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GOD WITH US  
Part 9: ACTS 

Message 3  – The Ministry in Jerusalem & Samaria 

Acts 8-11 
June 2nd, 2019  

神は我らと共に 

パート９：使徒の働き 

第３メッセージ：エルサレムとサマリアにおける伝道 

使徒の働き第８－１１章 

 

はじめに 

 使徒の働きの第一部は、ユダヤ人への救世主王国の再提供

の物語であった。ステパノの殉教によって、その再提供の扉

は閉じた。同時に、彼の死は福音をユダヤ人以外の世界へと

広めるための扉を開いた。エルサレム内で、イエスの従者に

対する、迫害が起こり、その結果、彼らは周囲の地域に広が

ることを余儀なくされ、「ユダヤとサマリア」における伝導

第二部へと至った（参照：使徒１：８）。使徒の働きのこの部分で

は、イエスの弟子たちが、ユダヤ教の壁を越えて、より広い

世界へと救いのメッセージを広めていくにつれて、地理的、

国家的、宗教的な障壁が交差する様子を見ていきます。ま

た、弟子たちの第一の迫害者、タルススのサウルの劇的回心

と異邦人の世界への使徒になるための準備段階を見ていきま

す。 

 

散らばる教会：使徒の働き８：１－３ 

 

 この部分では、ステパノの死後に発生した迫害の概要が記

されている。イエスの弟子たちは、強制的にエルサレムから

追放された。ルカは、サウルの教会に対する態度を強調して

いる。 （後にルカは、パウロの生涯、最終まで旅を共にする密接な仲間とな
る。） 

 サウロは、ステパノを殺すことに賛成していた。その日、

エルサレムの教会に対して大迫害が起り、使徒以外の者はこ

とごとく、ユダヤとサマリヤとの地方に散らされて行った。 

信仰深い人たちはステパノを葬り、彼のために胸を打って、

非常に悲しんだ。ところが、サウロは家々に押し入って、男

や女を引きずり出し、次々に獄に渡して、教会を荒し回っ

た。 （使徒の働き８：１－３） 

 

 後にパウロは、神が「罪人の首長」であるサウルをお選び

になった、たった一つの理由について言及している。 「しか

し、わたしがあわれみをこうむったのは、キリスト・イエス

が、まずわたしに対して限りない寛容を示し、そして、わた

しが今後、彼を信じて永遠のいのちを受ける者の模範となる

ためである。」（第一テモテ１：１６）。 

 

誰かが若くして殺されたり、自然原因で亡くなったりすると

き、しばしば「混乱」し、「悲しみ」に陥り、その「理由」

について疑問が生じる。特に、動機が邪悪である場合、簡単

な答えなど存在しない。 この様な時、当惑したり怒ったりす

るのは、当然のことである。神は、起きていることを見てお

られないのではない。 使徒の働きの物語は、私たちが関連す

るような不可解で不公平な物語りが満載である。 通常「な

ぜ」を見つけることはないが、サウルと同様に、より大きな

物語を神が記しておられることがわかる。 サウルの手にかか

って死んだ信者たちは、真の英雄であり、神のご臨在へと導

かれた。 私たちは謎と悲しい「なぜ？」という疑問を神に委

ねなければならない。 
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サマリアのピリポ：使徒の働き８：４－２５ 

 

 ピリポは、教会の高まる必要に応えるために選ばれた７人

の１人であった（使徒６：５）。ステパノ同様、強力な伝道者であ

り、特に何世紀にもわたって、ユダヤ人と敵対的な条件にあ

った地域、サマリアで奇跡を働く者であることを証明した。ピ

リポの奇跡は、その地域で有名であった魔術師シモンさえも

驚かせた。 

 シモン自身も信じて、バプテスマを受け、それから、引き

つづきピリポについて行った。そして、数々のしるしやめざ

ましい奇跡が行われるのを見て、驚いていた。（使徒８：１３）。 

 

 御霊は通常、人がイエスを救い主として受け入れる瞬間に

信者に宿る。しかし、使徒の働きの最初の章では、エルサレ

ムから使徒たちが到着し、聖霊の到来を祈るまで、御霊の授

与が遅れた２つのケース（使徒８章と１０章）が記されている。長

年の部門を持つ人々のグループに分散されていたとしても、

御霊による教会の一致の方法であった。所在地が異なって

も、他の人種が加わっても、教会は一つである。 

 エルサレムにいる使徒たちは、サマリヤの人々が、神の言

を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネとを、そこにつかわ

した。ふたりはサマリヤに下って行って、みんなが聖霊を受

けるようにと、彼らのために祈った。それは、彼らはただ主

イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊は

まだだれにも下っていなかったからである。そこで、ふたり

が手を彼らの上においたところ、彼らは聖霊を受けた。 

（使徒８：１４－１７） 

 

 使徒ペテロとヨハネが、エルサレムへの帰路、サマリアの

福音を伝え続けたとルカは記している。 

 使徒たちは力強くあかしをなし、また主の言を語った後、

サマリヤ人の多くの村々に福音を宣べ伝えて、エルサレムに

帰った。（使徒８：２５） 

 

 神は我らと共に、パート８の学びでは、サマリア人の女が

村の近くでイエスに出会ったことを学んだ（ヨハネ第４章）。女は

イエスが自分の恥や評判から奇跡的に救出して下さったこと

を信じ、村全体に証しする証人となり、イエスとその弟子た

ちを更に２日間滞在させ、村人に伝導させた。それが、ピリ

ポがこの地域に入る場面を設定したと考えられる。 

 

ピリポとエチオピア人：使徒の働き８：２６－４０ 

 

 次の場面は、王妃カンデスの王立裁判所の役人が回心する

ことを通して福音がエチオピアに入っていく物語である。そ

れは、初期のクリスチャンが他の人々とどの様に「信仰を共

有したか」の明白な模範である。エルサレム訪問からエチオ

ピアに帰国する間に、その男は、イザヤ書５３ - 「苦しむしも

べ」を読んでいた。 

 そこでピリポが駆けて行くと、預言者イザヤの書を読んで

いるその人の声が聞えたので、「あなたは、読んでいること

が、おわかりですか」と尋ねた。彼は「だれかが、手びきを

してくれなければ、どうしてわかりましょう」と答えた。そ

して、馬車に乗って一緒にすわるようにと、ピリポにすすめ

た。（使徒８：３０，３１） 

 

 出発点として、イザヤ書５３章を用いて、ピリポはこの人

にイエスの生涯、死、復活を説明した。その人は、イエスに

信仰をおき、水のあるところに着いたとき、エチオピア人は

バプテスマを受けたいと願い、ピリポは同意した。 
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 ふたりが水から上がると、主の霊がピリポをさらって行っ

たので、宦官はもう彼を見ることができなかった。宦官はよ

ろこびながら旅をつづけた。その後、ピリポはアゾトに姿を

あらわして、町々をめぐり歩き、いたるところで福音を宣べ

伝えて、ついにカイザリヤに着いた。（使徒８：３９，４０） 

 

 ピリポは、カイザリアに行ったが、後に異邦人の百人隊長

コルネリウスと福音を分かち合うために使徒ペテロがカイザ

リアに送られ、異邦人宣教への扉が開かれた。様々な民族的

および地理的部位を統一する上で、ペテロの役割は非常に重

要であった。使徒の働き第２１章８節によると、ピリポは、

イスラエルと国境を接する西部沿岸地域で人生の大部分を過

ごし、家族を育み、伝道したことが記されている。 

 

 

サウルの回心：使徒の働き９：１－３１ 

 さてサウロは、なおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の

息をはずませながら、大祭司のところに行って、ダマスコの

諸会堂あての添書を求めた。それは、この道の者を見つけ次

第、男女の別なく縛りあげて、エルサレムにひっぱって来る

ためであった。ところが、道を急いでダマスコの近くにきた

とき、突然、天から光がさして、彼をめぐり照した。彼は地

に倒れたが、その時「サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害す

るのか」と呼びかける声を聞いた。そこで彼は「主よ、あな

たは、どなたですか」と尋ねた。すると答があった、「わた

しは、あなたが迫害しているイエスである。さあ立って、町

にはいって行きなさい。そうすれば、そこであなたのなすべ

き事が告げられるであろう」。（使徒９：１－６） 

 

 サウルの注意を引くために、復活され昇天された主が雷が

落ちるかのごとく、お現れになる必要があった。サウルは、

３日間盲目で過ごし、飲み食いもせず、ただ旧約聖書ヘブラ

イ語聖書についての広大な知識に照らして、イエス・キリス

トについての全体の理解を再計算した。ダマスカスに住むア

ナニアという弟子の祈りによって、サウルの視力は取り戻さ

れた。アナニアは、弟子たちの迫害者であったサウルの評判

を知っていたので、サウルに会いに行くことに非常に消極的

であった。 

 

 しかし、主は仰せになった、「さあ、行きなさい。あの人

は、異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも、わた

しの名を伝える器として、わたしが選んだ者である。 わたし

の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを、彼

に知らせよう」。（使徒９：１５，１６） 

 

 まるで神がご存知でないかの様に、アナニアは先ず、サウ

ルがどんな人間であったか、イエスの従者たちに対して行っ

てきた事柄を主に思い出していただこうとした！ 当然の反応

であった。しかし、アナニアは、頑固ではなかった。ただ彼の

懸念と恐れを表明した。 アナニアは、起こり得る事柄に対す

る恐れに完全に逆らい、神に従う必要があった。 アナニア

は、イエスにとって有用な器であった。 私たちはどうでしょ

うか？ 

 

サウルが視力を取り戻した後。 。 。 

 するとたちどころに、サウロの目から、うろこのようなも

のが落ちて、元どおり見えるようになった。そこで彼は立っ

てバプテスマを受け、また食事をとって元気を取りもどし

た。サウロは、ダマスコにいる弟子たちと共に数日間を過ご

してから、 （使徒９：１８，１９） 
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 それから直ぐにサウルは、ダマスカスの神殿（２０節）で、イ

エスが約束されたユダヤ人のメシアであると説き始めた。 

 しかし、サウロはますます力が加わり、このイエスがキリ

ストであることを論証して、ダマスコに住むユダヤ人たちを

言い伏せた。（使徒９：２２） 

 ところがユダヤ人たちは、サウルを迫害し殺そうとした！ 

ダマスカスで彼を殺そうとしている人々から逃げるために、都

市の壁の開口部を通して、夜間にかごに乗せて、町の城壁づ

たいにつり下ろさなければならなかった！ エルサレムに戻っ

たとき、バルナバは、サウルをイエスの真の弟子として懐疑

的な信者たちに紹介した。 

 それ以来、彼は使徒たちの仲間に加わり、エルサレムに出

入りし、主の名によって大胆に語り、ギリシヤ語を使うユダ

ヤ人たちとしばしば語り合い、また論じ合った。しかし、彼

らは彼を殺そうとねらっていた。兄弟たちはそれと知って、

彼をカイザリヤに連れてくだり、タルソへ送り出した。 

（使徒９：２８－３０） 

注釈：ルカは、サウルの初期を要約している。ガラテヤ人へ

の手紙第１章１５－２０節によると、サウルは、改宗後３年

間アラビアで過ごし、その後、ダマスカスに戻り、ついにエ

ルサレムに戻った。最終的には、故郷タルソスに戻り、そこ

でバルナバが、成長している異邦人クリスチャン共同体の羊

飼いを助けるために、アンテオケに連れて行くまでの１０年

間の大部分を信仰の中で成熟するために費やした。 

 

ペテロ、ドルカス（タビサ）を死から蘇らせる： 

使徒の働き９：３２－４３ 

 

 ペテロは、福音をユダヤとサマリアに広げるために、引き

続き御霊に用いられた。リッダでアエネイスを癒し、それか

ら沿岸の街、ヨッパに行った。そこでは、最大の奇跡の一つ

で、ドルカスという弟子を死から蘇らせた。 

 

 このことがヨッパ中に知れわたり、多くの人々が主を信じ

た。ペテロは、皮なめしシモンという人の家に泊まり、しば

らくの間ヨッパに滞在した。（使徒９：４２，４３） 

 

 

ペテロ、ドルカスを死から復活させる 
：シャーリーによるコメント 

 

 ドルカスは、ヨッパに住んでいる信仰深い女であり、「弟

子として、常に善を行い、貧しい人々を助ける」者として最

初に紹介された。彼女がキリストの完全に献身的な信者であ

ることは、ヨッパの信者たちにとって明らかであった。 ドル

カスは、未婚であったと思われるが、それを苦にすることや

自己憐みの原因とする様なことはなかった。彼女の価値と自

尊心は、天の御父との関係、および全能なる神による「娘」

への愛情の確約から生じた。彼女は、神の憐みと励ましを必

要としている他の人たちに流し込む器であった。 

 ヤコブ第１章２７節に、「父なる神のみまえに清く汚れの

ない信心とは、困っている孤児や、やもめを見舞い、自らは

世の汚れに染まずに、身を清く保つことにほかならない。」

とある。ドルカスは、この教えの模範であった。 彼女は自分

がやりたいこと - 服を縫ってそれを配ること - を用いて、未亡

人と困っている人たちを祝福した。 ヨッパは、預言者ヨナが

神から逃げ出すために船に乗りに行った海港であるとして歴

史的に有名あった。 おそらく、この地域には、漁師や他の男
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性が海の事故に巻き込まれたため、多くの未亡人や孤児が存

在したと考えられる。 

 しかし、未亡人たちは、夫を失い、目的を達成することが

非常に困難な状況にあった。当時、政府からの援助金は無く。

助けを必要としている人々の世話をすることは、他の信者の

責任であった。それは今日も教会の責任である。未亡人たち

は、真の友人として、また指導者として、ドルカスを愛する

ようになった。ドルカスの愛は、未亡人たちの心を動かし、

神に感謝させ、心からドルカスを愛し返した。 

 

 悲しいことに、ドルカスは病死した。未亡人たちは、ドル

カスの遺体を埋葬のために整え、上の部屋に安置した。ドル

カスの死は、未亡人たちを深く悲しませたので、弟子たち

は、リダに、二人の男を送り、ペテロに彼らと共に急いで戻

るよう促した。ドルカスが、未亡人たちのために造り与えた

服をペテロに見せる未亡人たちの涙を見たとき、ペテロは、

緊急性を理解した。ペテロは、ユダヤ人の歴史から、エリヤ

とエリシャが緊急に上の部屋に召喚され、二人の息子の復活

を実行する力を与えられたことを知っていた。また、ペテロ

は、マルコの福音書第５章３５－４２節に記されている通り、

イエスがヤイロの娘を死から復活されるのを傍で見守った。 

 

 そこで、ペテロは聞いたこと、イエスがなさったことを真

似た。未亡人を部屋の外に送り出すと、ペテロは、ひざまず

き、神に、ドルカスを死からよみがえらせて下さるよう祈っ

た。そして、ペテロは言った、「ドルカス、起きなさい！」

すると、ドルカスは、ヤイロの娘と同様に、すぐに起きた！

ペテロは、ドルカスを手に取って、彼女の足を助け、奇跡的

に生き返った姿を未亡人と信者に見せるために呼んだ！ 

 ドルカスの寛大な生涯と死と復活は、キリストの福音の広

まりを加速させた。そして、多くの人々が信仰を主イエスに

置いた。ドルカスは、自分の縫い物の賜物を通して、間接的

に、イエスの素晴らしい証人となった！今日のグループは、

文字通り「ドルカスのグループ」として知られており、その

目的は、社会において、恵まれない人々を保護し養うことで

ある。ドルカスの影響は、今日も世界的に進行中である。何

という遺産でしょう！ドルカスは、困っている人たちを祝福

するために贈り物や才能を用いた人の一例である。彼女の賜

物は裁縫であった。私たちの賜物は何でしょうか？ 

 

 

ペテロ、コルネリオの家を訪問：使徒の働き１０：１－４８ 

 

 ステパノの死（使徒第７章）に続き、ペテロがコルネリオの家

を訪れたことは、福音の進歩における２番目に大きな転換点

である。コルネリオは、ある時点で、ユダヤ教に改宗したロ

ーマの百人隊長であった。ある天使がコルネリオに現れ、ペ

テロに、家に来てメッセージを提示するよう、招待するよう

指示した。天使は、コルネリオが神への誠実な心のために、

この特異な訪問のために選ばれたことを示した： 

 彼は御使を見つめていたが、恐ろしくなって、「主よ、な

んでございますか」と言った。すると御使が言った、「あな

たの祈や施しは神のみ前にとどいて、おぼえられている。つ

いては今、ヨッパに人をやって、ペテロと呼ばれるシモンと

いう人を招きなさい。この人は、海べに家をもつ皮なめしシ

モンという者の客となっている」。（使徒１０：４－６） 

 その間、ペテロの心は、まだユダヤ人たち（イエスのユダヤ人弟

子たちさえ）が異邦人の家に入ることやユダヤ人の間である類の
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動物の肉を食べる慣習は禁じられていたので、ペテロの心は

霊によって準備されていた。ペテロの幻覚の要約箇所： 

 すると、天が開け、大きな布のような入れ物が、四すみを

つるされて、地上に降りて来るのを見た。その中には、地上

の四つ足や這うもの、また空の鳥など、各種の生きものがは

いっていた。そして声が彼に聞えてきた、「ペテロよ。立っ

て、それらをほふって食べなさい」。ペテロは言った、「主

よ、それはできません。わたしは今までに、清くないもの、

汚れたものは、何一つ食べたことがありません」。すると、

声が二度目にかかってきた、「神がきよめたものを、清くな

いなどと言ってはならない」。こんなことが三度もあってか

ら、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。 

（使徒１０：１１－１６） 

 

 ペテロは、その意味を理解していなかったが、その幻覚は

その重要性を示すために３回現れました。 コルネリオからの

使いの同時到着は、彼の熟考を妨げた： 

 

 ペテロはなおも幻について、思いめぐらしていると、御霊

が言った、「ごらんなさい、三人の人たちが、あなたを尋ね

てきている。 さあ、立って下に降り、ためらわないで、彼ら

と一緒に出かけるがよい。わたしが彼らをよこしたのであ

る」。（使徒１０：１９，２０） 

 

 コルネリオの家に着くと、ペテロは、彼に会うのを待って

いる人々の大規模な集まりを見た。ペテロの冒頭のコメント

は、異邦人に行くために、福音の扉を開くことに関して、神

が何をしようとしておられるのかを理解し始めていたことを

示している： 

 ペテロは彼らに言った、「あなたがたが知っているとお

り、ユダヤ人が他国の人と交際したり、出入りしたりするこ

とは、禁じられています。ところが、神は、どんな人間をも

清くないとか、汚れているとか言ってはならないと、わたし

にお示しになりました。 お招きにあずかった時、少しもため

らわずに参ったのは、そのためなのです。そこで伺います

が、どういうわけで、わたしを招いてくださったのです

か」。（使徒１０：２８，２９） 

 ペテロは、コルネリオの依頼を受け、イエスの生涯と宣教

を振り返り、いかにその福音が異邦人に提供されているかに

ついて話した。 

 そこでペテロは口を開いて言った、「神は人をかたよりみ

ないかたで、 神を敬い義を行う者はどの国民でも受けいれて

下さることが、ほんとうによくわかってきました。 

（１０：３４，３５） 

 ペテロが語り終えないうちに、御霊が集まった人々に下っ

た。 

 

 ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを

聞いていたみんなの人たちに、聖霊がくだった。 割礼を受け

ている信者で、ペテロについてきた人たちは、異邦人たちに

も聖霊の賜物が注がれたのを見て、驚いた。それは、彼らが

異言を語って神をさんびしているのを聞いたからである。そ

こで、ペテロが言い出した、「この人たちがわたしたちと同

じように聖霊を受けたからには、彼らに水でバプテスマを授

けるのを、だれがこばみ得ようか」。こう言って、ペテロは

その人々に命じて、イエス・キリストの名によってバプテス

マを受けさせた。それから、彼らはペテロに願って、なお数

日のあいだ滞在してもらった。（使徒１０：４４－４８） 
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 これらの新しい異邦人信者への霊の到来は、初めにユダヤ

人信者に最初に起こったのと同じ様にして起こった（使徒第２

章）。この様に、御霊は異邦人が同じ特権と福音への完全なア

クセスを持っていることを明らかにされた。異邦人たちはユ

ダヤ教者になる必要は無かった。ルカが示す様に、その事実

はペテロとコルネリオの家に同行していた「割礼された信者

たち」（ユダヤ人）にとって衝撃的であった。福音の動きの中心

的瞬間であり、異邦人の世界への扉を開いた。 

 

ペテロ、エルサレム教会へ報告： 

使徒の働き１１：１－１８ 

 ペテロがエルサレムに戻ったとき、異邦人の家への訪問に

ついて弁解することをを強いられた。 

 さて、異邦人たちも神の言を受けいれたということが、使

徒たちやユダヤにいる兄弟たちに聞えてきた。そこでペテロ

がエルサレムに上ったとき、割礼を重んじる者たちが彼をと

がめて言った、「あなたは、割礼のない人たちのところに行

って、食事を共にしたということだが」。（使徒１１：１－３） 

 ルカ自身異邦人であったので、第１０章で記録した出来事

についてのペテロの完全な再説明という重大な瞬間に大きな

注意を向けており、再び１１章で詳細に語っている。一つの

イベントに用いられた容量が、全体的な物語にとって、如何

に重要であるかを示している。ペテロの説明の結論は、この

問題をよく要約している： 

 

 そこでわたしが語り出したところ、聖霊が、ちょうど最初

わたしたちの上にくだったと同じように、彼らの上にくだっ

た。その時わたしは、主が『ヨハネは水でバプテスマを授け

たが、あなたがたは聖霊によってバプテスマを受けるであろ

う』と仰せになった言葉を思い出した。このように、わたし

たちが主イエス・キリストを信じた時に下さったのと同じ賜

物を、神が彼らにもお与えになったとすれば、わたしのよう

な者が、どうして神を妨げることができようか」。人々はこ

れを聞いて黙ってしまった。それから神をさんびして、「そ

れでは神は、異邦人にも命にいたる悔改めをお与えになった

のだ」と言った。（使徒１１：１５－１８） 

 

 物語が続くにつれて、「異邦人問題」は、引き続き大きな

議論の対象となる（使徒行伝１５参照）。ユダヤ人信者が、ユダヤ

人以外の世界の救済のための神のご計画におけるこの変化を

理解し、受け入れるには時間がかかった。 

 神が「変化」をもたらされたいと望まれるとき、新しいこ

とをしておられることを認め、喜ぶであろう人々を用いられ

る。 神は、先ず少数の人を通して新たなご計画を確認されて

から、他の多くの人々を通して確認される。 この場合、ペテ

ロとコルネリウスは、神の啓示を経験した神の道具であり、

エルサレムの使徒たちがそれに続いた。 変化はゆっくり起こ

るが、彼らの経験を通して多くの人に確認される。 多くの場

合「新しい」ように思われる物事は、実際には、既に何千年

もの間、神のみことばの内に存在した。 それらを明るく実り

あるものにするために歴史の中で神の時にお選びになる。 

 

アンテオケの教会：使徒の働き１１：１９－３０ 

 

 ルカは、ステパノの死以降の福音の動きを示すもう一つの

重要な要約を提供している： 

 さて、ステパノのことで起った迫害のために散らされた

人々は、ピニケ、クプロ、アンテオケまでも進んで行った
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が、ユダヤ人以外の者には、だれにも御言を語っていなかっ

た。ところが、その中に数人のクプロ人とクレネ人がいて、

アンテオケに行ってからギリシヤ人にも呼びかけ、主イエス

を宣べ伝えていた。そして、主のみ手が彼らと共にあったた

め、信じて主に帰依するものの数が多かった。 

（使徒１１：１９－２１） 

 アンテオケは、初期キリスト教の「異邦人の中心地」とな

り、パウロの３回の宣教旅行のそれぞれの出発点となった。 

弟子たちが最初にクリスチャンと呼ばれたのはここであった

（使徒１１：２６）。パウロがバルナバの共同牧師となり、彼の指

導のもとで宣教を学んだのもアンテオケであった。 

 そこでバルナバはサウロを捜しにタルソへ出かけて行き、 

彼を見つけたうえ、アンテオケに連れて帰った。ふたりは、

まる一年、ともどもに教会で集まりをし、大ぜいの人々を教

えた。このアンテオケで初めて、弟子たちがクリスチャンと

呼ばれるようになった。（使徒１１：２５，２６） 

要約：使徒の働き全体の中で、ルカは、未来の異邦人使徒の

の回心（タルススのサウル）と福音が異邦人に届くための扉の開放

について語っている（ペテロを通して）。ルカは、使徒パウロの３

回の伝導旅行を通して、福音がより広い異邦人世界へと広ま

るであろう使徒の働き（第１３章 - 第２８章）の最後の部分の舞台

を設定した。使徒の働き第１０、１１章は、使徒の働き全体

の要と見なすことが出来る。 

 

討論のための質問 

 

１．私たちは全旧約聖書を勉強してきました。ユダヤ人を通

して、すべての国を祝福されることが常に神のご計画であっ

たことに注意して下さい。それでは、なぜユダヤ人のイエ

ス・キリストの従者たちにとって、（最初のユダヤ教に改宗することを

要さずに）神が異邦人に直接福音を与えられたという事実を理解

することが、それほど難しかったと思われますか？ 

２．初期クリスチャンは、いかなる困難や危険に立ち向かっ

ても、勇敢に世にイエスの福音を伝えてきた。彼らは、いつ

も暖かく歓迎されたわけではなかった。彼らの例は、あなた

にどの様な影響を与えましたか？ 

 

３．ドルカスの例に、あなたは何を教えられましたか？彼女

は物語の中では、それほど目立たない役割であったかもしれ

ませんが、初期のクリスチャンコミュニティに大きな影響を

与えました。彼女から何を学ぶことが出来ますか？ 

 

４．異邦人への宣教師として、また、新約聖書の（そして教会の歴

史への）主要な著者となるために、サウルをお選びになった神

の選択について考えてみて下さい。サウルの経歴を考える

と、神の選択はどのように影響しますか？ 

 

 

 

 

 

 

 


