
みことばの黙想      2021 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（水）       エレミヤ 17:5-8 
主に信頼する人は、水のほとりに植えられた

木。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶこ

とをやめない。 

 

2 日（木）     列王記上 19:9-13 
ホレブ山で、エリヤは静かにささやく神の声

を聞いた。 

 

3 日（金）        ルカ 9:46-48 

イエスは言われた。「わたしの名のために一人

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。わたしを受け入れる者は、わ

たしをお遣わしになった方を受け入れるので

ある。」 

 

4 日（土）      ２コリント 3:1-6 
パウロはコリントの信徒へこう記す。「あなた

がたはキリストがお書きになった手紙、墨で

はなく生ける神の霊によって、石の板ではな

く人の心の板に、書きつけられた手紙です。」 

 

5 日（日）          マルコ 7:31-37 
イエスは耳が聞こえず舌の回らない人を群衆

の中から連れ出した。深く息をつき、イエス

は言われた、「エッファタ。」これは「開け」

という意味である。すると、耳が開き、舌の

もつれが解け、はっきり話すことができるよ

うになった。 

 

6 日（月）        詩編 119:81-88 

主よ、あなたの戒めはすべて確かです。人々

は偽りをもってわたしを迫害します。慈しみ

深く、わたしに命を得させてください。 

 

 
 
 

 

 

7 日（火）        シラ 30:21-25 
気分を変えて心を奮い立たせ、悲しみを遠く

へ追い払え。悲しみは何の益にもならない。 

8 日（水）            ルカ 1:46-55 

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。」 

 
9 日（木）       黙示録 22:16-21 

イエスは輝く明けの明星である。渇いている

者は来るがよい。命の水を欲しい者は、値な

しに飲むがよい。 

 

10 日（金）      フィリピ 1:27-30 

パウロはフィリピの信徒たちにこう書き送っ

た。「一つの霊によってしっかり立ちなさい。

あなたがたは、キリストを信じることだけで

なく、キリストのために苦しむことも、恵み

として与えられています。」 

 

11 日（土）        マルコ 3:31-35 

イエスは言われた。「神の御心を行う人こそ、

わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ。」 

 

12 日（日）     マルコ 8:27-35 
イエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、

祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、

三日の後に復活することになっている、と弟

子たちに教えられた。 

 

13 日（月）        シラ 18:8-14 

人間の慈しみは、隣人にしか及ばないが、主

の慈しみは、すべての人に及ぶ。 

 

14 日（火）        ヨハネ 3:1-8 

イエスは言われた。「霊から生まれるものは霊

である。風は思いのままに吹く。あなたはそ

の音を聞いても、それがどこから来て、どこ

へ行くのかを知らない。霊から生まれた者も

皆そのとおりである。」 

15 日（水）      イザヤ 57:14-19 

主は言われる。「わたしは、わたしの民の背き

の道を見た。しかし、わたしは彼らをいやし、

休ませ、慰めをもって彼らを回復させよう。」 

 

 



16 日（木）        ガラテヤ 6:1-10 
互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこ

そ、キリストの律法を全うすることになるの

です。 

17 日（金）             詩編 142 

主よ、あなたに向かって叫び、申します。「あ

なたはわたしの避けどころ、命あるものの地

でわたしの分となってくださる方」と。 

18 日（土）       フィリピ 3:4-14 
パウロは記す。「わたしは、キリストとその復

活の力とを知り、その苦しみにあずかって、

その死の姿にあやかりながら、何とかして死

者の中からの復活に達したいのです。」 

 

19 日（日）       マルコ 9:30-37 
イエスは言われた。「わたしを受け入れる者は、

わたしではなくて、わたしをお遣わしになっ

た方を受け入れるのである。」 

 

20 日（月）     ダニエル補遺 18-20 
今や、わたしたちは心からあなたに従います。

御顔を求めます。あなたの驚くべき御業をも

って、わたしたちをお救いください。 

 

21 日（火）     エフェソ 4:11-16 

†福音記者使徒聖マタイ日 
キリストの体は造り上げられてゆき、ついに

は、わたしたちは皆、神の子に対する信仰と

知識において一つのものとなるのです。 

 

22 日（水）       エフェソ 3:1-9 
パウロは記す。「わたしは恵みにより、キリス

トの計り知れない富についてすべての人に福

音を告げ知らせており、世の初めから隠され

ていた秘められた計画がどのように実現され

るのかを説き明かしています。」 

23 日（木）        シラ 7:32-36 
貧しい人に援助の手を差し伸べなさい。生き

とし生けるもの、すべてに恵みを施しなさい。

泣く人に背を向けてはなりません。悲しむ人

と共に悲しみなさい。 

 
 
 
 
 

 
24 日（金）       フィリピ 4:4-7 
主において常に喜びなさい。重ねて言います。

喜びなさい。あなたがたの広い心がすべての

人に知られるようになさい。主はすぐ近くに

おられます。 

25 日（土）    フィリピ 2:12-18 

パウロは記す。「神はあなたがたの内に働いて、

御心のままに望ませ、行わせておられます。

それゆえ、あなたがたは世にあって、星のよ

うに輝く神の子となるでしょう。」 

26 日（日）       マルコ 9:38-48 

イエスは言われた。「キリストの弟子だという

理由で、あなたがたに一杯の水を飲ませてく

れる者は、必ずその報いを受ける。」 

 

27 日（月）          シラ 2:1-9 

主を畏れる人たちよ、主の憐れみを待ち望め。

わき見をしてはならない。 

 

28 日（火）    １テモテ 4:12-16 

パウロはテモテに書き記す。「あなたの内にあ

る恵みの賜物を軽んじてはなりません。」 

 

29 日（水）        ルカ 9:18-24 
イエスは弟子たちにお尋ねになった。「あなた

がたはわたしを何者だと言うのか。」ペトロが

答えた。「神からのメシアです。」 

 

30 日（木）       ルカ 18:15-17 

イエスは言われた。「子供のように神の国は受

け入れる人でなければ、決してそこに入るこ

とはできない。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みことばの黙想      2021 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（金）      １ヨハネ 3:11-16 
ヨハネは記す。「わたしたちは、自分が死から

命へと移ったことを知っています。兄弟姉妹

を愛しているからです。」 

 

2 日（土）     使徒言行録 1:6-11 

死者の中から復活されたイエスは、弟子たち

にこう言われた。「あなたがたの上に聖霊が降

（くだ）ると、あなたがたは力を受ける。そ

して地の果てに至るまで、わたしの証人とな

る。」 

 

3 日（日）       マルコ 10:2-16 
イエスは言われた。「子どもたちをわたしのと

ころに来させなさい。神の国はこのような者

たちのものである。」 

 

4 日（月）        黙示録 1:9-18 
ヨハネは記す。「人の子のような方が手をわた

しの上に置いて言われた。『恐れるな。わたし

は最初の者にして最後の者、また生きている

者。一度は死んだが、見よ、世々限りなく生

きている。』」 

 

5 日（火）        イザヤ 50:4-9 
神は朝ごとにわたしの耳を呼び覚まし、弟子

として聞き従うようにしてくださる。 

 

6 日（水）     １コリント 3:9-17 
パウロは記す。「あなたがたは、神の建物なの

です。わたしは、神からいただいた恵みによ

って土台を据えました。そして、他の人がそ

の上に家を建てています。ただ、おのおの、

どのように建てるかに注意すべきです。イエ

ス・キリストという既に据えられている土台

を無視して、だれもほかの土台を据えること

はできません。」 

 

 

 

7 日（木）           ヤコブ 5:13-20 
ヤコブは記す。「罪を告白し合い、互いのため

に祈りなさい。正しい人の祈りには、大きな

力があります。」 

 

8 日（金）       エフェソ 1:3-10 

神は秘められた計画をわたしたちに知らせて

くださいました。あらゆるものが、頭（かし

ら）であるキリストのもとに一つにまとめら

れるのです。 

9 日（土）       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。」 

 

10 日（日）     マルコ 10:17-30 

イエスは言われた。「わたしのためまた福音の

ために、すべてを捨てた者はだれでも、今こ

の世で迫害を受けるが、捨てたものの百倍を

受ける。そして、後の世では永遠の命を受け

る。」 

 

11 日（月）          知恵の書 1:1-3 
素直な心で主を求めよ。不信を抱かない人に

主は御自身を示される。 

 

12 日（火）       マタイ 18:12-14 
イエスは言われた。「羊飼いは、迷い出た一匹

の羊を見つけたら、迷わずにいた九十九匹よ

り、その一匹のことを喜ぶだろう。そのよう

に、小さな者が一人でも滅びることは、あな

たがたの天の父の御心ではない。」 

 

13 日（水）        ローマ 6:4-11 
パウロは記す。「わたしたちは、キリストと共

に死んだのなら、キリスト共に生きることに

もなると信じます。」 

 

14 日（木）   １コリント 6:14-20 

パウロは記す。「あなたがたの体は、神からい

ただいた聖霊が宿ってくださる神殿です。」 

 
15 日（金）             詩編 4 
恵みを示す者があろうかと、多くの人は問い

ます。主よ、わたしたちに御顔の光を向けて

ください。

 

 



16 日（土）          箴言 3:21-31 

主があなたの傍（かたわ）らにいまし、足が

罠にかからないように守ってくださる。 

17 日（日）     マルコ 10:35-45 
イエスは言われた。「人の子は仕えられるため

ではなく仕えるために、また、多くの人の命

の代償として、自分の命を献げるために来た

のである。」 

 

18 日（月）       ルカ 10:1-9 

†福音記者聖ルカ日 
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。』」 

 

19 日（火）    １コリント 7:29-31 
パウロは記す。「今からは、物を買う人は持た

ない人のように、世のことにかかわっている

人は、かかわりのない人のようにすべきです。

この世の有様は過ぎ去るからです。」 

 

20 日（水）    ２コリント 1:18-24 

パウロは自分の宣教についてこう記した。「わ

たしたちは、あなたがたの信仰を支配するつ

もりはなく、むしろ、あなたがたの喜びのた

めに協力する者です。」 

 

21 日（木）     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。 

 

22 日（金）       ヨハネ 17:6-11 
イエスは祈って言われた。「父よ、わたしは、

もはや世にはいません。彼らは世に残ります

が、わたしはみもとに参ります。聖なる父よ、

わたしに与えてくださった御名によって彼ら

を守ってください。わたしたちのように、彼

らも一つとなるためです。」 

23 日（土）     コロサイ 1:15-23 
パウロは記す。「揺るぐことなく信仰に踏みと

どまり、あなたがたが聞いた福音の希望から

離れてはなりません。」 

 

 

 

 

24 日（日）     マルコ 10:46-52 

イエスは盲人に言われた。「何をしてほしいの

か。」盲人は言った。「先生、目が見えるようにな

りたいのです。」そこで、イエスは言われた。「行

きなさい。あなたの信仰があなたを救った。」 

25 日（月）      フィリピ 4:4-7 

パウロは記す。「どんなことでも思い煩（わず

ら）うのはやめなさい。何事につけ、感謝を

込めて祈りと願いをささげ、求めているもの

を神に打ち明けなさい。」 

 

26 日（火）      ローマ 8:14-17 

パウロは記す。「あなたがたは、人を奴隷とし

て再び恐れに陥（おとしい）れる霊ではなく、

神の子とする霊を受けたのです。この霊によ

ってわたしたちは。『アッバ、父よ』と呼ぶの

です。」 

 

27 日（水）      ヨハネ 3:14-21 
イエスは言われた。「真理を行なう者は光の方

に来る。その行いが神に導かれてなされたと

いうことが、明らかになるために。」 

 

28 日（木）     ２コリント 8:7-15 

慈善の業（わざ）においても豊かな者となり

なさい。あなたがたは、わたしたちの主イエ

ス・キリストの恵みを知っています。主は豊

かであったのに、あなたがたのために貧しく

なられた。それは、あなたがたが豊になるた

めだったのです。

 

29 日（金）       マタイ 6:7-15 
イエスは言われた。「もし人の過ちを赦すなら、

あなたがたの天の父もあなたがたの過ちをお

赦しになる。」 
 

30 日（土）   １テサロニケ 3:12-13 
神が、あなたがたを、お互いの愛とすべての

人への愛とで、豊かに満ちあふれさせてくだ

さいますように。神があなたがたの心を強め

てくださいますように。 
 

31 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。」

 


