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説教 大きな喜びをあなたへ 201９年 12 月 8 日 アドヴェント 2 

ルカによる福音書 2:8-10（新共同訳:新約 p103/和英聖書:新約 p137） 

ルカによる福音書 1:46-54（新共同訳:新約 p101/和英聖書:新約 p135） 

 

神の 

今日は第 2 アドヴェントです。今年のアドヴェントは 12/1-12/22 まで続き、最後

の 12/22 をクリスマス礼拝として献げます。この 4 つのアドヴェントでは、幼稚園の

アドヴェントカレンダーにある 4 つテーマに関連した内容を取り上げています。先週の

第 1 回目は「マリアへのおつげ」、今日の 2 回目は「羊飼いへのおつげ」、来週の 3 回

目は「東の国の博士たち」、再来週の 4 回目は「イエスさまのお誕生」というテーマで

す。ここで、先週の第１回目の「マリアへのおつげ」について簡単に振り返って起きま

す。マリアというのはイエスさまの母となった女性です。先ず、バプテスマのヨハネを

授かったエリサベトの妊娠６ヵ月目に、天使ガブリエルがマリアに向かって、「あなたは

神の恵みを受けた。主があなたと共にいますよ！」とお告げをします。マリアの年齢は

13-15 才。お告げを受けた場所は、彼女が住んでいたガリラヤ地方にある推定人口が

120 人ほどのナザレという小さな村でした。ナザレは旧約聖書にもユダヤ教の教典タル

ムードにも出て来ないほどの無名な村です。名も無き村の名も無き女性が神さまの恵み

を受けたのです。このマリアは「ヨセフという人のいいなずけ」であることから、ヨセ

フという男性と婚約をしていました。婚約というのは結婚と同じ責任が伴うがまだ同棲

はしていない状態のことです。マリアがそのような状態にある時に、天使からお告げを

受けたのです。この時の天使のお告げは「おめでとう、恵まれた方。主があなたと共に

おられる（ルカ 1:28）」というものでした。この翻訳は適当ではない！という話をしま

した。大切なので今日も繰り返します。天使は「おめでとう、恵まれた方。」とマリアに

伝えます。この「おめでとう」という言葉は、原文のギリシア語では「Χαίρε = ヒェ

-レ」という言葉で、ヘブル語の「םֹולָׁש = シャローム」です。従って、「おめでとう！」

という祝福の言葉を語ったのではなくて、「こんにちは、あなたに平安があるように！」

という挨拶言葉によって、天使はマリアに語りかけたのです。そして、その次の「恵ま

れた方」と天使が語った言葉ですが、これも誤解されてしまう訳です。これは、「マリア

の側に恵みがあった」ということではありません。これは英語訳の Today’s English 

Version がいちばん良い訳です。「Highly favored one!」と訳しています。これは、「非

常に神から恵みを受けたあなた！」という意味です。「あなたは神さまの恵みを受けよ！」

というニュアンスです。一方、カトリックが使っているラテン語で訳されたブルガタ聖

書の英語訳では、「You are full of grace」という言葉に訳されているのです。「full」

というのは「たっぷり・溢れる・満ちている」という意味です。だからカトリック訳の
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聖書は、「You are full of grace.」と「マリアは恵みに溢れている」と訳して、あたか

も、最初からマリアには恵みが溢れていたからこそ、恵みをたっぷり持っているマリア

を神さまが選ばれたという解釈をしてしまうわけです。しかし、原文ではそうではなく

て、英語で言うと「Highly favored one!」という、「神さまからの恵みを一方的に受け

た人」という意味です。ここを、あたかもマリアが最初から「恵みに満ちた人・恵みが

満タンにある人」と思わせてしまうように訳したところから、マリア崇拝やら色々聖書

的とは思えないような教えに繫がって行くわけです。先週も確認しましたが、イエスさ

まの母となったマリアを偶像化したり、特別視したり、マリアに祈ったり、マリアを通

してイエス・キリストに近づくことを、イエスさまご自身が否定しています。ある女性

がイエスさまに向かって「なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した胎、あなたが吸

った乳房は！」と叫んだ。すると、イエスさまは「幸いなのは神の言葉を聞き、それを

守る人だ！」と言い返しました。神さまが私たちに要求すること、神さまに喜ばれるこ

とは、「神さまの言葉を聞いてそれを守る人のことだ！」と、イエスさまが私たちに教え

てくださっています。つまり、イエスさまは、きっぱりと母マリアへの偶像を否定して

おられるのです。そのことを私たちも忘れてはなりません。 

 

最も大切な 

今日は第２回目なので「羊飼いへのおつげ」について確認したいと思います。聖書箇

所はルカによる福音書 2:8-10 です。では、まずルカ 2:8 をご一緒にお読みしましょう。

「(8)その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。」先ず

8 節の冒頭に「その地方」とありますが、「その地方」とは、果たしてこれは何処のこと

でしょうか。これはベツレヘムです。但し、ベツレヘムという町の中心街ではありませ

ん。ベツレヘムの郊外です。今、聖地旅行か何かでベツレヘムに行きますと、「羊飼いの

野」と呼ばれている場所があるそうです。ベツレヘム郊外です。そこで羊飼いたちが夜

通し羊の群れの番をしていたのです。「夜通し」ということですから、言わば日勤で働く

人もいれば夜勤で働く人もいるといった交代制によって、休みながら羊の番をしていた

ということでしょう。ベツレヘムというのは旧約聖書の時代からこのように羊を飼うと

いうことが行なわれていたのです。例えば、ベツレヘムというのは人の名前を当て込ん

で「○○の町」という言い方がされますが誰の町ですか？ダビデの町です。イエスさま

が生まれる 1,000 年ぐらい前のイスラエルの王です。要するに、ベツレヘムというのは

ダビデ出身の町なのです。ダビデが若い頃には、このベツレヘムで羊飼いの仕事をして

いたのです。旧約聖書のサムエル記（上）17:34-35 にはこのように書いてあります。

「(34)しかし、ダビデは言った。『僕は、父の羊を飼う者です。獅子や熊が出て来て群れ

の中から羊を奪い取ることがあります。 (35)そのときには、追いかけて打ちかかり、そ

の口から羊を取り戻します。向かって来れば、たてがみをつかみ、打ち殺してしまいま
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す。』」ダビデという王は石打ちの名人としても有名です。その理由がここにあるわけで

すが、獣が羊を奪い取ろうものなら、「たてがみをつかみ、打ち殺す」と言っています。

スゴイですね。ダビデが、石打ちが上手くなった 1 つの理由がこれです。要するに、羊

飼いというのは、羊を守るために野獣と闘わなければならないのです。だから彼らは石

打ち（または石投げ）を武器にして、羊を襲って来る野獣と闘っていたわけです。だか

らダビデ以降の時代も、ずっとベツレヘム郊外では獣と闘う羊飼いたちがこのようにし

て羊を飼っていたのです。 

 

ニュースを 

その羊飼いに、神さまの大切な情報を伝えたのは天の使い（天使）でした。それが 9

節です。では、ご一緒に 9 節をお読みしましょう。「(9)すると、主の天使が近づき、主

の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。」羊飼いたちに神さまの知らせを届

けたのは天使です。そして、天使が現れたのと同時に「主の光が周りを照らした」とあ

ります。以前にもお話したことがありますが、これはシャカイナグローリーです。シャ

カイナグローリーというのは、神の臨在が（神さまがおられるということが）人間に分

かる現象となって現れたものです。例えば、光の他には火・煙・雲・雷・角笛の音など

があります。例えば、旧約聖書に出てくるシャカイナグローリーの例としては、エジプ

トを脱出したイスラエルの民を荒野で導いたのは、「雲の柱と火の柱（出エジプト

13:21-22）」でした。また、モーセがシナイ山で神から律法を授かる時に現れたのは、

「雷・稲妻・雲・角笛の音・火・煙（出エジプト 19:16-20）」でした。これらもシャ

カイナグローリーです。このシャカイナグローリーという言葉ですが、これは「シャカ

イナ」という言葉と「グローリー」という 2 つの言葉の合体語です。最初の「シャカイ

ナ」という言葉は、ヘブル語で「人の間に住む」という意味の「シャカン」という動詞

の名詞形です。次の「グローリー」という言葉は英語で「栄光」という意味です。この

2 つの言葉を組み合わせて、「神の臨在に伴う栄光・神が人に寄り添う栄光」という意味

となります。だから、このシャカイナグローリーというのは、神さまの存在を表す 1 つ

の現象と言っても良いと思います。神さまというお方は遍在の神です。だから、どこに

でもおられるのです。ところが、神さまの姿というのは人の目に見えません。目に見え

ない神が、目に見える現象として私たちにご自分を見せてくださるのですが、それが光

であったり、煙であったり雷であったりするわけです。だから、今日の聖書で天使が現

れた時に主の栄光が周りを照らしたというのは、神さまご自身がそこに共にいて、神さ

まが天使を派遣しているという徴になっているわけです。羊飼いたちは、この神さまの

現象表す光を見て「非常に恐れた」とあります。それに対して天使が何と言ったのか。

それが 10 節です。では、ご一緒に 10 節をお読みしましょう。「(10)天使は言った。『恐

れるな。わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。』」。羊飼いたちの恐れに対
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する励ましの言葉は「恐れるな！」というものでした。この「恐れるな」という言葉は、

イエスさまの先駆者となるヨハネを胎に宿したザカリアも、その次にイエスさまを宿し

たマリアも、この「恐れるな！」という天使の声を受けています。恐れなくていい。恐

れる必要はない。その理由は「民全体に与えられる大きな喜びを告げるからだよ！」と

言います。天使は、「民全体に…」と言っているわけですが、この「民全体」というのは、

第一義的にはイスラエルの民のことです。もう少し広く解釈するならば、イスラエルを

中心としたユダヤ地方の民のことです。そして、このルカによる福音書は、明らかにイ

エス･キリストの救いが全人類（全世界の人々）に及ぶという構想を持っています。だか

ら、ルカはこのルカによる福音書に続けた書き記した使徒言行録において、キリストの

救いが全世界の人々に広がって行くことを明らかにして行きます。従って、このルカに

よる福音書 2:10 の「民全体」という言葉は、全人類（全世界の人々）と理解しても決

して間違いではありませんが、ここで「民」と訳しているギリシア語の「ラオス」とい

う言葉は、ユダヤの人々に限って使われる言葉です。だから、私たちがここで覚えてお

きたいのは、イエスというお方は先ずユダヤ人のメシア（救い主）として来られたのだ！

ということです。ユダヤ以外の人々に最初に救いが到来したのではなくて、先ず最初に

ユダヤの人々に救いが到来したのです。 

 

いちばん最初に 

そして、ユダヤ人が最初に救いを受ける時に、そのユダヤ人の中でも最も最前列でス

ポットライトを当てられたが、ベツレヘム郊外で羊の群れを養っていた羊飼いたちだっ

たのです。そこで、残りの時間をつかって、羊飼いが最初にスポットライトを当てられ

た意味を考えてみましょう。その意味は、結論的に言うと「メシア誕生の知らせは最初

に貧しい者たちにもたらされた」ということです。これが、ここでの強烈なメッセージ

です。なぜ強烈かと言うと、羊飼いと言えば多くの人が童話的なイメージを持ちます。

しかし、起源１世紀当時のユダヤの羊飼いというのは、童話的イメージからは程遠いも

のでした。あるいは、もっとそれ以前の旧約聖書時代の羊飼いというのは、人々からも

とても尊敬された存在でした。もちろん、尊敬を受ける存在であったとしても、その仕

事ぶりというのは非常に厳しいものがありました。なぜなら、先ほどの旧約聖書・サム

エル記のダビデの話にあるように、野獣が来たらそれと闘わなければいけないような、

言わば命がけの仕事です。それは紀元 1 世紀の羊飼いたちも同じでした。だけど、旧約

聖書時代の羊飼いのような尊敬されるような存在とは違って、起源 1 世紀の新約聖書の

時代の羊飼いというのは、どちらかと言えば社会的に除け者とされるグループの人たち

です。いわゆるアウトキャストです。例えば、新約聖書によく出てくる社会的除け者と

言えば、代表的なのは「遊女」とか「収税人」です。その次に来るのが羊飼いです。な

ぜかと言うと、羊飼いというのは先ず温かい家の中でモーセの律法を学ぶといった時間
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を持つことが出来ません。と言うことは、彼らは社会的ルールを身につけていないので

す。知っていたとしてもそれを守ることが出来ないわけです。彼らは 24 時間 365 日交

替で羊の番をするわけですから、例えば「安息日には労働してはならない」というルー

ルを守れるハズもありません。彼らは場所を転々として獣と闘いながら羊を守る生活で

すから、自分の物と人の物の区別がつかなくなって、私の物はあなたの物、あなたの物

は私の物といった生活です。だから、エルサレムのような都市生活者とか、ベツレヘム

のような地方都市のような生活者には耐えられないような生活を、彼らはしていたわけ

です。それ故、羊飼いというのは盗人のような生活、汚れている者というイメージが人々

の間で定着していくわけです。そのような、最も貧しく詳しい者に神さまはスポットラ

イトをあてて、神さまの最も重要なメシアの誕生というニュースが伝えられたのです。

そして、もう 1 つ重要なポイントが何かと言うと、彼らは、伝えられたそのニュースを

受けて「すぐに立ち上がって行動した」ということです。 

 

受けた者たち 

この神さまの選びというものには逆転の真理があることを最後に確認しましょう。フ

ァリサイ人や律法学者というのは、旧約聖書の教えを人に説いていた教師たちです。で

も、自分たちこそ神に選ばれし者！と思い込んでいた彼らは、イエス・キリストの誕生

が知らされても全く行動に移さなかったのです。逆に、どうせ自分たちは神に選ばれる

わけがない！なぜなら律法を守る生活なんか出来るハズもないからだ！と思っていた羊

飼いたちに神さまはスポットライトを当てて、神さまの大きな出来事がいちばん最初に

知らされたのです。ここに逆転の真理があるのです。そのことは、先ほどお読みしたル

カ 1：51-55 あるマリアの賛歌にも出て来ます。マリアという人は、まさに身をもって

逆転の真理を体験した女性でした。名も無い小さな村ナザレの取るに足らない自分がメ

シアを生み出すということが、自分の身に成就したという体験を彼女はしたわけです。

そして彼女はマリアの賛歌をルカ 1:46 以下で歌ったのでした。これもとても重要なの

で、最後に、このルカ 1:46-54 を味わい深くお読みしましょう。「(46)そこで、マリア

は言った。 (47)「わたしの魂は主をあがめ、／わたしの霊は救い主である神を喜びたた

えます。 (48)身分の低い、この主のはしためにも／目を留めてくださったからです。今

から後、いつの世の人も／わたしを幸いな者と言うでしょう、 (49)力ある方が、／わた

しに偉大なことをなさいましたから。その御名は尊く、 (50)その憐れみは代々に限りな

く、／主を畏れる者に及びます。 (51)主はその腕で力を振るい、／思い上がる者を打ち

散らし、 (52)権力ある者をその座から引き降ろし、／身分の低い者を高く上げ、 (53)

飢えた人を良い物で満たし、／富める者を空腹のまま追い返されます。 (54)その僕イス

ラエルを受け入れて、／憐れみをお忘れになりません、」思い上がる者を打ち散らす。権

力ある者をその座から引き降ろす。身分の低い者を高く上げる。飢えた人を良い物で満
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たす。富める者を空腹のまま追い返す。これが逆転の真理であります。羊飼いが主役で

あることの意味をもう１度、今週１週間、思いを寄せましょう。そして、こんな私のよ

うな者がイエス･キリストに出会い、そして神さまに繋がって歩むことが出来たというこ

と。これはまさに、皆さんの人生においては逆転の真理ではなかったでしょうか。明後

日は家庭集会が牧師館で行なわれますが、そこでも、皆さんお 1 人おひとりのクリスマ

スの思い出として、どのような逆転の真理があったのかを分かち合うような会として、

神さまの祝福を受ける会にしたいなぁ！と思っています。 


