
GOD WITH US  
Part 9: ACTS 

Message 1 – The Birth of the Church 

Acts 1 & 2 

神は我らと共に 

パート９：使徒の働き 

第 1 メッセージ：教会の誕生 

使徒の働き第１,2 章 

はじめに 

 使徒の働きの著者はルカである。イエスの歴史と初期のク

リスチャンの働きに関する物語の第２巻として記された。 

ルカは、イエスの昇天後、いかにイエスの教えに従って、御

霊の力によって福音を地球の果てまで広めて行ったかを語っ

ている。第１章８節は、使徒の働きの概要である：  

 

「ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受

けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のは

てまで、わたしの証人となるであろう」。（使徒１：８）。 

 

 聖霊は、初期クリスチャンたちに天から降りた（第２章）。 

それから、彼らは福音を段階的に宣言した。最初は、エルサ

レムにおいて（第２７章）。二回目は、ユダヤとサマリアにおい

て（第８－１２章）。３回目は、地球の果へ向けて（第１３－２８

章）。使徒の働きの全体的なテーマは、次の様に要約すること

が出来る： 

 

御霊の力による、この世の果てに向けての福音の声明 

 この学びでは、イエスが死からよみがえられてから５０日

後のペンテコステの日に、エルサレムで起こった教会の「誕

生」を見ていきます。 

ルカによる復習と橋渡し：使徒の働き１：１－５ 

 

 ルカは、テオピロという男のために二部構成の物語を記し

た（使徒１：１、ルカ１：３）。この簡単な紹介によって、ルカは、

キリストの誕生、公的伝導、死、そして復活について記した

ルカの福音書の続きを再開し、第１巻（ルカの福音書）と第２巻

（使徒の働き）を結び付けている。イエスが弟子たちと一緒に食

事をしていると、エルサレムで、天からの御霊の恵みを「待

つ」ように言われたことに焦点を当てた（参照：ルカの福音書２４：

４９）。それから、イエスが天に帰られる前に、最後に弟子た

ちに姿を見せられたときの物語りへと移る。 

 

イエスの弟子たちへの任命と昇天：使徒の働き１：６－１１ 

 イエスの再臨の説教（マタイの福音書第２４、２５章）に感動した弟

子たちは、イエスが「神の王国を確立される（イスラエルを中心

に、イスラエルを諸国民の証人にするという神の旧約聖書のご計画を満たされる）

と勘違いしたのでしょうか。イエスが答えられた： 

 

「さて、弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うて言

った、「主よ、イスラエルのために国を復興なさるのは、こ

の時なのですか」。彼らに言われた、「時期や場合は、父が

ご自分の権威によって定めておられるのであって、あなたが

たの知る限りではない。ただ、聖霊があなたがたにくだる

時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリ

ヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろ

う」。こう言い終ると、イエスは彼らの見ている前で天に上

げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。 

（使徒の働き１：６－９） 



 最後の任命は、復活されたキリストが、ガリラヤの弟子た

ちに現れたときの、「大いなる任務」と似ている（マタイの福音書

２８：１８－２０）。彼らが驚きのあまり、天国に向かって見つめ

ながら立っていと、２人の天使たちが突然現れ、イエスが去

られた全く同じ方法で、いつか天からオリーブ山に降りて戻

って来られると告げて、弟子たちを安心させた。あたかも彼

らが弟子たちに、なぜそこに突っ立っているのかと尋ねたか

の様に。イエスは、あなたがたに任務を与えられたではない

か？さあ、行きなさい！ 

 イエスによる最後の任命は教会の使命を明確にする。私たちの任

務は、聖霊によって力が与えられて、通りを越えて、そして世界の

果てまで、イエスのメッセージを広めることである。教会は、イエ

スが戻って来られ、私たちを止められるまでは、この任務を継続し

なければならない。使徒の働きには、第一世代のクリスチャンがこ

の任務を果たすためにいかに「行動」したかが記録されている。こ

の物語を語ることによって、ルカはまた、あらゆる世代の教会に、

従うべき模範を与えた。現代に生きる私たちは、イエスの任務をど

の様に成し遂げているでしょうか。通りを越え、世界の果てに向け

て良い知らせを運んでいるでしょうか。 （追伸：イエス・キリストのメッ

セージは、人間として生き、人類と同化され、最終的には、私たちの身代わりとなっ

て死なれ、全人類の罪を背負われ、聖なる神との関係の内に、人々を戻して下さるた

めに、神が約束されたお方として、御子が地上に来られた。神は御子を死からよみが

えらせ、御子による犠牲によって、罪についての裁きを満たして下さったと同時に、

イエスが実際に神の御子であられたことが証明された。罪を取り除いて下さるお方と

して、また、救い主として、イエスを受け入れる者は、神の霊の内在を通じて、神の

子とされ、永遠の命を得る。） 

 

 マッテヤ、ユダの代わりとして選ばれる：使徒１：１２－２６  

 

 イエスが昇天された後、弟子たちは（合計約１２０人）、上階の

部屋に戻り、次の１０日間にわたって祈り続けた。イエスが

約束された、天からの御霊の授与と宿りを待っていた「あな

たがたはそれを知っている。なぜなら、それはあなたがたと

共におり、またあなたがたのうちにいるからである。（ヨハ

ネ１４：１７）」。 イエスが弟子たちに交わされた約束は、

真の力は与えられていなかったが（イエスが逮捕された夜の弟子たちの

恐れを思い出しましょう。）弟子たちと「共に」おられた神の御霊

が、彼らの内に宿るというものであった。 

 

「彼らはみな、婦人たち、特にイエスの母マリヤ、およびイ

エスの兄弟たちと共に、心を合わせて、ひたすら祈をしてい

た。（使徒の働き１：１４）」 

 イエスの弟子には、「イエスの母マリア」と「兄弟たち」が含ま

れていたことに注意しましょう。 マリアは、息子であり、「主」で

あられるイエスの積極的な従者であった。 マリアは、イエスの死と

復活から、初期教会の歴史と証人を通して、初期クリスチャンの一

員であった。 復活によって、イエスが御子であったと信じたマリア

の息子たちも含め、他の弟子たちと同様に、マリアは祈りに献身し

た。 祈りは、最初の信者たちの御霊に力を与えられた証人としての

活動の基盤であった。 祈りは、神の御前に依存する姿勢である。イ

エスご自身が救い主であられ、約束された者であられると宣言さ

れ、そのために十字架につけられたのと同様に、私たちがイエス・

キリストについて、人に話すという使命は、困難であることは予測

されていた。 イエスの内在する力によってのみ、信者たちは大胆に

なれ、自分たちが話すメッセージのために受ける生活への影響を受

け入れる意思が与えられる。 

 

 ルカは、ペテロの主導によって、イスカリオテのユダに代

わる人材を選択する経過をじっくりと説明している。唯一の

資格は、その１２人目の使徒は、イエスとの最初の出会いか

ら最後まで、彼らと共にいた者でなければならないというこ

とであった。 



「そういうわけで、主イエスがわたしたちの間にゆききされ

た期間中、すなわち、ヨハネのバプテスマの時から始まっ

て、わたしたちを離れて天に上げられた日に至るまで、始終

わたしたちと行動を共にした人たちのうち、だれかひとり

が、わたしたちに加わって主の復活の証人にならねばならな

い」（使徒の働き１：２１－２２）。 

 

 使徒の働きの中で、イエスに関する証言を進めている目撃

者の信頼性に関わるため、歴史家ルカにとって、これは重要

な場面であった。これらの主要な使徒たちは、福音書に記録

されている出来事に対する実際の目撃者であったからこそ、

信頼性も高まるからである。 （選ばれたマッテヤが使徒の働きに登場する

ことはなかったが、それはルカにとって重要であった。ルカが重視したのは、歴史的

な正確さと証人の信憑性についてであり、登場人物の性格的なものではなかった。 

 

 マッテヤは、祈りとくじ引きによって選ばれたが、ヨセフはそう

ではなかった。 それはヨセフに何か問題があったという意味ではな

い。 単に神が両者、それぞれの人生のために特定の特異なご計画を

持っておられたことを意味する。 今日も同様である。 神は、私たち

一人一人のために具体的かつ、特異なご計画を持っておられる－

「わたしたちは神の作品であって、良い行いをするように、キリス

ト・イエスにあって造られたのである。神は、わたしたちが、良い

行いをして日を過ごすようにと、あらかじめ備えて下さったのであ

る。（エペソ２：１０）」あなたは、人生における神の御心を求め

ておられるでしょうか？「神様、私のためにどんなお目的を持って

おられるのでしょうか。」と祈り求めるとき、新しい方法であなた

を導き始められるでしょう。  

 

御霊、ペンテコステの日に降りる：使徒２：１－４１ 

 ユダヤ人の収穫祭（週の祭りとも呼ばれる）が行われていた。  

それは収穫期の最初の実のお祝いであった。 御霊の最初の果

実が「教会」を形作る、この祝いの週に起こることは何と相

応しいことでしょう。 

 

 使徒の働き２：１－４ 聖霊が１２０人に降りた。弟子た

ちは、祈るために集まっていた。 突然、御霊で満たされ、即

座に「異言」、その祭を祝うために、遠方から旅して来た 

ユダヤ人の別の言語で話す奇跡的な能力が与えられた。 

 １２０人の信者たちの経験は素晴らしかった。神の時を待った、

彼らの従順さ が、大胆に異言で話し、聖霊によって用いられること

を可能にするために、一人一人を力強い変化に導いた。 彼らは、神

とイエスによる「待っていなさい」という命令に信頼する姿勢を保

った。 何が起こるかが正確に解らないときに、神を待つことは困難

である。 彼らは、１０日間にわたり、祈りながら「待つ」ことに専

念した。 それは神が全ての信者に願っておられる姿勢である。 聖霊

が私たちを行動に駆り立てておられることが感じられるまで、待っ

て祈る姿勢。 待って祈ることは技術を要する。 主のささやかな導き

に注意を向け、行動に移すために主の御力に信頼出来るように祈り

ましょう。 

 使徒２：５－１３ あらゆる土地から訪れたユダヤ人旅行

者たち、１２０人が母国語で話しているのを聞く。 ユダヤ人

の収穫祭には、ローマ帝国から忠実な巡礼者が出席した。  

１２０人の弟子たちが突然自分たちの母国語で「神の力強い

行い」について話すのを聞いたとき、彼らは驚いた。 この奇

跡が何を意味するのか疑問に思う人々がいた傍ら、他の人た

ちは早朝からワインに酔っていると弟子たちを非難した。 

 

 使徒２：１４－２１  ペテロ、聖霊の到来を説明する。 ペ

テロは、使徒の働きの最初の福音メッセージを述べた。 彼

は、奇跡的な言語能力は、甘いワインではなく、御霊による



ものであると説明した。聖霊が神の民にその様な奇跡的な舌

を与える日を預言していた旧約聖書の預言者ヨエルを引用し

た（ヨエル書２：２８－３２）。 

 その後わたしはわが霊をすべての肉なる者に注ぐ。あなた

がたのむすこ、娘は預言をし、あなたがたの老人たちは夢を

見、あなたがたの若者たちは幻を見る。その日わたしはまた 

わが霊をしもべ、はしために注ぐ。わたしはまた、天と地と

にしるしを示す。すなわち血と、火と、煙の柱とがあるであ

ろう。主の大いなる恐るべき日が来る前に、日は暗く、月は

血に変る。すべて主の名を呼ぶ者は救われる 

（ヨエル２：２８－３２）。 

 ヨエルからの預言は、御霊の到来（ヨエル２：２８，２９－ 当時のペ

ンテコステの出来事）とキリストの再臨（ヨエル２：３０－３２ ₋終焉時の出

来事）からのイメージを組み合わせたものである。最後の呼び

かけは、ペテロが強調した箇所である。主の名を呼び求める

者は誰でも救われる！ 

 

 ２：２２−３６ ペテロ、イエスの死と復活について説明す

る。聖霊の到来を説明した後、ペテロはイエスの生涯、死、

そして復活を取り巻く基本的な出来事について述べた。 

 

 このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによる

のであるが、あなたがたは彼を不法の人々の手で十字架につ

けて殺した。神はこのイエスを死の苦しみから解き放って、

よみがえらせたのである。イエスが死に支配されているはず

はなかったからである（２：２３－２４）。 

 ペテロは、イエスが昇天され父の右座に着かれること、天

から代わりに降りてこられる約束をされた御霊の恵みとの間

に重要な接点を見いだした。イエスの仲間のユダヤ人に、イエ

スの伝導と現在の御霊の伝導が、イエスの民のために展開さ

れている神のご計画の一部であることを示そうとした。 

 このイエスを、神はよみがえらせた。そして、わたしたち

は皆その証人なのである。それで、イエスは神の右に上げら

れ、父から約束の聖霊を受けて、それをわたしたちに注がれ

たのである。このことは、あなたがたが現に見聞きしている

とおりである。ダビデが天に上ったのではない。彼自身こう

言っている、『主はわが主に仰せになった、あなたの敵をあ

なたの足台にするまでは、わたしの右に座していなさい』。

だから、イスラエルの全家は、この事をしかと知っておくが

よい。あなたがたが十字架につけたこのイエスを、神は、主

またキリストとしてお立てになったのである」。 

（使徒２：３２－３６）。 

 

 ペテロのメッセージは、最後の行に的確に要約されてい

る。あなたが十字架につけたのは、いと高き主であり、救世

主であられる！そして、私たちはこの復活されたいと高きお

方の証人である。 

 

 使徒２：３７−４１ 群衆、ペテロのメッセージに答える。 

 

 人々はこれを聞いて、強く心を刺され、ペテロやほかの使

徒たちに、「兄弟たちよ、わたしたちは、どうしたらよいの

でしょうか」と言った。すると、ペテロが答えた、「悔い改

めなさい。そして、あなたがたひとりびとりが罪のゆるしを

得るために、イエス・キリストの名によって、バプテスマを

受けなさい。そうすれば、あなたがたは聖霊の賜物を受ける

であろう。この約束は、われらの主なる神の召しにあずかる

すべての者、すなわちあなたがたと、あなたがたの子らと、

遠くの者一同とに、与えられているものである」。 



 「悔い改め」とは、ある方向に向かって進んでいた状態から、も

う一方の方向へ転換することを意味する。（宗教指導者たちが影響を及ぼ

していた）人々は、イスラエルの真の救世主であられるイエスへの不

信仰に歩み、無罪で聖いイエスを犯罪者として十字架に付けること

を強要した。御霊に導かれたペテロの言葉によって、彼らの心に有

罪の意識と変わりたいという欲望をもたらした。人類一人一人に神

が願っておられることである。御霊が私たちの生活を奮い立たせて

下さる。御霊は私たちの肩に御手を添えて下さり、私たちの人間関

係において、仕事において、信念において、振る舞いにおいて、考

えさせようと働いて下さる。御霊は、私たちが「悔い改め」、方向

転換することを望んでおられる。御霊によるささやかな導きの促し

に注意を払う必要がある。御霊に寄り頼み、あなたに悔い改めて欲

しいと願っておられる事柄を気付かせていただきましょう。そのた

めに何をすればよいか祈りによって尋ねましょう。 

  

 ペテロの言葉に反応し、人々の心を開いたのは、御霊の超

自然的な働きであった。 約３０００人の人々が、ペテロの救

いのメッセージを信じ、直ちにイエスへの信仰を象徴するバ

プテスマを受けた。 エルサレム市内の池の一つであるシロア

ムで洗礼を受けたと考えられる。 

 

「信者のバプテスマ」についての注釈：当時のユダヤ人にと

って、男の子は出生後８日目に割礼を受け、幼児（男女共）は、

神に献呈した。 この信者のバプテスマは、十字架にかけら

れ、復活された、救い主、イエス・キリストへの信仰への応

答である。イエスへの新しい信仰の外向きの表現として、バ

プテスマを受ける選択をした。 水に浸されることは、イエス

の死と埋葬を象徴し、水の中から引き上げられることは、イ

エスの復活を象徴し、キリストにある新しい人へと生まれ変

わったことを象徴によって確認した。 バプテスマを受けるこ

とによって救われるのではないが、「信じてバプテスマを受

けなさい」というイエスの命令に従う行為である。 

 両親によって、幼児洗礼を受けられている場合、信仰の象徴とし

ての割礼の最初の儀式をクリスチャンのバプテスマと取り替えてき

た、ある教会の伝統に忠実に従ってこられたということである。 

今、水に浸されるバプテスマの象徴を理解し、キリストの死と葬り

で識別される信者として、初期のクリスチャンたちの様に、あなた

自身の信仰の表現として、バプテスマを受けることが出来ます。 

 

初期のクリスチャンの習慣：使徒２：４２－４７ 

 ルカは使徒の働きを通して、福音の動きと拡大についての

要約を述べている。 彼の最初の要約は、クリスチャンの最も

初期のグループの習慣に焦点を当てている。 

 

 そして一同はひたすら、使徒たちの教を守り、信徒の交わ

りをなし、共にパンをさき、祈をしていた。 みんなの者にお

それの念が生じ、多くの奇跡としるしとが、使徒たちによっ

て、次々に行われた。信者たちはみな一緒にいて、いっさい

の物を共有にし、資産や持ち物を売っては、必要に応じてみ

んなの者に分け与えた。そして日々心を一つにして、絶えず

宮もうでをなし、家ではパンをさき、よろこびと、まごころ

とをもって、食事を共にし、神をさんびし、すべての人に好

意を持たれていた。そして主は、救われる者を日々仲間に加

えて下さったのである。 （使徒の働き２：４２－４７） 

初期クリスチャンについて多くのことを学ぶことが出来る： 

 

- イエスの生涯、働き、そして言葉に関する使徒たちの教えを

継続した。これらの集会は大勢の群衆を収容することが出来

た神殿で行われた。 （使徒５：１２は「ソロモンの廊」に言及している）。 



 

-「交わり」を追求した。交わりをイエス・キリストに対する

信仰の周りに集中させ、イエスをよりよく知るために成長す

ることを望んだ。お互いに知り合い、気遣うことが出来るよ

うに、より小さなグループで集まった。 

 

- パンを割り、共に祈った。 １）「わたしのことを思い出して

このように行いなさい」と言われたイエスの死を敬うため

に、定期的に聖餐式を祝った（第一コリント１１：２３－２６）。 

２）毎日定期的に食事を共にした。 ３）共に祈った - 霊的に

も個人的にも、お互いのために、そして気にかけている他の

人たちのために祈った。 

 

- 差し迫った必要を満たすためのお金を工面するために持ち物

を売った。注：ユダヤ人評議会とローマ当局の両方によるク

リスチャンの早期迫害のために、これらの最初の信者の多く

は失業したため、持ち物を売ることが収入源となった可能性

がある。 （参照：ルカによる、共通の利益のために、所有物を売ることを強調し

た別の要約について使徒４：３２－３５） 

- 使徒たちには、彼らの権威とイエス・キリストのみによる悔

い改めと癒しについてのメッセージを認証するために、多く

の奇跡を行う能力が与えられたので（参照：使徒５：１５，１６）、

福音は、エルサレムで急速に広まった。毎日、多くの新しい

信者が加わった。 

 

- 神が、彼らの内で、また彼らを通して働かれた驚くべき御業

のために、彼らは喜びで満たされた。 

 

 大規模な集会、小規模の交わり、慈善寄付、互いに愛し合い、善

い行いと良い知らせを通して、神を自分たちの世界に示し、神を賛

美することは、最初のクリスチャンの基本的な方法であった。 使徒

第２章４２－４７節は、依然としてクリスチャンのコミュニティと

活動のための模範となるの枠組みである。 その箇所と、様々な要素

を説明した覚書をよく読みましょう。オークポイント教会の生活と

ミニストリーにおいてのあなたの習慣は、彼らのものとどの様に比

較するでしょうか？ 初期クリスチャンの様に生きるために、あなた

は何を変える必要がありますか？ 

 

討論のための質問 

 
１．使徒の働き（１：８）の地理的概要をもう一度見直しましょう。今日の

オークポイント教会のミニストリーで、このアウトラインが成り立っている

箇所が見られますか？あなたはどのミニストリーの一部に最も参加されたい

と思われますか？ 

 

２．１２０人の弟子たちが自分たちの母国語で神の偉大な行いを語っている

のを突然聞いたとき、エルサレムの訪問者全員が、どの様に思ったと思われ

ますか。これは彼らにどのような印象を与えたと思いますか？ 

 

３．ルカは、ペテロのペンテコステの説教の要約だけを提供した（そうでな

ければ歴史上最短の説教であった！）。ペテロの説教について、一番印象的で

あったところどこですか？聖霊についてですか？イエス様について、または

人々についてですか？ 

 

４．初日に３０００人以上の人々が救われ、洗礼を受けた。史上最大のバプ

テスマについてググってみてください（鍵：ルワンダで）。その素晴らしい映

像を見てみましょう。あなたはもうバプテスマを受けられましたか？ 

 

５．初期のクリスチャンの習慣について考えてください（使徒２：４２－４

７）。 「彼らは自身を捧げました」…オークポイント教会で、今日、私たち

は、いかにそれらの同じ習慣を生きているでしょうか？向上させるために

は、どうすれば良いでしょうか？私たちの文化の中でどの様に見えると思い

ますか？例えば、「毎日一緒に集まる」ことは現実的ではありませんが、毎

日電話で別の信者とつながり、祈りで繋がることは可能です！ 


