
みことばの黙想      2019 年 7 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）       ヨハネ 12:47-50 
イエスは言われた。「わたしは、世を裁くため

ではなく、世を救うために来た。」 

 

2 日（火）       イザヤ 49:13-26 
天よ、喜び歌え、地よ、喜び踊れ。主は御自分

の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださ

った。 

 

3 日（水）                詩編 117 

†使徒聖トマス日 
すべての国よ、主を賛美せよ。すべての民よ、

主をほめたたえよ。主の慈しみとまことはとこ

しえにわたしたちを超えて力強い。 

 

4 日（木）        マルコ 5:1-20 
いやされた人にイエスは言われた。「自分の

家に帰りなさい。そして身内の人に、主があ

なたを憐れみ、あなたにしてくださったこと

をことごとく知らせなさい。」 

 

5 日（金）           哀歌 3:19-26 
主に望みをおき尋ね求める魂に、主は幸いをお

与えになる。主の救いを黙して待てば、幸いを

得る。 

6 日（土）       ２ペトロ 1:16-21 

ペトロは記す。「天から『これはわたしの愛

する子、わたしの心に適う者』という声があ

って、主イエスは父である神から誉れと栄光

をお受けになりました。」 

7 日（日）            ルカ 10:1-9 
イエスは弟子たちを遣わし、言われた。「ど

こかの町に入り、迎え入れられたら、出され

る物を食べ、その町の病人をいやし、そして

言いなさい。『神の国はあなたがたに近づい

た。』」

 

8 日（月）         イザヤ 57:14-15 
神は言われる。「わたしは、高く、聖なる所に

住む。しかしわたしは、打ち砕かれて、へりく

だる霊の人と共にあり、彼らに命を得させる。」 

 

9 日（火）       エレミヤ 20:7-9 

エレミヤは言った。「主の言葉のゆえに、わた

しは恥とそしりを受けねばなりません。主の名

を口にすまい、もうその名によって語るまい、

と思っても、主の言葉は、わたしの心の中に閉

じ込められて火のように燃え上がります。押さ

えつけておこうとして、わたしは疲れ果てまし

た。」 

 

10 日（水）         ルカ 10:21-22 

イエスは言われた。「天地の主である父よ、あ

なたをほめたたえます。これらのことを知恵あ

る者や賢い者には隠して、幼子のような者にお

示しになりました。」 

 

11 日（木）         １ペトロ 4:7-11 
ペトロは記す。「何よりもまず、心を込めて愛

し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。」 

 

12 日（金）         ローマ 8:26-27 
パウロは記す。「霊が弱いわたしたちを助けて

くださいます。わたしたちはどう祈るべきかを

知りませんが、霊自らが、言葉に表せないうめ

きをもって執り成してくださるからです。」 

 

13 日（土）        マタイ 12:14-21 
イエスは、預言者イザヤを通して言われていた

ことを実現なさった。「わたしの僕（しもべ）

は争わず、叫ばず、くすぶる灯心を消さない。

すべての人は、彼の名に望みをかける。」 

14 日（日）        ルカ 10:25-37 

善きサマリア人のたとえ話で、イエスは次のよ

うに言われた。「あなたはこの三人の中で、だ

れが追いはぎに襲われた人の隣人になったと

思うか。」律法の専門家は言った。「その人を

助けた人です。」そこで、イエスは言われた。

「行って、あなたも同じようにしなさい。」 

15 日（月）         ルカ 12:22-31 
イエスは言われた。「命のことで思い悩むな。

あなたがたのうちのだれが、思い悩んだからと

いって、寿命をわずかでも延ばすことができよ

うか。」

 



16 日（火）      ローマ 15:1-7,13 

パウロは記す。「わたしたちは、自分の満足を求

めるべきではありません。おのおの善を行って

隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。」 

17 日（水）   １コリント 12:31—13:13 
パウロは記す。「わたしたちは、今は、鏡におぼろ

に映ったものを見ている。だがそのときには、顔

と顔を合わせて見ることになる。わたしは、今は

一部しか知らなくとも、そのときには、はっきり

知られているようにはっきり知ることになる。」 

 

18 日（木）        イザヤ 43:1-4a 
あなたを創造された主は、こう言われる。「恐れ

るな、わたしはあなたを贖（あがな）う。あなた

はわたしのもの。わたしはあなたの名を呼ぶ。」 

 

19 日（金）         ルカ 9:18-24 

イエスは言われた。「わたしについて来たい者は、

自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたし

に従いなさい。」 

 

20 日（土）           シラ 2:1-11 

主に仕えるつもりなら、自らを試練に向けて備

えよ。心を引き締めて、耐え忍べ。災難のときに

も、取り乱すな。主に寄りすがり、決して離れ

るな。 

 

21 日（日）         ルカ 10:38-42 
イエスはマルタに言われた。「マルタ、マルタ、

あなたは多くのことに思い悩み、心を乱してい

る。しかし、必要なことはただ一つだけである。」 

 

22 日（月）             詩編 9 
主よ、御名を知る人はあなたにより頼む。あな

たを尋ね求める人は見捨てられることがない。 

23 日（火）         エレミヤ 2:1-13 
主はその民に言われる。「わたしは、あなたの

若いときの真心、荒れ野での従順を思い起こす。」  

24 日（水）         イザヤ 58:6-8 
悪による束縛を断ち、軛（くびき）の結び目を

ほどいて、虐（しいた）げられた人を解放する

こと。飢えた人にあなたのパンを裂き与え、さ

まよう貧しい人を家に招き入れること。そうす

れば、あなたの光は曙のように射し出て、あな

たの傷は速やかにいやされる。 

 

 

25 日（木）      ２コリント 4:5-18 

†使徒聖ヤコブ日 
パウロは記す。「わたしたちは、四方から苦し

められても行き詰まらず、途方に暮れても失望

しません。」 

 

26 日（金）      シラ 27:30-28:7 

隣人から受けた不正を赦しなさい。人が互いに

怒りを抱き合っていながら、どうして主からい

やしを期待できようか。 

 

27 日（土）        １ヨハネ 4:7-11 
ヨハネは記す。「わたしたちが神を愛したので

はなく、神がわたしたちを愛して、わたしたち

の罪を償（つぐな）ういけにえとして、御子を

お遣わしになりました。ここに愛があります。」 

 

28 日（日）          ルカ 11:9-13 
イエスは言われた。「あなたがたは悪い者であ

りながらも、自分の子供には良い物を与えるこ

とを知っている。まして天の父は求める者に聖

霊を与えてくださる。」 

 

29 日（月）          詩編 105:1-5 
主とその御力を尋ね求め、常に御顔を求めよ。

主の成し遂げられた驚くべき御業と奇跡を心

に留めよ。 

 

30 日（火）        ヨハネ 17:20-26 
イエスは弟子たちのために祈られた。「父よ、

わたしたちが一つであるように、彼らを一つに

してください。わたしが彼らの内におり、あな

たがわたしの内におられるのは、彼らが完全に

一つになるためです。こうして、あなたがわた

しをお遣わしになったこと、また、わたしを愛

しておられたように、彼らをも愛しておられた

ことを、世が知るようになります。」 

 

31 日（水）         マタイ 6:7-15 
イエスは言われた。「あなたがたの父は、願う

前から、あなたがたに必要なものをご存じなの

だ。」 

 

 
 
 
 
 
 
 



みことばの黙想      2019 年 8 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）        マルコ 9:30-37 
イエスは弟子たちに言われた。「いちばん先に

なりたい者は、すべての人の後になり、すべて

の人に仕える者になりなさい。」 

 

2 日（金）        ルカ 7:36-50 
イエスは女に言われた。「あなたの罪は赦され

た。」同席の人たちは、「罪まで赦すこの人は、

いったい何者だろう」と考え始めた。イエスは

女に言われた。「あなたの信仰があなたを救っ

た。安心して行きなさい。」 

 

3 日（土）           アモス 8:11 
見よ、その日が来ればと、主なる神は言われる。

わたしは大地に飢えを送る。それはパンに飢え

ることでもなく、水に渇くことでもなく、主の

言葉への飢えと渇きだ。 

 

4 日（日）         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。」 

 

5 日（月）        箴言 23:15-19 
日ごと、主を畏れることに心を燃やすがよい。

確かに未来はある。あなたの希望が断たれるこ

とはない。

 

6 日（火）       ダニエル 7:13-14 

†主の変容 
ダニエルの預言。夜の幻をわたしがなお見てい

ると「人の子」のような者が天の雲に乗り、「日

の老いたる者」の前に来て、そのもとに進み、

権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言

語の民は皆、彼に仕え、彼の支配はとこしえに

続き、その統治は滅びることがない。

 

 

 
7 日（水）         マタイ 20:20-28 
イエスは言われた。「あなたがたの中で偉くな

りたい者は、皆に仕える者になりなさい。」 

 
8 日（木）        ガラテヤ 5:13-14 
パウロは記す。「あなたがたは、自由を得るた

めに召し出されたのです。この自由を、肉に罪

を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕

えなさい。」 

 

9 日（金）       １ペトロ 4:7-11 

ペトロは記す。「語る者は、神の言葉を語るに

ふさわしく語りなさい。奉仕する人は、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。」 

 

10 日（土）      エレミヤ 1:4-8 

主はエレミヤに言われた。「わたしがあなたを、

だれのところへ遣わそうとも、行きなさい。彼

らを恐れることはない。わたしがあなたと共に

いて、必ず救い出す。」 

 

11 日（日）       ルカ 12:32-34 
イエスは言われた。「自分の持ち物を売り払っ

て施しなさい。尽きることのない富を天に積み

なさい。あなたがたの富のあるところに、あな

たがたの心もある。」 

 

12 日（月）         ルカ 5:1-11 
イエスはシモン・ペトロに言われた。「沖に漕

ぎ出して網を降ろし、漁をしなさい。」シモン

は答えた。「先生、わたしたちは、夜通し苦労

しましたが、何もとれませんでした。しかし、

お言葉ですから、網を降ろしてみましょう」 

 

13 日（火）        イザヤ 49:1-6 
主は言われる。「あなたはわたしの僕（しもべ）

であるだけではない。わたしはあなたを国々の

光とし、わたしの救いを地の果てまで、もたら

す者とする。」 

 

14 日（水）    １テサロニケ 5:1-11 

パウロは記す。「あなたがたは光の子、昼の子

です。だから眠っていないで、目を覚ましてい

なさい。」 

 
 
 
 



15 日（木）          ルカ 1:46-55 

†主の母聖マリア日 
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。」 

 

16 日（金）       ルカ 14:27-33 
イエスは言われた。「自分の十字架を背負って

ついて来る者でなければ、だれであれ、わたし

の弟子ではありえない。」 

17 日（土）     ２コリント 6:1-10 
パウロは記す。「わたしたちは、悲しんでいる

ようで、常に喜び、物乞いのようで、多くの人

を富ませ、無一物のようで、すべてのものを所

有しています。」 

 

18 日（日）       ルカ 12:49-53 
イエスは言われた。「わたしが来たのは、地上

に火を投ずるためである。その火が既に燃えて

いたらと、どんなに願っていることか。」 

 

19 日（月）         バルク 5:1-9 
悲しみの衣を脱ぎ、神から与えられる栄光で永

遠に飾れ。神は自らの慈しみと義をもって、喜

びのうちに導かれる。 

 

20 日（火）      黙示録 21:5-7 

神は言われる。「わたしは、アルファであり、

オメガである。初めであり、終わりである。渇

いている者には、命の泉から値なしに飲ませよ

う。」 

 

21 日（水）      １ヨハネ 4:7-11 
ヨハネは記す。「互いに愛し合いましょう。愛

は神から出るもので、愛する者は皆、神から生

まれ、神を知っているからです。」 

 

22 日（木）     使徒言行録 2:42-47 
信者たちは皆一つになって、すべての物を共有

にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に

応じて、皆がそれを分け合った。 

 
23 日（金）      ローマ 12:14-18,21 
パウロは記す。「だれに対しても悪に悪を返さ

ず、すべての人の前で善を行うように心がけな

さい。できれば、せめてあなたがたは、すべて

の人と平和に暮らしなさい。」 

 

24 日（土）     エフェソ 2:13-22 
パウロは記す。「キリストにおいて、あなたが

たは共に建てられ、霊の働きによって神の住ま

いとなるのです。」 

25 日（日）         ルカ 13:22-30 

イエスは言われた。「人々は、東から西から、

また南から北から来て、神の国で宴会の席に着

く。」 

 

26 日（月）           詩編 34 

主は、打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊

を救ってくださる。 

 

27 日（火）        ローマ 12:3-13 
パウロは記す。「希望をもって喜び、苦難を耐

え忍び、たゆまず祈りなさい。旅人をもてなす

よう努めなさい。」 

 

28 日（水）        テトス 3:4-7 
パウロは記す。「わたしたちの救い主である神

の慈しみと愛とが現れたときに、神は、わたし

たちが行った義の業（わざ）によってではなく、

ご自分の憐れみによってわたしたちを救って

くださいました。」 

 

29 日（木）      ガラテヤ 3:19-29 
パウロは記す。「あなたがたは皆、キリストを

着ています。そこではもはや、ユダヤ人もギリ

シア人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、

男も女もありません。あなたがたは皆、キリス

ト・イエスにおいて一つだからです。 

 

30 日（金）         マルコ 2:15-17 
イエスは言われた。「医者を必要とするのは、

丈夫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、罪人を招く

ためである。」 

 

31 日（土）         黙示録 3:20-22 
復活されたキリストは、こう言われる。「見よ、

わたしは戸口に立って、たたいている。だれか

わたしの声を聞いて戸を開ける者があれば、わ

たしは中に入ってその者と共に食事をし、彼も

また、わたしと共に食事をするであろう。」 

 

 


