C Easter 2 April 24, 2022
Readings
Acts 5:12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σηµεῖα καὶ τέρατα πο<ὰ ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἦσαν ὁµοθυµαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολοµῶντος,
Acts 5:13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλµα κο<ᾶσθαι αὐτοῖς, ἀ<᾿ ἐµεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός.
Acts 5:14 µᾶ<ον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν,
Acts 5:15 ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχοµένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.
Acts 5:16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλὴµ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουµένους ὑπὸ πνευµάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο
ἅπαντες.
Rev 1:9 Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑµῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑποµονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόµην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουµένῃ Πάτµῳ διὰ τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ.
Rev 1:10 ἐγενόµην ἐν πνεύµατι ἐν τῇ κυριακῇ ἡµέρᾳ καὶ ἤκουσα ὀπίσω µου φωνὴν µεγάλην ὡς σάλπιfος
Rev 1:11 λεγούσης· ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέµψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σµύρναν καὶ εἰς Πέργαµον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς
Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.
Rev 1:12 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει µετ᾿ ἐµοῦ, καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς
Rev 1:13 καὶ ἐν µέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅµοιον υἱὸν ἀνθρώπου ἐνδεδυµένον ποδήρη καὶ περιεζωσµένον πρὸς τοῖς µαστοῖς ζώνην χρυσᾶν.
Rev 1:17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός, καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐµὲ λέγων· µὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰµι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος
Rev 1:18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόµην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰµι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.
Rev 1:19 γράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ µέ<ει γενέσθαι µετὰ ταῦτα.
John 20:19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ τῇ µιᾷ σαββάτων καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισµένων ὅπου ἦσαν οἱ µαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς
καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑµῖν.
John 20:20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ µαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.
John 20:21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς] πάλιν· εἰρήνη ὑµῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν µε ὁ πατήρ, κἀγὼ πέµπω ὑµᾶς.
John 20:22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε πνεῦµα ἅγιον·
John 20:23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁµαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.
John 20:24 Θωµᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος Δίδυµος, οὐκ ἦν µετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.
John 20:25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄ~οι µαθηταί· ἑωράκαµεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν µὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν
δάκτυλόν µου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω µου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ µὴ πιστεύσω.
John 20:26 Καὶ µεθ᾿ ἡµέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωµᾶς µετ᾿ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισµένων καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον καὶ
εἶπεν· εἰρήνη ὑµῖν.
John 20:27 εἶτα λέγει τῷ Θωµᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν µου, καὶ µὴ γίνου ἄπιστος
ἀ<ὰ πιστός.
John 20:28 ἀπεκρίθη Θωµᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ κύριός µου καὶ ὁ θεός µου.
John 20:29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅτι ἑώρακάς µε πεπίστευκας; µακάριοι οἱ µὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.
John 20:30 Πο<ὰ µὲν οὖν καὶ ἄ~α σηµεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν µαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν γεγραµµένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
John 20:31 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύ[σ]ητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ.
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Comments
•

今日は復活節第二主日。聖霊降臨まで50日間の復活節が始まった。さて先週の復活の主日でペトロとヨハネの二人の弟子たちは、イエスの葬られた
墓の中に入って遺体が見当たらないまま話が終わっていた。しかも話の閉じられ方はその遺体はどうなったかの結末で結ばれるのではなく、「(二人
は)来て、見て、信じた。…聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである(ヨハ20:8-9)」と述べられて、遺体が見つからない話からいつの
間にか聖書へと、話の内容が巧妙に変わっている。この謎めいた一文はイエスの復活を理解する道筋になってゆく。

•

さて、今日の福音は墓の出来事から六日たった安息日に、弟子たちはユダヤ人を恐れて戸に鍵をして集まっていた。するとそこに復活のイエスが現
れて「平和 εἰρήνη」を告げ、聖霊を受けるよう促す(19, 22節)。そこに居合わせた弟子たちはイエスを見て喜んだ。彼らは見たので信じるという理
解だったことが窺える。トマスはそこに居わせなかったので、自分も同様に「あの方の手に釘の跡を見(25節)」なければ「決して信じない」と言い
張った。歴史的に見れば、この弟子たちの言動はイエス亡き後の弟子集団が、イエスを直接見聞きしたグループと、そうではなく伝え聞いたグルー
プと分かれ始め、その結果、内部で対立しだしたことを反映しているようだ。果敢に異議を申し立てた「トマス」という名前は、「双子(Θωµᾶς,

Δίδυµος  ܬܐܡܐ,」)תאוםという意味を持っている。共観福音書よりもヨハネ福音書は書物の成立が遅いAD100ごろであることを考慮に入れると、
時代が下ったヨハネ福音書グループの中には、イエスをもはや直接見たことがない新しい信徒が次第に増えていたことになる。同時に、イエスを直
接見たグループも同じ共同体にいたので、あたかも「双子」のような存在だとヨハネが「トマス」という名前で主張しているかのようだ。
•

そして物語は、イエスを「見た」ことが信じる理由になるのかにテーマが絞られる。弟子たちとトマスが一緒に居るところに復活のイエスが現れ
る。そしてイエスはトマスだけに向かって自分に触れるように促す。ところが驚いたことに、指を釘跡に入れ、手をわき腹に入れてみなければ信じ
ないと言い放っていたトマスは何もしなかったどころか、「わたしの主、わたしの神よ ὁ κύριός µου καὶ ὁ θεός µου.(28節)」と信仰宣言までしている
ではないか。すなわち、福音書は見ないで信じるトマスの立場を重要視している。そしてイエスは「わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じ
る人は、幸いである(29節)」と述べて、見ることが信じることの理由にはならないと説明している。

•

このように復活のイエスとの出会いは、弟子たちの理解を深めてゆく。福音朗読と呼応している第一朗読は使徒言行録から取られている。弟子たち
やトマスのように復活したイエスと出会うことがさらに言い換えられている。初代教会の信徒がパンを裂く儀式(使2:42, 46)、所有物の共有(使
2:44-45, 32-37)と同時に、病人の世話(使5:14-16)を大切にしていたことがわかる。なぜならそれは旧約聖書の成就(ルカ24:27, 32, 46)であり、
主を信じる者たちの中に貧しい人がいないようにと命じたみことばの成就である(申10:17-19, 詩146:9, 使10:34)からだ。復活のキリストに出会う
初代教会の信徒は、宣教とは何か、福音とは何かを問われて、口ごもることは決してない。
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