みことばの黙想

2022 年 5 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。

7 日（土）

詩編 146
いかに幸いなことか、神を助けと頼み、主な
るその神を待ち望む人。天地を造り、海とそ
の中にあるすべてのものを造られた神を。主
は、虐げられている人のために正義を行い、
飢えている人にパンを与え、捕らわれ人を解
き放たれる。

8 日（日）

ヨハネ 10:22-30
イエスは言われた。
「 だれもわたしの父の手か
ら奪うことはできない。わたしと父とは一つ
である。」

9 日（月）
1 日（日）

ヨハネ 21:15-19
三度目にイエスはペトロに言われた。
「 わたし
を愛しているか。」ペトロは、イエスが三度目
も、
「 わたしを愛しているか」と言われたので、
悲しくなった。そして言った。
「主よ、あなた
は何もかもご存じです。わたしがあなたを愛
していることを、あなたはよく知っておられ
ます。」

2 日（月）

ヨハネ 1:1-18
キリストについて、ヨハネはこう記す。
「光は
暗闇の中で輝いている。そして暗闇は光に勝
たなかった。」

3 日（火）

２コリント 1:3-7
神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰
めてくださるので、わたしたちも神からいた
だくこの慰めによって、あらゆる苦難にある
人々を慰めることができます。

4 日（水）

イザヤ 55:6-11
主を尋ね求めよ、近くにいますうちに。わた
したちの神に立ち帰るならば、豊かに赦して
くださる。

5 日（木）

イザヤ 64:3-8
主よ、あなたはわたしたちの父。わたしたち
は粘土、あなたは陶工。わたしたちは皆、あ
なたの御手の業（わざ）。

6 日（金）

マタイ 11:28-30
イエスは言われた。
「疲れた者、重荷を負う者
は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ま
せてあげよう。」

イザヤ 2:1-5
多くの民がこう言う日が来る。
「 主の山に登り、
神の家に行こう。主はわたしたちに道を示さ
れる。わたしたちはその道を歩もう。」

10 日（火）

ガラテヤ 4:1-7
「アッバ、父よ」と叫ぶ御子の霊を、神はわ
たしたちの心に送ってくださったのです。

11 日（水）

イザヤ 54:1-10
主は言われる。
「山が移り、丘が揺らぐことも
あろう。しかし、わたしの慈しみはあなたか
ら移らず、揺らぐことはない。」

12 日（木）

１ヨハネ 4:12-21
わたしたちが愛するのは、神がまずわたした
ちを愛してくださったからです。目に見える
きょうだいを愛さない者は、目に見えない神
を愛することができません。

13 日（金）

２ペトロ 3:8-9,13-14
ペトロは記す。
「 ある人たちが考えているよう
に、主は約束の実現を遅らせておられるので
はありません。そうではなく、一人も滅びな
いで皆が悔い改めるようにと、あなたがたの
ために忍耐しておられるのです。」

14 日（土）

２ペトロ 3:8-18
わたしたちは、義の宿る新しい天と新しい地
とを、神の約束に従って待ち望んでいます。

15 日（日）

ヨハネ 13:31-35
イエスは言われた。「互いに愛し合うならば、
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。」

16 日（月）

イザヤ 62:1-5
イザヤの預言。わたしの民のためにわたしは
決して口を閉ざさない。民の正しさが光と輝
き出でるまで決して黙さない。そして諸国の
民はあなたの正しさを見、主の口が定めた新
しい名をもってあなたは呼ばれる。

17 日（火）

イザヤ 45:20-25
地の果てのすべての人々よ、わたしを仰いで、
救いを得よ。わたしは神、ほかにはいない。

18 日（水）

２コリント 13:11-13
パウロは記す。
「喜びなさい。励まし合いなさ
い。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさ
い。そうすれば、愛と平和の神があなたがた
と共にいてくださいます。」

19 日（木）

ヨハネ 10:11-18
イエスは言われた。
「わたしには、この囲いに
入っていないほかの羊もいる。その羊をも導
かなければならない。その羊もわたしの声を
聞き分ける。こうして、羊は一人の羊飼いに
導かれ、一つの群れになる。」

20 日（金）

ダニエル補遺 28-67)
清く心の謙虚な人々よ、主を賛美し、代々に
たたえ、あがめよ。主は、死の力よりわたし
たちを救い出された。

21 日（土）

イザヤ 40:1-5
わたしたちの神のために、荒れ野に道を備え
なさい。険しい道は平らに、狭い道は広い谷
となれ。主の栄光がこうして現れるのを肉な
る者は共に見る。

22 日（日）

ヨハネ 14:22-26
イエスは言われた。
「わたしは、平和をあなた
がたに残し、わたしの平和を与える。わたし
はこれを、世が与えるように与えるのではな
い。心を騒がせるな。おびえるな。」

23 日（月）

ヘブライ 8:6-13
主は言われる。
「わたしの民は同胞に『主を知
れ』と言って教える必要はなくなる。小さな
者から大きな者に至るまで、彼らはすべてわ
たしを知るようになる。」

24 日（火）

創世記 1:1-31
初めに、神は天と地を創造された。神は言わ
れた。「光あれ。」こうして光があった。神は
光を見て、良しとされた。

25 日（水）

２コリント 1:8-11
パウロは記す。
「 わたしたちは耐えられないほ
どひどく圧迫されて、生きる望みさえ失って
いました。それで、自分を頼りにすることな
く、死者を復活させてくださる神を頼りにす
るようになりました。」

26 日（木）
†昇天日

エフェソ 1:15-23

神が心の目を開いてくださるように。神の招
きによってどのような希望が与えられている
か悟らせてくださるように。

27 日（金）

ヨハネ 15:9-17
イエスは言われた。
「 友のために自分の命を捨
てること、これ以上に大きな愛はない。」

28 日（土）

箴言 3:1-12
慈しみとまことがあなたを離れないようにし
なさい。それらを首に結び、心の中の板に書
き記しなさい。

29 日（日）

ルカ 24:46-53
イエスは弟子たちを祝福しながら彼らを離れ、
天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ
後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿
の境内にいて、神をほめたたえていた。

30 日（月）

イザヤ 52:7-10
主は聖なる御腕の力を、すべての人の目にあ
らわにされた。地の果てまで、すべての人が
わたしたちの神の救いを仰ぐ。

31 日（火）

ルカ 1:39-56
マリアは言った。
「 主はわたしたちの先祖に約
束されたように、あわれみを忘れず、その僕
(しもべ)を助けられた。」
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7 日（火）

ホセア 2:16-22
主はその民についてこう語られる。
「 わたしは
彼女をいざなって、荒れ野に導き、その心に
語りかけよう。」

8 日（水）

ガラテヤ 5:16-26
わたちたちは、霊の導きに従って生きている
なら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。

9 日（木）
1 日（水）

知恵 1:1-15
主の霊は全地に満ち、すべてをつかさどり、
あらゆる言葉を知っておられる。

2 日（木）

マタイ 6:5-8
イエスは言われた。
「祈るときは、奥まった自
分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところに
おられるあなたの父に祈りなさい。そうすれ
ば、隠れたことを見ておられるあなたの父が
報いてくださる。」

3 日（金）

エフェソ 5:8-14
何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。実を結
ばない暗闇の業（わざ）に加わらないで、む
しろ、それを明るみに出しなさい。

4 日（土）

イザヤ 44:1-5
主は言われる。
「恐れるな、わたしの僕（しも
べ）、わたしの選んだ者よ。わたしは乾いてい
る地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与え、
わたしの霊をあなたがたに注ぐ。」

5 日（日）
† 聖霊降臨日

ヨハネ 14:19-23

イエスは言われた。
「わたしを愛する人は、わ
たしの言葉を守る。わたしの父はその人を愛
され、父とわたしとはその人のところに行き、
一緒に住む。」

6 日（月）

エフェソ 2:14-18
キリス トはお いでに な り、遠 く離れ てい る
人々にも、また、近くにいる人々にも、平和
の福音を告げ知らせられました。それで、こ
のキリストによってわたしたちは一つの霊に
結ばれて、御父に近づくことができるのです。

１コリント 1:26-31
パウロは記す。
「だれ一人、神の前で誇ること
はできません。神によってあなたがたはキリ
スト・イエスに結ばれ、このキリストは、わ
たしたちにとって神の知恵となり、義と聖と
贖（あがな）いとなられたのです。」

10 日（金）

イザヤ 53:1-12
主は言われる。
「わたしの僕（しもべ）は自ら
の苦しみの実りを見、それを知って満足する。
わたしの僕は、多くの人が正しい者とされる
ために、彼らの罪を自ら負った。」

11 日（土）

エフェソ 1:1-14
あなたがたは、福音を信じ、そして約束され
た聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は、
わたしたちが御国を受け継ぐための保証であ
り、こうして、わたしたちは贖（あがな）わ
れて神のものとなるのです。

12 日（日）

ヨハネ 16:12-15
イエスは言われた。
「真理の霊が来ると、あな
たがたを導いて真理をことごとく悟らせる。
その方は、自分から語るのではなく、聞いた
ことを語り告げるからである。」

13 日（月）

イザヤ 49:8-15
主は言われる。
「 わたしの民は飢えることも渇
くこともなく、熱風も彼らを打つことはない。
憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほ
とりに彼らを伴って行かれる。」

14 日（火）

詩編 16
主よ、あなたは命の道を教えてくださいます。
わたしは、御顔を仰いで満ち足り、喜び祝い
ます。

15 日（水）

ローマ 5:1-11
わたしたちがまだ罪人であったとき、キリス
トがわたしたちのために死んでくださったこ
とにより、神はわたしたちに対する愛を示さ
れました。御子の死によって神と和解させて
いただいたのであれば、御子の命によって救
われるのはなおさらです。

23 日（木）

16 日（木）

洗礼者ヨハネは、イエスがおいでになる前に、
民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝えました。

マルコ 14:12-26
一同が過越しの食事をしているとき、イエス
はパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを
裂き、弟子たちに与えて言われた。
「取りなさ
い。これはわたしの体である。」

17 日（金）

２コリント 5:1-7
パウロは記す。
「 わたしたちは地上の住みかで
ある幕屋が滅びても、神によって建物が備え
られていることを知っています。それは、人
の手で造られたものではない天にある永遠の
住まいです。」

18 日（土）

マタイ 10:1-16
イエスは言われた。
「 わたしはあなたがたを遣
わす。それは、狼の群れに羊を送り込むよう
なものだ。だから、蛇のように賢く、鳩のよ
うに素直になりなさい。」

19 日（日）

ルカ 9:11-17
イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を
仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、
裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。
すべての人が食べて満腹した。

20 日（月）

イザヤ 65:17-18
主は言われる。
「見よ、わたしは新しい天と新し
い地を創造する。代々とこしえに喜び楽しめ。わ
たしは民を喜び楽しむものとして、創造する。
」

フィレモン 1-25
パウロは記す。
「 わたしたちの間でキリストの
ためになされているすべての善いことを、あ
なたが知り、あなたの信仰の交わりが活発に
なるようにと祈っています。」

24 日（金）
使徒言行録
†洗礼者聖ヨハネ誕生日

13:22-26

25 日（土）

ルカ 1:67-79
洗礼者ヨハネが生まれたとき、父ザカリアは
言った。
「ほめたたえよ、神を。我らは、恐れ
なく主に仕える。」

26 日（日）

ルカ 9:57-62
イエスに対して、
「 あなたがおいでになる所な
ら、どこへでも従って参ります」と言う人が
いた。イエスは言われた。「狐には穴があり、
空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕す
る所もない。」

27 日（月）

ルカ 12:22-31
イエスは言われた。
「ただ、神の国を求めなさ
い。そうすれば、他のすべてのものは加えて
与えられる。」

28 日（火）

イザヤ 49:13-26
イザヤの預言。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。

29 日（水）
マタイ 16:13-20
†使徒聖ペテロ・使徒聖パウロ日

ヨハネ 6:51-58
イエスは言われた。
「 生きておられる父がわた
しをお遣わしになり、またわたしが父によっ
て生きるように、わたしを食べる者もわたし
によって生きる。」

イエスは弟子たちにお尋ねになった。
「 人々は
わたしのことを何者だと言っているか。」弟子
たちは言った。「『洗礼者ヨハネだ』と言う人
も『エリヤだ』といます。ほかに『エレミヤ
だ』とか『預言者の一人だ』と言う人もいま
す。」イエスが言われた。「それでは、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。
「 あなたはメシア、生ける神の子です。」

22 日（水）

30 日（木）

21 日（火）

詩編 46
神は言われる。
「力を捨て、知りなさい、わた
しは神。国々にあがめられ、全地においてあ
がめられる。主はわたしたちと共にいます。
ヤコブの神はわたしたちの砦（とりで）。」

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。」

