
ルカの福音書6章12～19節 - 「選ばれし者たち」2021年8月29日
歓迎とおさらい
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
きることをうれしく思います。
新しく来られた方や、オンラインで礼拝を守られている方を歓迎します。
小学生のお子さんたちを、日曜学校のクラスに送り出しましょう。
他の方たちは、引き続きルカの福音書の学びを続けます。 さあ、聖書を手にして、ルカの6章
を開いてみてください。
先週は、「安息日を尊ぶ」と題したメッセージで6章の冒頭を見ました。 異なる安息日に起き
たいくつかの出来事を取り上げました。
ある安息日に、イエスと弟子たちが、麦畑を歩いているときに麦の穂を摘んだために、安息日
を破ったと非難されました。
安息日は休息の日であり、仕事をしてはいけません。安息日を破らないように、宗教指導者た
ちは、何が仕事なのか、いろいろとおかしな分類を作り上げ、律法の厳格な文言を守るように
努力しました。
しかし、そうすることで、彼らは律法の精神を見逃してしまったのです。 安息日は、休息と主
を礼拝する日でした。 しかし、彼らは安息日を厳格な儀式や規則の日に変えてしまい、安息日
に休息を得ることはほとんど不可能になりました。なぜなら、安息日を宗教指導者の解釈基準
で破ってしまうことを常に恐れていたからです。
別の安息日には、宗教指導者たちはイエスを罠にはめようと、安息日に人を癒すかどうかを見
張っていました。 
彼らにとって、癒しは仕事とみなされ、安息日には許されないことでした。 
しかし、イエスは彼らに、安息日であろうと他の日であろうと、善を行い、命を救うことは常
に許されていることだと教えました。 そして、悪を行うことや命を奪うことは、何曜日であっ
ても決して許されないことを。 
イエスがその人を癒したので、宗教指導者たちはそれに応えて、集まってイエスをどうやって
滅ぼそうかと企みました。
おかしな話でしょう？
さて、今週の箇所では、ガリラヤ地方での継続的なイエスの宣教を見ていきます。 
今朝の箇所は、ルカの6章12節から19節です。 タイトルは「選ばれし者たち」です。
イエスは、イエスに従う特別なグループを選び、選ばれた者たちはイエスから学び、イエスの
弟子となりました。 ここの箇所を読みながら、イエスがこの人たちを選んだことについて気に
なるいくつかのことを指摘し、私たちの人生に応用してみたいと思います。 
それでは、今朝の箇所を読むためにお立ちください。 ルカの福音書6章の12節から19節までで
す。 私は私の聖書から読みますが、皆さんもご自分の聖書でついてきてください。 ルカは12節
で次のように書いています...（R＆P）。 
イントロ＆アウトライン 
公立の学校で育った私は、休み時間にグループで行う多くの遊びを楽しみました。
しばしば、ちょうどいい感じの人数のグループに分かれ、バスケットボール、ドッジボール、
キックボールなど、多くのチームスポーツをやっていました。 



必然的に、2人の子供がチームキャプテンに選ばれ、チームのメンバーを選ぶという気まずい状
況に追い込まれます。 
その時はいつも、最後になるとちょっと面倒くさいことになります。 誰だって、一番最後に選
ばれたくはないし、最悪の場合、選ばれることもない人にはなりたくないし。 
私は子供の頃、リトルリーグの野球とポップワーナーリーグのフットボールをやっていたの
で、かなりの運動神経を持っていました。 最後に選ばれたり、まったく選ばれないことを心配
する必要はほとんどありませんでした。 
しかし、どうしてもそうなってしまう時があるのです。仲間からチームの一員として選ばれな
いことは、いつも自尊心を傷つけられ、本当に残念なことでした。 
今朝の箇所では、イエスが、世界をひっくり返すために用いる12人の弟子を選ぶという仕事を
していますが、もっとよく言えば、正しい向きに直すということです。 
ルカによる福音書のこれまで学びですでに述べたように、イエスにはかなりの支持者がいまし
た。 大勢の人々がイエスについてきており、イエスが行くあらゆる場所で大勢の人々がイエス
に群がっています。
ですから、イエスに従っていた何千の人々の中からたった12人に絞るのは、大変なことのよう
に思えるかもしれません。 
しかし、イエスにはいくつかの利点があります。 一つは、誰かと競争して人を選ぶ必要がない
ことです。 
複数のチームがあって、イエスが他のチームのキャプテンと競争して、イエスが思う最も魅力
的な人をさっと割り込んできて奪うというわけでもないし。 
昨日、私は教会の数人のメンバーと一緒にファンタジー・フットボールというシミュレーショ
ンゲームの選手選びに参加しました。 私たちは楽しむために、そしてお互いに戦うためにプレ
イしています。 
自分のチームの選手を選んでいるときに、前の人が私の目当ての選手をどんどん取っていくの
でずっとイライラしていました。 選手枠の数を数えて、この選手なら狙えるだろうと安心して
いたのに、指名しようとする直前になって、突然その選手が選択枠から外れてしまうのです。
少しがっかりしました。 自分のチームに狙った選手を選ぶことができると希望を持つことは厳
しいです。最後の最後で誰かが急に目の前で割り込んで奪っていくんです。 皆さんの中には、
私が何を言っているのか分かっている人もいるでしょう...そのような経験があるはずです。 
幸いなことに、イエスは他のチームのキャプテンやマネージャーを相手に選ぶ必要はありませ
んでした。 他に競争相手がいなくて、自分のチームの選手選びをすることを想像してみてくだ
さい。 あなたは、最高の中の最高の、もっとも優秀な選手を選ぶことができるでしょう。
あなたが作り上げたチームは「選ばれし者たち」と呼ばれるかもしれません。 このチーム名を
考えるとき、私たちは、最高の中の最高の、最も才能のある、最も有能な人たちのグループを
思い浮かべます。 彼らは単純に最高なのです。 
イエスにはこれほど多くの人材がいて、必ずしも他のチームのキャプテンを相手に選んでいた
わけではないことを考えると、イエスの12人はまさに「選ばれし者たち」であり、最も賢く、
最強で、最も優れたコミュニケーション能力を持ち、最も優れた奉仕者であり、他のすべての
人の中で最も信心深く、謙虚で立派な人たちであったのではないかと思うのです。 
少なくとも、あなたと私はそのようにチームのメンバーを選ぶでしょう。 もし私たちに何千人



の中から選ぶ権利があり、他の誰と競わなくてよいのであれば、私たちはもっとも最も素晴ら
しい優秀な人を選ぶと思いませんか？ 
私たちは、可能な限り聡明で最高の人物で構成された弟子たちのスーパーチームを持つでしょ
う。 しかし、イエスの「選ばれし者たち」を見て、彼らの経歴、資質、彼らの過去の行いな
や、欠点などを理解すると、イエスはいくつかの間違いを犯していたのではないかと考え始め
てしまうかもしれません。
チャーチファミリーの皆さんに断言しますが、イエスの12人の人選については、間違いはあり
ませんでした。 一人一人が特定の目的のために主に選ばれたのです。 私たちがどう思おうと、
誤りはありませんでした。 
今回の箇所では、2つのセクションに分けて説明していきます。 
セクション１では、12-16節でイエスが弟子たちを召されたことが書かれています。
セクション２では、17-19節でイエスが弟子たちに見せる手本について取り上げます。
それぞれのセクションでは、観察行っていき、何が起こっているのかを正しく理解し、発見し
た真理が自分の人生にどのように生かしていけるのかを見ていきます。 
それでは、12-16節の最初の部分に戻って、イエスが弟子たちを召したことについて紹介しま
しょう。 12節...
ルカの福音書6章12～16節、イエスの弟子たちへの呼びかけ
この箇所では、イエスが山に登って祈るところから始まります。 実際、イエスは一晩中祈り続
けられたと言われています。 徹夜で父なる神と祈り、交わりました。
さて、イエスが一晩中何を祈っていたのかは語られていません。
ある人は、イエスがご自分の死、埋葬、復活、昇天の後、ご自分のメッセージを伝える12人の
弟子を選ぶために祈っていたのではないかと考えています。
12人の弟子となる選りすぐりの候補者に絞るため、祈りながら数千人の人々を見ていき、一人
一人を検討し除外していったのでしょう。
それは理にかなっているし、私もそう思います。
しかし、もう一つの現実的な可能性を言わせてください。 イエスはすでに12人の候補者をわ
かっていて、実際に夜通しで候補者一人一人のために具体的に祈っていたのではないでしょう
か。 
主に従う者として彼らを待ち受ける課題や試練を覚え、彼らが耐えなければならない迫害を覚
え、彼らが経験するであろう誘惑を覚えながら、イエスは一晩中彼らのために祈っておられた
のです。 
イエスは、福音のメッセージを伝える12人の弟子として選ぶであろう者たちのために、かわり
にとりなしておられたのだと思います。 
イエスは一晩中祈り続け、彼らのためにとりなし、彼らを父の御前に上げました。 一人ひと
り、具体的にペテロ、ヤコブ、ヨハネをはじめとする残りの者たちの名前を挙げて祈りまし
た。
イエス・キリストが、イエスに従う者たちのために具体的に祈っていたことを考えると、驚く
べきことではないでしょうか。 さらに驚くべきことに、イエス・キリストは私たち一人一人の
ためにも特別に祈ってくださいます。
ヘブライ人への手紙7章では、イエスが救われた人々のためにとりなしをするために生きておら



れることを述べています。 (ヘブライ7:25)
ローマ人への手紙8章34節には、イエスが神の御座の右手に座っておわれ、私たちのために執
り成しておられると書かれています。 
パウロはテモテに、神は唯一であり、神と人との間の仲介者も、人であるキリスト・イエスた
だおひとりであることを説明しています（1テモテ2：5）。
ヨハネは、イエスが御父のもとにいる弁護者であると述べています（1ヨハネ2：1）。
イエスは、弟子たちのために祈り、私たちのためにも祈ってくださいます。 私たちには、神と
私たちの間の仲介者、弁護者、私たちに代わって執り成し、私たちを父の御前に引き上げてく
ださる方がおられることを知ることは何と慰めになることでしょう。
今度、祈りが必要だと感じたときには、イエスがあなたのために常に御父の前で執り成してく
ださっていることを思い出してください。 イエスは私たちのために祈ることを忘れず、私たち
のために執り成してくださるために生きておられます。
さあ、イエスが一晩中祈り続けた後、ご自身が望んだ人たちを呼び寄せました。
ここでは、神の主権が働いているのを見ることができます。 イエスは、明確に、主権をもって
ご自身が望まれる弟子たちを選ばれたのです。 
「あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだのである。そして、
あなたがたを立てた。それは、あなたがたが行って実をむすぶように」（ヨハネの福音書15章
16節）と、のちに、イエスは弟子たちに言われました。
神がこの12人の弟子を特別に選ばれたように、神もまた私たちを特別に選ばれ、神の息子や娘
とされました。 
エペソ人への手紙によると、私たちは「みまえにきよく傷のない者となるようにと、天地の造
られる前から、キリストにあってわたしたちを選び、 わたしたちに、イエス・キリストによっ
て神の子たる身分を授けるようにと、御旨のよしとするところに従い、愛のうちにあらかじめ
定めて下さったのである。」（エペソ1:4-5）と選ばれました。
神様が御旨のよしとするところに従い、私たちを選んでくださったことを知るということに元
気づけられます。 
私たちが神のために何かをする以前に、可能性を示す以前に、神の愛と好意に値するようなこ
とをする以前に、神は私たちを選んだのです。 
神は喜んで私たちを選んだのです。 神の選択は、私たちの努力や能力、強みに基づくものでは
なく、御旨のよしとするところに従ったからでした。 
なぜ神は私たちを選んだのでしょうか？ それは、そうすることが神の大きな喜びだったからで
す。
主の主権は素晴らしく輝かしいものですが、聖書の中では人間の責任とのバランスがとられて
います。 
ルカの福音書にははっきりとは書かれていませんが、マルコの福音書では、イエスが弟子たち
を呼んだとき、彼らがどう反応したかが書かれています。
マルコの福音書3章13節には、「さてイエスは山に登り、みこころにかなった者たちを呼び寄
せられたので、彼らはみもとにきた。」(マルコ3:13)とあります。
ここでは、人間の責任が働いていることがわかります。 イエスは弟子たちを召されましたが、
彼らは自分の人生の中でその呼びかけに応えなければなりませんでした。 その呼びかけに対し



て従順であるという選択をしなければなりませんでした。
そして、弟子たちがイエスの呼びかけに応える責任があったように、私たちもまた、自分の人
生においてイエスの呼びかけに応える責任があります。 
神は、私たちに自分の意志を与えてくださいました。神を選ぶ力、神を拒む力。 従順である
か、不従順であるか。 神は、私たちが神に従順であることを強制することはありません。
神の主権と人間の責任についての議論は、何世紀にもわたって行われてきました。 聖句の中に
は、両方の証拠が記されています。 
限りある心を持つ私たちにとって、この2つの考え方は互いに相反するものです。 私たちは、
この2つのことを両方とも真実であると正すことはできません。 
しかし、神は私たちが理解できないレベルで活動しています。 神は、無限の心を持つ無限の神
です。 私たちが理解できないようなことをされるのです。 
これこそが、神をとても素晴らしくし、私たちの賛美と崇拝にふさわしい存在にしている理由
の一つです。 私たちは一生をかけて神を求めても、神とそのすべての方法を完全に理解するに
は至らないでしょう。 それらは私たちの理解を超えています。 
ですから、私たちの限られた心の中で、聖書の一部が矛盾しているように見えるとき、私たち
は、神がご自身の言っていることをわかっていると信じるしかありません。 
神が私たちの神学的な箱に収まらないとき、私たちはそのことを受け入れなければなりませ
ん。 
C.H.スポルジョンは、この2つの真理を両立させることができるかと聞かれたことがあります。
彼の言葉を引用します。
「私は友人を和解させる必要はありません。 神の主権と人間の責任は、決して対立しません。
わたしには神が合わせたものを調整する必要はありません。」 
「これらの真実がどこで一致するのか私にはわかりませんし、知りたくありません。両方を信
じることを諦めているので、私を悩ませることはありません」と告白しました。
神の言葉は両方を明確に教え、両方の証拠を与えています。 そして、神が両方ともOKなのだか
ら、私たちも両方ともOKでなければならない。 神の主権と人間の責任は、私たちが両立させ
ようとする必要のない友なのです。
話を本文に戻します。 13節では、「夜が明けると、弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を
選び出し、これに使徒という名をお与えになった。」とあります。
「弟子」とは、他の人の教えや行動に従う学習者、学生のことです。 
しかし、「使徒」は違います。 使徒とは、特別な任務を与えられて派遣された選ばれた使者で
す。 
イエスは多くの弟子をお持ちでしたが、12人の使徒だけを選び出しました。 彼らは、キリスト
の大使として、選ばれた使者、キリストの代表として、周囲の世界に送り出されました。 
14-16節には、イエスが選ばれた12人の使徒が列挙されています。 これらの人物について見て
いき、私たちが彼らについて知っているいくつかの事柄を記し、イエスの「選ばれし者たち」
について学ぶことができるかどうか、見てみましょう。 
まずは、シモン・ペテロです。 シモン・ペテロは、聖書に書かれている使徒たちの名前のリス
トの中で、最初に挙げられています。 マタイの福音書でも、マルコの福音書でも、使徒言行録
でも、常にペテロが最初に挙げられています。 では、ペテロについて何がわかっているので



しょうか？
彼が漁師だったことはわかっています。 実際、使徒の人々の半分は漁師だったのではないかと
言われています。 漁師は一般的に働き者ですが、少しがさつなところがあり、言葉遣いや他人
への接し方が乱暴なところがあります。
ペテロが衝動的な性格であったことはよく知られています。 
マルコ14:29では、弟子全員がつまずくというイエスの言葉を否定し、「たとい、みんなの者が
つまずいても、わたしはつまずきません」と宣言しています。
ペテロは剣を抜いて、大祭司のしもべの耳を切り落とした人です。
水の上を歩こうと主に呼びかけたのもペテロです。 変容の山で、イエス、モーセ、エリヤのた
めに3つの幕屋を造ろうとしたのもペテロです。
ペテロは最初に行動し、考えるのは後回しということたびたび私たちは目にします。
彼は衝動的であっただけでなく、受け身の姿勢だけではなく、主を拒絶したりもしました。
マルコ14章によると、彼は「あなたがたの話しているその人のことは何も知らない」と罵り、
悪態をついたそうです。(マルコ14：71）
イエスはアンデレを選びました。 アンデレについて私たちは何を知っていますか？
アンデレはペテロの弟です。 彼もまた漁師でした。 
アンデレは、バプテスマのヨハネの弟子でした。 アンデレは、イエスに人を引き合わせること
に関連してよく登場します。
アンデレは、兄の影から逃れられない人を描いているのだと思います。 
ヤコブとヨハネも同様に選ばれました。
彼らは漁師でしたが、イエスは彼らに「雷の子ら」という目立つニックネームをつけられまし
た。神の愛のメッセージを広めるために派遣されたというよりは、プロレスの二人組のタッグ
チームのようですね。
この人たちは辛辣で思い上がりが激しいかったです。 ルカ9章では、イエスがサマリヤの村で
受け入れられなかった後、彼らは「主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように、
天から火をよび求めましょうか」と言いました。(ルカ9:54)
私は、彼らのこのような発言を聞いたときの主の顔を見てみたかったです。
また、彼らは他の弟子たちに隠れて名誉ある席に忍び込もうとしています。 彼らは、イエスが
御国に来られたときに、イエスの右手と左手に座るための権力闘争をしようとしました。
彼らはちょっとした仲間意識も持っていました。 ヨハネの記録によると、イエスと自分と仲間
ではないとの理由で、ある人を叱りつけ、イエスの御名で奉仕することを許さなかったそうで
す。
イエスはフィリポを選びました。 
フィリポについてはあまり語られていません。ヨハネの福音書6章では、彼は大勢の人々にどう
やって食べ物を提供すればよいのか、無知であったとされています。
それから、バルトロメオもいます。 
バルトロメオは、弟子のナタナエルとよく結び付けられます。 ナタナエルは、懐疑的で皮肉屋
でした。 イエスがメシアであることを知らされたとき、彼は「ナナザレから、なんのよいもの
が出ようか」と言いました。(ヨハネの福音書1章46節)
マタイもいます。



彼は、すべてのユダヤ人から嫌われているただの取税人でした。
イエスはトマスを選びました。
トマスは永遠に "疑い深いトマス "として記憶されています。
彼はイエスが復活したことを信じていませんでした。 彼は「信じるためには見なければならな
い」と言っている人の一人です。 
さらに、彼はもう一歩踏み込みました。 「わたしは、その手に釘あとを見、わたしの指をその
釘あとにさし入れ、また、わたしの手をそのわきにさし入れてみなければ、決して信じない」
（ヨハネの福音書20：25）と言いました。 
アルファイの子ヤコブは、かなりの無名人であり、名もない人です。 彼は時々、"小ヤコブ"と
さえ呼ばれています。
もう一人、シモンという人物がいて、彼は「熱心者」と呼ばれていました。
シモンは政治的な反逆者でした。 彼は「熱心党」と関係がありました。 彼らは、1世紀初頭に
ローマ帝国に対する反乱を起こそうとした人々でした。 
熱心党員はユダヤ人の熱狂的な愛国者たちのグループで、その目的はイスラエルをローマ独裁
政治から解放することでした。 彼らは目的を達成するために、テロや暗殺など、あらゆる手段
を用いました。 
イエスが、ローマのすべてを憎む「熱心者」を、ローマ当局のために働く取税人と同じチーム
に選んだと考えると、驚きです。
ヤコブの子ユダも主に選ばれました。
彼にはサディーアスという名前もあるし、Lebbauesという名前も持っていました。 一人の男
にいくつの名前が必要なのでしょう？
そして、最後にイスカリオテのユダを選ばれました。 
私たちはその結果を知っています。 裏切り者、背信者。 銀貨数枚のために主を売ったのです。 
彼はケチで貪欲で、盗人でした。
ユダは明確な理由により、弟子たちのリストの中でいつも最後に記されています。 
ユダが自分を裏切ることを十分に知っていながらイエスがユダを選んだことをかんがえると、
これはさらにおかしなことがわかりますよね。
私はこのリストに出てくる人物を見ながら、神様の選択に頭を悩ませています。 私たちは、
「イエスは一晩だけでなく、二晩も祈りに費やすべきだったのではないか」とさえ思うかもし
れません。
主はなぜこの人たちを選ばれたのでしょうか？ イエスに従っていたすべての人の中で、もっと
良い選択肢があったはずだと思わずにはいられません。
神がこの人たちを選ばれた理由は、大きく分けて2つあると思います。
一つは、神がこの人たちを選んだのは、私たちがこの人たちを見て、慰めや希望を見出すため
ではないかと思います。
なぜなら、神がご自身の宣教とメッセージを託すために選んだ人物のリストを見ると、「もし
かしたら、神は私も使うことができるかもしれない 」と考えずにはいられないからです。
今日ここにいる皆さんの中にも、この人たちに共感できる人がいるかもしれません。 
あなたは少し衝動的なところがあるかもしれません。 あなたはペテロのように、失言してし
まったり。 



誰かの影に埋もれていると感じているかもしれません。
もしかしたら、あなたは時々、少し厳しすぎたり、少し厚かましいことで知られているかもし
れません。 
もしかしたら、あなたは疑い深い人や懐疑的な人として知られていて、少し皮肉屋かもしれま
せん。 
マタイや「熱心者」シモンのように、波瀾万丈の過去を持つ人もいるでしょう。 
また、”小“ヤコブのように、自分には何もできないと感じている人もいるでしょう。
しかし、あなたの前にいる人たちのリストに希望と慰めを見出すことをお勧めします。 神様
は、信じられないような人たちを使って、信じられないようなことをされました。 
だから、私たちに希望と慰めを与えるために、このような人たちを選んだのだと思いますが、
それ以外にも理由があります。
1コリント1:27-29には、「それだのに神は、知者をはずかしめるために、この世の愚かな者を
選び、強い者をはずかしめるために、この世の弱い者を選び、 有力な者を無力な者にするため
に、この世で身分の低い者や軽んじられている者、すなわち、無きに等しい者を、あえて選ば
れたのである。 それは、どんな人間でも、神のみまえに誇ることがないためである。」と書か
れています。
ここに答えがあります。29節には、「どんな人間でも、神のみまえに誇ることがないためであ
る。 」とあります。
もし、神がすごい天才で、信仰に満ちた者、清廉潔白な者を選んだとしたら、人々は彼らを見
て、実際にそういうことが理由で選ばれたと思ったかもしれません。 神が彼らを使うことがで
きるのは、彼らがあまりにも偉大で才能があるからです。
神が使徒たちを選んだのは、彼らの働きやメッセージによって世界がひっくり返ったときに、
人々が「これは神の仕業に違いない、他に説明がつかない、確かに彼らのせいではない」と言
うためです。
もし神があなたを使うことを選んだとしたら、それはおそらくあなたが超天才だからではな
く、神があなたの人生に信じられないようなことをしたときに、人々が「それは神の御業に違
いない」と言うほど、あなたが十分に愚かで、十分に弱く、十分に取るに足らない存在だった
からこそ、神があなたを選んだのだと思います。
この使徒たちが選ばれたのは、私たちが選ばないような人たちだからです。 それは、「どんな
人間でも、神のみまえに誇ることがないためである。」ということです。
神は、私たちに慰めと希望を与え、肉どんな人間でも、神のみまえに誇ることがないように、
最もありえない人たちを選びました。 神はこの人たちを使って、世界をいい方向にひっくり返
すのです。 
そして、同じような方法で私たちを使いたいと願っておられます。 私達の周りの世界に影響を
与えるために神に用いられるために。 
この使徒たちは、特別な人でもなければ、優れた能力を持っていたわけでもありません。 彼ら
は主に喜んで用いられただけで、あとは神がしてくださったのです。 
次の箇所では、17-19節のイエスの弟子たちに対する手本について見ていきましょう。
ルカ6:17-19；イエスの弟子たちへの手本
この節には、イエスが弟子たちと一緒に山を下りてきたとき、さまざまな働きの必要性を持っ



た大勢の人々が彼らに会いに来たことが書かれています。 
彼らは、イエスの言葉とイエスが説いたメッセージを聞くためだけに来たのではありません。 
しかし、彼らはイエスに癒され、触れられ、自分を苦しめる悪霊の力から解放されようとして
きました。
そして、イエスは求めてきた人全員のために働かれました。 彼らを癒し、悪霊を追い出し、病
人を癒されました。
ルカによる福音書の学びの中で、イエスがどのように同じようなことをされたかを述べてきま
したが、イエスがここでされたことは新しいことではありませんでした。 イエスはよく病気の
人たちを癒し、悪霊を追い出していました。 
ですから、これらの状況に対するイエスの偉大な権威についてはすでに取り上げていますの
で、その説明に多くの時間を費やすつもりはありません。
しかし、私が指摘したいのは、イエスが新しく召された弟子たち、すなわち使徒たちに与えた
手本です。 
マルコの福音書では、弟子たちが具体的に何のために召されたのかが語られています。 マルコ
は、この弟子たちが何に召されたのかを説明しています。 
マルコ3:14と15によると、「そこで十二人をお立てになった。彼らを自分のそばに置くためで
あり、さらに宣教につかわし、 また悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。」(マルコ
3:14-15）。)
イエスはこの人たちを次の四つのことのために召されました。「自分と一緒にいること」「出
て行って宣教すること」「病気をいやすこと」「悪霊を追い出すこと」。 
そして、弟子たちにこれらのことを説明した後、すぐに山を下り、彼らのためにこれらのこと
の手本を見せたのです。 
ここで、イエスが４つの事柄のために使徒たちを召し、手本とされた4つのことについて、少し
説明したいと思います。 
イエスは4つのことで彼らを召されましたが、弟子たちが理解しなければならないまず最も重要
なことは、彼らがイエスと一緒にいるように召されているということです。 
弟子たちが何かの役に立つために、あるいは周囲の世界に何らかの影響を与えるためには、必
ずイエスと一緒に過ごす必要がありました。 
イエスは、弟子たちがイエスと一緒にいることがどれほど重要であるかを知っておられまし
た。 だからこそ、彼らを召し、任命したのです。彼らがイエスと共にいるために。
出て行って宣教する力も、病気を癒す力も、悪霊を追い出す力も、すべて弟子たちがイエスと
一緒に過ごすことが前提となっています。
イエスと一緒に過ごすことで、神が召されたことを実行する力が与えられたのです。 私たちに
も同じことが言えます。 私たちは、イエスのもとに行き、イエスと一緒に時間を過ごす必要が
あります。 イエスと一緒にいてイエスとの関係のために捧げる必要があるのです。
「どうやってイエス様と一緒に過ごせばいいんだろう」と思っている人もいるかもしれませ
ん。 私は、あなたがイエスと時間を過ごすことができる、とてもシンプルで実用的な2つの方
法を提案させていただきます。そして、最後のまとめをして終わりにしましょう。
一つは、御言葉を通してです。 ヨハネの福音書第1章によると、イエスは「ことば」です。 
「そして言は肉体となり、わたしたちのうちに宿った。わたしたちはその栄光を見た。それは



父のひとり子としての栄光であって、めぐみとまこととに満ちていた。」(ヨハネの福音書1章
14節)
イエス・キリストは、肉体となった言葉です。 イエスと一緒に過ごしたいのであれば、御言葉
の中で過ごす時間を大切にしましょう。 定期的に御言葉を通してイエスと会うことを習慣にし
ましょう。
そして2つ目は、祈りを通してです。 祈りは、私たちがイエスとコミュニケーションをとる方法
です。 自分の心の中にあるものを語る方法なのです。 
また、静かな祈りの時間を持つのも良いことです。そこでは、神の静かで小さな声が私たちに
話しかけてくれるのを聞き、私たちの人生の状況に当てはまるような神の御言葉を読んだこと
を思い出すのです。
イエスと時間を過ごすためのとてもシンプルな2つの方法、それは御言葉と祈りを通してです。 
この2つは、私たちがイエスと一緒に時間を過ごすことができるようにするために最も重要で
す。 だからこそ、使徒言行録の後半では、弟子たちがもっぱら祈りと御言のご用に当ることが
できるために、食卓に携わる指名された12人のことが書かれています。 (使徒行伝6：4）。)
12人の弟子たちは、イエスとの時間が必要であることを知っていたので、祈りと御言葉の時間
を守りました。私たちも、神様から召されたミニストリーで効果的に働きたいと思うなら、同
じことを学ばなければなりません。
まとめ
最後になりますが、イエスの選ばれし者たちに関する箇所から次のことを学びました。
イエスが弟子たちのために祈ってくださったように、イエスは私たちのためにも絶えず祈って
くださっています。
私たちは、イエスが私たち一人一人をご自身のものとして選ばれたこと、つまり神様の主権に
ついて学びましたが、同時に私たち一人一人にはその召し出しに応える責任、つまり人間の責
任があることも学びました。 
また、主がご自身のために選んだ人たちを見て、私たちが大きな慰めと希望を見出しました。 
様々な欠点や問題を抱えた人々が混在していましたが、それでもイエスは彼らを選び、私たち
が知る世界を変えるために彼らを用いられたのです。
私たちは、神が私たちの中で、また私たちを通して行うすべてのことに対して、いかに神がす
べての栄光を得るべきであるかを思い起こしました。
そして最後に、私たちはイエスのもとに来て、ただイエスと一緒に時間を過ごし、イエスと一
緒にいることが非常に必要であることを再認識しました。 
イエスと過ごす時間が増えれば増えるほど、私たちはイエスのようになり、イエスの御手の中
で働きのための効果的な道具となるために整えられることを知っています。 
アーメン？ アーメン。 祈りましょう。


