
ルカの福音書5章1～11節 「もっと深く」 2021年7月25日

I. 歓迎とレビュー

A. 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。 ここで皆さんと一緒
に主を礼拝できることを嬉しく思います。

1. 新しく来られた方や、オンラインで礼拝されている方を歓迎しましょう。

B. 先に進む前に、小さな子供たちを日曜学校の教室に送り出しましょう。 

C. 子供たちが出て行く間に、他の皆さんは聖書を開いて、ルカの福音書の５章をお
開きください。 

1.今朝、聖書をお持ちでない方は、周りの椅子の下に置いてある聖書をお借りにな
ることをお勧めします。そうすれば、私の言葉を鵜呑みにするのではなく、主の言
葉をご自分の目で確かめられるかもしれません。

2. 今朝は、ルカの福音書の学びを続けるために、「もっと深く」と題して、5章の
最初の11節を取り上げます。 

3. 今週、準備のためにこの聖句を読み返してみると、主は、私たちが主との歩みの
中でより深く掘り下げるための素晴らしい聖書の真理へと導いてくれる、かっこい
いちょっとしたことや小さな気づきをどんどん見せてくれるように感じました。 

4. 先にお断りしておきますが、今朝、スクリーンに映し出される要点はたくさんあ
ります。 

5. もしあなたが、スクリーンに映し出されるものすべてをメモしたい人なら、覚悟
しておいてください。 たくさん実践できることを挙げていきます。

6. メモを取るのが苦手な人は、あなたの心やあなたを置かれている状況に、本当に
働きかけるものを理解するようにしましょう。 

7. 私は、主が今朝、私たち一人一人に言葉をかけてくださることを信じています。
そして、もし私たちが聞く耳を持つならば、私たちは皆、主の御言葉を通して主か
ら聞き、この場所を後にするでしょう。 

8. 主と主の御言葉を称えて、皆さんお立ちください。今日の箇所を全部読んでか
ら、今朝の私たちの時間に、神様の祝福と御霊の導きと案内を祈ります。(R & P)

II. イントロ

A. 今朝の本文では、大勢の人々がイエスの周りに集まっていることに注目します。 

1.  イエスは、この機会を利用して、大勢の人々に向かって話しかけようとしていま
すが、著者であるルカからは、この特別な記述で強調されているのは、大勢の人々
に働きかけていることではないということが感じられます。 

2. イエスが大勢の人に教えたことについてでもありません。 



a. 実際、ルカは、イエスが群衆に教えたことを一つも記録していません。

3.  この話で強調されているのは、大勢の人々のことではなく、一人の人間と、その
人の人生に神がなさろうとしていた働きについてです。 

4. イエスはシモン・ペテロに注目されていました。 ペテロの人生に働きかけようと
されていました。 彼がこれまでに関わってきたことよりも大きなことを。 

a. 私たちは、この時点でペテロがイエスの信者であることを知っています。 私たち
は、彼をイエスの弟子と見なしています。 この時点で、ペテロは1年以上も主と共
に歩み続けていたと思われます。 

b. ペテロは、イエスの宣教のごく初期に、兄のアンデレから初めてイエスに紹介さ
れました。 

i.  アンデレは、最初はバプテスマのヨハネの弟子でしたが、ヨハネがイエスについ
て「見よ、神の小羊だ」と宣言した後、イエスに従っていき、イエスから学びまし
た。[ヨハネ1:36-37]。

ii. それからアンデレは行って、弟のペテロにどうやって救い主をを見つけたかを伝
えました。 アンデレはペテロをイエスのもとに連れて行き、イエスはペテロについ
て「あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ――『岩』という意味――と呼ぶ
ことにする」と言われた。 (ヨハネの福音書1章42節)

c. それは、イエスがユダヤで宣教を始めてからかなり早い時期のことでした。 ルカ
は、イエスのユダヤでの宣教についての詳細を一切伝えていません。 ユダヤでの1
年以上の宣教期間を省略して、ガリラヤ地方での出来事に焦点を当てています。 

d. その間に、ペテロとイエスは親しくなりました。 先週読んだように、イエスはガ
リラヤ地方のペテロとアンデレの家で多くの時間を過ごしていました。 

i. 4章では、イエスと弟子たちが会堂での朝の礼拝を終えて、どのようにペテロの家
に戻り、イエスがペテロの義理の母を癒すように求められたかということが書かれ
ています。

e. ですから、私たちが理解しなければならないのは、ここに書かれていることは、
主に倣って歩こうとか、イエス様に従おうという最初の呼びかけではないというこ
とです。

5. イエスはペテロに、主との歩みの中で次の段階に進むために、より深く進むよう
に呼びかけていました。 今朝の箇所を読みながら、私たちはこのレンズを通して物
事を見ていきたいと思います。 神はペテロをもっと大きなものに呼びたい、ペテロ
をもっと深いところに呼びたいという考えを通してです。 

6. そして、本文を読み進める中で、私たちの人生に適用できる様々な霊的・聖書的
な原則に注目し、神が私たち一人ひとりに神との歩みを深めるように呼びかけてい



ることを確認していきたいと思います。 

B. それでは、1節から本文に戻ってみましょう。 

III. ルカの福音書5章1節

A. この頃には、イエスとその偉大な権威についての噂が、地域全体に急速に広まっ
ていました。 

1. イエスは、ご自分の教義や教えの中で、その権威を示されました。 人々を癒し、
悪霊に取り付かれていた人々から悪霊を追い出すことで、病気や障害、さらには悪
霊に対しても権威を持っていることを示されました。

2. イエスが行っていた御業と働きは、多くの群衆を引き寄せました。

B. ここの箇所では、群衆がイエスの周りに押し寄せ始めていることがわかります。
イエスの周りに群がってくるということは、誰もがイエスを見たい、触れたい、彼
の近くにいたいと思っているのです。 

1. これは、有名なスーパースターが町を歩こうとしているときに、熱狂的なファン
が群がってきて、彼らを見たい、一緒に写真を撮りたい、サインをもらいたい、あ
るいは単に触れたいという思いで、後をついていくことを思い起こさせます。 イエ
スが引き寄せていたのは、そのような群衆だったのです。

C. さて、主との関係を深めることについて、私が最初に注目したいことは、この1
節に書かれています。 

1. この大勢の人々は、神の言葉を聞くためにイエスについていったとあります。 主
との関係を深めることの一つの側面として、神の言葉に飢え、神の言葉を望むこと
が挙げられます。

2. ペテロは、その最初の手紙の中で、神の言葉を乳にたとえ、私たちが神の言葉を
欲することを、生まれたばかりの乳飲み子が成長のために純粋な言葉の乳を欲する
ことにたとえました。 (1ペテロ.2:2)

a. 主との歩みの中で成長したいと思うなら、より深く進みたいと思うなら、神の言
葉に対する飢えと求める気持ちを持つ必要があります。 私たちは、神の御言葉に対
して食欲を持つ必要があります。

b. もしあなたが主ともっと深く付き合いたいと思うなら、あなたの人生に神の御言
葉に対する食欲を作りましょう。 御言葉に浸り、それを消費し、主が用意されてい
るすべてのもののために、御言葉によってあなたを養い、強めるようにしましょ
う。 

D. 引き続き、読んでいきます。 

IV. ルカの福音書5章2節

A. 群衆は、イエスをゲネサレ湖の岸辺に押しやっていました。



1. ゲネサレト湖は、ガリラヤ地方の有名な湖です。 実際にはいろいろな名前で呼ば
れていますが、最も一般的にはガリラヤ湖と呼ばれています。 

2. 海抜より低い位置にある淡水湖です。 海岸を囲む丘陵は、完全な円形劇場のよう
な効果を生み出しています。 

3. イエスは、湖畔に立ってかけられた2隻の舟を見て、押し寄せる群衆から逃れて
人々に語りかける機会だと考えられたのです。

4. 舟の持ち主はそばにいませんでした。夜の漁を終えた後に網を洗う手入れをして
いたと言われています。 

B. 漁師たちにとって、自分の網をきちんと手入れすることは非常に重要でした。 

1. 漁師たちは、大漁を願って網を繰り返し海に投げ込み、網を引き上げるのです
が、必然的に魚以外のものも引き上げることになります。 海苔、藻、彼らが狙って
いた魚以外の生物など。

2. 網が腐ってもろくなって魚がとれなくならないように、きれいにしておくことが
大切です。

3. 網を洗うプロセスは、湖から新鮮なきれいな水を汲んで、手で網を洗います。 そ
して、十分に洗い、水で洗い流した後、岩の上に伸ばしてきちんと乾燥させるので
す。 

C. 漁師が網を洗い、手入れをしている様子を思い浮かべながら、私は、主との関係
を深めていく上で重要と思われる、いくつかの聖書の原則を思い出しました。 

1. 私たちは、神の言葉に切望するだけでなく、御言葉の水によって洗われ、きよめ
られるようにされなければならなりません。 

a. エペソ人への手紙では、言葉を伴う水の洗いによって、妻を清めて聖なるものに
するという責任が夫にあると書かれています。(エペソ5:26)

b. 神の言葉は、私たちがそれを受け入れると、私たちの人生を清める効果がありま
す。 イエスは、ヨハネの福音書15章で、ご自分が弟子たちに話された言葉によっ
て、彼らがすでに清められていることを宣言されました。 (ヨハネ15:3)

c. 主との関係を深めることとして、主の言葉を通して私たちを洗い、清めていただ
くことであり、私たちは主の言葉によって浄化され清められます。 

d. それが、神の言葉の持つ力です。 イエスは、ご自分の弟子たちのことを父に話し
ているときに、あなたの真理のことばによって、彼らを純粋な、きよい者としてく
ださいと願いました。(ヨハネの福音書17:17)

2. しかし、ここでは御言葉の水で網が洗われる必要があることだけでなく、私たち
が限界まで進む必要も感じています。 

a. もし、私たちが主と一緒にもっと深く進みたいと思うなら、私たちは主によって



限界まで進む必要があります。 

b. 神様は、私たちが全精力を出し切るような状況や時期に導いてくださいます。 そ
こでは、私たちは自分の居心地の良い域から外れることになります。 

c. そして、私たちには、そのような時に選ぶべき選択肢があります。限界まで進む
ことに抵抗して主の働きを認めないこともできるし、主に身をゆだねることもでき
ます。

d. 限界まで進むことが好きな人はほとんどいません。 自分の心地よいと感じる域の
外で活動することを好む人はほとんどいません。 しかし、イエスは、私たちを快適
な人生へ召したのではなく、むしろ、降伏する人生に召したのです。 

e. 私たちは主に降伏しようとしていますか？ 私たちは、神様に身をゆだねることを
望んでいますか？時には、神に自分の限界まで進めてもらうようにしていますか。
それを通して、神には計画と目的があることを知りましょう。 

f. おわかりでしょうけど、神様はご自身の楽しみのために私たちを限界まで進ませ
てるんじゃないんですよ。 

i. 神様が天上で天使たちに「この子をどこまで追い込むことができるのか」と言っ
ているわけではありません。 

ii. とんでもありません。 神様は、私たちを伸ばし、私たちのために形を整え、私た
ちがこれから起こるであろうことに、より適した状態になるようにされているので
す。 

g. ですから、私たちはそのような厳しい時期や、追い込まれるような時にも、神に
働いていただく必要があります。 もし、あなたが主との関係を深めたいと思うな
ら、それには追い込まれることが多くなることを保証します。 そして、私たちはそ
れを受け入れる必要があるのです。 

D. では、続けましょう。 

V. ルカの福音書5章3節

A. イエスがペテロの舟に乗ることを選ばれたのは、偶然ではありませんでした。 イ
エスは、大勢の人々を教えるつもりでしたが、ペテロだけにも特別に教えたいこと
がありました。

1. ペテロは、群衆がイエスに押し寄せ、イエスが岸辺に放置されている二つの舟を
目で追っているのを見て、何を考えていたのでしょうか。

2. ペテロは、「どうか私の舟に乗らないでくれ、どうか私の舟に乗らないでくれ 」
と心の中で思っていたのではないでしょうか。 つまり、考えてみてください。 ペテ
ロは一晩中舟に乗って漁をしていたのですから。 網も洗ったし、もう終わりにして
寝ようと思っていたのではないでしょうか。 



3. ペテロは舟に戻ることだけは、さけたかったのではないのでしょうか。 

B. しかし、それこそが、イエスがペテロに求められていることなのです。 

1. 明らかに、聖書の残りの箇所から、イエスはペテロと、おそらくもう一人、おそ
らくアンデレと思われる人に、イエスが人々に語りかけることができるように、岸
から、舟で少し離れるように頼んだと結論づけることができます。 

2. イエスは舟に腰をかけました。それは、舟の中で立っているよりも安全であると
いう理由だけでなく、当時の教師が取るべき伝統的な姿勢でもありました。そして
イエスは群衆に教えられました。

a. 岸のすぐ近くで教えられたので、水が増幅器のように働き、イエスの言葉が岸に
いる大勢の人々に伝わりました。 

b. ここでの話もまた、イエスの素晴らしい教えだったと思いますが、ルカはその教
えの詳細を記録していません。 これもまた、ルカがここで強調している主旨ではあ
りません。

c. ルカが強調しているのは、イエスがペテロの人生で行おうとしている働きについ
てです。

C. そして、ここでもまた、イエスのこの簡単な頼みの中にも、私たちが主との関係
を深める際に注意すべきもう一つの原則を見ることができます。 

1. もし私たちが主と深く付き合いたいと思うなら、また、踏み出し、主に用いられ
たいと思うなら、小さなことに忠実でなければなりません。

2. ペテロが深いところに漕ぎ出すように言われる前に、イエス様はまず彼に小さな
ことをするように言われました。 

3. 主は、私たちが深みに乗り出す前に、まず私たちが浅瀬に乗り出すことに忠実で
あるかどうかを見られます。 

4.  私たちは、「大きなこと」と考えることに神が私たちを用いてくださることを期
待する前に、小さなことに忠実である必要があります。

5. これは、仕える者として私たちに求められていることです。 

a. １コリントには、私たちをキリストに仕える者、神の秘められた計画をゆだねら
れた管理者と説明されています。管理者として、私達が覚えておくべき重要なこと
との一つは忠実であることです。 (1 コリント 4:1-2)

6. 私たちは、神が私たちをより大きなもののために準備されるためには、小さなも
のに忠実である必要があります。 もし、あなたがまず、浅瀬に出すのに忠実でな
かったら、神があなたを深いところに送り出してくれると期待してはいけません。

7. 私たちは、御言葉に親しんでいるでしょうか、祈りに時間を費やしているでしょ
うか、地域の教会で奉仕しているでしょうか、礼拝をしているでしょうか、捧げて



いるでしょうか、同僚や隣人、友人や家族に主のことを話しているでしょうか。 こ
れらは、神が私たちに忠実であることを求めている簡単な小さなことです。 

8. もし私たちが小さなことに忠実でなければ、神はそれ以上与えてくださらない可
能性が高いのです。 この真理は、イエスが忠実さについて話された多くのたとえ話
の中で示されています。

a. 神から頼まれたことを忠実に行ったしもべは、より多くのものを与えられ、そう
でないしもべは、持っていたものさえも奪われてしまいました。

9. 主と深く付き合いたいなら、小さなことにも忠実になりましょう。

D. さて、イエスが4節で教えを終えられた後、どうなるか見てみましょう。

6. ルカの福音書5章4節

A. イエスは、群衆への説教を終えられた後、ペテロに目を向けられ、ペテロに「深
みに出て、網を降ろして捕りなさい」と言われました。

1. さて、ここで何が起こっているのかを理解しなければなりません。 イエスが「沖
に漕ぎ出せ」「網を降ろせ」とおっしゃっているのは、どちらも命令形で書かれて
います。 イエスはペテロに尋ねたわけではありません。「おいペテロ、漁に出たい
のか？ 何か釣れるかどうか、あなたの舟で私を連れて行ってくれないか？」と言っ
たのではありません。

2. イエスはここでペテロに何をすべきかを教えておられます。 繰り返しますが、こ
れがどれほど奇妙なことか注意しなければなりません。 

a. イエスの職業は大工でした。 ペテロはプロの漁師でした。 大工が漁師に魚の釣
り方や場所を教えるというのは、奇妙なことです。 

b. ここはペテロの故郷でした。 ここは彼が育った場所です。 彼は、この湖での釣
りで生計を立てていました。 もし誰かが釣りについて何か知っているとしたら、そ
れはペテロでしょう。釣りに最適な時間や場所を知っているのです。

c. 魚が浅いところを泳いでいて、網を投げたり引き寄せたりしやすいため、夜の涼
しい時間帯や朝の早い時間帯が漁に適していることは誰もが知っていました。

d. 真昼間に深い場所で釣りをすることは、ペテロが知っていた釣りに最適な時間と
場所とは正反対でした。 

e. また、ペテロは夜通しの漁を終えて、すでに網を洗っていることを知っていま
す。 もし彼がイエスに耳を傾けるなら、彼は無駄にまた網を洗い直さなければなら
ないでしょう、なぜなら彼は何もつれないとわかっているからです。 

3. ペテロには選択の余地があります。イエスの言うことを聞いて、深い場所に漕ぎ
出し網を降ろすのか。 それとも、イエスに反対して、イエスの考えは愚かで、うま
くいかないと言うのでしょうか。



B. この話を続ける前に、主と深く付き合うことについて、注目すべき点があると思
います。

1.  主との関係を深めるには、主に対して持っている先入観や概念を手放す必要があ
ることが多いです。

2. 私たちは時々そうしたいと思います。 私たちは、神様を制限して、何がうまく
いって何がうまくいかないかを神に伝えたいのです。 私たちは時々、神にできるこ
とは限られていると心の中で思ってしまいます。

3. 私たちは、「ああ、神は私を用いることできない」とか、「神はこれをすること
ができないし、あれもしないだろう」と考えます。 私たちはすぐに神を箱に入れ
て、神ができることを制限してしまいます。

4. 私たちはそれをやめる必要があります。 神様は、なさりたいことは何でもできる
のです。 神は全知全能の神であり、神にとって難しすぎることはなく、神の能力を
超えるものはありません。 私たちは、大きなことができる大きな神様に仕えている
のです。

5. 時々、私たちは自分の限界を主に課してしまったために、神なさりたいと思って
いる大きなことを見逃してしまうことがあります。 神はできること、できないこと
に制限はありません。 ですので、私たちは神を制限するのをやめ、代わりに私たち
が不可能だと思うことを神がしてくださることに心を開くべきです。   

C. 続けましょう。 ペテロがどう答えるか見てみましょう。

VII. ルカの福音書5章5節

A. 少しのためらい、少しの疑念が聞こえてきます。 ペテロは言います。「ご主人
様、（この言葉は、主というよりも、教師という意味合いが強い）私たちは夜通し
働いても何も釣れませんでした」。

1. 「先生、私たちは前にもここに来たことがありますし、前にも試したことがあり
ます。一晩中釣りをして一匹も釣れませんでした。 今日は魚の食いが悪いんで
す。」

2. ペテロは神を制限し始めましたが、続けてこう言いました。「でも、せっかくの
おことばですから、もう一度やってみましょう。」

3. ペテロはしぶしぶ、そして、いやいやながらも、自分のしぶしぶさや不承不承さ
に惑わされることなく、イエスの言われたことを実行に移したのです。 

B. ここで指摘しておきたいことが2つあります。 

1. まず第一に、私たちの中で、また私たちを通して、神様がされたい思っている仕
事に関しては、自分の力や自分の努力に頼らないという原則を学びます。 

a. ゼルバベルへの神のことばは、「『権力によるのでも、能力によるのでもなく、



わたしの霊によって』と全能の主が言われる。」でした (ゼカリヤ 4:6)

b. 私たちは、主に仕えて物事を成し遂げるときに、自分の力や能力に頼ろうとする
ことが多すぎます。 

c. 主との関係を深めるためには、自分の力で物事を解決しようとするのをやめ、主
とその聖霊に目を向けて、主が私たちに求めていることのために私たちを導き、案
内し、強めてもらう必要があります。 

d. ペテロは、自分の力で夜通し努力したが、結局何も得られなかった。 しかし、こ
こでは、主の指示、導き、案内の下で、ペテロは一生に一度の大漁をもたらすこと
になります。

2. 第二に、私たちが神の言葉に従順であることの必要性を学びます。 

a. 神の言葉に飢え、御言葉の水で洗われる必要があることはすでに述べましたが、
私たちは神の言葉に従順であることを確認する必要があります。

b. 私たちは、神の言葉に飢え、神の言葉を取り入れ、学び、集中し、さらには暗記
することもできます。 しかし、実際に御言葉に沿って生活しなければ、不十分で
す。 

c. 私たちは、神の言葉に飢え、神の言葉を知るだけでなく、その御言葉に書かれて
いることに従わなければなりません。 

d. 主との歩みをさらに深めたいなら、神の言葉に従順でなければなりません。

e. ペテロは、イエスの言葉に従順でした。「でも、せっかくのおことばですから、
網をおろしましょう。」そして、その単純な従順の行為が、すべての違いをもたら
したのです。 

f. 「また聞くだけでなく、それを実行することも忘れてはなりません。みことばを
聞くだけは聞いて、自分を偽った行動をとることがありませんように。」 (ヤコブ
1:22)
g. 自分は良いことをしていて、すべてがうまくいっていると思って自分を欺いてい
ます。実際には私たちの不従順が、主が私たちのために用意されているすべてのこ
とから私たちを遠ざけています。 

h. だから、それを自分の特徴にしてはいけません。 神様の御言葉に従順でありま
しょう。

C. 6節を読んで、ペテロの素朴な従順な行動を通して神がなさったことを見てみま
しょう。 

8. ルカの福音書5:6

A. ペテロが網を降ろすと、魚が網を満たし始めました。漁獲量は、ペテロがこれま
でに見たことも、おそらく想像したこともないような量でした。



1.網が破れるほどたくさんの魚がとれたのですとあります。訳によっては、より正
確な意味の「網が破れそうになった」とあります。 

a. 「breaking 破れる」という意味のギリシャ語は、その行動の完了を評価すること
なく過去に起こっている進行中の行動を表現している未完了時制で書かれていま
す。

b. つまり、網が破れたのではなく、より正確には、網にひずみが生じ始めたという
ことです。 

c. もし網が適切に手入れされていなかったら、間違いなく網は完全に壊れ、奇跡的
な漁獲は失われていたでしょう。   

2. 繰り返しになりますが、神が望まれる将来の働きのために、私たちは自分の人生
において洗われ、全力を出し切る必要があることを思い出させてくれます。 

B. この節で私が言いたいのは、従順さには祝福が伴うという事実です。 ペテロがイ
エスの言葉に従順になり、網を降ろしたとき、神は彼を豊かに祝福してくださいま
した。

1. 私たちが主との歩みを深めようとするとき、限界まで進められる時、清められる
とき、自分の心地良い域から外されるとき、主に降伏してゆだねる必要があるとき
がありますが、同時に大きな報酬と大きな祝福のときもあるのです。 

2. イエスは「むしろ、幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人である。」と言わ
れました。(ルカ11:28)

3. 私たちが主と共に歩み、主が私たちの前に置かれた事柄に従順であるならば、私
たちは大きなことを予期し、期待することができます。 私たちが想像していた以上
に豊かな祝福を受けることができます。 

4. 私は主と共に歩み続けて23年以上になりますが、主が私の人生にもたらした祝福
は、想像を超えるものでした。 

a. 神様は私にとても良くしてくださいました。私を赦し、洗って罪から清めてくだ
さっただけでなく、ファラのような素晴らしい助け合いの仲間（今日で彼女は22年
間私のそばにいます）、息子たちにも恵まれ、そして宣教の地でフルタイムで神様
に仕えることができる特権で祝福してくださいました。 

5. 神様が私にどれほど良くしてくださっているかに驚かされます。 イエスに 「は
い」と言った後、このような状況になるとは想像もしていませんでした。 

6. あなたがイエスに「はい」と言い続けると、あなたも信仰生活に伴う素晴らしい
祝福に圧倒されることを保証します。 イエス様に「はい」と言うことは、決して後
悔することはありません。

C. 聖書を読み進めて、他にも注意すべき点があるか見てみましょう。 7節を読んで



みましょう。

IX. ルカの福音書5章7節

A. ペテロと、彼と一緒に舟に乗っていた人（おそらく弟のアンデレ）が、仲間のヤ
コブとヨハネに舟漕ぎ出すよう合図したところ、漁獲量が非常に多かったので、両
方の舟が沈み始めました。 

1. ここでも、沈んだのではなく、沈み始めたという表現が使われています。重くて
水が入ってきたということです。 

B. ここには、主との関係を深めることに関するもう一つの重要な原則があります。 
それは、他の人を巻き込み、神の祝福を他の人と分かち合うという考えと関係して
います。

1. ペテロが深みに漕ぎ出し、従順さによってもたらされる驚くべき祝福を見始めた
とき、彼は他の人々に合図を送り、神の祝福を分かち合い、共に喜ぶことができる
ように彼らを誘いましました。

2. 私たちが主に仕え、また、主との関係を深めようとするときには、他の人を一緒
に連れてくるという心構えで行うことが大切です。 

3. 神は、私たちがその恵みを独り占めするために祝福しているのではありません。 
神が私たちを祝福するのは、私たちが他の人も祝福するためなのです。 私たちは神
の祝福の池になるのではなく、神がその祝福を配ることができる水路になるので
す。 

4. ですから、神様があなたの周りに置かれた人々に目を向け、彼らがあなたと一緒
に主に仕え、あなたと一緒に主に委ねた人生の祝福を分かち合うことを勧めましょ
う。

C. 8節です。 

X. ルカの福音書5章8節

A. ペテロは、奇跡的な漁獲量を見た後、心の底から揺さぶられました。 

1. ペテロは以前にもイエスが奇跡を起こすのを見ていました。イエスが悪霊を追い
出し、病人や盲人、足の不自由な人を癒すのを見ていました。 

2. しかし、この特別な奇跡の何かがペテロの心を揺さぶったのです。 それは、ペテ
ロがまだ理解していなかった何かを明らかにしたのです。

3. その瞬間、ペテロは2つの非常に重要なことを悟りました。

a. 舟の中で自分の前に座っていたのが誰であるかを悟ったのです。 ただの人間では
なく、主だったのです。

b. そして、ペテロは、自分と一緒にボートに乗っているのが誰であるかを理解した
とき、自分自身が誰であるかを強く意識しました。 彼は、自分がイエスの前にいる



にふさわしくないこと、自分が罪深い人であることを知ったのです。

4. ペテロは、イエスの光の中で自分を見て、混乱しました。

a. 預言者イザヤのことを思い出します。 イザヤ書の最初の数章では、イザヤがいく
つかの異なるグループの人々に災いを宣告していることがたくさん書かれていま
す。

i.  災いだ、悪を善と言い、善を悪と言う者は。彼らは闇を光とし、光を闇とし

苦いものを甘いとし、甘いものを苦いとする。災いだ、自分の目には知者であり

うぬぼれて、賢いと思う者は。災いだ、酒を飲むことにかけては勇者

強い酒を調合することにかけては豪傑である者は 。

災いだ、災いだ、災いだとイザヤは飴玉を配るかのように言ってまわりました。

ii. しかし、イザヤ書の6章で非常に興味深いことが起こります。 イザヤは、高く天
にある御座に主が座しておられ、衣の裾は神殿いっぱいに広がっている幻を見まし
た (イザヤ書6章1節)

iii. そして、セラフィムが「「聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。

主の栄光は、地をすべて覆う。」と言うのを聞き、神殿の入り口の敷居は揺れ動
き、神殿は煙に満たされた。(イザ.6:3-4)

iv. そして、その時、イザヤは謙虚に宣言した。「災いだ。わたしは滅ぼされる。

わたしは汚れた唇の者。汚れた唇の民の中に住む者。しかも、わたしの目は

王なる万軍の主を仰ぎ見た。」(イザ.6:5)

v. イザヤは、他の大勢の人々に災いを宣告していましたが、主の光の中にいる自分
を見ると、すぐに態度を変えて自分に災いを宣告しました。 彼は冷静さを失いまし
た。

b. これがペテロに起こったことです。 ペテロは、キリストの光の中で自分を見て、
イエスの神聖さと自分の罪深さをすぐに認識しました。 

B. 私たちが主との歩みを深めたいと思うなら、このような主との出会いが必要で
す。 私たちは、イエス・キリストの光の中で自分自身を見る必要があります。

1. 私たちはしばしば、他人の光の中で自分を見たいと思います。 他の人と自分を比
較したがります。 

a. そして、他の人、おそらく多くの人の光の中で、私たちはうまくやっていると
思ってしまいます。 自分は大丈夫だと自分に思わせてしまうのです。 

2. しかし、キリストの光の中で自分を見るとき、キリストの聖さ、純粋さ、義と自
分を比較するとき、キリストの光の中では、私たちのすべての傷が完全にあらわに
されてしまいます。 



3. 神のまばゆいばかりの光の下で、気づかれないようなシミやシワはありません。 
すべてが神の前にさらけ出され、私たちは、神がどれほど偉大であるか、そして私
たちがどれほど神の恵みを求めているかを悟り、理解するのです。 

C. 次のポイントでは、9節と10節の前半を見てみましょう。

XI. ルカの福音書 5:9-10a;

A. ペテロと彼といっしょにいた人たち、それに後から加わったヤコブとヨハネは、
自分たちが取った獲物に驚いていた。 

1. 「astonished 驚いた」という言葉には、「驚嘆や畏敬の念を抱いて圧倒される」
を表す意味があります。 

2.  彼らは、イエス様がなさったことに圧倒されました。 

B. 私はこのことが好きです。 私たちは、主に畏敬の念を抱くための時間をどれだけ
とっているでしょうか。 私達の中で、あるいは私たちを通して主がなされたことや
主に驚いたりしますか。

1. 私たちにおしみなく注がれている神の恵みは本当に素晴らしいものです。 私たち
は、"驚くべき恵み、私のような哀れな者を救ったその音のなんと美しいことか "と
歌います。

2. しかし、私たちは本当に、神様の恵みがどれほど素晴らしいものかを考える時間
を持てているでしょうか。 私たちは、神の恵み、すなわち、私たちに与えられた神
の好意に圧倒されようとしていますか。

3. 私は、あなたに定期的にそうすることを勧めたいと思います。 神様が私たちに与
えてくださった恵みの大きさを、決して見失わないでください。 神がどのようなお
方で、私たちが神の光の中でどのような存在であるかを理解し、この人たちのよう
に驚愕する時を持ちましょう。

4. 私たちは、主にあって成長し続け、主との歩みを深めていく中で、神がどれほど
素晴らしく、神の恵みがどれほど豊かに私たちに注がれているかを見失ってはなり
ません。

C. それでは、10節の続きを読んでいきましょう。 

XII. ルカの福音書 5:10b;

A. イエスはペテロに答えて、「恐れることはない。今から後、あなたは人間をとる
漁師になる」と言いました。

1. イエスはペテロを自分との歩みの中に深く招き入れました。 彼を主へのフルタイ
ムの奉仕に招いたのです。 

2. ここで、私が重要だと思うことに注意していただきたいと思います。 イエスがペ
テロをより深く、フルタイムの働きに入るように召されたというこの記述は、私た



ちがマタイやマルコの福音書で読んだ記述とは異なります。

3. マタイとマルコには、イエスがペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネを招いて、イ
エスについてくるようにという記録されています。 ある人は、これはルカのこの並
行した記述と同じであると考えますが、私はそうは思いません。

a. 細かい点が違います。 マタイとマルコに記録されている出来事は、イエスが最初
にカペナウムを訪れた時に起こった出来事だと思います。

b. そこでは、イエスが「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」と言
われました。(マタイ4:19)

c. その時、ペテロとアンデレは網を捨てて、イエスの後に従った。 しかし、彼らは
自分たちの人生を完全にイエスに委ねたわけではなく、今日の箇所にあるように、
彼らは再び漁に出た。 

d. 彼らはイエスについていったが、まだ副業として漁をしていました。 しかし、今
は状況が変わっていました。 イエスは以前、ペテロに「私はあなた方を人を釣る者
にする」と未来形でおっしゃっていましたが、ここルカでは「これからは人を釣る
ようになる」とおっしゃっています。

e. ペテロが神に召された役割に踏み出す時が来たのです。 神は、彼を準備し、成形
し、伸ばし、教えておられましたが、ついに彼が主との歩みの中で次の大きな一歩
を踏み出す時が来たのです。

B. 私がこの話をしたのは、2つの別々のことに注意するためです。

1. その1：主との歩みを深めていく中で、私たちは、自分召しと実行することがい
つも同時に起こるわけではないことを理解しなければなりません。

a. ペテロは、イエスから「人を釣る者にされる」と言われていましたが、その働き
はすぐには起こりませんでした。 最初の召しと今回、実行するにあったっては、時
間差がありました。 

b. 神は、私たちの人生でもそのようなことをされることがあります。 

i. ダビデのことを考えてみましょう。彼は、まだ父親の羊の世話をしていた若い青
年のときに王に召され、油を注がれましたが、王座についたのはそれから数年後で
した。   

ii. ヨセフは、兄弟たちが彼の前にひれ伏すという主からの夢を見せられましたが、
それが実現したのは、兄弟たちが彼を奴隷として売った後で、彼は出世し、ついに
はエジプト全体の副官にまで昇進した後でした。 そして、セフの前にひれ伏し、兄
弟たちが食べ物を買いに来たとき、神が何年も前に彼に与えられた夢が実現したの
です。

c. 神様があなたの心に重荷を置いているかもしれませんし、あなたの人生に使命感
を持っているかもしれませんし、神様があなたを呼んでいると感じているかもしれ



ませんが、そのことが起こるのを待っています。 良い行いをして、疲れてはいけま
せん。 主に仕え続け、主のタイミングを信頼してください。 主は完璧なタイミング
で、あなたの中でご自身の働きを実現してくださいます。 

2. そして、二つめ。 ここでは、神の召しとそれを行動に移すタイミングが異なると
いう事実だけでなく、私たちが過去を捨てて、神が私たちに与えてくださるすべて
のことに邁進する必要があると思っています。

a. しばしば、私たちは過去の出来事によって、神が私たちに望まれる未来から遠ざ
けられてしまうことがあります。 それが過去の失敗であれ、過去の勝利であれ、ど
ちらも主と共に前進し、主との歩みをより深くするための妨げになります。

i. 過去の失敗が私たちを前に進ませないことがあります。私たちがひどく失敗した
から、あるいは何度も転んだから、神は私たちを使えないと考えます。 そのような
ことで、主にあって前進し続けることを妨げないでください。 もし倒れてしまった
ら、立ち上がって、主に指示を仰ぎましょう。

ii. 時には、過去の勝利のことが原因である場合もあります。 私たちは、過去や、主
に用いられた栄光の日々に生き、それに満足してしまうところがあります。 私たち
は、新しい信仰の働き向かって、前進し続けることを望んでいません。 

b. 主との歩みをより深くしたいのなら、過去を捨てて、主が導いてくださるすべて
のことに邁進する必要があります。

i.パウロは、次のように書いています。「わたしは、既にそれを得たというわけでは
なく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努
めているのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです。 兄弟た
ち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後
ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、 神がキリスト・イエスによって上へ
召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。」 
(ピリピ 3:12-14)

c. パウロは、過去の事柄を忘れて、神が召されているすべてのことに邁進する必要
性を理解していました。 私たちも同じようにする必要があります。

C. 最後に、11節を見て、これをまとめましょう。

わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけで
もありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・イエ
スに捕らえられているからです。 兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思って
いません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつ
つ、 神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目
標を目指してひたすら走ることです。 

XIII. ルカの福音書5章11節



A. ペテロと他の人たちが船を陸に戻した後、彼らはすべてを捨ててイエスに従った
と言われています。 

1. ペテロはここで、イエスを人生の第一優先事項とすることの重要性を示していま
す。 

2. ペテロは、間違いなく生涯最大の収穫を得たばかりでした。 漁師の夢である大漁
を与えられたのですから、今後1年間の成功を約束されたようなものです。 

3. しかし、ペテロは、イエスに従うために、そのすべてを捨てようとしました。 

B. 私たちが主との歩みの中で成長しようとするとき、願わくば主との歩みの中でさ
らに深くなろうとするとき、これは神様が私たち全員に働かせてくださるものだと
信じています。つまり、すべてを捨て去る意志です。

1. 私たちが期待していたすべてのもの、すべての夢や願望や欲望、すべてをイエス
の足元に置き、イエスに委ねて、イエスに従い、主との歩みを深めていくことで
す。

2.　わかりますか。 神は、あなたを神との歩みの場所に連れてきてくださいました
か？ もし神が、あなたが今まで望んでいたものをすべて与えてくださったとした
ら、あなたは喜んでそのすべてから離れることができますか？

a. 軍人の皆さん。 もし神が、あなたが求めている階級を与えてくださったとした
ら、もしあなたが最終的にトップになったとしたら、その指揮をとり、あるいは輝
く星を手に入れたとしたら。 そしてそれと共に、仲間の海兵隊員や水兵隊員からの
尊敬と称賛を受けています。 あなたは、それらをすべて捨てて、イエスに従うこと
ができますか？

b. あるいは、夢のような退職をして、田舎に家を持ち、白い柵があって、何エー
カーもの土地があって、歩き回ったり耕したりするのはどうでしょうか。 イエスに
従うために、それをすべて捨てられますか？

c. あなたがどんな夢を持っているのか、何にあこがれているのか、何を追い求めて
いるのか、私にはわかりません。 私が聞きたいのは、もし神があなたにそれらを与
えたとして、もし神様があなたを召すならば、あなたはそれらをすべて捨ててもい
いのかということです。

d. それはペテロが直面したことです。 彼は一生に一度の大漁を手にしたのです。 こ
れを超えるものはありませんでした。 それなのに、彼はイエスに従うために、すべ
てを捨てようとしたのです。

e. 私たちが、イエスとの歩みにおいて、同じような優先順位と献身の感覚を持つこ
とができますように。 

f.私たちが、イエスに従うことが自分の人生でできる最大のことであると信頼し、
知っていながら、イエスが導いてくださる道を進んで深く進んでいくことができま



すように。 

3. 祈りましょう。


