
GOD WITH US  
Part 8: JESUS 

 Message 17 – The Light of the World 

John 8 & 9 

神は我らと共に 

パート８：イエス 

第１7 メッセージ：世の光 

ヨハネの福音書第８章、９章 

はじめに 

 ヨハネの福音書だけが記録している、イエスと反対者たち

との議論の中で、７つのうちの２つめの「私は～である。」

を述べられた。 

 イエスは、また人々に語ってこう言われた、「わたしは世

の光である。わたしに従って来る者は、やみのうちを歩くこ

とがなく、命の光をもつであろう」。（ヨハネ８：１２） 

 イエスの論争相手、パリサイ人たちは、盲人の手引き、や

みにおる者の光、愚かな者の導き手、幼な子の教師と自称し

ていた（パウロが彼らのために、それらの称号を用いているローマ人への手紙第２

章１９節を参照。）しかし、彼らではなく、わたしが世の光である

とイエスが言われたことから、激しい議論が起こる（ヨハネの福

音書第８章）。 その議論が展開する中で、イエスは、ご自身につ

いての偉大な主張をされる： 

- 天の父は、彼らでなく、イエスと共に立っておられる（８：１６，１７）。 

 - 彼らもイエスを信じなければ、その罪の内に死ぬ（８：２４）。 

 - イエスは、父が話す様に言われたことだけを話す（８：２６，２８）。 

 - イエスは、常に父に喜ばれることのみ行う（８：２９）。 

 - 彼らがイエスに従うなら、真実によって解放される（８：３１，３２）。 

 - 彼らを自由にすることが出来るのは、御子であるイエスのみである 

（８：３６）。 

 - パリサイ人の真の父は、偽りを言い人殺しの悪魔である（８：４４）。 

 - イエスは、父を敬い、父のためだけに栄光を求める（８：４９，５０）。 

 - 父はイエスを賛美されるお方である（８：５４）。 

 - 主のみ言を守る者は、決して死を見ない（８：５１）。 

 - イエスは、アブラハムが生まれる前に存在していた（８：５６－５８）。  

- イエスは、ご自身が旧約聖書に記されたわたしはあるというものだと言っ

ています（８：５８）。 

 第８章の終わりで、パリサイ人たちは、イエスに向かって

投げるために石を拾った（５９節）。 イエスが神であると主張

したがゆえ、神を冒涜したと非難した。 最も注目するべきは

イエスの最後の主張であり、旧約聖書に記される「わたしは

ある」という名称である。 神が荒野でモーセに現れ、エジプ

トに戻り、ユダヤ人に奴隷制度から解放されると伝えるよう

に命じられたとき、モーセは誰によって送られた者と伝える

べきかと神に尋ねた。 神は答えた、。イスラエルの人々にこ

う言いなさい、『「わたしはある」という方が、わたしをあ

なたがたのところへつかわされました』と」。（出エジプト

記３：１４）。当時のユダヤ人たちは、神の名、「ヤハウエ

（わたしはある）」さえも口にしなかったが、イエスは、それを口

にされただけでなく、それがご自身であると主張された。 ヨ

ハネの福音書第８章は、神の冒涜としてイエスを殺そうとす

る場面で閉じる。 

 

 第８章で、イエスは「世の光」であると主張され、第９章

で、誕生以来暗闇に閉じ込められた盲人の目に光をもたらす

奇跡を行われることによってそれを証明された。 



盲人との出会い：ヨハネ９：１－５ 

 イエスが道をとおっておられるとき、生れつきの盲人を見

られた。弟子たちはイエスに尋ねて言った、「先生、この人

が生れつき盲人なのは、だれが罪を犯したためですか。本人

ですか、それともその両親ですか」。イエスは答えられた、

「本人が罪を犯したのでもなく、また、その両親が犯したの

でもない。ただ神のみわざが、彼の上に現れるためである。

わたしたちは、わたしをつかわされたかたのわざを、昼の間

にしなければならない。夜が来る。すると、だれも働けなく

なる。わたしは、この世にいる間は、世の光である」。 

 （ヨハネ９：１－５） 

 

 この盲人をお用いになって、劇的な方法で証明されようと

しておられたとき、イエスは「世の光」の主張を繰り返された

（８：１２）。イエスの時代のユダヤ人たちは、この様な身体的

弱さについて、次の様に推測した：神は全ての人々が健康で

幸せを願っておられるので、健康を害したり、不幸せな人は

その人たちの罪が原因である。一般的な罪ではなく、特定の

罪のためである。誰かが罪を犯したので、その虚弱さは罰で

あった。そこで、弟子たちはイエスに尋ねた：「先生、この

人が生れつき盲人なのは、だれが罪を犯したためですか。本

人ですか、それともその両親ですか。」（彼らは胎児が出生前に子宮

内で罪を犯すことができるとさえ信じていた。） 

 

- 虚弱さについての誤った推論：神は私を罰しておられる 

 イエスの答えが重要である。「本人が罪を犯したのでもな

く、また、その両親が犯したのでもない。ただ神のみわざ

が、彼の上に現れるためである。」イエスは、全ての虚弱さ

が罪の直接的な結果であるという考えをはっきりと否定され

た。その代わりに、新しい考え方を提案された。 

注釈：罪について理解する。「罪」はギリシャ語で「的を見

逃す」という意味で、神の定められた目標や基準に達するこ

とが出来ないこと（ローマ３：２３）を意味するが、それだけでは

なく、性格を曲げ、道徳的病であり、私たちの現実の認識を

覆い隠し、神が私たちのために意図されたお目的に届かなく

させる（Gospelf John, Life Change Series, NavPress, p.107）。 

- イエスの訂正：虚弱さは、神の御業が私たちの内に示される

機会をもたらす。 

 この様な苦難に値するために、一体私が何をしたというの

か、などと考え込み多くの時間を費やしてしまうことがある：

「神様、なぜですか？」。逆に、神に向かって、次の様な質

問をすることが可能である：「神様、この苦難を通して、あ

なたについて何を教えようとしておられるのでしょうか？ ま

たは自分自身について何を教えようとしておられるのでしょ

うか？ そして、（イエスの様の様に）父にご栄光をもたらすために

私の人生において何をなさりたいと願っておられるのでしょ

うか？」 満足いく答え得られない原因を突き止めようとする

のではなく、神が問題を用いて、私たちの注意を神に向けよ

うとしておられる・・・私たちの内で。  神は、あなたの人生

に弱さ（困難）をお許しになっておられますか？ あなたは信仰

を持って、この弱さの結果、あなたを通して、何をなさりた

いと願っておられるのですかと神に尋ねることが出来ますか？ 

 

盲人の癒し：９：６，７ 

 イエスはそう言って、地につばきをし、そのつばきで、ど

ろをつくり、そのどろを盲人の目に塗って言われた、「シロ

アム（つかわされた者、の意）の池に行って洗いなさい」。そこで



彼は行って洗った。そして見えるようになって、帰って行っ

た。 （ヨハネ９：６，７） 

 

 状況に応じて、イエスは様々な方法で奇跡を行われた。 こ

こでは、盲人にシロアムの池で洗い流すように言われた。 お

そらく、その池は神殿の近くにあり、イエスはこの盲人に起

こったことを多くの人々に知ってほしいと願われたのでしょ

う。イエスが「世の光」であられることを出来るだけ人々に

証明されたかったのである。一般人も含めて、祭司たちが毎

日の神殿の儀式に必要な水を引いていた神殿近くの公共の池

に、イエスは盲人を送られたので、この盲人の癒しの知らせ

は直ちに多くの人々に知られるようになった。 

 

 

論争と会話：９：８－３４ 

 近所の人々や、彼がもと、こじきであったのを見知ってい

た人々が言った、「この人は、すわってこじきをしていた者

ではないか」。ある人々は「その人だ」と言い、他の人々は

「いや、ただあの人に似ているだけだ」と言った。しかし、

本人は「わたしがそれだ」と言った。（ヨハネ９：８，９） 

 彼が癒された盲人であること人々が信じなかったことは、

一生に一度の劇的な奇跡を受けたばかりの男にとっては、い

らだたしいことであったに違いないが、男は言い続けた：

「間違いなく私だ！」 

 そこで人々は彼に言った、「では、おまえの目はどうして

あいたのか」。彼は答えた、「イエスというかたが、どろを

つくって、わたしの目に塗り、『シロアムに行って洗え』と

言われました。それで、行って洗うと、見えるようになりま

した」。人々は彼に言った、「その人はどこにいるのか」。

彼は「知りません」と答えた。 （ヨハネ９：１０－１２）。 

 人々の間で、たくさんの混乱が生じたので、人々による論

争を解決するための最善の方法は、癒された男をその日の宗

教指導者、パリサイ人たちに連れて行き、問題の真相を調査

し、確かにすることであると判断された。 前の章で、イエス

はパリサイ人と大きな議論をされたことを思い出しましょ

う。 第８章はパリサイ人がイエスを冒瀆のために石打にしよ

うとする場面で幕を閉じた。ここで 起こったことは、まさに

イエスが願っておられたことであった：パリサイ人の目の前

に立っている男に成された、イエスの世界の光である主張を

証明する紛れもない奇跡であった。 イエスについての判決を

すでに下していたパリサイ人で溢れた法廷に入っていること

を人々は知らなかった。 

 自分自身や身近な誰かの生活の中で、明らかにイエス様の

働きである事実が否定出来ないことがらがある。癒された盲人

の様に、神が見せようとしておられる事柄を検討するために

立ち止まることが出来るが、パリサイ人の様に、起こってい

ることが神の働きであるはずがないと決めつけて見てしまう

と、信仰の目で見る瞬間を失なってしまう。 イエスはご自分

の光を私たちの闇に照らしたいと願っておられる。 あなたは

どこに光を照らしていただく必要ありますか？ 神がなさりた

いと願っておられることにお委ね出来る様に祈りましょう。 

具体的な答えがなくても、神の真理を理解し、それをあなたの

状況に適用することが出来る。 ローマ人への手紙第８章２８，

２９節は、神は私たちのために共に働いて、万事を益となるよ

うに働いて下さるので、私たちはイエスに似た者と変えられ

ていくと教えている。 聖書は、私たちとその人生を通して輝



くイエスのご栄光は、私たちが歩むどんな状況下にあっても

価値があると教えている。 

 人々は、もと盲人であったこの人を、パリサイ人たちのと

ころにつれて行った。イエスがどろをつくって彼の目をあけ

たのは、安息日であった。パリサイ人たちもまた、「どうし

て見えるようになったのか」、と彼に尋ねた。彼は答えた、

「あのかたがわたしの目にどろを塗り、わたしがそれを洗

い、そして見えるようになりました」。そこで、あるパリサ

イ人たちが言った、「その人は神からきた人ではない。安息

日を守っていないのだから」。しかし、ほかの人々は言っ

た、「罪のある人が、どうしてそのようなしるしを行うこと

ができようか」。そして彼らの間に分争が生じた。 

（ヨハネ９：１３－１６） 

 イエスの公的伝導を通して、安息日に何度も奇跡的なしる

しを行われた。 これは「仕事をしない」日ではなく、むしろ

休み、礼拝し、喜びに満たされる日であった。 イエスにとっ

ては、捕虜を解放し、父の真の信仰と礼拝に人々を向けるこ

とは、真に喜ばしいことであった。 奇跡は、それを見たすべ

ての人にとって目を見張る様な驚異であったはずである。 し

かし、宗教指導者たちの誇りとその立場を守るために、極端

に盲目になっていたため、彼らの上に権威あるお方がおられ

るという事実よりも、彼らの法的律法に集中するようになっ

てしまった。 

 

 パリサイ人たちは、「盲人」に向かって、イエスが神から

来た人であるかについての意見を求めた。 （これは皮肉なことであ
る。なぜならパリサイ人は、「盲人の手引き」と自称していたからである。今や、か

つて盲人であった男性に導きを求めている！） 

  そこで彼らは、もう一度この盲人に聞いた、「おまえの目

をあけてくれたその人を、どう思うか」。「預言者だと思い

ます」と彼は言った。ユダヤ人たちは、彼がもと盲人であっ

たが見えるようになったことを、まだ信じなかった。ついに

彼らは、目が見えるようになったこの人の両親を呼んで、 

（ヨハネ９：１７，１８） 

 彼の答え（イエスは預言者であるという）は完全に無視された。 彼

らはイエスについて先入観をもっていた。 彼らの頭の中では

イエスはすでに有罪と決定されていた。 

 「先入観」という言葉は、「事前に決定づける」という意

味である。何かを事前に決定づけてしまった後は、もはやそ

れ以降のすべての証拠を操作する（潜在的に）ことになる。それ

が先入観である。今日も、先入観を持つ人々は存在する。た

とえ神の存在やイエスの歴史的現実、または復活の事実に対

する証拠が圧倒的に存在しても。 。 。人々は頻繁に信じない

方法を探し出す。それがイエスに対する偏見である。より深

い質問：証拠があっても信じないことを選んだ人々の背後に

ある本当の動機は何でしょうか？多くの場合それは知的な理

由ではない。むしろ、それは感情的、道徳的、または関係的

理由である。イエスは、ご自身が主張しておられる通りのお

方であると認めることは、何らかの変化を必要とする可能性

がある。たとえば家族関係や経済的安定を損なうような結果

を招く可能性がある。私たちに良いと思われる人間関係が必

ずしも神の目に最善であるとは限らない。それゆえ、私たち

は知的な理由や「法律」を用いて、信じない道を選ぶ。それ

が「盲目のままでいること」である。 

 パリサイ人たちは盲人であった男の両親に、彼が本当に彼

らの息子であるかを確かめるために呼び出した。 



 尋ねて言った、「これが、生れつき盲人であったと、おま

えたちの言っているむすこか。それではどうして、いま目が

見えるのか」。両親は答えて言った、「これがわたしどもの

むすこであること、また生れつき盲人であったことは存じて

います。しかし、どうしていま見えるようになったのか、そ

れは知りません。また、だれがその目をあけて下さったのか

も知りません。あれに聞いて下さい。あれはもうおとなです

から、自分のことは自分で話せるでしょう」。両親はユダヤ

人たちを恐れていたので、こう答えたのである。それは、も

しイエスをキリストと告白する者があれば、会堂から追い出

すことに、ユダヤ人たちが既に決めていたからである。彼の

両親が「おとなですから、あれに聞いて下さい」と言ったの

は、そのためであった。 （ヨハネ９：１９－２３） 

 これを「証人脅迫」と呼ぶ。盲人の両親は彼らの答えのた

めにシナゴーグから追い出されたくなかったので、真実を差

し控えた。 （しかし、彼らの息子が彼らの答えのためにシナゴーグから追い出さ

れることは問題なかった！） パリサイ人は再び盲人を呼び出すことを

強いられた。今度は、彼らが聞きたい答えを癒された盲人に

言わせるよう強要した： 

 そこで彼らは、盲人であった人をもう一度呼んで言った、

「神に栄光を帰するがよい。あの人が罪人であることは、わ

たしたちにはわかっている」。 （ヨハネ９：２４） 

 彼らは、イエスについての男の意見を彼らの意見と一致さ

せるよう強要した。 私たちはこのイエスが罪人であることを

知っている。 神に栄光を与え、私たちに同意しなさい！ 

 パリサイ人たちは何か失うものがあったのでしょうか？な

ぜ、イエスが「罪人」であるという自分の偏見や意見に固執

していたのでしょうか？ヨハネの後の記述なしに、誰に気付

くことが出来たでしょうか？ヨハネの福音書第１１章４７，

４８節に真の理由が記されている：祭司長たちとパリサイ人

たちとは、議会を召集して言った、「この人が多くのしるし

を行っているのに、お互は何をしているのだ。もしこのまま

にしておけば、みんなが彼を信じるようになるだろう。その

うえ、ローマ人がやってきて、わたしたちの土地も人民も奪

ってしまうであろう」。（ヨハネ１１：４７，４８）彼らの

本当の理由は恐れであった。ローマ人によって、パリサイ人

たちの権威ある地位が奪われることへの恐れであった。彼ら

は何としてでも失わないことを決心した。 

 聖書は、不信仰や降伏の欠如による「呼びかけ」の影響に

ついて警告している。 支配することを放棄することの結果を

恐れて、神の真理に心を閉じるとき、神は、私たちの心が真

実のさらなる啓示に対してより盲目になることをお許しにな

る。 真実を拒絶したり、却下することには、十分注意しなけ

ればならない。 それによって失うものは、恐れよりもはるか

に広範囲に及ぶ悪影響が伴う可能性がある。 しかし、この癒

された盲人は、イエスの見方を変えることを強いようとする

パリサイ人たちの圧力に屈しなかった。 

 すると彼は言った、「あのかたが罪人であるかどうか、わ

たしは知りません。ただ一つのことだけ知っています。わた

しは盲であったが、今は見えるということです」。そこで彼

らは言った、「その人はおまえに何をしたのか。どんなにし

ておまえの目をあけたのか」。彼は答えた、「そのことはも

う話してあげたのに、聞いてくれませんでした。なぜまた聞

こうとするのですか。あなたがたも、あの人の弟子になりた

いのですか」。 （ヨハネ９：２５－２７） 

 癒された男は言った、 「私はすでにあなたに話したが、あ

なたがたは聞かなかった。」ここはパリサイ人らが実際に、



男の証言をしっかり聞いた事実を明らかにする。 その上で、

その証言を受け入れることを選ばなかった。 - 恐怖。 

 そこで彼らは彼をののしって言った、「おまえはあれの弟

子だが、わたしたちはモーセの弟子だ。モーセに神が語られ

たということは知っている。だが、あの人がどこからきた者

か、わたしたちは知らぬ」。（ヨハネ９：２８，２９） 

 この男の立場になってみましょう。 あなたは激怒している

強力な宗教指導者たちの集団の前に立っている。 彼らはあな

たを批判したばかりである。 あなたをユダヤ教社会から追放

することによって、あなたの残りの人生を台無しにすると脅

迫しているのです。 私たちのほとんどは、これ以上の損失を

防ぎ、殺される前に泣き寝入りするでしょう。 この男は違っ

た。 ここで聖書全体の中で最も偉大な一節が誕生した。 

  そこで彼が答えて言った、「わたしの目をあけて下さった

のに、そのかたがどこからきたか、ご存じないとは、不思議

千万です。（ヨハネ９：３０） 

 なんという勇気でしょう！ 男はパリサイ人に向かって、町

には「天国から派遣された」奇跡の働き人がいるというのに、

あなたは彼がどこから来たのか知らないのですか？ それから

男はパリサイ人たちに最後の神学的講義をした： 

 わたしたちはこのことを知っています。神は罪人の言うこ

とはお聞きいれになりませんが、神を敬い、そのみこころを

行う人の言うことは、聞きいれて下さいます。生れつき盲で

あった者の目をあけた人があるということは、世界が始まっ

て以来、聞いたことがありません。もしあのかたが神からき

た人でなかったら、何一つできなかったはずです」。  

（ヨハネ９：３１－３３） 

 その叱責は第９章２４節のパリサイ人たちによる男への叱

責に対するかの様である。 パリサイ人らは、イエスを罪びと

と呼んだ。ここで、癒された盲人は、パリサイ人たちに、神

は「罪人」の祈りに耳を傾けたり答えたりされない、むしろ

神の御心を行う敬虔な人に応じて下さると教えた。 明らかに

イエスは、癒された男の目に敬虔であり、神の御心を行なっ

ておられたことを証した。 それで、男は、「イエスが神から

来たものでなければ、肉体的にも霊的にも見ることは出来な

いでしょう！」と教えた。 

 

 その男の言い分を聞きながら、突然、数時間前まで盲目の

乞食であった男によって教えられていることに気づくパリサ

イ人らが唖然と立ちつくす様子が目に浮かぶ。そして、その

事実はさらに彼らを苛立たせる。 

 これを聞いて彼らは言った、「おまえは全く罪の中に生れ

ていながら、わたしたちを教えようとするのか」。そして彼

を外へ追い出した。 （ヨハネ９：３４） 

 癒された男は強力な権威に立ち向かい、その結果にかかわ

らず真実を語ったので、天国で大きな報酬を受けるに違いな

い。 １）出生時に罪に浸されたという内容で非難された。

２）上役に講義する大胆さ。 ３）シナゴーグから切り捨てら

れた（両親の恐れのために）。 彼の大胆な証言はヨハネの福音書第

９章に記録されている！ 脅迫されながら、たとえ誰の前に立

っていても真実を話したこの男の勇気によって大勢の人が励

まされたに違いない。 

 

イエスと癒された男との会話：９：３５－４１ 

 

 物語は、この男の追放に対して、イエスが世話をされて閉



じる。 彼は生まれつき盲目であったために追放された。 彼が

見ることが出来るようになった今、イエスの癒しについての

真実を語ったために追放された。 

 イエスは、その人が外へ追い出されたことを聞かれた。そ

して彼に会って言われた、「あなたは人の子を信じるか」。 

彼は答えて言った、「主よ、それはどなたですか。そのかた

を信じたいのですが」。 イエスは彼に言われた、「あなた

は、もうその人に会っている。今あなたと話しているのが、

その人である」。すると彼は、「主よ、信じます」と言っ

て、イエスを拝した。（ヨハネ９：３５－３８） 

 全過程は、イエスを神への冒涜者と非難する人々から始ま

り、誰かがイエスを崇拝することで終わる。 聖書は、常に、

神こそが礼拝されるに相応しいお方であると教えている。冒

涜か礼拝か。 イエスの主張に関しては、その二つに一つが唯

一の選択肢である。 あなたはイエスを嘘つき、または狂人と

呼ぶことが出来る、あるいは、主として礼拝することが出来

る。 

 

 イエスはこの要約を一連の出来事全体について述べた（そし

てここに素晴らしい教訓がある）： 

  そこでイエスは言われた、「わたしがこの世にきたのは、

さばくためである。すなわち、見えない人たちが見えるよう

になり、見える人たちが見えないようになるためである」。 

そこにイエスと一緒にいたあるパリサイ人たちが、それを聞

いてイエスに言った、「それでは、わたしたちも盲なのでし

ょうか」。 イエスは彼らに言われた、「もしあなたがたが盲

人であったなら、罪はなかったであろう。しかし、今あなた

がたが『見える』と言い張るところに、あなたがたの罪があ

る。 （ヨハネ９：３９－４１） 

盲目であった男は見えるようになって立ち去った。 

 

盲目の手引きは盲目に立ち去った。 

 

 私たちは盲目で霊的に暗闇の中にいることを理解すること

によって、「神は、わたしたちをやみの力から救い出して、

その愛する御子の支配下に移して下さった。」（コロサイ

１：１３）。 そして見ることが出来るようになるのです！ 

 

 見えるという信念（私たちには、必要な霊的洞察が全て備わっており、赦

しと救いの奇跡は必要ないと思う）に留まることによって、自分の罪と

闇に留まることを選択しているとイエスは言われた。 それが

盲目である！ 

 

 それは聖書全体の不変のテーマである。 謙虚さと壊れは救

いをもたらす。 誇りと偏見はそれを阻止する。 

 

「光のある間に、光の子となるために、光を信じなさい」。 

イエスはこれらのことを話してから、そこを立ち去って、彼

らから身をお隠しになった。」（ヨハネ１２：３６） 

 

 「わたしは光としてこの世にきた。それは、わたしを信じ

る者が、やみのうちにとどまらないようになるためであ

る。」（ヨハネ１２：４６） 

 

「そのさばきというのは、光がこの世にきたのに、人々はそ

のおこないが悪いために、光よりもやみの方を愛したことで

ある。」（ヨハネ３：１９） 

- 救い主の必要性を認めたときにのみ救われる。 



- 私たちは盲目であると認めたときにのみ視力を受けることが

出来る。 

- 罪を取り除くことが出来るのは、罪を取り除く必要があると

認めたときだけである。 

 

 世の光：ヨハネの福音書第８章と第９章では、イエスはご

自身が世の光であると主張された。 しかし、その信者たちに

「あなたは世の光です」（マタイ５：１４－１６）とも言われた。 

癒された盲人は、その人生のにおいて、神の御業を証する大

胆な証人となった。 イエスを知るすべての人々に、イエスの

光を私たちを通して輝かせるよう求められている。 イエスの

光をあなたの世界でどの様に輝かせておられるでしょうか？ 

人々はどの様にあなたを通してイエスの愛を見ているでしょ

うか？ 今週、更に明るい光になることを約束出来る方法はあ

りますか。 

 

“光の中を歩む” についての追加の考え 

 

 キリストの「光の中を歩む」とはどういう意味でしょう

か？ 第一に、自分の救い主として、イエス・キリストに信仰

をおき、「光の子」になることを意味する。しかし、「光の

中を歩む」ということは、私たちがイエスの声に耳を傾け、

イエスの足跡をたどることを学んでいく日々の過程である。

殆どの場合、イエスは、私たちの足元に程よい十分な光を与

えて下さる。遠い未来を明確に見ることが出来るほどの光を

照らされるのではない。 イエスのことばと御霊促しの光の中

を歩きながら、彼を日々信頼するようにと教えておられる。

だからこそ、 神のみことばと祈りの内に日々時間を費やすこ

とがとても重要であると教えておられる。 それが、神が私た

ちに語りかけ、光の道に導いて下さる方法である。 「あなた

のみ言葉はわが足のともしび、わが道の光です。」 

（詩編１１９：１０５）。 

 

討論のための質問 

 

１．あなたがイエスの信者になる前、キリストの主張に抵抗

した原因は何でしたか。 

２．信者としてでさえ、生活の中でキリストの主権に降伏す

ることに抵抗するときがあります。私たちの意識と成長を要

するの分野に、イエスは、そのみ光を照らしたいと願ってお

られる。私たちは、それを必要としない理由を正当化する。

いずれにせよ、私たちは皆、自分の「死角」に盲目である！

誰かに真実を話すとき、謙虚さを要する。 愛の真実を他の人

に話すには勇気が必要である。その結果、私たちが受け入れ

るときに、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長

し、かしらなるキリストに達するのである。（エペソ人４：１５）

これはどの様にあなたに当てはまりますか？ 

 

３．癒された盲人は、真実のために立ち向かうための勇気が

否定的な結果が伴った。あなたも同じ様な体験をされたこと

はありませんか？彼の模範は、どの様にあなたの信仰に立ち

向かうことを促しますか？ 

 

４．今日、救い主であり、主であるイエスへのあなたの信仰

を置くことを妨げている何かがありますか？ 

 


