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神は我らと共に 
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はじめに 

 新約聖書の中に、「弟子」という言葉は、１２人の「使徒」に

限らず、イエス様の全信者のための記述として計２５０回用いら

れている。ルカの福音書８章１－３節では、女の弟子たちによる 

イエス様の任務への重要な貢献が記されている。 ルカの福音書

１０章では、７０人の弟子がイエス様によって遣わされている。 

使徒の働き１章では、１２０人の弟子が上階の部屋に集まり、御

霊を送ってくださるという約束を待った。 イエス様の信者とな

ることは、弟子になることであった。 同時に、特別な方法でイ

エス様に従うように召され、後に最初のキリスト教徒のための 

リーダーシップを提供するように召された少数の弟子たちがい

た。それが１２人の「使徒」（メッセンジャー／遣わされた者）であ

る。この学びでは、１２人の使徒たちの中の数人の召しに焦点を

当て、彼らがイエスの様の従者として、今日、私たちにとって重

要であることを認識する。 

 

最初の出会い：ヨハネ１：３５－５１ 

 

 イエスの最初の弟子たちのうちの何人かは、以前バプテス

マのヨハネの弟子であった。 ヨハネが彼らに、イエス様の弟

子となるよう勧めた。 彼らはイエスに従い始め、イエス様は

彼らを認めた。 

 イエスはふり向き、彼らがついてくるのを見て言われた、

「何か願いがあるのか」。彼らは言った、「ラビ（訳して言

えば、先生）どこにおとまりなのですか」。イエスは彼らに

言われた、「きてごらんなさい。そうしたらわかるだろ

う」。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられ

る所を見た。そして、その日はイエスのところに泊まった。

時は午後四時ごろであった。（ヨハネの福音書１：３８，３９） 

 「午後４時」。ヨハネは、これらの人々がイエスに従った

正確な時間を知っていた。 それは人生を変える瞬間であっ

た。 最初にイエスに従った弟子たちの一人は、アンドレであ

った。 彼は、行って兄弟シモンに、救世主を見つけたことを

話した。 シモンがイエス様に会うようになったとき、彼はそ

の場で改名を受けた。 

 そしてシモンをイエスのもとにつれてきた。イエスは彼に

目をとめて言われた、「あなたはヨハネの子シモンである。

あなたをケパ（訳せば、ペテロ）と呼ぶことにする」。 

（ヨハネの福音書１：４２） 

 「ケファ」と「ペテロ」の両方の名前は「岩」を意味して

いる。ペテロは、初期の教会のリーダーシップにおいて重要

な役割を果たすことは当初から明らかであった。 （参照：マタイ

１６：１６－１９、ここで彼は岩と見なされる）。 
 

 イエス様がガリラヤに出発される準備をしておられた時、

ピリポを従者として召し、ピリポは、友人をイエス様に連れ

て来た。 

 このピリポがナタナエルに出会って言った、「わたしたち

は、モーセが律法の中にしるしており、預言者たちがしるし

ていた人、ヨセフの子、ナザレのイエスにいま出会った」。 



ナタナエルは彼に言った、「ナザレから、なんのよいものが

出ようか」。ピリポは彼に言った、「きて見なさい」。 

（ヨハネの福音書１：４５，４６） 

 ナザレの町は敬われていなかった。おそらくそこに駐留す

るローマ軍の守備隊があったからである。 それでも、ナタナ

エルは、そこに出向いて、とにかくイエス様に会い、出会い

たい一心であった。 イエス様は、ナタナエルのナザレへの敬

遠を誉め言葉にして返した。 

 イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼につい

て言われた、「見よ、あの人こそ、ほんとうのイスラエル人

である。その心には偽りがない」。ナタナエルは言った、

「どうしてわたしをご存じなのですか」。イエスは答えて言

われた、「ピリポがあなたを呼ぶ前に、わたしはあなたが、

いちじくの木の下にいるのを見た」。ナタナエルは答えた、

「先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王で

す」。（ヨハネの福音書１：４７－４９） 

 ナタナエルはすぐに確信した。 イエスが待望の救世主であ

るという最初の告白をした者たちの一人である。 

 「来て見なさい」とイエス様は言われた。 これらの初期の

場面では、兄弟が兄弟をイエスのところに連れて来、また、 

友人が友人をイエス様のところに連れて来た。 それがあるべ

き方法である。 人々を連れて来て、イエス様を経験させるこ

とは、人間関係を表した。 ほとんどの人は、友人による個人

的な招待がきっかけで、初めて教会に訪れることをご存知で

しょうか？あなたが祈っている親戚や友人は誰ですか？ もち

ろん、学習の旅になるでしょう。しかし、 誰かが最初の一歩

を踏み出す手助けをすることが出来るのです。 あなたが優先

する３人は誰ですか？ 

 

二度目の出会い：マタイ４：１８－２２ 

 彼らが北のガリラヤへ旅した後、イエス様は、同じ人たち

に再び出会った。 彼らは、ガリラヤの海で働いていた漁師で

あった。 彼らが漁業に戻ったという事実は、まだイエス様に

「フルタイム」で従うことに従事していないことを示す。 

 さて、イエスがガリラヤの海べを歩いておられると、ふた

りの兄弟、すなわち、ペテロと呼ばれたシモンとその兄弟ア

ンデレとが、海に網を打っているのをごらんになった。彼ら

は漁師であった。イエスは彼らに言われた、「わたしについ

てきなさい。あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよ

う」。すると、彼らはすぐに網を捨てて、イエスに従った。

（マタイの福音書４：１８－２０） 

 彼らは以前イエス様に会った同じ兄弟である。 今、彼らは

職業を離れて、フルタイムでイエスに従うように求められ

た。 他の２人は、彼に従うためににすべてを後にした。 

 そこから進んで行かれると、ほかのふたりの兄弟、すなわ

ち、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが、父ゼベダイ

と一緒に、舟の中で網を繕っているのをごらんになった。そ

こで彼らをお招きになると、すぐ舟と父とをおいて、イエス

に従って行った。（マタイの福音書４：２１－２２） 

 その文化の中で、父親に家業を残し、残して出ることは、

犠牲と献身の巨大な一歩であった。 ヤコブとヨハネの母親の

後の行動に基づくと、彼らがイエス様に従うという決断にお

いて、父と母の支援を受けた可能性がある（参照：母親の支援につい

てはマタイ２０：２０－２２）。 

 ヤコブとヨハネは、家業を後にするだけでなく、父親もお

いていかなければならなかった。 しかし、イエス様が付いて

くるように呼びかける大部分の人は、キャリアや家や家族や



友人を残すよう求められなかった。 それどころか、彼らの場

所と職業に留まり、人生と影響力のある分野で、イエス様の

弟子や目撃者になることを望んでおられる。 マルコの福音書

５章１９節で、悪魔から癒された人を見てみましょう。 彼は、

すべてを残して、イエス様に従いたいと思ったが、 イエス様

は、彼に家に帰って人々に証人となるように言われた。 あな

たが毎日歩く "路"について考えてみましょう。 その路があな

たの使命の場となる可能性を考えられますか？ その日々通る

道を歩く誰にイエス様の愛を示すことが出来るでしょうか？ 

 

 

弟子の信仰を強化した二つの奇跡 

 

 イエスの最も近い弟子（使徒）になった人たちでさえ、イエ

ス様を信じ、彼に完全に従うために説得力のある印しが必要

であった。 それらの印しのうち、２つは、イエス様の公的伝

導の早期に起こった。 

 

- 水がワインに変わった：ヨハネ２：１－１１ 

 最初に記録されたイエスの奇跡は、ヨハネの洗礼を受けら

れて戻ってこられた三日後、ガリラヤでの結婚式で、イエス

様が水をワインに変えられた奇跡である。この奇跡の話の終

わりには、弟子たちへの影響を示す重要なメモがある： 

 イエスは、この最初のしるしをガリラヤのカナで行い、 

その栄光を現された。そして弟子たちはイエスを信じた。 

（ヨハネの福音書２：１１） 

  彼らは、この時点までは、イエス様に従うことに十分な自

信を持っており、この奇跡は、イエス様が神の御子であり救

世主であられることをより確信させた。 福音書作家の中でも

ヨハネだけが、それを記録しているという事実は、彼にとっ

て特別な影響を与えたのかもしれない。 

 「信じる」とは「信頼する」ことである。他の人と時間を

重ねれば重ねるほど、信頼が深まるでしょう。 最初の弟子た

ちが共に成長していく過程が見られる。 今日も同じことが言

える。 私たちがイエス様を知るために、時間をかければかけ

る程（イエス様のみことばと経験を重ねることによって）イエス様への信頼

はますます高まるでしょう。 あなたが イエス様と共に歩まれ

るとき、時間の経過とともに、イエス様への信頼も成長して

いるでしょうか？ 

 

- 奇跡的な魚の捕獲：ルカ５：１－１１ 

 ある奇跡がペテロに大きな影響を与えた。 彼らは一晩中漁

に出たが一匹も釣ることが出来なかった。 イエス様は、彼ら

に深い水の中に網を下ろし、捕まえるように言われた。 イエ

ス様の指示が不都合に思った。 イエス様は、漁について何を

知っておられるでしょうか⁉ そして、大量の魚を捕まえたこと

によって（天地創造のイエス様の命令を証明する）、彼らは、ただ驚きの

あまり恐れた。 

 これを見てシモン・ペテロは、イエスのひざもとにひれ伏

して言った、「主よ、わたしから離れてください。わたしは

罪深い者です」。彼も一緒にいた者たちもみな、取れた魚が

おびただしいのに驚いたからである。シモンの仲間であった

ゼベダイの子ヤコブとヨハネも、同様であった。すると、イ

エスがシモンに言われた、「恐れることはない。今からあな

たは人間をとる漁師になるのだ」。そこで彼らは舟を陸に引

き上げ、いっさいを捨ててイエスに従った。 

（ルカの福音書５：８－１１） 



 私たちがイエス様に従うためのステップを踏むとき、イエ

ス様は、生活の中で予期せぬ方法で現れて下さり、イエス様

のご臨在を現して下さる。あなたと共におられ、世話し、 

イエス様に従うという、あなたの決心を肯定してくださる、

イエス様のご臨在のどの様な証を見られましたか？あなたが

イエス様を信じることに完全に献身しておられない場合、予

期せぬ方法でイエス様が現れてくださると信じる信仰を持っ

ておられるでしょうか？ 

弟子訓練の費用：ルカ９：５７－６２ 

 

当時、他の物事を優先し、イエス様に従わない人々がいた。 

  

- セキュリティの必要 

 道を進んで行くと、ある人がイエスに言った、「あなたが

おいでになる所ならどこへでも従ってまいります」。イエス

はその人に言われた、「きつねには穴があり、空の鳥には巣

がある。しかし、人の子にはまくらする所がない」。 

（ルカの福音書９：５７，５８） 

 イエス様は、その人の心を見て、高い安全の必要性を見ら

れた。 彼らは、次の様な質問への回答を必要としていた： 私

の必要は、どの様に満たされるか？ 将来はどうなる？ イエス

様は、その人の必要が満たされないと言われたのではなかっ

た。 私たちがイエス様に従うとき、人生がどの様に導かれる

かを神に委ねなさいと言われた。私たちが心に描く方法では

ないかもしれないがイエス様が必要を備えてくださると言っ

ておられる。従事するための条件として、（自分で定義する様な）快

適さや安全性を要求することは出来ない。 頻繁に、イエス様

に完全に従うためには、幾つかの犠牲が伴う。 

‐父親を優先的に尊重することの必要性 

 またほかの人に、「わたしに従ってきなさい」と言われ

た。するとその人が言った、「まず、父を葬りに行かせてく

ださい」。彼に言われた、「その死人を葬ることは、死人に

任せておくがよい。あなたは、出て行って神の国を告げひろ

めなさい」。（ルカの福音書９：５９，６０） 

 イエス様は、父の葬式に行くことを禁じられたのではな

い。 十戒の一つに、「あなたの父と母を敬いなさい」とあ

る！この人は、イエス様への献身を妥協する深刻な問題を抱

えていた。 マシュー・ヘンリー（Matthew Henry）は、この男

の要望を次の様に言い換えている。「私には、家に老いた父

親がいて、長生き出来ず、生きている間に私が必要です。彼

が死ぬまで彼に立ち会わさてください。彼に最後の愛の務め

をした後で、私は何でもします。 」イエス様は、この男に、

父を捨てる様に言われたのではなかった。もしある人が、そ

の親族を、ことに自分の家族をかえりみない場合には、その

信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上にわるい。

（テモテへの手紙第一５：８）この男の場合、父親の残りの

人生の間、父親を世話することができる他の家族（イエス様に従う

ことに興味がない人たち）がいたと言っておられた。 その男は優先

事項を考える必要があった。 

- 愛する人の近くに留まる必要 

 またほかの人が言った、「主よ、従ってまいりますが、ま

ず家の者に別れを言いに行かせてください」。イエスは言わ

れた、「手をすきにかけてから、うしろを見る者は、神の国

にふさわしくないものである」。（ルカの福音書９：６１，６２） 

 イエス様は、家族の絆に反されるお方ではない。しかし、

この男の場合は、繋がりが強いばかりに、家族に焦がれて



「振り返って」ばかりいるに違いない。 それは、イエス様と

の使命に焦点を当てる能力を損なうことになる。 ある人は、

野の終わりに視線を固め、そこに向かってまっしぐらに耕す。

そうすれば、まっすぐに耕すことが出来るでしょう。 しかし、

いつも振り返ってばかりいたとすれば、その野がどの様に見

えるか想像してみてください⁉ エリシャの例に注意しましょ

う。 彼は、エリヤに従うように召された時、家に帰って、耕

運機を燃やし、牛を犠牲にした！ （第一列王記１９：２１） 

 あなたの人生に、イエス様に心から従うことに妥協したり、

最小化したりしてしまう要因があるかもしれない。これらの

３つの話を研究し、自問しましょう。 イエス様に条件を求め

ていないでしょうか？ イエス様に完全に降伏するために私は

何を犠牲にしなければならないでしょうか？ 

 

イエス様の召しに従うための転換点：マタイ１６：１３－２８ 

 

 弟子たちは３年間イエスと共に生き、仕えた。 終わに近づ

いたとき、イエス様は、十字架の上で苦しまれ、死なれるた

めに、決然と御顔をエルサレムに向けられた。 イエス様がこ

の転換点に来られたとき、弟子たちについて来なさいという

呼びかけは、新しく、より挑戦的な意味を持った。 イエス様

は困難な道を前もって説明された： 

 この時から、イエス・キリストは、自分が必ずエルサレム

に行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受

け、殺され、そして三日目によみがえるべきことを、弟子た

ちに示しはじめられた。（マタイの福音書１６：２１） 

 ペテロは、イエス様を「生きた神の子キリスト」と告白し

たところであった。そしてイエス様は、教会の将来の指導者

たちの中の指導者となることを示す言葉で、彼に栄誉を与え

られた。 しかし、今ペテロは、イエス様が否定的であると感

じた。 彼は心を失った。 したがって、指導者たちの中の指導

者としての彼の最初の主要なステップは、彼の最大の大失敗

となった！ 

 すると、ペテロはイエスをわきへ引き寄せて、いさめはじ

め、「主よ、とんでもないことです。そんなことがあるはず

はございません」と言った。イエスは振り向いて、ペテロに

言われた、「サタンよ、引きさがれ。わたしの邪魔をする者

だ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思ってい

る」。（マタイの福音書１６：２２，２３） 

 最も献身した弟子でさえ、神の議題を自分のものとうっかり

置き換えてしまうことがある。 ペテロには悪気はなかった。

イエス様の成功を願った。しかし、神のご計画から外れてし

まっていた。 イエス様に何をするべきかを語るのではなく、

イエス様の言葉に耳を傾けるべきであった！ ヘンリー・ブラ

ッカバイは、その優れた本 "Experiencing God” の中で、神のた

めに議題を作成することは、決して私たちの仕事ではないと

言う。 その代わりに、神が働いておられる場所を見つけて、

そこに参加することが私たちの務めである。それはキリスト

に「繋がる」ことの本質である（ヨハネ１５章）。 私たちは

イエス様と時間を過ごし、その御心に繋がり続けなければな

らない。 あなたは議題を自分で設定しておられないでしょう

か、それとも、神に議題を設定していただくよう委ねておら

れるでしょうか？ イエス様の御声（彼の召し、指示、ご計画）耳を傾

けておられるでしょうか？それとも、ただ一方的に話してお

らますか？ 

 イエス様は、完全に従うためにかかるのコストを弟子たち

に説明された。 



 それからイエスは弟子たちに言われた、「だれでもわたし

についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負

うて、わたしに従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者

はそれを失い、わたしのために自分の命を失う者は、それを

見いだすであろう。たとい人が全世界をもうけても、自分の

命を損したら、なんの得になろうか。また、人はどんな代価

を払って、その命を買いもどすことができようか。人の子は

父の栄光のうちに、御使たちを従えて来るが、その時には、

実際のおこないに応じて、それぞれに報いるであろう。 

（マタイの福音書１６：２４－２７） 

 「自分の命を救おうと思う者はそれを失い．．．」「わた

しのために自分の命を失う者は、それを見いだす．．．」こ

れらのイエス様の定義のみことばは、若い宣教師であり、殉

教者であるジム・エリオットの日記に深い言葉を書くよう促

した：「彼は、失うことが出来ないものを得るために、保持

することが出来ないものを与える愚か者ではない。」エリオ

ットは、エクアドルの宣教師としてのイエスの奉仕におい

て、「命（大志）を失った」。それから、エクアドルのネイテ

ィブインディアンに、イエスの愛のメッセージを伝えようと

しているとき、彼と他の４人は「命（文字通り）を失った」。 あ

なたは命を救おうとしておられますか？もしそうなら、イエ

ス様は、それを失うと言われた。あなたはイエス様の内に、

また、イエス様のためにあなたの命を失っておられるでしょ

うか？ もしそうなら、イエス様は、あなたがこの世であなた

の本当の人生を見出だし．．．あなたの永遠の報いは素晴ら

しいものになると言われた。 

 

 

従うための最後の呼び出し：ヨハネ２１章 

 イエスの死と復活を取り巻く予期しなかった波乱な出来事

の後、１１人の弟子たちは、次に何をするべきか確信がなか

った。イエス様が復活後にお現れになり、さらなる使命のた

めに聖霊の力を彼らに与えることを約束された。 しかし御霊

は、まだ彼らに降りておらず、彼らの未来は不明であった。 

それで、 何人かは、ガリラヤ湖で漁師として 、よく知ってい

た仕事場に戻った。 

 

 ルカの福音書５章の（奇跡的な魚の捕獲）を連想させる場面で

は、彼らは夜通し漁に出て、一匹も捕まえられなかった。そ

のとき、ある男が海岸から叫んで、舟の反対側に網を下ろす

よう指示した。 彼らはその様にしたところ、網は魚であふれ

た。 ペテロは、すぐにその海岸の男がイエス様であることを

認識し、水に飛び込んで岸に向かって泳いだ。他の人たちは

魚を運んで、その後、岸でイエス様とペテロに加わった。 

 イエスは彼らに言われた、「さあ、朝の食事をしなさ

い」。弟子たちは、主であることがわかっていたので、だれ

も「あなたはどなたですか」と進んで尋ねる者がなかった。

イエスはそこにきて、パンをとり彼らに与え、また魚も同じ

ようにされた。イエスが死人の中からよみがえったのち、弟

子たちにあらわれたのは、これで既に三度目である。 （ヨハ

ネの福音書２１：１２－１４） 

 イエス様は、特別な方法でペテロとやりとりをして、イエ

ス様のための愛を３回告白する機会が与えられた（おそらく、ペテ

ロが三度、イエス様を裏切ったことを取り消されるためでしょう）。 それから

イエス様は立ち上がり、浜辺を歩く準備をされた。 ペテロに

彼の未来について語られ、イエス様への従事のために、殉教

に苦しむことを明らかにされた。 



 よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には、

自分で帯をしめて、思いのままに歩きまわっていた。しかし

年をとってからは、自分の手をのばすことになろう。そし

て、ほかの人があなたに帯を結びつけ、行きたくない所へ連

れて行くであろう」。これは、ペテロがどんな死に方で、神

の栄光をあらわすかを示すために、お話しになったのであ

る。こう話してから、「わたしに従ってきなさい」と言われ

た。（ヨハネの福音書２１：１８，１９） 

 ヨハネの福音書は、イエス様が「わたしについてきなさ

い！」と言われるところから始まり、同じ命令で終わる。

（１：４３と２１：１９を比較しましょう）。ペテロは、イエス様が将来

（苦しみと死）について語られた言葉を聞いて理解した。 しか

し、彼は他人、彼の後ろを歩いていたヨハネの将来がどうなる

かを知りたがった。 

 ペテロはふり返ると、イエスの愛しておられた弟子がつい

て来るのを見た。この弟子は、あの夕食のときイエスの胸近

くに寄りかかって、「主よ、あなたを裏切る者は、だれなの

ですか」と尋ねた人である。ペテロはこの弟子を見て、イエ

スに言った、「主よ、この人はどうなのですか」。イエスは

彼に言われた、「たとい、わたしの来る時まで彼が生き残っ

ていることを、わたしが望んだとしても、あなたにはなんの

係わりがあるか。あなたは、わたしに従ってきなさい」。

（ヨハネの福音書２１：２０－２２） 

 ヨハネ２１章２２節は、私たちに「ＷＩＴＴＹ」の原則を

教えている（What Is That To You／それがあなたに何を意味す

る）。イエス様に従うという話は、二つとして同じではな

い。 しかし時には、私たちは保証を求める。「私が苦しむな

ら、彼も苦しみますか？ 彼女がそれを楽に手に入れるなら、

私も楽に手に入れられますか？」私たちが人生をイエス様に

従事するとき、次の様に言っているのです：あなたの弟子と

しての私の人生の台本は、あなたがお書きください。他の人

のために用意しておられる台本の心配はしません。 あなたは

周りを見回し、イエス様との旅路を他の人々が経験している

ものと比較している自分に気が付いたことがありますか？ ヨ

ハネは、福音書の最後に大変興味深い教訓を目に見えるよう

に描いてくれている。ペテロは、彼らの背後にいる他の従者

ではなく、浜辺を歩いているイエス様に目を向ける必要があ

ったのです。 

 

討論のための質問 

１.「イエスに従う」ことは段階的に起こります。 第一ステップは、

イエス様を 「信じる」ことです（神の子になる）。 最後のステップ

は、「イエス様と体面する」ことです（神と一緒に行く）。 今のあなた

のイエス様に従う段階をどの様に描写しますか？ 

 

２．イエス様に従うためには、犠牲を伴ったことは明らかです。多

くの人々は、それらの犠牲を払うことが困難であると思いました。

イエス様は、あなたに何の犠牲を払うように召されているでしょう

か？また、あなたはその犠牲を払う際に、どんな困難を経験されま

したか？ 

 

３．マタイの福音書１６章２４－２７節のイエス様の言葉を反映し

ましょう。 宣教師／殉教者ジム・エリオットが書いた言葉を思い出

してください：彼は失うことが出来ないものを得るために守れない

ものを与える愚か者ではありません。 永遠の視点は、あなたの地上

の人生をイエス様の信者として、どの様に変えますか？ 

 

４．なぜあなたは私たちの霊的な旅路を他の人のものと比較する傾

向があると思いますか？ その危険性は何ですか？ 


