
GOD WITH US 
Part 10: EARLY LETTERS 

Message 10 – 2 Corinthians 
A Heart Opened Wide 

2Corinthians 8-13 

神は我らと共に 

パート１０：初期の手紙 

第１０メッセージ‐コリント人への手紙第二 

大きく開いた心 

コリント人への手紙第二 第８－１３章 

 

はじめに 

 コリント人への手紙第二の多くは、コリント教会側からの

疑いに直面したパウロの使徒職の弁護から成ります。パウロ

の使徒職の防衛が中断されている箇所が、献金に焦点を当て

た二つの章（第７，８章）です。わずか二章ではありますが、献

金の部分も、より大きな図を考慮して表示する必要がありま

す。コリント人は間違いなく、エルサレムの苦しむ教会に代

わって、すべての異邦人教会の間で大規模な援助金運動を行

うパウロの動機とやり方に疑問を投げかけました。パウロの

指導者としての合法性に対する疑問のために、この援助金運

動に自由かつ寛大に参加するという以前の決定を揺るがして

いた可能性もあります。この様に、献金することに取り組む

ときでさえ、パウロは自身の役割と行動を防衛している一方

で、エルサレムで苦しんでいる人々を助ける運動に寛大な心

で参加するよう彼らに懇願しています。全体として、第二コ

リントは、敬虔な指導者であるパウロの心に関する最も深い

洞察を提供しています。パウロは、使徒職を守らなければな

らなかったので、自身の行動の背後にある心と動機を説明す

る必要がありました。それは、経験な指導者が内部がどの様

に見えるかについての豊富な教えを私たちに展開します。 

  1999 年、第二コリントのリーダーシップの原則について、

シャーリーが詳細な研究に取り組み、４０以上の主要なリー

ダーシップ原則を蓄積しました。以下は、それらの原則の一

部です。神が、あなたに求めておられるリーダーシップの能

力において、役立つことを願っています。 

 

１．指導者は、苦難を経験し、神の個人的な慰めを経験し、

他者の試練をあわれみ、真に慰めと希望を与えなければなり

ません（1：3-7）。 

 

２．指導者には「限界がある」ので、神に信頼するように強

いられます。（1:8－11） 

 

３．指導者は、神とその追随者の前に明確な良心を保ち、100

パーセントの誠実さと真心を持って指導しなければなりませ

ん（1:12）。 

 

４．指導者は、人の批判にもかかわらず（1：15-23; 2：

12,13）、聖霊の促し、導き、方向転換に敏感でなければなら

ない。 

 

５．指導者は、人々を愛し、自身の深い感情を追従者に表現

することを恐れません（2：1-4）。 

 

６．指導者は、すべての人を喜ばせるために問題を回避する

のではなく、人々の問題に正面から向き合います（2：4-6）。 

 

７．指導者は失敗を理解し、成長したい人に向けて慈悲、赦

し、回復をもって導きます（2：7-11）。 



８．指導者は、人の承認や個人的利益のためではなく、ただ

お一人の傍観者のために生きます（2：14-17）。 

 

９．指導者は、自分の力、知恵、能力、または資源に依存す

るのではなく、神に深く依存して生きています（3：4-6）。 

 

１０．指導者は、困難な時（4：1,16）でも失望しません。 

 

１１．指導者は真理をはっきりと示し、神の御前と人の前に

清らかでなければならない。彼らは「神の御前で」導き、生

きるのです（4：2-6）。 

 

１２．指導者は、彼らが壊れやすい土の器であり、彼らを通

して神の力が明るく輝くことを知って、謙虚でいなければな

らない（4：7-12）。 

 

１３．指導者は、この世の一時的な報酬ではなく、日ごとに

内向きに更新される目に見えない現実と永遠の報酬に焦点を

当てます（4：16-18）。視覚ではなく、信仰によって生きて

います（5：7）。 

 

１４．指導者は、自分の人生がどの様に用いられたかの説明

責任があることを知り、神を喜ばせるために生きます 

（5：9,10）。 

 

１５．指導者は、キリストが個人的に、またすべての人々に

対して持っておられる愛に動機付けられて、他者に対する誠

実な愛を培わなければならない（5：14,15）。 

 

１６．指導者は、信仰によって「キリストにある」なら、誰

でもキリストの力によって新しくされるという希望があると

信じています（5：16,17）。 

 

１７．指導者は、キリストの大使として、キリストが人類の

罪を背負ってくださったので、神と和解するよう人々に訴え

ます（5：18-21）。 

 

１８．指導者は、彼らを通しての神の働きが不名誉にならな

いために最新の注意を払います。（6：3-10）。 

 

１９．指導者は、信者に心を広く開きます（6：11-13）。 

 

２０．指導者には、彼らを励ます他の強力な指導者が必要で

す（7：6,7）。 

 

２１．指導者は、その追従者の愛情によって励まされ、リフ

レッシュされます（7：13-16）。 

 

２２．指導者は、自分の信者を他の人に賞賛し、自分の信者

が成し遂げている素晴らしい成果に注意を促します（8：1-6）。 

 

２３．指導者たちは、人々がまず完全に神に捧げ、それから

世で神の使命を前進させるために、所有物を与えるように勧

める困難な仕事を恥じません。（8：7-15）。 

 

２４．指導者は、作業をうまく管理するために共同指導者を

任命します（8：16-18）。 

 

２５．指導者は人々の献金に対して公正である必要がありま

す（8：20,21）。 



２６．指導者は、神の霊的な武器をもって、神の戦いにおい

て戦います（10：3-6）。 

 

２７．指導者は、自己推薦をするような人々と自分を比較し

たりはしない。（10:12）。 

 

２８．指導者は、主が成し遂げられたことのみを誇るべきで

す（10：13-18）。 

 

２９．指導者は、イエスについての真実を守り、保存するた

めに戦います（11：1-5）。 

 

３０．指導者は、必要に応じて、神から与えられた使命を果

たすために厳しい苦難を経験します（11：21-29）。 

 

３１．指導者は、神の力が示される機会になるなら、自分の

弱さを受け入れ、また、弱さを誇ります（11：30-33; 12：1-10）。 

 

３２．指導者は、追随者のために使いつくします（12:15）。 

 

３３．指導者は与えられた人々を決してあきらめず、むしろ

神から与えられた本当の可能性を引き出します。（13：5-11）。 

 

 

 パウロが指導者について教えた事柄すべてを守ることは期

待されていませんが、第 2 コリントは、敬虔なリーダーシッ

プに関する洞察と原則の一種の教科書であることがわかりま

す。 上の項目に目を通し、自分の状況に最も関連すると思わ

れる事柄を選択し、より詳細に検討することが望まれます。 

 

Ⅱ． 寛大な献金に関する勧め：8 章 9 節 

 

 これらの二つの章の中で、聖書のどの箇所よりも多く、献

金というテーマについて学びます。 以下は、パウロが教えた

主な原則と、簡単な説明に注目しています。この部分を見て

いくとき、この援助金運動が貧困救済の使命であったことを

心に留めておくことが重要です。 パウロは、迫害の結果、エ

ルサレムで苦しんでいる人々を助けるために、裕福なキリス

ト者に献金を求めました。 これは建設運動ではなく、人道支

援活動でした。このセクションの特定の原則は、人道的救援

活動に固有のものであり、パウロがそれについて提言する警

告の箇所です。 

 

１．主の働きに献金できることは特権です（8：1-4）。 

 マケドニア人は、彼ら自身が苦しんでおり、経済的手段が

限られていたにもかかわらず、支援運動に参加する特権をパ

ウロに懇願しました。パウロは、彼らの熱意をコリント人の

例として用いました（彼は以前、コリント人の寛大さの約束をマケドニア人

の例として用いました！）。犠牲的献金は、神の働きに捧げることを

教えるこの重要な部分において、最初の注釈です。 

 

２．成熟した信者は「献金の恵みに優れている」べきです

（8：5-7）。 

 信仰、言論、愛などの他の恵み（または霊的な賜物）を行使する

際に、成熟さを示すのと同様に、金銭的な恵みを通してキリ

ストにある成熟を示します。寛大な献金は奉仕であり、霊的

な成熟のしるしです。 

 



３．寛大に与えるとき、私たちは神のようです（8：8,9）。 

次の箇所は、パウロ著書の中で最も詩的な節の 1 つであるだ

けでなく、献金のための重要な動機も含まれています。 

 

8:9 あなたがたは、わたしたちの主イエス・キリストの恵みを

知っている。すなわち、主は富んでおられたのに、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、彼の貧

しさによって富む者になるためである。（８：９） 

 

４．献金する欲求（誓約）は満たされるべきです（8：10-12）。 

 財政状況が大幅に変化しない限り、与える約束は満たされ

るべきです。 パウロは、献金について法的に教えていたので

はなく、 むしろ、情熱的で実用的でした。 人々が所持してい

ないものからではなく、所持しているものから与えてほしい

と願っていいました。 貪欲や欲が入り込み、この運動に参加

する意思を表明した人々の誓約を妨げたくありませんでした。 

 

５．献金とは差し迫った必要を満たす必要があります 

（8：13-15）。 

 献金は、いわば「階層を平らにする」ことを目的としてい

ます。 この場合、豊かな人たちが、困っている人たちと分か

ち合うように招かれました。 献金は金持ちをより金持ちにす

ることを意図したものではありません。 むしろ、より少ない

ものでそれらの必要を満たすためです。 ここでは、迫害され

ているエルサレムの信者たちの苦しみを軽減するために人々

の献金が集められていました。 

 

６．運動を行うには「指導者たち」が必要です（8：16-24）。 

 テトスと名前が上げられていない兄弟は、この運動の指導

者と支配人でした。すべての援助金運動には、目的を説明

し、支援を結集し、努力を導き、資金を保護して成功させる

ための主要な指導者が必要です。 

 

７．金銭的捧げものは、公正にに管理する必要があります

（8：20-21）。 

 神の民の供え物に関しては、資金の取り扱いを間違えた

り、怪しい処理を許す余地はありません。寛大な献金には、

供物の慎重な管理が必要です。そうでなければ、人々は将来

失望し、献金を差し控えるような事態へとつながります。 

 

８．主要な運動には、寛大な主導的寄贈者が必要です 

（9：1-5）。 

 パウロは、コリント人の寛大な誓約を他の地域が寛大に与

えるための模範として用いました。そして、パウロの彼らへ

の誇りが空虚なものでなかったことを証明するために、彼ら

が誓約に忠実であることを確認するために手紙を書いていま

した。すべての運動には、その寛大さにより、すべての人が

参加するように導く先導者が必要です。 

 

９．可能であるなら、豊かに種を蒔くべきです（9：6）。 

「種をまくものを刈り取る」という原則は、与えることにも

当てはまります。豊かに種をまく者は豊かに刈り取る（神が適切

と思われる通りに刈り取ります。参照：11番）。少ししかまかない者は、

少ししか刈り取りません。 

 

１０．神は喜んで施す人を愛して下さる（9：7）。 

 献金は、強制ではなく、常に自発的なものでなければなり

ません。私たちが喜びの心で与えるとき、神はそれを愛され

ます。強迫観念（「私は与えなければならない」）で与えることは、神

を敬うことになりません。 



１１．神は、寛大な献金を祝福してくださいます 

（9：8-11）。 

 神の恵みの祝福は、金銭的な祝福の形で、または「義の収

穫」を高める他の方法で、戻ってくるでしょう。 

 

１２．献金は私たちの証の一部です（9：12-14）。 

 キリスト者は、寛大な献金によって、寛大な神に励まさ

れ、神への感謝に溢れます、未信者は、イエスへの信仰の具

体的な現実を見るでしょう。 

 

１３．神は、言葉で表せない程の贈り物を与えてくださいま

した（9:15）。 

 神が祝福を越えて捧げることは不可能です！神は、御子と

いう贈り物を与えてくださいました。私たちの「寛大な」献

金はすべて、神が私たちのために捧げてくださった犠牲によ

って測られるべきです。 「言葉に表すことができないほど」

という言葉は「言葉にもならないほどの」、または「言葉で

説明できないほどの」という意味です。 

 

 ここには献金について、多くのことが記されています。 上

記の 13 の条項を読んで、最も際立っている箇所は何ですか？ 

神の御業への献金についてのあなたの見解は、これらの二つ

の章によってどの様な影響を受けますか？ パウロは、神の寛

大さを寛大で、喜んで与えるための重要な動機として用いて

います（参照：8：9、9:15）。 神の贈り物（イエスが、私たちのために、救い

の贈り物となってくださるために、私たちの世界に来られたという贈り物）は、献

金についてのあなたの見方にどの様に影響しますか？ 

 

 

３．パウロの使徒的権威：第 10-13 章 

 

 第二コリントの残りは、パウロの使徒職の弁護に戻りま

す。 パウロがここで、彼自身の使徒職の説明を強いられてい

なければ、知らなかったであろう人生についての事柄が明ら

かにされます。 

 

-問題の核心：10：1-18 彼らは、パウロの語調や身体的外見

や話し方（10：7）によって彼を判断しました。 彼らの目に、よ

り多くの地位を持っていた他の指導者たちとパウロを比較し

て、パウロを劣っていると判断しました。 彼らのパウロに対

する見方に対して、パウロは二つ述べました。 

 

１．彼の強さは霊的であり、肉体的でも、外見的でも、世俗

的でもありませんでした。 

10:3 わたしたちは、肉にあって歩いてはいるが、肉に従って

戦っているのではない。 10:4 わたしたちの戦いの武器は、肉

のものではなく、神のためには要塞をも破壊するほどの力あ

るものである。わたしたちはさまざまな議論を破り、 10:5 神

の知恵に逆らって立てられたあらゆる障害物を打ちこわし、

すべての思いをとりこにしてキリストに服従させ、 

（１０：３－５） 

２．他の人と比較することは見当違いです。 

10:12 わたしたちは、自己推薦をするような人々と自分を同列

においたり比較したりはしない。彼らは仲間同志で互にはか

り合ったり、互に比べ合ったりしているが、知恵のないしわ

ざである。（１０：１２） 



 今日、私たちは外見（見た目、資源、地位、性格、教育）を賞賛し、

報いる文化に生きていますが、人々は顔かたちを見る傍ら、

神は「心を見られる」（1 サムエル 16：7）。 あなた自身の世界で

は、外見にどの様に焦点を合わせておられると思いますか？ 

ただ外見に焦点を合わせるのではなく、あなたの心の状態（あ

なたの内なる存在）で、人生を方向転換させるために、何ができま

すか？内なる人は、日ごとに新しくされていくために、追加

できる霊的規律はありますか（2コリント 4:16）？ 

 

-欺きの使者：11：1-15 パウロは、コリント人が偽の「キリ

ストの僕」によって伝えられた偽りのメッセージにはまった

事実によって受けた衝撃を説明しました。 この箇所は、パウ

ロがガラテヤ人に「異なる福音」を受け入れることに失望を

表明した、ガラテヤ人への手紙第一章を連想させます。 

 

１．コリント人たちが「異なる福音」によって、いとも簡単

に揺れていることに驚きました。 

11:3 ただ恐れるのは、エバがへびの悪巧みで誘惑されたよう

に、あなたがたの思いが汚されて、キリストに対する純情と

貞操とを失いはしないかということである。 11:4 というの

は、もしある人がきて、わたしたちが宣べ伝えもしなかった

ような異なるイエスを宣べ伝え、あるいは、あなたがたが受

けたことのない違った霊を受け、あるいは、受けいれたこと

のない違った福音を聞く場合に、あなたがたはよくもそれを

忍んでいる。（１１：３－５） 

 コリントの人々は、彼らの教会に誤った教義を受け入れま

した。その主な理由は、偽りの教師たちに非常に感銘を受

け、メッセージの不正確さに目をつぶったからです。 「キリ

ストへの献身の純真さと純粋さ」から引き離されていまし

た。頻繁に、偽りの教師たちは、人々が「神の御前に正し

く」なるために従うべき複雑な規則と宗教法を導入しまし

た。 

 

２「異なる使徒」たちは、変装したサタンの僕たちでした。 

12:13 いったい、あなたがたが他の教会よりも劣っている点は

何か。ただ、このわたしがあなたがたに負担をかけなかった

ことだけではないか。この不義は、どうか、ゆるしてもらい

たい。 12:14 さて、わたしは今、三度目にあなたがたの所に

行く用意をしている。しかし、負担はかけないつもりであ

る。わたしの求めているのは、あなたがたの持ち物ではな

く、あなたがた自身なのだから。いったい、子供は親のため

に財をたくわえて置く必要はなく、親が子供のためにたくわ

えて置くべきである。 12:15 そこでわたしは、あなたがたの

魂のためには、大いに喜んで費用を使い、また、わたし自身

をも使いつくそう。わたしがあなたがたを愛すれば愛するほ

ど、あなたがたからますます愛されなくなるのであろうか。

（１２：１３－１５） 

 

 ここで、コリントの問題は、パウロを他の正当な使徒（ペテ

ロ、アポロ、ヤコブ等）と比較するよりも深刻であることがわかり

ます。彼らは、パウロを「光の天使」を装ったサタンの僕で

ある偽使徒たちとも比較していました。 

 

-パウロの苦しみの信条：11：16-23 パウロは、その使徒職が

合法であることを証明するために、キリストのための多くの

苦しみを語りました。ここでパウロは、自ら「自慢する」こ

とを認めました（11：16-18）。しかし、それは、神によって

定められた指導者として、彼らに自信を持たせるたためにそ



うしたのです。彼らがパウロを比較した偽教師たちは、自己

宣伝が得意でした。そこでコリント人に、パウロ自身がキリ

ストの使徒としての彼らの尊敬と忠誠を取り戻すために非常

に驚くべきことを話します。 

 

-パウロの肉体のとげ：12：1-10 パウロが経験した圧倒的な

天国の幻の結果として、神はパウロが「肉体のとげ」（ある種の

肉体的な病気）を経験することをお許しになられました。神から

与えられた経験を誇りに思わないためです。パウロはこの病

気を取り除いていただくように、神に 3 回祈り求めました

が、神はパウロの力は、その弱さを通して示されると答えら

れました。この様に、パウロは、神の示してくださる力の内

に憩い、弱さとともに生きることを決意しました。 

12:9 ところが、主が言われた、「わたしの恵みはあなたに対

して十分である。わたしの力は弱いところに完全にあらわれ

る」。それだから、キリストの力がわたしに宿るように、む

しろ、喜んで自分の弱さを誇ろう。 12:10 だから、わたしは

キリストのためならば、弱さと、侮辱と、危機と、迫害と、

行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら、わたしが弱い時にこ

そ、わたしは強いからである。（１２：９，１０） 

 

 何度も神に祈り求めたけれども、取り除いてくださってい

ない「肉体のとげ」を持っておられるでしょうか？あなたが

神に祈り続けている間、神の力があなたの弱さの中に、ま

た、弱さを通して知られるように祈ることも賢明でしょう。 

神の力は、私たちの強さにではなく、弱さの内に最も明らか

になります。 弱さの時期を通して、あなたを支え、神の力を

発揮していただくよう求めてください。 

-最後の訪問の準備：12：11-21 パウロは、間もなくコリント

への３度目であり、最後の訪問に出ようとしていました。未

だ解決するべき多くの問題がありました。 パウロは、使徒職

の弁護が長引いたことに対して幾分謝罪しました（自慢のように聞

こえたかもしれない）。 しかし、パウロの「誇り」は、彼らの指導

者として神から与えられた権威に自信をもつことができるよ

うになるためであったと説明しました。 

12:9 ところが、主が言われた、「わたしの恵みはあなたに対

して十分である。わたしの力は弱いところに完全にあらわれ

る」。それだから、キリストの力がわたしに宿るように、む

しろ、喜んで自分の弱さを誇ろう。（１２：９） 

-結論：13：1-10 パウロは、手紙の締めくくりに、しっかり

とした語調を用いました。 コリントへの最後の訪問の予定を

しており、ほぼ決定的でした。 パウロは、彼らのキリストへ

の信仰の誠実さと、神に定められた使徒としてのパウロへの

服従と、彼らの教会を植えた人々を試みるつもりでした。 

13:5 あなたがたは、はたして信仰があるかどうか、自分を反

省し、自分を吟味するがよい。それとも、イエス・キリスト

があなたがたのうちにおられることを、悟らないのか。もし

悟らなければ、あなたがたは、にせものとして見捨てられ

る。 13:6 しかしわたしは、自分たちが見捨てられた者ではな

いことを、知っていてもらいたい。（１３：５，６） 

 

 次のように、「自分自身を調べ、自分自身をテストしてく

ださい」。 私たちの内のイエス・キリストへの誠実な信仰と

信頼を見つめます。 「キリスト」によって、「新しく創造さ

れた者」であることから、私の中に自覚している「果実」は

何ですか（2Cor 5:17）？ 神や他の人に対する態度、言葉、行



動にもっと敏感ですか？ 謙遜な「悔い改めへと導く敬虔な悲

しみ」、すなわち、有害な方法から背を向けようとする真の

欲求はありますか？ 

 

 なぜパウロは、そのような強い語調で書いたのでしょう

か？ 彼らがパウロの到着前にいくつかの事柄に対処できるよ

うに、最後の訪問をできるなら楽しく、痛みを伴わないもの

にしたかったからです。 

13:10 こういうわけで、離れていて以上のようなことを書いた

のは、わたしがあなたがたの所に行ったとき、倒すためでは

なく高めるために主が授けて下さった権威を用いて、きびし

い処置をする必要がないようにしたいためである。 

（１３：１０） 

 

 

ディスカッションのための質問 

 

１．リーダーシップに関する原則を復習してください。 一

つ、二つ選び、あなたの注意を引いた理由について話し合っ

てください。 

 

２．第 8 章と第 9 章の献金に関する原則を確認しましょう。

これらの原則は、神の御業のゆえ、神に捧げることについて

のあなたの考えをどのように形作っていますか？ 

 

３．コリント人は、外見と強力な性格に固執していました。 

今日のあなたの世界では、この傾向をどのように見ています

か？ 

４．私たちの内なる状態に、もっと注意を払うために私たち

は何ができますか？ 

 

５．一見、良いように見えても、よく見ると、実は、まやか

しであった、「霊的な教え」の例を考えることができます

が。 


