
みことばの黙想      2018 年 5 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（火）         ルカ 2:41-52 
マリアとヨセフは神殿にいるイエスを見つけ

た。そのときイエスは言われた。「どうして

わたしを捜したのですか。わたしが自分の父

の家にいるのは当たり前だということを、知

らなかったのですか。」マリアはこれらのこ

とをすべて心に納めていた。 

 

2 日（水）       イザヤ 57:14-19 
主は言われる。「わたしは、わたしの民の背

きの道を見た。しかし、わたしは彼らをいや

し、休ませ、慰めをもって彼らを回復させよ

う。」 

 

3 日（木）        ルカ 11:33-36 
イエスは言われた。「ともし火をともして、

それを穴蔵の中や、升の下に置く者はいない。

入って来る人に光が見えるように、燭台（し

ょくだい）の上に置く。」 

 

4 日（金）       ヨハネ 12:23-26 
イエスは言われた。「自分の命を愛する者は、

それを失うが、この世で自分の命を憎む人は、

それを保って永遠の命に至る。」 

 

5 日（土）       ルカ 18:18-23 
イエスはある人に言われた。「あなたに欠け

ているものが一つある。持っている物をすべ

て売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。

そうすれば、天に富を積むことになる。それ

から、わたしに従いなさい。」 

 

6 日（日）       ヨハネ 15:9-17 
イエスは弟子たちに言われた。「あなたがた

がわたしを選んだのではない。わたしがあな

たがたを選んだ。」 

 

7 日（月）        エレミヤ 33:1-3 
主は言われる。「わたしを呼べ。わたしはあ

なたに答え、あなたの知らない隠された大い

なることを告げ知らせる。」 

 
8 日（火）        マタイ 9:36-10:8 

イエスは十二人の弟子を派遣するにあたり、

命じられた。「『天の国は近づいた』と宣べ

伝えなさい。ただで受けたのだから、ただで

与えなさい。」 

 

9 日（水）       ヨハネ 12:37-50 

イエスは言われた。「わたしを見る者は、わ

たしを遣わされた方を見るのである。」 

 

10 日（木）      マルコ 16:15-20 

†昇天日 
イエスは弟子たちに言われた。「全世界に行

って、すべての造られたものに福音を宣べ伝

えなさい。」 

 

11 日（金）       ローマ 13:8-10 
聖パウロは記す。「愛は隣人に悪を行いませ

ん。だから、愛は律法を全うするものです。」 

 

12 日（土）       ルカ 6:36-38 
イエスは言われた。「あなたがたの父が憐れ

み深いように、あなたがたも憐れみ深い者と

なりなさい。人を裁くな。そうすれば、あな

たがたも裁かれることがない。」 

 

13 日（日）        ヨハネ 17:6-11 
イエスは祈って言われた。「父よ、わたしは、も

はや世にはいません。彼らは世に残りますが、わ

たしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに

与えてくださった御名によって彼らを守ってく

ださい。わたしたちのように、彼らも一つとなる

ためです。」 

 

14 日（月）       イザヤ 50:4-9 

神は朝ごとにわたしの耳を呼び覚まし、弟子

として聞き従うようにしてくださる。 

 
15 日（火）        黙示録 1:9-18 
ヨハネは記す。「人の子のような方が手をわ

たしの上に置いて言われた。『恐れるな。わ

たしは最初の者にして最後の者、また生きて

いる者。一度は死んだが、見よ、世々限りな

く生きている。』」 

 



16 日（水）      １コリント 3:9b-17 

パウロは記す。「あなたがたは、神の建物な

のです。わたしは、神からいただいた恵みに

よって土台を据えました。そして、他の人が

その上に家を建てています。ただ、おのおの、

どのように建てるかに注意すべきです。イエ

ス・キリストという既に据えられている土台

を無視して、だれもほかの土台を据えること

はできません。」 

17 日（木）      エフェソ 1:3-10 
神は秘められた計画をわたしたちに知らせて

くださいました。あらゆるものが、頭（かし

ら）であるキリストのもとに一つにまとめら

れるのです。 

 

18 日（金）      マタイ 18:1-5 
イエスは言われた。「自分を低くして、この

子どものようになる人が、天の国でいちばん

偉い。わたしの名のためにこのような一人の

子どもを受け入れる者は、わたしを受け入れ

るのである。」 

 

19 日（土）       ヨハネ 5:24-27 
イエスは言われた。「わたしの言葉を聞いて、

わたしをお遣わしになった方を信じる者は、

永遠の命を得、また、裁かれることなく、死

から命へと移っている。」 

 

20 日（日）      ヨハネ 20:19-31 

†聖霊降臨日 
復活されたキリストは弟子たちに息を吹きか

けて言われた。「聖霊を受けなさい。だれの

罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦さ

れる。」 

 

21 日（月）       フィリピ 1:1-11 
パウロは記す。「わたしは、こう祈ります。

知る力と見抜く力とを身に着けて、あなたが

たの愛がますます豊かになり、本当に重要な

ことを見分けられるように。」 

 

22 日（火）       ローマ 8:1-11 
パウロは記す。「キリスト・イエスによって

命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則か

らあなたを解放しました。」 

 
 
 
 

23 日（水）         ヨハネ 3:1-8 
イエスは言われた。「霊から生まれるものは

霊である。風は思いのままに吹く。あなたは

その音を聞いても、それがどこから来て、ど

こへ行くのかを知らない。霊から生まれた者

も皆そのとおりである。」 

 

24 日（木）       シラ 18:8-14 
人間の慈しみは、隣人にしか及ばないが、主

の慈しみは、すべての人に及ぶ。 

25 日（金）     エフェソ 4:25-32 

パウロは記す。「神がキリストによってあな

たがたを赦してくださったように、赦し合い

なさい。」 

 

26 日（土）      マタイ 6:25-34 

イエスは言われた。「自分の命のことで思い

悩むな。何よりもまず、神の国と神の義を求

めなさい。そうすれば、他のものはみな加え

て与えられる。」 

 

27 日（日）      マタイ 28:16-20 
イエスは弟子たちに言われた。「わたしは天

と地の一切の権能を授かっている。だから、

あなたがたは行って、すべての民をわたしの

弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名に

よって洗礼を授け、あなたがたに命じておい

たことをすべて守るように教えなさい。」 

 

28 日（月）       シラ 30:21-25 
気分を変えて心を奮い立たせ、悲しみを遠く

へ追い払え。悲しみは何の益にもならない。 

 

29 日（火）       詩編 119:81-88 
主よ、あなたの戒めはすべて確かです。人々

は偽りをもってわたしを迫害します。慈しみ

深く、わたしに命を得させてください。 

 

30 日（水）      ローマ 8:18-25 
被造物は希望を持っています。いつか滅びへ

の隷属から解放されて、神の子供たちの栄光

に輝く自由にあずかれるからです。 

 

31 日（木）   １コリント 11:23-26 
パウロは記す。「わたしがあなたがたに伝え

たことは、主から受けたものです。あなたが

たは、このパンを食べこの杯を飲むごとに、

主が来られるときまで、主の死を告げ知らせ

るのです。」 

 



 

みことばの黙想      2018 年 6 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）     エフェソ 4:11-16 
キリストの体は造り上げられてゆき、ついに

は、わたしたちは皆、神の子に対する信仰と

知識において一つのものとなるのです。 

 

2 日（土）         詩編 142 
主よ、あなたに向かって叫び、申します。「あ

なたはわたしの避けどころ、命あるものの地

でわたしの分となってくださる方」と。 

 

3 日（日）     マルコ 14:12-16,22-26 
イエスは杯を取り、感謝の祈りを唱えて、弟

子たちにお渡しになった。そして言われた。

「これは、多くの人のために流されるわたし

の血、契約の血である。」 

 

4 日（月）       イザヤ 25:1-5 
主よ、まことにあなたは弱い者の砦（とりで）、

苦難に遭う貧しい者の砦。

 

5 日（火）         詩編 73 
主よ、あなたがわたしの右の手を取ってくだ

さるので、常にわたしは御もとにとどまるこ

とができる。あなたは御計らいに従ってわた

しを導かれる。

 

6 日（水）       ガラテヤ 6:1-10 
互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこ

そ、キリストの律法を全うすることになるの

です。 

7 日（木）      ２コリント 1:18-24 
パウロは自分の宣教についてこう記した。「わ

たしたちは、あなたがたの信仰を支配するつ

もりはなく、むしろ、あなたがたの喜びのた

めに協力する者です。」 

 

8 日（金）      テトス 2:11-14 
イエス・キリストがわたしたちのために御自

身を献げられたのは、わたしたちをあらゆる

不法から贖い出し、御自分のものとして清め

るためだったのです。 

 

9 日（土）      フィリピ 1:27-30 

パウロはフィリピの信徒たちにこう書き送っ

た。「一つの霊によってしっかり立ちなさい。

あなたがたは、キリストを信じることだけで

なく、キリストのために苦しむことも、恵み

として与えられています。」

 

10 日（日）      マルコ 3:31-35 

イエスは言われた。「神の御心を行う人こそ、

わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ。」 

 

11 日（月）  ダニエル書補遺 18-20 
今や、わたしたちは心からあなたに従います。

御顔を求めます。あなたの驚くべき御業をも

って、わたしたちをお救いください。 

 

12 日（火）      1 ヨハネ 4:12-21 
いまだかつて神を見た者はいません。わたし

たちが互いに愛し合うならば、神はわたした

ちの内にとどまってくださり、神の愛がわた

したちの内で全うされているのです。 

 

13 日（水）       エフェソ 3:1-9 
パウロは記す。「わたしは恵みにより、キリ

ストの計り知れない富についてすべての人に

福音を告げ知らせており、世の初めから隠さ

れていた秘められた計画がどのように実現さ

れるのかを説き明かしています。」 

 

14 日（木）       シラ 7:32-36 
貧しい人に援助の手を差し伸べなさい。生き

とし生けるもの、すべてに恵みを施しなさい。

泣く人に背を向けてはなりません。悲しむ人

と共に悲しみなさい。 

 
15 日（金）     ヨハネ 15:15-17 

イエスは言われた。「もはや、わたしはあな

たがたを僕（しもべ）とは呼ばない。僕は主

人が何をしているか知らないからである。わ

たしはあなたがたを友と呼ぶ。父から聞いた

ことをすべてあなたがたに知らせたからであ

る。」 

 



16 日（土）    使徒言行録 1:6-11 
死者の中から復活されたイエスは、弟子たち

にこう言われた。「あなたがたの上に聖霊が

降（くだ）ると、あなたがたは力を受ける。

そして地の果てに至るまで、わたしの証人と

なる。」 

 

17 日（日）      マルコ 4:26-29 
イエスは言われた。「神の国は次のようなも

のである。人が土に種を蒔いて、夜昼、寝起

きしているうちに、種は芽を出して成長する

が、どうしてそうなるのか、その人は知らな

い。」 

 

18 日（月）        詩編 4 
恵みを示す者があろうかと、多くの人は問い

ます。主よ、わたしたちに御顔の光を向けて

ください。 

 

19 日（火）     １ヨハネ 3:11-16 
ヨハネは記す。「わたしたちは、自分が死か

ら命へと移ったことを知っています。きょう

だいを愛しているからです。」 

 

20 日（水）    エゼキエル 36:24-27 

主は言われる。「わたしはあなたたちに新し

い心を与え、あなたたちの体から石の心を取

り除き、肉の心を与える。そして、わたしの

霊をあなたたちの中に置く。」 

 

21 日（木）        レビ 19:33-34 
主は言われる。「あなたたちのもとに寄留す

る者を、自分自身のように愛しなさい。」

 

22 日（金）      マルコ 11:22-25 
イエスは言われた。「あなたが祈るとき、だ

れかに対して何か恨みに思うことがあれば、

赦してあげなさい。そうすれば、あなたがた

の天の父も、あなたがたの過ちを赦してくだ

さる。」 

 
23 日（土）        ミカ 6:6-8 

主が何をあなたに求めておられるかは、あな

たに告げられている。正義を行い、慈しみを

愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これ

である。 

 

 
 
 

 

 

24 日（日）       ルカ 1:67-79 
†洗礼者聖ヨハネ誕生日 
洗礼者ヨハネが生まれたとき、父ザカリアは

言った。「ほめたたえよ、神を。我らは、恐

れなく主に仕える。」 

25 日（月）    使徒言行録 13:23-25 

その生涯を終えようとするとき、洗礼者ヨハ

ネはこう言った。「わたしを何者だと思って

いるのか。わたしは、あなたたちが期待して

いるような者ではない。その方はわたしの後

から来られるが、わたしはその足の履物をお

脱がせする値打ちもない。」 

 

26 日（火）      ローマ 13:8-10 
どんな掟（おきて）があっても、「隣人を自

分のように愛しなさい」という言葉に要約さ

れます。

 

27 日（水）       ローマ 7:4-6 
パウロは記す。「わたしたちは、自分を縛っ

ていた律法に対して死んだ者となり、律法か

ら解放されています。その結果、霊に従う新

しい生き方で仕えるようになっているので

す。」 

 

28 日（木）     列王記上 19:9-13 
ホレブ山で、エリヤは静かにささやく神の声

を聞いた。 

 

29 日（金）      マタイ 16:13-20 

†使徒聖ペトロ・使徒聖パウロ日 
ペトロはイエスに言った。「あなたはメシア、

生ける神の子です。｣イエスはお答えになった。

「あなたは幸いだ。あなたにこのことを現し

たのは、わたしの天の父なのだ。」 

 

30 日（土）      ２コリント 3:1-6 
パウロはコリントの信徒へこう記す。「あな

たがたはキリストがお書きになった手紙、墨

ではなく生ける神の霊によって、石の板では

なく人の心の板に、書きつけられた手紙で

す。」 

 

 


