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説教 漁師が羊飼いに転職する 2020 年 4 月 19 日 

ヨハネによる福音書 21:1-17 （新共同訳:新約 p211/和英聖書:新約 p275） 

 

復活の 

一昨日、小山 健さんがお亡くなりになりました。健さんは、いつも牧師である私に対

して配慮に富んだお方でした。配慮に富み、牧師としての私をいつも励まし、いつも慰

めてくださるお方でした。そのことを憶えることと、このたびの新型コロナウイルス感

染拡大を受けて、次週から礼拝をお休みにした方が良いのではないか？という役員の意

見もあり、しばらく礼拝を休まざるを得ないことを考え、今日のメッセージは予定変更

をしてイースターメッセージを続けます。ロマ書の学びは次回にします。前回、復活を

されたイエスさまがいちばん最初にペトロに会ったというお話をしました。なぜ復活の

イエスさまが最初にペトロを選ばれたのか。それは、この時のペトロが誰よりも励まし

と慰めを必要としていたからです。励ましを必要とするペトロに対してイエスさまが憐

れみの心をかけてくださったのです。要するに、傷つき辛く苦しんでいる人への励まし

と慰めを、イエスさまがかけてくださったのです。こういったイエスさまのお姿を、ご

自身の歩みに取り入れて歩んでいたのが小山健さんだったと思います。ですから、他人

への配慮に富む人というのは、また自らも傷つき辛く苦しむ人であり、故に、他人の痛

みをもご自分の痛みにすることが出来るお方であります。ですから、今日も「もう 1 つ

のイースターメッセージ」として、「イエスなんて男は知らない！」と三度も言ってしま

い、そのことで悩み、傷つき、辛く苦しんだペトロが、どうやって教会のリーダーとし

て再び立ち直ることが出来たのかというこのストーリーを読み、そこに、復活のイエス

さまがどのように配慮に富んだ歩みをされたのか。このことを今日はご一緒に学んでみ

たいと思います。そのために今日はヨハネ書 21:1-19 を取り上げました。先ず場所の

説明です。ご一緒に 1 節をお読みしましょう。「(1) その後、イエスはティベリアス湖畔

で、また弟子たちに御自身を現された。その次第はこうである。」場面はティベリアス湖

畔です。これはガリラヤ湖のことです。イエスさまは、かつて弟子たちに向かって「ガ

リラヤへ行きなさい！ガリラヤで会おう！」と言われました。だから今、イエスさまが

復活をされたことを知った弟子たちは、約束のガリラヤにやって来たのです。ガリラヤ

というのは、殆どの弟子にとっては故郷です。ホームタウンです。１度ガリラヤに帰り

自分を取り戻して、言わばリセットしてから次の働きを開始する。これは人間の心理か

らしてもとても必要なことです。では、なぜ弟子たちはリセットする必要があったのか。

それは、彼らが過ぎ越し祭りがあったあのエルサレムで最後の１週間というのは、息つ

く間もなく驚くべき出来事の連続だったからです。まず勝利のエルサレム入城があった。

次にメシア的王国への期待。そこに民衆も加わってウワーッ！と盛り上がっている。喜
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んでいたところに弟子の 1 人ユダの裏切りがあった。そしてイエスさまの逮捕。自分た

ちまで逮捕されそうになった。リーダーであるペトロは三度もイエスさまを知らないと

言った。そしてイエスさまの十字架の死、埋葬、これで終わってしまった！と思ったら

復活が起こった。そして弟子たちの前に復活のイエスさまが現れてくださって「ガリラ

ヤで会おう！」言われた。だから、この 1 週間というのは弟子たちにとってはもう大混

乱です。だから彼らは約束のガリラヤに戻って来たわけですが、そこでどうしたのか。

それが 2-3 節です。ご一緒にお読みしましょう。「(2) シモン・ペトロ、ディディモと

呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに、ほか

の二人の弟子が一緒にいた。(3) シモン・ペトロが、「わたしは漁に行く」と言うと、彼

らは、「わたしたちも一緒に行こう」と言った。彼らは出て行って、舟に乗り込んだ。し

かし、その夜は何もとれなかった。」 

 

キリストに 

この時点でのイエスさまの弟子は 11 人です。でも、今ここにいるのは 6 人か 7 人で

す。この 6 人か７人は一時期とりあえず一緒に住んでいた漁師仲間と思われます。そこ

で、ペトロが「わたしは漁に行く」と言います。要するに、漁師の仕事に戻るというこ

とです。すると、他の弟子たちも「自分たちも行く」と言って漁に出たわけです。漁に

出たものの、夜通しやってみたけど、「しかし、その夜は何もとれなかった。」とありま

す。この言葉は重いです。どうして摂れなかったのか。私たちは、今は「聖化」という

救いの段階にあるので、今は「救われ続けている段階」にあります。これは、「御言葉に

よって霊的成長段階にある」というお話をしました。つまり、私たちは今、信仰を成長

させている段階にあります。信仰が成長して来ると、この弟子たちが夜通しやってみた

けど、「しかし、その夜は何もとれなかった。」ということの中に、まさにここに神さま

の摂理が働いている！という読み方が出来ます。たとえば、私たちは物事がうまく行っ

た時に「神の摂理だ！」と喜ぶことがあります。でも実は、うまく行かないことも神さ

まの摂理であることが多いのです。自分の思い通りに行かないから、実は、自分の弱さ

の深みを私たちはそこで知ることもあるのです。そして神さまの力が働く時を迎えるこ

とが出来るのです。クリスチャンでない人や、まだ教会や神さまのことを知らない人は、

口に出さなくても、あるいは口に出しても「神に頼るなんて弱い証拠だ！」と思ってい

るのです。でも私たちは「そうじゃないよ！神さまは助けてくださる、だから自分がガ

ンバってやれば、きっと神さまも助けてくださるに違いない！」という所までは行きま

す。でも、「ガンバってやるぞ！」という働きの中で、神さまが用いやすい器というのが

どういう人のことかと言うと、「やってみたけど１匹も獲れなかった」という人です。だ

から、やってみたけどダメだった！という時に神さまの力が働いたということを体験し

ている人というのは、本物の器になって行きます。要するに、今ここでペトロたちが漁
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師に戻ってやってみたけど何も獲れなかったというこの経験は、彼らが次に進むための

大事なステップなのです。もし、ここで約束のガリラヤに戻って漁をしてみたら大漁だ

った！沢山の魚が獲れた！ということになれば、どうだったでしょうか。「そっか～！イ

エスさまは俺たちを引きまわして俺たちも疲れたけど、この大量の魚は神さまのご褒美

だったのか！それにしても、やっぱり漁師はいいなぁ！」ということで終わってしまう

のです。そうなれば、もうペンテコステも無いし、教会が立つということも無かったし、

今ごろ私たちはここに居ないハズです。だから、ここで「魚が獲れなかった」というこ

との故に、今を生きる私たちにまで神さまの祝福が届いているということです。さて、

この時にこの弟子たちは何も獲れずに、しかも腹ペコです。そこで次に 4-6 節をご一緒

にお読みしましょう。「(4) 既に夜が明けたころ、イエスが岸に立っておられた。だが、

弟子たちは、それがイエスだとは分からなかった。(5) イエスが、「子たちよ、何か食べ

る物があるか」と言われると、彼らは、「ありません」と答えた。(6) イエスは言われた。

「舟の右側に網を打ちなさい。そうすればとれるはずだ。」そこで、網を打ってみると、

魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。」イエスさまの方から声

をかけてくださった。「舟の右側に網を降ろしなさい」と言ったわけです。左側に網を打

ってみると「魚があまりに多く」獲れたわけです。この奇跡で何かに気づいた弟子がい

たわけです。霊性が敏感な持ち主がいました。それはヨハネでした。ペトロではありま

せん。次の 7-8 節です。「(7) イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、「主だ」と

言った。シモン・ペトロは「主だ」と聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に

飛び込んだ。(8) ほかの弟子たちは魚のかかった網を引いて、舟で戻って来た。陸から

二百ペキスばかりしか離れていなかったのである。」 

 

出会った 

最初にイエスさまの存在に気づいたのはヨハネです。では、ペトロはどうしていたの

か。「上着をまとって湖に飛び込んだ。」と言うのです。なぜ、ここで彼は上着をまとっ

て湖に飛び込んだのでしょうか。通常は泳ぐときは上着を脱ぐのです。彼はいったい何

をしたいのでしょうか。１つ言える答えは「ペトロだから」です。要するに、彼は考え

ずに衝動的に行動しているわけです。他の弟子たちは飛び込んでいません。沢山の魚の

かかった網を引いたまま、それを舟に上げちゃうと舟が転覆するから、上げないで小舟

を引いて岸に着いたわけです。次に 9-11 節をご一緒に読んでみましょう。「(9) さて、

陸に上がってみると、炭火がおこしてあった。その上に魚がのせてあり、パンもあった。

(10) イエスが、「今とった魚を何匹か持って来なさい」と言われた。(11) シモン・ペ

トロが舟に乗り込んで網を陸に引き上げると、百五十三匹もの大きな魚でいっぱいであ

った。それほど多くとれたのに、網は破れていなかった。」当時は、漁師たちが一緒に仕

事をして漁をした場合には、獲れた魚をカウントして分け合ったのです。だから、そう
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いう習慣があって 1 匹、2 匹、3 匹、4 匹・・・と数えてみると 153 匹摂れたと言う

のです。153 という数字に色々と比喩的に解釈する人もいますが、これは特別な意味が

あるわけではなくて字義通りの解釈でいいと思います。著者の目撃情報です。当時の漁

師たちの均等に分けるという習慣の様子を伝えているのです。次に 12-14 節をご一緒

にお読みしましょう。「(12) イエスは、「さあ、来て、朝の食事をしなさい」と言われた。

弟子たちはだれも、「あなたはどなたですか」と問いただそうとはしなかった。主である

ことを知っていたからである。(13) イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。

魚も同じようにされた。(14) イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、

これでもう三度目である。」ここでイエスさまは弟子たちを食事に招いています。イエス

さまがパンと魚を彼らに与えられました。イエスさまにはこのタイミングで弟子たちを

招いた食事の場を設ける目的がありました。その様子が書かれているのが次の 15 以降

です。では、15-17 節をご一緒にお読みしましょう。「(15) 食事が終わると、イエス

はシモン・ペトロに、「ヨハネの子シモン、この人たち以上にわたしを愛しているか」と

言われた。ペトロが、「はい、主よ、わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存

じです」と言うと、イエスは、「わたしの小羊を飼いなさい」と言われた。(16) 二度目

にイエスは言われた。「ヨハネの子シモン、わたしを愛しているか。」ペトロが、「はい、

主よ、わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存じです」と言うと、イエスは、

「わたしの羊の世話をしなさい」と言われた。(17) 三度目にイエスは言われた。「ヨハ

ネの子シモン、わたしを愛しているか。」ペトロは、イエスが三度目も、「わたしを愛し

ているか」と言われたので、悲しくなった。そして言った。「主よ、あなたは何もかもご

存じです。わたしがあなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。」イエ

スは言われた。「わたしの羊を飼いなさい。」 

 

ペトロの 

最初に口を開いたのはイエスさまです。「ヨハネの子シモン」これは、映画にするとす

れば、「ヨハネの子シモン、この人たち以上にわたしを愛しているか」というセリフを一

挙に俳優には言わせません。「ヨハネの子シモン」と言ったあと、3 秒か 4 秒ぐらいの

ポーズを置きます。そして、その間にカメラがペトロの顔をとらえて、「ヨハネの子シモ

ン」と言われた時の「ドキッ！」とするペトロの表情をカメラ―ワークで追います。他

の弟子たちの「ビクッ！」とした表情もカメラが追わなければいけない。その、わずか

３秒か４秒のドキッ！とかビクッ！とした心の状況の中に、イエスさまが静かに語りか

けるわけです。「ペトロよ、この人たち以上にわたしを愛しているか？」。先週も述べま

したが、ペトロがかつて、「他の人が裏切ったとしても、自分だけはあなたを裏切りませ

ん。大丈夫です！」と、他のみんなと比較して自分の愛だけを誇ったわけです。だから、

まだその思いがあるかどうかを言うイエスさまがここで試したわけです。ペトロは「は
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い、主よ、わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存じです」と答え、イエス

さまはそれに応じて「あなたの小羊を飼いなさい」と言われたのです。今日の聖書の箇

所の前半は魚を獲る話です。つまり仕事で言うと漁師の話です。ところが、ここからイ

メージが変わって行きます。漁師の話から羊飼いの話に変わって行きます。これは、も

の凄く重要なことです。なぜかと言うと、羊飼いというのは伝道をする人のことです。

牧会する人、教会のリーダーとなる人たちの話に変わって来たということです。と言う

ことは、イエスさまはここで、もうすでに教会をつくるという前提でペトロに使命を与

えていることが分かります。この切り替えというのが、この聖書の中ではとても大事で

す。以前にもお話しました。ここでイエスさまはペトロに向かって「わたしを愛するか？」

と、3 回も同じ質問をしています。日本語では 3 回とも「愛する」という言葉ですが、

ギリシア語では 1 回目と 2 回目は「アガペー」で質問をしています。つまり、「あなた

は自己犠牲愛をもって私を愛するか？」と。そして、3 回目には「フィレオ」で質問を

しています。つまり、「友達愛でも良いから私を愛するか？」と言われています。これ、

イエスの配慮ですね。なぜなら、イエスさまはペトロが殉教の死を迎えることを知って

るわけです。殉教の死を迎えるというのはアガペーの愛です。でも、イエスさまはペト

ロがやがてアガペー愛での死を迎えることを知っていながら、ランクを下げて「友達愛

でもいいから愛してるか？」と言われた。つまり、ケンカしたり色んな理由でいつかは

簡単に冷めてしまうような友だち同士の愛、恋人同士の愛、夫婦の愛、親子の愛で良い

からペトロよ、わたしをあいするか？」と言われたのです。ペトロへの配慮であると同

時に、教会の群れを牧会する者たちへのお手本をここで示しておられるのです。 

 

変貌 

最後に、残りの 5 分ぐらいの時間を使ってこの箇所の適用を考えてみましょう。イエ

スさまは、私たちのために和解の食事を用意してくださいます。その食事の場所で「わ

たしを愛するか？」と、イエスさまは聞いてくださいます。わたしを愛するか？という

問いに、私たちが応答して行く歩みをお求めになっておられます。イエスさまは愛の召

命を私たちに迫ってくださっているのです。今日、イエスさまが皆さんの前に食事を用

意してくださっています。メニューは「焼き魚定食」です。そして、「わたしのところに

来なさい！」とおっしゃってくださっています。もし、神の前に出ることが出来ない何

かがあるとするならば、あるいは心に何らかの傷を負っているならば、今日イエスさま

と和解をしてそのキズを癒して頂くことが出来ます。霊的回復がもたらす変化というの

はスバラシイです。どんなものがあるか。例えば、今の新型コロナウイルス感染が拡大

しているという大きな不安の中にある時にはとくに、霊的に回復された人はこういう確

信を持ちます。キリストの十字架の助けが無ければ助からない。つまり、栄化の救いを

望むことが無ければ、地上での肉的な苦しみのみで終わってしまうということ。不安ば
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かりが支配して内側にこもってしまうのです。一昨日、牧人さんと色々とお話をしてい

て、彼がこんなことを聞いてきました。「先生、今のこの新型コロナウイルス感染という

のは、旧約聖書の艱難がやって来たことだ！と断定して言う人がいるけど、どうなの？」

と。皆さんは、どう思いますか？私は答えました。「それは違う。旧約聖書が書かれた時

代と今の時代はまったく異なっている。ただ言えるとすれば、この状況というのは、神

さまの試練なのだ！と言えることが出来るのではないしょうか。」と。今、私たちは神の

試練の中にあります。その時に、イエスさまは神の右側に座ったままで、指をくわえて

私たちの行動を眺めているのでしょうか。まっさきに、神と私たちの間に立って和解の

食事を用意し、「わたしを愛しているか？ならば、ペトロと同じように、わたしの愛の業

に参加してみない？」と、愛の召命を私たちに迫ってくださっています。この試練の戦

いの最前線にキリストが立っておられる。自分はそのキリストの闘いに参加してるだけ

なのだ！ということが分かって来ます。その時に、肉の思いによって自分で何かしよう

と思っても魚一匹獲ることも出来ないどころか、肉の思いによって何かを果たしたとす

れば、そこには、傲慢と律法主義が生まれることに気をつけておく必要があります。そ

れがキリストと霊的に回復した人の確信です。更に、イエスさまは「わたしを愛してる

か？」と問うているように、神への奉仕は愛がその動機でなければなりません。イエス

さまがペトロに使命を与えたのは、3 回「あなたを愛します」とペトロが言った後のこ

とでした。１回目あなたを愛します。２回目あなたを愛します。３回目あなたを愛しま

す。それぞれにイエスさまがそれに続いて使命を与えてくださったのです。「わたしの小

羊を飼いなさい。わたしの羊の世話をしなさい。わたしの羊を飼いなさい。」神への奉仕

は、神の小羊や羊たちに対する愛が無ければならないということです。今日の聖書で「小

羊」と言っているのは、まだ教会に慣れていない人たちのことです。そういった小羊な

る人々1 人ひとりに対して、その相手の置かれている状況を考え、相手の心の動きに配

慮するという愛が無ければ、私たちは指導者としての働きをする資格すら無いのです。

私自身は「あぁ、自分は愛に欠ける者だなぁ！」ということをよく知っています。それ

を小山健さんに指摘されたことが何度もありました。「先生にそんなこと言って悪い

な！」と前提をされて、つまり配慮をして、私が傷つくことを最小限に抑えながら、よ

く私の欠けた愛について指摘をしてくださいました。それが出来るのも、小山健さん自

身が愛をもった奉仕をされていたからです。誰も知らないところで、教会から遠ざかる

人に手紙を書いたり、電話をかけたりしていたわけです。牧会をしていたのです。神へ

の奉仕は愛がその動機でなければならない。このことが日本の教会に霊的覚醒をもたら

す大きなポイントではないかと思います。繰り返しますが、今日の聖書の箇所で「魚が

獲れなかった」ということの故に、今を生きる私たちにまで神さまの祝福が届いていま

す。皆さんが今日、イエスさまの和解を受け入れて、もう一度、キリストに立ち帰られ

ますように心から祝福をお祈りしたいと思います。 


