
みことばの黙想      2018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（木）      エフェソ 1:3-14 

†諸聖人の日 
天地創造の前に、神はわたしたちを愛して、

御自分の前で聖なる者、汚れのない者にしよ

うと、キリストにおいてお選びになりました。 

 

2 日（金）       マタイ 11:2-11 
イエスは洗礼者ヨハネの弟子たちに言われた。

「行って、見聞きしていることをヨハネに伝

えなさい。目の見えない人は見え、足の不自

由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は

清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者

は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされ

ている。」 

 

3 日（土）      エフェソ 3:14-21 
どうか神が、その霊により、力をもってあな

たがたの内なる人を強めて、信仰によってあ

なたがたの心の内にキリストを住まわせてく

ださるように。 

 

4 日（日）      マルコ 12:28-34 
イエスは言われた。「心を尽くし、精神を尽

くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなた

の神である主を愛しなさい。隣人を自分のよ

うに愛しなさい。この二つにまさる掟はほか

にない。」 

 

5 日（月）           詩編 30 
主よ、あなたはわたしの嘆きを踊りに変えて

くださいました。わたしの魂はあなたをほめ

歌い、口を閉ざしません。わたしの神よ、と

こしえにあなたに感謝をささげます。 

 

 

 

 

 

6 日（火）        ルカ 12:13-21 
イエスは言われた。「どんな貪欲にも注意を

払い、用心しなさい。有り余るほど物を持っ

ていても、人の命は財産によってどうするこ

ともできないからである。」 

 
7 日（水）          ルカ 6:12-19 
そのころ、イエスは祈るために山に行き、神

に祈って夜を明かされた。 

 
8 日（木）        マタイ 18:1-10 
イエスは言われた。「これらの小さい者を一

人でも軽んじないように気をつけなさい。言

っておくが、彼らの天使たちは天でいつもわ

たしの天の父の御顔を仰いでいるのである。」 

 

9 日（金）       イザヤ 62:1-5 

イザヤの預言。「わたしの民のために、わた

しは決して黙さない。その正しさが光と輝き

出で、松明（たいまつ）のように燃え上がる

まで。」 

 

10 日（土）    1 コリント 15:12-28 

パウロは記す。「キリストは死者の中から復

活なさいました。アダムによってすべての人

が死ぬことになったように、キリストによっ

てすべての人が生かされるのです。」 

 

11 日（日）     マルコ 12:41-44 
イエスは一人の貧しいやもめが、賽銭箱にレ

プトン銅貨二枚を入れるのを見て、弟子たち

を呼び寄せて言われた。「はっきり言ってお

く。この貧しいやもめは、賽銭箱に入れてい

る人の中で、だれよりもたくさん入れた。皆

は有り余る中から入れたが、この人は、乏し

い中から自分の持っている物をすべて入れた

からである。」 

 

12 日（月）          詩編 62 
どのような時にも神に信頼し、御前に心を注

ぎ出しなさい。 

 

13 日（火）        イザヤ 56:1-7 
主は言われる。「主のもとに集ってきた異邦人は

言うな、『主は御自分の民とわたしを区別される』

と。すべて主の名を愛し、その僕（しもべ）とな

る人々を、聖なるわたしの山に導く。そして彼ら

はわたしの家の喜びの祝いに連なる。」 

 



14 日（水）       マタイ 8:5-17 

イエスは病人をいやされた。それは預言者イ

ザヤを通して言われていたことが実現するた

めであった。「彼はわたしたちの患いを負い、

わたしたちの病を担った。」 

 
15 日（木）         ナホム 1:7-8 
主は恵み深く、苦しみの日には砦（とりで）

となり、主に身を寄せる者を御心に留められ

る。 

 

16 日（金）     エフェソ 1:1-10 

わたしたちは御子において、その血によって

贖（あがな）われ、罪を赦されました。これ

は、神の豊かな恵みによるものです。 

17 日（土）       ルカ 4:42-44 
イエスは言われた。「わたしは神の国の福音

を告げ知らせなければならない。わたしはそ

のために遣わされたのだ。」 

 

18 日（日）     マルコ 13:24-32 
イエスは言われた。「天地は滅びるが、わた

しの言葉は決して滅びない。」 

 

19 日（月）      イザヤ 61:10-11 
わたしは主によって喜び楽しみ、わたしの魂

はわたしの神にあって喜び踊る。主は救いの

衣をわたしに着せてくださる。 

 

20 日（火）      マタイ 9:9-13 

イエスは通りがかりに、マタイという人が収

税所に座っているのを見かけて、彼に言われ

た。「わたしに従いなさい。」彼は立ち上が

ってイエスに従った。

 

21 日（水）      エフェソ 6:18-20 
どのような時にも、霊に助けられて祈り、す

べての聖なる者たちのために根気よく祈り続

けなさい。 

 

22 日（木）      ヨハネ 6:35-40 
イエスは言われた。「わたしが天から降（く

だ）って来たのは、自分の意志を行うためで

はなく、わたしをお遣わしになった方の御心

を行うためである。」 

 
 
 
 

 

23 日（金）       ヘブライ 1:1-14 
神は、かつて預言者たちによって、多くのし

かたで先祖に語られたが、この時代には、御

子によってわたしたちに語られました。 

 

24 日（土）     ゼカリヤ 8:16-23 
あなたがたのなすべきことは次のとおりであ

る。互いに真実を語り合え。真実と正義に基

づき、平和をもたらす裁きをせよ。 

25 日（日）      ヨハネ 18:33-37 

イエスはピラトに言われた。「わたしは真理

について証しをするために生まれ、そのため

にこの世に来た。真理に属する人は皆、わた

しの声を聞く。」 

 

26 日（月）      ホセア 11:1-9 

神は言われる。「まだ幼かったわたしの民を

わたしは愛した。わたしは人間の綱、愛のき

ずなで彼らを導いた。」 

 

27 日（火）    ダニエル補遺 64-67 
清く心の謙虚な人々よ、主を賛美し、代々に

たたえ、あがめよ。主の慈しみは代々に変わ

ることはない。 

 

28 日（水）    出エジプト 20:1-21 
シナイ山で神はこう言われた。「わたしは主、

あなたの神。あなたを奴隷の家から導き出し

た神。あなたには、わたしをおいてほかに神

があってはならない。」 

 

29 日（木）     ヘブライ 13:17-25 
羊の大牧者、わたしたちの主イエスを、死者

の中から引き上げられた平和の神が、御心を

行うために、すべての良いものをあなたがた

に備えてくださるように。 

 

30 日（金）            詩編 19 

†使徒聖アンデレ日 
主の律法は完全で、魂を生き返らせ、主の命

令はまっすぐで、心に喜びを与える。 

 

 

 

 

 

 



 

みことばの黙想      2018 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（土）      1 ペトロ 3:8-12 
悪をもって悪に報いてはなりません。平和を

願って、これを追い求めなさい。 

 

2 日（日）      ルカ 21:25-36 

†待降節・アドベント 
イエスは言われた。「天地は滅びるが、わた

しの言葉は決して滅びない。いつも目を覚ま

して祈りなさい。」 

 

3 日（月）        ルカ 8:43-48 
イエスは、いやされた女に言われた。「娘よ、

あなたの信仰があなたを救った。安心して行

きなさい。」 

 

4 日（火）       エフェソ 1:1-14 
あなたがたは、福音を信じ、そして約束され

た聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は、

わたしたちが御国を受け継ぐための保証であ

り、こうして、わたしたちは贖（あがな）わ

れて神のものとなるのです。 

 

5 日（水）       マタイ 14:13-21 
イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を

仰いで讃美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子

たちにお渡しになった。弟子たちはそのパン

を群衆に与えた。すべての人が食べて満腹し

た。 

 

6 日（木）       ヨハネ 3:22-30 
洗礼者ヨハネは言った。「わたしはメシアで

はない。わたしはあの方の前に遣わされた者

だ。あの方は栄え、わたしは衰えねばならな

い。」 

 

 

 

 

 

 

 

7 日（金）        ルカ 21:5-19 
イエスは弟子たちに言われた。「人々はあな

たがたを迫害する。それはあなたがたにとっ

て証しをする機会となる。」 

 

8 日（土）          ルカ 1:26-38 
天使はマリアに言った。「マリア、恐れるこ

とはない。あなたは神から恵みをいただいた。

あなたは身ごもって男の子を産む。その子を

イエスと名付けなさい。」 

 
9 日（日）           ルカ 3:1-6 

洗礼者ヨハネについて、預言者イザヤの書に

こう書いてある。「荒れ野で叫ぶ者の声がす

る。『主の道を整え、その道筋をまっすぐに

せよ。』」 

 

10 日（月）         ミカ 7:7-8 

わたしは主を仰ぎ、わが救いの神を待つ。た

とえ闇の中に座っていても、主こそわが光。 

 

11 日（火）            詩編 63 

神よ、わたしの魂はあなたを渇き求めます。

あなたを待って、わたしのからだは渇き果て

ています。あなたの慈しみは命にもまさる恵

み。 

 

12 日（水）   出エジプト 13:17-22 
荒れ野で、主はその民に先立って進み、昼は

雲の柱をもって導き、夜は火の柱をもって彼

らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進す

ることができた。 

 

13 日（木）     エレミヤ 12:1-3a 5 
エレミヤは言った。「主よ、あなたはわたし

をご存知です。わたしを見て、あなたに対す

るわたしの心を究められました。」 

 

14 日（金）          ミカ 7:14-20 

主よ、あなたの民を牧してください。あなた

の選ばれた羊の群れを。豊かな牧場で草をは

むことができるように。 

 

15 日（土）      知恵 2:1,12-3:1 

神は人間を不滅な者として創造し、御自分の

本性の似姿として造られた。 

 



 
16 日（日）         ルカ 3:15-22 
洗礼者ヨハネは言った。「わたしはあなたた

ちに水で洗礼を授けるが、わたしよりも優れ

た方が来られる。わたしは、その方の履物の

ひもを解く値打ちもない。その方は、聖霊と

火であなたたちに洗礼をお授けになる。」 

17 日（月）         イザヤ 64:3-7 

主よ、喜んで正しいことを行い、あなたの道

に従って、あなたを心に留める者を、あなた

は迎えてくださいます。 

18 日（火）            詩編 36 
主よ、命の泉はあなたにあり、あなたの光に、

わたしたちは光を見る。 

 

19 日（水）       イザヤ 57:14-19 
主は言われる。「平和、平和、遠くにいる者

にも近くにいる者にも。わたしは彼をいや

す。」 

 

20 日（木）       ガラテヤ 5:16-26 
わたちたちは、霊の導きに従って生きている

なら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。 

 

21 日（金）      コロサイ 1:9-14 

神はわたしたちを闇の力から救い出し、その

愛する御子の支配下に移してくださいました。

わたしたちは、この御子によって、自由と罪

の赦しを得ているのです。 

 

22 日（土）         イザヤ 50:10 
あなたがたのうちにいるであろうか、主を畏

れ、主の僕の声に聞き従う者が。闇の中を歩

くときも、光のないときも、主の御名に信頼

し、その神を支えとする者が。 

 

23 日（日）        ルカ 1:39-45 
マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、そ

の胎内の子がおどった。エリザベトは聖霊に

満たされて、声高らかに言った。「あなたは

女の中で祝福された方です。胎内のお子さま

も祝福されています。」 

24 日（月）      1 コリント 2:1-9 
パウロは記す。「目が見もせず、耳が聞きも

せず、人の心に思い浮かびもしなかったこと

を、神は御自分を愛する者たちに準備され

た。」 

 

25 日（火）         ルカ 2:1-20 

†クリスマス・降誕日 
主の天使は羊飼いたちに言った。「恐れるな。

わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを

告げる。今日、あなたがたのために救い主が

お生まれになった。この方こそ主メシアであ

る。」 

26 日（水）      マタイ 10:17-22 

†殉教者聖ステファノ日 
イエスは言われた。「引き渡されたときは、

何をどう言おうかと心配してはならない。そ

のときには、言うべきことは教えられる。実

は、話すのはあなたがたではなく、あなたが

たの中で語ってくださる、父の霊である。」 

 

27 日（木）       1 ヨハネ 1:1-4 

†福音記者使徒聖ヨハネ日 
命は現れました。御父と共にあったが、わた

したちに現れたこの永遠の命を、わたしたち

は見て、あなたがたに証しし、伝えるのです。 

 

28 日（金）     フィリピ 2:1-11 
パウロは記す。「同じ思いとなり、同じ愛を

抱き、心を合わせ、思いを一つにしなさい。

何事も利己心からしてはなりません。互いに

このことを心がけなさい。それはキリスト･

イエスにもみられるものです。」 

 

29 日（土）      マタイ 13:44-46 

イエスは言われた。「天の国は次のようにた

とえられる。畑に宝が隠されている。見つけ

た人は、そのまま隠しておき、喜びながら帰

り、持ち物をすっかり売り払って、その畑を

買う。」 

 

30 日（日）        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。 

 

31 日（月）      1 コリント 1:26-31 

神は地位のある者を無力な者とするため、世

の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げら

れている者を選ばれたのです。 

 


