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はじめに 

人類の罪の贖いのために十字架で死に、墓に葬られ、三日目によみがえられたイエスは、エルサレム

で弟子たちの前に御姿を現されました。彼らの心を開き、聖書を解き明かして、ご自分について悟らせ

るためでした。また「父が私を遣わされたように、わたしもあなたがたを遣わす」と使徒としての使命

を与え、聖霊を受けるようにと息を吹きかけられました。しかし、彼らがキリストの使徒として再出発

するためには、まだ不十分でした。特に弟子のリーダーであったペテロは、恐怖心からイエスを三度も

知らないと否んでしてしまい、深い罪責感から抜け出せずにいました。ペテロにはイエスの赦しが必要

でした。 

さて、日曜の朝に墓に行った婦人たちは天使たちにこう告げられていました。 

28:7 急いで行って弟子たちに伝えなさい。『イエスは死人の中からよみがえられました。そして、あな

たがたより先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます』 

神は、目的をもって弟子たちをガリラヤに導かれます。何故ガリラヤなのか。ガリラヤは、弟子たちを

使徒として再出発させるためにイエスが用意された舞台です。それはイエスとの出会いの場所であり、

弟子に召された場所だったからです。 

 

１．人間を捕る漁師（21:1-14） 

21:1 その後、イエスはティベリア湖畔で、再び弟子たちにご自分を現された。現された次第はこうであ

った。 

21:2 シモン・ペテロ、デド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、

そして、ほかに二人の弟子が同じところにいた。 

21:3 シモン・ペテロが彼らに「私は漁に行く」と言った。すると、彼らは「私たちも一緒に行く」と言

った。彼らは出て行って、小舟に乗り込んだが、その夜は何も捕れなかった。 

 

① その後とは、エルサレムの部屋でトマスを含む弟子たちに再び現れた後のこと。 

A) トマスのために一週間おくれたが、彼らは重い腰を上げて故郷ガリラヤに帰った。 

B) エルサレムから北上、歩けば 200 キロほどの旅、一日 40 キロとして 5 日ほどの旅になる。 

C) 長浜から姫路、浜松ほどの距離。 

D) ティベリア湖とはガリラヤ湖の別称。 

  



② 7 人の弟子たちがいた。 

A) ペテロ、トマス、ナタナエル、ヤコブとヨハネ、その他の二人 

③ ペテロが口火を切り、彼らは漁に出る。 

A) 彼らはイエスに出会う前から漁師。 

B) ペテロという人は生来のリーダー、気が短く衝動的な性格、気骨があり情熱的。 

④ 漁に出ることは、彼らが使徒という職を放棄したわけではない。 

A) 一向にイエスが現われないので、一度網を捨てたペテロたちは漁に出る。 

⑤ ガリラヤ湖の漁は手網を使い、魚が行動的なる夜に行われる。しかしその夜は何も捕れなかった。 

 

21:4 夜が明け始めていたころ、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちには、イエスであることが

分からなかった。 

21:5 イエスは彼らに言われた。「子どもたちよ、食べる魚がありませんね。」彼らは答えた。「ありませ

ん。」 

21:6 イエスは彼らに言われた。「舟の右側に網を打ちなさい。そうすれば捕れます。」そこで、彼らは網

を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。 

 

⑥ イエスは天使たちの告げた通り、ガリラヤでお現われになった。 

⑦ 夜明け前で暗かったせいか、弟子たちはイエスとは認識できない。 

A) 不思議なことに復活のイエスは、どの場面でも、最初イエスと認識できない。神の力によっ

てイエスと認識することが妨げられたのだろう。 

⑧ 子どもたちよとは、「若者よ」という意味がある。彼らはみな青年であった。 

A) ニュアンスとしてはイエスが「若者たちよ、何か食べるものはないか」と尋ねられ、彼らが

がっかりして「ない」と答えた。 

⑨ この見知らぬ人の助言に従って船の右に網を打つと、大漁で網が引き上げられないほどであった。 

 

  
 

ポイント１ 

弟子たちは思い出したことでしょう。三年前半のあの日もそうだった。このガリラヤ湖で、しがない

漁師であったペテロとアンデレの兄弟、そしてゼベダイの子ヤコブとヨハネ。漁に出て、夜通し働いた

が、一匹の魚も捕れない日があった。むなしく岸辺で網を洗っていると、ナザレのイエスが近づいてき

て、ペテロに舟を出してくれるように頼まれた。イエスの話しを聞きたいと大勢の群衆が押しよせてい

たからだ。ペテロが舟を出すとイエスはそこに座り、群衆に向かって話し始めた。その言葉は今まで聞



いたラビとは全く違い、神の威厳と権威が伴っていた。群衆に話し終えるとペテロにこういわれた。 

「深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を捕りなさい。」彼の言葉に従うとおびただしい数の魚が捕れた。 

あの時は、仲間の舟に助けに来てもらい二艙とも沈みそうになった。わたしたちみな恐れ、イエスの前

にひざまずいた。あの日あの時イエスはペテロを召された。「恐れることはない。今からの後。あなたは

人間を捕る漁師になるからです」 

弟子たちは、イエスに与えられた使命を再び思い出し、噛みしめたことと思います。そうだ私たちはこ

のお方から人間を捕る漁師に召されたのだ。イエスはもう一度この体験を通して、弟子たちに神の働き

に参与することの喜びを思い起こさせてくださいました。そして今、この使命は新たに段階に来ていま

す。弟子たちは全世界で人の魂を捕るために、すべての人のところへ行くことになります。この働きは

主の権威の下に行われます。彼らは主の命令によって舟の右側に網を打ち、主のもとに救われた魂を持

ち帰ってくるのです。 

 

この物語には私たちが適応できることが豊かにあります。私たちはこの弟子たちのように、自分で判

断し、自分の力や知恵で物事を成し遂げようとし「私は漁に行く」と勝手に言い、間違った側で漁をし

ていることがどれほど多い事でしょうか。自分のやり方を主張し推し進めようとすればするほど、一晩

中働いた漁師たちのように、その努力は徒労に終わってしまいます。特に宣教は神のお働きです。神の

御心に従って行われる宣教の働き、その努力には大きな祝福がもたらされるという原則を覚えたいと思

います。主イエスはどこに魚がいるか、救いを求めている魂がどこにいるのかを熟知しておられます。

私たちが日々主にとりなし、聖霊に導かれていく時に、主イエスは舟の右側を教えてくださると信じま

す。私たちの信仰生活の中で人が救われる場に参与させていただくほどの喜びはおそらくありません。   

「わたしを人間を捕る漁師としてください。」と私たちも祈りましょう。エルサレムの鍵がついた部

屋で、おびえ隠れていた弟子たちのように、主の弟子であることを隠していてはいけません。家庭でも、

地域でも、学校、職場でもキリストの弟子クリスチャンであることを堂々と周りの人に自慢してくださ

い。あなたの光であるイエスキリストを枡の下に隠すのではなく、周りの人が見える燭台の上に置きま

しょう。そしてイエスの導かれる、舟の右側に網を打ちましょう。  

 

21:7 それで、イエスが愛されたあの弟子が、ペテロに「主だ」と言った。シモン・ペテロは「主だ」と

聞くと、裸に近かったので上着をまとい、湖に飛び込んだ。 

21:8 一方、ほかの弟子たちは、魚の入った網を引いて小舟で戻って行った。陸地から遠くなく、二百ペ

キスほどの距離だったからである。 

21:9 こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火がおこされていて、その上には魚があり、またパン

があるのが見えた。 

21:10 イエスは彼らに「今捕った魚を何匹か持って来なさい」と言われた。 

21:11 シモン・ペテロは舟に乗って、網を陸地に引き上げた。網は百五十三匹の大きな魚でいっぱいで

あった。それほど多かったのに、網は破れていなかった。 

21:12 イエスは彼らに言われた。「さあ、朝の食事をしなさい。」弟子たちは、主であることを知ってい

たので、だれも「あなたはどなたですか」とあえて尋ねはしなかった。 

21:13 イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。 

21:14 イエスが死人の中からよみがえって、弟子たちにご自分を現されたのは、これですでに三度目で

ある。 

 



① この時点でヨハネが主イエスだと気づく。愛をもって見る人が最初にキリストを認識する。 

② ペテロは嬉しすぎて気が動転したのか、裸では失礼だと思ったのか、上着をまとって湖に飛び込み、

イエスのもとに泳いでいく。 

③ 二百ペキスは約 90 メートル。 

④ イエスは空腹の弟子たちのために炭火を起こし、魚とパンの朝食を用意しておられた。 

⑤ 捕れた魚は 153 匹でした。この数の意味は古代から象徴的な解釈がなされてきた。 

A) 世界に生息する魚類の数 

B) 当時の世界の言語の数 

C) 世界の民族や部族の数 

⑥ ヨハネはここで象徴的な意味を持たすために数を記録したのではなく、歴史的な詳細の問題として

この数を記したというのが現代の定説。漁師たちは普段から数を数えて、均等に分配していた。 

⑦ これほどの数の魚が捕れても網は破れなかった。神の方法で行われる、神の働きには、資源が尽き

ることはない。 

⑧ イエスが複数の弟子たちに現れたのは、エルサレムの部屋で二度と今回が三回目。 

 

 
 

ポイント２ 

この朝の食事は、弟子たちにとって生涯忘れられないものになりました。数年後ペテロは説教の中で

自分は、復活したイエスと一緒に飲み食いした信頼できる証人だと語りました。（使 10:41） 

弟子たちは炭火の周りに集まり、イエスが用意してくださった魚とパンを食べました。誰も「あなたは

誰ですか」とは聞きません。イエスであるのは明らかだからです。炭火がパチパチと音を立てる中、静

かな畏怖の念と厳粛な時間が流れたはずです。弟子たちは魚とパンで五千人を養われたことを思い出し

ていたかもしれません。ペテロは炭火を見て、大祭司の中庭でイエスを否定したしまった時に暖をとっ

た炭火を思い出していたでしょう。 

たくさんの魚を捕っても破れなかった網、イエスによる朝食の準備は、神様の働きに携わるわたした

ち教会に、ある原則を教えてくれています。それはイエスがこの朝食を弟子たちに用意して待っていて

くださったように、キリストの体である教会が、神の御心に沿って宣教の働きする時、必要なものは神

ご自身が責任をもって用意してくださるということです。イエスは漁で疲れ冷えた体を温める炭火も、

7 人の弟子が食べきることができない 153 匹の魚を用意してくださいました。先ほど申したように。弟

子たちはこれからキリストの使徒として世界中に遣わされていくことになりますが、その時々に必要は

神が満たしてくださることを教えて下さったのです。 



2．ペテロの再任 

 

 
21:15 彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。「ヨハネの子シモン。あなたは、

この人たちが愛する以上に、わたしを愛していますか。」ペテロは答えた。「はい、主よ。私があなたを

愛していることは、あなたがご存じです。」イエスは彼に言われた。「わたしの子羊を飼いなさい。」 

① 食事を済ませた後、イエスとペテロは岸辺を二人の時を過ごす。 

A) イエスは個人的にペテロの霊的問題を取り扱われた。これはペテロの罪責感を癒し、再出発

させるための時であった。 

② イエスは最初にペテロと会った時のように、「ヨハネの子シモン」と呼びかけられる。 

あなたは、この人たちが愛する以上に、わたしを愛していますか。 

③ 以前のペテロは、たとえほかの弟子が皆、主を見捨てたとしても、自分は決して主を見捨てないと

豪語していた。しかし自分の弱さを痛感しているペテロは、イエスの問いに謙虚に「はい、主よ。

私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。」と答える。 

④ ここでは二つの愛という言葉が使われている。日本語ではどちらも愛だが、イエスは「アガパオー」

（自己犠牲の愛）、ペテロは「フィレオ―」（愛情、親近感）を使っている。 

⑤ 「わたしの子羊を飼いなさい。」とイエスは命じられた。キリストへの愛を示す非常に実践的な方

法は、キリストの群れの若い者たちを養うこと。子どもたちや、信仰に入ってまだ時間の浅い人に

霊的食べ物である御言葉を、わかりやすく教え養うことである。 

 

21:16 イエスは再び彼に「ヨハネの子シモン。あなたはわたしを愛していますか」と言われた。ペテロ

は答えた。「はい、主よ。私があなたを愛していることは、あなたがご存じです。」イエスは彼に言われ

た。「わたしの羊を牧しなさい。」 

 

⑥ イエスは二度目の問いで、この人たち以上にという前置きなしに「ヨハネの子シモン。あなたはわ

たしを愛していますか」と言われた。ペテロは一度目と同じように答える。イエスは彼に「わたし

の羊を牧しなさい。」と言われた。キリストの群れには小羊も羊も年配者もいて、愛のある世話が必

要。転んでいたら起こしてあげ、弱っているなら共に祈り励まし、病気なら癒してあげる。など。 

 

21:17 イエスは三度目もペテロに、「ヨハネの子シモン。あなたはわたしを愛していますか」と言われた。

ペテロは、イエスが三度目も「あなたはわたしを愛していますか」と言われたので、心を痛めてイエス

に言った。「主よ、あなたはすべてをご存じです。あなたは、私があなたを愛していることを知っておら

れます。」イエスは彼に言われた。「わたしの羊を飼いなさい。」 

⑦ ペテロは三度イエスを否定した。悔い改めたペテロに、主は愛を告白する機会が三度与えられた。 



⑧ 今回、ペテロはイエスが三度も同じ質問をされるので心を痛め、あなたは神であり、全てのことを

知っておられますと訴える。 

⑨ イエスは、今度は「わたしの羊を飼いなさい。」と命じられる。一度目の使命と違うのは小羊と羊の

違い。霊的に成熟している羊にも御言葉の取り次ぎによって、霊的食物を与えることが求められる。 

⑩ ペテロが主イエスを愛していることは、これらの使命を果たすことで証明される。 

⑪ 回復したペテロは、人を捕る漁師に加えて、偉大な羊飼いであるイエスから羊の世話にするよう命

じられる。伝道して魚を捕るだけでなく、弟子にして羊を養うことがペテロの新たな使命となった。 

 

21:18 まことに、まことに、あなたに言います。あなたは若いときには、自分で帯をして、自分の望む

ところを歩きました。しかし年をとると、あなたは両手を伸ばし、ほかの人があなたに帯をして、望ま

ないところに連れて行きます。」 

21:19 イエスは、ペテロがどのような死に方で神の栄光を現すかを示すために、こう言われたのである。

こう話してから、ペテロに言われた。「わたしに従いなさい。」 

 

⑫ イエスは厳粛にペテロの殉教を預言する。 

A) ペテロは若かったころ、自由に行動がすることができたが、人生の終わりにはイエスと同じよ

うに逮捕され、縛られ、処刑のために引いて行かれる。 

B) 有力な伝承では AD64 年頃、皇帝ネロの時代にローマで逆さで十字架に付けられ殺されたとさ

れている。 

⑬ イエスを否定していたペテロが、イエスのために死ぬ勇気が与えられ、殉教者として神に栄光を帰

すことが伝えられる。そのうえでペテロに「わたしに従いなさい」と言われた。 

 

ポイント３ 

イエスの個人的な取り扱いを受けて、ペテロは信仰と生きる目的を取り戻すことができました。ペテ

ロは使徒のリーダーとして帰ってきたのです。 

私にとって、この聖書箇所は特別です。それは私の召命の御言葉となったからです。2016 年に祈りの

中で主への愛の応答として、羊を牧する牧師になることをイエス様に迫られました。年齢的にも、人格、

資質においても不安だらけでしたが、イエス様の「わたしに従いなさい」という言葉に従って飛び込み

ました。皆さんの祈りに支えられて、今牧師になって御言葉の取り次ぐ働きをさせていただいているこ

とを本当に感謝しています。私も人生の目的をイエス様に与えていただきました。できたら殉教は避け

ていただきたいですが、残りの人生を用いていただき、主に栄光を帰していく者でありたいと願ってい

ます。 

皆さんはどうでしょうか？ 今日、主はあなたの名前を呼び「あなたはわたしを愛していますか」と

問いかけられます。どうお答えになるでしょうか。「主よ、あなたを愛しています」とお答えになる時、

主はあなたにしかできない使命をお与えになります。どうぞ主に聞いてください。私たちが主イエスの

愛に留まり続け、与えられた使命に忠実にお従いする時、豊かな実を結び、生きている間はもちろん死

ぬ時にも、主に栄光を帰すことのできる人生となります。ハレルヤ！ 

3.もう一人の弟子とその証し 

 

21:20 ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子がついて来るのを見た。この弟子は、夕食の席でイ

エスの胸元に寄りかかり、「主よ、あなたを裏切るのはだれですか」と言った者である。 



21:21 ペテロは彼を見て、「主よ、この人はどうなのですか」とイエスに言った。 

21:22 イエスはペテロに言われた。「わたしが来るときまで彼が生きるように、わたしが望んだとして

も、あなたに何の関わりがありますか。あなたは、わたしに従いなさい。」 

21:23 それで、その弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかし、イエスはペテロに、

その弟子は死なないと言われたのではなく、「わたしが来るときまで彼が生きるように、わたしが望ん

だとしても、あなたに何の関わりがありますか」と言われたのである。 

 

① イエスとペテロの後を、この福音書の著者であるヨハネがついてきた。 

② ペテロは「ヨハネも殉教するのだろうか」と気になり、ヨハネの将来について主に尋ねる。 

③ イエスはヨハネの使命について、将来について、ペテロには関係がない。と叱責される。 

④ キリスト教会における多くの失敗やつまずきの原因は、クリスチャンたちが主ご自身のことよりも

お互いのことで頭がいっぱいになってしまうことから生じる。 

⑤ 「わたしが来るときまで彼が生きるように、わたしが望んだとしても、あなたに何の関わりがあり

ますか。このイエスの言葉は誤解されてヨハネは死なないと噂になった。 

⑥ イエスは自分が再臨するときまでヨハネが生きていてほししかったとしても、ペテロには何の影響

もないと言われただけである 

 

ポイント４ 

私たちは人生においても信仰生活においても、他の人との比較の中で生きようとする傾向があります。

そのような生き方は、自分を苦しめるだけです。イエス様の教えは単純明確です。「他の人を気にする必

要はない。あなたはわたしに従いなさい」 

 

 

 

 

 

お祈り 

愛する、天のお父様あなたの聖名を崇めます。 

この復活節に、今日はヨハネが書き加えてくれた 21 章から御言葉を学ぶことができたことを感謝いた

します。イエス様は、恐れ傷ついていたペテロと弟子たちを、ご自身の愛によって癒し回復させ、新た

な使命を与えてくださいました。彼らはあなたの言葉通り世界中に宣教し、殉教して教会の土台となり

ました。私たちはあなたの計り知れない恩寵によって、この教会に加えていただきました。神様、あな

たはこの長浜純福音キリスト教会にも、ここにおられる兄弟姉妹おひとりひとりにも、特別なご計画と

使命をお持ちです。どうぞ私どもにそれを教えてください。あなたの豊かな臨在と導きの中、今週も置

かれた場所に遣わしてください。 


