
第一コリント11:17-34 - 「主の晩餐」, (9/5/21)
ようこそ
おはようございます。カルバリーチャペル岩国へようこそ。 皆さんと一緒にここで主を礼
拝し、キリストの家族の交わりを楽しむことができて、とても嬉しいです。 今日、神様が
私たち一人一人を働いてくださることを祈ります。
今日訪問してくださった方に挨拶して歓迎します。
礼拝を続けて主の御言葉に目を向ける前に、小学生の子どもたちを日曜学校のクラスに送
り出しましょう。
今朝は、ルカによる福音書の一節一節の学びから離れて、私たちがよく目にするけれど、
あまり深く掘り下げることのない聖句の一部を見ていきます。
今日は第一日曜日ですが、私たちの教会の伝統として、毎月第一日曜日には主の晩餐に参
加し、共に聖餐式を行います。 
私はよく第一コリント人への手紙の主の晩餐に関するパウロの教会への指示を読みます
が、コリントで何が起こっていたのか、パウロの指示をどのように彼らが具体的に実践し
たのかを深く掘り下げる時間はほとんどありません。
そこで今朝は、パウロがコリントの教会に対して行った聖餐式に関する指示を振り返り、
今朝の礼拝の終わりに行われる聖餐式のために私たちを最善に整えたいと考えています。 
来週からは、主の御心ならルカの福音書の学びに戻ります。 
今朝の箇所は、コリント人への手紙第一11章17～34節で、メッセージのタイトルは「主の
晩餐」です。 聖書を開いて、コリント人への手紙11章をお開きください。
第一コリントの人への手紙11章を見つけたら、神様と神様の御言葉に敬意を表して起立し
てください。
これから私の聖書から、今日の主の御言葉を読み上げますので、皆さんもご自分の聖書で
頑張ってついてきてください。 この手紙の著者であるパウロは、17節で次のように書いて
います...（R＆P）。
概要
今朝の箇所で、パウロは主の晩餐とコリントの教会が主の晩餐を守ることについて述べて
います。 
メモを取ったりテキストの概要を知りたい方のために、主の晩餐を守ることに関するパウ
ロの指示について今日の箇所を、5つの小さなセクションに分けました。 
今朝の箇所を読みながら、主の晩餐を守ることに関して、パウロがコリントの教会に指示
した5つの異なる点に注目してみましょう。
まず、主の晩餐に関するパウロの指示には、「叱責」が含まれていることがわかります。 
17～22節を見て、パウロが教会に対して行った「叱責」について考えてみましょう。
コリント人への手紙第一11:17-22; 叱責
パウロはまず、「次のことを命じるについては、あなたがたをほめるわけにはいかな
い。」と言っています。
パウロは、主の晩餐を守ることに関する彼らの行動を褒めることができませんでした。 パ
ウロは彼らを褒めるのではなく、彼らを叱責しました。 パウロが彼らを非難した理由は4
つあります。 
その1、パウロが彼らを叱ったのは、彼らが集まったとき、それが良い方向ではなく、悪
い方向に向かったからです。 



基本的にパウロが言いたかったのは、教会が交わりや礼拝のために集まり、具体的には主
の晩餐を守るために集まっていたのが実際には悪い方向に向かっていたということです。 
良いことよりも悪いことの方が多かったのです。 
すべての人にとって祝福となるべきもの、すべての人のために益になるべきものが、実際
には益よりも害をもたらしていたのです。 
1世紀の教会では、アガペの饗宴（きょうえん）、愛の饗宴と呼ばれる会食のために教会
のメンバーが集まることがよくありました。 
現代のポットラックのように、人々が料理を持ち寄り、教会のメンバーが一緒に食事をし
て、お互いに素晴らしい交わりを楽しんだのです。 
食事を共にすることと主の愛を思い起こすことでお互いに愛を示すことに主眼が置かれて
いたため、アガペの饗宴（アガペはギリシャ語で「愛」の意味）と呼ばれていました。
使徒行伝2章には、集まって一緒に食事をとったり交わったりする教会の慣習について記さ
れています。
「教会は使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。」とあ
ります(2:42)
また、「信者となった者たちはみないっしょにいて、いっさいの物を共有にしていた。」
と言われています（2:44）
「そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心をもって食事を
ともにし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加
えてくださった。」(2:46-47)
教会の人たちは集い、家から家へと食事を共にし、お互いに気を配り、他の人にも分け与
え、一緒に食事をしながら、全員に十分いきわたるようにしていました。
そしてしばしば、これらのポットラックのようなアガペの饗宴を行っていたように、教会
の家族は主の晩餐を守るための時間を確保し、一緒に聖餐式を行ったのです。
これは、そもそも彼らが何によって結ばれているかということ、すなわち主イエス・キリ
ストへの共通の信仰であることを思いだし、食事と交わりの時をしめくくるには完璧な方
法でした。
つまり、交わりと礼拝、キリストの愛を分かち合う素晴らしい時となるはずだったもの
が、実際には益よりも害をもたらしていたのです。パウロはそのようなことをした彼らを
叱りました。 
今日の私たちは、交わりや礼拝のためにみんなでに集まるとき、それは私たち全員にとっ
て益となるものでなければならないことを覚えておく必要があります。 
ヘブル10章が警告しているように、一緒にいる時間を疎かにしてはいけません。 それは私
たちにとって重要であり、私たち自身の益となるものです。 
また、互いに勧め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。 ある
人々のように、いっしょに集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日
が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。(へブル人への手紙 
10:24-25)
私たちが集まるのは、教会に行ったことで気分を良くするためだけのものではありませ
ん。 私たちが集まるのは、お互いに関わり合うための時間を過ごすべきなのです。 
私たちはお互いを思いやり、そうしながら愛と善行のためにお互いを奮い立たせるべきな
のです。 私たちは、この地上での時間が短いことを理解し、互いに励まし合い、高めあう
べきです。



もしあなたがここに来て、主を礼拝し、メッセージを聞いて、あとはダッシュで帰るだけ
だとしたら、私たちが集まることの目的の多くを逃してしまいます。
私たちは、お互いに関わり合う必要があります。 友達だけでなく、隣の人や周りの人に話
しかけてみましょう。 知らない人に手を差し伸べ、自己紹介をし、その人の人生に神が何
をしているかを知り、励ましましょう。 
私たちはともにいます。 私たちは一緒にいるのですから、一緒に集まることで、私たちに
与えられているすべての恩恵を受けられるようにしましょう。 
今日の箇所に戻ります。 パウロが彼らを叱った理由は4つあると言いましたが、1つ目は、
彼らの集まりが良いことよりも悪いことを引き起こしていたからです。2つ目の理由は、18
節にあるように、彼らの間にある分裂と関係があります。
ギリシャ語で「分裂」とは「schisma」という言葉です。 私たちはこれを意味する英語の
単語を実際聞きます。それは「schism」という言葉です。
「schism 分裂」とは、仲たがい、不調和、論争のために起こる教会体の分離のことです。
さて、これはコリントの教会にとって新しい問題ではありませんでした。 コリント人への
第一の手紙の最初の4章で、パウロはコリントの教会に生じた分裂を主に扱いました。
このコリント人の第一の手紙の冒頭に出てくる分裂とは、主に教会のメンバーが従う様々
な指導者のことを指しています。
ある人はパウロのものだと言い、ある人はアポロのものだと言い、ある人はケファ（使徒
ペテロの別名）のものだと言い、さらに別のグループはキリストのものだと言って回って
いました（たぶん、聖人ぶったようなタイプの人々の集団でしょう）。 (1コリント人 
1:12)
パウロは、彼らがこのような態度をとるのは彼らが肉の人であって、普通の人間のように
歩いているためではないかと結論づけました。(1コリント.3:3)
しかし、文脈から考えると、パウロがここで言及している分裂は、彼らが従っていた様々
な教会の指導者の分裂に留まらないものだったのかもしれません。 また、社会経済的な地
位による分裂もあったと思われます。 
基本的に、教会の中では、「持っている人」と「持っていない人」に関する分裂があった
のでした。 裕福で教会での地位が高い人もいれば、貧しい人もたくさんいました。
ここの箇所によると、教会の中では、人々の裕福さや地位が原因で分裂が進んでいたよう
です。
パウロは、食べ物がたくさんあって、食事ができる家があって、食事を楽しんでいる人た
ちのことを言っていますが、一方で、何も持ってない人たちもいて辱めていました。
パウロは、このような社会的地位に基づく分裂、分離、派閥を非難したのです。
教会にはこのような考え方をする場はありません。 私たちは皆、キリストにあって同じで
あり、キリストにあって一つなのです。 金持ちも奴隷も、キリストにあっては兄弟です。 
持つ者も持たざる者も一つです。 私たちは皆、神の恵みを必要とする罪人なのです。 
パウロが教会を叱った3つ目のことは、19節に見られるように、教会の中にできた派閥に
関連したことでした。
派閥という言葉は、ギリシャ語では「hairesis」という言葉で、英語の「heresy 異端」と
いう言葉の語源になっています。 
この言葉は、教会で容認、或いは受け入れられている教義に反するものとして私達は理解
していますが、新約聖書の中では、この言葉の主な用法は、特定のグループ内の派閥を意



味しています。 
この言葉は新約聖書で9回使われていますが、新キングジェームス版ではそのうち6回が
「セクト」と訳され、2回が「異端」と訳され、ここ19節では一度だけ「派閥」と訳され
ています。 
この言葉の意味は、18節で使われている「分裂」という言葉と密接な関係があります。 大
きな違いは、分裂、分離が実際に集団から引き裂かれることであるのに対し、「ヘレシ
ス」はグループには属しているものの、意見の相違があることを表しています。
そうではありますが、「heresy」はしばしば教会内の分離や分裂につながり、実際に引き
裂かれたり分離されたりすることがあります。 
基本的には、19節で言及されている派閥は、18節で言及されている分裂を引き起こしてい
たものです。
興味深いことに、パウロは、これらの派閥は素晴らしいものではないが、主がそれを利用
するものがあると言いました。 
基本的には、派閥は、本当に認められている人たちの証拠として用いられます。 主に忠実
な人たちは、派閥を作って分裂させるような人たちとは距離を置くでしょう。 
派閥に居続けて、最終的に教会から分かれた人は、元々、教会の一員ではなかった可能性
が高いことを示しています。 
第1ヨハネは、一見、教会の一員であるように見えても、実際にはそうではないことを証明
する行動をとる人がいることを語っています。 
「彼らはわたしたちから出て行った。しかし、彼らはわたしたちに属する者ではなかった
のである。もし属する者であったなら、わたしたちと一緒にとどまっていたであろう。し
かし、出て行ったのは、元来、彼らがみなわたしたちに属さない者であることが、明らか
にされるためである。」 (1ヨハネ2:19)
時々、教会に集まる人の中には、単に教会ごっこをしているだけで、人生の主とし、救い
主とするために、イエス・キリストに本気で心をゆだねていない人がいます。 
やがて、彼らの行動が、彼らが本当は教会の一員ではなかったことを明らかにするでしょ
う。 もしそうであれば、彼らは私たちと一緒に続けていたはずですが、彼らは私たちのも
とを去り、そもそも教会の一員ではなかったことを証明しています。
彼らは単にその場に居合わせただけで、教会が自分の利己的な野心や欲望に適さなくなっ
たときに離れていくのです。
これは、ここにいる、付き合いでやってきて、教会ごっこをしている人にたいして警告し
ます。ノリで教会にきたり。 あなたは私たちの一部を騙しているかもしれませんが、主は
ご存知です。 
駆け引きはやめて、クリスチャンのふりはやめて、イエス・キリストに身をゆだねること
を約束してください。 永遠の危機に瀕しているのですから、このようなことをしている場
合ではありません。 
いつ手遅れになるかわからないし、主に降伏する機会が失われてしまうのです。
聖書は、「わたしは、恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。」と証言し
ています。(2コリント.6:2b) 
遅れてはいけません。
遅れると、ますます心が硬くなってしまう危険性があります。 聖霊の説得に「ノー」と言
えば言うほど、「ノー」と言う言葉を気軽に口にしてしまう。



今日、聖霊が言われるように、「きょう、あなたがたがみ声を聞いたなら、
あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない。」(ヘブル人への手紙3:7-8a)
「兄弟たちよ。気をつけなさい。あなたがたの中には、あるいは、不信仰な悪い心をいだ
いて、生ける神から離れ去る者があるかも知れない。 あなたがたの中に、罪の惑わしに
陥って、心をかたくなにする者がないように、『きょう』といううちに、日々、互に励ま
し合いなさい。」(ヘブ.3:12-13)
あなたの心を硬くしないでください。 聖霊の働きに抵抗するのをやめましょう。 今日、
聖霊に身をゆだね、駆け引きはやめて、クリスチャンのふりはやめてください。永遠がか
かっているのですから、遅れないでください。 
さて、パウロがコリント人を叱った最後の4つ目のことは、彼らが集まったときに、本当
は主の晩餐にあずかっていなかったという事実に関係しています。 
集まって食事をし、パンを取り、杯を飲みましたが、彼らがしていたことは主の晩餐とは
何の関係もありませんでした。 
主の晩餐は、常に無私無欲の行為を思い出すためのものでした。 神の子は、自らの体を喜
んで委ねて十字架にかけられ、罪の赦しのために血を流されました。 
その時に、教会が一つになって、主への愛とお互いへの愛で結ばれる時となりました。 
コリントの教会では、社会的エリートが他の人と分かち合うことなく、何もたべない人も
いる中、過剰に消費し、自分勝手な酔っぱらいのパーティーになっていました。 
他の人を待つこともなく、他の人のことを気遣うこともなく、自分の好きなように行動し
ていたのです。 愛によって導かれることなく、食欲に導かれていたのです。 
これに対してパウロは、22節で「えっ！」と言います。「あなた方には、食べたり飲んだ
りする家がないのですか」。 パウロはショックを受けています。 彼らがアガペの饗宴を愛
のないアガペの饗宴に変えてしまったことにパウロは愕然としたのです。 
彼が「何だって」と言っているのは、あたかも「は～？」と言っているようです。 今の言
葉で言えば、これは「かんべんしてくれよ」のようなものだったと言えるかもしれませ
ん。 
彼らは完全に見逃していたのです。 そして、そうすることで、神の教会を軽蔑し、仲間の
信者を辱めていたのです。 
コリントの教会は、きちんとした手順を踏んでいましたが、彼らの心はそこにありません
でした。 
彼らはパンと杯を分け合っていましたが、全体のポイントを見逃していました。彼らがし
ていたことは、主の晩餐とは言えないほどでした。
これは、今日の教会でも起こりうることです。 私たちは儀式をこなすことに夢中になり、
気持ちと自分たちがしていることの意図を完全に見失ってしまいます。
歌を歌い、その言葉を心に留めずスクリーンに映し出された言葉を読んで、本当の意味で
の賛美に入ることができません。
御言葉を読んでも、それが私たちの心に刻むことはなく、私たちをイエス・キリストのイ
メージに合わせてこねて形作ることはできません。
これは、キリストにある私たちの人生の多くの分野で起こりうることです。 何かを頻繁に
行っていると、要点をおさえない、こころのともなわない動作にかわってしまうのです。
礼拝においても、什分の一献金においても、祈りでもそうなります。 食前や就寝前に祈り
を捧げますが、実際には父なる神に語りかけているのではなく、ただ動作を行っているだ



けなのです。
私たちがなぜそのようなことをするのか、その理由を見失うことがありませんように。私
たちの主への信仰が、本来の目的を失った宗教的儀式のようなものになってしまうことが
ありませんように。
主の晩餐に関するパウロの指示とコリント教会への叱責を考えると、私たちが実践すべき
ことは簡単だと思います。 
私たちは、ただの流れ作業やゲームをしているのではないことを確認しましょう。 それが
すべての人のためになるようにと、私たちが集まったとき、私たちの心が本物であること
を確認しましょう。 
続けて、主の晩餐に関するパウロの教えの部分を見てみましょう。 最初の箇所では、叱責
について書かれていましたが、次の箇所では、主の晩餐には「記念」が伴うことを思い出
させてくれます。 23-26節を見てみましょう。
第一コリント11:23-26; Remembrance
教会が主の晩餐をめちゃくちゃにしてしまったので、パウロはここでもう一度、主の晩餐
の本来の意味と意図を説明していますが、それは「思い出すこと」と大いに関係がありま
す。
23節では、主の晩餐は、人が作った伝統や儀式ではなく、主ご自身が定められたものであ
ることが語られています。
そして、パウロは主ご自身から主の晩餐の制定と制度について直接啓示を受け、その後、
コリントの教会に伝えました。
主の晩餐は、覚えていることと関係があります。 私たちが主の晩餐にあずかるとき、主が
私たちに覚えていてほしいと思われる4つのことがこの箇所に書かれています。
最初に、聖餐にあずかるとき、私たちは主が裏切られた日の夜と、その日に起こった様々
な出来事を思い出すべきです。 
ユダヤ人は日没から日没までを1日と数えます。 イエスが裏切られた夜は、イエスが十字
架にかけられることになった一日の最初の部分でした。
そして、私たちは十字架にかけられたことを強調するのは当然ですが、それ以外にもその
夜に起こったことで覚えておくべきことがあります。 
主の晩餐を制定した後、イエスは離れて、ゲッセマネの園で他に方法はないかと主に尋ね
ながら祈りました。他の方法を求めながらも、父の御心に従いました。
イエスは言われました。「アバ、父よ、あなたには、できないことはありません。どう
か、この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしの思いではなく、みこころ
のままになさってください」（マルコ14：36）。)
園でのイエスの祈りは、イエスにとって耐え難いものでした。 ルカの福音書によると、
「イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。」
とあります。(ルカ22:44)
園での出来事を思い出すことは、イエスが支払った大きな代価を思い出させ、他に方法が
なかったことを思い出させます。
園での祈りの後、イエスは仲間の一人に裏切られました。 彼は祭司長達に引き渡され、嘲
笑され、殴られ、不法に裁かれ、無実の人として十字架の上で死ぬことを宣告されまし
た。
ですから、私たちはその夜とその日の出来事を覚えておく必要があります。 しかし、それ
以上に、イエスは特に、私たちのために裂かれたご自分の体を思い出すようにと言われま



した。
イエスは過越祭の食事のパンを取り、それを割って弟子たちに渡して食べさせ、そのパン
はご自分の体の表していると言われました。 イエスがなさったことを思い出させる重要な
ものです。 
さて、興味深いことに、過越祭のお祝いに使われたパンは、マッツオパンと呼ばれるもの
です。 マッツォパンには、イエスを指し示す重要な要素があります。
マッツォパンは、種なしパンでした。 聖書の中で、「種」はしばしば罪を象徴していま
す。 
そして、パンに種が入っていないということは、罪がない、つまりキリストの体もそうい
うことなのです。 キリストのからだには罪がありませんでした。 
ヘブライ人への手紙4:15によると、罪を犯されなかったが、あらゆる点において、わたし
たちと同様に試練に遭われたのです。
第2コリント5:21は、「罪と何のかかわりもない方を、神はわたしたちのために罪となさ
いました。わたしたちはその方によって神の義を得ることができたのです。」と述べてい
ます。
第1ヨハネ3:5は、イエスが 「あなたがたも知っているように、御子は罪を除くために現れ
ました。御子には罪がありません。」と述べています。
パンは種ないだけでなく、高温で急速に加熱されたために、パンに黒い印がついた縞模様
になっていました。
これもキリストの体を指しています。 イザヤ書53章5節には、メシア、
イエスについて、「彼が刺し貫かれたのは、わたしたちの背きのためであり
彼が打ち砕かれたのはわたしたちの咎のためであった。
彼の受けた懲らしめによって、わたしたちに平和が与えられ、彼の受けた傷に
よって、わたしたちはいやされた。 」と書かれています。
イエスの体は、私たちのために打たれ、叩きのめされ、鞭でうたれました。 そして、その
縞模様あざがついた体を通して、私たちは霊的な癒しを得ることができるのです。
マッツォパンにも穴が開けられていました。 強火で焼いている間にパンが盛り上がらない
ように、フォークなどでパンに穴を開けていました。
旧約聖書の預言を実現するために、キリストの体も私たちのために貫かれたのです。
詩篇22篇にはメシアの苦しみが語られていますが、16節には「手と足を刺し貫いた。」と
書かれています。 これは、イエスの手と足が釘付けにされる十字架についての伏線です。
(詩篇22:16)
過ぎ越しの祭りの食事に含まれていたマッツォパンは、私たちのために破られ、剥がさ
れ、貫かれた、罪のないキリストの体をあらわしたものでした。 
パンを食べるとき、私たちはキリストの裂かれた体を記念して食べるのです。
それと同じように、イエスは、新しい契約の印であるイエスの血を思い出すようにと言わ
れました。
イエスは、過越の食事のワインが入っていたと思われる杯の一つを取り、それを回して、
ご自身の血にある新しい契約の記念にするようにと宣言されました。
伝統的に、イエスが弟子たちと一緒に食べた過越の食事には、4つの杯があります。 イエ
スが弟子たちに覚えておくように言われた杯は、3つ目の杯で、晩餐の後に飲む杯でした。 
これは「贖いの杯」と呼ばれています。



イエスは贖いの杯を取り、すべての人を贖うイエスの血における新しい契約を宣言されま
した。
イエスは、過越の祭りを成就されました。 イエスが十字架にかかり、カルバリーで血を流
されたとき、私たちの過越の小羊となられました。 
ヘブル9:12によると、イエスが来られたのは「かつ、やぎと子牛との血によらず、ご自身
の血によって、一度だけ聖所にはいられ、それによって永遠のあがないを全うされたので
ある。」の理由です。
エペソ1:7は、「わたしたちは、御子にあって、神の豊かな恵みのゆえに、その血によるあ
がない、すなわち、罪過のゆるしを受けたのである。」と宣言しています。
神様からの大きな裁きの中で、十字架の上で両手を広げて、イエスはその血で私たちを贖
い、新しい契約を結ばれました。
この新しい契約は、旧約聖書にある律法の契約と比較して、恵みの契約と呼ばれることが
多いです。 この新しい契約は恵みによる契約でしたが、厳密に言えば血の契約でした。
旧約聖書の契約も、血の契約でした。 人々の罪は動物のいけにえに移され、人々の罪を覆
うために、その血が流されました。「しかし、なぜなら、雄牛ややぎなどの血は、罪を除
き去ることができないからである。」(ヘブライ10:4)
だからこそ、「すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびたび同じようないけにえ
をささげるが、それらは決して罪を除き去ることはできない。しかるに、『キリスト』は
多くの罪のために一つの永遠のいけにえをささげた後、神の右に座した」（へブル人の手
紙　10:11-12）
杯を飲むとき、私たちは、私たちのために流されたイエスの血と、私たちに恵みが与えら
れた新しい契約を思い出すのです。 私たちはもはや律法の下にはなく、イエス・キリスト
の流された血のゆえに恵みの下にいます。
最後の4つ目は、イエス・キリストが戻ってこられるということです。 イエス・キリスト
は、いつかご自分の教会のために戻ってこられます。 
26節には「だから、あなたがたは、このパンを食し、この杯を飲むごとに、それによっ
て、主がこられる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。」とあります。
これまでの3つの覚えておくべきことはすでに起こったことでしたが、主の晩餐に関する最
後の4つ目の覚えておくべきことは、まだ成就されていない主の約束です。 
裏切られた夜、弟子たちと過越の食事をした後、イエスは弟子たちに言われた。「あなた
がたは、心を騒がせないがよい。神を信じ、またわたしを信じなさい。 わたしの父の家に
は、すまいがたくさんある。もしなかったならば、わたしはそう言っておいたであろう。
あなたがたのために、場所を用意しに行くのだから。 そして、行って、場所の用意ができ
たならば、またきて、あなたがたをわたしのところに迎えよう。わたしのおる所にあなた
がたもおらせるためである。」 (ヨハネの福音書14:1-3)
イエスは、弟子たちに「自分は再び来る」と断言しました。 ご自身が戻ってこられると。
イエスが弟子たちの目の前で天に昇られたとき、天使たちが弟子たちに現れてこう証言し
ました。「ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。」 (使徒1:11)
イエスは、いつかご自身の教会のために戻ってこられ、この地上にご自分の支配を確立さ
れ、それから、私たちは永遠にイエスと一緒にいることになるのです。 
私たちが覚えていることの多くは、過去の出来事を振り返ることですが、主の晩餐に関し
てイエスが私たちに忘れさせたくなかったことの一つは、主が私たちのために戻ってくる



という、まだ未来の約束を思い出させることです。 
主の晩餐は、主にイエス・キリストの死記念するためのものです。 しかし、イエス・キリ
ストが死んだという事実だけではありません。 なぜ死なれたのか、どのようにして死なれ
たのか、ということです。 
イエスは私たちが贖うことができない罪の代価を払うためにカルバリーの十字架上で喜ん
で死なれました。 私たちの罪を贖ってくださったのです。 
そうすることで、私たちを罪の力と罰である死から救い出してくださったのです。 そして
今、私たちは、主との永遠という輝かしい未来の約束を楽しみにしています。 
では、主の晩餐についてパウロが書いてあるやり方の次の項目を見てみましょう。それは
「内省」です。 27-30節を一緒に読んでみましょう。
第一コリント11:27-30；内省
ここでは、主の晩餐には内省の要素が含まれていることがわかります、つまり自省です。 
人は、パンと杯をいただく前に、自分自身を振りかえらなければなりません。 
27節と29節では、主の晩餐にふさわしくない方法で参加する可能性について言及していま
す。
これを見て、主の晩餐にあずかるためには、自分自身が聖餐にあずかるのにふさわしくな
ければならないと勘違いしてしまう人がいます。
ある罪に悩んでいたり、最近特に罪を犯していたりして、自分は聖餐にあずかるに値しな
いので、主の晩餐のパンとぶどう酒をあずかることはできないと考えるのです。
それは、これらの聖句が言っていることではありません。
むしろ、罪に悩んでいたり、道を踏み外していたりして、自分のやり方が間違っているこ
とに気づいた信者が、主の食卓に来て主の晩餐に参加することは、その人にとって最良の
ことの一つであると言えるでしょう。 
主の晩餐は、キリストが私たちのためにしてくださったことを思い出させてくれます。 主
の晩餐は、キリストが私たちのために払ってくださった代価のことを思い出させてくれま
す。 私たちがキリストによって得た勝利を思い出させてくれます。 主が私たちに与えてく
ださった約束を思い出させてくれます。 これらはすべて、私たちがつらい時や困難な時に
考えるべき重要なことです。 
もし、主の晩餐にあずかることが、価値のある人だけに許されることだとしたら、私たち
は誰もあずかることができません。 私たちの誰もが、自分自身では価値がないのです。 
人がふさわしいかどうかではなく、私たちが主の晩餐にあずかるときの態度がふさわしい
かどうかなのです。 
そもそも、パウロが教会を叱った理由を思い出してください。 彼らは主の晩餐にあずかっ
てはいましたが、実際には主の晩餐を守っておらず、単に儀式をやっているだけで、主の
晩餐の重要性や意義を完全に見失っていたのです。
彼らがしていたのは、主の晩餐にふさわしくない方法で主の晩餐にあずかっていたので
す。 彼らは主の晩餐を、意味をなさずその価値を正しく認識することなく、あたかも一般
的な食事のように扱っていたのです。
これが、「ふさわしくない方法で参加する」ということです。 
誤解しないでいただきたいのですが、罪の中を歩んでいる人は、ふさわしくない方法で参
加することが罪に問われるかもしれませんが、それは彼がふさわしくないからではなく、
パンと杯の意味を真剣に考えていないからです。 



おそらく、その人はただ儀式をこなし、おそらくその人は罪にとどまり、神との関係に影
響を与えないからです。
いずれにしても、彼は間違っています。そして、彼はふさわしくない方法で参加したとい
う罪を犯します。
そして、もし私たちがふさわしくない方法で参加するなら、27節によると、主の体と血に
対して罪を犯すことになります。
これが何を意味するかについては、議論の余地があります。 私は、自分の学びと観察に基
づいて、要は主の体と血に対して罪を犯していると認められるということを信じていま
す。 
私たちは、適切な価値と重きを与えず、キリストの裂かれた体と流された血の働きを台無
しにして、主の体と血に対し真剣に向き合いません。
また、29節では、もし私たちがふさわしくない方法で参加するなら、主の体をわきまえな
いことで、自分自身に裁きをもたらすことになると書かれています。
これは非常に興味深いことです。 なぜなら、パウロが「主のからだを正しくわきまえな
い」と言っているのは、パンについても同じことを言っている可能性があります。しか
し、私たちが注目すべき別の可能性もあります。
もう一度、コリントの教会の例とパウロが今日の箇所の最初に提起した問題に戻ります。
コリント人はお互いを思いやることがありませんでした。 彼らは自分勝手で、過剰な食事
をしていました。 ある人は酒に酔い、ある人は食事をしないでいました。 彼らは、キリス
トにある兄弟姉妹のことを考えていませんでした。
興味深いことに、ちょうど前の章である10章で、パウロは書いています。「わたしたちが
さくパン、それはキリストのからだにあずかることではないか。パンが一つであるから、
わたしたちは多くいても、一つのからだなのである。みんなの者が一つのパンを共にいた
だくからである。」(1コリント10：16b-17)
パンはキリストの体を象徴していますが、私たち主を信じる者も、新しい契約の担い手と
して、キリストの体の一部なのです。
パウロが「主のからだを見分けることができない」と言っているのは、教会のからだを指
しているのかもしれません。 
もし私たちが集まっても、教会の体を見分けず、教会の体、キリストにある兄弟姉妹たち
を気遣わず、自分のために利己的に参加すし、ふさわしくない方法で参加したという罪に
なり、そうすることで自分自身に裁きが下ることになるのです。 
この解釈は、この箇所の全体的な文脈に合っているようです。 コリントの教会は、お互い
のことを考えていませんでした。 彼らはキリストにある兄弟姉妹に対して罪を犯していま
した。 そうすることで、彼らはふさわしくない方法で参加していたのです。
そのような罪の影響で、教会の中で多くの人が弱ったり、病気になったりして、その結
果、多くの人が死んでしまったのです。 それが「多くの人が眠り」という言葉の意味で
す。 眠るとは、死を意味する婉曲表現です。
これは深刻な問題でした。 ですから、主の晩餐にあずかる前に、私たちはまず自分自身を
振り返る時間を持つことがとても大切です。
私たちは自分自身を吟味しなければなりません。 
自分を吟味するとはどういうことでしょうか？ 
「吟味」とは、あるものが本物かどうかを確かめるために、試したり、調べたり、証明し



たり、精査したりすることです。 
つまり、次のような質問を自分自身にするということです。 私の主への信仰は本物か。 私
たちが一緒に集まることは、主と主の犠牲、そして主の体、教会の家族を敬うことか？ 私
は正しい心を持って主の前に出ているか？ 私の人生の中で、神が私に変えさせようとして
いるところはあるのか？ 私の心の中に、主に委ねるべきことがありますか？ 私はキリスト
にある兄弟姉妹を思いやり、心に留めていますか？ 主の晩餐にあずかる前に、まず告白し
て正さなければならないような、兄弟に対する罪がありますか？
私たちは、このような質問に対する答えを、時間をかけて純粋に探す必要があります。 そ
れが自分自身を吟味するということなのです。 
最後に、主の晩餐に関するパウロの教えについて、あと2つ注意したいことがありますの
で、さっとご紹介します。 それは、主の晩餐には「悔い改め」が必要だということです。 
31-32節を見てみましょう。
1コリント11:31-32 悔い改め
内省の時に対する自然な反応は、それが私たちを悔い改めへと導くことです。 自分自身に
質問し、自分自身を吟味した後、もし懸念すべき点があれば、それを主に告白し、悔い改
める必要があります。
パウロは、もし私たちが自分自身を裁くならば、私たちは裁かれることはないと書いてい
ます。 もし私たちが適切な結論を出して自分の罪を悔い改めるなら、主が病気や体を弱ら
せたり、あるいは死をもたらすことに関して、主の裁きを恐れる必要はないのです。 
第一ヨハネ1:9は、私たちの霊的な石鹸です。 「もし、わたしたちが自分の罪を告白する
ならば、神は真実で正しいかたであるから、その罪をゆるし、すべての不義からわたした
ちをきよめて下さる。」 とヨハネは書いています。
箴言28:13は、「その罪を隠す者は栄えることがない、言い表わしてこれを離れる者は、あ
われみをうける。」と宣言しています。
もし私たちが自分の罪を告白して悔い改めないなら、私たちは裁かれます。 主は、私たち
が世と一緒に非難されることのないように、私たちを訓練してくださいます。 
神様は、愛する者を訓練されます。 へブル１２章には「わたしの子よ、
主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。
主は愛する者を訓練し、受けいれるすべての子を、むち打たれるのである」(5b-6節)
神様は、私たちへの大きな愛のゆえに、私たちをしつけてくださいます。 私たちがこの世
の責め苦を経験することを望んでおられないので、踏み込んで私たちを正してくださる
か、あるいは家に連れて帰ってくださるのです。 
主の晩餐にあずかるとき、私たちは自分の罪を告白して悔い改め、主の愛が私たちを洗い
流し、すべての不義から清めてくださるように、時間をとりましょう。
パウロがコリントの教会に向けた最後の言葉は、「決断」というシンプルなものでした。 
それでは、最後に33節と34節を読んでみましょう。
1コリント11:33-34「決断」
パウロは非常にシンプルに教会への決断を示しています。 
それは、彼らが集まったときには、お互いに待つことです。
また、お腹が空いて自分をコントロールするのが難しい人は、家で食べればいいのです。 
ここで強調されているのは、とてもシンプルなことです。 お互いに待つこと。 教会の家族
として一緒に食事をすること。 互いに気を配り、世話をし、お互いに尊敬と愛と崇拝を



もって接しましょう。 
一緒に集まることが、本当に愛の祝宴となるように。 主と、主の犠牲と、主の体である教
会の家族を称える時です。 
結び・聖餐式。
今から、私たちが学んだことを実践するための数分間を設けて、礼拝を締めくくります。
賛美チームが戻ってきて、アッシャーが聖餐式のパンとぶどうジュースを持って前に出て
きて、私たちは主の晩餐を守るために一緒に参加します。
私たちが今朝取り上げたことを考えてみてください。 
主の晩餐にあずかる前に、キリストとキリストが私たちのためにしてくださったことを思
い出すために時間を割くこと。 
自分自身を吟味し、自分の参加が本物であること、主との関係が正しいことを確認するこ
と。 
必要な部分を悔い改め、主に赦していただき、雪のように白く洗っていただくことです。
アッシャーがパンとブドウジュースを配りますので、皆さんには待っていただきたいと思
います。 兄弟姉妹がパンとブドウジュースを受け取るのを待ってから、私が戻ってきて、
教会の家族として、キリストの体として、一緒にパンとブドウジュースをいただきましょ
う。 祈りと賛美をもって主の前に進みましょう。


