
みことばの黙想       2018 年 9 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（土）      知恵 11:21-26 
全能のゆえに、あなたはすべての人を憐れみ、

あなたは存在するものすべてを愛される。 

 

2 日（日）      ヤコブ 1:17-27 
ヤコブは記す。「心に植え付けられた御言葉

を受け入れなさい。この御言葉は、あなたが

たの魂を救うことができます。」 

 

3 日（月）        詩編 94:14-23 
主よ、あなたの慈しみがわたしを支え、わた

しの胸が思い煩いに占められるとき、あなた

の慰めがわたしの魂の楽しみとなります。 

 

4 日（火）       2 コリント 5:1-7 
パウロは記す。「わたしたちは地上の住みか

である幕屋が滅びても、神によって建物が備

えられていることを知っています。それは、

天にある永遠の住みかです。」 

 

5 日（水）         箴言 3:21-31 
主があなたの傍（かたわ）らにいまし、足が

罠にかからないように守ってくださる。 

 

6 日（木）         シラ 2:1-9 
主を畏れる人たちよ、主の憐れみを待ち望め。

わき見をしてはならない。 

 

7 日（金）       ヤコブ 5:13-20 
ヤコブは記す。「罪を告白し合い、互いのた

めに祈りなさい。正しい人の祈りには、大き

な力があります。」 

 

 

 

 

 

 

 

8 日（土）         イザヤ 11:1-10 
イザヤは言った。「神の霊がメシアの上にと

どまる。彼は、目に見えるところによって裁

きを行わず、弱い人のために正当な裁きを行

い、この地の貧しい人を公平に弁護する。」 

 
9 日（日）        マルコ 7:31-37 

イエスは耳が聞こえず舌の回らない人を群衆

の中から連れ出した。深く息をつき、イエス

は言われた、「エッファタ。」これは「開け」

という意味である。すると、耳が開き、舌の

もつれが解け、はっきり話すことができるよ

うになった。 

 

10 日（月）         知恵 1:1-3 

素直な心で主を求めよ。不信を抱かない人に

主は御自身を示される。 

 

11 日（火）     1 コリント 7:29-31 

パウロは記す。「今からは、物を買う人は持

たない人のように、世のことにかかわってい

る人は、かかわりのない人のようにすべきで

す。この世の有様は過ぎ去るからです。」 

 

12 日（水）           詩編 142 
主よ、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。 

 

13 日（木）     ヘブライ 10:19-25 
希望を揺るがぬようしっかり保ち、互いに愛

と善行に励むように心がけなさい。 

 

14 日（金）        ヨハネ 6:41-51 

イエスは言われた。「わたしをお遣わしにな

った父が引き寄せてくださらなければ、だれ

もわたしのもとへ来ることはできない。わた

しはその人を終わりの日に復活させる。」 

 

15 日（土）     コロサイ 1:15-23 

パウロは記す。「揺るぐことなく信仰に踏み

とどまり、あなたがたが聞いた福音の希望か

ら離れてはなりません。」 

 
16 日（日）       マルコ 8:27-35 
イエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、

祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、

三日の後に復活することになっている、と弟

子たちに教えられた。 

 



17 日（月）         イザヤ 56:1-7 

主は言われる。「正義を守り、恵みの業（わ

ざ）を行え。わたしの救いが実現し、わたし

の恵みの業が現れるのは間近い。」 

18 日（火）    出エジプト 4:10-17 
モーセは神に言った。「わたしはもともと弁

が立つ方ではありません。」しかし神は彼に

言われた。「さあ、行くがよい。このわたし

があなたの口と共にあって、あなたが語るべ

きことを教えよう。」 

 

19 日（水）      エフェソ 2:19-22 
あなたがたは、使徒や預言者という土台の上

に建てられています。そのかなめ石は、キリ

スト・イエス御自身です。 

 

20 日（木）    1 テサロニケ 3:12-13 
神が、あなたがたを、お互いの愛とすべての

人への愛とで、豊かに満ちあふれさせてくだ

さいますように。神があなたがたの心を強め

てくださいますように。 

 

21 日（金）      マタイ 9:10-13 

†福音記者使徒聖マタイ日 
イエスは言われた。「わたしが求めるのは憐

れみであって、いけにえではない。わたしが

来たのは、正しい人を招くためではなく、罪

人を招くためである。」 

 

22 日（土）       フィリピ 4:4-7 
どんなことでも思い煩（わずら）うのはやめ

なさい。何事につけ、感謝を込めて祈りと願

いをささげ、求めているものを神に打ち明け

なさい。 

 

23 日（日）      マルコ 9:30-37 
イエスは言われた。「わたしを受け入れる者

は、わたしではなくて、わたしをお遣わしに

なった方を受け入れるのである。」 

24 日（月）        ルカ 12:22-32 
イエスは弟子たちに言われた。「小さな群れ

よ、恐れるな。あなたがたの父は喜んで神の

国をくださる。」 

 

 
 
 

25 日（火）    ガラテヤ 1:11-24 

パウロは記す。「わたしが告げ知らせた福音

は、人によるものではありません。わたしは

この福音を人から受けたのでも教えられたの

でもなく、イエス・キリストの啓示によって

知らされたのです。」 

26 日（水）       イザヤ 11:1-9 

イザヤの預言。「その日が来れば、何ものも

害を加えず、滅ぼすこともない。水が海を覆

っているように、大地は主を知る知識で満た

される」 

 

27 日（木）     1 テモテ 1:12-17 

パウロは記す。「わたしを強くしてくださっ

た、わたしたちの主キリスト・イエスに感謝

しています。この方が、わたしを忠実な者と

見なして務めに就かせてくださったからで

す。」 

 

28 日（金）       詩編 69:30-37 
神を求める人々には、健やかな命が与えられ

ますように。主は乏しい人々に耳を傾けてく

ださいます。 

 

29 日（土）      イザヤ 42:1-7 

主はその僕（しもべ）に言われる。「わたし

は恵をもってあなたを呼び、あなたの手を取

った。諸国の光としてあなたを形づくった。」 

 

30 日（日）       マルコ 9:38-48 
イエスは言われた。「キリストの弟子だとい

う理由で、あなたがたに一杯の水を飲ませて

くれる者は、必ずその報いを受ける。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みことばの黙想      2018年 10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（月）       イザヤ 45:18-19 
主は言われる。「わたしはわたしの民に向か

って、混沌の中にわたしを求めよ、と言った

ことはない。わたしは主、正義を語り、公平

を告知する者。」 

2 日（火）        1 ペトロ 3:8-17 

心の中でキリストを主とあがめなさい。あな

たがたの抱いている希望について説明を要求

する人には、いつでも弁明できるように備え

ていなさい。 

3 日（水）      マタイ 6:19-21 

イエスは言われた。「あなたがたは地上に富

を積んではならない。富は、天に積みなさい。

あなたの富のあるところに、あなたの心もあ

るのだ。」 

 

4 日（木）        ローマ 6:8-14 

パウロは記す。「自分自身を死者の中から生

き返った者として神に献げ、また、五体を義

のための道具として神に献げなさい。」 

 

5 日（金）           詩編 27 

心よ、主はお前に言われる。「わたしの顔を

尋ね求めよ」と。主よ、わたしは御顔を尋ね

求めます。 

 

6 日（土）       1 コリント 3:18-23 
パウロは記す。「一切はあなたがたのもの、

あなたがたはキリストのもの、キリストは神

のものなのです。」 

 

7 日（日）        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。」 

 

8 日（月）            詩編 138 
主は、低くされている者を見ておられます。

わたしが苦難の中を歩いているときにも、わ

たしに命を得させてくださる。 

 

9 日（火）         ヤコブ 1:5-8 
ヤコブは記す。「神は、だれにでも惜しみな

く、とがめだてしないでお与えになります。」 

 
10 日（水）       ルカ 1:39-56 

マリアは言った。「主はわたしたちの先祖に

約束されたように、あわれみを忘れず、その

僕(しもべ)を助けられた。」 

11 日（木）        1 ペトロ 4:7-11 
語る者は、神の言葉を語るにふさわしく語り

なさい。奉仕をする人は、神がお与えになっ

た力に応じて奉仕しなさい。それは、すべて

のことにおいて、イエス・キリストを通して、

神が栄光をお受けになるためです。 

 

12 日（金）         ルカ 6:27-35 

イエスは言われた。「人にしてもらいたいと

思うことを、人にもしなさい。」 

 

13 日（土）      イザヤ 44:1-5 
主は言われる。「恐れるな、わたしの僕（し

もべ）、わたしの選んだ者よ。わたしは乾い

ている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与

え、わたしの霊をあなたがたに注ぐ。」 

 

14 日（日）      マルコ 10:17-30 
イエスは言われた。「わたしのためまた福音

のために、すべてを捨てた者はだれでも、今

この世で迫害を受けるが、捨てたものの百倍

を受ける。そして、後の世では永遠の命を受

ける。」 

 

15 日（月）          箴言 3:1-12 

慈しみとまことがあなたを離れないようにせ

よ。それを心の中の板に書き記しなさい。 

16 日（火）      エフェソ 1:15-23 
神は、キリストをすべてのものの上にある頭

（かしら）として教会にお与えになりました。

教会はキリストの体であり、すべてにおいて

すべてを満たしている方の満ちておられる場

です。 

 



17 日（水）   使徒言行録 20:17-38 
パウロは言った。「主イエス御自身が言われ

た言葉を思い出すように。『受けるよりは与

える方が幸いである。』」 

 
18 日（木）           ルカ 10:1-9 

†福音記者聖ルカ日 
イエスは言われた。「収穫は多いが、働き手

が少ない。だから、収穫のために働き手を送

ってくださるように、収穫の主に願いなさ

い。」 

19 日（金）       ローマ 15:7-13 
希望の源である神が、信仰によって得られる

あらゆる喜びと平和とであなたがたを満たし、

聖霊の力によって希望に満ちあふれさせてく

ださるように。 

 

20 日（土）           詩編 68:1-20 

主をたたえよ、日々わたしたちを担い、救わ

れる神を。 

 

21 日（日）      マルコ 10:35-45 
イエスは言われた。「人の子は仕えられるた

めではなく仕えるために、また、多くの人の

命の代償として、自分の命を献げるために来

たのである。」 

 

22 日（月）        ミカ 4:1-3 
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。」彼らは剣（つ

るぎ）を打ち直して鋤（すき）とし、槍（や

り）を打ち直して鎌とする。 

 

23 日（火）      イザヤ 55:6-11 
神に立ち帰るならば、豊かに赦してくださる。

主は言われる。「わたしの思いは、あなたた

ちの思いと異なり、わたしの道はあなたたち

の道と異なる。」 

 

24 日（水）      マタイ 5:44-48 

イエスは言われた。「敵を愛し、自分を迫害

する者のために祈りなさい。あなたがたの天

の父の子となるためである。天の父がそうで

あるように、あなたがたも分けへだてなく愛

しなさい。」 

 

 
 

25 日（木）       ヘブライ 13:1-8 
旅人をもてなすことを忘れてはなりません。

そうすることで、ある人たちは、気づかずに

天使たちをもてなしました。 

 

26 日（金）    使徒言行録 26:1-23 
パウロは言った。「わたしは小さい者にも大

きな者にも、こう証しをしてきました。キリ

ストが苦しみを受け、また、死者の中から最

初に復活して、すべての人に光を語り告げる

ことになると。」 

 

27 日（土）      ヨハネ 12:35-36 
イエスは弟子たちに言われた。「光の子とな

るために、光を信じなさい。」 

 

28 日（日）      マルコ 10:46-52 
イエスは盲人に言われた。「何をしてほしい

のか。」盲人は言った。「先生、目が見える

ようになりたいのです。」そこで、イエスは

言われた。「行きなさい。あなたの信仰があ

なたを救った。」 

 

29 日（月）      ヘブライ 11:8-16 

信仰によって、アブラハムは、自分が財産と

して受け継ぐことになる土地に出て行くよう

に召し出されると、これに服従し、行き先も

知らずに出発したのです。 

 

30 日（火）      2 コリント 1:3-7 
神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰

めてくださるので、わたしたちも神からいた

だくこの慰めによって、あらゆる苦難にある

人々を慰めることができます。 

 

31 日（水）         箴言 4:23 
何を守るよりも、自分の心を守れ。そこに命

の源がある。 

 
 


