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 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」。（マルコの福音書１：１７） 

 そこで十二人をお立てになった。彼らを自分のそばに置くためであり、さ

らに宣教につかわし、（マルコの福音書３：１４） 

 人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に、ふたりが無

学な、ただの人たちであることを知って、不思議に思った。そして彼らがイ

エスと共にいた者であることを認め、（使徒の働き４：１３） 

イエス様は、弟子たちを次のように訓練された．．． 

１．心に注目する  

 パリサイ人と律法学者たちとは、イエスに尋ねた、「なぜ、あなたの弟

子たちは、昔の人の言伝えに従って歩まないで、不浄な手でパンを食べるの

ですか」。（マルコ７：５） 

 イエスは言われた、「イザヤは、あなたがた偽善者について、こう書い

ているが、それは適切な預言である、『この民は、口さきではわたしを敬う

が、その心はわたしから遠く離れている。人間のいましめを教として教え、

無意味にわたしを拝んでいる』。（マルコ７：６－７） 

 すなわち内部から、人の心の中から、悪い思いが出て来る。不品行、盗

み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、好色、妬み、誹り、高慢、愚痴。これ

らの悪はすべて内部から出てきて、人をけがすのである」。 

（マルコ７：２１－２３） 

２．人を愛する   

 イエスは舟から上がって大ぜいの群衆をごらんになり、飼う者のない羊

のようなその有様を深くあわれんで、いろいろと教えはじめられた。 

（マルコ６：３４） 

 ところが、はや時もおそくなったので、弟子たちはイエスのもとにきて

言った、「ここは寂しい所でもあり、もう時もおそくなりました。みんなを

解散させ、めいめいで何か食べる物を買いに、まわりの部落や村々へ行かせ

てください」。イエスは答えて言われた、「あなたがたの手で食物をやりな

さい」。弟子たちは言った、「わたしたちが二百デナリものパンを買ってき

て、みんなに食べさせるのですか」。するとイエスは言われた、「パンは幾

つあるか。見てきなさい」。彼らは確かめてきて、「五つあります。それに

魚が二ひき」と言った。そこでイエスは、みんなを組々に分けて、青草の上

にすわらせるように命じられた。（マルコ６：３５－３９） 

 みんなの者は食べて満腹した。そこで、パンくずや魚の残りを集める

と、十二のかごにいっぱいになった。（マルコ６：４２－４３） 

３．王国を明らかにする  

 しかもあからさまに、この事を話された。すると、ペテロはイエスをわ

きへ引き寄せて、いさめはじめたので、イエスは振り返って、弟子たちを見

ながら、ペテロをしかって言われた、「サタンよ、引きさがれ。あなたは神

のことを思わないで、人のことを思っている」。（マルコ８：３２－３３） 

４．世を変える者となる 

 また十二弟子を呼び寄せ、ふたりずつつかわすことにして、彼らにけが

れた霊を制する権威を与え、（マルコ６：７） 

 彼らは出て行って、悔改めを宣べ伝え、多くの悪霊を追い出し、大ぜい

の病人に油をぬっていやした。（マルコ６：１２－１３） 

 よくよくあなたがたに言っておく。わたしを信じる者は、またわたしの

しているわざをするであろう。そればかりか、もっと大きいわざをするであ

ろう。わたしが父のみもとに行くからである。（ヨハネの福音書１４：１２） 

 しかし、ふたりが見つからないので、ヤソンと兄弟たち数人を、市の当局

者のところに引きずって行き、叫んで言った、「天下をかき回してきたこの

人たちが、ここにもはいり込んでいます。（使徒の働き１７：６） 
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はじめに 

 イエス様が弟子たちをお選びになったとき、彼らのために

持っておられるお目的を宣言された。「あなたがたを、人間

をとる漁師にしてあげよう」。（マルコの福音書１：１７）。「１２

人」を正式に直属の弟子と呼ばれるようになった後、彼らを

成長させるために用いられたイエス様の方法を見ていきま

す：「十二人をお立てになった。彼らを自分のそばに置くた

めであり、さらに宣教につかわし、」（マルコ３：１４）。福音を

読んでいくと、イエス様が弟子たちと生活を共にしておられ

る様子が見られる。その中で弟子たちは、イエス様の生き方、

父と共に歩まれた様子、そして、人々をどの様に扱われたか

を見ながら、学んだ。それから、物語が展開とともに、弟子

たちをイエス様の名によって伝道するために二人一組で送り

出された。弟子たちは自分たちで伝導活動を体験することに

よって学んだ。 

 

 今日も、ほぼ同じようにイエス様は、私たち（弟子たち）を訓

練される。私たちもイエス様と共に過ごします。イエス様の

みことばを読み、神の人々との交わりと祈りの内にイエス様

（とその民）と共に時間を過ごす。私たちの人格と価値観は、イ

エス様と共に過ごすことによって形作られていく。そして、

人生の伝導を実行し経験することによって学んでいきます。

他の敬虔な人たちによって訓練されながら、試練や失敗の体

験を通して、私たちが影響を及ぼす領域で、神のお目的のた

めに用いられ、形作される様子を見ることによって学んでい

く。 

 昔も今も、イエス様が形成されたいと願っておられる四つ

の主な領域がある。私たちの心、人々に対する愛、永遠の観

念、神の御力を用いて世を変えることが出来るという確信で

ある。イエス様が弟子たちとのやりとりの中で、それらの四

つの領域で働いておられる様子を示す多くの物語がある。 

 

 福音書作家の中で、マルコが１２人の弟子の訓練に最も重

点を置いている。マルコの福音書の制作の背後には、ペテロ

がいた。 （マルコは、ペテロの秘書であり、助手であった。マルコの福音書は、

ペテロがローマで宣べ伝えた説教の数々の集まりであると伝えられている。）ペテ

ロ自身の頑なさと学びの遅さも含めて、如何に弟子たちがイ

エス様について学ぶに遅かったか、また、イエス様がそんな

彼らの内で、また彼らを通して、成された事柄を強調するよ

う、マルコに勧めたかもしれない。この学びの解説は、マル

コの福音書に記されている一連の出来事に焦点を当て、イエ

ス様がどの様にして弟子たちを訓練していかれたか、また、

弟子たちが如何に学ぶに遅かったかを示す。それらの出来事

は、パン－舟－パン－舟の順序で、マルコの福音書６－８節

に記されている。 

 

パン：５０００人の給仕：マルコ６：３３－４４ 

 ５０００人の給仕は、４つの福音書それぞれに記録されて

いる奇跡の１つである。 イエス様の御力の強力な証であっ

た。 しかしマルコは、それが弟子たちのための訓練の道具で

あることを強調している。 先ずイエス様が弟子たちに、如何

に人々の必要性を実感させられたかを見てみましょう。 



 はや時もおそくなったので、弟子たちはイエスのもとにき

て言った、「ここは寂しい所でもあり、もう時もおそくなり

ました。みんなを解散させ、めいめいで何か食べる物を買い

に、まわりの部落や村々へ行かせてください」。 

（マルコの福音書６：３５，３６） 

 イエス様は、ここで弟子たちの心に、人々への愛と必要を

満たしたいという欲望を形成されようとしておられる。今日

イエス様は、私たちの周囲に置かれている人々の深い必要に

気づいてほしいと願っておられ、イエス様に用いられ、人々

の必要を満たす方法を示したいと願っておられる。あなたの

周りに、必要が満たされるための助けを必要としておられる

人に気付いておられるでしょうか？ 

 弟子たちが必要に気づいたとき、イエス様は、次のステッ

プを踏まれ、弟子たちに人々の必要を満たす様にチャレンジ

された。 

 

 イエスは答えて言われた、「あなたがたの手で食物をやり

なさい」。弟子たちは言った、「わたしたちが二百デナリも

のパンを買ってきて、みんなに食べさせるのですか」。  

（マルコ６：３７） 

 

 それは弟子たちの驚きの瞬間であった。 彼らには、大群衆

を給仕するに十分なお金はなかった。イエス様は、弟子たち

に彼ら自身の不完全さを体験する機会をお与えになった： 

 イエスは答えて言われた、「あなたがたの手で食物をやり

なさい」。弟子たちは言った、「わたしたちが二百デナリも

のパンを買ってきて、みんなに食べさせるのですか」。 

（マルコ６：３７） 

 次にイエス様は、彼らに自分が持っているものの目録を尋

ねられた： 

 イエスは言われた、「パンは幾つあるか。見てきなさ

い」。彼らは確かめてきて、「五つあります。それに魚が二

ひき」と言った。（マルコ６：３８） 

 弟子たちは、魚とパンを持ち合わせた幼い男の子を群衆の

中に見つけた。 それらをイエス様の御前に差し出し、自分た

ちの乏しい資源を確認した。 それからイエス様は、人々を夕

食のために整える様に指示された。 

 イエスは、みんなを組々に分けて、青草の上にすわらせる

ように命じられた。人々は、あるいは百人ずつ、あるいは五

十人ずつ、列をつくってすわった。それから、イエスは五つ

のパンと二ひきの魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福

し、パンをさき、弟子たちにわたして配らせ、また、二ひき

の魚もみんなにお分けになった。（マルコ６：３９－４１） 

 イエス様の御手によって弟子たちの必要がどのように満た

されたかに注意しましょう。 彼らがイエス様に用いられるこ

とによって、他の人の必要に応じることが出来るということ

を目の当たりにした。 もし彼らが、偉大な御業を行ってくだ

さるイエス様の手となるなら、世を変えるために用いてくだ

さることが可能となった。 今日も同じことが言える。 神は

人、平凡な人々をお用いになって、特別なことを成される。 

キリストによって変えられ、世を変える。 イエス様は、あな

たを通して、それをなさりたいと願っておられる。  

 最終的に、大群衆に仕えた弟子たちは、疲れきって座り込

んだ。 



 みんなの者は食べて満腹した。そこで、パンくずや魚の残

りを集めると、十二のかごにいっぱいになった。パンを食べ

た者は男五千人であった。 （マルコ６：４２－４４） 

 弟子たちが全ての群衆に仕え終わったとき、お互いを見て、

それぞれが自分たちの「魚とパン」のかごを持っていること

に気づいた。彼らは座って、他の人と共に食べた。 イエス様

は、他の人々の必要を満たすだけでなく、 また、その過程で

彼らの必要をも満たされた。 

 ここで弟子たちは何を学んだでしょうか？ イエス彼は、彼

らの心を形成されようとしておられた。 教訓を書き記すこと

は容易であるが、 実生活で学ぶことは困難である。 イエス様

は、私たちの能力と資源をはるかに超え、驚くべき方法で、

忠実に用いてくださる。 この世で神のお目的のために命を捧

げるとき、私たちの必要をも満たすために忠実でいてくださ

る。 あなたは、この世でイエス様の手となり足となり、あな

たを通して、人々に給仕されるために用いていただく覚悟を

お持ちでしょうか？イエス様の御業を見るための心の信仰の

目を持っておられるでしょうか？ 

 

舟：イエス様水上を歩かれる：マルコ６：４５－５２ 

 

 次の出来事について学んでいく前に、マルコが記録する最

後の節（５２節）を見てみましょう。 「彼らは、上記のパンの

一件から何も悟らず、その心が鈍くなっていた。」と言いっ

ている。つまり、５０００人の給仕とイエス様の水上歩行

は、弟子たちの教訓の一環として繋がっている。 後の奇跡

は、以前の奇跡の経過の教訓として意図されていた。 

 イエス様は、彼らだけで船に乗るように弟子たちに「強

い」られたことに注目しましょう。 

 それからすぐ、イエスは自分で群衆を解散させておられる

間に、しいて弟子たちを舟に乗り込ませ、向こう岸のベツサ

イダへ先におやりになった。 そして群衆に別れてから、祈る

ために山へ退かれた。（マルコ６：４５，４６） 

 イエス様は、明らかに、弟子たちがご自分の助けや存在な

しに、ガリラヤ湖を渡ることを願われていた。  弟子らのうち

の何人かは、ガリラヤ湖を航海するプロの漁師であったので

全く問題なかったはずである。 

 夕方になったとき、舟は海のまん中に出ており、イエスだ

けが陸地におられた。ところが逆風が吹いていたために、弟

子たちがこぎ悩んでいるのをごらんになって、夜明けの四時

ごろ、海の上を歩いて彼らに近づき、そのそばを通り過ぎよ

うとされた。 （マルコ６：４７，４８） 

 その夜、ガリラヤ湖を渡るために舟をこぐのに苦労してい

たとき、「風が彼らに逆らった」。午前３時から午前６時の

間で、彼らは一晩中苦労してこぎ続けたが、どこにもたどり

着けなかった。 「イエス様は、彼らの傍を通り過ぎようとさ

れた」という言葉使いに注意しましょう。おそらく、イエス

様は、苦しんでいる弟子たちの直ぐ近くで水上を歩いて通り

過ぎられ一足先に目的地に行こうとされていたのでしょう。 

 彼らはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だ

と思い、大声で叫んだ。みんなの者がそれを見て、おじ恐れ

たからである。しかし、イエスはすぐ彼らに声をかけ、「し

っかりするのだ。わたしである。恐れることはない」と言わ

れた。そして、彼らの舟に乗り込まれると、風はやんだ。彼



らは心の中で、非常に驚いた。先のパンのことを悟らず、そ

の心が鈍くなっていたからである。 （マルコ６：４９－５２） 

 イエス様が水上を歩かれたのは奇跡である。 しかし、偉大

な奇跡が弟子たちの心に起こらなければならなかった。 パン

の奇跡から何の教訓も得ていなかった。 彼らの心は頑なであ

った。 イエス様は、決して諦めめることなく、弟子たちが得

るまで、教訓をお与え続けられた。 

 イエス様は、弟子たちの心を和らげ、形整しようとされて

いた。 今日、心の頑なさは、イエス様に学ぶときどの様に影

響しますか？イエス様は、生活の中で、私たちのために働い

てくださるが、私たちはその備えを認めず、感謝しない。 イ

エス様は不可能なことを可能にして下さるが、私たちは、あ

と一日どう乗り切るかを心配してしまう。 イエス様があなた

の人生の中で働いてくださっている事柄から洞察を得ておら

れるでしょうか？ あなたの心は何らかの形で、イエス様の教

訓に頑なになっておられないでしょうか？ 

 

パン：４０００人の給仕：マルコの福音書８：１－１０ 

 上記の出来事の直ぐ後、イエス様は、二度目の大群衆を給

仕する奇跡を行われた。先ず、イエス様は、弟子たちに民の

必要を感知するよう招かれた。 

 

 また大ぜいの群衆が集まっていたが、何も食べるものがな

かったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた、「こ

の群衆がかわいそうである。もう三日間もわたしと一緒にい

るのに、何も食べるものがない。 （マルコ８：１，２） 

 しかし今度は、弟子たちには、その時、その場で群衆を給

仕する以外に選択の余地はないことをイエス様は示された： 

 もし、彼らを空腹のまま家に帰らせるなら、途中で弱り切

ってしまうであろう。それに、なかには遠くからきている者

もある」。 （マルコ８：３） 

 イエス様に対する弟子たちの困惑した反応は面白くもあ

り、残念である： 

 弟子たちは答えた、「こんな荒野で、どこからパンを手に

入れて、これらの人々にじゅうぶん食べさせることができま

しょうか」。（マルコ８：４） 

 

 弟子たちが互いに顔を見合わせて疑問を抱きながら、驚い

ている様子が目に浮かぶ。誰が、どこで、彼らに給仕するた

めに十分な食糧をみつけることが出来るでしょうか？５０００

人の群衆に給仕を備えてくださったイエス様が目の前におら

れることに気づかなかったのでしょうか？  

 

 イエス様は、常に私たちが永遠というレンズを通して、人

生を見るよう願っておられる。 私たちの視点を形成し、私た

ちの間で神の国を現わさせる神の力というレンズを通して、

問題や可能性を評価することを望んでおられる。 あなたは現

在どのような問題や可能性に直面しておられるでしょうか？ 

イエス様を公式にとり入れる時、あなたの視点はどう変わる

でしょうか？ 

 イエス様は、５０００人の給仕の教訓とほぼそのままの教

訓を繰り返しておられる。 



 イエスが弟子たちに、「パンはいくつあるか」と尋ねられ

ると、「七つあります」と答えた。そこでイエスは群衆に地

にすわるように命じられた。そして七つのパンを取り、感謝

してこれをさき、人々に配るように弟子たちに渡されると、

弟子たちはそれを群衆に配った。また小さい魚が少しばかり

あったので、祝福して、それをも人々に配るようにと言われ

た。（マルコ８：５－７） 

 再び、弟子たちは、イエス様の充足によって人々の必要を

満たす体験が出来た。 そして再度、彼ら自身のためのイエス

様による備えも経験した： 

 

 彼らは食べて満腹した。そして残ったパンくずを集める

と、七かごになった。人々の数はおよそ四千人であった。そ

れからイエスは彼らを解散させ、（マルコ８：８，９） 

 

 ここでの「かご」という語は、以前の５０００人の給仕の

際のかごとは異なる。 これらはより大きなかごであり、弟子

たちには７つの大きなかごが残り、１２人で食べるに十分以

上な量であった。 

  「繰り返しは、あらゆる学習に欠かせない手段である」。

頻繁に、イエス様が学んで欲しいと望んでおられることを私

たちの心が理解するまで、同じ教訓を繰り返されることがあ

る。 神様は、何を教えようとしておられるでしょうか？ 何度

も繰り返し、同じ壁に直面させられるパターンに気づいてお

られるでしょうか？ イエス様は、何を教えようとしておられ

ると思いますか？ あなたの心は神の教訓を受け入れるために

開いているでしょうか？ 

 

舟：「パンがない」ことについての論じ合い： 

マルコ８：１０－１６ 

 パリサイ人と短時間の遭遇された後、イエス様は再び舟に

乗って、ガリラヤ湖を渡られた。 その途中、イエス様は、パ

リサイ人の「パン種」（偽教師）について話された。 

 そして、イエスは彼らをあとに残し、また舟に乗って向こ

う岸へ行かれた。 弟子たちはパンを持って来るのを忘れてい

たので、舟の中にはパン一つしか持ち合わせがなかった。 そ

のとき、イエスは彼らを戒めて、「パリサイ人のパン種とヘ

ロデのパン種とを、よくよく警戒せよ」と言われた。弟子た

ちは、これは自分たちがパンを持っていないためであろう

と、互に論じ合った。（マルコ８：１３－１６） 

 イエス様が「パン種」と言われたとき、弟子たちは「パ

ン」のことを考え始め、お腹が空き始めた！ 彼らは、イエス

様がパリサイ人について話していたことについて注意をそら

され、旅のためにパンを持ってくることを忘れてしまったと

いう事実を話し始めた。 

 

彼らの心についての８つの質問：８：１７－２１ 

 

 イエス様は弟子たちの心、すなわち、人々に対する愛、永

遠の視点、世界を変えることが出来るという信念を形成して

おられたことを思い出しましょう。それらはすべて、今、大

きな教訓の一つにまとめられる。 それは、イエス様が弟子た

ちに８つの質問を投げかけられる箇所である： 

 イエスはそれと知って、彼らに言われた、「なぜ、パンが

ないからだと論じ合っているのか。まだわからないのか、悟



らないのか。あなたがたの心は鈍くなっているのか。目があ

っても見えないのか。耳があっても聞えないのか。まだ思い

出さないのか。五つのパンをさいて五千人に分けたとき、拾

い集めたパンくずは、幾つのかごになったか」。弟子たちは

答えた、「十二かごです」。「七つのパンを四千人に分けた

ときには、パンくずを幾つのかごに拾い集めたか」。「七か

ごです」と答えた。そこでイエスは彼らに言われた、「まだ

悟らないのか」。（マルコ８：１７－２１） 

 目がありながら、見ないのですか？ 耳がありながら、聞か

ないのか？ ここで私たちは、これらの福音書作家の文学的芸

術の偉大な例の一つを見る。 彼らの資源の選択と編成を通し

て、読者のために要点を強化した。 マルコは、この舟の事件

の前と後ろに２つの特異な奇跡を取り入れた。 最初の奇跡は

聞くことの出来ない耳を持つ人の癒しであった（マルコ７：３１－

３７）。 ２つ目は、見ることが出来ない目を持つ人の癒しであ

った（マルコ８：２２－２６）。 さらに盲人の癒しは、一変に癒さ

れるのではなく、段階的に癒された。 これらの２つの奇跡は

マルコの福音書にしか記されていない。 イエス様が霊的な癒

しと霊的な見解を弟子たちにもたらそうとしておられたこと

は明らかであった・・・しかし、弟子たちは、それを得るの

に時間がかかった・・・ それは段階的に起こっていた。 

 弟子たちの心は和らげられる必要があった。 人のための愛

を成長させる必要があった。 永遠と神の王国に対する彼らの

視点は拡大される必要があった。 世を変えるために、用いら

れることが可能であると信じるためには、確信が必要であっ

た。弟子たちが伝道し、世を変えることが出来たのは、最終

的に理解することが出来たからである（参照：使徒１７：６）。 イ

エス様と数年を過ごし、その名によって物事を行うことによ

って、彼らは、世を変えるために用いることが出来ることに

気づいた。 そして、ついに世を変えた！ あなたはいかがでし

ょうか？ 不変であられるイエス様は、今日も私たちを形成し、

生涯にわたって、彼のお目的のために強力に用いてくださる

ように形成されたいと考えておられる。 あなたは主によって

教えられる意欲をお持ちですか？ 

 

討論のための質問 

１．弟子たちを形成し、教えようとされた、イエス様のやり

方から、あなたにとって最も際立ったことは何ですか？ 

 

２．弟子たちがイエス様にから学んだり（あるいは学ぶことができな

かった）ことから、あなたにとって最も際立つことは何です

か？ 

 

３．イエス様は、彼らを４つの主な分野で形成されていまし

た： 

- 心（人格、信念）。 

 - 人々に対する愛（同情、世話）。 

 - 彼らの永遠の視点（神の目を通して物事を見る）。 

 - 彼らは世界を変えることが出来るという彼らの信念（神は普通

の人たちをお用いになって特別なことをされる）。あなたの人生で、神は

どのように働いておられますか？ 

 

４．あなたがイエス様から学ぶための最も難しい教訓は何で

すか（信じ難い事柄、信頼し難い事柄、または、理解し難い事柄）のは何です

か？ 


