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『愛されている子どもらしく①』 '22/12/04 

聖書個所：エペソ人への手紙 5章 1-2節（新約 p.378） 
 

前回まで、私たちはエペソ 4 章を通して、「召しにふさわしい歩み」、言い換えれば、「救われた者たち

全員が当然、なすべき生き方」ということについて学んできました…。今、その時に学んだことを振り返って

みますと、それは、すなわち、“神様に喜ばれる生き方”であり、また、“神様の御性質を現わしたような生

き方”ではなかったでしょうか？…そういったことを通して、私たちのことを救ってくださった神様を…、今私た

ちの内に住んでくださっている神様を証しできていくし、救いのメッセージを“より良いかたち”で伝えていける

のです。実に、そういったことを天の神様は、救われた私や皆さんに願っていらっしゃるのではないでしょう

か？ 

コロサイ 2:9 のみことばは、こう教えます、あの『キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって

宿っています。』って…。そうです！イエス様こそは、天の神様が持っておられる聖さや義…、あるいは、愛

や赦しなどといった御性質を、実際に体現されて…、それを私たち人間が目に見えるようにしてくださった

「生ける神」であられたのです。…そうでしょ？皆さん。そうして、天の神様は今度、救われた私や皆さんを

通して、神様の御性質を…、また、神様からのメッセージを伝えていこうとされているのです。 

そういったことを助けるために、天の神様は私たち１人１人に“御霊の賜物”というものを与えてくださいま

した。私たちが、その与えられた賜物を用いていくことによって…、つまり、様々な奉仕を、私たちがしていく

ことによって、救いのメッセージを伝えていくことができるし、また、お互いの必要を満たしていくことによって

…、キリストのからだである教会全体が成長させられていくのです。 

命題：キリストを模範とした歩みとは、どのようなものでしょうか？ 
かつての私たち…、つまり、イエス様を信じて救われる前の私たちは、『むなしい心』（エペソ4:17）で生き

ていたのだと、聖書のみことばは教えます。すなわち、神が喜ばれるような実を結ぶことなく…、また、本当

の目的を知らずに…、ただただ、自分の好きなように人生を無駄に歩んでいた、そう教えます。…その行

き着く先は、永遠の裁きであり、終わりの無い地獄でありました（ローマ 6:21）。 

でも、それに続いて、聖書のみことばは教えます、「イエス・キリストを信じて救われた私たちは、もう既に、

神様によって新しく造り変えられたのだ！だから、あなたは、他の人とは違うのです！神を知らない人たち

が生きているような…、古い生き方をあなたは変えていかなければならない！」って…。 

それこそが、エペソ 4:1 で記されてあった、『召されたあなたがたは、その召しにふさわしく歩みなさい。』と

いう教えです。実は、今日学ぼうとしている、エペソ 5:1 のみことばにも、こうあります、『ですから、愛されて

いる子どもらしく、神にならう者となりなさい。』って…。神様によって救われた者と、そうでない者たちとは、

生き方や人生の指針と言うか…、人生の目標が違うのです！それは…、そのはずですよね！？ 

つい最近でも、この礼拝で学んだように、イエス様を信じて救われた者たちと、救われる前の、かつての

私たちの人生とは大きく違っていました。…と言うか、まるで正反対でした。…でしょ？ 

そうして、今日から、私たちはエペソ 5 章を学んで参りますが…、基本的な話の流れは 4 章と同じです。

救われた私や皆さんに対して、天の神様が願っておられる生き方を、私たちは続けて学んでいきます。敢

えて、違う言い方をするのなら、「神様に愛されている子どもらしい生き方」であり、「あのイエス・キリストを

模範とした生き方」であります。果たして、イエス・キリストを模範とした人生とは、どのような人生なのか、

ということを私たちは、今日と来週とで学んでいきます。どうぞ、聖書をお持ちでしたら、今回の聖書個所

である、エペソ 5:1-2 をお開きください。そこには、このように記されてあります。 

1 ですから、愛されている子どもらしく、神にならう者となりなさい。 

2 また、愛のうちに歩みなさい。キリストもあなたがたを愛して、私たちのために、ご自身を神へのささげ物、

また供え物とし、香ばしいかおりをおささげになりました。 

 

Ⅰ・ 本物 の愛ゆえに、自分自身を捧げる！（1-2節） 
イエス・キリストを模範とした歩みとは、一体、どのようなものなのでしょう？⇒今、お読みしたみことばは、

こう教えてくれています。それは、“本物”の愛ゆえに、自分自身を喜んで捧げることだ！って…。 

 

●私たちの 動機 ！ 

ここ、1 節のみことばは、『ですから…』という言葉で始まっています。当然、この言葉は、前の文章から

繋がっています。その直前である 4 章 32 節に、『お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストに

おいてあなたがたを赦してくださったように、互いに赦し合いなさい。』とあります。つまり、赦しについて教え

られてありました。でも、その赦しの模範は、『神がキリストにおいてあなたがたを赦してくださったように…』と

あるように、やはり、神様です！私たちは、この神様を模範として、互いに赦し合っていくべきなのです！ 

 

そうして、ここエペソ 5:1 では、その“動機”について教えられてあります。それは、まず、神様が私たちを

愛してくださったからです！ここ 1 節に、『愛されている子どもらしく…』とある通りです。実は、ここ 1 節には

…、誰から愛されているのか？ということについては、はっきりと書かれてありません。それは、原語であるギ

リシヤ語を見ても同じでした…。しかし、口語訳聖書や新共同訳聖書を見てみますと、それら両方とも…、

「“神に”愛されている子供」と意訳されてありました。…まぁ、確かに、原語に「神様に」という言葉が無く

ても、その意味は間違っていないとは思いますが…。 

実際、確かに、ここの前後の文章を見た時、私たちを愛してくださったのが神様であることは明らかです。

だから、天の神様は、私たちが神様に対して犯した数々の罪や過ちを赦してくださったのです。当然のこと

ですが…、聖書のみことばも、それと全く同じことを教えてくれています。 

どうぞ、私たちが少し前に学んだエペソ 2:1-8をご覧ください。そこには、こう教えられてありました。『1 あ

なたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者であって、 2 そのころは、それらの罪の中にあってこの

世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って、歩

んでいました。 3 私たちもみな、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心

の望むままを行い、ほかの人たちと同じように、生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。 4 しかし、あ

われみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、 5 罪過の中に死んでいたこの私た

ちをキリストとともに生かし、──あなたがたが救われたのは、ただ恵みによるのです── 6 キリスト・イエ

スにおいて、ともによみがえらせ、ともに天の所にすわらせてくださいました。 7 それは、あとに来る世々にお

いて、このすぐれて豊かな御恵みを、キリスト・イエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しに

なるためでした。 8 あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から

出たことではなく、神からの賜物です。』 

⇒ここで教えられてあったことは、こうです。私たちは、生まれながらに、神様に逆らい…、悪魔であるサ

タンに従っていたのです。当然、その行き着くべきところは、永遠の裁きであり、地獄でありました。しかし、

憐れみに満ちた神様は、そんな運命にあった私たちを、まず愛し…、たくさんの恵みを与えようとしてくださ

ったのです！ 

いえ！それだけでなく、Ⅰヨハネ 4:7-11 のみことばは、こう教えてくれています。『7 愛する者たち。私た

ちは、互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者はみな神から生まれ、神を知って

います。 8 愛のない者に、神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。 9 神はそのひとり子を世に遣
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わし、その方によって私たちに、いのちを得させてくださいました。ここに、神の愛が私たちに示されたのです。 

10 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御

子を遣わされました。ここに愛があるのです。 11 愛する者たち。神がこれほどまでに私たちを愛してくださ

ったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。』…また、少し後の 19 節のみことばも、『私たちは愛し

ています。神がまず私たちを愛してくださったからです。』と教えてくれています。⇒このように、まず！神様が

私や皆さんのことを愛してくださったのです！だから、私たちに神様が分かり…、私たちは救われることがで

きたのです！ 

 

●神の愛の 範囲 ！ 

ところで、ここで考えたいのですが、神様の愛は、私たちクリスチャンに対して“だけ”注がれているものな

のでしょうか？それとも、“すべての人間たち”に対して注がれているものなのでしょうか？…多分、今日こ

のメッセージを聴いてくださっている多くの皆さんからしたら、こんな質問はどっちでも良いようなものかも知れ

ませんが、実は、この質問は神学上では、とっても大事な質問＆課題なのです。 

多分、皆さんは、イエス様が教えてくださった、この教えをよくご存知だと思います…。マタイ 5:43-48、

『43 『自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め』と言われたのを、あなたがたは聞いています。 44 しかし、わ

たしはあなたがたに言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。 45 それでこそ、天にお

られるあなたがたの父の子どもになれるのです。天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正しい

人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。 46 自分を愛してくれる者を愛したからといって、

何の報いが受けられるでしょう。取税人でも、同じことをしているではありませんか。 47 また、自分の兄

弟にだけあいさつしたからといって、どれだけまさったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではあり

ませんか。 48 だから、あなたがたは、天の父が完全なように、完全でありなさい。』⇒このように、天の神

様は、すべての人を愛しておられると、イエス様は教えてくださいました。神様は、自分を拒む者であろうと、

自分を信じ受け入れた者であろうと…、すべての者に憐れみ深くあられ、たくさんの恵みを与えてくださって

います。まずは、このことが基本です！天の神様は、すべての者たちを愛してくださって、すべての者たちに

対して、恵み深い御方なのです！…どうぞ、そういったことをまずは、ご理解ください。 

 

でも、本当に、神様は、すべての人を“全く同じように”…、寸分の違いも無く、同じように愛されている

のでしょうか？皆さんは、どのように思われますか？また、聖書は、どのように教えているでしょうか？⇒誤

解を恐れずに言いますと…、私は「違う」と思います。何故なら、例えば、ローマ 9:13 には、『わたし（＝

神）はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。…』と教えられてありますでしょ？実際、旧約聖書のマラキ書にも、

同じように書かれてあります（マラキ 1:2-3）。 

また、これは皆さんもよくご存知だろうと思いますが…、あのイエス様だって、すべての人を“全く同じよう

に”扱われたでしょうか？例えば、イエス様は、１２人いた弟子たちを皆、平等に…、全く同じように愛され

たでしょうか？もし、そうなら、どうして、聖書は、弟子のヨハネのことを、『愛された弟子…』（ヨハネ 20:2；

21:7,20）などと表現しているのでしょうか？聖書の中に、そのような記述があるのは、イエス様が、ヨハネの

ことを他の弟子たち以上に、心を許されて…、特別に可愛がられた証拠ではないでしょうか？ 

恐らく…、イエス様だけでなく、天の神様も、すべての人を全く同じようには愛しておられません。だから、

例えば、イザヤ 43:4 のみことばも、こう教えてくれているのではないでしょうか？『わたしの目には、あなたは

高価で尊い。わたしはあなたを愛している。だからわたしは人をあなたの代わりにし、国民（くにたみ）をあな

たのいのちの代わりにするのだ。』って…。ここのみことばは、結構前に、ここの教会でも学んだことがありま

すが、ここでは、天の神様がイスラエルの民たちを、他の民族より…、具体的には、『エジプト、クシュとセ

バ…』といった周辺地域の民よりも、より大きな愛で愛してくださったのだ、ということが教えられてあります。 

私たちが今学んでいる、エペソ書のみことばも教えてくれているのは、私たち人間は皆…、かつて、神様

に敵対していました…。しかし、そんな私たちを神様は愛し…、あのサタンの領域から、神の領域へ…、

罪の支配から、神の支配下へと移してくださった、ということを教えてくれています。 

 

しかし、このような神様の恵みは、すべての人に対して、全く同じように注がれているわけではありません。

だって、天の神様は、救ってくださった私たちクリスチャンに、より一層の祝福やより多くの恵みを与えてくだ

さっているのではないでしょうか？…だから、マタイ25:14-30の例え話をご覧ください。『14 天の御国は、し

もべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出て行く人のようです。 15 彼は、おのおのその能力に応じ

て、ひとりには五タラント、ひとりには二タラント、もうひとりには一タラントを渡し、それから旅に出かけた。』

（説明）良いです？…ここで明らかなのは、天の神様のことを表わしている「ご主人様」は、救われている

人にも、救われていない人にも、たくさんの財産、つまり、「神様からの恵み」を与えてくださったということで

す。その後、こう続きます。 

『16 五タラント預かった者は、すぐに行って、それで商売をして、さらに五タラントもうけた。 17 同様に、

二タラント預かった者も、さらに二タラントもうけた。 18 ところが、一タラント預かった者は、出て行くと、地

を掘って、その主人の金を隠した。 19 さて、よほどたってから、しもべたちの主人が帰って来て、彼らと清

算をした。 20 すると、五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出して言った。『ご主人さま。私に

五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラントもうけました。』 21 その主人は彼に

言った。『よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたは、わずかな物に忠実だったから、私はあなたにたくさん

の物を任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれ。』 22 二タラントの者も来て言った。『ご主人さま。私は

二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラントもうけました。』 23 その主人は彼に言った。『よく

やった。良い忠実なしもべだ。あなたは、わずかな物に忠実だったから、私はあなたにたくさんの物を任せよ

う。主人の喜びをともに喜んでくれ。』 24 ところが、一タラント預かっていた者も来て、言った。『ご主人さ

ま。あなたは、蒔かない所から刈り取り、散らさない所から集めるひどい方だとわかっていました。 25 私は

こわくなり、出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたの物で

す。』 26 ところが、主人は彼に答えて言った。『悪いなまけ者のしもべだ。私が蒔かない所から刈り取り、

散らさない所から集めることを知っていたというのか。 27 だったら、おまえはその私の金を、銀行に預けて

おくべきだった。そうすれば私は帰って来たときに、利息がついて返してもらえたのだ。 28 だから、そのタラ

ントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。』 29 だれでも持っている者は、与

えられて豊かになり、持たない者は、持っているものまでも取り上げられるのです。 30 役に立たぬしもべ

は、外の暗やみに追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。』 

⇒ここの例え話が語られてある文脈を、皆さんはよーくご存知だろうと思います。ここマタイ25章では、３

つの例えが、イエス様によって語られてあります。それら３つの例えは皆、救われる者と救われない者がいる、

ということをイエス様が例えによって説明してくださったものです。 

今日のところは、時間の関係もあって説明できませんが、ここ２つ目の例えの中で、天の神様は、救わ

れた者たちと救われない者たち…、すべての者たちに、“計り知れない恵み”を与えてくださっております。こ

こで、「１タラント」とありますが、それだけでも、約２０年分の労働賃金です。単純に計算すると、年収

300 万円だとすると、6000 万円ほどでしょうか…。天の神様が私たちに与えてくださった恵み、例えば、命

や健康、それに、家族やたくさんの才能…、そういったものはお金には換算できません。…と同時に、神様

からの恵みや報いというものは、みな同じではないはずです！…でしょ！でも、聖書の基準で、物事を見

極めるなら…、その神様からの恵みや報いといったものは、イエス様を信じておられない未信の方よりも…、

私たちクリスチャンの方が圧倒的に多いはずなのです…。そうでしょ！ 
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時々、一部のクリスチャンたちが救われていない人たちのことを羨んだりすることがあります。例えば、凄

い野球の才能を持った大谷翔平選手や、たくさんの財産を築いた者たちのことを…。でも、皆さん、救い

の恵みと、この世での野球や音楽の才能と…、あるいは、この地上でのたくさんの財産と救いと、どっちの

方が価値あります？…皆さんは、どちらを願われます？…もしも、私たちに与えられた救いの方が価値あ

るなら…、実際、そうなのですが、私たちは、もっともっと、毎日を喜んで…、神様に感謝をもって生きてい

るはずなのではないでしょうか！ 

 

確かに、マタイ 5 章でイエス様が教えてくださったような、天からの恵みやすべての人たちが受けられてい

るような恵みに関して言えば、そこに、信仰の有る無しに関わるような違いというようなものは“一見”無い

ように思われます。 

でも、この聖書のみことばは、どう教えてくれています？この聖書のみことばは、「天の神様は、私たちク

リスチャンにより多くの恵みや祝福を与えてくださっている！」ということを教えてくれていません？…しかも、

この聖書のみことば（さっき見た、エペソ 2 章）は、その救いさえも、神様からの賜物…、つまり、プレゼント

だと教えてくれているわけでしょ？…明らかに、神様が与えてくださる恵みの量は均一ではないし、もしも、

その量を量ることができるなら、私たちクリスチャンに与えられる方が多いはずなのです！ 

実は、ローマ 9:18 のみことばでは、『こういうわけで、神は、人をみこころのままにあわれみ、またみこころ

のままにかたくなにされるのです。』とあって…、実は、誰が救われるか救われないのか、ということさえも…、

究極的には、神様のみこころ…、つまり、神様の御意志によるのだということが教えられてあります。…と言

うことはですよ！私たちが救われたのも、神様が、私たちに働きかけてくださった…、私たちを神様のところ

へと引き寄せてくださったからなのです！ 

私たちが神様を信じることができたのは…、つまり、私たちが、より多くの恵みや祝福を受けることができ

たのは、天の神様が、私たちのことを救ってくださったからです！神様が、私たちのことを遥か、地の基が置

かれる前から、みこころの内に選んでくださったからなのです！…と聖書のみことばは教えてくれています。 

 

ある意味において、クリスチャンとは、そういったことを知り…、自分が救われた恵みの偉大さに気付いた

人間のことです。だから…、クリスチャンは皆、自分を救ってくださった神様を愛し…、その愛した分だけ、

神様に従おうとするのです。だから、つい先週に引用したように、あのイエス様も、ルカ伝 7 章で、私たちの

神様に対する愛と、私たちが赦された罪との間には、深い関係（＝相関関係）があるのだ、ということを教

えてくださったわけです。つい先週も引用しましたが、どうか、もう１度、紹介させてください。 

ルカ 7:36-47、『36 さて、あるパリサイ人が、いっしょに食事をしたい、とイエスを招いたので、そのパリサイ

人の家に入って食卓に着かれた。 37 すると、その町にひとりの罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家

で食卓に着いておられることを知り、香油の入った石膏のつぼを持って来て、 38 泣きながら、イエスのう

しろで御足のそばに立ち、涙で御足をぬらし始め、髪の毛でぬぐい、御足に口づけして、香油を塗った。 

39 イエスを招いたパリサイ人は、これを見て、「この方がもし預言者なら、自分にさわっている女がだれで、

どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深い者なのだから」と心ひそかに思っていた。 40 する

とイエスは、彼に向かって、「シモン。あなたに言いたいことがあります」と言われた。シモンは、「先生。お話

しください」と言った。 41 「ある金貸しから、ふたりの者が金を借りていた。ひとりは五百デナリ、ほかのひと

りは五十デナリ借りていた。 42 彼らは返すことができなかったので、金貸しはふたりとも赦してやった。で

は、ふたりのうちどちらがよけいに金貸しを愛するようになるでしょうか。」 43 シモンが、「よけいに赦してもら

ったほうだと思います」と答えると、イエスは、「あなたの判断は当たっています」と言われた。 44 そしてその

女のほうを向いて、シモンに言われた。「この女を見ましたか。わたしがこの家に入って来たとき、あなたは

足を洗う水をくれなかったが、この女は、涙でわたしの足をぬらし、髪の毛でぬぐってくれました。 45 あなた

は、口づけしてくれなかったが、この女は、わたしが入って来たときから足に口づけしてやめませんでした。 

46 あなたは、わたしの頭に油を塗ってくれなかったが、この女は、わたしの足に香油を塗ってくれました。 

47 だから、わたしは『この女の多くの罪は赦されている』と言います。それは彼女がよけい愛したからです。

しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません。」』 

⇒クリスチャンの皆さん！あなたは、神様から、より多く愛されているのです！皆さんは、そのことをよーく

ご存知のはずです。そして…、そのことは、あなたを益々、神様を愛して…、その神様にならって生きてい

きたい！と思わせるはずです。でも、どうか勘違いしないでくださいね。決して、聖書は、人を愛さないでも

良いとか…、人をえこひいきしても良い…、ということを教えているのではありません。…ついさっきも確信し

ましたように、天の神様は、すべての者たちのことを愛して…、その中でも、特にクリスチャンたちのことをより

深く、より大きな愛で愛してくださっている、ということなのです。 

 

●聖書が教える 愛 とは、どのようなものなのでしょう？ 

ここで、私たちは、じゃあ、聖書が教える愛とは、一体、どのようなものなのか、ということを学んでいく必

要があると思います。そういったことが、今日のみことばの 2 節に書かれてあります。『また、愛のうちに歩み

なさい。キリストもあなたがたを愛して、私たちのために、ご自身を神へのささげ物、また供え物とし、香ばし

いかおりをおささげになりました。』って…。現代においても…、もちろん、2000 年前においても、「愛」という

言葉ほど、誤解されやすいものは無いと思われます…。だから、パウロはここで、愛というものについて、今

一度、説明してくれているのです。 

 

①まず第一に、聖書が教える愛とは、感情ではなく、意志だということです。「愛そう！」とする、その者

の選択なのです…。実は、今日のみことばで出てくる『愛』という言葉には、すべて…、神様の愛…、無条

件の愛を意味するような、アガペーの愛の関連語が使われています。今さっき読んだ 2 節でも、その後半

で、『…キリストもあなたがたを愛して…』とありました。 

聖書のみことばが教える…、神様の私たちに対する愛は、自然に湧きあがってくるような、所謂、感情

的なものでは決してありません…。むしろ、みことばが教えてくれているのは、エペソ 2 章やローマ書 1 章の

みことばが教えてくれていたように、本来ならば、私たちは神様の御怒りを受けるべき存在なのです！そん

な…、私たちを神様が愛そうとしてくださったのです！以前、これまた、エペソ 2章から学んだように、その理

由は、神様が憐れみ深かったからです！救いとは、神様の側の一方的な恵みによります！言い換えれば、

それは、「神様の側の選択であった」からです！だから、その神様のことを模範とする、私たちクリスチャンに

対しても、聖書は同じことを教えるのです、「あなたの“選択”でもって…、人を愛していきなさい！」って…。

「その人のことをたまたま好きになったから、愛していきなさい…」というのではありません。例え、その人が敵

であったとしても、あるいは、自分の好きな条件に当てはまらなくても、私たちは、その人を愛して…、その

人のために良いことをしてあげようとするのです。何故なら…、神様がまず、私たちのことを愛してくださった

からです。 

 

②次に教えられているのは、“犠牲”です。愛には、必ず、何らかの犠牲が伴ないます。イエス様は、私

たち罪人への愛のゆえに、ご自分のいのちまで犠牲にしてくださいました…。今日のみことばでは、『香ばし

いかおりをおささげになりました。』とありますが、これは、旧約時代の供え物である、いけにえのことを指し

ています。そのいけにえを神様にお捧げする時、その肉は焼かれます。…と言うことは、明らかに、その生贄

の命が犠牲になったということです！…そうして、その時に立ち込める香りが、ここで言われている『香ばし

いかおり』なのです。これまた、明らかに、神様がその犠牲を喜んでくださっているという表現です。つまり、

天の神様は、イエス様の…、自分自身のいのちさえ犠牲にした愛の行為を喜ばれた、ということです。 



エペソ 5:1-7、「愛されている子どもらしく」（八田西 CC）－4 

また、本物の愛には、必ず、“行ない”が伴ないます。だから、Ⅰヨハネ 3:17-18 のみことばは、こう教え

るのです。『17 世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、あわれみの心を閉ざすような者に、ど

うして神の愛がとどまっているでしょう。 18 子どもたちよ。私たちは、ことばや口先だけで愛することをせず、

行いと真実をもって愛そうではありませんか。』⇒聖書が教える真の神様は、確かに、言葉を使って…、私

たちを愛してくださっていることを伝えてくださいました。もちろん、イエス様もそうでした…。しかし、天の神様

も…、また、あのイエス様も、言葉だけではなく、実際に、様々な行動でもって、「私たちへの愛」というもの

を明らかにしてくださいました。だから、神様は、私たちに対しても、「あなたの愛を、行ないでもって現わし

なさい！」と教えるわけなのです。…と言いますのは、何度も、聖書のみことばが教えてくれているように、

天の神様こそが私たちの模範であって、その神様が、言葉や口先だけで私たちのことを愛してくださったの

ではなくて、そこには、大きな犠牲や行ないを伴なったものであったからです。 

 

今日のみことばの 2 節には、『また、愛のうちに歩みなさい！』と教えます。「愛のうちに歩む」とは、一体、

どういうことなのでしょう？⇒実は、ここで、「歩む」と訳されてあるギリシヤ語の言葉（）は、
「歩く、生きる、行動する、振る舞う、生活する…」という意味の言葉で、実際の行動だけでなく習慣をも

指すような言葉が使われてあります。つまり、神様が喜んでくださるような愛の行為を１－２度したから、も

うそれで良いというのではなくて、「そういった愛の行為を続けていきなさい！それを、あなたの生き方にして

いきなさい！」ということなのです。 

…ということは、ここのみことばが私たちに教えてくれていることは、私たちの行動（≒生き方）すべてが、

アガペーの愛という動機でもって、なしていきなさい！ということです。パウロは、これと同じことを、コリント教

会への手紙でも書き記しています。Ⅰコリント 16:14 には、『いっさいのことを愛をもって行いなさい。』という

ことが教えられてあります。実は、愛こそが、当時のコリントの教会で、１番不足していたものであったので

す。だから、パウロは、あの有名な…、Ⅰコリント 13 章で、愛のことについて詳しく教えようとしたのです。 

 

そしてまた、Ⅱコリント 5:14-17 のみことばでも、こう教えます。『14 というのは、キリストの愛が私たちを

取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。ひとりの人がすべての人のために死んだ以上、すべての

人が死んだのです。 15 また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自

分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。 16 ですから、私

たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとし

ても、今はもうそのような知り方はしません。 17 だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られ

た者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。』⇒ここのみことばが私たちに教えてく

れていることは、キリストの愛が、かつて…、自分のことを１番にして、自分のことしか考えなかったような私

たちのことを、根本から大きく変えてくれた！ということです。 

 

＜励ましの言葉＞ 

いかがでしょうか、皆さん？…このことは、確かに、みことばがはっきりと教えてくれていることですが、私た

ちがイエス様を信じた瞬間に、私たちの愛が…、それこそ、生き方が変わりませんでしたか？それまでは、

自分が１番で…、自分が中心だったので、私たちの愛はほとんどすべて自分自身へと注がれておりました

…。しかし、信仰を持って救われた後は、それまでは考えもしなかったような…、真の神様のことを考える

ようになったのです！違います？もし、この中で、自分は信仰を持った後でも、神様のことをほとんど考え

ないという方がおられたら…、そういう方は、もう１度、自分自身の信仰を見直すべきです！…しかし、ほ

とんどすべての方は、そうではないはずです。 

 

本当に救われたクリスチャンの皆さんには、古い生き方ではなく…、もう既に、新しい生き方が用意され

ているのです。いえ！もう既に、新しい生き方を歩んでいるはずなのです。それを言い換えると、神の愛…、

つまり、アガペーの愛でもって、すべてのことをなしていこうとするような生き方のことです。もはや、自分の欲

や感情に支配されるような…、先週に学んだような…、そのような罪の奴隷ではなくなったのです。これま

た、先週に学んだように、それを可能にしてくれるのは、真の神様であり、その神様のことを信じる信仰だ

けです。…その神様のことを信じて、本当に変えられた皆さんは今、そのような罪に勝利することができる

し…、今も、その神様によって変えられつつあるのです。どうぞ、そのことを益々、意識してくださって…、イ

エス様を模範として歩んでいってください。最後に、お祈りをもって、今日のメッセージを終わらせていただき

ます。 

 

 

 


