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神は我らと共に 

パート１０：初期の手紙 

第五メッセージ‐テサロニケ人への第一の手紙 

パウロによる若い教会への励まし 

テサロニケ人への手紙第一第１－３章 

 
はじめに 

 「世をひっくり返した男たちもここに来た！」これは、彼

らの町で福音の強力な影響を見た後、テサロニケのある不幸

な住民たちによって語られた言葉です。パウロとその仲間は、

マケドニアを旅した二度目の伝導旅行で、テサロニケを訪問

しました（使徒 17：1-9）。ユダヤ人の会堂で 3 週間話をした後、

ユダヤ人、多くの異邦人、そして町の主要な女たちも含め、

多くの人々が信者になりました。そして、暴徒を結成し、暴

動を起こした不信心なユダヤ人コミュニティから激しい反対

が生じました。町を出てアテネに到着した後、パウロは、 

テサロニケに残した新しい信者たちを非常に心配していまし

た。彼らは迫害をどの様に耐えているであろうか？恐れのあ

まり、信仰から背を向けてしまうのではないか？非常に気が

かりであったので、数ヶ月後、テモテをテサロニケに送り、

その様子を見に行かせました。テモテが戻ったとき、新しい

信者たちの輝かし信仰と忍耐について報告し、パウロは、そ

の報告によって、大変励まされました！そして、筆を手に取

り、テサロニケ人の教会に 2 通の手紙のうちの 1 通目を書き

（彼の伝導仲間であるシラスとテモテと共に）、彼らをどれほど愛し、ど

れほど誇りに思っているかを知らせました。 第一と第二テサ

ロニケ人への手紙が重要である理由は幾つかあります。先

ず、パウロがどの様に宣教を行ない、またどの様に人々の成

長を助けたかについて素晴らしい洞察を与えています。パウ

ロは、テサロニケの人々のために心の内を共有し、彼の行動

の背後にある動機を説明します。第二に、両方の手紙は、キ

リストの再臨と「携挙」‐キリストが帰還されるときに生き

残る信者の天国への召しについての教えに多くの注意を払い

ます。最後に、これらの手紙は、パウロが信者の生活の中で

最も評価したことを示しています。パウロはこの教会を他の

どの教会よりも高く評価しているので、私たち後の信者が努

力すべき資質を垣間見ることが出来ます。 

 

1 テサロニケの概要 

 

挨拶：1：1 

個人的反映：1：2 – 3:13 

-模範的信仰：1：2-10 

-彼らへのパウロの心：2：1-12 

-福音の模範的な受け入れ：2：13-16 

-再び会いたいというパウロの願い：2:17 – 3:10 

-彼らのためのパウロの祈り 3：11-13 

推奨：4：1 – 5:22 

-性的罪に関して：4：1-8 

-愛について：4：9-12 

-復活について：4：13-18 

-主の帰還について：5：1-11 

-その他の実務的な問題：5：12-22 

祝福：5：23-28 



挨拶：1：1 

 パウロ、シラス、テモテは、 その地域で奉仕し、新しいキ

リスト教共同体の中で、よく知られ、愛されていたので、改

めて紹介するまでもありませんでした。 

 

個人的な反映：1：2 – 3:13 

 手紙のこの部分から、パウロの心、動機、やり方、そして

町ごとに植えて来た新しい信者の共同体への愛について、多

くの洞察を得ることが出来ます。 パウロは冒頭の章を、親愛

なる友人たちを励ますために費やしています。 

 

-テサロニケの人々の模範的な信仰：1：2-10 

 パウロは、テサロニケの人々が福音に反応したことを称賛

することから始めます。 彼は 3 つの特質を指摘しています： 

1:2 わたしたちは祈の時にあなたがたを覚え、あなたがた一同

のことを、いつも神に感謝し、 1:3 あなたがたの信仰の働き

と、愛の労苦と、わたしたちの主イエス・キリストに対する

望みの忍耐とを、わたしたちの父なる神のみまえに、絶えず

思い起している。（第一テサロニケ１：２，３） 

 信仰、希望、愛は、パウロにとって最高の美徳でした（参

照：第一コリント 13:13）。 といっても、それらが美徳そのものでは

なく、それぞれに付随する資質のことです。 善い行いは、真

の生きた信仰から生まれます。 他人を代表する労働は、お互

いの愛から生まれます。 世が私たちに迫り、キリストにある

希望を揺るがそうとするとき、不動の希望が重要です。 パウ

ロは、テサロニケの人々の信仰と愛が働いており、希望が揺

らがなかったので、これらの新しい信者を称賛しています。 

 また、パウロは、これらの信者たちに究極の称賛を与えま

す。 彼らが地域全体の模範であると言っています！ 

1:6 そしてあなたがたは、多くの患難の中で、聖霊による喜び

をもって御言を受けいれ、わたしたちと主とにならう者とな

り、 1:7 こうして、マケドニヤとアカヤとにいる信者全体の

模範になった。 1:8 すなわち、主の言葉はあなたがたから出

て、ただマケドニヤとアカヤとに響きわたっているばかりで

はなく、至るところで、神に対するあなたがたの信仰のこと

が言いひろめられたので、これについては何も述べる必要は

ないほどである。（第一テサロニケ１：６－８） 

 ここで「響きわたる」という語句は、ギリシャ語のエコー

の翻訳です。 主のみ言は、テサロニケの町から地域全体に響

き渡っていました。 彼らの人生は、迫害に直面し、キリスト

の福音の現実と人生を変える力について証する、すべての隣

人への生きたメッセージでした。 

 福音のメッセージは、教会の建物やクリスチャンの生活の

中に閉じ込められることを意図したものではありません。 常

に、ランプ台の灯りの様に、山の上の町の様に、輝くことを

意図していました（マタイ 5：13-16）。 福音の人生を変える力は、

私たちの生活から世界に響き渡るべきです。 主のみ言はあな

たの人生からどの様に響き渡っているでしょうか？ 教会から

どの様に響き渡っているでしょうか？ あなたの世界の人々

は、あなたの人生を通して福音をどの様に聞いているでしょ

うか？ 

 パウロは、信仰、愛、希望という 3 つの特質に注目するこ

とによって、励まし始め、 立ち返る、仕える、待つという 3

つの行動に注目して終えています。 

1:9 わたしたちが、どんなにしてあなたがたの所にはいって行

ったか、また、あなたがたが、どんなにして偶像を捨てて神

に立ち帰り、生けるまことの神に仕えるようになり、 1:10 そ



して、死人の中からよみがえった神の御子、すなわち、わた

したちをきたるべき怒りから救い出して下さるイエスが、天

から下ってこられるのを待つようになったかを、彼ら自身が

言いひろめているのである。（第一テサロニケ１：９，１０） 

 立ち返る‐仕える‐待つ。 私たちは、キリストに立ち返

り、真の救いを見出し、成長を始めます。 それから生涯キリ

ストのお目的のために仕えます。 最後に、やがて主が戻ら

れ、『良い忠実な僕よ、よくやった。あなたはわずかなもの

に忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一

緒に喜んでくれ』（マタイ 25:21）、と言ってくださることを

期待して待ち望んでいます。  

 立ち返る‐仕える‐待つ。  それらは、あなたの生活を描写

しているでしょうか？ 救いを見い出すためにイエスに立ち返

られたでしょうか？ 神の子であることを知り、神と安定した

関係の内におられるでしょうか？ あなたは神の主導権に屈

し、あなたの人生の神のお目的のために仕えておられるでし

ょうか？ 今日、あなたの世界で神が成し遂げておられる伝導

の場を見つけておられるでしょうか？ キリストが神の家に呼

び戻してくださる日を待ち望んでおられるでしょうか？ 

-パウロの心：2：1-12 

 ここで、パウロがどの様に伝道し、どの様に人々の成長を

助けたかについて、最も明確な説明があります。 （パウロは、テ
モテとシラスと一緒に仕えていたので「私たち」を用いていることに注意してくださ

い。それは、テモテとシラスがパウロの最も近い弟子であり、パウロから学び、彼の

模範に従っていたということです。）この部分を読み、パウロの動機と

やり方について以下の事柄に注意してください： 

 

>大反対にもかかわらず、真実を語る大胆さ（2：2）。 

>誠実な心の人に対処する（2：3）。 

>人ではなく、神を喜ばせるために生きる（2：4）。 

>信者を獲得するために、お世辞を言わない（2：5）。 

>欲や個人的利益に動機付けらない（2：5）。 

>自分自身の栄光を求めない（2：5, 6）。 

>優しく、母親のごとく、厳しい要求をしない（2：7）。 

>人々に愛をもつ（2：8）。 

>信者に負担をかけないように、働きながら福音を述べる

（2：9）。 

>正直さと誠実さをもって生活する（2:10）。 

>父親が我が子に語るようにさとす（2:11）。 

>彼の目標：彼らが神の子どもとしてふさわしく歩けるように

すること（2:12）。 

 上のリストを読み返し、 それらの声明のどこが、あなたが

毎日やり取りする人々との接し方を描写していますか？ どの

声明を改善するために、神の助を要しますか？ この様な聖句

は、ただ使徒パウロによって（パウロ、テモテ、シラスの）記された

だけでなく、聖霊様によって与えられた（私たち全員が努力すべきも

の）規範であることを忘れないでください。 彼らは自己認識

し、他者への影響を意識していました。 パウロを模範に、あ

なたは人々にどの様に接することが出来ますか？ 神は、今日、

あなたに誰に宣教する様に召されていますか？ 

福音の模範的な受け入れ：2：13-16 

 パウロは、この新しい信者の共同体を励まし、褒め続け、

再び彼らが福音にどの様に反応したかを述べています。 

2:13 これらのことを考えて、わたしたちがまた絶えず神に感

謝しているのは、あなたがたがわたしたちの説いた神の言を

聞いた時に、それを人間の言葉としてではなく、神の言とし

て――事実そのとおりであるが――受けいれてくれたことであ



る。そして、この神の言は、信じるあなたがたのうちに働い

ているのである。（２：１３） 

 私のクリスチャンの歩みの早い段階で、師匠のスコットに

よる第一テサロニケ 2 章１３節の説教を聞たことをきっかけ

に、神のみ言に、より価値と敬意を置くようになりました。 

霊的旅路の決定的な瞬間でした。 「神の言を聞いた時に、そ

れを人間の言葉としてではなく、神の言として――事実その

とおりであるが――受けいれてくれたことである。そして、

この神の言は、信じるあなたがたのうちに働いているのであ

る。」だから彼らは力強く変えられたのです。 あなたはどう

でしょうか？ 神のみ言を読んだり、聞いたり、神のみ言につ

いて話す人の話を聞いたりするとき。 あなたの心の中で何か

が変わりますか？ あなたの心は、神のみ言として、それらを

受け止め、大きく開きますか？ 私たちが力強く永遠に変わる

唯一の方法は、神のみ言を神のみ言として受け止めることで

す。 というのは、神の言は生きていて、力があり、もろ刃の

つるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関節と骨髄とを切り離

すまでに刺しとおして、心の思いと志とを見分けることがで

きる。（へブル人４：１２） 

-再び会いたいというパウロの願い：2:17 – 3:10 

 パウロはテサロニケ教会について驚くべき言葉を記してい

ます： 

2:19 実際、わたしたちの主イエスの来臨にあたって、わたし

たちの望みと喜びと誇の冠となるべき者は、あなたがたを外

にして、だれがあるだろうか。 2:20 あなたがたこそ、実にわ

たしたちのほまれであり、喜びである。（第一テサロニケ

２：１９，２０） 

 

 テサロニケ教会の人々には、パウロの心を捕らえた特質が

ありました。特に、パウロや他の使徒と同様に、キリストへ

の献身のために苦悩に苦しむ意欲がありました。 世が彼らに

対して何をして来たとしても、イエスとその僕たちに対する

忠誠心に固執していました。 また、それはパウロにとって非

常に重要でした。 続けて、彼らを再訪することを切望してい

たことを表明しました。 そうすることを繰り返し妨げられた

（彼はサタンに起因する障害– 2:18）ので、パウロは、テモテを送り、

テモテ は良い報告とともに戻ってきました： 

3:6 ところが今テモテが、あなたがたの所からわたしたちのも

とに帰ってきて、あなたがたの信仰と愛とについて知らせ、

また、あなたがたがいつもわたしたちのことを覚え、わたし

たちがあなたがたに会いたく思っていると同じように、わた

したちにしきりに会いたがっているという吉報をもたらし

た。 3:7 兄弟たちよ。それによって、わたしたちはあらゆる

苦難と患難との中にありながら、あなたがたの信仰によって

慰められた。 3:8 なぜなら、あなたがたが主にあって堅く立

ってくれるなら、わたしたちはいま生きることになるからで

ある。 3:9 ほんとうに、わたしたちの神のみまえで、あなた

がたのことで喜ぶ大きな喜びのために、どんな感謝を神にさ

さげたらよいだろうか。 3:10 わたしたちは、あなたがたの顔

を見、あなたがたの信仰の足りないところを補いたいと、日

夜しきりに願っているのである。（第一テサロニケ３：６－１０） 

「わたしたちがあなたがたに会いたく思っていると同じよう

に、わたしたちにしきりに会いたがっている。」深い愛は相

互のものでした。 パウロを大いに勇気づけたのは、これらの

信者たちが、その様な大きな迫害の只中にあっても、主に硬

く立っていたということでした。 パウロ、シラス、テモテ

は、神が再訪問を許してくださる様に、昼も夜も祈りました。 



 あなたがたが主にあって堅く立ってくれるなら、わたした

ちはいま生きることになるからである。」（第一テサロニケ

3：8）。 この箇所から、人々が信仰に硬く立つことが出来た

とき、パウロは「完全に生きている」と感じられたというこ

とがわかります。 使徒ヨハネも同様でした。「わたしの子供

たちが真理のうちを歩いていることを聞く以上に、大きい喜

びはない。」（3 ヨハネ 1：4）。あなたが最も 完全に生き生

きと感じられるときはどんな時ですか？ 何があなたに最大の

喜びをもたらしますか？ 私は、人々への投資に関して、直感

に反する何かを学びました。人への投資は、時々、やりたい

ことの中でも最後の事柄の様に感じられることがありますが、

それを行動にするとき、常に最大の充実感に満たされるので

す。私たちは、他人を愛し、彼らの生活に深く投資するため

に造られていると信じる様になりました。 そうするとき、私

たちは、パウロの様に「本当に生きている」、そしてヨハネ

の様に、「最大の喜び」を見出します。 自分を他の誰かの人

生に注ぎ込み、神が神の喜びで満たしてくださることを是非

体験してください。 

-パウロの祈り：3：11-13 

 パウロは、神によって、テサロニケの人々に再会すること

が出来る様に、またその間、人々に対する彼らの愛が成長し

続けることを祈ります。 興味深いことに、第一テサロニケ人

への手紙のすべての章は、キリストの再臨の言及で終わりま

す。 

3:11 どうか、わたしたちの父なる神ご自身と、わたしたちの

主イエスとが、あなたがたのところへ行く道を、わたしたち

に開いて下さるように。 3:12 どうか、主が、あなたがた相互

の愛とすべての人に対する愛とを、わたしたちがあなたがた

を愛する愛と同じように、増し加えて豊かにして下さるよう

に。 3:13 そして、どうか、わたしたちの主イエスが、そのす

べての聖なる者と共にこられる時、神のみまえに、あなたが

たの心を強め、清く、責められるところのない者にして下さ

るように。（３：１１－１３） 

 キリスト教徒と非キリスト教徒の両方に対する人々への愛

は、テサロニケ人への手紙の主要なテーマです。 パウロの彼

らへの愛について多く学びます。 そして彼は、同様に他の人

を愛する様に彼らに勧めます。 後の手紙で、パウロは再び言

っています。 

4:9 兄弟愛については、今さら書きおくる必要はない。あなた

がたは、互に愛し合うように神に直接教えられており、 4:10

また、事実マケドニヤ全土にいるすべての兄弟に対して、そ

れを実行しているのだから。しかし、兄弟たちよ。あなたが

たに勧める。ますます、そうしてほしい。 （４：９，１０） 

 イエスは、弟子たちにこう言われました。「13:35 互に愛し

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、すべての者が認めるであろう」（ヨハネ 13:35）。 

 人々に対するあなたの愛はいかがでしょうか？ 「互いに、

すべての人々への愛を増し、豊かにさせてください」と神に

お願いすることが出来ますか？それらは、キリスト教の顕著

な特徴です。 そして、その結果、すべての人々に対する私た

ちの無条件の愛。 神が、今日、愛を示すように招いておられ

る人は誰ですか？ 隣人ですか？ 同僚ですか？ 学生仲間です

か？ 親族ですか？ あなたを怒らせた人ですか？ 愛するのが難

しい人ですか？ 孤独で苦しんでいる人ですか？ 

 

 



ディスカッションのための質問 

 

１．テサロニケのクリスチャン共同体の特質について、あな

たにとって最も印象的であったことは何ですか？ 

 

２．パウロ、シラス、テモテの動機とやり方のリストを振り

返りましょう。 彼らの行動のどの側面があなたに最も挑戦し

ますか？ 

 

３．第一テサロニケ第２章１３節をよく見てください。 今の

「神のみ言」に対するあなた自身の姿勢をどの様に描写しま

すか？  

 

４．もう一度、第３章１１，１２節を見てください。 パウロ

は仲間の信者だけでなく、すべての人々に愛を示す必要性を

強調しています。 神は私たちの例です 「神はそのひとり子を

賜わったほどに、この世を愛して下さった…」（ヨハネ３：１

６）あなたが愛をもって前進する必要がある人はいますか？ 

どの様な具体的な方法が最も無私無欲で親切かについて話し

合いましょう。 

 

 


