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クラス概要

概要： 

新約聖書概観１では、旧約が閉じられてから新約聖書の時代に入るまでの400年間の中間時代
と四福音書からイエス・キリストの誕生に至るまでの時代背景とキリストの生涯、死と復活につ
いて学びます。学生は聖書に記されていない歴史の流れの概要を掴み、各福音書が示すキリストの
言葉と行動を明瞭に理解することを通して、与えられた救いの素晴らしさと現代におけるクリス
チャンの生き方を考えます。 

具体的な学習目的： 

A. 中間時代の歴史的な流れを掴む 

B. 福音書に登場する旧約に起源のない事柄の発端を知る 

C. 各福音書の背景、目的、著者、執筆年代などをしっかりと理解する 

D. 各福音書が描くキリスト像を的確に捉え、それぞれの福音書の特色を知る 

E. キリストの誕生から復活までの大きな流れを掴む 

F. 各書の中心的な出来事を人に伝えることができる 

課題： 

学生はこのクラスを修了するために以下の課題を期間内に終了し、提出しなければなりません。 

A. マタイからヨハネまでの通読（提出期限：4月8日） 

B. クイズ 

C. テスト 

D. 課題：各書のテーマと各章のタイトル 

E. プロジェクト 

四福音書の中から特に関心のある箇所を2つ挙げて、それらの箇所を詳細に学び、人に教えるため
の原稿を書いてください。 

成績： 
成績は日本聖書学院学生要項に記されている成績基準に沿って判断されます。このクラスにおける
それぞれの課題の比重は以下の通りです。 

必読書 10％ 

出席＋クラスへの参加及び態度 5％ 
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クイズ　15％ 

プロジェクト 25％ 

課題 20％  

テスト 25％ 
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新約聖書概観１ 中間時代の基礎知識

I. 中間時代と新約聖書 
A. 中間時代を理解することの重要性 

B. 新約聖書に至る歴史的背景 

1. イスラエル 

a. 北王国イスラエル（722 B.C.） 

b. 南王国ユダ（586 B.C.） 

2. バビロン（c. 585 B.C.‒c. 535 B.C.） 

a. 神殿崩壊 

b. バビロン捕囚 

3. ペルシャ（c. 535 B.C.‒333 B.C.） 

a. エルサレム帰還 

b. 預言の終了 

c. 大祭司の政治的権力の増加 

4. ギリシャ（c. 333 B.C.‒63 B.C.） 

a. アレキサンドロス大王（352 B.C.‒323 B.C.） 

(1) ヘレニズムの浸透 

(2) ギリシャ語の世界語化 

b. ギリシャ帝国の分断 

(1) ディアドコイ戦争（323 B.C.‒281 B.C.） 

アレキサンドロス大王の死後、帝国は後継者争いに揺れた。しばらく続い
た覇権争いの結果、帝国は将軍たちによって四分割され、シリア、シリア以
東を支配するセレウコス朝、エジプトを支配するプトレマイオス朝、マケド
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ニア本国を支配するカッサンドロス（アンティパトロス）朝、そしてトラキ
アと小アジア西部を支配するリュシマコス朝が成立した（c. 301 B.C.）。 

(2) プトレマイオス朝 

エジプトと南パレスチナを統治したプトレマイオスはイスラエルに繁栄を
もたらせた。王はカナンの地にギリシャの植民地を設立し（デカポリス）、
この時代にギリシャ語が人々の共通語となった。これは七十人訳聖書が作ら
れた背景でもある。ユダヤ人はギリシャ文化からの多大な影響を受け、ヘレ
ニズムに染まったユダヤ人（ヘレニスト）と律法に従順であったユダヤ人
（ハシディム）との区分が明瞭になっていった。 

(3) セレウコス朝 

バビロニアからシリアまでの領土を制圧したセレウコスは、ユーフラテス
川の西側を自身が治め、東側を息子アンティオコスに統治させた。パレスチ
ナをエジプトと統合したプトレマイオスと長い間一進一退の戦いを繰り広げ
たが、198 B.C. にアンティオコスⅢ世の手によってパレスチナをセレウコス
王朝に取り込んだ。セレウコス王朝の下でイスラエルは厳しく取り扱われ、
ついに暴君アンティオコスⅣエピファネスの統治時代にイスラエルは反乱を
起こす（166 B.C.）。 

(4) アンティオコスⅣエピファネス 

奉納金の授与（賄賂）を受け、自らの権限で大祭司を任命したエピファネ
スは、イスラエルでのヘレニズム浸透を推進する。エルサレムでの一時的な
動乱の後、エピファネスはエルサレムに進軍し、反抗するユダヤ人を殺害ま
たは奴隷とした。王はユダヤ教の廃絶を試み、あらゆる律法の慣習を違法と
し、割礼を禁じ。神殿をゼウスの神殿とした。エピファネスは166 B.C. に神
殿において異教の神へのいけにえを捧げる。 

5. ハスモン朝（マカベア）166 B.C.‒63 B.C. 

a. マカベア戦争（166‒142） 

マタティアとその息子たちによって始まった独立戦争は息子ユダ・マカベウス
（166‒161）の超人的な活躍とヨナタン（161‒143）とシモン（142‒135）によ
る外交交渉によって、142 B.C. に独立を勝ち取る。 
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ユダヤ教のすべての儀式は禁止され、割礼の儀式も中止され、安息日と祝祭日も禁止さ
れた。このいずれの違反にも死刑をもって報いられた。その上、トーラー（あるいは律法）の書
はばらばらに引き裂かれ、火に焼かれた。ユダヤ人は豚肉を食すること、さらに領土の至る
所に設けられている偶像の祭壇に犠牲を捧げることが強要された。彼の破廉恥な行為の最
たるものは、神殿の燔祭の祭壇の上に、おそらくアンティオコス自身の容貌をもつ神の像を、
オリンピアのゼウス神の祭壇と一緒に築いたことである。（『聖書の中間時代』ラッセル著）
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b. 独立の時代（142‒63） 

シモンの死後、ヨハネ・ヒルカノス（135‒105）が統治権を継承する。ヒルカ
ノスⅠの時代に敬虔派の中からパリサイ主義者たちが現れる。ヒルカノスは彼らと
対立しサドカイ派と共闘する。ヒルカノスⅠの息子アリストブロス（105‒104）は
政教両面の指導者としての地位を手にし、王の称号を大祭司職とともに訴えた。 

アリストブロスⅠの死後、投獄されていた弟のヨナタン（アレクサンドロス・ヤ
ンナイオス）がアリストブロスの未亡人サロメ・アレクサンドラの計らいにより釈
放され、彼女との結婚を通して王位に就く。アレクサンドロス・ヤンナイオス
（104‒78）は王を名乗り、暴君として恐怖政治の下に人々を支配した。彼の死
後、妻アレクサンドラ（76‒67）は長男ヒルカノスⅡを大祭司に任命し、王位を託
した。彼はパリサイ派に好意を持って接し、この時期パリサイ派が政治的・宗教的
権力を持つようになる。これはサドカイ派の反感を買い、彼らはヒルカノスⅡの弟
で王位獲得に執着していたアリストブロスⅡ（69‒63）を指示。アリストブロスⅡ
は武力によって66年に王位を剥奪した。 

6. ローマ（63 B.C.‒エルサレム崩壊まで） 

a. アンティパトロス（63 B.C.‒43 B.C.） 

兄弟間の争いに敗れ王位と大祭司職を失ったヒルカノスⅡは、イドマヤ総督で
あったアンティパトロスの支援によってアリストブロスⅡへの抵抗を試みた。セレ
ウコス朝を倒したポンペイウスとローマ軍の到来によって事態は急転する。強大な
力を持ったローマに接近しようとした二人だったが、ポンペイウスは有能だったア
リストブロスⅡをローマへ連行し、ヒルカノスⅡをエルサレムに残した。しかし、
ユダヤ人の訴えもあり、ヒルカノスⅡに国を統治を任せるのではなく、アンティパ
トロスをユダヤの法務官として任命することを決定した。 

親ポンペイウスだったアンティパトロスだが、カエサルが権力を持つようになる
と新しい王に取り入り、その地位を確かなものとする。ヒルカノスⅡは大祭司職を
維持していたが、アンティパトロスの二人の息子ファサエロスとヘロデがエルサレ
ムとガリラヤを行政を行っていた。 

b. ヘロデ大王（37 B.C.‒4 B.C.） 

ヒルカノスの死後、アリストブロスⅡの息子アンティゴノスⅡ（40‒37）がパル
ティア軍の協力の下で王権と大祭司職を奪う。この際、兄ファサエロスは殺害さ
れ、ヘロデ自身の身にも危険が及ぶ。ヘロデはローマへ逃亡し、そこで父の代から
のローマへの忠誠が評価されたヘロデはローマ軍の援助を受けエルサレムを包囲し
アンティゴノスⅡを倒す。37年にローマへの従属を約束して、このときからこの地
方の王として領地を一任される。 
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c. ヘロデの息子たち 

(1) アルケラオス（4 B.C.‒A.D. 6) 

(2) ピリポ（4 B.C.‒A.D. 34) 

(3) アンティパス（4 B.C.‒A.D. 39） 

5

アンティパトロス

ヘロデ大王 
(マタイ2:1)

ピリポ 
ヘロデⅡ 
(マルコ6:17)

アンティパス 
4B.C.~A.D.39 
(ルカ3:1)

アリストブロス アルケラオス 
4B.C.~A.D.6 
(マタイ2:22)

ピリポ 
4B.C.~A.D.34 
(ルカ3:1) 

アグリッパⅠ 
A.D.37~44 
(使徒12:1)

アグリッパⅡ 
A.D.48~70 
(使徒25:13)

ドルシラ 
（使徒24:24)

ベルニケ 
（使徒25:13)

ヘロデヤ 
(マルコ6:17)

サロメ 
(マタイ14:6)
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7. 総督 

a. 二種類の行政区画 

(1) 元老院によって治められている州 

(2) 皇帝（地方総督）によって治められている州 

b. 総督の役割 

(1) 税金の徴収 

(2) 軍隊の監督 

(3) 重要な司法の判断 

c. 聖書に登場する総督 

(1) ポンテオ・ピラト（A.D. 27‒37） 

(2) ペリクス（A.D. 52‒59） 

(3) フェスト（A.D. 59‒61） 

II. 中間時代の文献 
A. 七十人訳聖書（LXX） 

1. 名称の由来 

2. 背景 

a. 250‒150 B.C. の間に翻訳された 

b. エジプトのパロ、プトレマイオス・フィラデルフォス（285‒246B.C.）の命で翻訳
が開始された 

c. エジプト（アレキサンドリア）で作業がなされた 

d. クリスチャン教会の聖書として、新約時代に用いられた 
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B. タルグーム 

1. ヘブライ語の聖書のアラム語意訳 

2. 口伝によって継承されていった 

C. タルムード 

1. 「父祖たちの伝統」などと呼ばれる口伝律法であり、モーセの律法の解説と延長であ
ると考えられていた 

2. 主張されていた目的は「律法に垣根を据える」ことであった 

3. A.D. 4頃まで書き留められることはなかった 

4. ミシュナーとゲマーラーの二部で構成されている 

a. ミシュナー：律法の解釈 

b. ゲマーラー：ミシュナーの注解書 

III.中間時代に登場する用語 
A. ディアスポラ 

B. サンヘドリン 

C. サマリヤ人 

D. 律法学者とラビ 

E. 会堂 

F. パリサイ人 

7
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G. サドカイ人 

IV.中間時代の重要な役割 
A. 共通語としてのギリシャ語 

B. ローマ帝国による平和 

C. ローマ帝国が築いた道 

D. ユダヤ人の離散と会堂 

旧約から新約にかけての宗教的変化

いけにえ（儀式） 指導（規則）

捕囚前

神殿 
祭司

神殿 
祭司

捕囚中

会堂 
ラビ 
律法学者

捕囚後

神殿 
祭司 

ヘレニスト

会堂 
ラビ 
律法学者 
ハシディム

マカバイ時代

サドカイ派 
ヘロデ党

パリサイ派 
エッセネ派
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I. 聖書としての新約聖書 
A. 聖書の宣言 

1. パウロの宣言（1テモテ5:18） 

2. ペテロの宣言（2ペテロ3:15‒16） 

B. 新しい啓示の必要性 

1. 古い契約と新しい契約（2コリント3:14） 

2. 教会時代の幕開け 

II. 新約聖書の構成 
A. 物語 ‒ 5 

1. イエス・キリストの生涯に関する物語 ‒ マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ 

2. 教会の始まりに関する物語 ‒ 使徒の働き 

B. 解説 ‒ 21 

1. パウロ書簡 

2. ヘブル人への手紙 

3. ヤコブの手紙 

4. ペテロ書簡 

5. ヨハネ書簡 

6. ユダの手紙 

C. 未来の啓示 ‒ 1 

1. 黙示録 
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III.四福音書 
A. 名称 

1. 福音書 ＝ 「よい知らせ」 

2. 紀元二世紀には4つの本は福音書という名前が付けられていた 

3. これらの書は単なる伝記ではなく、キリストに関する物語であり、救いを記す「よい
知らせ」として理解されていた 

B. 各書の関係 

1. 福音書が四巻あるのは、それぞれが異なる視点からキリストの生涯と働きを書き記し
ているからである 

2. 各書の著者は独自の読者に対して、単独で福音書を書き記した 

C. 共観福音書問題 

1. 共観福音書とは何か 

2. 問題とは何か 

a. 共通点 

b. 相違点 

3. 問題の解決 

a. 一つの伝統を聞いた人々がそれぞれの福音書を書いた 

福音書 マタイ マルコ ルカ ヨハネ

執筆年代 50～60年代 60年代 60年代 90年代

執筆場所 アンテオケ ローマ ローマ エペソ

読者 シリアの 
ユダヤ人

ローマの 
異邦人

関心のある 
異邦人

小アジアの 
住人

テーマ ユダヤ人の王 
キリストの来臨

神のしもべ 
キリストの働き

人の子 
キリストの生涯

神の子 
キリストの賜物

11

マタイ ルカ

三巻共通
77

二巻共通
42

独自46独自29

315

2

マタイ 
163話

ルカ 
168話

マルコ 
97話
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b. 文書仮説 

c. イエスの物語は独立した物語であり、それらを集めたものが福音書となった 

4. 福音主義の回答 

マタイ マルコ ルカ

M L

Q Q

マルコに共通の部分 
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I. 緒論 
A. 著者 

1. 内的証明 

2. 外的証明 

a. パピアス（120‒150） 

b. エイレナイオス（c. 185） 

c. オリゲネス（185‒250） 

3. マタイに関する事柄 

a. 名前の意味： 

b. 別名： 

c. 回心前は取税人だった 

d. 全共観福音書がマタイの回心に関して記している 

e. 弟子のリストの中では一貫して7~8番目に登場する 

f. 福音書では彼の回心と召し、そして12弟子のリストでのみ登場する 

g. 使徒1:13で記されているのが登場の最後である 

h. その後の活動に関しては諸説あり、具体的な詳細はわからない 

B. 執筆年代 

1. 70年の神殿崩壊が記されていない 

2. ペテロとパウロの殉教前に執筆されたことをエイレナイオスが証言している 

3. マタイがアラム語で福音書を書いたというパピアスの証言 

4. ギリシャ語の福音書に関する証言 

C. 執筆場所 

1. アンティオケ 

2. エルサレム 

14
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D. 目的 

1. アブラハムとダビデの契約の成就者としてのイエスの提示 

2. 旧約聖書の預言の成就者としての王であるイエスの提示 

3. イエスの提示した王国の説明 

E. 福音書の特徴 

1. 独特な表現 

a. 天の御国 

b. ダビデの子 

c. 「成就するためであった」 

2. 多くの旧約の引用と言及 

3. 独特の構成 

a. マタイの福音書は5つの説教を中心にまとめられている 

b. 5つの説教は5つの歴史物語と交互に記されている 

II. 内容 
I. 序文：王の到来（マタイ1:1‒4:25） 

A. 王の受肉（1:1‒2:23） 

1. イエス・キリストの系図（1:1‒17） 

この系図は意図的に作られた系図である。十四代という表現の正確な意味は不明だ
が、この福音書が著者の目的に沿って記されるものであることを最初から告げてい
る。 

2. イエス・キリストの誕生（1:18‒25） 

a. 婚姻関係とマリヤの妊娠（1:18‒19） 
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b. ヨセフへの告知（1:20‒21） 

c. 預言の成就とイエスの誕生（1:21‒25） 

B. 王の幼少期（2:1‒23） 

1. 博士たちの訪問（2:1‒12） 

2. エジプトへの避難（2:13‒20） 

3. ナザレでの居住（2:21‒23） 

C. 王の私的な提示（3:1‒17） 

1. 提示の準備ーバプテスマのヨハネの働きー（3:1‒12） 

2. 王の提示（3:13‒17） 

D. 王の審査（4:1‒11） 

1. 聖霊の導き（4:1） 

2. サタンの誘惑（4:2‒10） 

3. 天使の奉仕（4:11） 

E. 王の公的な提示（4:12‒22） 

1. 宣教の開始（4:12‒17） 

2. 四人の弟子の召し（4:18‒22） 

F. 王の働きのまとめ（4:23‒25） 

II. 王の権威と証明（5:1‒9:35） 

A. 説教１：御国の教えによる王の権威の宣言（5:1‒7:29） 

1. 背景（5:1‒2） 
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2. 序文 

a. 天国民の特徴（5:3‒12） 

b. 天国民の責任（5:13‒16） 

c. 天国民と律法（5:14‒20） 

3. 天国民の教え（5:21‒48） 

4. 天国民の行動（6:1‒18） 

5. 天国民の禁則（6:19‒7:6） 

6. 天国民の動機（7:7‒12） 

7. 結論 

a. 天国への道（7:13‒14） 

b. 天国民への警告（7:15‒23） 

c. 天国民になるための勧め（7:24‒27) 

8. 群衆の反応（7:28‒29） 

B. 物語１：御国の力による王の権威の証明（8:1‒9:35） 

1. 預言の成就者としての病に対する権威（8:1‒17） 

a. 序文（8:1） 

b. ツァアラト（8:2‒4） 

c. 中風（8:5‒13） 

d. 熱（8:14‒15） 

e. まとめの言葉（8:16‒17） 
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2. 主であるがゆえに持っておられる権威（8:18‒9:13） 

a. 序文：主の弟子になれない者の姿（8:18‒22） 

(1) 代償を計ることの勧め（8:18‒19） 

(2) 従うことの勧め（8:20‒22） 

b. 自然に対する権威（8:23‒27） 

c. 悪霊に対する権威（8:28‒34） 

d. 罪に対する権威（9:1‒8） 

e. まとめ：主の弟子となる者の姿（9:9‒13） 

(1) 無条件の従順（9:9） 

(2) 主の招き（9:10‒13） 

3. 新しい王としての病に対する権威（9:14‒35） 

a. 序文：新しい教えの喜び（9:14‒17） 

b. 死に対する権威（9:18‒26） 

c. 病に対する権威（9:27‒31） 

d. 悪霊に対する権威（9:32‒34） 

e. まとめ（9:35） 

III. 王の働きと反対勢力（9:36‒12:50） 

A. 説教２：弟子たちの働きと反対勢力（9:36‒11:1） 

1. 序文（9:36‒10:4） 

a. 働き手の必要性（9:36‒38） 

b. 働き手の任命（10:1‒4） 

2. 働き手の派遣（10:5‒42） 

a. 働き手の任務（10:5‒16） 

b. 働きに対する迫害（10:17‒23） 

c. 働きにおける態度（10:24‒33） 
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3. 働き手の役割（10:34‒42） 

a. 王の目的（10:34‒36） 

b. 王にふさわしい者（10:37‒39） 

c. 王を受け入れる者（10:40‒42） 

4. まとめ（11:1） 

B. 物語２：王の働きと反対勢力（11:2‒12:50） 

1. 王に関する疑問と回答（11:2‒19） 

a. バプテスマのヨハネの疑問とイエスの回答（11:2‒6） 

b. バプテスマのヨハネに関する証言（11:7‒19） 

2. 責められる者と受け入れられる者（11:20‒30） 

a. 悔い改めない町への災いの宣言（11:20‒24） 

b. 選ばれた者たちへの祝福の宣言（11:25‒30） 

3. 安息日に関する論争（12:1‒14） 

a. 穂を摘むことに関して（12:1‒8） 

b. いやすことに関して（12:9‒14） 

4. 王の働きと預言の成就（12:15‒21） 

5. パリサイ人との論争（12:22‒45） 

a. 論争の発端（12:22‒24） 

b. パリサイ人に対する断罪（12:25‒32） 

c. 断罪の原因（12:33‒37） 

d. ヨナのしるしと人々の裁き（12:38‒42） 

e. 現状の例証（12:43‒45） 
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6. 家族に関する論争（12:46‒50） 

IV. 御国の奥義と弟子たちの訓練（13:1‒17:27） 

A. 説教３：御国の奥義（13:1‒52） 

1. 背景（13:1‒2） 

2. 群衆へのメッセージ 

a. 種蒔きのたとえ（13:1‒9） 

b. 弟子たちへの解説（13:10‒23） 

(1) たとえを用いることに関する解説（13:10‒17） 

(2) 種蒔きのたとえの解説（13:18‒23） 

c. 毒麦のたとえ（13:24‒30） 

d. からし種のたとえ（13:31‒32） 

e. パン種のたとえ（13:33） 

f. まとめ（13:34‒35） 

3. 弟子たちへのメッセージ 

a. 弟子たちの質問（13:36） 

b. 毒麦のたとえの解説（13:37‒43） 

c. 隠された宝のたとえ（13:44） 

d. 真珠のたとえ（13:45‒46） 

e. 地引き網のたとえ（13:47‒51） 

(1) たとえ（13:47‒48） 

(2) 解説（13:49‒51） 

f. 学者のたとえ（13:52） 
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B. 物語３：弟子たちの訓練（13:53‒17:27） 

1. 王を受け入れない人々（13:53‒14:12） 

a. ナザレの住民の拒絶（13:53‒58） 

b. ヘロデの拒絶（14:1‒12） 

(1) イエスに関するヘロデの理解（14:1‒2） 

(2) ヨハネに対するヘロデの行動（14:3‒12） 

2. 王の力の証明（14:13‒14:36） 

a. 序文（14:13‒14） 

b. 5000人の給食（14:15‒21） 

c. 水上歩行（14:22‒33） 

d. まとめ（14:34‒36） 

3. ユダヤ人指導者とカナン人の女（15:1‒31） 

a. 指導者たちとの問答（15:1‒9） 

b. 指導者たちの問題点の指摘（15:10‒20） 

c. カナン人の女の信仰（15:21‒28） 

4. 王の力の証明（14:29‒39） 

a. いやし（14:29‒31） 

b. 4000人の給食（14:32‒39） 

5. ユダヤ人指導者たちに関する警告（16:1‒12） 

a. しるしを求める人々（16:1‒4） 

b. 指導者たちの教えに関する警告（16:5‒12） 

21



新約聖書概観１ マタイの福音書

6. 弟子たちへの教え（16:13‒17:27） 

a. ペテロの告白と主の約束（16:13‒20） 

b. 死と復活の教えとペテロの反抗（16:21‒23） 

c. 真の弟子の姿に関する教え（16:24‒28） 

d. 主の栄光の現れ（17:1‒8） 

e. エリヤに関する教え（17:9‒13） 

f. 弟子たちの不信仰に関する教え（17:14‒20 [21]） 

g. 死と復活に関する教えと弟子の反応（17:22‒23） 

h. 税に関する教え（17:24‒27） 

V. 御国の民と王の教え（18:1‒23:39） 

A. 説教４：御国の民の特徴（18:1‒35） 

1. 子どものような信仰（18:1‒6） 

2. 躓きを忌み嫌う生涯（18:7‒9） 

3. 弱い者を助ける責任（18:10‒35） 

a. 原則（18:10） 

b. 迷い出た羊のたとえ（18:11‒14） 

c. 教会戒規の原則（18:15‒20） 

d. 赦しの原則（18:21‒35） 

(1) 質問（18:21） 

(2) 回答（18:22） 

(3) あわれみのないしもべのたとえ（18:23‒35） 

B. 物語４：王の教え（19:1‒23:39） 

1. 背景（19:1‒2） 

2. 離婚に関する教え（19:3‒10） 
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3. 独身に関する教え（19:11‒12） 

4. 子どもに関する教え（19:13‒15） 

5. 永遠のいのちに関する教え（19:16‒20:16） 

a. 若い金持ちの役人との対話（19:16‒22） 

b. 天の御国に入ることに関する教え（19:23‒26） 

c. 弟子たちの報いに関する教え（19:27‒30） 

d. ぶどう園のたとえ（20:1‒16） 

6. 王の死に関する教え（20:17‒19） 

7. 御国における偉大さに関する教え（20:20‒28） 

a. ゼベダイの子らとその母の願い（20:20‒21） 

b. イエスの回答（20:22‒23） 

c. 弟子たちの憤り（20:24） 

d. イエスの回答（20:25‒28） 

8. あわれみに関する教え（20:29‒34） 

9. 王の権威の提示（21:1‒22） 

a. エルサレム入城（21:1‒11） 

b. 神殿のきよめ（21:12‒17） 

c. いちじくの木への呪い（21:18‒22） 

10.王の権威に対する反抗（21:23‒23:36） 

a. 祭司長と長老たちとの問答（21:23‒22:14） 

(1) イエスの権威に対する挑戦（21:23‒27）  

(2) 二人の息子のたとえ（21:28‒32） 
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(3) 悪い農夫のたとえ（21:33‒44） 

(4) 王への敵意の増加（21:45‒46） 

(5) 婚礼の宴のたとえ（22:1‒14） 

b. パリサイ人とヘロデ党の策略（22:15‒22） 

c. サドカイ人との問答（22:23‒33） 

d. パリサイ人との問答（22:34‒46） 

(1) パリサイ人の策略（22:34‒40） 

(2) パリサイ人への質問（22:41‒46） 

e. 律法学者とパリサイ人への断罪の言葉（23:1‒36） 

f. エルサレムに対する嘆きの言葉（23:37‒39） 

VI. 王の贖いの業（24:1‒28:15） 

A. 説教５：やがて来る贖いの教え（24:1‒25:46） 

1. 序文：エルサレムの崩壊の預言（24:1‒２） 

2. 終わりのしるし（24:3‒31） 

3. いちじくの木のたとえ（24:32‒35） 

4. ノアのレッスン（24:36‒44） 

5. 二人のしもべのたとえ（24:45‒51） 

6. 十人の娘のたとえ（25:1‒13） 
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7. タラントのたとえ（25:14‒30 ) 

8. 羊と山羊のたとえ（25:31‒46） 

B. 物語５：今おこる贖いの業（26:1‒28:15） 

1. 王の殺害計画（26:1‒5） 

2. 王の死の準備（26:6‒13） 

3. ユダの裏切り（26:14‒16） 

4. 過越の食事（26:17‒30） 

a. 晩餐の準備（26:17‒19） 

b. ユダの裏切りの預言（26:20‒25） 

c. 聖餐の制定（26:26‒29） 

d. 二階の部屋からオリーブ山へ（26:30） 

5. ペテロの裏切りの預言（26:31‒35） 

6. イエスの苦しみ（26:36‒46） 

7. イエスの逮捕（26:47‒56） 

8. カヤパ邸での裁判（26:57‒75） 

a. 議会による裁判（26:57‒68） 

b. ペテロの裏切り（26:69‒75） 
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9. ピラト邸での裁判（27:1‒26） 

a. カヤパ邸からピラト邸へ（27:1‒2） 

b. ユダの自殺（27:3‒10） 

c. ピラトの裁判（27:11‒26） 

10.十字架刑（27:27‒66） 

a. 兵士のあざけり（27:27‒31） 

b. 十字架（27:32‒56） 

11.埋葬（27:57‒66） 

12.復活（28:1‒15） 

a. 天使の告知（28:1‒8） 

b. イエスの言葉（28:9‒10） 

c. 祭司長と長老たちの計略（28:11‒15） 

VII. 結末：王からの任務（28:16‒20） 

A. 背景（28:16‒17） 

B. 任務（28:18‒20） 
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新約聖書概観１ マルコの福音書

I. 緒論 
A. 著者 

福音書自体の内的証明は無きに等しいが、初代教会の時代から一貫してマルコが著者であ
ると証言されている。 

1. パピアス（c. 70‒150） 

2. 殉教者ユスティノス（c. 165 ） 

3. エイレナイオス（c. 140‒203） 

4. アレキサンドリアのクレメンス（c. 195） 

5. テルトゥリアヌス（c. 160‒220） 

6. オリゲネウス（c. 230） 

B. マルコの生涯 

1. ヨハネ・マルコと呼ばれている（使徒12:12） 

2. 正式な弟子ではなかったが、キリストの生涯の目撃者であった（参照：マルコ14:51‒
52） 

3. バルナバのいとこである（コロサイ4:10） 

4. マルコの母の家はエルサレム教会の拠点だった（使徒12:12） 

5. パウロとバルナバとともに第一次宣教旅行に同行するが、途中で働きを辞める（使徒
13:5, 13） 
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6. 第二次宣教旅行の際、バルナバとパウロの議論の元凶となる（使徒15:36‒40） 

7. パウロとの和解がなされていることを後のパウロの手紙から読み取ることができる
（コロサイ4:10; ピレモン24） 

8. パウロが去った後もローマに滞在したマルコはペテロの到着とともにペテロと行動を
共にした 

9. パウロの働きにとって有益な人物になった（Ⅱテモテ4:11） 

C. 執筆年代と執筆場所 

エイレナイオスの言葉によればマルコは64年以降に記されている。神殿崩壊の記述が見
られないため、70年以前にマルコが働きをしていたローマで記されていると考えられる。 

D. 目的 

E. 特徴 

1. ローマ人を対象に書かれている 

a. ラテン語の単語が使われることがある 

b. ラテン語的文法で書かれることがある 

c. ユダヤ人には不必要な説明を加える事がある（15:42; 13:3） 

2. 速いテンポの展開 

3. 詳細な内容 

4. ペテロに関する記述 
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II. 内容 
I. 序文：福音のはじめ（1:1‒13） 

A. タイトル（1:1） 

B. バプテスマのヨハネに関する預言（1:2‒3） 

C. バプテスマのヨハネの働き（1:4‒8） 

D. イエスのバプテスマ（1:9‒11） 

E. イエスの誘惑（1:12‒13） 

II. しもべの働き（1:14‒9:50） 

A. ガリラヤでの働き（1:14‒7:23） 

1. イエスのメッセージ（1:14‒15） 

2. イエスの弟子の召し（1:16‒20） 

3. カペナウムでの働き（1:21‒34） 

a. 権威ある教え（1:21‒22） 

b. 権威の証明（1:23‒34） 

4. ガリラヤ全土への働き（1:35‒45） 

a. イエスの祈りと働きの拡張（1:35‒39） 

b. ツァラアトの人のいやし（1:40‒45） 

5. ユダヤ教の指導者たちとの衝突（2:1‒3:6） 

a. 中風の人のいやし（2:1‒12） 

b. 罪人との食事（2:13‒17） 
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c. 断食に関する質問（2:18‒22） 

d. 安息日に関する習慣（2:23‒3:6） 

(1) 安息日に穂を摘むことに関して（2:23‒28） 

(2) 安息日に人をいやすことに関して（3:1‒6） 

6. ガリラヤ湖畔での働き（3:7‒19） 

a. 群衆への働き（3:7‒12） 

b. 十二弟子の任命（3:13‒19） 

7. カペナウムでの衝突（3:20‒35） 

a. 背景（3:20‒21） 

b. 律法学者との衝突（3:21‒30） 

c. 家族との衝突（3:31‒35） 

8. たとえによる教え（4:1‒34） 

a. 種蒔きのたとえ（4:1‒9） 

b. たとえで話す理由（4:10‒12） 

c. 種蒔きのたとえの解説（4:13‒20） 

d. 燭台のたとえ（4:21‒23） 

e. 量りのたとえ（4;24‒25） 

f. 成長する種のたとえ（4:26‒29） 

g. からし種のたとえ（4:30‒32） 

h. まとめ（4:33‒34） 

9. 力による証明（4:35‒5:43） 

a. 嵐を沈める（4:35‒41） 

b. 悪霊を追い出す（5:1‒20） 

c. ヤイロの娘のいやしの依頼（5:21‒24） 

d. 長血の女のいやし（5:25‒34） 
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e. ヤイロの娘のよみがえり（5:35‒43） 

10.ガリラヤでの働き（6:1‒7:23） 

a. ナザレでの拒絶（6:1‒6a） 

b. 十二弟子の派遣（6:6b‒13） 

c. イエスの評判（6:14‒16） 

d. ヘロデとバプテスマのヨハネの死（6:17‒29） 

e. 弟子たちの帰還（6:30‒32） 

f. 5000人の給食（6:33‒44） 

g. 水上歩行（6:45‒52） 

h. 多くのいやし（6:53‒56） 

i. 神の律法と人の伝統に関する議論（7:1‒13） 

(1) 手を洗うことに関して（7:1‒8） 

(2) コルバンに関して（7:19‒13） 

j. 汚れに関する教え（7:14‒23） 

B. ガリラヤ外での働き（7:24‒9:29） 

1. ツロ地方での異邦人の娘のいやし（7:24‒30） 

2. デカポリスでのローア者のいやし（7:31‒7:37） 

3. ガリラヤ東岸での4000人の給食（8:1‒9） 

4. ダルマヌタでのパリサイ人との議論（8:10‒12） 

5. ガリラヤ湖上での弟子たちへの教え（8:13‒21） 

6. ベツサイダでの盲人のいやし（8:22‒26） 
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7. ピリポ・カイザリヤでの弟子たちに対する教え（8:27‒9:29） 

a. ペテロの告白（8:27‒30） 

b. イエスの死と復活の預言（8:31‒33） 

c. 弟子となることに伴う犠牲（8:34‒38） 

d. イエスの栄光の啓示（9:1‒8） 

e. 二回目の死と復活の預言（9:9‒10） 

f. エリヤの到来に関する教え（9:11‒13） 

g. 汚れた霊の追放（9:14‒29） 

C. ガリラヤでの教え（9:30‒50） 

1. 三回目の死と復活の預言（9:30‒32） 

2. カペナウムでの弟子に対する教え（9:33‒50） 

a. 偉い者に関する教え（10:33‒37） 

b. 弟子の判別方法（9:38‒40） 

c. 弟子のあるべき姿（9:41‒50） 

III. しもべの死と復活（10:1‒16:8） 

A. エルサレムへの旅路（10:1‒52） 

1. パリサイ人との離婚に関する議論（10:1‒12） 

2. 子どもへの祝福（10:13‒16） 

3. 若い金持ちの役人との対話（10:17‒22） 

4. 永遠のいのちに関する教え（10:23‒27） 

5. 弟子たちへの報い（10:28‒31） 

6. 四回目の死と復活の預言（10:32‒34） 
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7. ゼベダイの子らの願い（10:35‒40） 

8. 仕える者となることへの召し（10:41‒45） 

9. エリコでの盲人のいやし（10:46‒52） 

B. エルサレムでの教え（11:1‒13:37） 

1. エルサレム入城（11:1‒11） 

2. いちじくの木の呪い（11:12‒14） 

3. 神殿の占拠（11:15‒19） 

4. いちじくの木のレッスン（11:20‒25） 

5. 権威に関する問答（11:26‒33） 

6. 悪い農夫たちのたとえ（12:1‒12） 

7. 税金に関する問答（12:13‒17） 

8. 復活に関する問答（12:18‒27） 

9. 最も重要な命令に関する問答（12:28‒34） 

10.神殿での教え（12:35‒44） 

a. メシアの神性に関する教え（12:35‒37） 

b. 律法学者に対する非難（12:38‒40） 

c. 献金に関する教え（12:41‒44） 
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11.終わりの日の預言（13:1‒37） 

a. 神殿崩壊の預言（13:1‒2） 

b. 弟子たちの質問（13:3‒4） 

c. 終わりの予兆（13:5‒8） 

d. 迫害の予告（13:9‒13） 

e. 「荒らす憎むべきもの」の到来（13:14‒23） 

f. 主の再臨の日（13:24‒27） 

g. いちじくの木のたとえ（13:28‒32） 

h. 目をさましている必要性（13:33‒37） 

12.しもべの死（14:1‒15:47） 

a. キリストを殺す計画：エルサレム（14:1‒2） 

b. 埋葬の準備：ベタニヤ（14:3‒9） 

c. ユダの密約：エルサレム（14:10‒11） 

d. 最後の晩餐：エルサレム（14:12‒25） 

(1) 晩餐の準備（14:12‒16） 

(2) 晩餐（14:17‒25） 

(a) 裏切りの予告（14:17‒21） 

(b) 聖餐（14:22‒25） 

e. 弟子たちの離散の予告：エルサレムからオリーブ山へ（14:26‒31） 

f. キリストの苦悩の祈り：ゲッセマネ（14:32‒42） 

g. キリストの逮捕：ゲッセマネ（14:43‒52） 

h. ユダヤ議会での裁判：カヤパ邸（14:53‒65） 

i. ペテロの否認（14:66‒72） 

j. ローマによる裁判：ピラト邸（15:1‒15） 

k. ローマ兵によるあざけり：ピラト邸（15:16‒20） 

l. 十字架刑：ゴルゴタ（15:21‒47） 

(1) ゴルゴタへの移動（15:21‒22） 

(2) 十字架でのあざけり（15:23‒32） 
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(3) 死（15:33‒41） 

(4) 埋葬（15:42‒47） 

13.しもべの復活（16:1‒8） 

III.追加文に関して 

36



ルカの福音書 



新約聖書概観１ ルカの福音書

I. 緒論 
A. 著者 

1. 外的証明 

a. 殉教者ユスティノス（c. 100‒165 ） 

b. ムラトリ断片（c. 160‒200） 

c. エイレナイオス（c. 140‒203） 

d. テルトゥリアヌス（c. 160‒220） 

e. オリゲネウス（c. 230） 

2. 内的証明 

a. 使徒の働きにおける一人称複数 

b. 使徒の働きはすべてこの著者によって書かれている 

c. ルカの福音書も同じ著者によって書かれている 

d. ルカはパウロとともに旅をしていた 

e. ルカの福音書と使徒の働きに登場する医学用語 

B. 執筆年代と執筆場所 

1. 年代 

a. 58‒65年 
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b. 66‒70年 

c. 70‒100年 

d. 100-150年 

2. 場所 

C. ルカに関して 

1. 聖書の記述 

a. コロサイ4:14 「愛する医者ルカ」 

b. Ⅱテモテ4:11 「ルカだけは私とともにおります」 

c. ピレモン24 「同労者たちである・・・ルカからもよろしく」 

2. ルカに関して推測できること 

a. ルカは異邦人であった 

b. ルカは医者であった 

c. ルカはパウロとともに旅した同労者であった 

d. ローマでの第二期投獄時にルカはパウロとともにいた 

D. 福音書の特徴 

1. 包括的な視点 

a. 年代的記録において 

(1) イエスの誕生の15ヶ月前から始まる（1:5, 26） 

(2) イエスの復活後昇天までの出来事を記している 

b. 内容において 

(1) 共観福音書の中でルカだけにしか記されていない記事が多い 

(2) 新約聖書の中で最も長い本である 
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2. 世界的視野 

a. 天使のメッセージ（2:14） 

b. シメオンの預言（2:32） 

c. イザヤの引用（3:6） 

d. 宣教命令（24:47） 

3. 特定の人物の描写 

a. ザカリヤ 

b. エリサベツとマリヤ 

c. マリヤとマルタ 

d. ザアカイ 

e. クレオパ 

4. 疎外者たちへの関心 

a. 不道徳の女（ルカ7:36） 

b. ザアカイ（ルカ19:1） 

c. 悔い改めた強盗（23:39） 

d. 放蕩息子 

e. 取税人 

f. サマリヤ人 

5. 女性の描写 

a. エリサベツ 

b. マリヤ 

c. 女預言者アンナ 

d. ナインのやもめ 

e. 腰が曲がった女 

f. 主の復活時における女性たち 
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6. 貧困と財産 

a. 財産に関するたとえ 

b. イエスの教え 

7. 祈り 

a. キリストの九つの祈り 

b. キリストの実践 

c. 祈りに関するたとえ 

8. 聖霊 

a. 聖霊に関する言及 

b. 重要な登場人物の多くは聖霊の働きの影響を受けている 

9. たとえと奇蹟 

a. 23のたとえの18がルカにのみ記されている 

b. 20の奇蹟のうち6がルカにのみ記されている 

10.キリストの人間性 

a. イエスの系図 

b. イエスの幼少時代 

11.歴史的正確さ 

a. 正確な調査（1:1‒4） 

b. 正確な記録（1:5; 2:1‒2; 3:1‒2） 

12.文学的スタイル 

a. 語彙の多さ 

b. 文章のスタイル 

(1) 序文は古典的ギリシャスタイルで書かれている 
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(2) 幼児期の物語はセム系の色合いが濃い 

(3) 残りの部分はコイネーギリシャスタイルで書かれている 

13.神学的強調 

II. 内容 
I. 前文（1:1‒4） 

II. 人の子の誕生と成長（1:5‒2:52） 

A. 二つの誕生の知らせ（1:5‒38） 

1. ヨハネの誕生の知らせ（1:5‒25） 

2. イエスの誕生の知らせ（1:26‒38） 

B. 二つの賞賛（1:39‒56） 

1. マリヤの訪問（1:38‒40） 

2. エリサベツの賞賛（1:41‒45） 

3. マリヤの賛歌（1:46‒55） 

4. マリヤの帰宅（1:56） 

C. 二つの誕生 

1. ヨハネの誕生（1:57‒79） 

a. 誕生と命名（1:57‒66） 

b. ザカリヤの賛歌（1:67‒79） 
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2. イエスの誕生（2:1‒20） 

a. 誕生の経緯（2:1‒7） 

b. 天使の知らせ（2:8‒14） 

c. 羊飼いの訪問（2:9‒20） 

3. イエスの幼児期（2:21‒38） 

a. 両親の従順（2:21‒24） 

b. シメオンの祝福（2:25‒35） 

(1) シメオンの信仰（2:25‒27） 

(2) シメオンの賛美（2:28‒33） 

(3) シメオンの預言（2:34‒35） 

c. アンナの感謝（2:36‒38） 

4. イエスの少年期（2:39‒52） 

III. 人の子の働きの準備（3:1‒4:13） 

A. ヨハネによる人の子の到来の準備（3:1‒20） 

1. ヨハネの働きの時期（3:1‒2） 

2. ヨハネの働きの内容（3:3） 

3. ヨハネの働きの預言（3:4‒6） 

4. ヨハネの働きの詳細（3:7‒20） 

B. イエスによる人の子の働きの準備（3:21‒4:13） 

1. イエスのバプテスマ（3:21‒22） 

2. イエスの系図（3:28‒38） 
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3. イエスの誘惑（4:1‒13） 

IV. ガリラヤでの働き（4:14‒9:50） 

A. イエスの働きの始まり（4:14‒6:16） 

1. 序文：イエスの評判と働き（4:14‒15） 

2. ナザレでの働き（4:16‒30） 

a. イエスの宣言（4:16‒22） 

b. イエスの非難（4:23‒27） 

c. ナザレの拒絶（4:28‒30） 

3. カペナウムでの働き（4:31‒42） 

a. 悪霊の追放（4:31‒37） 

b. 群衆のいやし（4:38‒42） 

4. 町々での働き（4:43‒44） 

5. 最初の弟子たちの召し（5:1‒11） 

6. ツァアラトの人のいやし（5:12‒16） 

7. 中風の人のいやし（5:17‒26） 

8. レビの召し（5:27‒28） 

9. パリサイ人と律法学者たちとの討論（5:29‒6:11） 

a. 罪人との会食（5:29‒32） 

b. 断食の必要性（5:33‒39） 

c. 安息日の理解（6:1‒11） 
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10.十二使徒の選出（6:12‒16） 

B. イエスの教え（6:17‒49） 

1. 序文：イエスの評判と働き（6:17‒19） 

2. 祝福の教え（6:10‒23） 

3. 災いの教え（6:24‒26） 

4. 敵を愛することに関する教え（6:27‒36） 

5. 裁くことに関する教え（6:37‒42） 

6. 木と実に関する教え（6:43‒45） 

7. 従順であることの教え（6:46‒49） 

C. イエスの働きの継続（7:1‒50） 

1. 百人隊長のしもべのいやし（7:1‒10） 

2. やもめの息子の復活（7:11‒17） 

3. ヨハネに対する保証（7:18‒23） 

4. ヨハネのイエスの関係に関する教え（7:24‒35） 

5. 罪深い女の赦し（7:36‒50） 
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D. イエスのたとえ（8:1‒21） 

1. 序文：イエスの働きのまとめ（8:1‒4） 

2. 種蒔きのたとえ（8:5‒15） 

a. たとえ（8:5‒8） 

b. たとえで語る理由（8:9‒10） 

c. たとえの解説（8:11‒15） 

3. あかりのたとえ（8:16‒18） 

4. 結論：真の家族（8:19‒21） 

E. イエスの各地での働き（8:22‒9:17） 

1. 自然に対する権威（8:22‒25） 

2. 悪霊に対する権威（8:26‒39） 

3. いのちに対する権威（8:40‒56） 

4. 十二弟子の派遣（9:1‒6） 

a. 派遣（9:1‒2） 

b. 指導（9:3‒5） 

c. 結果（9:6） 

5. ヘロデの当惑（9:7‒9） 

6. 必要に対する権威（9:10‒17） 
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F. イエスの働きの頂点（9:18‒50） 

1. ペテロの告白（9:18‒21） 

2. 人の子の苦しみと栄光の預言（9:22） 

3. 真の弟子の姿（9:23‒27） 

4. 三人の弟子に対する神の栄光の啓示（9:28‒36） 

5. 群衆に対する神の御力の啓示（9:37‒43） 

6. 弟子たちに対する教え（9:44‒50） 

V. エルサレムへの旅路（9:51‒19:44） 

A. 一度目の旅路（9:51‒13:21） 

1. サマリヤでの拒絶（9:51‒56） 

2. 弟子となることの代償（9:57‒62） 

3. 七十人の派遣（10:1‒24） 

a. 派遣（10:1） 

b. 指示（10:2‒16） 

c. 報告（10:17） 

d. 教え（10:18‒24） 

4. 永遠のいのちに関する教え：良きサマリヤ人のたとえ（10:25‒37） 

a. 律法学者の質問（10:25） 

b. イエスの回答（10:26‒28） 

c. 律法学者の弁償（10:29） 
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d. イエスのたとえ（10:30‒35） 

e. 結論（10:36‒37） 

5. ベタニヤへの訪問（10:38‒42） 

6. 祈りに関する教え（11:1‒13） 

a. 弟子がすべき祈りの模範（11:1‒4） 

b. 弟子が持つべき祈りの態度（11:5‒13） 

7. ユダヤ人指導者との衝突（11:14‒13:21） 

a. 衝突１（11:14‒36） 

(1) ベルゼブル論争（11:14‒28） 

(2) 群衆への教え（11:29‒36） 

(a) ヨナのしるし（11:29‒32） 

(b) 燭台とからだのたとえ（11:33‒36） 

b. 衝突２（11:37‒54） 

(1) きよめに関する論争（11:37‒12:12） 

(a) パリサイ人へ非難（11:37‒44） 

(b) 律法学者への非難（11:45‒52） 

(c) 律法学者とパリサイ人の攻撃（11:53‒54） 

(2) 弟子たちへの教え（12:1‒12) 

(a) パリサイ人のパン種（12:1‒5） 

(b) 人の子に認められる者（12:6‒12） 

c. 衝突３（12:13‒13:9) 

(1) 財産に関する論争：愚かな金持ちのたとえ（12:13‒21） 

(2) 弟子たちへの教え（12:22‒53） 

(a) 必要に対する心配に関する教え（12:22‒34） 

(b) 不忠実への警告：忠実なしもべと不忠実なしもべのたとえ（12:35‒49) 

(c) 人の子によってもたらされる分裂の教え（12:50‒53） 
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(3) 群衆への教え（12:54‒13:9） 

(a) 時を見分けることに関する教え（12:54‒57） 

(b) 和解の必要性に関する教え（12:58‒59） 

(c) 悔い改めの必要性に関する教え（13:1‒5） 

(d) いちじくのたとえ（13:6‒9） 

d. 衝突４（13:10‒21） 

(1) 安息日のいやしに関する論争（13:10‒17） 

(2) 群衆への教え（13:18‒21） 

(a) からし種のたとえ（13:18‒19） 

(b) パン種のたとえ（13:20‒21） 

B. 二度目の旅路（13:22‒17:10） 

1. 弟子となることの覚悟（13:22‒30） 

2. イエスの嘆き（13:31‒35） 

3. ユダヤ人指導者への非難１（14:1‒24） 

a. 起因：安息日のいやし（14:1-6） 

b. ３つのたとえを通しての非難（14:7‒24） 

(1) 謙遜に関するたとえ（14:7‒11） 

(2) 報いに関するたとえ（14:12‒14） 

(3) 盛大な宴会のたとえ（14:15‒24） 

4. 群衆への教え（14:25‒35） 

a. 弟子となることの代償に関する教え（14:25‒27） 

b. 犠牲を払うことの覚悟に関するたとえ（14:18‒33） 

c. 弟子として生きることの重要性に関する教え（14:34‒35) 
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5. ユダヤ人指導者に関する非難２（15:1‒32） 

a. 起因：罪人との交わり（15:1‒2） 

b. 3つのたとえを通しての非難（15:3‒32） 

(1) 迷い出た羊のたとえ（15:3‒7） 

(2) なくした銀貨のたとえ（15:8‒10） 

(3) 放蕩息子のたとえ（15:11‒32） 

6. 弟子たちに対する教え：不正な管理人のたとえ（16:1‒13） 

7. パリサイ人への非難：金持ちとラザロのたとえ（16:14‒31） 

8. 弟子たちに対する教え：忠実なしもべのたとえ（17:1‒10） 

a. つまづきを与えることに関する警告（17:1‒2） 

b. つまずきを与える者への赦し（17:3‒4） 

c. 赦しの根源（17:5‒６) 

d. 赦しの当然さ（17:7‒10） 

C. 三度目の旅路（17:11‒19:27） 

1. サマリヤ近隣での出来事：ツァラアトに冒された十人のいやし（17:11‒19） 

2. エリコまでの旅路での出来事（17:20‒18:34） 

a. 神の国の到来に関する教え（17:20‒37） 

b. 祈ることに関する教え：不正な裁判官のたとえ（18:1‒8） 

c. 自分を義とする者に対する教え：パリサイ人と取税人のたとえ（18:9‒14） 

d. 神の国に入る者に関する教え（18:15‒30） 

(1) 子どものような者だけが神の国に入ることができる（18:15‒17） 

(2) 神の働きによってのみ神の国に入ることができる（18:18‒27） 

(a) イエスと若い金持ちの役人との会話（18:18‒23） 

(b) イエスと弟子たちとの会話（18:24‒27） 
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(3) 神の国に入る者の報い（18:28‒30） 

e. 苦しみと死と復活に関する預言（18:31‒34） 

3. エリコでの出来事（18:35‒19:27） 

a. 盲人のいやし（18:35‒43） 

b. ザアカイの救い（19:1‒10） 

c. ミナのたとえ（19:11‒27） 

D. エルサレム入城（19:28‒44） 

1. 入城の準備（19:28‒35） 

2. 人々の反応（19:36‒40） 

3. イエスの嘆き（19:41‒44） 

VI. エルサレムでの働き（19:45‒24:43 

A. 月曜日：神殿占拠（19:45‒48） 

B. 火曜日：ユダヤ人指導者との衝突（20:1‒21:4） 

1. 指導者との衝突：イエスの権威に対する挑戦（20:1‒19） 

a. 指導者の挑戦とイエスの回答（20:1‒8） 

b. 民衆への教え：悪い農夫のたとえ（20:9‒18） 

c. 結果（20:19） 

2. 間者との衝突：税金に関する策略（20:20‒26） 

3. サドカイ人との衝突：復活に関する質問（20:27‒40） 

a. サドカイ人の質問（20:27） 

b. イエスの回答（20:28‒38） 
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c. 人々の反応（20:39‒40） 

4. 律法学者との衝突：メシアの証明（20:41‒47） 

a. 預言の解釈（20:41‒44） 

b. 律法学者に関する警告（20:45‒47） 

5. やもめの献金（21:1‒4） 

6. 神殿の崩壊と主の再臨の預言（21:5‒36） 

7. 指導者の策略とユダの裏切り（22:1‒6） 

a. 指導者の策略（22:1‒2） 

b. ユダの裏切り（22:3‒6） 

C. 木曜日：最後の夜（22:7‒53） 

1. 食事の準備（22:7‒13） 

2. 主の晩餐（22:14‒38） 

a. 食事と聖餐の制定（22:14‒20） 

b. 裏切り者の預言（22:21‒23） 

c. 弟子同士の争いとイエスの教え（22:24‒30） 

d. ペテロの裏切りの預言（22:31‒34） 

e. 神の備えの約束（22:35‒38） 

3. ゲッセマネの園（22:39‒53） 

a. 苦しみの祈り（22:39‒46） 

b. イエスの逮捕（22:47‒53） 
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D. 金曜日：裁判と十字架（22:54‒55） 

1. 夜中の裁判（22:54‒65） 

a. ペテロの否定（22:54‒62） 

b. イエスに対するあざけり（22:63‒65） 

2. 早朝の裁判（22:66‒71） 

3. ローマによる裁判（23:1‒25） 

a. ピラトによる一回目の裁判（23:1‒5） 

b. ヘロデによる裁判（23:6‒12） 

c. ピラトによる二回目の裁判（23:13‒25） 

4. 十字架刑（23:26‒49） 

a. 死刑場への道（23:26‒33） 

(1) 十字架を負うシモン（23:26） 

(2) 嘆く女たち（23:27） 

(3) 嘆くイエス（23:28‒31） 

(4) 十字架にかかるイエス（23:32‒33） 

b. 十字架上（23:34‒ 

(1) イエスの赦しの言葉（23:34） 

(2) 人々のあざけりと罪人の悔い改め（23:35‒43） 

(a) あざけり（23:35‒39） 

(b) 悔い改め（23:40‒43） 

(3) 三時間の暗闇（23:44‒45） 

(4) イエスの死（23:46‒49） 

5. 埋葬（23:50‒56） 
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E. 日曜日：復活（24:1‒43） 

1. 墓での出来事（24:1‒12） 

2. 二人の弟子に現れる主（24:13‒35） 

3. 弟子たちに現れる主（24:36‒43） 

VII. 復活後の働きと昇天（24:44‒53） 

A. 旧約聖書の解説（24:44‒47） 

B. 弟子たちへの指示（24:48‒49） 

C. 昇天（24:50‒51） 

D. 弟子たちの礼拝（24:52‒53） 
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新約聖書概観１ ヨハネの福音書

I. 緒論 
A. 著者 

1. 外的証拠 

a. 広くヨハネが著者であることが受け入れられている 

b. エウセビオス（c. 325） 

c. エイレナイオス（c. 185） 

d. アンテオケのセオピラス（c. 180） 

e. テルトゥリアヌス（c. 150‒222） 

2. 内的証拠 

第四の福音書は著者の名前が記されていないが、この書の中にヨハネが著者である
ことを示す十分な証拠が残されている 

a. 著者はユダヤ人である 

b. 著者はパレスチナに住んでいたユダヤ人である 

c. 著者はイエスの生涯の目撃者である 

d. 著者は使徒である 

e. 著者は弟子の中でも最もイエスに近かった三人の一人である 

f. 著者は使徒ヨハネである 

B. 執筆年代と執筆場所 

1. 執筆年代 

a. 具体的な年代を示す証拠は存在しない 

b. エウセビオスがこの福音書が他の福音書が書かれた後に執筆されたと語っている事
から70年以降にこの書が記されたと理解することができる 

c. エイレナイオスはヨハネがトラヤヌスの治世（97‒117）まで存命していたことを
記している。伝統ではヨハネは老年になってから福音書を記したことが言われてい
る。これらのことから、福音書はトラヤヌスの治世の最初の頃に記されたと理解す
ることができる 

d. 範囲としては70年から98年頃と考えることができるが、一般的にはヨハネの手紙
と黙示録を記す前の80年代だと考えられている 
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2. 執筆場所 

a. エイレナイオスはヨハネがアジアに滞在しているときに福音書を書いたと語る 

b. ポリュクラテス（エペソの監督）はヨハネがエペソに葬られていると語る 

c. 古代からの伝統は一貫してエペソでこの福音書が書かれたことを告げる 

C. 執筆のきっかけ 

1. 教会の必要 

2. 教理的問題への回答 

3. 共観福音書に記されていないイエスの生涯と教えの保存 

D. 目的：ヨハネ20:31 

1. イエスが誰であるのかを理解し信じる 

a. イエスが神の子であることを信じる 

b. イエスがキリストであることを信じる 

2. 信じることによっていのちを得る 

E. ヨハネの福音書の特徴 

1. 独特の内容 

a. マタイだけが記す内容：35% 

b. マルコだけが記す内容：7% 

c. ルカだけが記す内容：50% 

d. ヨハネだけが記す内容：93% 

2. シンプルでありながら深い内容 
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3. 文章 

a. 単純な文章 

b. ヘブライ文学的平衡法 

c. 一つの概念に対する肯定的な表現と否定的な表現 

d. ほかのどの福音書よりも単語量が少ない 

e. 唯一「まことに、まことに」という表現を使う 

4. しるし 

a. ８つのしるし 

(1) 水をぶどう酒に変える（2:1‒11） 

(2) 役人の息子のいやし（4:26‒54） 

(3) ベテスダの池でのいやし（5:1‒9） 

(4) 5000人の給食（6:1‒14） 

(5) 水の上の歩行（6:15‒21) 

(6) 生まれながらの盲人のいやし（9:1‒7） 

(7) ラザロの復活（11:17‒44） 

(8) 魚の引き上げ（21:1‒14） 

b. ほかのしるし 

5. 説教・対話 

a. 新生（3:1‒13） 

b. いのちの水（4:1‒26） 

c. 神性（5:19‒47） 

d. いのちのパン（6:22‒71） 

e. 世の光（8:12‒59） 

f. 良い牧者（10:1-30） 

g. 二階の説教（13:1‒16:33） 
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6. イエスの教え 

a. ほかのどの福音書よりもイエスの教えに焦点が当てられている 

b. たとえ話が一つも記されていない 

c. 多くの個人的な会話が記されている 

d. キリストに関する宣言 

(1) 「わたしはいのちのパンです。」（6:35） 

(2) 「わたしは世の光です。」（8:12; 9:5） 

(3) 「わたしは羊の門です。」（10:7） 

(4) 「わたしは良い牧者です。」（10:11, 14） 

(5) 「わたしはよみがえりです。いのちです。」（11:25） 

(6) 「わたしは道であり、真理であり、いのちです。」（14:6） 

(7) 「わたしはまことのぶどうの木です。」（15:1） 

7. 共観福音書との比較 

a. 受難週前に記されている出来事で共観福音書に記されているのは5000人の給食と
水の上を歩く奇蹟の二つだけである 

b. イエスの生涯の約20日間のみに焦点が当たっている 

c. 13章から19章は24時間の出来事を記している 

d. オリーブ山での説教や山上の説教などが省かれている 

8. 鍵となる言葉 

a. 「しるし」 

b. 「信じる」 

c. 「いのち」 

d. 「イエス」 

e. 「父」 

F. ヨハネという人物 

1. 家族 

a. 父：ゼベダイ  

しもべを雇っているところから（マル1:20）比較的裕福であったと考えられる 
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b. 母：サロメ 

ヨハネ19:25（参照：マタイ27:56; マルコ15:40）のゆえに、サロメはイエスの
母マリヤの妹であったと考えられている。つまりヨセフとヤコブはイエスのいとこ
であったと考えられる。 

c. 兄弟：ヤコブ 

十二弟子の一人で、イエスに最も近かった三人の一人。最初に殉教した使徒でも
ある。 

2. 職業：漁師 

3. 師 

a. バプテスマのヨハネ 

初期の頃からヨハネの弟子となっており、ヨハネによってイエスが誰なのかを知
らされた（1:19‒51）。 

b. イエス 

イエスの最初の弟子の一人であり、カナの婚礼での奇蹟や最初の神殿の占拠など
を目撃した。 

4. 弟子の中での立場 

a. 十二弟子の一人 

b. 最もイエスに近い三人の一人 

c. イエスに最も愛された弟子 

d. イエスの母マリヤの世話を任された弟子 

5. 復活後 

a. ペテロと墓を見に行った弟子 

b. ペンテコステの日に二階の部屋にいた弟子 

c. 教会設立当初からペテロとともに教会の指導者として働く 

d. ペテロとともに様々な奇蹟に携わる 

e. エペソに移住した後、パトモス島に幽閉されるが、再度エペソに戻る 
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II. 内容 
I. 序文（1:1‒18） 

A. ことばであるキリストの神性（1:1‒5） 

1. ことばの永遠性（1:1‒2） 

2. ことばの受肉前の働き（1:3‒5） 

B. ことばであるキリストの啓示（1:6‒13） 

1. ことばの先駆け（1:6‒8） 

2. ことばの拒絶（1:9‒11） 

3. ことばの受諾（1:12‒13） 

C. ことばであるキリストの受肉（1:14‒18） 

1. ことばの受肉の証（1:14） 

2. ことばの受肉の宣言（1:15） 

3. ことばの受肉の利益（1:16‒１７） 

4. ことばの受肉の目的（1:18） 

II. 神の子の提示（1:19‒4:54） 

A. バプテスマのヨハネによる提示（1:19‒34） 

1. ユダヤ人指導者たちへの提示（1:19‒28） 

2. 弟子たちに対する提示（1:29‒34） 
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B. 最初の弟子たちに対する提示（1:35‒51） 

1. 二人の弟子たちに対する提示（1:35‒40） 

2. ペテロに対する提示（1:41‒42） 

3. ピリポに対する提示（1:43‒44） 

4. ナタナエルに対する提示（1:45‒51） 

C. ガリラヤでの提示（2:1‒12） 

1. 最初のしるし：水をぶどう酒に変える（2:1‒10） 

2. 結果：栄光の現れと弟子たちの信仰（2:11） 

3. カペナウムへの移動（2:12） 

D. エルサレムでの提示 

1. 神殿の清め（2:13‒22） 

2. ニコデモへの提示（2:23‒3:15） 

a. 背景：しるしと反応（2:23‒25） 

b. 対話：新生の提示（3:1‒15） 

3. ヨハネのコメント１（3:16‒21） 

E. ユダヤ地方での提示（3:22‒36） 

1. バプテスマのヨハネのあかし（3:22‒30） 

2. ヨハネのコメント２（3:31‒36） 
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F. サマリヤでの提示（4:1‒42） 

1. サマリヤの女への提示（4:1‒26） 

2. 弟子たちへの解説（4:27‒38）  

3. サマリヤ人への提示（4:39‒42） 

G. ガリラヤでの提示（4:43‒54） 

1. 対比：ガリラヤの反応（4:43‒45） 

2. 二番目のしるし：役人の息子のいやし（4:46‒54） 

III. 神の子への対立（5:1‒12:50） 

A. 祭りでの対立（5:1‒47） 

1. 三番目のしるし：ベテスダでのいやし（5:1‒15） 

2. ユダヤ人との対立（5:16‒47） 

a. 対立の原因（5:16） 

b. イエスと神との関係を通しての説明（5:17） 

c. 対立の激化（5:18） 

d. イエスの神性と権威の宣言（5:19‒29） 

e. イエスの神性と権威の証明（5:30‒47） 

(1) 自分の証言（5:30‒32） 

(2) バプテスマのヨハネの証言（5:33-35） 

(3) みわざの証言（5:36） 

(4) 神の証言（5:37‒38） 

(5) 聖書の証言（5:39） 

f. 不信仰者に対する断罪（5:40‒47） 
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B. 過越の祭り頃の対立（6:1‒71） 

1. 四番目のしるし：5000人の給食（6:1‒15） 

2. 五番目のしるし：水上の歩行（6:16‒21） 

3. いのちのパンの説教（6:22‒71） 

a. 状況説明：イエスを探す群衆（6:22‒25） 

b. 説教：（6:26‒59） 

(1) 真のマナ（6:26‒34） 

(2) いのちのパンであるイエス（6:35‒48） 

(3) 人の子を食べることの必要性（6:49‒58） 

(4) まとめ（6:59） 

c. 聴衆の応答（6:60‒71） 

(1) 多くの弟子（6:60‒66） 

(a) 応答（6:60） 

(b) 弟子たちへの主の言葉（6:61‒65） 

(c) まとめ（6:66） 

(2) 十二人の弟子（6:67‒71） 

(a) イエスの質問（6:67） 

(b) ペテロの回答（6:68‒69） 

(c) イエスの宣言（6:70） 

(d) まとめ（6:71） 

C. 仮庵の祭りの頃の対立（7:1‒10:21） 

1. 祭りの前（7:1‒9） 

a. ユダヤ人の殺意とイエスのガリラヤでの働き（7:1） 

b. イエスの兄弟の不信仰（7:2‒3） 

c. イエスの回答（7:4‒9） 
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2. 祭りでの出来事（7:10‒8:59） 

a. イエスの秘密裏の行動（7:10） 

b. 群衆の関心と混乱（7:11‒13） 

c. イエスの権威ある教え（7:14‒24） 

d. イエスの招待に関する群衆の関心と混乱（7:25‒44） 

(1) イエスに対するユダヤ人の態度と群衆の混乱（7:25‒27） 

(2) イエスの教えと群衆の関心（7:28‒31） 

(3) 指導者たちの願望（7:30） 

(4) イエスの教えとユダヤ人の混乱（7:31‒36） 

(5) イエスの教えと群衆の混乱（7:37‒44） 

e. ユダヤ人の不信仰（7:45‒52） 

[ 姦淫の場で捉えられた女に関して ] 

f. イエスの宣言とユダヤ人の反論（8:12‒20） 

(1) 世の光であるイエス（8:12) 

(2) 証言の正当性に対する反論（8:13） 

(3) 証言の正当性に対する弁論（8:14‒19） 

(4) まとめ（8:20） 

g. イエスの教えとユダヤ人の不信仰（8:21‒30） 

h. アブラハムの子孫に関する議論（8:31‒59） 

3. 祭りの後の出来事（9:1‒10:21） 

a. 六番目のしるし：盲人のいやし（9:1‒41） 

(1) しるし（9:1‒12） 

(2) パリサイ人による取り調べ（9:13‒34） 

(a) いやされた者の一回目の取り調べ（9:13‒17） 

(b) いやされた者の両親の取り調べ（9:18‒23） 

(c) いやされた者の二回目の取り調べ（9:24‒34） 
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(3) しるしの結果（9:35‒41） 

(a) 見えなかった者の視力（9:35‒38) 

(b) 見える者の盲目（9:39‒41） 

b. 良い牧者の説教（10:1‒21） 

(1) 比喩による説教（10:1-5） 

(2) パリサイ人の混乱（10:6） 

(3) 比喩の解説と発展（10:7‒18） 

(4) ユダヤ人の反応（10:19‒21） 

D. 宮きよめの祭りでの対立（10:22‒42） 

1. キリストであるイエス（10:22‒30） 

  

2. 神の子であるイエス（10:33‒39） 

3. ヨルダン川の東岸での働き（10:40‒42） 

E. ベタニヤでの対立（11:1‒54） 

1. 七番目のしるし：ラザロの死と復活（11:1‒45） 

a. ラザロの死（11:1‒16） 

b. ベタニヤ到着（11:17‒37） 

c. ラザロの復活（11:38‒45） 

2. 議会でのイエス殺害計画の裁定（11:46‒54） 

a. 殺害計画の決定と神の預言（11:46‒53） 

b. イエスの応答（11:54） 

F. 過越の祭り直前の対立（11:55‒12:36） 

1. 群衆の関心とユダヤ人の命令（11:54‒57） 
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2. ベタニヤでの出来事（12:1‒11） 

a. 香油による埋葬の準備（12:1‒8） 

b. 群衆の関心とユダヤ人の計画（12:9‒11） 

3. エルサレム入城（12:12‒19） 

4. イエスの時の到来の宣告（12:20‒36） 

G. 対立のまとめ（12:37‒50） 

1. ヨハネによるキリストの働きのまとめ（12:37‒43） 

2. イエスによるキリストのメッセージのまとめ（12:44‒50） 

IV. 神の子の教え（13:1‒17:26） 

A. 最後の晩餐（13:1‒30） 

1. 弟子の足を洗う（13:1‒17） 

2. 裏切り者を告げる（13:18‒30） 

B. 二階の部屋での対話（13:31‒14:31） 

1. 新しい戒めの授与（13:31‒35） 

2. ペテロの質問（13:36‒14:4） 

3. トマスの質問（14:5‒7） 

4. ピリポの質問（14:8‒15） 

5. 主を愛する者への約束（14:16‒21） 
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6. ユダの質問（14:22‒24） 

7. 平安の授与の約束（14:25‒31） 

C. ゲッセマネ途上での対話（15:1‒16:33） 

1. ぶどうの木とその枝（15:1‒16） 

a. 比喩：キリストにとどまることの教え（15:1‒8） 

b. 解説：キリストの愛にとどまることの教え（15:9‒16） 

2. 世からの迫害（15:17‒16:3） 

a. なぜ迫害が起こるのか（15:17‒24） 

b. どのように迫害に対処するのか（15:25‒27） 

c. 最大の危険は何なのか（16:1‒3） 

3. 聖霊の働き（16:4‒15） 

a. キリストが与える保証（16:4‒7） 

b. 聖霊の認めさせる働き（16:8‒11） 

c. 聖霊の真理に導く働き（16:12‒15） 

4. 先にある希望（16:16‒33） 

a. 帰還の前にある旅立ち（16:16‒18） 

b. 喜びの前にある悲しみ（16:19‒24） 

c. 勝利の前にある艱難（16:25‒33） 

5. イエスの祈り（17:1‒26） 

a. 自身に関する祈り（17:1‒5） 

b. 弟子たちに関する祈り（17:6‒19） 

c. 未来の弟子たちに関する祈り（17:20‒26） 
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V. 神の子の死（18:1‒19:42） 

A. 神の子の逮捕（18:1‒11） 

B. アンナ邸での審判（18:12‒27） 

1. アンナ邸への連行（18:12‒14） 

2. ペテロの最初の否認（18:15‒18） 

3. イエスに対する詰問（18:19‒23） 

4. カヤパによる裁判（18:24） 

5. ペテロの否認（18:25‒27） 

C. ピラトによる裁判（18:28‒19:16） 

1. 告発者に対する質問（18:28‒32) 

2. イエスに対する質問（18:33‒38a） 

3. 罷免者の選択（18:38b‒40 ) 

4. イエスに対する判決（19:1‒16） 

D. 十字架での死（19:17‒37） 

1. 十字架刑（19:16‒30 ) 

2. イエスの死の証拠（19:31‒37） 

E. 埋葬（19:38‒42） 
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VI. 神の子の復活（20:1‒31） 

A. 空の墓の前のペテロとヨハネ（20:1‒9） 

B. マグダラのマリアに現れるイエス（20:10‒18） 

C. 弟子たちに現れるイエス１（20:19‒23） 

D. 弟子たちに現れるイエス２（20:24‒29） 

E. まとめ（20:30‒31） 

VII. 結び（21:1‒25） 

A. 八番目のしるし：大漁の魚　ガリラヤ湖畔で弟子たちに現れるイエス（21:1‒14） 

B. ペテロの復位と死の預言（21:15‒23） 

C. 結語（21:24‒25） 
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