
GOD WITH US 
Part 10: EARLY LETTERS 

Message 1 – Galatians 
In Defense of the Gospel of Grace 

Galatians 1-4 

 

かみは我らと共に 

パート１０：初期の手紙 

第一メッセージ－ガラテヤ人 

恵みの福音を守るために 

ガラテヤ人への手紙第１－４章 

 

はじめに 

 パウロとバルナバは、第一回目の伝導旅行で、ガラテヤ地

方を旅し、様々な都市に教会を植えた（使徒 13、14）。福音を述

べ伝えた後、新しい信者たちに「引き続き神の恵みに留まっ

ているように」と、強く説き勧めた。（使徒 13：43）。しかし、

新しい信者たちにとって、キリストにある自由を保持するこ

とは容易ではなかった。 悲しいことに、パウロとバルナバが

この伝導旅行を終え、エルサレムに戻った後、（ユダヤ主義者の）

偽教師たちがパウロの教えに反する別の福音を説くためにガ

ラテヤ地方に行き、イエスを信じる新しい信者が完全に救わ

れるためには、モーセの律法に従い割礼を受ける（ユダヤ教に改宗

する）必要があると説いた。要するに、救いは恵みではなく、

行いによると説教した。 その上、ガラテヤ人の信者は、この

新しい教えに従ったので、パウロを大いに悩ませた。ガラテ

ヤ人への手紙は、パウロの確固たる応答であり、この誤った教

えに反論し、ガラテヤの教会を行いではなく、恵みを基盤に

立て直すことを意図したものであった。 

 第 1 章から第 4 章は、ユダヤ人も非ユダヤ人（異邦人）も同様

に、キリストの贖いの働きによる恵みによって救われるとい

うことを教えている。モーセの律法を守ることではなく、 

人類の罪に対する永遠の罰としてのキリストの死による贖い

の御業を通して、その恵みによって救われるということを教

えている。 

 第５，６章は、私たちの罪深い性質をモーセの律法に適合

するのではなく、聖霊の促しに歩み寄るとき、私たちは聖化

される（イエスのように考え、感じ、行動するように成長する）ことを教え

ている 。 

 ガラテヤ人への手紙は、使徒パウロによって異邦人宛てに

書かれた最初の「恵みの福音を守るため」の書簡であった。

何時の世代においても、人は自分自身にも他の人にも、より

多くの要件と期待を加えたいという願望があるからである。 

ガラテヤ人への手紙は、私たちを「業績の罠」から解放し、

神の御子の尊い犠牲によって、神の目に受け入れられること

を絶えず感謝することを教えている。私たちは、神を愛し、

人を愛し、神の無条件の愛に対する真の反応として、神の驚

くべき恵みに畏敬の念と感謝の気持ちを持って生きるべきで

ある。 

 ガラテヤ人へ手紙の教えは、教会の歴史に大きな影響を与

えた。マルティン・ルター（プロテスタント宗教改革の父）の霊的な

目覚めは、ガラテヤ人への手紙を研究したときに起こった。 

ルターは、ガラテヤ人を「彼の妻」と愛情を込めて称した。

ジョン・ウェスリー（1700 年代のイギリスの復興主義者）に平和と保証

をもたらしたのは、ガラテヤ人への手紙の教えであった。 

 ガラテヤ人への手紙が「キリスト教の自由のマグナカルタ（大

憲章）」と呼ばれているのも不思議ではない。ガラテヤ人への

手紙の研究（ローマ人人への手紙と併合して）は、キリスト教の教義、

特にイエス・キリストへの信仰による恵みによる救いの教義

の適切な理解の基礎となる。 



ガラテヤ人の概要 

 

挨拶：1：1-5 

パウロの使徒職の個人的弁明：1：6 – 2:21 

恵みの福音のための弁明：3：1 – 4:31 

聖霊の導きによる自由の弁明：5：1 – 6:18 

 

挨拶：1：1-5 

 

 通常、グレコローマンの手紙は、作家が受取人に敬意を表

す正式な「あいさつ」から始まった。 パウロのあいさつは、

通常、その手紙の主なテーマに関するヒントを含んだ。 ガラ

テヤ人への手紙のあいさつは、2 つの考えに焦点を当ててい

る：1）福音の使者（「使徒」=「送られた人」）としてのパウロの役

割は、人を通してではなく神によって直接啓示された。2）イ

エスの死によって、私たちの罪を取り除く神の恵みの完全な

充足。 ユダヤ人、または異邦人は、神を「父」、キリストを

「救い主」、聖霊を「聖化してくださる方」として体験出来

るようになった： 

1:1 人々からでもなく、人によってでもなく、イエス・キリス

トと彼を死人の中からよみがえらせた父なる神とによって立

てられた使徒パウロ、（ガラテヤ１：１） 

 偽の教師（ユダヤ主義者）たちは、パウロは自己任命の使者であ

るので、その教えには神の権威がなかったと言った。 パウロ

は、ガラテヤ人への手紙、第１、２章で、聴衆に彼の説教の

出所は、人ではなく直接神の啓示から受けたことを思い出さ

せることによって、偽教師の嘘を否定した。 

 

 第二に、ガラテヤ人への手紙の中心テーマは、罪の支配か

ら私たちを救うための神の唯一の手段は、十字架上のイエス

の死が十分であることを扱っています。 パウロの冒頭のあい

さつでこのテーマを紹介している： 

1:3 わたしたちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと

平安とが、あなたがたにあるように。 1:4 キリストは、わた

したちの父なる神の御旨に従い、わたしたちを今の悪の世か

ら救い出そうとして、ご自身をわたしたちの罪のためにささ

げられたのである。 1:5 栄光が世々限りなく神にあるよう

に、アァメン。 （ガラテヤ１：３－５） 

 私たちが事実上、「一連の法律に従うことで自分を救うこ

とが出来る」と言うなら、キリストの十字架を最小化し、神

の恵みを侮辱することになるのではないでしょうか？ 

 

 イエスが私たちを救い出してくださる。 私たちは自分自身

を救うことは出来ない！ 

 

パウロの使徒職の個人的弁明：1：6 – 2:21 

 

 ガラテヤ人への手紙は、恵みの福音について弁明してい

る。 しかし、パウロは先ず、その福音の使者としての神から

与えられた役割を弁明しなければならない。 従って、先ず、

神が彼の人生に備えられた召しを弁明することに多くの時間

を費やした。 

 

－パウロ、問題を明らかにする：1:6－10 

 パウロがガラテヤ人たちに恵みの福音を最初に述べ伝え、

彼らに受け入れられた後、彼らは、ねじれた福音のために、

神の驚くべき恵みである福音を捨ててしまった。 



 パウロは、異邦人の世界への神の恵みの教えを歪めたユダ

ヤ人の偽りの教師たちに、二重の呪いを宣告した。 パウロが

怒りを表明した箇所は、他の手紙には存在しない。 真の教義

を守ることは、パウロにとって非常に重要であった。 偽教師

は、神の敵であった。 

 

1:6 あなたがたがこんなにも早く、あなたがたをキリストの恵

みの内へお招きになったかたから離れて、違った福音に落ち

ていくことが、わたしには不思議でならない。 1:7 それは福

音というべきものではなく、ただ、ある種の人々があなたが

たをかき乱し、キリストの福音を曲げようとしているだけの

ことである。 1:8 しかし、たといわたしたちであろうと、天

からの御使であろうと、わたしたちが宣べ伝えた福音に反す

ることをあなたがたに宣べ伝えるなら、その人はのろわるべ

きである。 1:9 わたしたちが前に言っておいたように、今わ

たしは重ねて言う。もしある人が、あなたがたの受けいれた

福音に反することを宣べ伝えているなら、その人はのろわる

べきである。 1:10 今わたしは、人に喜ばれようとしているの

か、それとも、神に喜ばれようとしているのか。あるいは、

人の歓心を買おうと努めているのか。もし、今もなお人の歓

心を買おうとしているとすれば、わたしはキリストの僕では

あるまい。（ガラテヤ 1:6－10）  

 パウロは、2 つの主要な論拠によって、恵みの福音を弁明し

た。最初に、彼自身の個人的歴史と、そもそも、どの様に恵

みの教えを受け取ったかを振り返る（第１，２章）。 第二に、パ

ウロは、旧約聖書を振り返り、ユダヤ人国家の父であるアブ

ラハムでさえ、律法に従わずに神の恵みによって救われたと

いう神学的な事例を上げる（3章と 4章）。 

 

今日、人々はどの様にして「ガラテヤ人の様な誤り」に陥る

のでしょうか？そうした陥りは、私たちがキリストの十字架

の御業によって示された神の驚くべき恵みの教えに、解釈を

足したり引いたりする度に起こる。罪の罰から救われるため

の前提条件（またはその後の追加）として「善行」や「儀式」を加

えるとき、または、他の救いの手段、「神を見つける」ため

に役立つ他の宗教的人物が存在するなどと言って、唯一、キ

リストの贖いの充足を最小限に抑えるときに起こる。キリス

トの十字架に加えたり、減らしたりする度に、私たちもま

た、ガラテヤ人の失敗に陥ります。恵みに対する抵抗の根底

には、人間の誇りが存在します！恵み＝「分外な恩恵であ

る」。自分自身を救うことは不可能で、無力な私たちには、

救い主が必要であることを認めることは困難です。 「神は、

自分自身を助ける人を助ける」という言葉は、神から来たの

ではないことを覚えておいてください。ベンジャミン・フラ

ンクリンから来たもので、福音の教えの正反対です！パウロ

は別の場所でこう記しています。「5:6 わたしたちがまだ弱か

ったころ、キリストは、時いたって、不信心な者たちのため

に死んで下さったのである。」（ローマ 5：6）。私たちは

皆、神の驚くべき恵みを必要としています！ 

－パウロのメッセージの神聖さの源：1：11-2：21 

 偽の教師たちが、パウロは神から認められた使者ではない

ので、その教えは真実ではないと言った。彼らの教えにはエ

ルサレムの権威があり、パウロは異邦人に対する神の恵みに

ついての教えを作り上げたと主張した。 

（注：これは、パウロがガラテヤ人に手紙を書いてから間もなく行われたエルサレム

評議会、使徒 15章の主題であった 。パウロとバルナバが評議会で議論を白熱した

人々は、ガラテヤで彼の教えを攻撃した同じグループの代表者であった。 この論争の

完全な背景については使徒 15章をお読みください。） 

 



 パウロは彼の権威に対するこの挑戦的発言に対し、3 つ応答

した。 

1）彼はイエス・キリストによる直接の啓示によって教えを受

けた（1：11-24）。 

1:11 兄弟たちよ。あなたがたに、はっきり言っておく。わた

しが宣べ伝えた福音は人間によるものではない。 1:12 わたし

は、それを人間から受けたのでも教えられたのでもなく、た

だイエス・キリストの啓示によったのである。 

（ガラテヤ１：１１，１２） 

 パウロは、自身の回心の歴史的順序を語り、その後の数年

間は、自身の信仰によって成長した。エルサレムで、ペテロ

とヤコブに初めて会ったのは、改宗してから 3 年後、15 日間

の短い訪問中のことであった。 彼がエルサレムで、これらの

キリスト者の指導者たちと最も時間を過ごしたのは 14 年前で

あった（2：1,2）。  

 パウロの要点は、彼の説教は、エルサレムの人間の権威か

らではなく、その他の権威でもなく、神から来たということ

である。 

（注：パウロはここで、イエスの十二弟子の一人であるヨハネの兄弟のヤコブではな

く、主の弟ヤコブに言及している。 ヨハネの兄弟のヤコブは、使徒の働き第 12章 1

節、2節に記録されている様に、以前に殉教した。 イエスの兄弟ヤコブは、エルサレ

ムの教会の指導者になった。 彼はヤコブの手紙も記した。） 

2）エルサレム教会の指導者たちは後に彼の教えを確認した 

（2：1-10）。 

 パウロは、後の訪問で、エルサレムの指導者たちに異邦人

の間で説教していた福音の教えの内容を提出し、その教えの

有効性を確認した。 

2:7 それどころか、彼らは、ペテロが割礼の者への福音をゆだ

ねられているように、わたしには無割礼の者への福音がゆだ

ねられていることを認め、 2:8（というのは、ペテロに働きか

けて割礼の者への使徒の務につかせたかたは、わたしにも働

きかけて、異邦人につかわして下さったからである）、 2:9

かつ、わたしに賜わった恵みを知って、柱として重んじられ

ているヤコブとケパとヨハネとは、わたしとバルナバとに、

交わりの手を差し伸べた。そこで、わたしたちは異邦人に行

き、彼らは割礼の者に行くことになったのである。 

（ガラテヤ２：７－９） 

 従って、パウロの説教がエルサレムのユダヤ人キリスト者

の指導者たちによって説教されたものとは異なるという非難

は偽りであった。 ペテロとパウロは聴衆は異なったが、同じ

福音を説いた（ペテロからユダヤ人、パウロから異邦人）。 

 

 「割礼」は、古代世界のいくつかの文化で実践されていた

儀式であったが、ユダヤ人の信仰の中心となった。 神は、割

礼をアブラハムとその子孫との契約のしるしとされた（創世記

17:13）。 医療目的のための割礼の現代的な使用は、1800 年代

半ばにイギリスとアメリカで始まった。 

3）エルサレムの指導者たちが福音の教えを妥協したので、 

パウロは、初っ端から弁明する必要があった（2：11-14）。 

 パウロは、ペテロがエルサレムから異邦人キリスト教運動

の中心であるシリアのアンテオケを訪れた際、その事件につ

いて言及している。 

2:11 ところが、ケパがアンテオケにきたとき、彼に非難すべ

きことがあったので、わたしは面とむかって彼をなじった。 

2:12 というのは、ヤコブのもとからある人々が来るまでは、



彼は異邦人と食を共にしていたのに、彼らがきてからは、割

礼の者どもを恐れ、しだいに身を引いて離れて行ったからで

ある。 2:13 そして、ほかのユダヤ人たちも彼と共に偽善の行

為をし、バルナバまでがそのような偽善に引きずり込まれ

た。  （ガラテヤ２：１１－１３） 

 ペテロが異邦人と食事を共にしていたとき（ユダヤ人が異邦人と

食事を共にすることはかつてあり得なかった）、ユダヤ人と異邦人キリス

ト者の区別の壁がなくなったことを知らせていた。 しかし、

エルサレムの他のユダヤ人キリスト教徒の兄弟がアンテオケ

に到着したとき、ペテロは態度を変え、ユダヤ人キリスト者

が異邦人キリスト者よりも優れている、または、区別されて

いるという誤ったメッセージを発した。 パウロは、彼らが異

邦人信者に送っていた複雑な教えについて、ペテロや他の

人々と強く対立した。 

  ここでのパウロの要点は、自己流に福音を作り上げている

のではなく、 むしろ、たとえペテロや他のエルサレムの最も

尊敬される指導者に向かっても、真の福音を守るために弁明

したということである。 

 パウロは、公的伝導の脚光を浴びる前に「アラビアで」14

年間過ごしたことに注目しましょう。 成長には時間を要しま

す。ただ時間を要するだけでなく、 みことばを学び、勉強

し、みことばを適用し、神と共に歩むことを学び、神の人格

と神の道について学ぶために費やす時間を要するのです。 ア

ブラハムは、神が約束された息子を授かるまで、25 年間待ち

ました。 モーセは、砂漠の裏側で 40 年間過ごした後、イスラ

エルの指導者になりました。 ダビデは、サウルが王になる前

に 10 年以上も逃亡し隠れた。 パウロは、アラビアで 14 年間

過ごしました。 霊的な成熟への「早道」はありません。 あな

たが置かれている場所で、日々神と共に歩んでください。 あ

なたの霊的成就の旅路のこの段階で、神を信頼することを学

びましょう。 神が、今日あなたの前に備えられる信仰の小さ

な一歩を踏み出してください。 時間が経つにつれて、あなた

の人生における神による霊的成就を体験するでしょう．．． 

そして、神の栄光のために実を結ぶために、ますます多くの

方法であなたを用いられるでしょう。 

-パウロの使徒職の個人的弁明の要約：2：15-21 

 パウロは、その使徒職の歴史的弁明を、彼自身が立つ恵み

に言及するいくつか重要な声明で要約している。 

2:16 人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただ

キリスト・イエスを信じる信仰によることを認めて、わたし

たちもキリスト・イエスを信じたのである。それは、律法の

行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によって義と

されるためである。なぜなら、律法の行いによっては、だれ

ひとり義とされることがないからである。（ガラテヤ２：１６） 

 誰ひとり、たとえパウロでさえも、律法に従うことによっ

て神の御前に義と（聖化）されることは不可能であった。 私た

ちは皆、神の正しい基準に達することはない。 従って、罪を

犯した罪人（パウロを含む）は、イエス・キリストを信頼すること

によってのみ、神の目に正しいと宣言されます。 

2:20 生きているのは、もはや、わたしではない。キリスト

が、わたしのうちに生きておられるのである。しかし、わた

しがいま肉にあって生きているのは、わたしを愛し、わたし

のためにご自身をささげられた神の御子を信じる信仰によっ

て、生きているのである。（ガラテヤ２：２０） 



 かつて敬虔な律法主義者のユダヤ人であった使徒パウロで

さえ、神の御子による完全な御業を信頼することによって生

かされていた。 ローマ人の 6 章で、パウロは私たちの罪深い

性質がいかに「キリストと共に十字架につけられた」かにつ

いて記している。それは、「位置的に」、私たちは 100％赦さ

れ、「神に正しい」ことを意味すると同時に、パウロは、ロ

ーマ人第７，８章とガラテヤ人への手紙第 5 章において、進

行中の困難について、古い罪の性質を「殺す」必要があると

記している。救いのためにイエスを信頼する時、聖化（罪の罰か

ら解放される）は即座に起こる。 聖化は、私たちの内に住む霊の

力によって生きることを学ぶように、進行中の経過です。 

 2:21 わたしは、神の恵みを無にはしない。もし、義が律法に

よって得られるとすれば、キリストの死はむだであったこと

になる。（ガラテヤ２：２１） 

 ここがパウロの問題の核心である。 もしパウロが、または

誰かが律法に従うことによって救われるなら、キリストは無

駄に死なれたことになる。行いによって救いの制度を構築し

ようとする試みは、私たちを罪から救うための十字架上での

キリストの犠牲的死による神のご計画に反する。 

 ご自分の人生のために神の恵みをどれだけしっかりと受け

入れておられるでしょうか？ 神の恵みの内にしっかりと立っ

ておられるでしょうか？ あなたに対する神の無条件の愛の豊

かさを深く楽しんでおられるでしょうか？聖書が恵みについ

て実際に教えている事柄を知れば知るほど、これらの質問へ

の答えは「はい！」になります。  パウロは、ガラテヤ人たち

のキリストによる安保が奪れることを望んでいませんでし

た。パウロは、唯一の安全な基盤であるキリストの十字架を

通して、私たちに与えられた神の恵みを再確立しようとして

いました。 あなたは驚くばかりの恵みを楽しんでおられるで

しょうか？ 

 

恵みの福音の弁明：3：1 – 4:31 

 パウロは、自身の福音の使者としての役割について弁明し

ている。 次に、パウロは、旧約聖書に基づく神学的な防御と

恵みの福音そのものの説明に目を向けます。 

 

－神学的議論：3：1 – 4：7 

 下記は、パウロの手紙の非常に神学的な部分である。 3 章 1

節〜4 章 7 節の要点を順番に要約していきます。 これらの簡

単な説明とともに各章を読まれることをお勧めします。 New 

Living Translation を用いると、意味が理解しやすくなります。 

3：1-5 ガラテヤ人は、救い主としてのイエスに信仰（信頼）を

置いたとき、先ず聖霊を受けました。 なぜ彼らは良い働き／

自分の努力／法律に基づいた制度に戻ったのでしょうか？ 

 

3：6-9 アブラハムに対する神のご約束は、ユダヤ人だけで

なく、多くの国々の父となるということでした。 イエスを信

じていた異邦人たちは、今やアブラハムとの神の約束であっ

た「多くの国々」の一部となりました。 彼らは、ユダヤ人キ

リスト者と対等な立場にあり、自分たちを二流市民と見なす

べきではありません。 

3：10-12 律法に従うことによって、神の目に正しく（義と）な

ろうとしていた人々は裁かれた。なぜなら「すべての人が罪

を犯し、神の栄光に欠けている。」（ローマ人への手紙 3:23）からで

す。 



3：13-14 イエスは、罪を犯した律法を破る者として、私た

ちに課せられた裁きから、十字架上の死を通して、私たちを

贖われた。 イエスは、ご自身に罪に対する呪いを課された。 

イエスは、私たちの罪の罰を完全に支払ってくださった。 

3：15-18 モーセの律法（出エジプト記 19章）は、神がアブラハム

に約束された 430 年後（創世記 12：1-3）に与えられました。 この

後のモーセ契約は、以前のアブラハムの契約を無効にしませ

ん。 アブラハムは、430 年後に出来た律法制度によって、神

の御前に義とされたのではないからである。 

 

3：19-25 モーセの律法が救いの手段でないなら、何を成し遂

げのでしょうか？ 法律は、救い主の必要性を私たちに指摘す

る家庭教師として機能します。 律法は、私たちに罪に対する

責任を負わせ、代用の犠牲の必要性を示しています。 しかし

それは、私たちの罪を取り去ることも、神の御前に私たちを

正しくすることも出来ません。そもそも私たちには、 最も重

要な「十戒」（出エジプト記 20：1-17）を完全に守ることさえ出来ま

せん！ 律法は鏡のごとく、私たちに罪を示します。 しかし、

それは決して私たちの罪を洗い流すことは出来ません。 

3：26-29 私たちがキリストに属しているなら、ユダヤ人で

あるか異邦人であるかは関係ありません。 私たちは皆、イエ

スへの信仰を通して「アブラハムの子」です。 異邦人は、神

の約束された救いの完全な相続人になるために「多くの課題

を乗り越える」必要はありません。 

 

4：1-7 私たちは「アブラハムの子」である以上、律法の保

護下に置かれます。 しかし、キリストは、すでに来られたの

で、私たちを律法下から、御霊に宿る神の息子／娘としてく

ださった。 神を「父」と呼ぶことが出来るのです！ 

－ガラテヤ人に対するパウロの深い懸念：4：8-20 

 恵みによる救いについて詳細な議論を行ったパウロは、ガ

ラテヤ信者たちに心を開きます。 パウロは、彼らがだまされ

て律法の奴隷状態に戻されたことに深く悩まされた。 

4:9 しかし、今では神を知っているのに、否、むしろ神に知ら

れているのに、どうして、あの無力で貧弱な、もろもろの霊

力に逆もどりして、またもや、新たにその奴隷になろうとす

るのか。 4:10 あなたがたは、日や月や季節や年などを守って

いる。 4:11 わたしは、あなたがたのために努力してきたこと

が、あるいは、むだになったのではないかと、あなたがたの

ことが心配でならない。（ガラテヤ４：９－１１） 

 パウロはガラテヤ人に、最初に会ったときに彼らが示した

深い愛を思い出させた。 可能であれば、「自分たちの目をく

り抜き、パウロに与えた」でしょう。 （これは学者たちに、パウロが

宣教活動の間、煩わせた目の病気を持っていると信じさせた声明であった。）偽の

教師たちは、ガラテヤ人を奴隷化し、彼らを「改宗者」とし

て数えたかった。 一方、パウロは、それらの人々と誠実に深

い愛の絆を結んでいた。パウロは、彼らがパウロへの愛情を

放棄し、パウロの教えと動機を疑わせる原因について困惑し

た。 

 パウロは、心から人々を気にかけていました。 それが手紙

で真実を彼らと強く共有した理由です。パウロは「霊的な子

たち」が神のみことばの真理にしっかりと立つことを望んで

いたので、たとえ苦痛であっても、「真実を愛で語った（エペ

ソ人 4:15）。 あなたは人々のことを気にかけておられるでしょ

うか？未信者の方たちへの思いやりを深めておられますか？ 

神は、その真理に助言され、根拠を与えられる必要がある若

い信者に対する、あなたの愛を広げておられるでしょうか？ 



あなたは人々が神の恵みの豊かさを体験出来るように難しい

真理を人々に述べ伝える意志を持っておられるでしょうか？ 

-サラとハガルの比喩：4：21-31 

 パウロは恵みの福音の弁明を稀な方法で締めくくった。 彼

は比喩（隠された意味や類似点を持つ物語）を提示しました。 当時、比

喩を用いることは一般的であったが、パウロは、めったに用

いることはなかった。 ガラテヤ人への手紙第 4 章 21-31 節は、

パウロが比喩を用いた明確な例です。 

 アブラハムの 2 人の妻、サラとハガルは、比喩の基礎であ

る。 サラは、自由の子（法からの自由、キリストにある自由など）を生み

出す「自由な女」として描いている。 エジプト人のアブラハ

ムとサラの奴隷であるハガル（サラの不妊のために子供を産む代理になっ

た）は、束縛の子（例えば、法律への束縛、規則と規制への奴隷）を生み出

す「束縛の女」である。 パウロの要点は何でしょうか？ エル

サレムから「真実」をもたらしていると主張する偽りの教師

たちは、法に縛られた子を生むハガルの様である。 パウロ

と、真の恵みの福音を宣べ伝える他の使徒たちは、サラの様

である。 ガラテヤ人は、それらの偽りの教師に対して何をす

るべきでしょうか？ 比喩に答えが隠されています： 

4:30．．．「女奴隷とその子とを追い出せ。女奴隷の子は、

自由の女の子と共に相続をしてはならない」とある。（ガラ

テヤ４：３０、参照：創世記２１：１０） 

 言い換えれば、これらの偽の教師をガラテヤの教会から遠

ざけて、真の基盤、イエス・キリストの信仰による恵みによ

る救いに戻りなさいと教えている。 

 

 

討論のための質問 

 

１．なぜガラテヤ人の教え（恵みの福音の弁明）が今日、私たちの

世で重要なのでしょうか？ 

 

２．神の驚くべき恵みの教えは、神との個人的な関係につい

てのあなたの考え方にどの様に影響しますか？第 1 ヨハネ 4：

18,19 とローマ人 8：1 と 8：38-39 を見て、考えと議論を促し

てください。 

 

３．神の恵みの福音に対するパウロの情熱は、その福音を保

護し、影響力のある人々に広めたいというあなたの願望に影

響しますか？ この福音書の福音を 1 人と共有できるとした

ら、誰と共有しますか？ 

 

 

 

 

 

 


