
ルカ2：41-52 –「お母さんの大切な思い出」、2021年6月13日 
•ようこそ 
• 教会の家族のみなさん、おはようございます！私たちが主を礼拝

し、主から聞くために集まるとき、皆さんと一緒にここに集
えるのは素晴らしいことです。      

1. 初めていらっしゃった方、ネットで礼拝をされていらっ
しゃる方がいましたら歓迎します。 

• 子供たちは日曜学校に行きましょう。  
• さて、ここに残った私たちは、先週ルカの福音書の第2章の途中

で中断したところから進んでいきましょう。 
2. 今朝聖書をお持ちになっているなら、ルカによる福音書第2

章を開いておいてください。  
3. 今朝の聖書の箇所は、ルカの第2章41-52節になります。今

日で2章の学びは終わりそうです。今朝のメッセージの
タイトルは、「お母さんの大切な思い出」です。  

• みなさん、ルカの第2章は開いていますか？2章が開けたなら、
神と神の言葉に敬意を表してお立ちください。  

4. 私はニューキングジェームス訳の聖書から今日の聖書箇所を
お読みします。もしあなたが別の訳の聖書を読まれるな
ら、がんばってついてきてくださいね。  

5. ルカは、41節から始まるイエス・キリストの生涯と宣教の
話について次のように続けています… （R＆P）。 

•レビューとイントロ 
• ルカの福音書の最初の2章を１節ずつ読み進めていくとかなり個

人的な出来事について詳しく書かれています。 
3. ルカはイエス・キリストの生涯におこった出来事を目の当



たりにした人物ではないということは忘れないでくださ
い。彼はやがて信者になり、宣教活動中のパウロと合流
しました。彼はポールの信頼できる仲間になり、そして
主の偉大なる弟子になりました。  

4. おそらく、ルカはイエスが数年間公の場での宣教していた時
期にはいなく、彼はこの福音書の1章と2章に記されてい
る出来事を目撃し記録していたわけではありません。 

5. ルカはどちらかというと事件記者のようなものであり、そ
こにいた他の人々から事実を収集し、それらをまとめ
て、イエス・キリストの生涯と宣教について、彼の説明
の冒頭に出てくるテオフィラスに徹底的かつ正確に報告
しました。  

• 最初の2つの章では、天使と個々の人々の間で起こった私的な会
話が詳細に示されています。明らかに、ルカは書かれている
ことを経験した人から、または少なくともそのことに非常に
精通している人からこれらの話を収集する必要がありまし
た。 

1. ルカは、大天使ガブリエルと、バプテスマのヨハネの父で
あり祭司ではあるザカリヤとの間で行われた会話につい
て知っていました。  

2. 彼はまた、マリヤのところに、主の恵みによって聖霊の子
供を身ごもっていることを、同じ大天使ガブリエルが伝
えにきたことも知っていました。  

3. ルカは、エリザベツが約5か月間身を隠している間に、マリ
ヤがエリザベスとザカリヤを訪問したことも知っていま
した。 

4. 彼はマリヤが最初にザカリヤとエリザベツの家に到着した



時のマリヤとエリザベツのあいさつも知っていました。 
5. ルカは、神のマリヤへの恵に対してマリヤが賛美したこと

も知っていました。 
6. 彼は、ヨセフとマリヤの旅についても詳しくしっており、

イエス・キリストを産んだときに何が起こったのかのも
知っていました。 

7. ルカは彼らを訪ねてきて彼らに彼らの救い主の誕生を宣言
した羊飼いとみ使いのことも知っていました。  

8. もちろん、ルカがこの話を記録するにあたって、聖霊の導きを受
けたことを信じています。また、ルカが自分のためにこ
れらの情報を探すために注意を払ったことも信じていま
す。 

9. 彼の情報源が誰であったかを考えると、明白な答えは、私
たちの主であり救い主の母であるマリヤに他ならないと
思います。  

10. ザカリヤとエリザベツは、バプテスマのヨハネを授かった
時、すでにかなり年をとっていました。ですので、二人
が、これらの詳細をルカに語る可能性はほとんどありま
せん。 

11. 一方、マリヤは、キリストが十字架にかけられたかなり後
にも生きていたと具体的に言及されている唯一の人物で
す。ルカが彼のすべての情報をまとめていた1世紀の後半
には、彼女はおそらくまだ生きていたでしょう。 

• 第1章では、バプテスマのヨハネにまつわる出来事につ
いて聞いたすべての人が、それを心にとどめて「ヨ
ハネがなんになるのか」と書いていました。（ルカ
1:66 ） 



• そして、ルカによる福音書第2章19節で、マリヤはこれ
らのことをすべて心に納めて、思いを巡らしていた
と言われています。イエスの誕生とそれに関連する
出来事。（ルカ2:19 ） 

• そして、今朝の聖書箇所では、マリヤが「これらすべ
てのことをどのように彼女の心に納めた」のかを改
めて読んでいきます。51節。  

5. ルカがこの福音書の最初のほうの章のいくつかの異なる場
面で、マリヤがこれらのことを心の中でどのように思い
を巡らせ、これらの記憶を深く納めたかについて数回言
及しているという事実を考えると、彼女がルカの主な情
報源であるということは理にかなっています。 

6. マリヤは大天使ガブリエルにエリザベツの妊娠について告げ
られ、彼女はバプテスマのヨハネが生まれる前の3か月
間、ザカリヤとエリザベツと一緒に暮らしました。もし
マリヤが会話をするとしたら、ザカリヤがその時話せな
かったので、エリザベスとの会話になったでしょう。  

• 間違いなくエリザベツはすべての詳細をマリヤと共有
し、マリヤはそれらをルカと共有することができま
した。 

7. そしてもちろん、彼女はキリストの成長を見守りながら、
彼にまつわる多くの出来事を経験しました。 

• 私は、ルカとマリヤとの会話がどのようなものであったかを想像
しています。私が思うに、ルカは座ってキリストの生涯の多
くを経験し目撃したこの小さなおばあさんからできる限りの
ことを吸収しようとしていたのではないかなと。 

1. イエス・キリストの実の母へのインタビュー。私は彼がで



きるだけ多くのことを吸収している姿を想像しました。 
2. みなさんは、誰かと座って、彼らが生きてきた歴史につい

てや、あなたが調べている何かをじっくり話してもらっ
たことはありますか。 

• 子供の頃、ハリーおじさんと、おじさんが陸軍にいた
時にベトナムに駐留していた話をじっくり座ってき
きました。 

• 私はベトナム戦争についてのレポートを書かなければ
いけなくて、実際に体験した話を喜んで話してくれ
る誰かを探すように言われました。  

• おじはあまり話したくないというのがわかりました。
あまり話したくないという事実から、戦争がどのよ
うなものであったかということが伝わりました。多
くの人にとって、とても苦難な時期だったからで
す。 

3. もしあなたに、そんなクレージーな時期を生き抜いた年老
いた祖父母や大おばさんやおじさんがいるなら、彼らが
成長する過程でどのような人生を送ってきたのかという
話を聞くのは喜びです。  

4. そのような機会から学ぶべきこと、得るべきことはたくさ
んあります。ルカがマリヤから自分の心に留めておいた
これらの事柄をすべて話してもらった時の様子はこんな
感じじゃなかったのではないかなと思います。 

• 今朝の私たちの聖書箇所では、イエスが12歳のときに起こった
出来事を少し垣間見ることができます。 

1. ルカが座ってマリヤに、 
2. イエスについてなにかはなしてもらえませんか。そして彼が



若者の時はどんな感じでしたか。イエスの核心をとらえ
たり、成長していく過程でのお気に入りの話はなんです
か。 

3. などと聞いてきるのを私は想像してしまいます。 
4. 今日の聖書箇所の詳細はルカの福音書にしかでてきませ

ん。他の福音記者や他の関係する新約聖書の箇所にはイ
エスの若いころのエピソードはでてきません。この箇所
のみです。 

5. 私たちの前にあるのは若かりし頃のイエスの人生で特にマ
リヤの印象に残った「お母さんの 大切な思い出」です。 

6. では今日の箇所に移って、なぜそれがマリヤの心に強く
残ったのか、なぜルカがそれを詳細に記録したのか気づ
くことができるか見てみましょう。 

• 冒頭の節に記載されている設定を見てみましょう。ルカが状況を
説明している41節と42節を見てください。  

•ルカ2：41-42; 
• これらの冒頭の節では、ヨセフ、マリヤ、イエスが他の多くの家

族や知人と一緒に、一年で大変特別な時期に行った家族旅行
について語られています。 

5. 聖書には、ユダヤの暦の7つの聖書の祭りのうちの3つにす
べての男性が参加するため、年に3回エルサレムに巡礼
するよう書かれています。これらの祭りは一般的に巡礼
祭と呼ばれていました。  

6. 申命記には、「あなたのうちの男子はみな、年に三度、種
を入れないパンの祭り、７週の祭り、仮庵の祭りのとき
に、あなたの神、主の選ぶ場所で、御前にでなければな
らない。主の前には、何を持たずに出てはならない。」



（Dt。16：16 ） 
7. ここの箇所では、彼らは過越の祭りのために旅行していた

と言われています。現在、過越の祭りは種を入れないパ
ンの祭りに関連付けられており、二つ合わせて「過越の
祭り」とされることが多いです。 

• 出エジプト記によると、過越の祭りが制定された時、
主はユダヤ人の代々にわたって、過越の祭りを主へ
の祭りとするよう命じられました。（出エジプト記
12:14 ） 

• 過越の祭りの翌日から種入なしパンを7日間食べます。
つまり、「種なしパンの祭り」は、過越の祭りをもっ
て始まります。（出12:15 ） 

• さて、これらの巡礼の祭りのために大人数のグループで旅をする
ことが当時の慣習でした。これにはいくつかの理由がありま
す。 

1. 一つ目は、少人数のグループや一人で旅行するよりも、大人
数のグループで旅行する方が安全だったからです。 

• 1世紀の道路は、場所を移動する疲れた旅行者を狙った
強盗や盗賊が出没することで有名でした。 

• 大人数のグループで旅行することで、旅行中に歓迎さ
れない客があなたたちを攻撃するのを回避すること
になります。 

2. 二つ目に、グループ内で持ち物を共有する方が、それぞれが
自分の道具を持って旅をするよりもはるかに容易でし
た。  

• 各家族が調理器具一式を持つ代わりに、器具を共有し
て負荷を軽減することができます。 



3. そして三つ目に、家族や友人たちと一緒に祭りのためにエ
ルサレムに向かうことが、交わりを持つのに最適な時で
した。  

• ユダヤ教の祭日は愛する人たちの間で祝われるもの
で、エルサレムへの道中で、家族が集まって近況を
報告したり、みんなで話をしたり、互いに交流する
特別な時間になっていました。 

• さて、今日の箇所を続けましょう、イエスが12歳のときのエル
サレムへの巡礼で何が起こったのかについて読んでみましょ
う。  

•ルカ2：43-45; 
• 過ぎ越しの祭り期間、エルサレムで家族が過ごした時間について

は詳細がかかれていません。祭りが終わり、帰路につこうと
した、エルサレムでの最後の時に話が飛びます。 

• 少年イエスは残っていると書いてあります。イエスはグループと
出発する代わりに、イエスはエルサレムに留まることに決め
ました。  

1. しかし、ヨセフと彼の母親であるマリヤはイエスが残って
いることに気づきませんでした。彼らはナザレに戻り始
めました。  

2. イエスの両親は、イエスはこの大きな集団のどこかにいる
と思っていました。彼らが一日の旅を終え、夜に備え野
営の準備をするまで気づかなかったのです。その時に
なって、イエスが彼らと一緒にいなかったのに気づいた
のです。  

• これらの大規模なグループでは、さまざまなかたまり
で移動するのが通例でした。男性が荷物を運ぶ一方



で、女性と子供たちはしばしばグループの前を進み
ます。 

• 12歳の青年として、イエスはどちらのグループにも属し
ていた可能性があります。ヨセフはおそらくイエス
がマリヤと一緒にいると思っていたのに対し、マリ
ヤはおそらくイエスがヨセフと一緒にいると思って
いたと信じがちです。 

• また、子供たちは進みながら遊んだり、さまざまな群
れの中を走り回っていました。イエスは大家族の出
身で、聖書にイエスの4人の弟の名前を記録したよ
うに、彼は少なくとも7人の子供の長男でした。弟
と彼には複数の姉妹がいたとも。（マルコ6：3 ） 

• ヨセフもマリヤも実際に彼を見ていなかったとして
も、彼が集団の中にいると彼らが考えるのは非常に
容易でした。  

3. え！これを読んで、「ヨセフとマリヤはとてもひどい両親
だ」と思われたでしょう。しかし私は違います。この箇
所を読むと、とても幸せになり、とても気分が良くなり
ます。  

• なぜなら、主を愛し、主に非常に愛されている敬虔な
親でさえ、子供を見失うという間違いを犯し、誤っ
て子供を置き去りにすることもあるからです。 

• 私たちが沖縄に住んでいたとき、Farahと私がJonahを
教会に閉じ込めてしまった日を決して忘れません。  

• いつものように、教会での奉仕、２回の礼拝、そして
礼拝後に交わりを持つという忙しい日でした。
Jonahは幼児で、私たちが片付けをして帰り支度を



している間、彼は礼拝堂の後ろで寝ていました。 
• Farahと私はしばしば手分けして子供たちをチャイルド

シートに座らせ、帰る準備をしていました。私たち
は車の中にCalebとEthanを乗せていましたが、お
互いが、相手がJonahを連れてきてチャイルドシー
トに乗せたと思っていて、どちらもJonahを車に乗
せませんでした。  

• 私たちは教会を閉め、家向かいました。さらに、私た
ちは途中でスーパーに立ち寄りました。 

• Farahは食料品を買いに行き、そして私は子供たちみん
なが車に乗っている前提で車の中で待っていまし
た。Farahが車の後ろを開けて食料品を積み込み、
それから私たちは家に帰りました。 

• 家に帰ってチャイルドシートから子供を降ろすまで、
Jonahのチャイルドシートが空っぽだったことに気
づきませんでした。信じられませんでした。私たち
はお互いを見て、「あなたがあの子を乗せたんじゃ
なかったの？」と。 

• 私たちは慌てて車に飛び乗り、少なくとも教会に直接
出向いて彼が大丈夫か確認できるくらい教会の近く
に住んでいるすべての人に電話をかけ始めました。 

• もちろん、私たちは教会から約30分のところに住んで
いました。それで私たちができるだけ早く戻ろうと
するには時間がかかりました。 

• 私たちはSonya Silvaと連絡を取り、彼女は鍵を持って
いなかったけれど、教会のドアのところで、彼の様
子を確認することはできました。 



• 私たちが到着するまでに、ヨナは目覚めてしまい、教
会の裏口で泣きながらドアを叩いて出ようとしてい
ました。それはそこにいた人たちにとってトラウマ
になるような出来事でした。彼は大丈夫でした。そ
して、Farahは私がこの話をすると嫌な気持ちなる
でしょう。 

4. だから、私はこの話に完全につながるんですが。ヨセフと
マリヤが子供を置き去りにしたことに気付いた瞬間に、
ヨセフとマリヤがどんな風に思ったかすごくわかりま
す。 

• ここで、ヨセフとマリヤは本当に重要なことをしています。あな
たは、何かをなくしたらどうしますか？あなたは自分の足取
りをたどり、最後にそれを見たことを覚えている場所に戻り
ます。これはヨセフとマリヤがしたことです。 

1. ヨセフとマリヤは、イエスが彼らはグループ内のどこにでも
いなかったので、彼を最後に見た場所に戻りました。彼
を探しエルサレムに戻りました。 

2. 私はここに出てくる説明が好きです。私たちの生活の中で
は、忙しかったり、気が散ったり、いろいろとありま
す。大勢の人の中で流れに身を任せているうちに、気が
つけば、かつて見えていたイエス様が見えなくなってい
ることに気づくことがあります。我々がイエスさまを見
失い、しばらく彼を見たり、彼の言葉をきけなくなっ
て、イエス様からの離れてしまいます。  

3. そのような状況の中に自分自身を見つけたとき、私たちは
どうしますか？　私たちが'主から離れ、私たちはもはや
主との密接な関係を持っていないことに気づいた時私た



ちはどうするでしょうか？  
4. 私たちは、最後に主と一緒にいたことを覚えている場所を

思いだします。私たちが主の近くにいたと最後に感じた
とき、私たちはどこにいましたか？  

• 私たちは聖書の学びをし、交わりをし、祈りをし、賛
美をし、定期的に教会に通い、他の人にイエスにつ
いて話していました。私たちは、その場所に戻る必
要があります。 

• 同様に、イエスは、エペソの教会に言いました「しか
し、あなたは非難すべきことがある。あなたは初め
の愛から離れてしまった。それで、あなたは、どこ
から落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行い
をしなさい。」（黙示録2：4-5a ） 

5. 人生が私たちをもはや主に近づかない場所に導いたことが
わかったとき、私たちはもはや主との親密な関係を持っ
ていません。私たちはそのような関係を持っていたとき
の場所に戻る必要があります。私たちは、主に近かかっ
た頃にしたことをし、主に熱い思いを持つ必要がありま
す。  

6. これは、ヨセフとマリヤが私たちのために描いているもの
です。彼らがイエスいないと気づいた時、彼らは最後に
イエスと一緒にいた場所に戻り、必死になって彼を探し
ました。彼と再会するまで満足しませんでした。  

7. 私たちは、同じような強さ、同じような決意を持って主を
求め、主との遠い関係に満足しないようにする必要があ
ります。  

• 今日の聖書箇所を続けましょう。46-50節を私と一緒に読んでく



ださい 
•ルカ2：46-50; 
• 彼らがイエスを置き去りにして3日後、ヨセフとマリヤは、エル

サレムの神殿で教師たちの中に座っているイエスと再会しま
した。 

イエスは教師たちの話に耳を傾け、彼らに質問をしていました。そし
て彼が話すのを聞いたすべての人は「彼の理解と答えに驚いた」、ま
たはあなたの翻訳はそれらがあったと読むかもしれません「「彼の理
解と答えに驚いた」。  
• ギリシャ語のその言葉には、自分が経験したことをほ

とんど理解できないほど驚かされるという考えが含
まれています。現代の言葉で言うなら、私たちの心
を揺さぶらせるなにかと言えるでしょう。  

• 彼らは動揺して、イエスが教師と話しているのを聞いて
信じることができませんでした。 

• もちろん、これはイエスの後の人生で、イエスが公の
場で宣教を始めることの伏線でした。  

• 何度も何度も、イエスが会堂で教え、彼の公の説
教を分かち合った時と同様の反応でした、人々
は彼の教えに驚きました。なぜなら、彼は律法
学者のようとしてではなく、権威を持っている
者として教えたからです。」（マタイ7:29 ） 

9. さて、立ってイエスの話を聞いているものだけでなく、ヨセ
フとマリヤがついに彼を見つけたとき、彼らも同様に驚
きました。  

• そのギリシャ語の言い回しは実際には異なりますが、
あなたの心を吹き飛ばすというニュアンスはありま



す。 
• その言葉は文字通り、あなたの感覚を失わせるという

意味です。ここでは、マリヤとヨセフが神殿でイエ
スを見つけたことにどれほど驚いて驚いたかを示す
ために使われました。    

• マリヤはイエスに近づくと、イエスに次のようにいいました。 
• 「息子よ、なぜあなたはこのようなことを私たちにしたのです

か？ほら、あなたの父と私は心配であなたを探しました。」  
私の解釈では、「自分がやってることはをわかってる？　お
まえの父親と私はいろんなところを探したんだから。ものす
ごく心配したんだから！」  

1. マリヤのこの反応には非常に叱責のニュアンスがあります。
彼女とヨセフはこれらのことに取り乱して何、イエスに
答えを求めました。  

2. しかし、イエス返事は非常にわかりやすいです。彼はマリヤ
に2つの質問で答えます。「どうしてわたしをお探しに
なったのですか？」と「わたしが必ず自分の父の家にい
ることを、ご存じなかったのですか？」 

3. イエスは12歳の時でさえ、彼の父が誰であるかをよく知っ
ておられました。彼は自分が神の子であることを知って
いました。彼は彼の使命は、彼の父についてのあること
だったことを知っていましたし、彼の父の事柄に関係す
ること。  

4. 彼の反応は、これが知られ理解されるべきものであったよ
うに思わせます。確かに、ヨセフとマリヤは、イエスが
神の子であることを知っていました。おそらく彼らは子
育てしながらそれについて話したでしょう。神の子とし



ての彼の人生はどのようなものであり、神は彼のために
何を計画しておられるか。  

5. これが12歳の年で起こったのは興味深いです。12才になる
と男の子たちは、13歳の誕生日に備え、聖書の中の厳し
い訓練を始めます。  

• 伝統的に、13歳というのは、ユダヤ人の少年にとっ
て、法律に定められた命令に従うことに関して、自
分自身で責任を持つという風にされています。  

• そして彼らが13歳に近づくにつれて、彼らは法律の中
にある戒めを学んだり、研究することに多くの時間
を費やすでしょう。彼らは、律法の義にかなった要
求を守ることに完全に責任があると見なされる時の
ために勉強し、準備しました。 

• おそらく、これがイエスがエルサレムに長く滞在し、
神の律法に関して教師と話すことを決心した理由で
す。  

• いずれにせよ、私たちはイエスから、マリヤとヨセフ
がイエスがどこに行くのかを知っているべきだった
ということを感じとれます。これが以前に話された
かのように、またはこれがずっと明確な計画であっ
たかのように。 

• イエスからの反応は、「ここの他にどこにいるという
のですか？　ここが、私がいるべき場所ですし。あ
なたがたはそれを知らなかったのですか」。  

• それはイエスと彼の両親との間の非常に興味深い会話
で、おそらくそれを深読みしすぎて、イエスが失礼
で無礼であると思わせることができますが、そうで



はないことを私たちは知っています。 
• あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えた

ようとしておられる地で、あなたの齢が長くな
るためである」（出エジプト記20:12 ） 

• 私たちは、イエスが罪のない完璧な人であったこ
とを知っているので、ここの場所で、彼が両親
に敬意を払わなかったり、彼らに失礼だったり
したとは思わない。詳しい詳細がわからないの
で単に誤解してしまう。 

• 彼らは、イエスが言われたことを理解していない
と記されているので、明らかにここで何らかの
誤解が生じてるんでしょう。 

• しかし、私が注目したいのは、イエス様が言われた言葉です。こ
れらは実際、イエス・キリストの最も初期の記録された言葉
です。最初に記録された主の言葉は、彼が12歳で話したこれ
らの言葉です。 

6. そして、彼の言葉の強調はすべて彼の使命に基づいていまし
た。彼がしなければならないこと。イエスは、彼がしな
ければならない特定のことがあることを理解していまし
た。 

7. ここには、彼が彼の父の仕事をしないといけないと書いて
あります。  

• 後でルカの福音書にはイエスが、「他の町々にも、ど
うしても神の国の福音をのべ伝えなければなりませ
ん。わたしは、そのために遣わされたのですから」
（ルカ4:43 ） 

• 彼はまた、と言うでしょう「人の子は、必ず多くの苦



しみを受け。長老、祭司長、律法学者たちに捨てら
れ、殺され、そして三日目によみがえられねばなら
ないのです。」（ルカ9:22 ） 

• イエスは日々多くの選択と決定をしなければなりませ
んでしたが、彼の人生には交渉の余地のない特定の
ことがありました。彼らは彼の「やるべきこと」で
した。 

• イエスは彼の父の仕事をしなければなりません、彼は
福音をのべ伝え、そして彼はカルバリーの丘で、私
たちのために苦しみそして死ななければなりませ
ん。これらは彼がしなければならなかったことであ
り、これらが神が彼に求められたことであり、これ
らのことは彼の人生のまさに目的であり、それが、
彼がそもそも来られた理由です。 

3. さまざまな場面で、イエスが言われた「しなければならな
い」という言葉を調べていたとき、私たちに関連してい
るいくつかのことと、私たちがどうあるべきかについて
も知りました。 

• ヨハネの第3章で、イエスはこう言われました。「あな
たがたは新しく生まれなければならない、とわたし
が言ったことを不思議に思ってはなりません」（ヨ
ハネ3：7 ） 

• ヨハネ4章の後半で、イエスはこう言われました。「し
かし、真の崇拝者が霊とまことをもって父を礼拝す
る時が来ます。今がその時です。父はこのような
人々を礼拝者として求めておられるからです。神は
霊ですから、神を礼拝する者は、霊とまことによっ



て礼拝しなければなりません。」（ヨハネ4：23-
24 ） 
使徒行伝の中で、パウロは福音のメッセージを異邦
人に広め、異邦人に思い出させ、彼らに信仰を持ち
続けるように勧めました。「私たちは多くの苦難を
経て神の国に入らなければなりません。」（使徒
14:22 ） 

4. イエスがイエスのために明確な目的と計画を持っていたよ
うに、彼がしなければならないことも、神は私たちのた
めに私たちがしなければならない明確なことを持ってお
られます。 

• 私たちは新たに生まれかわらなければなりません。私
たちはイエス・キリストにある救いの信仰に来なけ
ればなりません。私たちは水だけでなく、イエスが
ヨハネの第3章で述べられているように御霊から生
まれなければなりません。私たちは新たに生まれ変
らなければなりません！ 

• そして、私たちが新たに生まれ変わった後、私たちは
霊とまことを崇拝する神の崇拝者にならなければな
りません。神はそのように神を礼拝する人々を求め
ておられます。私たちが霊と真理で礼拝することは
私たちにとってしなければならないことです。み言
葉の真理の中で、私たちの礼拝は御霊によって導か
れる必要があります。 

• そして、私たちが主の真の礼拝者になり、主を待ち望
み、私たちは神の国に入る前に辛抱強く苦難に耐え
なければなりません。それは常に簡単なことではあ



りません。私たちは苦難、心痛、痛み、不快感、迫
害を経験しなければなりません。  

• 私たちは、私たちを自分の型に押し込もうとする
外部からのあらゆる種類の圧力に直面します
が、主と共に御国に入る前に、忍耐し、耐えな
ければなりません。 

• 物事が困難になったとき逃げ出さないでくださ
い。これは私たち全員が経験しなければならな
いことです。それは私たち人生において、神の
ご計画の一部なのです。神はそれらの事柄、そ
れらの季節、それらの状況を用いて、彼の御国
が来るために私たちを備えるためです。  

5. 私たちがやりたいと思うことはたくさんありますし、おそ
らく私たちがしなければならないことやすべきことは他
にもありますが、私たちがしなければならないことがい
くつかあります。  

• やるべきこと、やりたいことの前に、しなければなら
ないことを確実にする必要があります。  

• それは単純な問題または優先的にするべきこと。あな
たの人生で、あなたがしなければならないは何です
か？  

• イエスはあなたが新たに生まれかわらなければならな
いと言われました、彼はあなたが霊と真理で彼を礼
拝しなければならないと言いました、そして御言葉
には、私達が彼の御国に入る前に苦難やつらいこと
に耐えなければならないと書いています。  

• 神は私たちのための計画を持っている、私たちが主に



導かれていること、そして私たちがしなければなら
ないすべてのことを成し遂げていることを確認して
ください。そうすれば、私たちは最も重要なことを
楽しむことができます。それは、イエス・キリスト
との密接な親密な関係を持つことです。 

• これらの最後の2節を見て、これをまとめます。  
•ルカ2：51-52; 
• イエスは神殿とエルサレムの町を出て、ヨセフとマリヤと共にナ

ザレに戻りながら、彼らは両親に従っていました。 
6. ギリシャ語の単語に置き換えられる「 subject ～の支配下

にある」は主に軍事用語として使われています。それ階
級の下に置かれること、または誰かの下の階級におかれ
ることをあらわします。  

7. イエスは喜んでご自身をご自分の人生における神の権威に委
ねました。御言葉には、子供たちに母親と父親を敬うよ
うに、彼らに従うように、彼らの指導と彼らの指示に従
うように書かれています。そしてそれはまさにイエスが
したことです。  

8. 彼は肉体を持った神でしたが、彼の人生において神が定め
られたリーダーシップの下に、進んで自分自身を服従さ
せました。彼の両親に対してです。 

• そして、彼の両親へのその服従の結果は何でしたか？52節は、イ
エスが知恵と身長を増し、神と人に愛されたとあります。 

1. イエスは100％神であり、と同時に100％人でした。彼は幼
い子供から思春期を経て完全に成熟した大人に成長しま
した。彼は若者として知恵を増し、主との歩みの中で成
長し、愛される者になりました。 



2. その間ずっと、彼の人生において神の定めた権威に彼自身
を服従させました。 

3. これが今日私が言いたい最後のポイントであり、シンプル
なものです。  成長と成熟は、委ねられた人生の成果で
す。  

4. 私たちが私たちの生活の中で神に定められた権威に服従す
るとき、服従することで成長し、成熟し、そして神と人
に愛されるものになります。  

5. 現代において「submission 服従」という言葉は、悪い言葉
と見なされます。それは恐ろしいもの、抑圧的なものと
して描かれています。しかし、それは、本当はそういう
意味ではありません。私たちが自分の生活の中でちゃん
とした神の定められた権威に身をゆだねるなら、私たち
は成長し、成熟し、恵みを見つけるでしょう。 

6. ギリシャ語で「favor 好意」という言葉は「charis カリ
ス」と言います。一般的には英語の「grace　恵み」と
いう単語として翻訳されます 

7. 神の恵みの中で成長したいのなら、神の恵みをもっと体験
したいのなら、あなたの人生における神の権威に身をゆ
だねてください。主に、主の言葉に、聖霊に、あなたの
周りの神に定められたリーダーシップに身をゆだねなさ
い。主に委ね、受け取る準備をし、主があなたに望んで
おられるように成長し、成熟する準備をしましょう。  

8. 祈りましょう。 
•


