
みことばの黙想      2018 年 3 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（木）     フィリピ 3:12-21 
パウロは記す。「わたし自身は既に捕らえた

とは思っていません。なすべきことはただ一

つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向

けつつ、目標を目指してひたすら走ることで

す。」 

 

2 日（金）       黙示録 1:1-8 
イエス・キリストは、証人、誠実な方、死者

の中から最初に復活した方です。イエスはわ

たしたちを愛し、罪から解放してくださいま

した。 

 

3 日（土）     2 テサロニケ 3:1-5 
主は真実な方です。あなたがた強め、悪い者

から守ってくださいます。 

 

4 日（日）     1 コリント 1:22-25 
わたしたちは、十字架につけられたキリスト

を宣べ伝えています。異邦人には愚かなもの

ですが、召された者には、神の力、神の知恵

であるキリストを宣べ伝えているのです。 

 

5 日（月）      エフェソ 2:1-10 
神は、罪のために死んでいたわたしたちを、

キリストと共に生かしてくださいました。 

 

6 日（火）       マルコ 3:13-19 
イエスは、これと思う人々を呼び寄せ、十二

人を任命された。彼らを自分のそばに置くた

めに、また、派遣して宣教させ、悪霊を追い

出す権能を持たせるためであった。 

 
7 日（水）        イザヤ 30:18-21 
主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。

何と幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。 

 

 
8 日（木）     エゼキエル 20:40-44 
神は民に言われる。「わたしはあなたがたを

受け入れる。わたしが、散らされている国々

から集めるとき、わたしは諸国民の前で、あ

なたがたに自分を聖なる者として示す。」 

 

9 日（金）     1 ペトロ 1:22-25 

ペトロは記す。「あなたがたは朽ちる種から

ではなく、朽ちない種から、神の変わること

のない生きた言葉によって新たに生まれたの

です。」 

 

10 日（土）     マルコ 10:2-16 

イエスは言われた。「子どもたちをわたしの

ところに来させなさい。神の国はこのような

者たちのものである。」 

 

11 日（日）      ヨハネ 9:1-41 
イエスは、盲人であった人に言われた。「あ

なたは人の子を信じるか。」彼は答えて言っ

た。「主よ、その方はどんな人ですか。その

方を信じたいのですが。」イエスは言われた。

「あなたは、もうその人を見ている。あなた

と話しているのが、その人だ。」 

 

12 日（月）      イザヤ 44:1-4 
主は言われる。「恐れるな、わたしの選んだ

僕（しもべ）よ。わたしは、あなたの子孫に

霊を注ぐ。」

 

13 日（火）        ルカ 1:46-55 
マリアは言った。「わたしの魂は主をあがめ、わ

たしの霊は救い主である神を喜びたたえます。」 

 

14 日（水）     2 コリント 8:1-4 

パウロはキリスト者の初期の共同体について

こう記す。「彼らは苦しみによる激しい試練

を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極

度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す

豊かさとなりました。」 

 
15 日（木）   エゼキエル 18:21-32 
主は言われる。「わたしはだれの死をも喜ば

ない。あなたたちは立ち帰って、生きよ。」 

 

16 日（金）      イザヤ 50:7-9 
見よ、主なる神が助けてくださる。誰がわた

しを罪に定めえよう。 

 



17 日（土）     1 ペトロ 5:5-11 
信仰にしっかり踏みとどまって、悪魔に抵抗

しなさい。あなたがたと信仰を同じくする兄

弟たちも、この世で同じ苦しみに遭っている

のです。 

 

18 日（日）     ヨハネ 11:1-45 
イエスは言われた。「わたしは復活であり、

命である。わたしを信じる者は、死んでも生

きる。」 

 

19 日（月）      ローマ 4:18-25 

† 聖ヨセフ日 
パウロは記す。「アブラハムは、希望するす

べもなかったときに、なおも望みを抱いて、

信じ、神は約束したことを実現させる方だと、

確信していたのです。」 

 

20 日（火）       詩編 145 

神の言葉はことごとく正しく、御業（みわざ）

は慈しみを示しています。神は躓（つまず）

くものを助け、屈服したものを立ち上がらせ

てくださいます。 

 

21 日（水）      ルカ 5:29-32 
イエスは言われた。「医者を必要とするのは、

健康な人ではなく病人である。わたしが来た

のは、正しい人を招くためではなく、罪人を

招いて悔い改めさせるためである。」 

 

22 日（木）     1 コリント 1:1-9 
パウロは記す。「あなたがたがキリスト・イ

エスによって神の恵みを受けたことについて、

いつもわたしの神に感謝しています。」 

 
23 日（金）     エレミヤ 32:37-41 
主は言われる。「彼らはわたしの民となり、

わたしは彼らの神となる。わたしは彼らに恵

を与えてやまない。わたしを信頼する心を彼

らに与え、わたしから離れることのないよう

にする。」 

 

24 日（土）     ヨエル 2:12-13 
主は言われる。「今こそ、心からわたしに立

ち帰れ。あなたたちの神、主に立ち帰れ。主

は恵みに満ち、憐れみ深い。」 

 

 

 

25 日（日）      フィリピ 2:1-11 

† 枝の主日 
自分を無にして、僕（しもべ）の身分になり、

キリストは人間と同じ者になられました。へ

りくだって死に至るまで、それも十字架の死

に至るまで従順でした。このため、神はキリ

ストを高く上げ、あらゆる名にまさる名をお

与えになりました。 

 

26 日（月）     マタイ 10:38-39 

イエスは言われた。「自分の命を得ようとす

る者はそれを失い、わたしのために命を失う

者は、かえってそれを得る。」 

 

27 日（火）    2 コリント 5:13-17 
キリストはすべての人のために死んで下さい

ました。それは、生きている人たちが、もは

や自分自身のために生きるのではなく、自分

たちのために死んで復活してくださった方の

ために生きるためです。 

 

28 日（水）     ローマ 8:31-39 
パウロは記す。「死も、命も、天使も、支配

するものも、現在のものも、未来のものも、

力あるものも、高い所にいるものも、低い所

にいるものも、他のどんな被造物も、わたし

たちの主キリスト・イエスによって示された

神の愛から、わたしたちを引き離すことはで

きないのです。」 

 

29 日（木）      ヨハネ 12:20-30 
イエスは言われた。「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。」 

 

30 日（金）    エフェソ 2:1318-7 

† 聖金曜日・受苦日 
キリストはわたしたちの平和です。十字架を

通して、敵意という壁を取り壊し、人々を一

つの体として神と和解させたのです。 

 

31 日（土）      1 ペトロ 3:18-22 
キリストは、肉では死に渡されましたが、霊

では生きる者とされたのです。そして、霊に

おいてキリストは、捕らわれていた霊たちの

ところへ行って宣教されました。 

 

 



みことばの黙想      2018 年 4 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（日）       ヨハネ 20:1-9 

† 復活日 
イエスの弟子は、空の墓に入った。彼は、見

て、信じた。 

 

2 日（月）      イザヤ 41:14-20 
主は言われる。「苦しむ人、貧しい人は水を

求めても得ない。主であるわたしが彼らに答

えよう。わたしは彼らを見捨てない。わたし

は不毛の高原に大河を開き、谷あいの野に泉

を湧き出させる。」 

 

3 日（火）      ヨハネ 20:11-18 
復活なさったイエスはマグダラのマリアに言

われた。「わたしの兄弟たちのところへ行っ

て、こう言いなさい。『わたしの父であり、

あなたがたの父である方、また、わたしの神

であり、あなたがたの神である方のところへ

わたしは上る。』

 

4 日（水）      マタイ 11:28-30 
イエスは言われた。「わたしは柔和で謙遜な

者だから、わたしの軛（くびき）を負い、わ

たしに学びなさい。そうすれば、あなたがた

は安らぎを得られる。」 

 

5 日（木）      ヨハネ 8:28-36 
イエスは言われた。「わたしは自分勝手には

何もせず、ただ、父に教えられたとおりに話

している。わたしをお遣わしになった方は、

わたしと共にいてくださる。」 

 

6 日（金）         詩編 130 
主よ、あなたが罪をすべて心に留められるな

ら、主よ、誰が耐え得ましょう。しかし、赦

しはあなたもとにあり、人はあなたを畏れ敬

うのです。 

 

 

 
 

7 日（土）        コロサイ 3:8-11 
あなたは、造り主の姿に倣う新しい人を身に

着けます。そこでは、人々の間に区別はあり

ません。キリストがすべてであり、すべての

もののうちにおられるのです。 

 
8 日（日）      ヨハネ 20:19-23 
復活されたキリストは、弟子たちに言われた。

「あなたがたに平和があるように。父がわた

しをお遣わしになったように、わたしもあな

たがたを遣わす。」そう言ってから、彼らに

息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさ

い。」 

 

9 日（月）     エレミヤ 31:23-25 

主は言われる。「わたしは疲れた魂を潤し、

衰えた魂に力を満たす。」 

 

10 日（火）        詩編 51 

神よ、わたしの内に清い心を創造し、新しく

確かな霊を授けてください。 

 

11 日（水）      ルカ 4:1-13 
イエスは悪魔に言われた。「『あなたの神で

ある主を拝み、ただ主に仕えよ』と書いてあ

る。」 

 

12 日（木）    1 テサロニケ 5:12-22 
だれも、悪をもって悪に報いることのないよ

うに気をつけなさい。お互いの間でも、すべ

ての人に対しても、いつも善を行うよう努め

なさい。 

 

13 日（金）     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。だから、わたしが愛し、慕っている

兄弟姉妹たち、主によってしっかり立ちなさ

い。」 

 

14 日（土）     申命記 30:11-14 
御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの

口と心にあるのだから、それを行うことがで

きる。 

 



 
15 日（日）      ルカ 24:35-48 
復活なさったキリストは弟子たちに言われた。

「次のように書いてある。『メシアは苦しみ

を受け、三日目に死者の中から復活する。ま

た、罪の赦しを得させる悔い改めが、その名

によってあらゆる国の人々に宣べ伝えられ

る。』」 

 
16 日（月）      詩編 94:14-22 
「足がよろめく」とわたしが言ったとき、主

よ、あなたの慈しみが支えてくれました。 

 

17 日（火）    1 コリント 1:10-13 
皆、勝手なことを言わず、仲たがいせず、心

を一つにし思いを一つにして、固く結び合い

なさい。 

 

18 日（水）     エフェソ 3:7-13 
いろいろの働きをする神の知恵は、教会によ

って知らされるようになり、これは、神が主

キリスト・イエスによって実現された永遠の

計画に沿うものです。 

 

19 日（木）      ローマ 14:7-15 
わたしたちは、生きるとすれば主のために生

き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。キ

リストが死に、そして生きたのは、死んだ人

にも生きている人にも主となられるためです。 

 

20 日（金）     マタイ 19:27-29 

イエスは言われた。「わたしのためにすべて

を捨てた者は皆、その何倍もの報いを受け、

永遠の命を受け継ぐ。」 

 

21 日（土）      フィリピ 2:12-18 
パウロは記す。「神はあなたがたの内に働い

て、御心のままに望ませ、行わせておられま

す。それゆえ、あなたがたは世にあって、星

のように輝く神の子となるでしょう。」 

 

22 日（日）     ヨハネ 10:11-15 
イエスは言われた。「わたしは良い羊飼い。

良い羊飼いは羊のために命を捨てる。」 

 
23 日（月）      ヨハネ 1:1-18 
ヨハネは記す。「その光は、まことの光で、

世に来てすべての人を照らすのである。」 

 

 

24 日（火）     1 コリント 2:1-5 
パウロは記す。「わたしもそちらに行ったと

き、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。それは、あなたがたが人の知恵によって

ではなく、神の力によって信じるようになる

ためでした。」 

25 日（水）     マルコ 16:15-20 

† 福音記者聖マルコ日 
イエスが天に上げられた後、弟子たちは出か

けて行って、至るところで宣教した。主は彼

らと共に働き、彼らの語る言葉が真実である

ことを、それに伴うしるしによってはっきり

とお示しになった。 

 

26 日（木）     エフェソ 1:3-14 
あなたがたは、キリストにおいて、真理の言

葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じ

て、約束された聖霊で証印を押されました。 

 

27 日（金）      ローマ 6:4-11 
パウロは記す。「わたしたちは、キリストと

共に死んだのなら、キリスト共に生きること

にもなると信じます。」 

 

28 日（土）      イザヤ 51:12-16 
主は言われる。「わたしこそ、あなたたちを

慰めるもの。なぜあなたは、死ぬべき人を恐

れるのか。」 

 

29 日（日）      ヨハネ 15:1-8 

イエスは言われた。「あなたがたがわたしに

つながっており、わたしの言葉があなたがた

の内にいつもあるならば、望むものは何でも

願いなさい。そうすればかなえられる。あな

たがたが豊かに実を結び、わたしの弟子とな

るなら、それによって、わたしの父は栄光を

お受けになる。」 

 

30 日（月）        詩編 33 
主は御目を注がれる、主の慈しみを待ち望む

人に。主は彼らを飢えから救い、命を得させ

てくださる。 

 

 


