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“多くの人の身代金として”

マルコによる福音書QTシリーズ

イントロダクション

アクション映画、ジェットコースター、スリラー小説。マルコの福音書で味わうことを現
すなら、このような言葉が挙げられます。簡潔明瞭で素早く展開し、マルコが語るイエス
の描写は読者をエネルギー溢れる冒険に連れて行きます。

マルコによる福音書の概要

• 古代の見出し：Kata Markon、「マルコによる」
• AD（紀元後）55～65年の間にローマで完成した
• マルコによって書かれた、マルコは恐らく初期の回心者であり、ペトロに同伴していた
（使徒12:12、1ペトロ5:13）

• ギリシャ語で書かれた：最も短い（そして恐らく最も早くに書かれた）福音書
• ローマにいるクリスチャンを励ますために書かれたと思われる
• 実践的なローマ人のマインドセットに訴えかける

しもべとしてのイエス

4つの福音書には共通点があり、いくつかは同じ資料を用いながらも、それぞれに独自の
強調点があることを知っているでしょう。更に、それぞれの福音書はイエスの人生と働き
のさまざまな側面を強調するために「デザイン」されています。マタイ、マルコ、ルカ、
ヨハネは共同作業によってイエスの完全で駆り立てるような姿を描いています。
　マルコで際立っている点は「キリストは仕える王（a servant-king）」であることです。
マルコによる福音書のすべては、次のイエスのご自身についての言葉によってまとめられ
るでしょう。
「人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また、多くの人の身代金として自分の
命を献げるために来たのである。」（マルコ10:45）

マルコの聖句に取り組みながら、このテーマを常に覚えてください。そして、主の足跡に
従うことを熟考する時、あなたがイエスのように仕え、多くの人のために自分の命を捧げ
るよう深くインスパイアされますように。
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“多くの人の身代金として” 

14セッション　アウトライン

セッション1 ：マルコ1:1-13 しもべの顕現 p.5

セッション2 ：マルコ1:14-45 しもべに従う者たち p.7

セッション3： マルコ2:1-3:6 しもべの使命（ミッション） p.9

セッション4： マルコ3:7-35 しもべに対する最初の敵対 p.11

セッション5： マルコ4:1-34 しもべの例え話 p.13

セッション6： マルコ4:35-5:43 しもべの力 p.15

セッション7： マルコ6:1-7:37 しもべのミニストリー p.17

セッション8： マルコ8:1-30 しもべのアイデンティティー p.20

セッション9： マルコ8:31-10:52 しもべの運命 p.22

セッション10：マルコ11:1-12:44 しもべの試練 p.25

セッション11：マルコ13:1-37 しもべの警告 p.27

セッション12：マルコ14:1-72 しもべの裏切り p.29

セッション13：マルコ15:1-47 しもべの拒絶 p.31

セッション14：マルコ16:1-20 しもべの復活 p.33

注記：各セッションは2日かけて読むことができ、マルコの福音書全体を1か月でカバーす
ることができます。イエスの人生の記述を掘り下げて深めながら、ディサイプリングの時
間でお気に入りの最も役立つ洞察を互いに分かち合いましょう。一緒に取り組むことで、
私たちはイエスの愛としもべの姿を倣うよう励むことができます。
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セッション1：しもべの顕現
読む：マルコ1:1-13

イエスがミニストリーを始めたのは30歳の時で、紀元27年ごろと言われています。マルコ
書はイエスと彼のミニストリーのクイックツアー（短めの案内）のようです。それは大き
な博物館のガイドツアーのようなものです。１日のツアーに申し込むと、いくつかの詳細
を鑑賞しながらも、その博物館にどのようなものが展示されているかを大体把握すること
ができます。でなければ、何日もかけて、各展示物の詳細を調べていくことになります。
マルコ書は４つの福音書の中で最も短い書であり、イエスの人生をすばやく見渡せるよう
にしてくれます。

聖句を探索する

• 1:1で、イエスはすぐさま神の子として表現されました。あなたはイエスを神の子として
信じていますか？そうであるなら、もしくはそうでないなら、その理由は何でしょう
か？

• 1:2に書かれているイエスに関する旧約聖書の預言を参照してください（マラキ書とイザ
ヤ書に関する脚注参照）。これらはイエスが人間として地上を歩む400-600年前の預言
（予言）でした。数百年後の旧約の預言の成就はイエスが神の子であることの力強い証
拠です。キリストに関するその他の預言の成就に関して以下のリンクをぜひ参照してく
ださい。https://www.jesusfilm.org/blog-and-stories/old-testament-prophecies.html

• 預言者は“主への道筋をまっすぐにせよ”と言いました。あなたの主への道筋はまっすぐ
でしょうか？（注：２点を結ぶ最短距離は直線です。）それとも、多くの妨げ、ねじ
れ、揺れなどで曲がっているでしょうか？

• マルコは自分の書いたものは福音、つまり“良い知らせ”と説明しています。なぜ、イエ
スの物語は“良い知らせ”なのでしょうか？

• イエスの人生において２つの力があります。ひとつは神様がイエスを力づけていて
（1:11）、もうひとつはサタンがイエスを引きずり降ろそうとしています（1:13）。あ
なたの人生にもこの２つの力が働いていることを感じますか？どちらの力が勝っている
でしょうか？

• イエスは誘惑を通り過ぎる必要がありました。あなたが最近闘っている誘惑は何です
か？

聖句を掘り下げる

マルコによる福音書は預言から始まります。旧約聖書時代の預言者、イザヤとマラキの預
言を引用することで、マルコは福音書の書き出しで旧約聖書時代を呼び起こしています。
マルコによる福音書はイスラエルの物語の続編です。預言者たちはそれを既に預言してい
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ました。福音の先導役は、新しいメシアの時代に奉仕する者としてやって来ます。
　
　先導役の名前は、バプテスマのヨハネです。彼のメッセージは明確でした。霊によって
バプテスマを授ける力強い方が現れる(ギリシャ語：erchomai) というものです。ヨハネ
は、先駆者で、道を整え、より重要な方の登場のためにレッドカーペットを引きました。

　バプデスマのヨハネのキャラクターは、いくつかの点で非常に重要です。彼への理解を
深めることは、弟子人生においての重要な性質を熟考することにつながるでしょう。この
聖句にあるいくつかの重要なテーマである、聖霊、誘惑、バプテスマ、悔い改め、赦しの
出来事に注目しましょう。

• マルコによる福音書は、他の３福音書と同様に、旧約聖書と堅く結びついています。イ
ザヤとマラキの引用 (2節)から、どの点で旧約聖書とのつながりが際立っているでしょ
う？また、どの点で共通しているでしょう？

• イエスが描かれた場面のひとつは荒れ野でした。“荒れ野”あるいは近い意味である“人の
いない場所（lonely places）”は６回用いられています（1:3, 4, 12, 13, 35, 45）。イエスが
荒れ野に現れる重要性は何でしょうか？あなたは今“荒れ野”にいると感じていますか？

• バプテスマのヨハネはマルコ１章においてイエスの最初の現れの道を準備しました。私
たちもイエスの再臨の道を整えています。私たちはバプテスマのヨハネのように他の人
たちがイエスを知ることの道を整えることに熱心でしょうか？

• 7-8節に注目してください。バプテスマのヨハネのメッセージは彼自身ではなく更なる大
きな存在を示しています。彼はイエスの偉大さをどのように強調しているでしょうか？

• イエスは誘惑へ送り出される前にバプテスマを受けました。荒れ野での誘惑に備え、バ
プテスマ前後の出来事はイエスの心をどのように整えたでしょうか？

• 天使たちが誘惑の中でイエスと共にいたと聖句に書かれています(ESV訳：“天使たちが
彼に仕えていた”)。誘惑の中で与えられる神様の恩恵(Providence)に関して、この聖句か
らどんな学びを得られるでしょうか？

• マルコ1：7-8でバプテスマのヨハネは”私ではなく、彼(イエス)です!”と伝え、繰り返し
メシアに注目するように促しています。現代の弟子生活も同様でしょう。世の中は未だ
に”ナンバーワン”の存在を見つけることに力を注いでいますが、弟子には人々をイエス
へ導く更なる高い目的があります。どうすればよりバプテスマのヨハネのように、人々
をイエスへと導けるようになるでしょうか？
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セッション2：しもべに従う者たち
読む：マルコ1:14-45

聖句を探索する

• 最初に弟子を作るエピソード(16-18節)において、イエスが漁師たちを選んだというのは
興味深いことではないでしょうか。その理由は何だったでしょうか？

• シモンとアンデレが網を捨ててイエスに従ったことに注目してください(18節)。同様に
ヤコブとヨハネも父と雇人を残して従いました(20節)。何かを”置いていく”ことをせず
本当の意味でイエスに従うことは可能でしょうか？

• 悪霊はイエスが誰かを分かっていて、イエスのことを“神の聖者”（1:24）と呼びまし
た。彼らはイエスが誰か知っていたとしても、本物のイエスに従う者ではありませんで
した。私たちもイエスが誰かを知っていながら、本当にはイエスに従っていない危険性
があります。あなたはそのような危険性があるでしょうか？

• 1:38において、イエスは“近くの他の町や村へ行こう。そこでも、わたしは宣教する”と
言いました。もしあなたがそのひとつの村にいたとしたら、イエスのどのような説教を
聞くことになったでしょうか？

聖句を掘り下げる

立て続けに宣べ伝えられたこの福音は、直ちに行動へと移されました。来たるべき方の知
らせと前触れの後、マルコは真っ直ぐにその方の行動的特徴の説明に進みます。イエスが
どんな救い主かを読者に伝えています。

　荒れ野での勝利から戻り、イエスは御国の福音“良い知らせ”を説教し始めました。彼の
メッセージは警告的です。待ち望む時間は終わったと宣言しています。御国が到来しまし
た。古い王たちと同じように、イエスも忠実に従う者たちを集め始めました。

• 17節と18節でマルコは、ギリシャ語のakolouthein(従う)という言葉を使いました。この
言葉はある意味をもっています。古代において先生に“従う”とは、ただ”後ろを歩く”以
上の意味がありました。愛着、親密さ、先生の考えに従うことを表します。どうしてこ
の定義が今の弟子生活にとって重要なのでしょうか？ 

• 35-38節に、イエスが頻繁に神様と時間を過ごす様子が書かれています。喧噪から出来る
だけ離れるため、朝早く起き、静かな(かつ孤独で人里離れた)所へ歩いたイエスの努力
に注目してください。あなたのQTは、どれほど強い意志で優先度を上げ、意図的に臨ん
でいますか？神様とより良い時間を過ごすため、何か個人的な工夫をしていますか？

• 皮膚病の人を癒すために、イエスが進んで彼に触れたことに注目してください(41節)。
この箇所は、イエスが十字架で成し遂げられようとしたことの序章だと考える人もいま
す。私たちを清めるために、イエスは私たちの汚い部分を引き取りました。私たちも皆
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イエスの癒しの手に触れられた皮膚病の人です。今日、あなたの過去の罪を思い出す時
間を作り、不義を取り去られたイエスに感謝する時間をもってください。

• 弟子であることは、明け渡すということを含むことをすでに見てきました。イエスに明
け渡し続けるため、あなたはどんなことをしていますか？
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セッション3：しもべの使命（ミッション）
読む：マルコ2:1-3:6

聖句を探索する

• あなたが、聖句に出てくる”中風の人”であると想像してみてください。あなたがイエス
の前に降ろされていると想像してみてください(2:1-12)。あなたは、特に、イエスが罪の
赦しを申し渡した時、どのように感じると思いますか？

• 2:17で、「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である」とあります。誰が丈
夫な人で、誰が病人でしょうか？あなたは自分自身をどちらだと見ていますか？

• 他の人はそうしようとしない安息日に、人を助けたイエスの行為は間違っていたでしょ
うか（3:1-4）？他の人に善を行おうとする時にも、反対者は現れるでしょうか？

聖句を掘り下げる

イエスのミニストリーは評判を得ていたので、群衆の数は増えていきました。カファルナ
ウムでは、中風の人は人が群がった家の屋根に開いた穴から連れて来られなければなりま
せんでした。1世紀の典型的なパレスチナの家は、外から入れる小さな窓と藁ぶき屋根が
ありました。穴を作るために、男の友人たちは藁ぶき屋根と固まった土を掘り進めなけれ
ばなりませんでした。その試みは、信仰を示し、イエスに感銘を与えました。

　また、同じ章ではレビを弟子にする場面があります。彼の文書スタイルをみると、マル
コでは他の福音書の記述より、より短く、よりポイントを絞って書かれています(マタイ
9:9-13; ルカ5:27-32参照)。

　そしてまた、断食について、安息日の主であるイエスについての引用(=文の抜粋/一部)
もあります。これらの箇所では、キリストの教えを説明し、イエスが直面した迫害に光を
投げかけます。質問は、イエスの言葉、行動、動機、また弟子たちに対して投げかけられ
ました。
 
•  イエスに対する敵対は、マルコ2:6-7で最初に出てきます。誰がそれを行いましたか？彼
らの非難は正当なものでしょうか？

• 8節の”すぐに”という言葉に注目してください。これはマルコの中で何度も繰り返される
言葉で、この書の急速な展開を促します(1:12, 18, 20)。これはどのように物語に影響して
いますか？これは、イエスの神様の御心とミッションに対する反応にどのように表れて
いますか？

• マルコ2:23-28をもう一度読んでください。安息日に対するファリサイ派の態度に対して
イエスの態度はどのようでしたか？
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• 聖句のこの場面は、イエスのミニストリーであった事実として敵対を示しています。敵
対に対して神様の方法で反応するとは、どのようなことでしょうか？それらの神様の方
法は、どのようにあなたをミッションのフォーカスに留まらせますか？

• テモテに対するパウロの言葉を考えてみましょう。“しかしあなたは、わたしの教え、
行動、意図、信仰、寛容、愛、忍耐に倣い、アンティオキア、イコニオン、リストラで
わたしにふりかかったような迫害と苦難をもいといませんでした。そのような迫害にわ
たしは耐えました。そして、主がそのすべてからわたしを救い出してくださったので
す。キリスト・イエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆、迫害を受けます” (2テ
モテ 3:10-12)。この聖句は、迫害に直面することに対して、私たちの心をどのように準
備させるでしょうか？

• この中風患者に、並外れた努力でケアしてくれる友人がいたことは、幸運なことでし
た。あなたは助けを必要としている友人に対して、どのように信仰をもった忠実な友人
でいることができますか？
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セッション4：しもべに対する最初の敵対
読む：マルコ3:7-35

聖句を探索する

• 3:21で、イエスの家族は“あの男は気が変になっている”と言われました。あなたは今ま
でに、イエスに従おうとしたために、家族や友人から反対や“気が変になっている”と呼
ばれたことはありますか？あなたは苦難や反対があったとしても神に仕え続けますか？

• イエスは、彼との家族関係は何によると言っていますか（3:35）？あなたはこのことを
どのように他の人に伝えますか？

• イエスはそのような人々を、彼の母親、姉妹、兄弟と言いました。なぜ“父親”は言及し
なかったのでしょうか？

• 神の子として、誰がイエスの父親でしたか？

聖句を掘り下げる

ガリラヤの驚くべき働き手の言葉はあっという間に広がりました。すぐに、北はティルス
やシドン、南はエルサレム、イドマヤから大勢の人々の群れが集まりました。小舟は安全
のために用意されました(場の混乱に備えて 3:9)。そして、続けざまに癒しを行い、悪霊を
追い出し、主は食事もとれないほどの忙しさでした(3:20)。

　12”使徒”が、ついに彼の特別な使者として任命されます(ギリシャ語:apostolos＝使者、
代表者、代理人)。彼らは、宣教と悪霊を追い出すために任命されました。12という数字
は重要で、イスラエルの古代12部族を呼び起こします。

  興味深いことに、マルコは議論の中でイエスの家族について触れています。彼らは、イエ
スが気が狂ったと思い、彼を制止したかったのです。明らかにミニストリーには、かなり
の量のストレスがありました。また、さらに人々からの不要な注目も集めました。狂気に
加えて悪霊に憑りつかれた、と批判のリストに加えられます。この章は、本当の家族とは
神様の御心を行う霊的な輪の中にいる、という力強い宣言で終わります。

• イエスの人気は、指導者たちからの激しい非難にも関わらず上がっていきました。群衆
は、彼の言葉に良い反応をしていました。学者たちが見抜くことができないことを、普
通の人々が見えることは、興味深いことではないでしょうか？

• イエスが自分のことを言いふらさないようにと忠告した場面に注目してください(3:12)。
この警告の理由は何だと思いますか？

• “ベルゼブル”（3:22）の意味は“ハエの王”というのもので、ペリシテ人の神を風刺する
ものです(列王記下1:2 参照)。この言葉がサタンを言及していくものになっていったこと
をどのように思いますか(マタイ9:34; 12:24参照)？
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• 律法学者たちは、イエスの成功を悪霊の仕業だとみなし、悪霊に憑りつかれていると非
難しました(3:23)。彼らがなぜそのように思ったのだと思いますか？イエスはどのように
効果的に彼らの非難に対して返答しましたか（3:23-27）？

• イエスは御国の秘密を、選ばれた従順な人たちのグループに説明しました。同様に、今
日の弟子も従順に従うように特別に呼ばれています。ルカ6:49とヨハネ6:29を読んでくだ
さい。どの分野であなたは最も良く従っていますか？どの分野であなたは悔い改めなけ
ればなりませんか？

12



セッション５：　しもべの例え話
読む：マルコ4:1-34

聖句を探索する

• 種蒔きの例え話でイエスは４つの種類の土地があると教えました −道端、石だらけの
所、茨がある所、良い肥えた土。今のあなたの心はどの土地のようですか？

• 石だらけの土地は土台が浅いですーどのようにすればより強い土台を構築することがで
きますか？

• 茨がある土地には多くの世の思い煩いや富の誘惑がありますー普段どのようなことにつ
いて一番思い煩いますか？裕福になりたいという強い執着心がありますか？

• 世の中は裕福になることについての利点をどのようい教えますか？どのように富の誘惑
に惑わされやすいですか？

聖句を掘り下げる

あなたは学校で教わった先生たちを覚えていますか。それぞれの先生は独自の手法で指導
します。マルコ4章でイエスの選んだ教え方は、例え話を使うことです（4:2）。英語の訳
としてギリシャ語の動詞paraballo （同時に投げかける）。例え話は、比較することです。
１つのことについて　“投げかける”と同時に、もう１つのことを解説しようとすることで
す。主に、霊的な概念は、物理的なことから教えられることが多いです。日常的なこと
を、新たに見慣れないものの見方へと広げてくれます。そのようにして、例え話は教訓的
な力を発揮します。

　ここでは、5つの例え話が話されています。種を蒔く人、ともし火、はかり、成長する
種、からし種。それぞれが、神の国を象徴して、その謎をあかします（ギリシャ語：
mysterion=秘密、何か解き明かされるもの、解釈を必要とするもの；4:11）。イエスはあ
らゆることを、例え話を用いて教えました。しかし、イエスの弟子たちに対しては、個別
な場面でその理由を説明されました（4:33－34）。

•  例え話を訳す時、基本となるいくつかの原則を覚えておく必要があります。

A. 元となる背景を知ることです（人は例え話がどのようにして最初に聞かれた
かを知る努力をしないといけません）。その場面では、どのような状況で聴
衆は聞いていたのか探求する必要があります。ここには、どういった人がそ
の話を聞いていたのか、その話の中で馴染みのある要素は何かを知ることが
含まれます。具体的に言うと、その人が聞いて引き込まれた場面を書きだし
ましょう。
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B. 中心的課題について発見することです。すべての例え話は、具体的な課題や
質問を提示する方法によって、意図的に反応を引き出します。例え話には、
“ひねり”や“パンチ”があり、聞き手の“心を打つ”のも特徴です。何度か読み返
してください。そしてそれに直接関係する内容、また関連したメッセージも
読んでみてください。

C. 時代を超えた普遍的な真理を定義します。ほとんどの例え話は、課題や問題
を提示する１つの中心となる教義に集中します。ひとたび例え話のポイント
を理解することにより、その教えを自分の生活や体験に適用することができ
ます。

• 種蒔きの例えの中で、４種類の土地の中で１つの土地だけが実を結ぶことができまし
た。よく耕やされた土地の心の状態を持つということはどういうことでしょうか。

• イエスはこの例えで何を教えたのでしょうか。例え話は、反応する人に対して真理を明
らかにします（4:11）。反応しない人に対しては真理を隠します(4:12)。キリストはより
間接的でないアプローチを使うことができたでしょうか？
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セッション6：しもべの力
読む：マルコ4:35-5:43

聖句を探索する

• この場面でイエスは神の子としての力を表しました。嵐を静め、男から悪霊を追い出
し、出血が止まらなく苦しんでいる女性を癒し、死んでしまった女の子を復活させまし
た。このような奇跡を行ったことによってイエスが神の子であることを立証できます
か？

• 弟子たちが激しい突風をに直面した時、彼らの最初の反応は、「先生、わたしたちがお
ぼれてもかまわないのですか」でした。自分の人生に訪れた嵐を経験する時にこのよう
に神様を疑ったり、責めたりしたことがありますか？

• イエスは彼らのことをかまわなかったのですか？「おぼれてもかまわない」という言葉
は事実に基づいていましたか？イエスは弟子たちのことを愛していましたか？

• イエスは私たちが人生においての嵐に直面する時に、何を持って欲しいと願っています
か？

• イエスは彼に触れようとしている人たちに関心を持ちましたが（5:30）、信仰がなかっ
た人の言葉は無視しました（5:35）。イエスがこの人たちの言葉を無視することは無礼
でしたか？

• イエスは奇跡を起こしたことを見せびらかしましたか（5:43）？奇跡を目撃した群集に
何をするように命じましたか？それによってイエスの性格について何を学べますか？

聖句を掘り下げる

イエスの奇跡を直接目にすることを想像してみてください。イエスの人知を超えた支配を
経験し、そして驚きに満たされる目撃者になれることに勝るものは何もありません。ト
リックはありません。天からの真の力です。

　しかし、これはただ「ワオ・ファクター(人をあっと言わせる要素)」ではありません。
主のしるしと奇跡にはより深い目的があります(4:41)。人間は自慢したり、魅力あるチャ
ンスに飛びつきますが、イエスはそれ以上のことを考えていました。彼の示した力は見せ
びらかすためでも、怖がらせるためでもありませんでした。そして、イエスについて来る
人を増やしたいわけでもありませんでした。奇跡は、神の国がニーズを満たすものである
ことを確立します。

• マルコの話で極めて大切なことは、イエスがどのように自然に打ち勝つ力を現したかで
す。創造物はこの「仕える王」に従います。明らかに弟子たちはまだ納得していません
でした。4:38の質問はどのように人間の不安定さを反映しますか？嵐を静めることは、
どのようにイエスのアイデンティティーを示しているでしょうか(4:41)？
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• 前に示されたように、御国の力は悪の力に打ち勝ちました。マルコ5章では、イエスは
悪霊を効果的に追い出しました。どのようにこの話は4:41の質問に答えるでしょうか？
(特に5:7参照)

• レギオンから解き放たれて、悪霊に取り憑かれていた人はイエスに従いたいと言いまし
た。これは感謝と信仰を示す、理解できる反応です。私たちの主は、神様の憐れみを証
するように彼に命じました。これは奇跡に対する意図的な応答として何を表しているで
しょうか？

• ヤイロと長血の女性を比べて見てください。1人は名前があり影響力があります。もう１
人は、名前もなく低い身分です。彼らはそれぞれどのようにイエスへの信仰を表しまし
たか？イエスはどのようにして社会的立場の反対側から人々に影響を与えましたか？

• 嵐は弟子の不信仰を浮き彫りにしました。イエスは教える機会だと捉えました。あなた
の人生の嵐を思い起こしてください。それはどのようにあなたの信仰を精錬しました
か？

• 今日の弟子への一番大きなレッスンは、イエスの戒めです（4:40）。彼は弟子たちのイ
エスに対する信頼の欠如に怒りました。イエスへの従順が、時にどのように嵐へと導く
でしょうか？そこで、どう神様は私たちに完全に信頼することを教えているでしょう
か？

• 悪霊に取り憑かれていた人へ「神様がどれだけあなたのためにしてくれたかを人々に伝
えなさい」とイエスが命じたことは、今日でも同じインパクトがあるべきです。イエス
があなたに命じたことを、あなたはどのように実践していますか？
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セッション7：しもべのミニストリー
読む：マルコ6:1-7:37

聖句を探索する

• なぜイエスは宣教活動を安息日の日（6:2）に自分の故郷で始めたのでしょうか？これに
よってどんなメッセージを伝えようとしていましたか？

• 最初にイエスの話を聞いた人は驚きましたが（6:2）、その後、皮肉的な言葉が語られ
（6:3）、それはウイルスのように急に広がり、あっという間に人々はイエスにつまずき
ました。このように否定的な言葉は簡単に広がってしまいます。

• なぜイエスは弟子たちを２人組み、または２人ずつ送り出しましたか？
• バプテスマのヨハネは勇気を示しました（6:18）。イエスは憐みの心を示しました
（6:34）。あなたにとって勇気と憐みは自然にあるものですか？

• 神様にとってはこのような方程式があります；５つのパン＋２匹の魚＝５千人を食べさ
せる（または無限のパンと魚）。この方程式を見ることによって神様の偉大な力に励ま
されますか？

• 今までの時点でイエスは自分のニーズを満たすために奇跡を起こしたことがあります
か？（1:25,33,41; 2:11; 3:10; 4:39; 5:8,30,34; 6:5,39,50-51参照）このことでイエスの人格に
ついて何が分かりますか？イエスのこのような人格に憧れますか？世の中の人がこれほ
どの権力があればどのように使いますか？

• イエスが自分の力を示した時、弟子たちには「幽霊」だと思われてしまいました
（6:49）。神様の力を迷信と誤解してしまって、神様ではない「縁起もの」のお陰だと
思ってしまうことはありませんか？

• イエスは弟子たちに「恐れるな」と命じました（6:50）。恐れが信仰を滅ぼしてしまう
一番の敵です。あなたは信仰か、または恐れによって支配されていますか？

• 「安心しなさい」（6:50）という言葉にどのような意味がありますか？　

聖句を掘り下げる

この２章には様々な内容が寄せ集められています。ミニストリーの働きには様々な側面が
あります。それは教えること、人に任せること、または人を癒すことや人を食べさせるこ
と。やることは多いです。イエスは非常に忙しい人生を送り、疲れを知らないしもべであ
ります。

　この聖書の箇所を正しく理解する上で重要なことは、マルコ６章の始めに現れる聖句で
す。イエスは地元ナザレに帰ります。ナザレはガリラヤの丘にある小さな町です。そこの
会堂で教え始めます。最初は驚きの反応がありましたが、直ちにその反応は悪くなってし
まいました。イエスに対しての不信が明らかになり、嫌味な言葉が発せられました。イエ
スは地元に戻った時に、まさに「敬われない預言者」であることを実感しました。残念な
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ことに、神の子でありながら、あまりにも人々が不信仰だったので、イエスが望むような
奇跡を起こすことができませんでした。人々の不信仰にイエスは「驚かれた」ほどの状態
でした。

　奇跡的な出来事やしるしそのものは、決して残る信仰を生み出すことができないことを
聖書を深く読みながら覚えておいてください。人を良い意味で驚かせたり、人間の目に魅
力的に映るものなどに執着しないことをイエスは望んでいます。神様に基づいた信仰は、
まず真理にコミットします。信仰または人の反応は全て人間の選択の領域です。神様はあ
なたの信仰を見て驚いてくださいますか、あなたの不信仰を見て驚いてしまいますか？

• イエスが12使徒に命じた言葉（6:6-13）を復習してください。ここに書かれている言葉
によって、イエスはどのようなミニストリーを作りあげるように教えていますか？イエ
スは使徒たちがどのようなしもべになるように訓練していましたか？

• 弟子たちは「悔い改め（メタノイア）」について説教しながら、多くの人を癒しまし
た。福音を宣べ伝えることは困った人を助けることも含まれていますか？最近、助けが
必要な誰かを助けましたか？（新型コロナウイルスが終息した後に）ぜひボランティア
活動も行うか、誰か困っている人を助けるようにしましょう。

• この箇所でバプテスマのヨハネが残酷に死刑されたことが記録されています（6:14）。
12人を派遣する途中にこの出来事が書かれていることに何か理由がありますか？マルコ
はバプテスマのヨハネの生前のミニストリーについてあまり多く語らない中、彼が殺さ
れた記録は鮮明に書いています。ここに何か強調したかったメッセージがありますか？

• バプテスマのヨハネが殺されたことが書かれたすぐ後に５千人が食べさせられた場面が
紹介されました。マルコがこの２つの対照的な宴会を比較するためにこのようにした可
能性がありますか？

２つの宴会または２つの出来事を次の質問を考えながら比較してみてください：

誰がそれぞれの宴会のホストですか？
誰がヘロデ王の宴会に招待され、誰がイエスの宴会に招待されましたか？
どちらの宴会が華やかに盛大に行われましたか？
それぞれの宴会にどのようなエンターテインメントがありましたか？
それぞれの宴会にどのような食事が出されましたか？食事の内容は宴会の雰囲気
に影響を与えましたか？
なぜヘロデ王は自分が主催している宴会なのに悩んでいましたか？
それぞれの宴会が終わった時に参加者はどのように感じていましたか？イエスの
宴会の参加者は6:42を参照、ヘロデがどのように感じたかは6:26を参照。
それぞれの宴会では指導者が招待客に仕えましたか、その逆でしたか？（6:39,43
参照）
あなたはどの宴会の方が魅力的だと感じますか？
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• イエスは人に食事を与え、多くのニーズを満たしましたが、それだけでは彼のミニスト
リーは終わりませんでした。「霊的な刺激」とは違う形でイエスとの関係を求めるのは
なぜ大切でしょうか？答えを考えるためにヨハネ6:26-27を読んでください。

• この奇跡は恐らく、夜中の３時から朝の６時の間に行われたと考えられます。それを考
えると前の日の５千人を食べさせる作業はどれほど大変だったと思いますか？

• ５千人を食べさせた時、イエスは12弟子と一緒にいましたが、その後の奇跡を行った時
は12人から最初は離れていました（6:45）。イエスはなぜこのように一度彼らから離れ
たと思いますか？

• 6:51によると、水の上を歩いたイエスを見た弟子たちは非常に驚きました。52節を読む
と、驚いたことと心が鈍くなっていることをマルコは結び付けます。その前のパンの奇
跡を理解していなかったことが強調されています。私たちも心が鈍くなってしまうとイ
エスの力や業を見えなくしてしまいますか？それによって何度もイエスの力を繰り返し
て教えられる必要がありますか？

• 耳が聞こえなくて、舌の回らない人を癒した場面を読むと、具体的にどのように神様は
困っている人を助けますか？（7:31-37）

• イエスは自分のミニストリーに対して責任を果たしただけではなく、喜んでやっていた
ことが伝わります。だから心を尽くしてミニストリーの働きを行いました（1:38-39, 

6:34）。あたなの個人的なミニストリーはどのような人ですか？より多くやりたいとい
う思いか、責任を減らしたいと考えていますか？

• 全てのレベルにおいてミニストリーをリードをしている人への質問：あなたは何に動機
づけられてミニストリーを行なっていますか？

• 霊的に疲れた時のことを思い出してみてください。何をすることによってミニストリー
の疲れや燃え尽き症候群になることを避けることができますか？
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セッション8：しもべのアイデンティティー
読む：マルコ8:1-30

聖句を探索する

• 内側がきれいであることと外側がきれいであること、どちらが大切でしょうか 　
(7:18-23)？

• 外側と内側のどちらでより他人を判断していますか？
• 外側と内側のどちらでより自分自身を判断していますか？
• 8:17, 21では、イエスは彼らに「まだ悟らないのか？」と尋ねました。すべての奇跡を読
んでもなお、あなたはまだ悟らないのでしょうか？神の子であるイエスが何者であるか
をあなたはまだ悟らないのでしょうか？

• イエスに質問をされたペトロは「あなたはメシアです」と正しい答えを示しました
(8:29)。あなたはイエスが何者であるかについて確信を持って同じ答えをできますか？　
どうして、できますか？どうして、できませんか？

聖句を掘り下げる

あなたはサスペンス映画が好きですか？マルコの福音書全体を通じて、サスペンスがイエ
スのアイデンティティーを作り上げています。マルコの福音書1章では、イエスはバプテス
マのヨハネに大いなる人物(神の子)として紹介されています。マルコの福音書3章ではイエ
スの力の源について質問されています。マルコの福音書4章ではイエスの弟子たちまでが
「いったい、この方はどなたなのだろう」と疑問に思いました。マルコの福音書6章では
イエスは自分が大工であったことや近い親戚であったがゆえに反発をかいました。このす
べてが解き明かされることを願っていました。

　イエスご自身が神の子であることを証明するために、ファリサイ派はイエスに天からの
しるしを求めました(8:11-12)。しかしイエスは深く嘆いて、「はっきり言っておく。今の
時代の者たちには、決してしるしは与えられない。」と言われました。

　しかしながら、8章の終わりにはご自分について断言されました。イエスと弟子たちだ
けの時間の中で、彼らはイエスのアイデンティティについて話していました(8:27-30)。ペ
トロはイエスが「メシア」であると断言しました。イエスはその後それがどういう意味な
のかを説明しました。キリストは苦しみ、拒絶され、そして復活することを自ら選ばれま
した。

• ４千人に食べ物を与える場面では、大人数に食事をお与えになったという事実よりも、
もっと多くのことを伝えようとしていると思います。４千人に食事を与えたこと（食事
を与えたのは２回目）で何が明らかになったでしょうか？
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　　・・・キリストの人格や力についてでしょうか？
　　・・・弟子たちの浅はかな考えでしょうか(6:37; 8:4)？

• 弟子たちが持ってくるのを忘れてしまったパンのことを考えている間に(弟子たちはその
責任を押し付けあっていたかもしれません)、イエスはそういった状況にもいくつかの戒
めの機会を見い出されました(8:14ff.)。イエスは「ファリサイ派の人々のパン種とヘロデ
のパン種に気をつけなさい」といわれました。霊的なパン種はどのようにして壊れます
か？また、ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種は、どのようにキリストの
「パン」とちがうのでしょうか？

• なぜ「それでは、あなたがたはわたしを何者だと言うのか」(29節)という質問が福音を
理解するのに重要なのでしょうか？

• パリサイ派の人々のパン種は、イエスに対する彼らの態度だけでなく、人生全体と関係
していました。今日の教会は、人気のある世の中的な影響の「パン種」による腐敗をど
のようにして回避できるでしょうか。

• イエスは8:17で心がかたくなになることについて話しました。あなたにとって「かたく
なな心」を持つ、とはどういう意味ですか？イエスはどのようにして最近あなたの心を
柔らかくしてくれましたか？

• イエスのフラストレーションは、人々に信仰を持って欲しいという彼の深い願望によっ
てもたらされたことは明らかです。人々のために「ため息」をついたのはいつですか？
どのようにして失望をポジティブな行動に変えていくことができますか？
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セッション9：しもべの運命
読む：マルコ8:31-10:52

聖句を探索する

• ペトロはイエスが十字架にかかることを望んでいましたか？どうして望んでいなかった
のでしょうか(8:31-33)？

• 8:34に書かれている、イエスの十字架を背負ってイエスに従う、とはどのような意味で
すか？

• イエスはペトロとヤコブとヨハネを山に連れて行き(9:2)、そこで神様が彼らに語りか
け、イエスに聞くように伝えました(9:7)。今日、イエスの言うことを聞くのに苦労して
いますか？

• 2ペトロ1:16-18を読んでください。そこでは、何年も後にペトロが読み手に彼が目撃し
たこの出来事を思い起こさせていました。ペトロによると、この出来事は実際に起きた
ということでした。あなたはイエスの人生、死、そして復活を巧みな作り話だと感じて
いますか？それとも、イエスが神の子であると信じていますか？

• 9:20-21で、弟子たちは問題を抱えた少年をイエスの元に連れて来ました。イエスが、こ
のようになったのはいつ頃からか、と尋ねると父親は「幼い時から」と答えました。　
ティーネイジャー、大人としての現在のあなたに、幼少期の経験が影響していますか？
そのような過去を解決していますか？

• その後、イエスは偉大さについて教えました(9:35)。一番先になるためにはすべての人の
後にならなければならないとイエスが言った時、イエスは何を伝えようとしていました
か？

• 真の偉大さに関する話(9:33-37)では、イエスは実例として子どもを用いました。イエス
が実例を用いた説明はどれほど効果的でしたか？

• 偉大さに関する教えは、世が教えることとはどれほどの違いがありますか？
• 9:42-48の文脈から、私たちが罪を取り除くことにイエスはどれほど真剣でしょうか？
• どうしてイエスは私たちに「塩」のようになって欲しいのでしょうか(9:49-50)？
• 10:13において、人々がイエスに触れていただくために子どもをイエスの元に連れて来た
時、イエスは憤りました。どうしてそのようになったのでしょうか？イエスは小さな子
どもをどのように見ていましたか？

• 金持ちの青年が神の国に入ることができなかったのは、彼が金持ちだからという理由で
しょうか？神様に受け入れられるために、すべての人が貧しくならないといけないので
しょうか？

• 10:45で、イエスはご自分の命は多くの人の身代金として献げられると言いました。これ
はどのような意味でしょうか？何のためにイエスは身代金を払いましたか？
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既婚者のみ

• そもそも、どうして彼らは離婚の正当性について取り上げたかったのでしょうか？　　
難しい結婚関係からの安易な抜け道を作るためでしょうか？

• これは今日も同じでしょうか？
• イエスは離縁状の発行に賛成でしたか？反対でしたか？
• どうしてこのことが心の頑固さと結びついたのでしょうか？
• 結婚関係に難しさがある場合、何がなされるべきでしょうか？

聖句を掘り下げる

8章はマルコの福音書のターニングポイントです。イエスがエルサレムへの旅に乗り出し
たように、話の方向性が変化していきます。イエスはこの先カルバリで起こる苦しみと栄
光、その両方の運命について詳しく説明しています。

　この場面ではいくつかの重要な時があります。三回の受難に関する予告があります
(8:31-33; 9:30-32; 10:32-34)が、これらの全てはイエスが辿る旅路を定義付けるものでし
た。その後、2人の旧約聖書の重要人物であるエリヤとモーセを伴うイエスの変容があり
ました(9:2)。その山の上でもう一度神様の声を聞くこととなりました。

　このセクションでも大切な教えが含まれています。イエスはいくつかの極めて重要なト
ピックに時間を割かれています。弟子としての必要条件(8:34-9:1, 43-50)、真の偉大さ
(9:33-37)、離縁(10:1-12)、富と神の国について(10:17-31)です。

• 8：31-32の中で、イエスが自分自身について宣言した4つのことは何だったでしょうか？
さらに深めるにあたって8:31と9:30-32を見比べてみましょう。

• マルコの福音書の中での弟子の条件についてよく考えるなら、キリストに従う弟子は何
を失うことに忍耐しなければならないのでしょうか？もしくは何を得るために忍耐を必
要とするのでしょうか？

• イエスがペトロをどのように戒めたかを考えてみましょう(8:33)。「神のこと」ではなく
「人間のこと」を思っているのはいつですか？　

• イエスの姿が変えられた高い山までの道のりは、モーセが歩いたシナイ山への道のりと
の類似点が多く見つけられます。いくつかの例を挙げます。

- 出エジプト記24:16では、モーセは７日目に主に会うために呼ばれました。同じよ
うに、イエスも３人の弟子たちを連れて行き、７日目に姿が変えられました。

- どちらの話でも、雲が現れ、その人物を覆いました。
- イエスの姿は変えられ(9:3)、モーセも光を放つようになりました(出エジプト記　　　

34:29-35)。
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- 申命記18:15では、神様はモーセに「あなたの神、主はあなたの中から、わたしの
ような預言者を立てられる」、続けて「あなたたちは彼に聞き従わねばならな
い」と言いました。神様はイエスの姿が変えられる時に「これはわたしの愛する
子。これに聞け」と似たような言葉を用いています(9:7)。

- モーセとイエスのどちらもが山から下ると、問題に直面しました。イエスは「な
んと信仰のない時代なのか」と苛立ちながら言いました。モーセも山を下り、民
が金の子牛を礼拝しているのを見て、激しく怒りました(出エジプト記32:19)。

• イエスの姿が変えられた後、誰が一番偉いかについての議論がありました。もしかする
と、ペトロとヤコブとヨハネだけがイエスについて行くことを許されたため、この特権
が彼らの頭に残り、自分たちが特別であるように感じ、他の９人の弟子たちはそのこと
にトリガーされ、この議論に至ったのかもしれません。また、もしかすると、モーセが
ヨシュアだけをシナイ山に連れて行ったため、３人の中の誰がイエスにとってのヨシュ
アであるかが知りたくなり、そこから議論に火がつき、他の９人の弟子たちにも飛び火
したのかもしれません。

• 教会の中でしもべであることを見失ってしまうことや、時に教会の中で自分がどれほど
「大切か」に囚われてしまうのはよくあることです。そのような世の中的な考え方によ
って私たちの十字架への理解が妨げられてしまいます。ちなみに、この時点では12人の
弟子たちは彼らの世の中的な考え方によって十字架について理解していませんでした
(9:32)。より深く十字架を理解するのを妨げているあなたの最近の心配事、世の中的な
考え方、不安な思いは何ですか？

• 盲人バルティマイ(10:46ff)と10:17ffに出てくる金持ちの男とでは、いったいどのような違
いがありますか？これはイエスが弟子たちの中に探し求めている何かについて示してい
るのでしょうか？

• イエスによって癒された後にバルティマイは何をしましたか？自分勝手に歩みました
か？

• 10：32–34に見られるようにテキスト全体を通して、イエスによって示された強い運命の
感覚があります。どうすれば自分の人生で同じことができますか？

• 10:31と9:35では、イエスは「一番先になりたい者は、すべての人の後になる」と同じこ
とを言っています。「偉大さ」「富」への欲望を、「先」ではなく、「後」になるよう
に実践するのはどれほど難しいでしょうか？イエスはあなたにとってその模範ですか？
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セッション10：しもべの試練
読む：マルコ11:1-12:44

聖句を探索する

• イエスは神殿での不正な取引にどのように反応しましたか(11:15-19)？イエスは過剰に反
応しましたか？

• ぶどう園と農夫の例えについて考えましょう(12:1-12)。農夫たちはぶどう園から収穫を
受け取るために来たしもべを歓迎しませんでした。あなたは健全なアカウンタビリティ
を歓迎していますか？それとも律法学者のように、否定的に反応していますか(12:12)？

• あなたの個人的な生活において、どれほど最も重要な掟は大切ですか？
• イエスは税金に関する質問に対してどのように賢く対処していますか(12:13-17)？あなた
は税金を正確に申告し、支払っていますか？

• 「見えない/秘密の」行いについて、律法学者(12:38-40)とやもめ(12:41-44)の間に、どの
ような対比が見られますか？

• あなたは人目を忍んで、他人に知られていないどのようなことを神様のためにしていま
すか？

聖句を掘り下げる

あなたは、権威のある人や政府機関から尋問されるという経験をしたことがあるでしょう
か？イエスにはあります。勝利に満ちたエルサレム入城の直後、イエスは次々に質問を受
けました。彼の権威、教え、政治に対する考え方までもが問われました。私たちの主イエ
スは、質問を受けている間中、決して動揺することなく、怒り狂う宗教的指導者たちの投
げかけた問いを、彼らに対する質問として問い返しました。

　いくつかのことが注目に値します。まず、イエスはゼカリア9:9を成就させるため、子ろ
ばに乗ってエルサレムに入城されました（ギリシャ語でpōlos=動物の子、子ろば）。しも
べである王が、王としての権威と素晴しい謙虚さの両方を携えて来てくださいました（イ
ザヤ53:2−３、マタイ11:29参照）。そして、軍馬ではなく子ろばに象徴されるように、イ
エスは真の平和をもたらしました（ゼカリア9:10）。

　さらに、商人が神殿から追い出された話から、エルサレムは王を迎える準備ができてい
なかったことが分かります。不正な取引やあくどい商売を見たイエスは、売り買いしてい
る人々を追い出されます。このイエスの反応から深い確信が読み取れます。イエスは、イ
ザヤ56:7を引用して、神の家が「すべての民」に開かれているというビジョンを人々に教
えてくださっています。この混沌の中で、異邦人はいったいどのように祈り、礼拝するこ
とができたでしょう？明らかなのは、イエスがテストされている間、テストに落ちたのは
エルサレムの方だった、ということです。
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• マルコは意図的に神殿から商人が追い出された話を、いちじくの木の出来事(11:12−14、
2 0 - 2 5 )の間に入れました。この２つはどのように関係しているでしょうか？　　　　　　　
ヒント：実を結ばないことと裁きの関係について考えてください。

• イエスは恐らく異邦人の庭を通って神殿の敷地内に入られました。そこではユダヤ人以
外の人が礼拝することが許されていました。このことは神殿での出来事においてどのよ
うな意味があるでしょうか？マルコが強調しているのは何でしょうか？

• 11:20-21でペトロがどのような反応をしたかに注目してください。この反応とすぐ後の信
仰と祈りについての一節はどのように関係しているでしょうか？

• イエスはその権威について質問された時、ユダヤ教の指導者たちに率直にはお答えにな
りませんでした（11:27-33）。指導者たちの厳しい尋問は彼ら自身に向けられました。
イエスの答え方の卓越した点は何でしょうか？

• イエスがあなたの教会で「神殿から商人を追い出す」ことを想像してみてください。　
あなたはどのような反応をしますか？

• やもめの献金(12:41-44)は、私たちクリスチャンの金銭管理に関して、どのようなチャレ
ンジを与えますか？
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セッション11：しもべの警告
読む：マルコ13:1-37

聖句を探索する

• 弟子たちは建物の素晴らしさに感銘を受けましたが、イエスは物事のより長期的な視点
を与えることによって彼らを現実に引き戻しました。最後には損なわれずに残るものは
何もありません。すべての石は捨てられます。神様への恐れと、人間のすべての成果は
いつの日か捨てられ何も残らないという長期的な視点を持っていますか？唯一、重要な
のは神様との関係だと気づいていますか？

• どのような短期的な成果が、あなたと神様との間に入り込むほどに重要ですか？
• 長期的な見方を念頭に置いて、13:1-31の会話の最後に、イエスは彼ら（ペトロ、ヤコ
ブ、ヨハネ）に、13:32-37で次のようにすべきであると告げました：気をつけて（Be on 

your guard)、目を覚ましていなさい（Be aleart, keep watch)。鶏が鳴く時、神様に眠って
いるのを見つけられてはなりません。目を覚ましていなさい。これらの言葉があなたに
個人的に言われたら、どのように反応しましたか？次の14章を学ぶ時に、これらの点を
念頭に置いてください。

聖句を掘り下げる

私（ローラン）は、かつてギリシャ語の中級クラスの教室にいた時のことを思い出しま
す。私たちは福音書の聖句を暗唱しながら、翻訳していました。博識のドイツ人である教
授が繰り返し言いました「イエスが話しているように読みなさい」。この言葉が（今で
も）思い出され、イエスが当時どのように語っておられたのか思いを巡らさずにはいられ
ません。

　オリーブ山で私たちの主がペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレと話しておられる光景を
想像してみてください。話す声は淡々としていて、表情は真剣そのものです。「気をつけ
なさい・・・慌ててはいけない・・・まだ世の終わりではない・・・自分のことに気をつ
けていなさい。」

　13章には多くの警告が含まれます。私たちの主はこれらの言葉を非常に熱心に語られた
に違いありません。イエスは来るべき裁きについて最も重要かつ物議を醸し出すような教
えを述べられました。ヘロデの神殿は崩壊するというイエスの預言はその当時どれほど信
じ難いことに聞こえたでしょう。しかし、この預言は紀元70年に実現しました。ローマの
ティトゥス将軍とその軍隊はエルサレムを陥落し、神殿も破壊されたのです。

重要な注意点：マルコ13:24-27は「啓示的」な聖句ともいわれています。啓示的とは、奇
妙なイメージを描く絵筆のような言葉を使った文学を指します（SF漫画を読んでいるよう
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な感じです）。旧約聖書の預言者たちは（イザヤ13:10、34：4参照）、啓示的な言葉を用
い、ヨハネが黙示録で使っているのと良く似た、象徴的な形で彼らのメッセージを伝えて
います。

• エルサレム神殿は息をのむような素晴しい建物であっただけでなく、旧約聖書にも新約
聖書にも必要不可欠な聖書の教えの中心となっています。なぜイエスは警告を、神殿の
将来についての議論から始められたのだと思いますか？

• 弟子たちの反応について考えてみてください（13:3-4）。彼らの質問を読んで何が分か
りますか？彼らは、どのようなことが起これば世の終わりが来たのだと（13:5-8）誤解
したでしょうか？

• イエスは、クリスチャンが迫害されると言っています（２テモテ3:10-13のパウロ同
様）。また、神様はそれを益とすることがおできになります。13:9-13のイエスの言葉は
信仰者をどのように励ますことができるでしょうか？

• 気をつけて目を覚ましていなさい（5、23、35、37）という警告について熟考する時、
クリスチャンとしての生活の中で、どうすれば「目を覚ましている」ことができるで
しょうか？

• 具体的にいつイエスが再来するかを知っていると言う偽教師に、クリスチャンとして、
どのように反応すべきでしょうか？

• 福音があらゆる民に「宣べ伝えられ」ねばならない（ESV訳“宣言される”）というイエ
スの確信を、どうすればあなた自身のものとすることができますか？
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セッション12：しもべの裏切り
読む：マルコ14:1-72 

聖句を探索する

• 受難と呼ばれる週は、14章から始まります。ユダは14:10–11にあるように、いくらかの
お金でイエスを引き渡しました（他の福音書では、実際には40枚の銀だったと述べてい
ます）。どれだけのお金でイエスを引き渡しますか？

• これを、女性が喜んでイエスに油を注ぐために費やした金額（14:5）と比較してくださ
い— 1年分の賃金です。誰に対して、イエスはもっと重要な存在であるべきでしたか？
ユダ、それとも女性ですか（この時までに、ほぼ3年間ユダはイエスと一緒にいまし
た）？

• 14:9のイエスの言葉を考えてみましょう。イエスが心を動かされあなたを称賛するほど
に、イエスのために何をしたいですか？

• 以前、イエスは次の言葉で弟子たちに警告しました。気をつけて、目を覚ましていなさ
い。鶏が鳴く時、神様に眠っているのを見つけられてはなりません。目を覚ましていな
さい。14:27–42の聖句を見てください。イエスはほとんど同じ言葉を再び使いました—
鶏が鳴く、目を覚ます、眠る。彼らはテストに失敗しました。あなたも「目を覚まして
いる」テストに失敗しないように注意してください。

• ここには一般的な後退がありました。ペトロは、イエスを離れないことに自信を持って
いた（14:19、29）ところから、イエスに遠くからついて行き（14:54）、最後にイエス
を否定する（14:71–72）ようになりました。これらは、私たちが気をつけて、目を覚ま
し続けていないならば、陥ってしまう段階です。あなたはどの段階にいますか？

• 不当な裁判でイエスは沈黙を守り、何も答えませんでした（14:61）。イエスは人々に神
様と互いを愛するように教え、多くの奇跡を行い、ニーズを満たし、税金を払うように
言い、貧しい人々と脆弱な人々を守りました。そして今、彼は裁判にかけられていま
す。イエスはこのような不正に値しますか？彼の沈黙は何を伝えていますか？

聖句を掘り下げる

私たちは戸口に辿り着きました。マルコは、過越祭の週末の出来事の証人となるために意
図的に私たちをここへ連れてきました。彼はこの３つの力強い章に関して詳しく述べてい
ます。

　14章には、３つの重要な区分があります。1つ目は、1週間にわたる除酵祭の祝宴の直前
にイエスを捕らえる企みが引き起こされたことです(14:1-2)。彼の裏切りと死が、イスラ
エルのエジプトからの解放の奇跡、特に初子の災いの時（出エジプト12）を記念する過越
祭（ヘブライ語：pesach= 過ぎる・飛び越える）の間に起こったことは重要でした。
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　次に、イエスが重い皮膚病のシモンの家で静かな食事の時間を楽しんでいたベタニアで
油を注がれた出来事です(14:3-9)。使われた香油（ESV/KJV訳“軟膏”）は王に注ぐのにふさ
わしいとても高価なものでした。そしてついに、ユダによる裏切り、イエスの拘束、最高
法院の前での裁判を含む、主の晩餐を取り巻く出来事に移ります（14:10以下）。

• 石膏の壺が壊された14:3を見てください。それは、この容器に入っていたもの全てが使
い切られたことを意味しています。このことは、この女性について何を言おうとしてい
ますか？油を注がれた方について、何を伝えようとしていますか？

• ほとんどの学者は、このベタニアでの油注ぎをイエスの埋葬の象徴として考えていま
す。この油を注いだ女性はどのように注目されているでしょうか？

• ユダがイエスを裏切ったことは、単純に金銭への欲のためだったと考えられます（マタ
イ26:14-16）。イエスを信じる者にとって、この行いはどのような警告となるでしょう
か？この誘惑について述べている聖書の箇所を思いつきますか？

• マルコがユダのことを「12使徒の１人」として、しかし同時に、イエスを裏切る「可能
性がある者」とも言っていることに注目してください。これは、イエスと行動を共にす
るだけでは十分ではないということを言っているのではないでしょうか？「霊的な特権
を持つ」者となる落とし穴は何でしょうか？

• イエスが宗教的リーダーたちの前で、ついにご自身がメシアだと認められたことがなぜ
重要なのでしょう(14:60-62)？マタイ16:16と、ダニエル7:13を見てください。なぜそれが
「神への冒涜」だと解釈されているのでしょうか？

• あなたは友人に見捨てられたことがありますか？ペトロの否定について熟考してみま
しょう。イエスのために立ち上がることができたのに、代わりにイエスを否定してし
まった時のことを覚い出すことができますか？

• どのようにユダとペトロが、自らの欠点に対して対照的な反応をしたかを見てみましょ
う。あなたがしくじった時に、どうペトロのように悔い改めることができますか？
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セッション13：しもべの拒絶
読む：マルコ15:1-47

聖句を探索する

• イエスがピラトに質問された時、イエスは返事をしませんでした（15：5）。彼の沈黙
がピラトを驚かせたのはなぜですか（15:5）？

• ピラトはなぜイエスを十字架につけさせたのですか（15:15）？
• バラバは解放されましたが、イエスは十字架につけられました。私たちは解放されたバ
ラバのようで、代わりにイエスが私たちに取って代わられたことが分かりますか？イエ
スがあなたのためにこれをしてくださったと知って、どう感じますか？

• 彼らが没薬を混ぜたぶどう酒をイエスに差し出した時、彼は拒否しました。なぜイエス
は拒否したのですか？

• イエスは次のことから感情的な痛みを感じました。12人の弟子の裏切り、不当な裁判、
彼が愛し教えた人々からの偽りの告発、肉体的暴力、はりつけ、6時間十字架にかけら
れ（15:25、33）、傍観者から投げかけられた呪い、など。しかし、イエスはどう十字架
上で反応しましたか？

聖句を掘り下げる

私たちのために、しもべの苦しみと試練は続きます。ここまでにイエスは、裏切られ、見
捨てられ、捕らえられ、そして裁判にかけられました。最高法院は、怒りを持って冒涜の
罪に定めました。それはユダヤの法律では死刑に当たる犯罪でした。しかし、死刑を執行
するためには、ローマ帝国の定められた手順に沿わなければなりませんでした。そのた
め、更にイエスの裁判は総督であるポンティウス・ピラトの元へ送られることになりまし
た。

　宗教的なリーダーたちは、イエスの“いろいろなこと”(15:3) について告訴しました。ル
カによると、最高法院はイエスに対して少なくとも３つの起訴がありました。国家転覆
(ESV訳 “国を惑わす”)、税を納めることを禁じたこと、そして自分が“王たるメシア”だと
断言したこと（ルカ23:1-2）。この時イエスは、自分自身を弁護しないことを選ばれまし
た。

　当然のこととしてピラトは尋問しました。「お前がユダヤ人の王なのか。」これは、政
治的背景からくる質問でした（15:2,cf.ルカ23:3）。総督が気にかけていたのは、このこと
が暴動に繋がるかもしれないということでした。彼はイエスが治安を脅かす者なのかどう
か確認しなければなりませんでした。つまりピラトが明らかに優先したのは世間体でし
た。彼の性格や行動は、しもべの拒絶を後押しするためだけに用いられました。
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• イエスが王位についての質問にどのように答えられたのかよく見てみましょう。「それ
は、あなたが言っていることです。」(ESV訳) そして、「そうあなたは言うけれど」
(WEB訳)は、ギリシャ語のかなり正確な翻訳です。何か断言しているようで同時に曖昧
さを感じさせます。イエスが王位を否定しなかったことがなぜ重要なのでしょうか？　
この答えはどのようにイエスのことを暗示しているでしょうか？

• 十字架の死を前に、イエスはローマ兵によって、侮辱され、乱暴に扱われました(16-20

節) 。この侮辱は、どのようにして拒絶される王の姿をさらに描いていますか？
• あなたは十字架の受難の中に、特に十字架に貼られた罪状書き(26節)と、イエスに向け
られた侮辱（29-32節）について、どのような皮肉を見るでしょうか？

• イエスの最後の叫び、「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ（わが神、わが神、なぜわ
たしをお見捨てになったのですか）」は詩編22章の初めから取られた部分でした。しか
し、この詩編は違った楽観的な様子で終わります。22:25(NIV 24節)には、「主は貧しい
人の苦しみを決して侮らず、さげすまれません。」と書かれています。イエスは神様に
見守られていました。彼は永久に見捨てられたわけではありません。詩編22章の最後の
言葉を見てください。「まだ生まれていない世代の人々へ：神様はそれを成し遂げてく
ださったのです！」イエスは彼の痛みがまだ生まれていない人々の罪を覆うことを知っ
ていました。

• アリマタヤ出身のヨセフとは誰でしょうか？イエスの遺体を渡してくれるよう要求した
ことは（43節）、なぜ勇気と信仰ある行動だったのでしょうか？

• イエスがあなたのために試練と拷問に耐えられたことは、どのようにあなたに衝撃を与
えるでしょうか？
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セッション14：しもべの復活
読む：マルコ16:1-20

聖句を探索する

• 11人の使徒たちではなく、女性の信者たちが、キリストの十字架と埋葬の時に最もにそ
ばにいたことに注目してください（15:42–16:8）。このことは、これらの女性の人格と
信仰について何を言っていますか？イエスのミニストリーにおける彼女たちの役割につ
いて何を言っていますか？

• イエスが埋葬された墓は空でした。何が起こったかに関して最も合理的な結論は何でし
たか？イエスは復活しました。彼がそうしたと本当に信じますか？

• なぜイエスは、自分を信じない頑固な人々を戒めたのですか（16:14）？なぜ彼らは頑固
で、イエスが本当に死からよみがえられたという結論に至らなかったのでしょうか？

• 自分の死を予測し、死後に復活がいつ起こるかについて正確であった歴史上の人物を
知っていますか？これはイエスが神の御子であるという究極の証拠でした。彼は死に、
３日目に復活すると予告し、そしてそれをしました。

聖句を掘り下げる

これまでに経験した中で、最も素晴らしい出来事は何ですか？誰かが死からよみがえった
らどうですか。マルコの物語を締めくくるのは復活です。それは最高潮で福音書を締めく
くり、未来を見据える感覚を与えます。それはしもべの勝利が終わりに来たことを示して
おり、神様の計画が人々の期待をはるかに超えていることを確かにします。

　マルコは、準備の日とは安息日の前の日であると読み手である異邦人（1節）へ説明し
ています（ヘブライ語：shabbat、ギリシャ語：sabbatonとは「止まる」または「休む」を
意味する）。ユダヤ人の安息日は日没に始まるので、色々な用事や仕事、食事の準備も含
め、その前に終わらせないとなりませんでした。安息日が終わった後（土曜日の日没
後）、マグダラのマリア、ヤコブの母マリアとサロメが、イエスの埋葬のために香料を買
い求めました。彼女たちが墓の中に入ると、真白な衣を着た若者（ギリシャ語：
neaniskos）が座っていました。まるで天使のような衣ですが、マルコはそれ以上の説明を
していません。何より大事なのは、その若者が知らせたこと：「キリストは復活した！」
ことです。

重要な事柄: マルコの長い方の終わり（マルコ16:9-20）は注目に値します。これらの節
は、現代版の聖書に含まれていて、このような見出しがついています。「最古の写本やそ
の他の古代の証拠にはマルコ16:9-20がありません。」これは、現存する福音書のギリシャ
語写本（オリジナルはもうありません）にはバリエーションがあるという事実に注意させ
ます。
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　既存の写本とそのバリエーションの研究は、本文批評(Textual criticism)と呼ばれる科学
的事業の一部です。過去150年ほどの間に、これらの本文のバリエーションについて多く
が書かれています。この興味深い学問について学びたい方には、Mike Taliaferroが書いた
How We Got the Bible and Why We Can Trust It（初心者向け）とF.F. Bruceが書いたThe New 

Testament Documents: Are They Reliable?（中級者向け）がおすすめです。

　いずれにせよ、マルコ16:9–20に示されている真理が、新約聖書が他の箇所で教えている
ことと一致していることを保証できます。キリストが復活後にマリアに現れたことはヨハ
ネ20:1–18にも書かれています。使徒たちの前に現れたことも同じことが言えます（ルカ
24:36–43、ヨハネ20:19–23、1コリント15:3ffを参照）。

• 女性たちの反応を見てください（8節）。この若者のことを信じたのでしょうか？
• 具体的にペトロの名前が16:7で出てきたことは、どのような重要性がありましたか？
• 女性たちの畏敬の反応を考えてみてください。あなたは、イエスとイエスがしたことに
対する畏敬の思いをどれほど保っているでしょうか？

• イエスは新しい命について伝えるために、誰をあなたに「送った」のでしょうか？それ
に対して、あなたはどのように反応しましたか？

• キリストの望みをどのように受け止め、「すべての造られたものに福音を宣べ伝え」よ
うと計画していますか？

• イエスが復活して、あなたより先を進んでおられることをどう感じますか？あなたがイ
エスの足跡を辿るのを見てイエスはどう感じるでしょうか？

最終考察
マルコの書は、マルコ10:45の一節に要約することができます。「人の子は仕えられるため
ではなく仕えるために、また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たので
ある。」この聖句があなたにも当てはまるようになるには、あなたの優先順位を吟味し、
心のレベルで何を変わらなければなりませんか？

参考文献
Jesus Film Project. 55 Old Testament prophecies about Jesus. 
Retrieved from https://www.jesusfilm.org/blog- and-stories/old-testament-prophecies.html 

34


