
みことばの黙想      2019 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（日）       ルカ 14:1-14 
イエスは言われた。「宴会を催すときには、

貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、

目の見えない人を招きなさい。そうすれば、

その人たちはお返しができないから、あなた

は幸いだ。」 

 

2 日（月）       エレミヤ 31:1-9 
主は言われる。「わたしは彼らを導き、流れ

に沿って行かせる。彼らはまっすぐな道を行

き、つまずくことはない。わたしは彼らの父

となる。」 

 

3 日（火）        マルコ 4:26-32 
イエスは言われた。「神の国はからし種のよ

うなものである。土に蒔くときには、地上の

どんな種よりも小さいが、蒔くと、成長して

どんな野菜よりも大きくなる。」 

 

4 日（水）        イザヤ 30:15-18 
主は言われる。「お前たちは、立ち帰って静

かにしているならば救われる。安らかに信頼

していることにこそ力がある。」 

 

5 日（木）      エフェソ 4:17-32 
パウロは記す。「心の底から新たにされて、

神にかたどって造られた新しい人を身に着け、

真理に基づいた正しく清い生活を送りなさ

い。」 

 

6 日（金）          詩編 143 
主よ、わたしはあなたのなさったことをひと

つひとつ思い返し、あなたに向かって両手を

広げ、渇いた大地のようなわたしの魂をあな

たに向けます。 

 

7 日（土）      ２コリント 3:16-18 
パウロは記す。「わたしたちは皆、顔の覆（お

お）いを除かれて、鏡のように主の栄光を映

し出しながら、栄光から栄光へと、主と同じ

姿に造りかえられていきます。」 

 
8 日（日）         ルカ 14:25-33 

イエスは言われた。「だれかがわたしのもと

に来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、

姉妹を、更に自分の命であろうとも、これを

優先するなら、わたしの弟子ではありえない。」 

 

9 日（月）            詩編 46 

神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの

砦（とりで）。苦難のとき、必ずそこにいま

して助けてくださる。わたしたちは決して恐

れない、地が姿を変えようとも。 

 

10 日（火）      エレミヤ 14:8-9 

わたしたちの希望、主よ、あなたはわたした

ちの中におられます。わたしたちは御名によ

って呼ばれています。 

 

11 日（水）      シラ 35:14-22 
主は人を偏り見られることはない。貧しいか

らといって主はえこひいきされないが、虐げ

られている者の祈りを聞き入れられる。 

 

12 日（木）   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。」 

 

13 日（金）          ルカ 3:10-18 
洗礼者ヨハネは人々に言った。「下着を二枚持っ

ている者は、一枚も持たない者に分けなさい。食

べ物を持っている者も同じようにしなさい。」 

 

14 日（土）       マタイ 5:13-16 

イエスは弟子たちに言われた。「あなたがた

は世の光である。山の上にある町は、隠れる

ことができない。」 

 
15 日（日）        ルカ 15:11-32 
放蕩息子の兄に向かって父親はこう言った。

「お前の弟は死んでいたのに生き返った。い

なくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を

開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。」

 



16 日（月）           詩編 40:7-12 

御覧ください、わたしは来ております。わたし

のことは巻物に記されております。わたしの神

よ、御旨を行なうことをわたしは望み、あなた

の教えを胸に刻みます。 

17 日（火）       エフェソ 4:7-16 
パウロは記す。「わたしたちは愛に根ざして

真理を語り、あらゆる面で、頭であるキリス

トに向かって成長していきます。キリストに

よって、体全体は、しっかり組み合わされ、

愛によって造り上げられてゆくのです。」 

 

18 日（水）     １コリント 1:4-9 
パウロは記す。「神は真実な方です。この神

によって、あなたがたは神の子、イエス･キリ

ストとの交わりに招き入れられたのです。」 

 

19 日（木）      マタイ 6:25-34 
イエスは言われた。「何よりまず、神の国と

神の義を求めなさい。そうすれば、ほかのも

のはみな加えて与えられる。」 

 

20 日（金）    エゼキエル 16:60-63 

主はその民に言われる。「わたしがあなたと

契約を立てるとき、あなたはわたしが主であ

ることを知るようになる。あなたが行ったす

べてのことについて、わたしがあなたを赦す

とき、あなたは自分のしたことを思い起こし、

口を閉じる。」 

 

21 日（土）       エフェソ 4:1-6 

†福音記者使徒聖マタイ日 
パウロは記す。「霊によって一致を保つよう

に努めなさい。体は一つ、霊は一つです。そ

れは、あなたがたが、一つの希望にあずかる

ようにと招かれているのと同じです。」 

 

22 日（日）        ルカ 16:1-13 
イエスは言われた。「どんな召し使いも二人

の主人に仕えることはできない。一方を憎ん

で他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽

んじるか、どちらかである。あなたがたは、

神と富とに仕えることはできない。」 

 

 

 

 

23 日（月）       詩編 119:17-24 
この地では宿り人にすぎないわたしに、あな

たの御旨（みむね）を隠さないでください。

それを望み続け、わたしの魂はやつれ果てま

した。 

 

24 日（火）       ルカ 5:27-32 

イエスは、レビという徴税人が収税所に座っ

ているのを見て、言われた。「わたしに従い

なさい。」彼は何もかも捨てて立ち上がり、

イエスに従った。 

25 日（水）      １ペトロ 1:3-9 

ペトロは記す。「神は豊かな憐れみにより、

わたしたちを新たに生まれさせ、死者の中か

らのイエス・キリストの復活によって、生き

生きとした希望を与えてくださいました。」 

 

26 日（木）      １ペトロ 5:5-7 

ペトロは記す。「皆互いに謙遜を身に着けな

さい。神は、謙遜な者に恵みをお与えになり

ます。」 

 

27 日（金）      イザヤ 40:25-28 
主は言われる。「我が民よ、なぜ断言するの

か。わたしの道は主に隠されている、と。わ

たしの裁きは神に忘れられた、と。あなたは

知らないのか、聞いたことはないのか。主は、

とこしえにいます神、地の果てに及ぶすべて

のものの造り主。倦（う）むことなく、疲れ

ることもない。」 

 

28 日（土）      マルコ 10:42-45 

イエスは弟子たちに言われた。「あなたがた

も知っているように、世では支配者たちが民

を支配し、権力を振るっている。あなたがた

の間では、そうではない。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。」 

 

29 日（日）      １テモテ 6:11-16 
パウロはテモテに記す。「信仰の戦いを立派に

戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい。命を得

るために、あなたは神から召されたのです。」 

 

30 日（月）    イザヤ 44:21-28 
天よ、喜び歌え、主のなさったことを。山々

よ、歓声をあげよ。主は人々を贖（あがな）

ってくださったのだから。 

 



みことばの黙想      2019 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（火）       マルコ 6:30-34 
イエスは大勢の群衆を見て、飼い主のいない

羊のような有様を深く憐れみ、いろいろ教え

始められた。 

 

2 日（水）        ヨハネ 14:27-31 
イエスは弟子たちに言われた。「心を騒がせ

るな。おびえるな。『わたしは去って行くが、

また、あなたがたのところへ戻ってくる』と

言ったのをあなたがたは聞いた。わたしを愛

しているなら、わたしが父のもとに行くのを

喜んでくれるはずだ。父はわたしよりも偉大

な方だからである。」 

 

3 日（木）         ヨハネ 13:31-35 
イエスは弟子たちに言われた。「あなたがた

に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。

わたしがあなたがたを愛したように、あなた

がたも互いに愛し合いなさい。」 

 

4 日（金）       ヨハネ 5:30-47 
イエスは言われた。「わたしは自分の意志で

はなく、わたしをお遣わしになった方の御心

を行おうとする。」 

 

5 日（土）      コロサイ 3:1-4 
パウロは記す。「あなたがたの命は、キリス

トと共に神の内に隠されているのです。あな

たがたの命であるキリストが現れるとき、あ

なたがたも、キリストと共に栄光に包まれて

現れるでしょう。」 

6 日（日）        ２テモテ 1:6-18 

パウロはテモテに記す。「神は、おくびょう

の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊をわた

したちにくださったのです。」 

 

 

7 日（月）        イザヤ 42:10-17 
主は言われる。「わたしはわたしの民を導い

て知らない道を行かせ、行く手の闇を光に変

える」 

8 日（火）       コロサイ 1:24-28 
パウロは記す。「秘められた計画がすべての

人にとってどれほど栄光に満ちたものである

かを、神は知らせようとされました。その計

画とは、あなたがたの内におられるキリスト

です。」 

 

9 日（水）       ヨハネ 17:11-21 

イエスは弟子たちのために祈られた。「父よ、

あなたがわたしの内におられ、わたしがあな

たの内にいるように、すべての人を一つにし

てください。そうすれば、世は、あなたがわ

たしをお遣わしになったことを、信じるよう

になります。」 

 

10 日（木）       イザヤ 66:18-21 

主は言われる。「わたしはすべての国、すべ

ての言葉の民を集めるために臨む。彼らは来

て、わたしの栄光を見る。」 

 

11 日（金）       マタイ 24:4-14 
イエスは弟子たちに言われた。「あなたがた

は苦しみを受ける。しかし、最後まで耐え忍

ぶ者は救われる。そして御国のこの福音は全

世界に宣べ伝えられる。」 

 

12 日（土）      エフェソ 3:7-12 
パウロは記す。「イエス・キリストに対する

信仰により、確信をもって、大胆に神に近づ

くことができます。」 

 

13 日（日）         ルカ 17:11-19 
イエスにいやされたことを感謝しに戻って来た

サマリア人に、イエスは言われた。「立ち上がっ

て、行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。」 

14 日（月）     列王記上 8:22-40 

ソロモンは祈った。「主よ、耳を傾け、罪を

赦し、こたえてください。あなたは人の心を

ご存知ですから、どの人にもその人の歩んで

きたすべての道に従って報いてください。ま

ことにあなただけがすべての人の心をご存知

です。」 

 



15 日（火）    エゼキエル 11:17-20 
主は言われる。「わたしはわたしの民に一つ

の心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。」 

16 日（水）      ヘブライ 7:23-28 

イエスは常に生きていて、人々のために執り

成しておられるので、御自分を通して神に近

づく人たちを、完全に救うことがおできにな

ります。 

17 日（木）    コロサイ 2:16-23 
パウロは記す。「外面の規則はやがて来るも

のの影に過ぎません。実体はキリストにあり

ます。」 

 

18 日（金）           詩編 65 

†福音記者聖ルカ日 
罪の数々がわたしを圧倒します。しかし主よ、

あなたはわたしたちを贖（あがな）ってくだ

さいます。 

 

19 日（土）      １ヨハネ 3:14-20 

言葉や口先だけでなく、行いをもって誠実に

愛し合おう。 

 

20 日（日）        ルカ 18:7-8 

イエスは言われた。「神は、昼も夜も叫び求

めている人たちのために正義を行なわずにい

ることがあろうか。」 

 

21 日（月）        イザヤ 26:7-9 
わたしの魂は夜あなたを捜し、わたしの中で

霊はあなたを捜し求めます。 

 

22 日（火）        テトス 3:4-7 
神は、わたしたちの救い主イエス・キリスト

を通して、この聖霊をわたしたちに豊かに注

いでくださいました。こうしてわたしたちは、

キリストの恵みによって義とされ、希望どお

り永遠の命を受け継ぐ者とされたのです 

23 日（水）     １コリント 12:4-11 
パウロは記す。「一人一人に、霊の働きが現

われるのは、全体の益となるためです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 日（木）        ２ペトロ 1:5-8 
ペトロは記す。「自制には忍耐を、忍耐には

信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を

加えなさい。これらのものが備わり、ますま

す豊かになるならば、わたしたちの主イエス・

キリストを知るようになるでしょう。」 

25 日（金）    使徒言行録 5:17-33 

神はわたしたちを悔い改めさせ、その罪を赦

すために、救い主としてイエスを死から上げ

られました。 

 

26 日（土）    ２コリント 4:8-12 

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ない。わたしたちは、

いつもイエスの死を体にまとっています、イ

エスの命がこの体に現れるために。」 

 

27 日（日）         ルカ 18:9-14 
イエスは言われた。「ある人が祈ってこう言

った。『神様、罪人のわたしを憐れんでくだ

さい。』この人は赦されて家に帰った。」 

 

28 日（月）       マタイ 7:24-27 
イエスは言われた。「わたしの言葉を聞いて

行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い

人に似ている。」 

 

29 日（火）      １ヨハネ 4:16-21 
ヨハネは記す。「神は愛です。愛にとどまる

人は、神の内にとどまり、神もその人の内に

とどまってくださいます。」 

 

30 日（水）         ルカ 12:4-12 
イエスは弟子たちに言われた。「権力者のと

ころに連れて行かれたときには、何をどう言

い訳しようか、何を言おうかなどと心配して

はならない。言うべきことは、聖霊がそのと

きに教えてくださる。」 

 

31 日（木）         ルカ 6:17-23 
イエスは言われた。「今飢えている人々は、

幸い、あなたがたは満たされる。今泣いてい

る人々は、幸い、あなたがたは笑うようにな

る。」 

 


