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Message 2 – Jesus before Jesus 

神は我らと共に 
パート８：イエス様 

第二メッセージ－イエス様の降誕以前のイエス様 

 

 

はじめに 

 「イエス・キリスト」の幼少期を見ていく前に、「イエス

様」とは、正確に誰であるかを見ていきます。ガンジー、孔

子、アリストテレスや他の宗教的／哲学的な指導者を尊敬す

るように、人としての地上でのイエス様を偉大な教師として、

預言者として、尊敬し、模範とする価値のある人として見る

傾向がある。しかし、四つの福音書（と多くの新約、旧約の聖句）は、

イエス様が素晴らしいただの人間である以上のお方であるこ

とを明確にしている。この世においてのイエス様の出現の意

味を理解するためには、実際に彼が誰であるかを真に理解す

る必要がある。私たちの学びでは、ヨハネの福音を基盤に用

いるが、そこから、私たちの内に宿られるようになられた神

としてイエス様を紹介する、ヨハネの福音書に貢献する、他

の重要な聖書箇所を検討していく。 

イエス様の自己救済： 

ピリピへの手紙第２章 

 先ず、使徒パウロが書いた、ピリピ人への手紙の中の一節

について考えることから始めましょう。パウロは、その教会

の人々が互いに謙虚に生きるよう励ました。謙虚さの最も重

要な例として、パウロは、イエスが神の権利を「空にして」、

私たちの必要に仕えるために、私たちの住む世に、一時的に

入って来てくださったと語った。 

 キリスト・イエスにあっていだいているのと同じ思いを、

あなたがたの間でも互に生かしなさい。キリストは、神のか

たちであられたが、神と等しくあることを固守すべき事とは

思わず、かえって、おのれをむなしうして僕のかたちをと

り、人間の姿になられた。その有様は人と異ならず、おのれ

を低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従

順であられた。それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべて

の名にまさる名を彼に賜わった。 それは、イエスの御名によ

って、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆる

ものがひざをかがめ、 また、あらゆる舌が、「イエス・キリ

ストは主である」と告白して、栄光を父なる神に帰するため

である。（ピリピへの手紙２：５－１１） 

“Kenosis”は、「空にする」という意味のギリシア語である。

ギリシャ語は、文字通り読み：イエスは「ご自分を空にし

て」人間となられた。イエス様は、何を「空に」されたので

しょうか？ご自身を「自分の属性の独自的働き」を空にされ

たのです。神の属性を空にされたのではない。神であること

を無にすることは不可能である。しかし、「神が典型的に出

現されて、行動される権利を脇に置く」ことが出来た。「神

の特権を放棄されたのです。」（ＮＬＴは、ギリシャ語の正確な感覚を上

手く表現している。） 

 パウロの主な要点は、イエス様が人々の必要に謙虚に仕え

るための究極の模範を見せてくださったということである。

しかし、間接的な要点は明確である：イエスの謙虚な僕とし

てのこの世界への参入は、一時的な自己排出であった。この

世に来られる前は、あらゆる神の特権とそれらを用いる自由



を保持しておられた。地上での任務を完了された後は、父な

る神から最高の名誉の地に高揚された。実際、イエスの名は、

歴史の中で他のあらゆるの名の上に高められた。 

 互いに謙虚になり仕え合いなさいという教えが、パウロの

要点である。また、他者との関係において、統一を保つため

に、他人を自分よりも重要であると考えることである。イエ

ス・キリストの模範は、あなたの人間関係の団結を守るため

に、誰かに謙虚になるよう促しましたか？ピリピ２章３－４

節を黙想し、イエス様を模倣に掲げましょう。 

永遠の神： 

ヨハネ１：１：１－３ 

 ４人の福音書の著者の中で、聖霊に導かれ、降誕以前の 

イエス様の偉大さに関する考えを提供したのは使徒ヨハネで

ある。ヨハネの福音書の冒頭は、他の福音書と全く異なる。 

マタイとルカの福音書は、どちらもイエスの誕生から始まる。

マルコは、イエスの公の伝導活動から書き始める。ヨハネは、

永遠の過去、創世記１章１節以前から、イエスについて力強

い宣言から書き始める。 

 初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であっ

た。この言は初めに神と共にあった。（ヨハネの福音書１：

１，２） 

 ヨハネは冒頭から読者に、イエスが永遠の神であることを知

って欲しいと願った。イエスは、創世記１章１節から存在して

おられた。父と共におられた。父とは異なる存在であられた

が、イエスも神であられた。ヨハネの表現の中に神学的精度が

見られる。イエスは、いつのときも永遠の神の一員であられ

た。創世記１章の中で、神の複数形の仄めかしが見られる。 

 神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにか

たどって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地

のすべての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよ

う」。（創世記１：２６） 

 イエス様は、父なる神、聖霊なる神と共におられたという

ことをヨハネは教えている。私たちがよく知っている、天地

創造の際、イエス様は既にそこにおられた。実際、イエス様

こそが世の創造主であられる。 

 すべてのものは、これによってできた。できたもののう

ち、一つとしてこれによらないものはなかった。（ヨハネの

福音書１：３） 

 イエス様は、天地創造によって、世の形成を実行された、

神の代理人であられた。イエス様によらずに、この世に存在

する生き物は一つも存在しない。天国は、イエス様の永遠の

家であったが、私たち人間と共に、幾歳か共に過ごされる決

心をくだされたのである。 

 救世主であられ、友であられるイエス様が、創造主であら

れ、主権者であられるという真実をどのように受け止められま

したか？あなたの周囲に目を向けてください。世界、宇宙、あ

らゆる場所の創造性、そして自分自身に目を向けてください。

そして、立ち止まり、創造主であられ主権者であられ、神の御

子であられるイエス様に感謝を捧げましょう！イエス様こそ

が、あなた自身を含めて、全てを創造してくださったのです。 

創造主、主権者、相続人： 

コリント人への手紙１：１６，１７ 

 偽教師がイエスについて縮小した考えを提示していたので、

パウロはコロサイ人宛てに手紙を書いた。彼らは大きな宗教、



小さなイエスを促進した。イエスの周りにいた偽預言者たちは、

さほど問題ではなかった。重要であるのは、宗教上の規則、

儀式、聖なる日等であった。そこでパウロは、第１章で次の

ように記している： 

 万物は、天にあるものも地にあるものも、見えるものも見

えないものも、位も主権も、支配も権威も、みな御子にあっ

て造られたからである。これらいっさいのものは、御子によ

って造られ、御子のために造られたのである。彼は万物より

も先にあり、万物は彼にあって成り立っている。（コロサイ

人への手紙１：１６，１７） 

 すべてはイエスを通して、イエスのために創造された。 

この世はイエス様によって、神の御子であられるイエス様の

ために存在しているという意味である。イエス様は、すべて

を一緒に保持しておられる。物理学者は、それを一緒に保持

する目に見えない「宇宙の接着剤」と呼ぶ。聖書はその「宇

宙を保持する接着剤」は、イエス様であると言っている。 

イエス様がすべてを創造され、それらすべてを保持しておら

れる。パウロの重要な意義は、キリストの人格の卓越性を忘れ

てはならないということである。もし、イエス様がただの人

間であるなら、キリストの十字架の御業（すべての人類の罪の負債を

支払うこと）は、実現されなかった。永遠の神である場合のみ、

ある瞬すべての人類の罪の負債を支払うことが可能となっ

た。パウロは、次の要点を強調した： 

 神は、御旨によって、御子のうちにすべての満ちみちた徳

を宿らせ、 そして、その十字架の血によって平和をつくり、

万物、すなわち、地にあるもの、天にあるものを、ことごと

く、彼によってご自分と和解させて下さったのである。（コ

ロサイ人への手紙１：１９，２０） 

 人としてのキリストのが最小限に縮小されるとき、十字架

上のキリストの働きは中立化される。人としてのキリストが

卓越するとき、十字架上でのキリストの働きが栄誉を得る。

キリストの十字架の血は、神であり同時に人であられたお方

の血であったからこそ効果的であった。あなたはイエスの人

と作品との間の接続をしたことがありますか？あなたは、既

に、人としてのイエス様とイエス様の御業の接点を見出され

ましたか？十字架上で、あなたの罪のために、いのちを捧げ

てくださったお方が実際に誰であったかを知るとき、不思議

さに立ち止まるでしょう。古い賛美歌の一節が的確に表現し

ている：「驚くばかりの愛、私の神であられる、あなたが、

私のために死ななければならなかったとは、何ということで

しょう？」 

神の正確な描写： 

へブル人への手紙１：１－３ 

 ヘブル人への手紙の匿名の筆者は、ヨハネの福音書第１章

とコロサイ人への手紙第１章と同じ考えを記している。それ

もやはり、偽教師がイエスについて最小化した考えを広めて

いたからである。著者は力強く語り始める： 

 神は、むかしは、預言者たちにより、いろいろな時に、い

ろいろな方法で、先祖たちに語られたが、この終りの時に

は、御子によって、わたしたちに語られたのである。神は御

子を万物の相続者と定め、また、御子によって、もろもろの

世界を造られた。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の

真の姿であって、その力ある言葉をもって万物を保っておら

れる。そして罪のきよめのわざをなし終えてから、いと高き

所にいます大能者の右に、座につかれたのである。（へブル

人１：１－３） 



 イエス様は、創造主であられ、主権者であられ、この世を

相続されたお方である。地上でのイエス様が「神の本質の代

理そのもの」であられる。「Exact Representation （代理その

もの）」は、ギリシャ語の「a character（印判）」である。 

印判は、金型メーカーがオリジナルから作り出す粘土の刻印

である。オリジナルは湿った粘土に打ち抜かれ、その印判は

元の「印判」と呼ばれた。 

 著者は、次の様なことを言っているのです。あなたが父な

る神を受け入れ、神を湿った粘土に刻印するならば、その粘

土のイメージがイエス様である。その理由は次の通りである。

ヨハネの福音書の後半で、ピリポがイエス様に、父なる神を示

してほしいと言った際、イエス様が次の様にお答えになった： 

 「ピリポよ、こんなに長くあなたがたと一緒にいるのに、

わたしがわかっていないのか。わたしを見た者は、父を見た

のである。どうして、わたしたちに父を示してほしいと、言

うのか。（ヨハネの福音書１４：９） 

 「ピリポよ、あなたは父なる神がどの様なお方であるかを

理解するために、見る必要はない。」。イエス様こそが父な

る神の「明確な代理人そのもの」であられるからである。 

 再び、ヘブル人への手紙の著者のお陰で、キリストの働き

の重要性は、キリスト従者の正しい見方に不可分に結びつい

た。イエスは、その死と復活を通して、私たちのために、父

の永遠の存在である、天の寺院への道を開いてくださった、

偉大な大祭司であるとへブル人の手紙は言っている。もし、

イエス様が私たちと同じ、ただの普通の人であったなら、 

イエス様には、この御業を達成することは出来なかった。神

でなければ、全ての人類のために成されたこの驚くばかりの

十字架上の御業を成し遂げることは不可能であった。 

 私たちには、ご自身の血の犠牲を通して、神のご臨在への

経路を造ってくださった偉大な大祭司がいる。さて、わたし

たちには、もろもろの天をとおって行かれた大祭司なる神の

子イエスがいますのであるから、わたしたちの告白する信仰

をかたく守ろうではないか。この大祭司は、わたしたちの弱

さを思いやることのできないようなかたではない。罪は犯さ

れなかったが、すべてのことについて、わたしたちと同じよ

うに試錬に会われたのである。だから、わたしたちは、あわ

れみを受け、また、恵みにあずかって時機を得た助けを受け

るために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではない

か（へブル人への手紙４：１４－１６）。あなたの必要を神

に委ねるとき、決して迷ったりしないでください。あなたの

ためにイエス様が経路を開いてくださったのですから。 

神の唯一の風姿：ヨハネの福音書１：１，１８ 

 ヨハネの福音書の冒頭に戻りましょう。ヨハネは、降誕以

前のより深いイエス様について、読者に知って欲しいと願っ

た。イエス様は、「神のことば」であられた。なぜヨハネは、

イエス様を「ことば」と呼んだのでしょう？ 

 それは重要な称号である。なぜなら、イエス様が父なる神

の表現そのものであり、神の現れであり、神の啓示であられ

ることを意味するからである。神がご自身を世に定義された

いと考えられたとき、イエスがその定義、表現、すなわち神

の「ことば」になられた。 

 実際、神の御子であられるイエス様のみが、人類に神を明

らかにすするために、または説明するために、常に働かれた

唯一のお方であった。ヨハネの福音書の冒頭の最後の行に注

目してください： 



 神を見た者はまだひとりもいない。ただ父のふところにい

るひとり子なる神だけが、神をあらわしたのである。（ヨハ

ネの福音書１：１８） 

  父なる神と御霊は、未だかつて人間の目によって見られた

ことがない。それは明らかな疑問を提起する。イエスがヨセ

フとマリヤの家族に赤ちゃんとして現われる前に、旧約聖書

全体に登場したお方は誰なのででしょうか？聖書学者たちは、

数々の神の登場を「theophanies（人類の目に見える形での神の表現）」

と呼ぶ。 

－エデンの園でアダムとエバに現れ、共に歩んでくださったお方

は誰か？ 

－二人が罪を犯したときに現れたお方は誰か？蛇の頭を砕き、蛇

は彼のかかとを砕き、二人を堕落から救出してくださることをお

約束してくださった方は誰か？ 

－荒野で、ハガルを穏やかに慰めてくださったお方、彼女がエル

ロイ（見ておられる神）と呼ばれたお方は誰か？ 

－イスラエルの総主であるアブラハムに現れたお方は誰か？ 

－モリア山に現れてくださり、アブラハムが息子を犠牲にしよう

としたとき、止めてくださったお方は誰か？ 

－ヤコブと格闘され、「イスラエル（神と格闘する者）」と名付けら

れたお方は誰か？ 

－炎に包まれる茂みで、モーセに現れ、ご自分を「わたしはある

（ヤハウエ）」と名のられたお方は誰か？ 

－ダニエルの３人の友人を守るために、激しい炎の中に現れてく

ださった謎の４人目のお方は誰か？ 

－何度も繰り返し、現れてくださり、人々から礼拝を受けようと

された「主の天使」は誰か？ 

 イエス・キリストとして降誕される以前から、御子であら

れる神（イエス様）が、父なる神を見せてくださっていた。だか

らヨハネは、イエス様を描写するために「ことば」という称

号を用いたのである。イエスは、いつも人類への唯一の神の

現れであった。「主の御使い」について参照：

https://www.jewsforjesus.org/files/pdf/issues/issues-14-06.pdf 

 創世記１－３章の出来事の後、初めて神が登場されたのが、

アブラハムとサラから追放された召使いのハガルであった。

創世記第１６章の物語りを是非読みましょう。ハガルが神に

名前を捧げ、神がハガルの息子に名前を与えてくださったこ

とに注目しましょう。なんと優しいやり取りでしょう。神の

初登場の際、誰のために登場してくださったかを知るとき、

イエス様の人格について、どんな印象を受けますか？地上に

来られたイエス様が貧しい人々に同様の同情と優しい慈悲を

お与えになったことは驚きですか？ハガルに現れてくださっ

たお方は、降誕以前のイエス様である!!! 

ヨハネの福音書後半の驚くべき主張 

 ヨハネは、イエス様についての次の事柄を最初から読者に

知ってもらいたいと願った。この物語の導入は、それに続く

物語の舞台を設定する。そうすることによって、地上のイエ

ス様が驚くべき主張をされた際に、読者を驚かせ過ぎないた

めである。例えば．．． 

 ヨハネの福音書第５章において、イエス様は天の神と特別

な親子関係にあるかの様に語っておられる。それまでユダヤ

人は、神との関係を父と子の関係などと描写したことは無か

ったので、イエス様がその様な口調で語られたとき、驚き、

問題視した。 

https://www.jewsforjesus.org/files/pdf/issues/issues-14-06.pdf


 イエスは彼らに答えられた、「わたしの父は今に至るまで

働いておられる。わたしも働くのである」。このためにユダ

ヤ人たちは、ますますイエスを殺そうと計るようになった。

それは、イエスが安息日を破られたばかりではなく、神を自

分の父と呼んで、自分を神と等しいものとされたからであ

る。（ヨハネの福音書５：１７，１８） 

 イエス様は、天の神と等しくあられるのでしょうか？その

通りです。イエス様は、父の神聖な性質を共有しておられた。

ヨハネの福音書１章１節を思い出しましょう。永遠の昔から、

イエス様は、父なる神と共におられ、神であった。同様に、

ヨハネの福音書８章で、イエスの大胆な主張を理解すること

が出来なかったユダヤ人の指導者と熱い議論が生じた。 

 あなたがたの父アブラハムは、わたしのこの日を見ようと

して楽しんでいた。そしてそれを見て喜んだ」。そこでユダ

ヤ人たちはイエスに言った、「あなたはまだ五十にもならな

いのに、アブラハムを見たのか」。イエスは彼らに言われ

た、「よくよくあなたがたに言っておく。アブラハムの生れ

る前からわたしは、いるのである」。そこで彼らは石をとっ

て、イエスに投げつけようとした。しかし、イエスは身を隠

して、宮から出て行かれた。（ヨハネの福音書８：５６－５９） 

 「わたしはある」旧約聖書の永遠の神の名称である。イエ

スの議論の相手は、イエスが何を言っているかを正確に知っ

ていた。イエスは、ご自分を（２０００年以上も前に）アブラハムに

現れた神ご自身であると主張された。更に、アブラハムが生

まれる前から、イエスは神であったと主張された！ 

 

 

まとめると．．． 

 それらの聖句をまとめると、イエスの降誕以前の非常に偉

大なイエス様の姿を見る。 

－初めからイエス様は、父なる神と聖霊なる神と共におられた。 

－イエス様は、神であられ、神のご性質を共有された。 

－イエス様が、天の神様の代理人であり、天地創造を実行された

お方であり、すべてはイエス様を通して存在するようになった。 

－イエス様が、全ての被造物を相続されたお方である。 

－イエス様が、全てを保持しておられ、宇宙を維持しておられ

る。 

－イエス様が、父なる神を人類に明らかにされるお方である。 

－イエス様が、神のご性質を正確に表しておられる。 

－イエス様が、ヤハウエであられ、偉大な「わたしはある」であ

られる。 

神は私たちの内に天幕を張られた： 

ヨハネの福音書１：１４ 

 ヨハネの福音書第１章の冒頭に戻ると、ヨハネは、イエス

様の短期間の地上における存在について触れている。短い一

節である： 

 そして言は肉体となり、わたしたちのうちに宿った。わた

したちはその栄光を見た。それは父のひとり子としての栄光

であって、めぐみとまこととに満ちていた。（ヨハネの福音

書１：１４） 

 さて、ヨハネの福音書全体の要点がここにある：「宿

る。」明らかに、ことば（神の御子）が肉となったと言っている。



イエス様は、人間に同化され、私たちの間に住んでくださっ

た。私たちは神のご栄光を見た。ヨハネは、イエス様が私た

ちの一人となられたと言っているが、それは全体的な要点と

は違った。 

 「宿る」という言葉は、ギリシャ語で「一時的に幕屋を張

る」という意味である。文字通り「幕屋」が張られたと読む。

ヨハネは、幕屋という言葉を動詞として用いた。イエス様は、

私たちの内に一時的に幕屋を張られた。ヨハネは、ユダヤの

指導者たちが理解し易いように、意図的に選んだ表現である。

旧約聖書では、神がイスラエルの民に、荒野を通って約束さ

れた土地に向かう途中、神が住むことの出来る天幕、または

幕屋を建てるよう命じられたからである。そして、ソロモン

の時代となり、主のために石の寺院を建てるまで、神は、そ

の天幕や幕屋に住まれた。ユダヤ人たちは、旧約聖書時代

に、神が彼らの間に宿られたことを理解していた。 

 そして、ヨハネは、真の要点にたどり着こうとしている。神

の御子、永遠の神のことば、創造主の神、主権者であられる

神、報復者の神、啓示の神が．．．来られ、私たちの間に一

時的に幕屋を張られた。３３年間、すべての創造主が私たち

と共に過ごすために来られたのです。 

 

言は肉体となり、 

わたしたちの近所に宿られた。 

 イエスの地上における人生（33年間）は、永遠の神の御子、 

イエスの短期間の出現であったこと、また、読者がイエス様

の地上でのおいのちの適切な状況を理解してもらおうとして

いる。地上でのイエス様の生涯が一部始終ではないというこ

とを気づかせようとしている。イエス様の降誕以前に、イエ

ス様は、既に存在されていた!!! 全体の話は、永遠の創造主 で

あられる 神ご自身が創造してくださった私たちを償うために

世に来られたということである。 

歓迎されなかった神： 

ヨハネの福音書１：１０，１１ 

 彼は世にいた。そして、世は彼によってできたのである

が、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところにきたのに、

自分の民は彼を受けいれなかった。（ヨハネの福音書１：１０，１１） 

 ヨハネが語る物語の最大の皮肉は、万物の創造主が創造さ

れた者たちを贖われるために来られたにもかかわらず、彼ら

は、創造主を認識せず、受け入れなかったということである！

アブラハムに約束し、モーセに現われたお方は、ご自分が選

ばれた人々によって受け入れられなかった。 

 ある人はイエスを預言者であると考え、またある人は革命

家であると考える。ある人は、イエスを狂人だと考え、また

ある人は、自分が神であると主張し、神を冒瀆した人と考え。

ある人は、サタンの使者であると考え、またある人は、ユダヤ

人がローマ人と仲介した平和を脅かす騒がせ者であると考え

た。しかし、最終的に、ほぼ満場一致で、イエスを十字架に付

けろと人々は叫んだ。 

 今日も同様である。多くの人々がイエス様について同じ意

見を抱いている。イエスは偉大な人であった。素晴らしい預

言者であった。偉大な革命家であった。欺き者であった。 

イエスは、実際存在しなかったという者もいる。４つの福音

の全体的要点は、永遠の神が私たちを罪から救い、共にいて

くださる（インマヌエル＝God With Us／神はわれらとともに）ために来て下

さったということである。あなたの意見は同じですか？

C.S.Lewis が三択を提案した理由がお判りでしょうか？イエス



様は、次の三つの内のどれかにしか当てはまらない。嘘つきか

狂人か、それとも主なる神。それ以外に選択の余地はない！ 

イエスを受け入れた人たちの、しかし．．．： 

ヨハネの福音書１：１２，１３ 

 しかし、彼を受けいれた者、すなわち、その名を信じた

人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの

人は、血すじによらず、肉の欲によらず、また、人の欲にも

よらず、ただ神によって生れたのである。（ヨハネの福音書

１：１２，１３） 

 多くの人々はイエス様を神と認識し、心に受け入れること

が出来なかった。しかし、受け入れた人たちには、神から生

まれた者、または、神によって再び生まれた者とされ、神の

子とされる特権を与えてくださった（新しい誕生は、福音書と３つの書

簡の両方で、ヨハネの好きなテーマである）。 

 ヨハネの福音書の中で、「信じなさい」という言葉が９８

回引用されている。それが神の子となるための唯一の条件で

ある：イエス様は、永遠の神の御子であり、世の救い主であ

られるイエス様であることを信じましょう。 

 ヨハネは、イエス様が永遠の神であられることをあらかじ

め語っているだけではない。彼はまた、これに関する我々の

見解は永遠の結果であると言っている。イエス様は、偉大な

教師であったことを信じるだけでは不十分なのである。イエ

ス様がモハメッドの様な預言者であったと受け入れるだけで

も、孔子の様な賢者であると信じるだけでも不十分なのであ

る。ヨハネは、福音書の冒頭で： 

イエスという人の中で、神は創造物を救うために来られた。 

しかし、神の子になるためには信じなければならない。 

概要：神は我らと共に 

 この聖書全体を通す学びを「神は我らと共に」と題した。

それこそが聖書全体の要点であるからである。地上のイエス

様の生涯を学ぶとき、それが神の究極の行為であることを理

解する必要がある。イエス様の降誕以前のイエス様は、既に

神であられた。そして、ある瞬、神は数年間、私たちと一共

におられた。ただ私たちと共におられるだけでなく、私たち

が神と永遠に共にいられることを可能にして下さるために、 

ご自身の命を犠牲にしてくださった。これで、イエス様が最

期の夜に、なぜ次の様な祈りを捧げられたかが理解できる。 

 わたしは、わたしにさせるためにお授けになったわざをな

し遂げて、地上であなたの栄光をあらわしました。父よ、世が

造られる前に、わたしがみそばで持っていた栄光で、今み前に

わたしを輝かせて下さい。（ヨハネの福音書１７：４，５） 

討論のための質問 

１．イエス様の降誕以前のイエス様の学びで、一番驚きであ

ったことは何でしょうか？ 

２．永遠の神の御子としてのイエスの理解は、その人生、そ

の教え、またはその使命のあらゆる側面について異なって考

えさせられる起因となりましたか？ 

３．今日、多くの人が、イエスを人として賞賛し尊敬すると

いう。もし、誰かがあなたにそのようなコメントをしたと

き、あなたはどのように応対しますか？ 

 

４．この学びの中で、あなたがイエス様について学んだ事柄

の中で、最もあなたを勇気づけた事柄はなんでしたか？ 


