その人たちは神の子と呼ばれる。」 

 
2 日（木）       知恵 3:1-9 
神に従う人の魂は神の手で守られ、もはやいか

なる責め苦も受けることはない。

 
3 日（金）      ヤコブ 2:1-5 
神は世の貧しい人たちをあえて選んで、信仰

に富ませ、御自分を愛する者に約束された国

を、受け継ぐ者となさったのです。 

 
4 日（土）     ローマ 12:1-13 
パウロは記す。「あなたがたはこの世に倣っ

てはなりません。むしろ、心を新たにして自

分を変えていただき、何が神の御心であるか

をわきまえるようになりなさい。」 

 
5 日（日）     マタイ 23:1-12 
イエスは言われた。「あなたがたのうちでい

ちばん偉い人は、仕える者になりなさい。」 

 
6 日（月）      イザヤ 43:18-21 
神は言われる。「わたしは荒れ野に水を流れ

させる。わたしの民に飲ませるために。わた

しはこの民をわたしのために造った。そして

彼らは、賛美の歌を歌う。」 

 

7 日（火）     １ペトロ 3:13-17 
ペトロは記す。「義のために苦しみを受ける

のであれば、幸いです。恐れることはありま

せん。心の中でキリストを主とあがめなさ

い。」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 日（水）     １ペトロ 1:22-25 
ペトロは記す。「あなたがたは、真理を受け

入れて、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱く

ようになったのですから、清い心で深く愛し

合いなさい。」 

 
9 日（木）      ヨハネ 2:12-17 
この世は過ぎ去って行きます。しかし、神の

御心を行う人は永遠に生き続けます。 

 
10 日（金）       ルカ 19:1-10 
イエスは言われた。「人の子は、失われたも

のを捜して救うために来たのである。」 

 

11 日（土）   エゼキエル 3:10-11 
主はエゼキエルに言われた。「人の子よ、わ

たしがあなたに語るすべての言葉を心におさ

め、耳に入れておきなさい。そして、同胞の

もとに行き、『主なる神はこう言われる』と

言いなさい。」 

 

12 日（日）     マタイ 25:1-13 
イエスは言われた。「目を覚ましていなさい。

あなたがたは、その日、その時を知らないの

だから。」 

 

13 日（月）     イザヤ 43:1-4a 
主は言われる。「わたしの目にあなたは値高

く、貴く、わたしはあなたを愛する。」 

 

14 日（火）    詩編 119:145-152 
夜明けに先立ち、助けを求めて叫び、御言葉

を待ち望みます。わたしの目は夜警に先立ち、

あなたの仰せに心を砕きます。 

 

15 日（水）      １ヨハネ 2:3-6 
神の言葉を守るなら、まことにその人の内に

は神の愛が実現しています。 

 

 
 
 



16 日（木）        マタイ 6:1-6 
イエスは言われた。「施しをするときは、右

の手のすることを左の手に知らせてはならな

い。あなたの施しを人目につかせないためで

ある。そうすれば、隠れたことを見ておられ

る父が、あなたに報いてくださる。」 

 

17 日（金）     コロサイ 2:9-15 
あなたがたは、洗礼によって、キリストと共

に葬られ、また、キリストを死者の中から復

活させた神の力を信じて、キリストと共に復

活させられたのです。 

 

18 日（土）      ヨハネ 6:22-29 
イエスは言われた。「朽ちる食べ物のためで

はなく、いつまでもなくならないで、永遠の

命に至る食べ物のために働きなさい。」 

 

19 日（日）      マタイ 25:14-30 
たとえ話の中で、主人は忠実な僕（しもべ）

にこう言った。「忠実な良い僕だ。よくやっ

た。お前は少しのものに忠実であったから、

多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜

んでくれ。」 

 

20 日（月）     イザヤ 40:29-31 
主に望みをおく人は新たな力を得、鷲のよう

に翼を張って上る。走っても弱ることなく、

歩いても疲れない。 

 

21 日（火）      マルコ 1:1-8 
洗礼者ヨハネは言った。「わたしよりも優れ

た方が、後から来られる。わたしは水であな

たたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗

礼をお授けになる。」 

 

22 日（水）     ダニエル 7:9-14 
ダニエルは言った。「幻（まぼろし）を見て

いると、『人の子』のような者が来て、諸国、

諸言語の民が彼に仕えた。彼の支配はとこし

えに続き、それは滅びることがない。」 

 
23 日（木）          詩編 72 
神の日には、正しい者が栄え、時の終わりま

で大いなる平和が続く。彼は、叫び求める貧

しい者を、助け手のない苦しむ者を救う。 

 

 

24 日（金）    １コリント 2:1-9 
パウロは記す。「わたしは神の秘められた計

画を宣べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用い

ませんでした。なぜなら、わたしはあなたが

たの間で、イエス・キリスト、それも十字架

につけられたキリスト以外、何も知るまいと

心に決めていたからです。」 

 

25 日（土）           イザヤ 40:1-5 
イザヤは言った。「主のために、荒れ野に道

を整えよ。神のために荒れ地に広い道を通

せ。」 

 

26 日（日）     マタイ 25:31-40 
イエスは言われた。「はっきり言っておく。

わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人

にしたのは、わたしにしてくれたことなので

ある。」 

 

27 日（月）        ホセア 14:2-9 
主は言われる。「わたしは背く彼らをいやし、

喜んで彼らを愛する。」 

 

28 日（火）     １テモテ 4:7-16 

聖パウロは記す。「信心のために自分を鍛え

なさい。信心は、この世と来るべき世での命

を約束するので、すべての点で益となるから

です。」 

 

29 日（水）       ヤコブ 5:7-11 
ヤコブは記す。「主の名によって語った預言

者たちを、辛抱と忍耐の模範としなさい。忍

耐した人たちは幸せです。」 

 

30 日（木）     ローマ 10:11-13 
パウロは記す。「すべての人に同じ主がおら

れ、御自分を呼び求めるすべての人を豊かに

お恵みになるのです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みことばの黙想      2017 年 12 月 
 

これらの短いみことばは、フランスにある超

教派男子修道共同体テゼの昼の祈りから取ら

れたものです。 

より深くみことばを味わいたい方は、出典箇

所を参照して文脈のなかでみことばを黙想な

さってください。 

聖書本文は、原則として『聖書 新共同訳』

日本聖書協会発行をもとにしています。 

 

1 日（金）        シラ 4:1-10 
不当に扱われている者を、加害者の手から救

い出しなさい。そうすれば、いと高き方はあ

なたを我が子と見なし、母親以上にあなたを

愛してくださる。 

 

2 日（土）     ヘブライ 10:1-18 
主は言われる。「わたしの律法を彼らの心に

置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。も

はや彼らの罪と不法を思い出しはしない。」 

 

3 日（日）     マルコ 13:33-37 

†待降節・アドヴェント 
イエスは言われた。「あなたがたに言うこと

は、すべての人に言うのだ。目を覚ましてい

なさい。」 

 

4 日（月）      ルカ 1:67-79 
洗礼者ヨハネの父ザカリアは預言して言った。

「幼子よ、あなたはいと高き方の預言者と呼

ばれる。主に先立って行き、その道を整える。」 

 

5 日（火）     １ペトロ 1:13-16 
ペトロは記す。「イエス・キリストが現れる

ときに与えられる恵みを、ひたすら待ち望み

なさい。」 

 

6 日（水）      ガラテヤ 6:1-10 
パウロは記す。「霊に蒔（ま）く者は、霊か

ら永遠の命を刈り取ります。」 

 
7 日（木）       マタイ 19:23-30 
イエスの言葉に驚いて、弟子たちは尋ねた。

「それでは、誰が救われるのでしょうか。」

イエスは彼らを見つめて、言われた。「それ

は人間にできることではないが、神は何でも

できる。」 

 

 

 
8 日（金）     エフェソ 1:3-10 
わたしたちの主イエス・キリストの父である

神は、ほめたたえられますように。神はわた

したちを、あらゆる霊的な祝福で満たしてく

ださいました。 

 

9 日（土）           詩編 73 

主よ、あなたはわたしの右の手を取り、導い

てくださる。わたしは常にあなたと共にあり、

地にはあなたの他に慕うものはない。 

 

10 日（日）      マルコ 1:1-8 
預言者イザヤの書にこう書いてある。「主の

道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。」そ

のとおり、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、

罪の赦しを得させるために悔い改めの洗礼を

宣べ伝えた。 

 

11 日（月）    フィリピ 3:17-4:1 
パウロは記す。「わたしたちの本国は天にあ

ります。そこから主イエス・キリストが救い

主として来られるのを、わたしたちは待って

います。キリストは、わたしたちの体を、御

自分の栄光ある体と同じ形に変えてください

ます。」

 

12 日（火）     詩編 119:9-16 
神よ、わたしはあなたの命令に心を砕き、あ

なたの道に目を注ぎます。わたしはあなたの

掟（おきて）を楽しみとします。 

 

13 日（水）       ローマ 12:9-13 
パウロは記す。「愛には偽りがあってはなり

ません。善から離れず、兄弟愛をもって互い

に愛し合いなさい。」 

 

14 日（木）     ローマ 8:22-27 
パウロは記す。「わたしたちは希望によって

救われています。見えるものに対する希望は

希望ではありません。目に見えないものを望

んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。」 

 
15 日（金）     １ヨハネ 1:1-7 
神は光であり、神には闇が全くありません。

わたしたちが光の中を歩むなら、互いに交わ

りをもちます。 

 

 
 



 
16 日（土）      イザヤ 2:2-5 
イザヤは言った。「多くの民が来て言う。『主

の山に登ろう。主はわたしたちに道を示され

る。』」 

 

17 日（日）     ヨハネ 1:19-28 
洗礼者ヨハネは言った。「わたしは荒れ野で

叫ぶ声である。『主の道をまっすぐにせよ』

と。」 

 

18 日（月）    １コリント 1:4-9 
パウロは記す。「あなたがたは主イエス・キ

リストの現れを待ち望んでいます。主も最後

まであなたがたをしっかり支えてくださいま

す。」 

 

19 日（火）    エレミヤ 33:14-16 
主は言われる。「見よ、わたしが、わたしの

民に恵みの約束を果たす日が来る。その日、

彼らの中からわたしは正義の若枝を生え出で

させる。彼は公平と正義をもってこの国を治

める。」 

 

20 日（水）    コロサイ 1:15-20 

御子は、見えない神の姿であり、天にあるも

のも地にあるものも、見えるものも見えない

ものも、万物は御子において造られました。 

 

21 日（木）    使徒言行録 4:1-22 
キリストこそ、家を建てる者に捨てられたが、

隅の親石となった石。 

 

22 日（金）    １コリント 12:3-13 
賜物にはいろいろありますが、それをお与え

になるのは同じ霊です。務めにはいろいろあ

りますが、それをお与えになるのは同じ主で

す。働きにはいろいろありますが、すべての

場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。 

 
23 日（土）     マタイ 1:16-21 
主の天使がヨセフに言った。「マリアは男の

子を産む。その子をイエスと名付けなさい。

この子は自分の民を罪から救うからである。」 

 

24 日（日）       ルカ 1:26-38 
マリアは天使に言った。「わたしは主のはし

ためです。お言葉どおり、この身に成ります

ように。」 

 

25 日（月）       ルカ 2:1-7 

†クリスマス・降誕日 
マリアは初めての子を産み、布にくるんで飼

い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場

所がなかったからである。 

 

26 日（火） 使徒言行録 6:8-15,7:55-60 

†殉教者ステファノ日 
人々が石を投げつけている間、ステファノは

主に呼びかけて言った。「主イエスよ、わた

しの霊をお受けください。」それから、ひざ

まずいて叫んだ。「主よ、この罪を彼らに負

わせないでください。」こう言って、彼は眠

りについた。 

 

27 日（水）     １ヨハネ 1:1-4 

†福音記者使徒聖ヨハネ日 
ヨハネは記す。「わたしたちが見、また聞い

たことを、あなたがたにも伝えるのは、あな

たがたもわたしたちとの交わりを持つように

なるためです。わたしたちの交わりは、御父

と御子イエス･キリストとの交わりです。」 

 

28 日（木）    イザヤ 9:1-6 (1-7) 
一人のみどりごがわたしたちのために生まれ

た。一人の男の子がわたしたちに与えられた。

その名は、「力ある神、永遠の父、平和の君。」 

 

29 日（金）  ガラテヤ 5:16-18,22-23 
パウロは記す。「霊の導きに従って歩みなさ

い。霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、柔

和、誠実、節制です。」 

 

30 日（土）     ローマ 14:13-19 
パウロは記す。「もうお互いに裁き合わない

ようにしよう。むしろ、つまずきとなるもの

や、妨げとなるものを、兄弟の前に置かない

ように決心しなさい。」 

 

31 日（日）      ルカ 2:22-38 
シメオンは幼子イエスを見ると、神をたたえ

て言った。「主よ、今こそあなたは、お言葉

どおりこの僕(しもべ)を安らかに去らせてく

ださいます。わたしはこの目で万民のために

整えてくださった、あなたの救いを見たから

です。」 

 


