
みことばの黙想      2021 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（木）         詩編 145 

神の言葉はことごとく正しく、御業(みわざ)は慈

しみを示しています。神は躓(つまず)くものを助

け、屈服したものを立ち上がらせてくださいます。 

 

2 日（金）      エフェソ 2:13-18 
キリストはわたしたちの平和です。二つのも

のを一つにし、御自分の肉において敵意とい

う隔ての壁を取り壊しました。 

 

3 日（土）       詩編 116:1-9 

† 使徒聖トマス日 
わたしは主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、

わたしに耳を傾けてくださる。生涯、わたし

は主を呼ぼう。 

 

4 日（日）         マルコ 6:1-6 
イエスは故郷にお帰りになり、弟子たちも従

った。安息日になったので、イエスは会堂で

教え始められた。多くの人々はそれを聞いて、

驚いて言った。「この人は、このようなことを

どこから得たのだろう。」 

 

5 日（月）      イザヤ 41:14-20 
主は言われる。「苦しむ人、貧しい人は水を求

めても得ない。主であるわたしが彼らに答え

よう。わたしは彼らを見捨てない。わたしは

不毛の高原に大河を開き、谷あいの野に泉を

湧き出させる。」 

 

6 日（火）       ヨエル 2:12-13 
主は言われる。「今こそ、心からわたしに立ち

帰れ。あなたたちの神、主に立ち帰れ。主は

恵みに満ち、憐れみ深い。」 

7 日（水）        ヨハネ 15:9-17 

イエスは弟子たちに言われた。「あなたがたが

わたしを選んだのではない。わたしがあなた

がたを選んだ。」 

 

8 日（木）         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。」 

 

9 日（金）      ローマ 13:8-10 

聖パウロは記す。「愛は隣人に悪を行いません。

だから、愛は律法を全うするものです。」 

 

10 日（土）     申命記 30:11-14 

御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの

口と心にあるのだから、それを行うことがで

きる。 

 

11 日（日）       マルコ 6:7-13 
イエスは、十二人を呼び寄せ、二人ずつ組に

して遣わすことにされた。十二人は出かけて

行って宣教し、多くの悪霊を追い出し、多く

の病人をいやした。 

 

12 日（月）          詩編 33 
主は御目を注がれる、主の慈しみを待ち望む

人に。主は彼らを飢えから救い、命を得させ

てくださる。 

 

13 日（火）      イザヤ 51:12-16 
主は言われる。「わたしこそ、あなたたちを慰

めるもの。なぜあなたは、死ぬべき人を恐れ

るのか。」 

 

14 日（水）        マタイ 18:1-5 

イエスは言われた。「自分を低くして、この子

どものようになる人が、天の国でいちばん偉

い。わたしの名のためにこのような一人の子

どもを受け入れる者は、わたしを受け入れる

のである。」 

15 日（木）       フィリピ 1:1-11 
パウロは記す。「わたしは、こう祈ります。知

る力と見抜く力とを身に着けて、あなたがた

の愛がますます豊かになり、本当に重要なこ

とを見分けられるように。」 

16 日（金）      マタイ 6:25-34 
イエスは言われた。「自分の命のことで思い悩

むな。何よりもまず、神の国と神の義を求め

なさい。そうすれば、他のものはみな加えて

与えられる。」

 



17 日（土）     マタイ 9:36-10:8 
イエスは十二人の弟子を派遣するにあたり、

命じられた。「『天の国は近づいた』と宣べ伝

えなさい。ただで受けたのだから、ただで与

えなさい。」 

 

18 日（日）       マルコ 6:30-44 
イエスと弟子たちは、自分たちだけで人里離

れた所へ行った。ところが、多くの人々は、

すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼ら

より先に着いた。イエスはこの大勢の群集を

見て、飼い主のいない羊のような有様を深く

憐れまれた。 

 

19 日（月）      フィリピ 2:1-4 
パウロは記す。「同じ思いとなり、同じ愛を抱

き，心を合わせ、思いを一つにして、わたし

の喜びを満たしてください。何事も利己心や

虚栄心からしてはなりません。」 

 

20 日（火）   ２コリント 4:16-5:10 

パウロは記す。「わたしたちは見えるものでは

なく、見えないものに目を注ぎます。見える

ものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠

に存続するからです。」 

 

21 日（水）       ヨハネ 7:25-30 
イエスは言われた。「わたしをお遣わしになっ

た方は真実である。わたしはその方を知って

いる。わたしはその方のもとから来た。その

方がわたしをお遣わしになった。」 

 

22 日（木）       ローマ 13:8-10 
パウロは記す。「どんな掟（おきて）があって

も、『隣人を自分のように愛しなさい』という

言葉に要約されます。」 

 
23 日（金）      ヘブライ 12:1-2 
わたしたちは、おびただしい証人の群れに囲

まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪

をかなぐり捨てて、自分に定められている競

争を忍耐強く走り抜こうではありませんか、

信仰の創始者また完成者であるイエスを見つ

めながら。 

 

 

 

 

 

 

24 日（土）      ルカ 18:18-23 
イエスはある人に言われた。「あなたに欠けて

いるものが一つある。持っている物をすべて

売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。

そうすれば、天に富を積むことになる。それ

から、わたしに従いなさい。」 

25 日（日）       ヨハネ 6:1-15 

人々は、イエスが群衆に食べ物をお与えにな

ったのをみて言った。「まさにこの人こそ、世

に来られる預言者である。」イエスは、人々が

来て、自分を王にするために連れて行こうと

しているのを知り、一人でまた山に退かれた。  

 

26 日（月）      ヨハネ 14:1-12 

イエスは弟子たちに言われた。「わたしの父の

家には住む所がたくさんある。もしなければ、

そのように言っただろう。わたしは今、あな

たがたのために場所を用意しに行く。」 

 

27 日（火）   サムエル記上 16:1-13 
主はサムエルに言われた。「容姿に目を向けるな。

わたしは、人間が見るようには見ない。人は目

に映ることを見るが、主は心によって見る。」 

 

28 日（水）     ヨハネ 8:31-36 
イエスは言われた。「わたしの言葉にとどまる

ならば、あなたたちは本当にわたしの弟子で

ある。あなたたちは真理を知り、真理はあな

たたちを自由にする。」 

 

29 日（木）      ヨハネ 13:1-15 
弟子たちとの最後の晩餐のとき、イエスは彼

らに言われた。「主であり、師であるわたしが

あなたがたの足を洗った。だから、あなたが

たも互いに足を洗い合いなさい。」 

 

30 日（金）       マルコ 13:5-13 
イエスは弟子たちに言われた。「引き渡され、

連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越

し苦労をしてはならない。そのときには、教

えられることを話せばよい。実は、話すのは

あなたがたではなく、聖霊なのだ。」 

 

31 日（土）        ルカ 11:33-36 
イエスは言われた。「ともし火をともして、そ

れを穴蔵の中や、升の下に置く者はいない。

入って来る人に光が見えるように、燭台（し

ょくだい）の上に置く。」 

 



みことばの黙想      2021 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（日）      ヨハネ 6:28-35 
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。

わたしのもとに来る者は決して飢えることが

なく、わたしを信じる者は決して渇くことが

ない。」 

 

2 日（月）        アモス 5:4,24 

神は言われる。「わたしを求めよ、そして生き

よ。正義を洪水のように、恵みの業（わざ）

を大河のように尽きることなく流れさせよ。」 

 

3 日（火）    歴代誌上 29:10-20 
ダビデはこう祈った。「神よ、すべてはあなた

からいただいたもの、わたしたちは御手から

受け取って、差し出したにすぎません。わた

したちは、あなたの御前では寄留民にすぎず、

移住民にすぎません。」 

 

4 日（水）            詩編 73 
主よ、あなたがわたしの右の手を取ってくだ

さるので、常にわたしは御もとにとどまるこ

とができる。あなたは御計らいに従ってわた

しを導かれる。 

 

5 日（木）        レビ 19:33-34 
主は言われる。「あなたたちのもとに寄留する

者を、自分自身のように愛しなさい。」 

 

6 日（金）      ２ペトロ 1:19-21 

† 主の変容 
夜が明け、明けの明星があなたがたの心の中に

昇るときまで、暗い所に輝くともし火として、

どうか預言の言葉に留意していてください。 

7 日（土）        エゼキエル 36:24-27 
主は言われる。「わたしはあなたたちに新しい

心を与え、あなたたちの体から石の心を取り

除き、肉の心を与える。そして、わたしの霊

をあなたたちの中に置く。」 

 

8 日（日）        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。」 

9 日（月）     １コリント 13:1-13 

たとえ、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じ

ていようとも、たとえ、山を動かすほどの完

全な信仰を持っていようとも、愛がなければ、

無に等しい。 

 

10 日（火）    使徒言行録 4:32-34 

最初に信じた人々の群れは、心も思いも一つ

にし、一人として持ち物を自分のものだと言

う者はなく、すべてを共有していた。 

 

11 日（水）          １テモテ 2:1-8 
パウロは記す。「神は、すべての人々が救われ

て真理を知るようになることを望んでおられ

ます。」 

 

12 日（木）        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。」 

 

13 日（金）       マルコ 8:34-37 
イエスは言われた。「わたしの後に従いたい者

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。」 

 

14 日（土）       ヨハネ 4:5-42 

イエスは言われた。「わたしが与える水を飲む

者は決して渇かない。わたしが与える水はそ

の人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわ

き出る。」 

 
15 日（日）    １コリント 15:12-22 

† 主の母聖マリア日 
パウロは記す。「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ことになるのです。」 

 

 

 

 

 



16 日（月）       マタイ 11:25-30 

イエスは言われた。「わたしは柔和で謙遜な者

だから、わたしの軛(くびき)を負い、わたしに

学びなさい。そうすれば、あなたがたは安ら

ぎを得られる。」 

17 日（火）      マルコ 8:34-38 
イエスは言われた。「自分の命を救いたいと思

う者は、それを失うが、わたしのため、また

福音のために命を失う者は、それを救う。」 

 

18 日（水）     ヨハネ 14:21-26 
イエスは言われた。「父がわたしの名によって

お遣わしになる聖霊が、あなたがたにすべて

のことを教え、わたしが話したことをことご

とく思い起こさせてくださる。」 

 

19 日（木）     １ヨハネ 4:12-21 
いまだかつて神を見た者はいません。わたし

たちが互いに愛し合うならば、神はわたした

ちの内にとどまってくださり、神の愛がわた

したちの内で全うされているのです。 

 

20 日（金）      マルコ 11:22-25 

イエスは言われた。「あなたが祈るとき、だれ

かに対して何か恨みに思うことがあれば、赦し

てあげなさい。そうすれば、あなたがたの天の

父も、あなたがたの過ちを赦してくださる。」 

 

21 日（土）          ミカ 6:6-8 
主が何をあなたに求めておられるかは、あな

たに告げられている。正義を行い、慈しみを

愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これ

である。 

 

22 日（日）       ヨハネ 6:57-63 
イエスは言われた。「命を与えるのは霊である。

肉は何の役にも立たない。わたしがあなたが

たに話した言葉は霊であり、命である。」 

23 日（月）       イザヤ 41:8-10 
主は言われる。「恐れることはない。わたしは

あなたと共にいる。わたしはあなたの神。勢

いを与えてあなたを助け、あなたを支える。」 

 

24 日（火）      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。」 

25 日（水）   出エジプト記 22:20-21 

主は人々に言われた。「寄留者を虐待したり、

圧迫したりしてはならない。あなたたちもエ

ジプトの国で寄留者であったからでる。」 

 

26 日（木）     エフェソ 4:25-32 

パウロは記す。「神がキリストによってあなた

がたを赦してくださったように、赦し合いな

さい。」 

 

27 日（金）    １コリント 2:1-5 
パウロは記す。「わたしもそちらに行ったとき、

神の秘められた計画を宣べ伝えるのに優れた

言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、

わたしはあなたがたの間で、イエス・キリス

ト、それも十字架につけられたキリスト以外、

何も知るまいと心に決めていたからです。そ

れは、あなたがたが人の知恵によってではな

く、神の力によって信じるようになるためで

した。」 

 

28 日（土）   出エジプト記 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。」 

 

29 日（日）      ヤコブ 1:16-21 
だれでも、聞くのに早く、話すのに遅く、ま

た怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは

神の義を実現しないからです。 

 

30 日（月）    知恵の書 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。 

 

31 日（火）        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。 

 
 


