
みことばの黙想      2020 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（水）     １ヨハネ 1:5-7 
神が光の中におられるように、わたしたちが

光の中を歩むなら、わたしたちは互いに交わ

りを持つのです。 

 

2 日（木）    使徒言行録 10:1-35 
ペトロは言った。「神は人を分け隔てなさら

ないことが、よく分かりました。どんな国の

人でも、神を畏（おそ）れて正しいことを行

う人は、神に受け入れられるのです。」 

 

3 日（金）       ヨハネ 20:19-31 

† 使徒聖トマス日 
ご復活の八日の後、イエスが来て弟子たちの

真ん中に立ち、言われた。「あなたがたに平

和があるように。」それから、トマスに言わ

れた。「あなたの指をここに当てて、わたし

の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、

わたしの脇に入れなさい。信じない者ではな

く、信じる者になりなさい。」 

 

4 日（土）       エフェソ 5:14-20 
霊に満たされ、主に向って心からほめ歌いな

さい。 

 

5 日（日）         マタイ 11:25-27 
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。知恵ある者や賢い

者には隠しておられたことを、幼子のような

者にお示しになりました。」 

 

6 日（月）        創世記 2:5-9 

主なる神は土の塵（ちり）で人を形づくり、

その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこう

して生きる者となった。 

 

 
 
 

7 日（火）      使徒言行録 8:1-8 
迫害によって散って行った人々は、福音を告

げ知らせながら巡り歩いた。 

 

8 日（水）           ２テモテ 2:1-7 

パウロは記す。「あなたはキリスト･イエスに

おける恵みによって強くなりなさい。」 

 

9 日（木）           詩編 38 

わたしの罪悪は頭を越えるほどになり、耐え

難い重荷となっています。主よ、わたしはな

お、あなたを待ち望みます。わたしの主、神

よ、あなた御自身がわたしに答えてください

ます。 

 

10 日（金）        エレミヤ 3:12 

主は民に言われる。「立ち帰れ。わたしは慈

しみ深い。」 

 

11 日（土）         イザヤ 40:6-8 

イザヤは言った。「草は枯れ、花はしぼむ。

しかし、わたしたちの神の言葉はとこしえに

立つ。」 

 

12 日（日）       マタイ 13:1-9 
イエスは言われた。「種を蒔く人が種蒔きに

出て行った。ある種は、良い土地に落ち、実

を結んで、あるものは百倍、あるものは六十

倍、あるものは三十倍にもなった。耳のある

者は聞きなさい。」 

 

13 日（月）     エレミヤ 31:31-34 
主は言われる。「わたしの律法を彼らの胸の

中に授け、彼らの心にそれを記す。わたしは

彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。」 

 

14 日（火）      イザヤ 51:4-12 

主は言われる。「人に嘲（あざけ）られるこ

とを恐れるな。ののしられてもおののくな。

わたしこそ、あなたたちを慰める者。なぜ、

あなたは恐れるのか、死ぬべき人の子らを。」 

 

15 日（水）     ヘブライ 12:18-24 

あなたがたが近づいたのは、手で触れること

のできるものや、燃える火、暗闇、ラッパの

音などではありません。あなたがたが近づい

たのは、生ける神の都、新しい契約の仲介者

イエスです。 

 



16 日（木）           ローマ 8:1-11 
キリスト・イエスを死者の中から復活させた

方は、あなたがたの内に宿っているその霊に

よって、あなたがたの死ぬはずの体をも生か

して下さるでしょう。 

 

17 日（金）           詩編 51 

神よ、わたしを憐れんでください。御慈しみ

をもって。深い御憐れみをもって背きの罪を

ぬぐってください。わたしの咎（とが）をこ

とごとく洗い、罪から清めてください。 

 

18 日（土）       ガラテヤ 3:23-29 
あなたがたは皆、信仰により、キリスト・イ

エスに結ばれて神の子なのです。 

 

19 日（日）       マタイ 13:31-32 
イエスは言われた。「天の国はからし種に似

ている。人がこれを取って畑に蒔けば、どん

な種よりも小さいのに、成長するとどの野菜

よりも大きくなる。」 

 

20 日（月）          ルカ 4:14-30 
イエスは預言者イザヤの巻物をお開きになる

と、次のように書いてある箇所が目に留まっ

た。「主がわたしを遣わされたのは、貧しい

人に福音を、捕らわれている人に解放を、告

げ知らせるためである。」 

 

21 日（火）      コロサイ 2:6-10 

パウロは記す。「キリストの内には満ちあふ

れる神性が見える形をとって宿っており、あ

なたがたは、キリストにおいて満たされてい

るのです。」 

 

22 日（水）            詩編 5 
わたしは、深い慈しみをいただいて、あなた

の家に入り、聖なる宮に向かってひれ伏し、

あなたを畏れ敬います。主よ、わたしを導き、

まっすぐにあなたの道を歩ませてください。 

 

23 日（木）       ヤコブ 1:21-25 
ヤコブは記す。「御言葉を聞くだけで行わな

い者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡

に映して眺める人に似ています。鏡に映った

自分の姿を眺めても、立ち去ると、それがど

のようであったか、すぐに忘れてしまいます。」 

 

 

 

 

 

24 日（金）       ローマ 8:31-39 
だれがわたしたちを罪に定めることができま

しょう。死んだ方、否、むしろ、復活させら

れた方であるキリスト・イエスが、神の右に

座っていて、わたしたちのために執り成して

くださるのです。 

 

25 日（土）    ２コリント 4:7-15 

† 使徒聖ヤコブ日 
パウロは記す。「わたしたちは知っています。

主イエスを復活させた神が、イエスと共にわ

たしたちをも復活させ、あなたがたと一緒に

御前に立たせてくださると。」 

 

26 日（日）       マタイ 13:44-52 

イエスは言われた。「天の国は次のようにた

とえられる。商人が良い真珠を探している。

高価な真珠を一つ見つけると、出かけていっ

て持ち物をすっかり売り払い、それを買う。」 

 

27 日（月）     エレミヤ 30:17-22 

主は言われる。「わたしがあなたの傷を治し、

打ち傷をいやそう。こうして、あなたたちは

わたしの民となり、わたしはあなたたちの神

となる。」 

 

28 日（火）         ルカ 17:3-4 

イエスは言われた。「もし兄弟が一日に七回

あなたに対して罪を犯しても、七回、『悔い

改めます』と言ってあなたのところに来るな

ら、赦してやりなさい。」 

 

29 日（水）    ゼカリヤ 12:10-13:1 
神は言われる。「わたしはわたしの民に憐れ

みと祈りの霊を注ぐ。彼らは、彼ら自らが刺

し貫いた者であるわたしを見つめる。その日、

わたしの民のために、罪と汚れを洗い清める

一つの泉が開かれる。」 

 

30 日（木）      １テサロニケ 1:1-8 

パウロは記す。「あなたがたはひどい苦しみ

の中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受

け入れ、主に倣（なら）う者となりました。」 

 

 

31 日（金）      マルコ 14:32-41 
イエスは言われた。「誘惑に陥らぬよう、目

を覚まして祈っていなさい。心は燃えても、

肉体は弱い。」 

 



 

みことばの黙想      2020 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（土）     ２コリント 12:1-10 
パウロは記す。「主はわたしに言われた。『わ

たしの恵みはあなたに十分である。力は弱さ

の中でこそ十分に発揮される』」 

 

2 日（日）      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。 

 

3 日（月）         エレミヤ 33:1-8 
主は言われる。「見よ、わたしは民にいやし

と回復をもたらし、彼らをいやしてまことの

平和を豊かに示す。」 

 

4 日（火）          マタイ 7:1-5 
イエスは言われた。「人を裁くな。あなたが

たも裁かれないようにするためである。」 

 

5 日（水）          シラ 17:1-14 
神は御自分に似せて人間を造られた。主は彼

らの心に御自分の光を植え付けられた。 

 

6 日（木）        マタイ 17:1-8 

†主の変容 
山の上でイエスの姿が変わり、光り輝く雲が

弟子たちを覆った。すると声が聞こえた。「こ

れはわたしの愛する子、わたしの心に適う者。

これに聞け。」 

 

7 日（金）       ２コリント 4:7-12 
わたしたちは、神の栄光の宝を、土の器に納め

ています。この並外れて偉大な力が神のもので

あって、わたしたちから出たものでないことが

明らかになるために。 

 

 

 

 

8 日（土）        ゼカリヤ 8:16-19 
主はこう言われる。「城門では真実と正義に

基づき、平和をもたらす裁きをせよ。真実と

平和を愛しなさい。」 

 

9 日（日）       マタイ 14:22-33 

夜、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに

行かれた。おびえる弟子たちは、恐怖のあまり叫

び声をあげた。イエスはすぐ話しかけられた。「安

心しなさい。わたしだ。恐れることはない。」 

 

10 日（月）       エレミヤ 7:21-24 

主は言われる。「わたしの声に聞き従え。そ

うすれば、わたしはあなたたちの神となり、

あなたたちはわたしの民となる。わたしの道

にのみ歩むならば、あなたたちは幸いを得る。」 

 

11 日（火）       マタイ 10:37-42 
イエスは派遣する弟子たちに、こう言われた。

「あなたがたを受け入れる人は、わたしを受

け入れ、わたしを受け入れる人は、わたしを

遣わされた方を受け入れるのである。」 

 

12 日（水）      エレミヤ 32:37-41 
主は言われる。「わたしは、わたしの民と永

遠の契約を結び、恵みを与えてやまない。」 

 

13 日（木）      コロサイ 3:12-17 
パウロは記す。「キリストの平和があなたが

たの心を支配するようにしなさい。この平和

にあずからせるために、あなたがたは招かれ

て一つの体とされたのです。」 

 

14 日（金）       イザヤ 44:21-23 

主は言われる。「わたしはあなたの背（そむ）

きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。

わたしに立ち帰れ、わたしはあなたを贖（あ

がな）った。」 

 

15 日（土）        ルカ 1:39-45 

†主の母聖マリア日 
エリザベトはマリアに言った。「主がおっしゃ

ったことは必ず実現すると信じた方は、なんと

幸いでしょう。」 

 

 



16 日（日）       マタイ 15:21-28 

イエスはカナンの女に言われた。「婦人よ、

あなたの信仰は立派だ。あなたの願いどおり

になるように。」 

 

17 日（月）      イザヤ 58:7-10 
指をさすこと、呪いの言葉をはくことをあな

たの中から取り去るなら、飢えている人に心

を配るなら、あなたの光は、闇の中に輝き出

で、あなたを包む闇は真昼のようになる。 

 

18 日（火）     エレミヤ 29:11-14 
主は言われる。「わたしがあなたたちのため

に立てた計画は、平和の計画であって、災い

の計画ではない。将来と希望を与えるもので

ある。」 

 

19 日（水）      ガラテヤ 1:6-11 

パウロは記す。「今わたしは人に取り入ろう

としているのでしょうか。それとも、神に取

り入ろうとしているのでしょうか。もし、今

なお人の気に入ろうとしているなら、わたし

はキリストの僕（しもべ）ではありません。」 

 

20 日（木）      ヨハネ 17:20-26 

世を去って、父のもとに行かれる前に、イエ

スはこう祈られた。「これらの弟子たちのた

めだけでなく、彼らの言葉によってわたしを

信じる人々のためにもお願いします。すべて

の人を一つにしてください。」 

 

21 日（金）      ２コリント 4:5-7 
わたしたちは、自分自身を宣べ伝えるのでは

なく、主であるイエス･キリストを宣べ伝えて

います。わたしたち自身は、イエスのために

あなたがたに仕える僕（しもべ）なのです。 

 

22 日（土）     １コリント 15:54-58 
動かされないようにしっかり立ち、主の業（わ

ざ）に常に励みなさい。主に結ばれているな

らば自分たちの苦労が決して無駄にならない

ことを、あなたがたは知っているはずです。 

 

23 日（日）       マタイ 16:13-20 
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。」 

 

 

24 日（月）        マタイ 14:23-33 
イエスは祈るためにひとり山にお登りになっ

た。夕方になっても、ただひとりそこにおら

れた。 

 

25 日（火）       ヨハネ 13:31-35 

イエスは言われた。「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。それによってあなたがたがわたしの

弟子であることを、皆が知るようになる。」 

 

26 日（水）    ２テサロニケ 3:1-5 

パウロは記す。「どうか、主が、あなたがた

に神の愛とキリストの忍耐とを深く悟らせて

くださるように。」 

 

27 日（木）        ルカ 22:24-27 
イエスは言われた。「あなたがたの中でいち

ばん偉い人は、いちばん若い者のようになり、

上に立つ人は、仕える者のようになりなさい。」 

 

28 日（金）       ローマ 6:12-14 
あなたがたの自身を神に献（ささ）げなさい。

罪は、もはや、あなたがたを支配することは

ないからです。あなたがたは律法の下ではな

く、恵みの下にいるのです。 

 

29 日（土）       創世記 28:10-22 
主は言われる。「わたしはあなたと共にいる。

あなたがどこへ行っても、わたしはあなたを

守る。わたしは、あなたに約束したことを果

たすまで決して見捨てない。」 

30 日（日）       マタイ 16:24-26 
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。」 

 

31 日（月）           ルカ 11:9-13 
イエスは言われた。「求めなさい。そうすれ

ば、与えられる。探しなさい。そうすれば、

見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、

開かれる。」 

 


