
ACC18の聖書研究 
 
マルコによる福音書と宣教の５指標 
 

ACC18では、マルコによる福音書の冒頭部分、特にイエスと弟子たちが様々な方法で

神の宣教に仕える箇所を元にして、会期中、日々の日程を始めるにあたっての５つの

聖書研究を行います。これらは、宣教の5指標を元にして協議を行うACCの働きにとっ

てインスピレーションを与えてくれることでしょう。各日、聖書研究は５指標のうち

の一つとマルコによる福音書による助けによって紹介され、内省され、全ての協議に

反映されます。 
それぞれの聖書研究において参加者は、マルコにおける宣教の経験を分かち合い、

それらを通してACCの考えに参画するとともに、他の文脈における宣教についての認識

と理解を深めることができるでしょう。また、私たちはマルコによる福音書が私たち

の宣教の経験や理解を様々な形で肯定し、建設的に挑戦していることを見ていきます

。 
 各聖書研究は９０分です。各々のセッションの中で、 
 
1.  司会者によって始めの祈りと聖書研究についての紹介。 
2.  アングリカンコミュニオンの５つの地域の一つから参加しているスピーカー（主

催者から始まる）が、どのようにして彼らの文脈の中で５指標の一つが表現され

ているか、短い証を行う。また、すべての人が彼らの文脈の中でどのようにそれ

らが表現されているかも分かち合うよう促す（５分）。 
3.  全員の文脈の中で、どのようにこの指標が表現されているかを、テーブルごとに

分かち合う( ２５分) 。 
4.  神学的な助言者が、マルコによる福音書の定められた箇所を紹介し、それをどの

ようにして宣教の指標の土台や指針として用いることができるかを示す（下記参

照）（１０分） 
5.  マルコによる福音書の示された箇所によって、何が分かち合われているか−どのよ

うにそれが述べられているか、どのように前向きな挑戦として行われているか−を
議論する( ３０分)  

6.  毎日、三つのテーブルが会場全体にそれらの所見を提供し、代表者は会場全体に

発言することが許される。また、代表者は専門のメールアドレスやアプリに意見

を送ることができる（２０分） 
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第１セッションー日曜日 
 

語る 
マルコによる福音書１：９〜１５と第１の指標 

「神の国のよき知らせを宣言すること」 
 
 

第２セッションー月曜日 
 

教える 
マルコによる福音書１：１６〜２０と第２の指標 
「新しい信徒を教え、洗礼を授け、養うこと」 

 
 

第３セッションー火曜日 
 

仕える 
マルコによる福音書１：２１〜３９と第３の指標 
「愛の奉仕によって人々の必要に応答すること」 

 
 

第４セッションー木曜日 
 

変革する 
マルコによる福音書２：２３〜３：６と第４の指標 

「社会の不正な構造を改革し、あらゆる暴力に反対し、平和と和解を追求すること」 
 
 

第５セッションー金曜日 
 

大切にする（宝） 
マルコによる福音書４：１〜２、２４〜３６と第４の指標 

「被造物の本来の姿を守り、地球の生命を維持・再生するために努力すること」 
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マルコによる福音書の紹介 
 
 ４つの福音書は物語であり、過去から話を語ります。それらは、「福音書は、現在

のキリスト教信仰の意味を宣べ伝えるために、過去を呼び起こす（Senior and 
St uhl muel l er 1,  p. 211）」と言われているように、単に読み手に情報を伝えるだけで

はなく、教えや励ましやひらめきを与えます。言い換えれば、福音書はイエスによっ

て始められた「神の宣教」の成長と拡張に仕えるために、初期の教会の宣教的生活の

中で誕生したものなのです。 
 
 福音書は、ユダヤ人のクリスチャンと数が増し大多数になった異邦人クリスチャン

の両方で形成された教会共同体のために記されました。今日、多くの教会で明らかで

すが、様々な人々が混在する共同体は緊張や、時には公然の不一致を引き起こします

。「福音書は、共同体が世界に対して、クリスチャンとしての責任についての基本的

な問いと悪戦苦闘する時、困難な時代の中で、新鮮な視点をもたらすように思われる

（p. 211）。」同時に、私たちは新しい仲間と新しい状況の中で福音書を読み、イエス

自身が行った様々な隔てを超えていく宣教について学ぶ時、新しい視点を得ることが

できるのです。 
 
 多くの新約聖書学者は、マルコによる福音書が最初に記された福音書と考えていま

す。マルコは、キリストの生涯と教えについて学んだことをすべて集め、十分に練ら

れた物語にしてそれを伝え、そのことによってマタイとルカが福音書を作る働きに、

創造性と底本としての資料をもたらした独創的な天才です。彼が誰で、いつ、そして

どこで福音書が書かれたのかについては、たくさんの議論があります。使徒言行録や

パウロの手紙、ペテロの手紙Ⅰ に記されているヨハネ・マルコは彼のことかもしれま

せん。彼が福音書を書いたのは、ローマ帝国による７０年のエルサレム神殿崩壊の前

後であろう。13章２節には、エルサレム神殿の運命とその試みについての言及がある

が、その節が来るべき破壊を望んでいるのか、既に起こった出来事について述べてい

るかを判断することは困難です。多くの学者は、マルコは神殿崩壊直後に、ローマで

書かれたと考えています。「その目的は……新鮮な視点を必要としている、恐れと当

惑の中にあるクリスチャンの共同体へ、メッセージをもう一度語ることであった。（

P, 212）」 
 イエスの宣教には緊急性があります。「時は満ち」「神の国は近づいた」( 1: 14- 15,  
9. 1,  13: 30) 。物語の中で頻繁に使われる「すぐに」という言葉は、一つの出来事が、

どのようにしてすぐ次の出来事に続いているかを示しています。婚礼は備えられ

( 2: 19) 、種はすでに植えられ( 4: 3- 9,  26,  30,  第５の聖書研究の主題) 、待ち望まれて

いたエリヤはすでに来ており（９：１３）、弟子たちは宣べ伝え、癒すために派遣さ

れ( 3：13- 19,  6：7- 13) 、そして彼自身が神の国の宣教に完全に献身している( 1：17,  
8：34,  10：29- 31,  42- 5) 。この神の国の未来について疑うことはなく……イエスご自

身が究極の勝利の感覚や、神の支配の最終的な勝利について最上級の自信を漂わせて

います( p. 214) 。 

 
1 Donald Senior and Carroll Stuhlmueller, The Biblical Foundations of Mission , 
Or bi s  1988.  
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 全体的に、マルコ福音書はクリスチャンの生涯を旅として示しており、Seni orと
St uhl muel l erが述べるように、それは最初の節「神の子イエス・キリストの福音の初

め」から始まり、「道」や「旅」という主題が福音書全体に浸透しているように思わ

れます。 
その旅は、イザヤ書の引用で始まり( 1: 2- 3) 、「主の道」の到来を告げ知らせる。洗礼

者ヨハネの宣教（マルコ1: 4- 8）は、「道」の到来を意味し、イエスはまさに具体化で

す。イエスは、神の愛する子として（1: 11, 9: 7, 12: 6）、神から遣わされた最後の使者

として( 12: 6) 、聖霊によって息吹を吹き込まれたものとして( 1: 10) 、はっきりと告げ

知らされています。その道は、ガリラヤにイエスを連れて行き、力強く息つく間もな

い、癒しや悪魔祓い、教えること、そして争い等の宣教活動へと導くのでした( p. 215)
。 
 イエスは、この旅の序盤に敵意と相対します（cf . 2: 1- 3: 6）。この対立は、神の子

の旅が取らなければならない方向性について示唆しています。神の子はエルサレムに

行き、多くの人々のために彼の命を献げなければならない（cf . 10: 33;  
al so8: 31, 9: 31, 14: 21）。同じように、福音書の物語の冒頭で、弟子たちはイエスの道

に従うように招かれており( cf . 1: 16- 21; 2: 13- 15) 、その呼びかけはエルサレムへ方向

転換がされるにつれて強められていきます。今や弟子であるということは、イエス自

身が命を献げた、死と復活の出来事を分かち合うことだと定義されています( 8: 34) 。
マルコは、エルサレムに向かい十字架にかけられるイエスの固い決意と、ペテロや弟

子たちの抵抗を対比させることによって、その主題を強調する……( pp. 215- 6) 。 
 
 最終的に、福音書の結論は土台となる旅の主題について再び述べています。ガリラ

ヤで始まり、エルサレムでの反対や無知、そして死を乗り越えた「主の道」は、イエ

スと弟子たちによって再び始められるのです。これは約束である……イエスの晩餐（

１４：２８）、そして墓での女性たちとの交わりの中での最後の言葉でもある。「さ

あ、行って、弟子たちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリ

ラヤへ行かれる。かねて言われたとおり、そこでお目にかかれる。』( １６：７) 」よ

みがえりのイエスは、「道」の勝利を継続させるため、ガリラヤに彼の共同体を集め

るのです（P. 216）。 
 
 今日、イエスの弟子である私たちは主の道を歩み続けるため、すなわち神の民であ

る人々や世界、すべての被造物に救いを齎す、神の宣教に仕えるため、招かれていま

す。しかし、どのようにしてこの「道」に従うことができるのでしょうか。５つの聖

書研究は、私たちの問いに対する答えを聞くこと、内省すること、他の人々と分かち

合う機会となっています。 
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宣教の５指標の紹介 
www.anglicancommunion.org/mission/marks- of - mission.aspx  

 
教会の宣教は、キリストの宣教であり、 
  神の国のよき知らせを宣言すること 
  新しい信徒を教え、洗礼を授け、養うこと 
  愛の奉仕によって人々の必要に応答すること 
  社会の不正な構造を改革し、あらゆる暴力に反対し、平和と和解を追求すること 
  被造物の本来の姿を守り、地球の生命を維持・再生するために努力すること 
 
宣教の５指標は 
 
● アングリカンコミュニオンの至る所に広がっており、他の教会共同体にも適応さ

れています。 
● ランベス会議や首座主教会議によって決められたものではなく、ACCやアングリカ

ンコミュニオンの交わりを通して徐々に発展していっているものです。それは、

異なる伝統が存在する聖公会が一致する、宣教を理解する一般的な方法になって

います。 
● 最初に述べられているように「教会の宣教は、キリストの宣教である」という、

神の宣教のうちにあるすべての宣教を支えるものです。これは、ヨハネによる福

音書20章２１節が土台となっており、そこでイエスは弟子たちに「父が私をお遣

わしになったように、私もあなたがたを遣わす」と述べています。このことが示

しているのは、宣教は私たちのものでも、私たちがコントロールするものでもな

く、私たちが可能な方法で参与する特権が与えられているということです。神の

宣教は私たちの貢献よりも、さらに偉大なものなのです。それにもかかわらず、

私たちは「全世界に行って、すべての造られたものに福音を宣べ伝えなさい」と

招かれているのです（マルコ16: 15）。 
● 宣教の５指標は最初の指標に要約されており、１９８４年のA C C（A C C−６）に

おいては当初は個々の伝道として定義付けられましたが、現在では宣教のあらゆ

る側面を含む、拡大されたものとなりました。そういうわけで、最初の指標はマ

ルコによる福音書１：１４- 15におけるイエスの宣教の要約が土台となっています

。これは私たちが行う宣教の全てに関わる、鍵となる声明です

( www. angl i cancommuni on. or g/ mi ssi on/ mar ks- of - mi ss i on. aspx) 。 
● それゆえに、最初の指標は伝道や公の礼拝、教会共同体の生活全体に及ぶ、福音

宣教が含まれており、そのコミュニティーが仕える隣人や地域に影響を与えるこ

とになります。 
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第１セッションー日曜日 
 

語る 
マルコによる福音書１：９-１５と第１の指標 

「神の国のよき知らせを宣言すること」 
 
9そのころ、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受け

られた。 10水の中から上がるとすぐ、天が裂けて“ 霊” が鳩のように御自分に降って

来るのを、御覧になった。11すると、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心に適う

者」という声が、天から聞こえた。12それから、“ 霊” はイエスを荒れ野に送り出した

。13イエスは四十日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と

一緒におられたが、天使たちが仕えていた。14ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリ

ラヤへ行き、神の福音を宣べ伝えて、15「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福

音を信じなさい」と言われた。 
 
1.  開会の祈りと聖書研究の紹介 

 
2.  アフリカやC/O C P W Aで第一の指標が、どのようにして示されているかの短い証

（５分）。 
 

3.  テーブルごとの話し合い。自分たちのコンテキストの中で、第一の指標がどのよ

うに示されているかについて（２５分）。 
 

4.  マルコによる福音書、特に１: ９−１５を紹介し、宣教の第一の指標にどのような

基礎と導きを与えてくれるかを示す。Ⅰ 背景については下記参照（１０分）。 
 

5.  テーブルごとの話し合い。示されたマルコによる福音書の箇所が語ること、第一

の指標において何を分かち合っているかについて。どのように肯定し、建設的に

挑戦しているかについて（３０分）。 
 

6.  ３つのテーブルが全体に、それぞれの気づきを報告する。またグループごとに専

用のメールアドレスやアプリにフィードバックを送る（２０分）。 
 

 
背景となるノート 

 イエスは、洗礼者ヨハネから洗礼を受け、聖霊に満たされ、荒れ野で準備の時を過

ごした後、ガリラヤで力強く宣教を開始されます。マルコの１: １４−１５は、神の国

についてのイエスの教えは宣教の鍵となることをはっきりと示しています。 

それは新たな現象であった。なぜなら、救世主と救いを求めるガリラヤの人々の二つ

の結合にとどまらず、もう一つ、つまり救いの国、神の国の到来ということが加わっ

たのだ。 
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これこそ大変革の始まりだった。イェスとそれに従う者たちは布告者、また近づきつ

つある現状を向かい入れる原動力となった。ガリラヤの人々は身の周りなにが起き、

それが現実化されていくことに耳を傾け、それに反応した。そしてイェスは自分を囲

む人々に神はなにをしようとしているかを思い遠くの方に指をさした。 

ときどきイェスはイエスを通して、彼らなりに（まるで女性が洋服を着かえるように

） 

救いの道に出会うことに驚かされた。イェスの謙虚さは「メシア」とか「神の子」と

呼ばれるべきなのに自分を「人の子」と称することにも現れている。これらのことは

宣教師や伝道師にも言えることで、彼らは決して神の使命を果たす中心的人物ではな

く、ただの布告者であり、ときにはその働きの原動力を担うことに徹するべきだ。 

マルコによる福音書は福音を宣べ伝えることから始まり、神の国の定義を中心にイェ

スの生涯にわたる活動が書かれています。( Seni or  e St uhl muel l er 2 p. 213) .  初めの

３章に要約されていて、その先はさらに大きく広がっています。この聖書研究では「

宣教の５指標」と題して、主だった五つの活動を取り上げた。 

大きく分けた初めの部分の節の主な活動は福音を通して神の国を宣言することにある

。 

勇気づけたり忠告したりする言葉をもって、だれでも耳を傾ける者に神の到来の福音

を真剣に受け止めるよう、そして今までの生き方を変えられるよに仕向けている。た

だし、知っての通り、神の国の福音を宣べるイェスと弟子たちの行いはそれにだけと

どまらず、その後の奇跡による病人の回復、ご自身の生き方、祈りや礼拝の仕方、ま

た、人里はなれ一人きりでの祈り、エルサレムへの行程、苦難、死、そして復活、そ

れらがすべてにおよんでいる。あらゆる状況に、そしてあらゆる方法によってイェス

とそれに従う者たちは福音を宣べ伝えたことは明白と言える。 

キリスト教信者として、あるいは教会としてわたしたちは違った環境、状況の中にい

る。この聖書研究で現在のような環境、状況において、どのように宣言を伝えるべき

か考えたい。福音の枠にとどまらず、他の方法でも宣言を伝えるか。そして、「最初

の指標」である「教会の使命は神の国の福音を宣べ伝えるキリストの使命である」こ

とを最善の形で遂行できるか考えていきたい。 

第２セッションー月曜日 
 

 
2 Donal d Seni or  and Car r ol l  St uhl muel l er ,  The Bi bl i cal  Foundat i ons  of  Mi ss i on,  Or bi s  
1988.  
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教える 
マルコによる福音書１：１６〜２０と第２の指標 
「新しい信徒を教え、洗礼を授け、養うこと」 

 
1: １６ イェスは、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、イモンとシモン

の兄弟アンデレが湖で網を打っているのを御覧になった。彼らは漁師だった。１

７イェスは、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」と言われた

。１８ 二人はすぐに網を捨てて従った。１９ また、少し進んで、ゼベダイの

子ヤコブとその兄弟ヨハネが、舟の中で網の手入れをしているのを御覧にになる

と、２０ すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと

一緒に舟に残して、イェスの後について行った。 
 
１．開始の祈り、聖書研究の導入 
２．アジアにおいて「第２の指標」がどのように表されているか簡単な証言（５分） 
３．グループ別ディスカッション:  自分達のコンテキストの中で「第２の指標」がど

のように表されているか。（２５分） 
４．マルコによる福音書１: １６－２０の導入部が「第２の指標」に関しての基本と指

導をどのように提供しているのか。Ⅰ 下記の背景となるノートを参照（１０分） 
５．グループ別ディスカッション:  マルコの福音書のその第２の指標の証明について

確認し合ったあと、どのように聖句を肯定し、そして、どのように積極的に立ち

向かうべきか。（３０分） 
６．三つのグループが一つの結論を出し発表する。グループの責任者は結論のフィー

ドバックをメールのアドレスか携帯電話のアプリに送付する。（２０分） 
 
 
 

背景となるノート 

イェスがすぐに使命に向かって弟子たちを呼び集めることには大きな意味があった。 

( 1: 16- 20)  イェスの使命は一人だけの大役ではなく、仲間たちとが一体となってなし

とげる仕事だった。イェスは岸辺から網を放つ貧しい漁師だけではなく、舟を所有す

る余裕のある漁師、ローマ帝国の役人たちに協力する税の徴収人、帝国と立ち向かう

革命支持者などあらゆるグループの男女に目を向けさせた。 
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彼らに分かりやすい「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」という言

葉で呼びかけた。過去の生き方を捨ててイェスに従い、あらゆる方面に広がりつつあ

る神の国の世界を新しい視野から見るように勧めた。それはどこにでも、誰にでも共



感できる素晴らしい光景だった。イェスが新しい教えを宣べる他に、新しい視野で世

の中を見る改革運動でもあった。 

イェスは１２人の弟子を誘った。１２という数はイスラエルの１２族からきている。

つまりくに全体の再建運動を示している。ところがイェスはこの運動を他所も伝え、

後にはパレスキナの国境、そして地中海を超えて多くの地に伝えた。 

 

ガリラヤを旅するあいだ、弟子たちはイェスにより、また仲間同士の協力により、自

分たちを形成し、養成しあい、伝道師として共同生活を送った。 

エルサレムへの道を歩いていたときにはイェスは教えを説いたり、勇気付かせたり、

ときには批判したりするのにもっと時間をかけた。弟子たちは修業として教えを受け

るだけでなくその生き方により祈りや習慣についても学んだ。 

弟子たちには神の国の秘密( 4: 11) が明かされた。彼らは病を回復させるため遣わされ 

( 3: 13- 19,  6: 7- 13)  さらに運動は広まっていった。彼らは御国の宣教において、全面

的に献身するべく招かれています。( 1: 17, 8: 34, 10: 29- 31, 42- 5) 。 

それは多くの場合容易なことではなく、時にはイエスが何を示されたいのかを 

理解できないこともあります。しかし、全体的には「もしあなたが早く行きた 

いなら、一人で行きなさい。しかし もしあなたが遠くへ行きたいのなら、誰 

かと一緒に行きなさい」と言うアフリカのことわざによくあらわれています。 

この学びのモデルは そのようには時には認められてはいないが、今日のアン 

グリカンコムニオンの教会内で 多くの観点で見られることです。宣教の第二 

の指標の表現で 「教会の宣教はキリストの宣教であり、教え、洗礼を施し、 

そして新しい信者を養うことです。」私たちの教会、教区、管区の中でどこま 

でそれが実現されているか、どのように励まし、教会の中で教区主宰のプログ 

ラムやセミナーを通して拡張されているでしょうか？ 

 
 
 
 

Ⅰ ９－ 
 

第３セッションー火曜日 
 

仕える 
マルコによる福音書１：２１〜３９と第３の指標 
「愛の奉仕によって人々の必要に応答すること」 

 



1: 21 一行はカファルナウムに着いた。イエスは、安息日に会堂に入って教え始められ

た。22 人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者とし

てお教えになったからである。23 そのとき、この会堂に汚れた霊に取りつかれた男が

いて叫んだ。24 「ナザレのイエス、かまわないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正

体は分かっている。神の聖者だ。」25 イエスが、「黙れ。この人から出て行け」とお

叱りになると、26 汚れた霊はその人にけいれんを起こさせ、大声をあげて出て行った

。27 人々は皆驚いて、論じ合った。「これはいったいどういうことなのだ。権威ある

新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聴く。」28 イエスの評

判は、たちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。29 すぐに、一行は会堂を出て、

シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。30 シモンのしゅう

とめが熱を出して寝ていたので、人々は早速、彼女のことをイエスに話した。31 イエ

スがそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。32 
夕方になって日が沈むと、人々は、病人や悪霊に取りつかれた者を皆、イエスのもと

に連れて来た。33 町中の人が、戸口に集まった。34 イエスは、いろいろな病気にかか

っている大勢の人たちをいやし、また、多くの悪霊を追い出して、悪霊にものを言う

ことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。35 朝早くまだ

暗いうちに、イエスは起きて、人里離れた所へ出て行き、そこで祈っておられた。36 
シモンとその仲間はイエスの後を追い、37 見つけると、「みんなが捜しています」と

言った。38 イエスは言われた。「近くのほかの町や村へ行こう。そこでも、わたしは

宣教する。そのためにわたしは出て来たのである。」39 そして、ガリラヤ中の会堂に

行き、宣教し、悪霊を追い出された。 

 
１．開始の祈り、聖書研究の導入 
２．ヨーロッパにおいて「第３の指標」がどのように表されているか簡単な証言（５

分） 
３．グループ別ディスカッション:  この宣教の指標は夫々にとって何を言わんとして

いるか？（２５分） 
４．マルコによる福音書１: ２１－３９の導入部が「第３の指標」に関しての基本と指

導をどのように提供しているのか。Ⅰ 下記の背景となるノートを参照（１０分） 
５．グループ別ディスカッション:  マルコによる福音書のこの聖句についてどの

ように話し合ったか。どのように確認されたか。そして、どのように積極的に立

ち向かっていくべきか。（３０分） 
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６．三つのグループが一つの結論を出し発表する。グループの責任者は結論のフ

ィードバックをメールのアドレスか携帯電話のアプリに送付する。（２０分） 
 
 
背景となるノート 

イエスの癒しの業は彼の宣言に不可欠の要素です。何故なら１章１４節から１５節の

本質的な声明のすぐ後に続くからです。１章２１節から４５節までの聖句は御国の存

在の直接的なイメージをもたらします。このイエスの権威において、御国の救い主と



しての力、「神の福音」そのものに出会います。（１: １４）（ｐ. ２１３）イエスは

除外された者、疎外された者、女、子供、ハンセン氏病患者、異邦人達に対して個人

的に接しておられます。 

 

しかし文には驚くべく事もあります。第一に、イエスでは無く、シナゴーグの男がイ

エスに近づいたことです。イエスは きっとその突然のアプローチに結果的には驚い

たことでしょう。それがイエスの最初の癒しになりました。その先を見たときに、他

の人たちも同じように先にイエスに近づいていたことに気づかされることと思います

。シモンやアンドレ、ハンセン氏病患者、体が麻痺した男の友人達、ヤイロや血の病

の女達などのように。癒しの業はイエスや弟子たちが人びとにするものではなく、助

を必要とする人びとが彼や彼らを通して御国を求めることであります。そのことは神

の宣教には二つだけではなく、三つあることを思い出させてくれます。（上記参照） 

 

イエスは病人や悩める者と求めて行ったのではありません。彼の主な務めは、「み言

葉を宣べ伝えること」です。それは、全ての人びとが癒される前にカファルナウムを

出た時に見られます。何故なら、彼は他の町町へみ言葉を宣べ伝え無ければならなか

ったからです。「何故なら、私はその為に来たのですから」（１: ３８）このように、

彼の弟子になる召命受けることや、教会は単に人びとの健康に気を配ることではなく

、神の御国の存在を証するものです。しかし、助を必要とする人たちに出会った時、

イエスはすぐに応え、寛大にその必要を正しい処置をし満たします。 
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他の驚くべきことはその方法の多様さです。彼は言葉を用い、触れ、唾を利用し、遠

距離からの祈りを用いたりします。しかし、常に自然で心を込めて、決して予め計画

されたものではないのです。彼は 人びとを愛する人であり、正しい言葉を用い、愛

を持ってその人間的な必要に応えられます。決して雇われた専門家のようではありま

せん。シモンの姑に対して、彼はジャイロの娘にしたのと同様にに手をとり、小さな

、しかし素晴らしいディテールを示しました。私たちの社会的に離れた世界では、こ

のようなディテールは目に留まり人の単純な触れることのぬくもりの力を思わせてく

れます。 

 



全てのアングリカンは 知人たちにこのような手助けをし、神の癒しを祈ることがで

きます。世界の異なる地域のアングリカン達もよく整えられた医療施設や病院を設立

し支援を提供しています。幾つかの教区では実際に存在し、運営しています。特に健

康管理が行き届いていない所では、これが宣教の鍵であります。これら全ての働きは

宣教の指標３を現すものです。「教会の宣教は キリストの宣教であり、愛のある奉

仕をもって助を必要とする人々に応えること」これがあなたの教会、教区、管区が関

わっていることですか？医療支援として、御国の宣言を支えるものでしょうか？どの

ようにこれを改善していくことができるでしょうか？ 
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第４セッションー木曜日 

 
変革する 

マルコによる福音書２：２３〜３：６と第４の指標 
「社会の不正な構造を改革し、あらゆる暴力に反対し、平和と和解を追求すること」 

 
2: 23 ある安息日に、イエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂

を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、「御覧なさい。なぜ、彼らは安息日

にしてはならないことをするのか」と言った。25イエスは言われた。「ダビデが、自

分も供の者たちも、食べ物がなくて空腹だったときに何をしたか、一度も読んだこと

がないのか。26 アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神の家に入り、祭司の

ほかにはだれも食べてはならない供えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたで

はないか。」27 そして更に言われた。「安息日は、人のために定められた。人が安

息日のためにあるのではない。28 だから、人の子は安息日の主でもある。」 



3: 1 イエスはまた会堂にお入りになった。そこには片手の萎えた人がいた。2人々はイ

エスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気をいやされるかどうか、注目してい

た。3 イエスは手の萎えた人に、「真ん中に立ちなさい」と言われた. 4 そし人々に

こう言われた。「安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うこと

か。命を救うことか、殺すことか。」彼らは黙っていた。5 そこで、イエスは怒って

人々を見回し、彼らのかたくなな心を悲しみながら、その人に、「手を伸ばしなさい

」と言われた。伸ばすと、手は元どおりになった。６ ファリサイ派の人々は出て行

き、早速、ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始め

た。 

 

1． 聖書の学びの為の手引きと開会の祈り 

2． 第４の指標について、アメリカで見られる簡単な証（５分） 

3． テーブルでの話し合い：この宣教の指標は夫々にとって何を言わんとしてい

るか？（２５分） 

4． マルコによる福音書2章２３節から３章６節までの導入、この箇所がどのよう

に土台を提供してくれるか、又、第４の指標について導いているかを見る。

Ⅰ 下記参照（１０分） 
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5． テーブルでの話合い： マルコによる福音書のこの箇所が、話し合われたこ

とに対して、どのようにそれらを確信し、建設的な挑戦を語っているか。（

30分） 

6． 三つのテーブルのグループが部屋全体へそれらの答えを発表する。また、担

当者は何らかの特定のアプリによりフィードバックを送ること。（２０分） 

 

背景となるノート 

このマルコの2: 23- 3: 6の箇所ははイエスの宣教の他の次元を現しています。これらの

二つの話にはイエスと弟子達による他愛のない行いが大きな問題を抱えることとなっ

ています。安息日に麦の穂を摘み食べることや手の萎えた男を癒したことは、人々の

住む上での国全体にとって 全国的、文化的又政治的な制度には何も根本的には影響

はないと言うことです。 

 

安息日を厳しく守ることは、周りの異邦人達とは異なる生き方を守っているパレスチ

ナのユダヤ民族にとって主要なマナーの一つであったからです。しかしイエスがここ



で示したことは国民的文化的な制度を守るより人々の必要に応えることの方がより大

切であることを示しました。人々の必要を満たすことはその目的とは反する制度を守

る事以前のことです。それはこれらの法や構造を変えることはイエスの宣教、神の御

国の到来には不可欠な要素になることを意味しています。 

 

それはパリサイ人達のような権威者にとっては頑固な敵やヘロデ党を集め対立を生む

ことになります。パリサイ人達が汚れた人達とみなすローマの政治家達と手を組むヘ

ロデ党の人々は手に負えない敵とみなしていたからです。しかしながら、彼らはその

嫌悪感を横に置き、イエスを滅ぼそうとし、驚くべきことはイエスが対峙する深い敵

対心を示しています。 

この対立はイエスがエルサレムに入り神殿を清めた時に最高に達します。( 11: 15- 18)  

っその出来事は彼を投獄、受難、死へと導きます。（１４章１５章） 

イエスが単なる師であり癒し人では無かったのは明らかです。彼の神の御国の宣言は

全体として社会に激しい紛糾をもたらしました。マルコによる福音書はイエスの宣教

の予言性を、どのように彼が宗教団体や政治、彼らが支配する構造に立ち向かったか

を特記しています。 
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御国の到来は個人が生まれかわることだけではなく、社会の構造、いわゆる宣教の第

４の指標：「教会の宣教はキリストの宣教であり、社会の不正な構造を改革し、あら

ゆる暴力に反対し、平和と和解を追求すること」 にあります。 

 

これらの話は注意深く選ばれた小さな行いが、一般的に社会に大きく疑問を投げかけ

る大きなメッセージを伝えることが出来ることを示しています。 

今日はどうか？教会が行うように招かれている大きな紛糾を呼び起こすような、どん

な小さな行いがあるでしょうか？ 

今後数か月、あるいは数年に 私たちの教会共同体は、正義、平和と和解へと向かって

生きている社会の中で暴力や不公平からの転換の手助けの為にどのような予言的な行

いが実現できるでしょうか？神の各地の教会、教区 あるいは管区に対する呼びかけ

に、どのようにこの御国の社会的な変換された生き方を組み込み実現することができ

るでしょうか？ 
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第５セッションー金曜日 

 
大切にする（宝） 

 
マルコによる福音書４：１〜２、２４〜３６と第４の指標 

「被造物の本来の姿を守り、地球の生命を維持・再生するために努力すること」 
 

4: 1 イエスは、再び湖のほとりで教え始められたあ。おびただしい群衆が、そばに集

って来た。そこで、イエスは舟に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆

、湖畔にいた。2 イエスはたとえでいろいろと教えられ、その中で次のように言われ

た。 

4: 24 また、彼らに言われた。「何を聞いているかに注意しなさい。あなたがたは自分

の量る秤で量り与えられ、更にたくさん与えられる。 25 持っている人は更に与えら

れ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。」26 また、イエスは言

われた。「神の国は次のようなものである。人が土に種を蒔いて、 27 夜昼、寝起き

しているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知ら

ない。 28 土はひとりでに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂に

は豊かな実ができる。 29 実が熟すと、早速、鎌を入れる。収穫の時が来たからであ

る。」30 更に、イエスは言われた。「神の国を何にたとえようか。どのようなたとえ

で示そうか。 31 それは、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、 32 蒔くと、成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の

陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。」33 イエスは、人々の聞く力に応じて

、このように多くのたとえで御言葉を語られた。 34 たとえを用いずに語ることはな



かったが、御自分の弟子たちにはひそかにすべてを説明された。35 その日の夕方にな

って、イエスは、「向こう岸に渡ろう」と弟子たちに言われた。 36 そこで、弟子た

ちは群衆を後に残し、イエスを舟に乗せたまま漕ぎ出した。ほかの舟も一緒であった

。 

 

1． 聖書の学びの為の手引きと開会の祈り 

2． 第5の指標について、オセアニアで見られる簡単な証（５分） 
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3． テーブルでの話し合い： この宣教の指標は夫々にとって何を言わんと

しているか？（２５分） 

4． マルコによる福音書４章２４節から３６節までの導入、自然に基づいた

イエスの教えがどのように世界の見かたを変化させるか又、道具主義か

ら相対的なものの見方へと移り、第５の指標について考える上でどのよ

うに基礎と手引きを与えるかを見る。下記参照（１０分） 

5． テーブルでの話合い： マルコによる福音書のこの箇所が、話し合われ

たことに対して、どのようにそれらを確信し、建設的な挑戦を語ってい

るか。（30分） 

6． 三つのテーブルのグループが部屋全体へそれらの答えを発表する。また

、担当者は何らかの特定のアプリによりフィードバックを送ること。（

２０分） 

 

背景となるノート 

パリサイ人とヘロデ党が力を合わせてイエスを滅ぼそうとした恐ろしい事件の後、イ

エスと弟子達は湖を利用して周囲を訪問する為に山を登り鄙びた地域へと旅たちまし

た。湖では恐ろしい嵐にも出くわし、家から遠くを旅しました。言い換えると、一行

は屋外で大自然の中で驚異に晒されながら活動をしていました。 

 

それは今から耳にする事柄をイエスが教えられた方法を現しています。４章にあるマ

ルコによる福音書の最初の紹介、イエスが湖の畔で人々に教え、水べで座っている人

達に語る為に舟に乗ることは感動的です。それは海岸線は国境であり、湖の深い水の

中にある自然の力と人々が住み耕す畑のある土地との遭遇の入り口でもあります。イ



エスは神の御国とは土地と深い水とを変換させ、全創造に救いの恵をもたらす 二つ

の国を扱っているメッセージをしめしています。しかしどのようにするのだろうか？ 

 

彼の教えの中で、御国が来ることを現す為にまず自然のイメージを用い、特に植物の

種の成長を用いています。彼は自然の有機的なリズムと過程の関係と神が人びとの生

き方と心に彼の国をもたらすことの関係を結び付けています。このように、3節から9

節と13節から20節では、異なる種類の土壌で種が育つように、異なる人々に御国が来

ることも異なる方法で表されることを学びます。それでは、26節から32節ではひそか-

17-  

に育つ種と小さなからし種の種が大きな灌木に変わることを読みます。他の言葉では

、見えない形で育つ種と「ひそかに」は世界の目に見えない所で育つ御国のようだと

表現しています。さらに、からし種の小さな種とその成長の期間は、神の御国も非常

に小さな状態で始まるが、人々の人生の中で広範囲にわたる現実となることを現して

います。 

 

それら全ては大切です、何故なら、どのように神の御国がやって来るかを教えている

からです。イエスは神の御国の恵と救いを与える方法を説明する為に、侵略と制服の

軍事イメージは用いず、あるいは工場の作業から来る機械的で道具至上のイメージで

もなく、有機的なもの、特に農夫が自然と取り組むような方法をあらわしています。 

 

そして種の栽培に関わる過程の関係性がどのようにして人の人生が そして世界が神

の宣教による変換されるかの鍵になっています。他の言葉ではその基本的な教えに、

イエスは聞く人達に彼らの考え方を自然界に合わせること、そしてその季節やリズム

を自然界から学ぶよう勧めています。 

 

今日の宣教を考える時にどのように自然界とより調和し、その季節、リズムをとるこ

とが出来るか、ただ現実的な人間中心（破壊的な人間中心主義）により操作され搾取

された物として扱うのではなく、私たちもその一部であり価値あるものと認め、崇め

る有機的な生物として捉えられないだろうか？「Laudat o s i 」にあるフランシスコ教

皇の言葉に、どのように私たちは環境的な会話が得ることが出来るだろうか？があり

ます。他の言葉で表すと、どのように宣教の第５指標「被造物の本来の姿を守り、地

球の生命を維持・再生するために努力すること」が出来るだろうか？ 

 
 


