
GOD WITH US  
Part 8: JESUS 

Message 11 – Story-Teller:  

The Parables of Jesus 

 
神は我らと共に 

パート８：イエス様 

第１１メッセージ－物語の語り手： 

イエス様のたとえ話 

 

 

はじめに 

 使命の初期、イエス様は、明確に言葉をお用いになって教

えられた。 しかし、宣教が進むにつれて、メッセージをたと

え話（比喩や拡張された謎）をお用いになって語り始められた。 

 山上の説教で語られたことを思い出してください。「聖なる

ものを犬にやるな。また真珠を豚に投げてやるな。恐らく彼

らはそれらを足で踏みつけ、向きなおってあなたがたにかみ

ついてくるであろう。」（マタイ７：６）。 たとえ話は、イエス様

の聴衆の反応の欠如に対応するための方法であり、真実を受

け入れる者に、真実を表し、受け入れない者に真実を隠すた

めに用いられた。 それで、たとえ話は、頑固な人たちの上の

ある種の裁きとなる傍ら、たとえ話の内に秘められる隠され

た深い意味を探る人たちにとっては、大きな祝福となった。 

イエス様は次のように語られた： 

 

 だから、彼らには譬で語るのである。それは彼らが、見て

も見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである・・・ 

この民の心は鈍くなり、その耳は聞えにくく、その目は閉じ

ている。それは、彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟ら

ず、悔い改めていやされることがないためである』。 

（マタイ１３：１３，１５） 

 イエス様は、３０以上のたとえ話を用いられた。 マタイの

福音書第１３章は、その内７つを紹介するコレクションであ

る。 この学びにおいて、イエス様がたとえ話を用いて提示さ

れた５つの中核となるメッセージを見出す。 （７つたとえ話のう
ち、２セットは同じたとえ話であるので、合計５つのメッセージがある。） 

 

 

種まきのたとえ話（マタイ１３：３－９） 

 

 最初のたとえ話は、人々の受け入れる心の問題についての

教えである。 

 

 イエスは譬で多くの事を語り、こう言われた、「見よ、種

まきが種をまきに出て行った。まいているうちに、道ばたに

落ちた種があった。すると、鳥がきて食べてしまった。ほか

の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないので、す

ぐ芽を出したが、日が上ると焼けて、根がないために枯れて

しまった。ほかの種はいばらの地に落ちた。すると、いばら

が伸びて、ふさいでしまった。ほかの種は良い地に落ちて実

を結び、あるものは百倍、あるものは六十倍、あるものは三

十倍にもなった。耳のある者は聞くがよい」。 

（マタイ１３：３－９） 

 背景：硬化した土壌は、農民が畑を歩く道である。この土

は農家と動物の足跡によって詰め込まれ、太陽の熱で固めら

れる。パレスチナの多くは岩質土であった。それは表面上は

良質に見えたが、土の下には水分不足のために種子が深く根

づくことを妨げる岩の層があった。いばらが蔓延した土は、

耕されていない地域であった（おそらく休息のための安息の年として、 

７年ごとに訪れるモザイク法に従って、休ませていた土地である）。 



意味（マタイ１３：１８－２３）： 

 イエス様は、このたとえ話を群衆には説明されなかった。

そのたとえ話が意味することを人々に推測させた。弟子たち

はイエス様にそれを説明するように依頼した。その説明が（弟

子を通じて）啓典にされた経緯は次の通りである。 ４種類の土は

イエス様の教えを聞いて応答する４種の心を表している。 

 

１．硬化した土壌は、受け入れない心を描く。 

 だれでも御国の言を聞いて悟らないならば、悪い者がき

て、その人の心にまかれたものを奪いとって行く。道ばたに

まかれたものというのは、そういう人のことである。 

（マタイ１３：１９） 

２．石地の土壌は、感情主義の心を描く。 

  石地にまかれたものというのは、御言を聞くと、すぐに喜

んで受ける人のことである。その中に根がないので、しばら

く続くだけであって、御言のために困難や迫害が起ってくる

と、すぐつまずいてしまう。（マタイ１３：２０，２１） 

３．いばらの茂った土壌は、世俗的で占領された心を描く。 

  いばらの中にまかれたものとは、御言を聞くが、世の心づ

かいと富の惑わしとが御言をふさぐので、実を結ばなくなる

人のことである。（マタイ１３：２２） 

４．良い土壌は、みことばに飢えた受け入れやすい心を描く。 

  良い地にまかれたものとは、御言を聞いて悟る人のことで

あって、そういう人が実を結び、百倍、あるいは六十倍、あ

るいは三十倍にもなるのである」。 （マタイ１３：２３） 

 このたとえ話は、私たちの心を調べ、神のみことばに如何

に敏感に反応しているか自問を促す。 オークポイント教会の

弟子の８つの特質の定義を覚えておられるでしょうか？ ２番

目の弟子の定義は、神の御声を聞く弟子である。 イエス様の

生涯と教えの学びを通して、どのようにイエス様のみことば

を聞いておられるでしょうか？ イエス様のみことばは、あな

たの人生において、どのような変化をもたらしますか？ ４つ

の土壌の中で、今あなたの人生を最もよく表している土壌の

種類を１つを選ぶとしたら、どれでしょうか？ あなたの心の

中の土の状態を改善するためにどのような措置を取ることが

出来ますか？ 

 

小麦とかごのたとえ話（マタイ１３：２４－３０） 

 

 次は、農業の類推に基づく寓話である。 

 また、ほかの譬を彼らに示して言われた、「天国は、良い

種を自分の畑にまいておいた人のようなものである。人々が

眠っている間に敵がきて、麦の中に毒麦をまいて立ち去っ

た。芽がはえ出て実を結ぶと、同時に毒麦もあらわれてき

た。僕たちがきて、家の主人に言った、『ご主人様、畑にお

まきになったのは、良い種ではありませんでしたか。どうし

て毒麦がはえてきたのですか』。主人は言った、『それは敵

のしわざだ』。すると僕たちが言った『では行って、それを

抜き集めましょうか』。彼は言った、『いや、毒麦を集めよ

うとして、麦も一緒に抜くかも知れない。収穫まで、両方と

も育つままにしておけ。収穫の時になったら、刈る者に、ま

ず毒麦を集めて束にして焼き、麦の方は集めて倉に入れてく

れ、と言いつけよう』」。 （マタイ１３：２４－３０） 

 



意味（マタイ１３：３６－４３）： 

 イエス様は、今回も群衆に解説をされなかった。イエス様

は、その解説を求めた弟子たちだけに説明された。（イエス様の教

えを受け入れようとする弟子たちを示した）。 

 

１．良い種子を蒔く農家は、世界で神のみことばの真実を蒔

くイエス様（そして弟子たち）を描いている。 

 

２．成長する小麦は、神の真の子供たちを描く。 

 

３．毒麦を植えた敵は、サタンを描く。サタンは、神の子供

たちのコミュニティを破壊するために働きかける。 

４．毒麦は、神の共同体に参加している人々を描くが、イエ

ス様の真の信者ではない。彼らは 一見「キリスト教徒」の様

に見える役割を果たしているが、その心は、イエス様の救い

によって贖われない。 

 

５．収穫は、最期の審判を描く。神おひとりで、（外見だけでな

く）心の状態に応じて、それぞれの人を正確に審判を下される

ことがお出来になる。神は、世の終わりに真の信者と偽信者

とを分離される。 

 このたとえ話は、私たちに疑問を抱かせる：私は、真に 

イエス様を救い主として個人的に知っているであろうか、 

あるいは、それを演じようとしている宗教活動の習慣化した

活動を辿っているだけなのであろうか？ あなたの答えは、 

いかがでしょうか？ 個人的な救い主になっていただくため

に、イエス様にあなたの信仰（信頼）を置いておられるでしょう

か？ イエス様の死と復活があなたの罪の赦しと永遠の命の希

望として、本当に受け入れられているでしょうか？ イエス様

に信仰をおいて回心された瞬間を覚えておられますか？ イエ

ス様を知った日以来、その愛と恵みの証を体験しておられる

でしょうか？ 

 

からし種とパン種の比喩（マタイ１３：３１－３３）。 

 

 これらの比喩は、天の御国の驚くべき成長と影響に焦点を

当てた同じ意味を持つ寓話の最初の一組である。 

 ほかの譬を彼らに示して言われた、「天国は、一粒のから

し種のようなものである。ある人がそれをとって畑にまく

と、それはどんな種よりも小さいが、成長すると、野菜の中

でいちばん大きくなり、空の鳥がきて、その枝に宿るほどの

木になる」。 （マタイ１３：３１、３２） 

 当時、からし種は、最も小さい種として珍重されていた。 

完全に成長すると、からしの木は、高さ１５フィートまで達

するものもあるので、その成長の目覚ましさから、他のあら

ゆる植物以上に注目された。イエス様は、神の御国は非常に

小さく（イエス様自身の生涯と伝道において）始まるが世界各地の人々

が避難所と安全保障を見出す大きな動きへと成長すると言わ

れた。 

 ほかの譬を彼らに語られた、「天国は、パン種のようなも

のである。女がそれを取って三斗の粉の中に混ぜると、全体

がふくらんでくる」。 （マタイ１３：３３） 

 当時、人々はパンを保存するために、常に前のパンの破片

を残し、その破片は新しい生地の中でパン種として用い。 パ

ン屋は、そのパン種を練り込み、まもなく、新しいパン種が

生地の中で発酵する。 イエス様は、全世界がその影響を受け



るまでに、天国（イエス様の宣教とメッセージ）が最終的にその影響

力を拡大する方法を描かれた。 

 

 それらの同じ意味を持つ寓話は、重要な予測を与えるため

に組み合わされている。イエス様は、神の御国が驚異的な割

合で成長し、全世界に影響を与えると言われた。 

 

 考慮：イエス様の動きと同じくらい大きな成長を遂げた他

の王国、実体、または動きを知っておられるでしょうか？ 他

のどの様な動きが、人々の生活や世の営みの中で、この様な

広範な影響を及ぼしているでしょうか？ イエス様の生涯は、

２０００年以上にわたって、数十億の魂を変えてきた。 。 。 

その影響力は、どこにでも感じられる。 私たち自身の影響力

の範囲内で、イエス様のメッセージを広めることが私たちの

役割である。 オークポイント教会の弟子の８つの弟子の印し

の一つが「出向く」である。 「あなたのトップ３にいる日

人々は誰ですか？」（イエス・キリストのメッセージを伝えるために祈って

いる人々のリスト）世が目にする最大のメッセージと最大の動きの

一部となることは、その様な特権である！ 

 

隠された宝と真珠の比喩（マタイ１３：４４－４６） 

 

 同じ意味を持つたとえ話のもう一組である。 たとえ話を解

釈するときは、細部に隠された意味を捜すのではなく、主な大

きなアイデアを探すことが重要である。 これらはたとえ話（比

較）であり、寓意（すべての詳細に隠された意味が含まれる）ではない。 比

較できると解釈しやすい（解説の必要がない）。 

 天国は、畑に隠してある宝のようなものである。人がそれ

を見つけると隠しておき、喜びのあまり、行って持ち物をみ

な売りはらい、そしてその畑を買うのである。また天国は、

良い真珠を捜している商人のようなものである。高価な真珠

一個を見いだすと、行って持ち物をみな売りはらい、そして

これを買うのである。（マタイ１３：４４－４６）  

 どちらのたとえ話も、人が信じられない程価値のあるもの

（他者が見逃したり見過ごされたりする価値）を見出だし、（いかなるコストを

払ってでも）購入する方法を見つける。イエス様は、天の王国（そ

の王国に所属すること）は、地上で最も貴重なことであると言って

おられる。天国の価値を見出す人は、イエス様との関係こそ

がこの世で最も重要であると考える。天国の王様との関係に

比較するに値するものなど存在しない！ 

 考慮：イエス様との関係は、あなたの人生において最も重

要なものですか？ あなたがイエス様の上に置いている事柄は

ありますか？ イエス様が山上の説教で語られたことを思い出

してください。「まず神の国と神の義とを求めなさい。そう

すれば、これらのものは、すべて添えて与えられるであろ

う。」（マタイ６：３３）。 イエス様は、あなたの人生の最優先で

すか？ この世における、イエス様の任務はあなたにとって非

常に重要ですか？ 

 

釣り網の寓話（マタイ１３：４７－５０） 

 最後のたとえ話は解説付きである。イエス様が弟子たちに

説明され、マタイは、そのたとえ話そのものと共に正しい説

明を含んだからであると考えられる。 

 また天国は、海におろして、あらゆる種類の魚を囲みいれ

る網のようなものである。それがいっぱいになると岸に引き

上げ、そしてすわって、良いのを器に入れ、悪いのを外へ捨



てるのである。世の終りにも、そのとおりになるであろう。

すなわち、御使たちがきて、義人のうちから悪人をえり分

け、そして炉の火に投げこむであろう。そこでは泣き叫んだ

り、歯がみをしたりするであろう。（マタイ１３：４７－５０） 

 このたとえ話は、マタイの後半の羊とヤギのたとえ話に似

ている（２５：３１－４６）。 最初に収穫があり、続いて分離があ

る。 最後にイエス様は、すべての人類を裁きの御座に連れて

行かれ、彼を信じる者と、信じない者とを分離分される。 

 悲しいことに、多くの人々は、この世のいのちの終わりに

神の御前での審判を受けるという考えを最小化し、無視して

いる。 しかし、イエス様は、一貫して最終的な裁きについて

教えられた。 イエス様は、人々が光の内に歩み、最期の審判

の準備をしておくようにと警告された。 使徒たちも同じ考え

を繰り返した（参照：コリント５章と２０章１１－１５節）。 聖書は、こ

の世における人生は、永遠のいのちのために、私たちを準備

するためのテストであり、信頼であり、一時的な割り当てで

あると教えている。 あなたはいかがでしょうか？ あなたは永

遠の光のうちに、人生を生きておられるでしょうか？ いつあ

なたを天の家に帰るために召されても良い、主に会う準備は

整っているでしょうか？ 

 

あとがきのたとえ話 - 家の頭（マタイ１３：５１，５２） 

 イエスが弟子たちのみにお与えになられた短い第８のたと

え話がある。 それらの教えを他の受容的な心に伝える弟子の

責任に焦点を当てている。 

 あなたがたは、これらのことが皆わかったか」。彼らは

「わかりました」と答えた。そこで、イエスは彼らに言われ

た、「それだから、天国のことを学んだ学者は、新しいもの

と古いものとを、その倉から取り出す一家の主人のようなも

のである」。（マタイ１３：５１－５２） 

 弟子の第一の責任は、正直で良い心をもって、イエス様の

教えを受け入れることである。 弟子の第二の責任は、イエス

様の教えを他の人たち、みことばに飢えている人々に伝える

ことである。 

 オークポイント教会の８つの弟子のもう一つの特質であ

る：増える。 「あなたは誰に注いでおられますか？」あなた

の人生とあなたの言葉を通して、イエス様について学んでい

る人は誰ですか？ イエス様とあなたの歩みによって、イエス

様との歩みが変えられている人は誰ですか？ 新しい信者に

「古い」伝統と信仰の基盤を教え、毎日イエス様と共に歩む

様教えることと、イエス様との個人的な歩みの中で「新し

く」教えられている事柄を伝えることは、私たち弟子の責任

である。 

討論のための質問 

１．マタイ第１３章のたとえ話の中で、最も語り掛けたものはどれでした

か？なぜですか？ 

２．教えを感謝する人々と何かを共有し、興味のない人とそれを共有しない

現代の例がありますか？ （情報、資産、所持、関心？） 

 

３．たとえ話は、真の霊的受容性の基本的な考え方（私たちが神のみことば

のためにどれだけ飢えているか）について教えている。 あなたの霊的飢え

が高かった時のについて話してください。 神のみことばに対するあなたの

飢えが低くなった時について話してください。 神のみことばに対する感受

性／飢えは、何によって変動させられますか？ 

 

４．マタイ第１３章以外の「お気に入りの」たとえ話はありますか？どのた

とえ話ですか？なぜですか？ 


