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2021 ペンテコステメッセージ#１ 「ペンテコステ前夜～大宣教命令」 

マタイの福音書２８章１６～２０節 

 

2021.05.30 

 

はじめに 

先週はペンテコステ記念礼拝でしたが、体調不良でメッセージが準備できずに申し訳あ

りませんでした。皆さんのとりなしの祈りによって、今週は講壇に立つことがゆるされ主に

感謝しています。パウロは「私は弱い時にこそ、私は強い。」と第二コリント 12 章で書きま

した。私たちクリスチャンも、弱さを覚える時、また試練の時には、自分の力に頼ることが

できません。それで神さまにより頼み祈り、導きを求めます。また弱さを覚える時は、自我

に砕かれ、主の前にへりくだります。その結果、私たちは神様が働きやすい通りよい管とな

り、ご自身の栄光を表わしてくださるのだなと思わされ一週間でした。 

 

さて、先回のメッセージではペテロの再召命を学びました。故郷のガリラヤで、復活され

たイエスに会った七人の弟子たちは、再び奇跡と癒しを体験しました。彼らは人を捕る漁師、

キリストの使徒としての使命と自覚を与えられたのでした。特にペテロは、イエスを三度も

知らないと否認した罪の意識から回復させていただきました。そして十二使徒のリーダー

として、羊飼いのようにこの後誕生する教会を牧会する使命が与えられました。このガリラ

ヤ湖での出来事もその一つですが、復活されてからペンテコステ（聖霊降臨）までの 40 日

間に、重要なことがいくつか起こっています。それらを飛ばしてしまうと、ペンテコステの

素晴らしい恵み、神のご計画の深遠さが薄まってしまいます。それで今日は、この期間に起

こったことを確認してから、本日のメッセージである大宣教命令を取り上げたいと思いま

す。 
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１．背景  

 

使徒 1:3 イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きている

ことを使徒たちに示された。四十日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。 

 

①復活から昇天の 40 日間の出来事は時代神の救いの計画の移行期間である。 

②聖書 40 は試み、準備の期間を象徴する。 

 

⚫ マグダラのマリアに（ヨハネ 20:11-18） 

⚫ 女の弟子たちに (マタイ 28:9-10) 

⚫ ペテロに (ルカ 24:34) 

⚫ エマオ途上の二人の弟子に（ルカ 24:13-25） 

⚫ エルサレムの鍵のかかった部屋でトマスを除く 1０人の弟子に（ヨハネ 20:19-23） 

⚫ エルサレムの鍵のかかった部屋でトマスを含む 11 人の弟子に (ヨハネ 20:24-29） 

⚫ ガリアヤ湖で 7 人の弟子の(ヨハネ 21:1-22） 

⚫ ガリラヤの山で 500 人以上の弟子に「大宣教命令」（マタイ 28:16-20） 

⚫ イエスの兄弟ヤコブに（I コリ 15:7） 

⚫ エルサレムで 11 弟子に (ルカ 44：49)  

⚫ オリーブ山で「キリストの昇天」（使徒 1:16-52） 

 

③この一連の体験を通して、イエスは弟子たちを新しい時代に向け少しづつ整えられる。 

 

今回取り上げるのは「大宣教命令」です。ガリラヤ湖畔で復活のイエスに会ったのは、7

人の弟子でした。他の 4 人の弟子はイエスに会わなかったのでしょうか。イエスは 11 人の

使徒にガリラヤに行くようにイエスに言われていました。彼らもガリラヤでイエスに会っ

ています。イエスはガリラヤ湖で「次はあの山で会おう」と弟子たちに指示されたようです。 

 

28:16 さて、十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。 

 

① 1 コリ 15:6 に記されている 500 人以上の兄弟に同時に現れたというのはこの時で

あると推察できる。 

A) 1 コリは紀元 55 年、キリストの復活から約 25 年後の手紙 

B) イエスからの指示があったので、ガリラヤ近辺の弟子たちが口伝えに集まっ

たと考えられる。 

② ガリラヤ湖は山に囲まれた湖。イエスが指示されたのはひときわ目立つアレベル

山と言われている。 
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③ おそらくは、マタ 10 章で最初に 12 弟子を任命された山でもある。 

  

 

 

 

28:17 そしてイエスに会って礼拝した。ただし、疑う者たちもいた。 

 

① 彼らは死に勝利し復活したメシヤ、神を礼拝した。 

② 疑う者とは、500 人の中に、この時に初めて復活のイエスと会った者がいたのだろ

う。 

 

２．大宣教命令の根拠 

 

28:18 イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしには天においても地において

も、すべての権威が与えられています。 

 

① 開口一番のこのお言葉は、イエス・キリストの究極の勝利宣言。 

② コロサイ 1:15-18 

 

1:18 また、御子はそのからだである教会のかしらです。御子は初めであり、死者の中から

最初に生まれた方です。こうして、すべてのことにおいて第一の者となられました。 

 

③ イエスは神からすべての権威〈エクスーシア〉、神の許可を与えられている。 

④ イエスは死と復活以来、神から与えられたすべての人に永遠の命を与える権威を

持っている。 

⑤ この権威の下、弟子たちはキリストから委譲、委任されて宣教に出ていく。 

⑥ 大宣教命令が可能な根拠は、イエスにすべての権威が与えられているからである。 

 

使徒 3:6 ペテロは言った。「金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレ

のイエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。」 



  4 

 

 

３．大宣教命令の内容 

 

28:19 ですから、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊

の名において彼らにバプテスマを授け、 

28:20 a わたしがあなたがたに命じておいた、すべてのことを守るように教えなさい。 

 

① イエスは教会の頭として、大宣教命令を出された。 

② 「大宣教命令」は英語では「The Great Commission」偉大なる任務 ペンテコステ

からイエスの再臨までの教会時代すべての信者に対する任務である。 

③ 主動詞は「弟子としなさい」である。弟子とする内容が、分詞⑴「行って」⑵「バプ

テスマを授け」⑶「教えなさい」 

④ 弟子とすることの内容 

⑴ あらゆる国の人のところに行く。 

A) イエスの公生涯の最初の派遣では、ユダヤ人のみへの伝道だったが、今回はま

だ福音を聞いたことのない全世界（異邦人世界）に行くように命じられた。 

マタ 10:5 イエスはこの十二人を遣わす際、彼らにこう命じられた。「異邦人の道に行って

はいけません。また、サマリア人の町に入ってはいけません。 

10:6 むしろ、イスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。 

 

B) 神の救いのご計画の中の新しい契約によって「教会時代」が始まろうとしてい

る。 

 

⑵ 2 つ目の命令 父、子、聖霊の名においてバプテスマを授ける。 

A) 洗礼のギリシャ語「バプティゾー」「浸す」の名詞形。日本語カタカナ表記が

「バプテスマ」 

B) バプテスマ〈ギ〉baptisma イエス・キリストを信じた者が，キリストのから

だである教会に加わるために，キリストに対する信仰を見える形で公に表明

するために行う儀式。結婚式でたとええるなら披露宴。 

C) 信者が個々の地方教会に所属するようになるための，加入の前提条件とも言

うべき性格を持つものである。 

D) もう一つの礼典である聖餐式と共に，世の終りまで教会が守り行うようにと

イエスが定められた聖礼典である。 

E) 聖礼典の条件 

(ア) イエスが直接命じた。 

(イ) 初代教会で行われていた。 
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(ウ) 新約聖書の書簡で説明されている。 

F) この時代には、様々なバプテスマがあった。ユダヤ人に改宗するバプテスマ、

ヨハネの悔い改めのバプテスマなど。他のバプテスマと区別するために三位

一体の神の名によってバプテスマを授けるよう命じられた。 

G) 父と子と聖霊の名とは単数形。名前は単数、三つの位格。 

H) バプテスマの意味（ローマ 6:3-5）霊的なお葬式と誕生日 

救いとは、聖霊が罪人の心に働いて、罪の悔い改めと、イエスキリストへの信

仰があたえられ、滅びの子から神の子へとされることである。バプテスマは、

救われた時に霊的に起こっていることを体現する。つまり霊的にキリストと

一体化して、古い自己の罪が、キリストの十字架の死と共に死んで、キリスト

が死人の中からよみがえったように、新しい命を与えられた自分がキリスト

と共によみがえったことを象徴する儀式である 

6:3 それとも、あなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスにつくバプテスマを受け

た私たちはみな、その死にあずかるバプテスマを受けたのではありませんか。 

6:4 私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマによって、キリストとともに葬られたの

です。それは、ちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、

私たちも、新しいいのちに歩むためです。 

6:5 私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリス

トの復活とも同じようになるからです。 

 

⑶ ３つ目の命令 すべてのことを守るように教えて弟子とする。 

A) 使徒たちは、イエスの公生涯で直接学んだことを、信者に教えるように命じ

られた。 

B) 律法ではなく、キリストの戒めに従うように教えなければならない。 

C) 弟子とは「キリストに従う者、学ぶ者」です。弟子は御言葉を体系的に学び、

それに従うことによって成長する。 

 

 

４．大宣教命令の保証 

 

28:20 b 見よ。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたとともにいます。」 

① 世の終わりとは患難時代の終わり、イエスが地上再臨される時まで 

② 信者とは、この後に与えられる「約束の聖霊」を通していつまでも共におられる。 

③ イエスはインマヌエルなる神である。マタイの福音書はこの言葉で始まり、この言葉

で終わる。 

④ イエスが共におられることが、宣教する者にとって究極の保証である。 
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⑤ 宣教はイエスご自身が弟子である私たちを通してなさるである働きである。 

 

適応（チャレンジ）  

 

①わたしは弟子か？ 信者にとどまっていてはいけない。 

今日の御言葉をとおして、私たちは神さまからのチャレンジを素直に受け取りたいと思

います。神様はいつも御言葉を通して私たちにチャレンジし、信仰を正しく矯正してくださ

います。私はキリストの弟子だろうかと自問してみましょう。キリストに学び、従っている

だろうか。自分が救われたことに満足することなく、他の人の救いに関心を持ち、福音を伝

えているでしょうか。家族や周囲の方々の救いを願い、祈り、語っているでしょうか。あき

らめてしまっていないでしょうか。人間関係に摩擦が起きないように、現代の隠れキリシタ

ンとなっていないでしょうか。私が住む地域は宣教が難しい地域と霊的に委縮していない

でしょうか。 

 

かつて、エジプトで奴隷であったイスラエルの民は、紅海を渡り、荒野を通って、約束の

地乳と密の流れる地カナンまであと一歩のところまできました。モーセは 12 人の族長を斥

候（スパイ）を送ります。カナンを行き巡り偵察して帰ってきた斥候は、豊かな果物を持ち

帰り報告しました「カナンの地は素晴らしく豊かな土地です。ただ、城壁が大きく、そこの

民は力が強い上、ネフィリムと呼ばれる巨人も末裔がいます」10 人は絶望的な報告をしま

した。「カナンの民は強すぎる。到底、勝ち取ることはできない」 

その中で、ヨシュアとカレブだけがこう言いました「主が私たちと共におられる、恐れて

はならない。彼らは戦う前から私たちは彼らに勝っている。」不信仰な言葉には、力があり

ます。結局イスラエルの民はこのヨシュアとカレブ以外はカナンの地に入ることができ、荒

野で息絶えました。 

私自身、現実を見てネガティブな傾向に陥りやすい弱い者であると告白しなければなり

ません。皆さんはどうですか。この朝、御言葉により、不信仰で自己中心の殻を破り、神中

心の信仰に進ませていただきましょう。 

 

②救われた人を弟子にしなければならない 

福音の三要素であるイエスキリストが罪のために十字架上で死に、墓に葬り、聖書に書い

てある通り三日に復活されたことを信じる信者です。確かに、私たちは信仰と神の一方的な

恵みによって救われます。しかし、イエスは大宣教命令の中で、信者の段階でとどまるので

はなく、信じた者を弟子とするようにと求められておられます。 

 

弟子という言葉は「マセーテース」というギリシャ語で「従う者、学ぶ者」という意味があ

ります。つまりイエスを信じるだけにとどまらず、バプテスマを受け神の教会に加えられ、
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さらにイエスの教え学び、イエスの戒めに従う弟子をつくることです。 

 

私たちには、キリストを信じた人にバプテスマを受けるように勧める責任があります。バ

プテスマは、キリストと一体となり、古い自分に死んで、キリストと共に新しく生きること

のスタートです。父と子と聖霊の御名によって授けられるバプテスマによって信者は、公に

三位一体の神と自分を同一視することができます。創造主なる神が自分の父であること、イ

エスキリストが自分の主であり、救い主であること。そして聖霊が自分に内に宿り、力を与

えて教えてくださる助け主であることを認めることができるのです。加えてバプテスマは、

信者を、キリストへの服従、神の方法で生きようとする意志、そして神の契約の民イスラエ

ルとの一体感を象徴しています。 

 

③長浜純福音キリスト教会の 4 つの柱 

私は牧師としてこの教会を牧会していく上で 4 つの柱があると考えています。 

⚫ 礼拝 御言葉の解き明かし、パン裂き、祈り、賛美（信仰生活の土台、神への奉仕） 

⚫ 宣教 大宣教命令（教会に託された任務、教会を通して神は栄光を表わされる） 

⚫ 信仰継承 教会学校、バイブルスタディ、賛美礼拝（信仰継承のない教会に未来なし） 

⚫ 交わり キリストの愛で仕え合う、助け合う、とりなし祈り合う（神の家族） 

 

「大宣教命令」は一人ではできません、教会は一つのチームとなって、救霊のために働く

のです。神さまは私たちの賜物を救霊に用いてくださいます。ある人はおしゃべりが好き、

教えるのが得意、歌が大好き、楽器を弾くこと、聖書の学びが好き、困っている人のお世話

することが好き、子どもが好き、パソコンが好き、大工仕事、料理が得意、お花を生けるこ

と、整理整頓が好き。多くの場合、自分の好きなこと、得意な事が賜物です。その神さまか

ら与えられた賜物を自分の楽しみのためだけではなく、神のご用のために豊かに使ってい

ただきましょう。 

 

 

 

お祈り 

天の父なる神様、今日も主からの御言葉とチャレンジを与えて下さり感謝します。 

主は教会に「あらゆる国の人を弟子にせよ」という宣教の働きを託してくださいました。 

どうぞ私たちを主の弟子として整えて下さり、この教会が宣教の働きに豊かに用いられま

すようにお願いします。 


