C Easter 3 April 30, 2022
Readings

Acts 5:27 Ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς
Acts 5:28 λέγων· [οὐ] παραBελίᾳ παρηBείλαµεν ὑµῖν µὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴµ τῆς διδαχῆς ὑµῶν
καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾿ ἡµᾶς τὸ αἷµα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.
Acts 5:29 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν· πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ µᾶ[ον ἢ ἀνθρώποις.
Acts 5:30 ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν ὃν ὑµεῖς διεχειρίσασθε κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου·
Acts 5:31 τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ [τοῦ] δοῦναι µετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁµαρτιῶν.
Acts 5:32 καὶ ἡµεῖς ἐσµεν µάρτυρες τῶν ῥηµάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.
Acts 5:40 καὶ προσκαλεσάµενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήBειλαν µὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν.
Acts 5:41 Οἱ µὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος ἀτιµασθῆναι,
Rev 5:11 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀBέλων πο[ῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθµὸς αὐτῶν µυριάδες
µυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων
Rev 5:12 λέγοντες φωνῇ µεγάλῃ· ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγµένον λαβεῖν τὴν δύναµιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιµὴν καὶ δόξαν καὶ
εὐλογίαν.
Rev 5:13 καὶ πᾶν κτίσµα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας· τῷ
καθηµένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιµὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Rev 5:14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον· ἀµήν. καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.
John 21:1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς µαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.
John 21:2 ἦσαν ὁµοῦ Σίµων Πέτρος καὶ Θωµᾶς ὁ λεγόµενος Δίδυµος καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄ{οι ἐκ τῶν
µαθητῶν αὐτοῦ δύο.
John 21:3 λέγει αὐτοῖς Σίµων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ· ἐρχόµεθα καὶ ἡµεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ
τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.
John 21:4 πρωΐας δὲ ἤδη γενοµένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν, οὐ µέντοι ᾔδεισαν οἱ µαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.
John 21:5 λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς· παιδία, µή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· οὔ.
John 21:6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ µέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ
πλήθους τῶν ἰχθύων.
John 21:7 λέγει οὖν ὁ µαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· ὁ κύριός ἐστιν. Σίµων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν τὸν ἐπενδύτην
διεζώσατο, ἦν γὰρ γυµνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν,
John 21:8 οἱ δὲ ἄ{οι µαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν µακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀ[ὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.
John 21:9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειµένην καὶ ὀψάριον ἐπικείµενον καὶ ἄρτον.
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John 21:10 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.
John 21:11 ἀνέβη οὖν Σίµων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν µεστὸν ἰχθύων µεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ
ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.
John 21:12 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλµα τῶν µαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν· σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.
John 21:13 ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαµβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁµοίως.
John 21:14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς µαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.
John 21:15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίµωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίµων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς µε πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε, σὺ οἶδας ὅτι
φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· βόσκε τὰ ἀρνία µου.
John 21:16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίµων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς µε; λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· ποίµαινε τὰ πρόβατά
µου.
John 21:17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίµων Ἰωάννου, φιλεῖς µε; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον· φιλεῖς µε; καὶ λέγει αὐτῷ· κύριε, πάντα σὺ
οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ [ὁ Ἰησοῦς]· βόσκε τὰ πρόβατά µου.
John 21:18 ἀµὴν ἀµὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄ{ος
σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.
John 21:19 τοῦτο δὲ εἶπεν σηµαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει µοι.
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Comments
•

今日はC年復活節第三主日。今週もヨハネ福音書によるイエスの復活記事が連続して取り上げられている。「(わたしを)見て信じるのか」というイエ
スによる問いと、このように語る復活のイエスを弟子たちが「知っていたか」をめぐる問いが次第に明らかになっていく。復活の主日では、いまだ

聖書を理解していなかった弟子は、「見て、信じた(ヨハ20:8)」と表現され、続いて先週の第二主日の福音朗読(ヨハ20:19-31)では「見ないのに信

じる人は、幸いである(ヨハ20:29)」と理解が一歩進んだ表現になっている。今日の第三主日では「見て、信じる」からさらに一歩進んで弟子たちは
•

•

「知る」ようになる。

では今日の福音箇所を見てみよう。復活したイエスが漁をする弟子たちにティベリアス湖(=ガリラヤ湖)で自らを現した次第が語られる。登場人物た
ちは、墓に走ったペトロ、見ないと信じないと言ったトマス、それに四人を加えた弟子たちである。残念なことに、その夜は何も網にかからなかっ
たので弟子たちは意気消沈していた。ところが夜明けにイエスが岸辺に立っているが弟子たちはそれと分からない。するとイエスが出し抜けに「子
たちよ、何か食べるものがあるか」と尋ねる。しかし食べ物はないと弟子たちが答えると、舟の右側に網を打つようペトロにイエスが命じ、そのよ
うにすると多くの魚がかかった。ここで注意したいことは、奇跡的大漁となった結果の不思議さではなく、福音書によく現れる奇跡物語のパターン
を踏んでいる点である。イエスが「食べる物があるか」と尋ねると、弟子は「ない」と答える。そして次のようにせよとイエスに指示されて、その
通りに実行すると食べきれないほどの食べ物を得るという具合だ。思い起こせば、ガリラヤ宣教時代に経験したパンの奇跡物語(ヨハ6:1-15)と同じ
パターンではないか。今日の福音で、それをたちどころに思い起こした人物がいた。彼こそペトロに「主だ(7節)」と叫んだイエスの愛した弟子であ
る。しかし、まだ分からない他の弟子たちだが、彼らは大漁の魚を引いて陸に上がる。すると炭火がおこされていて「魚」が乗っていた。そして

「来て、食事をしなさい¹(12節)」と促す。ここで炭火の上に乗っている「魚」は網でかかったときに表現された魚 ἰχθυςとは違うὀψαριονが使われて
いる。このὀψαριονがヨハネ福音書中で他に使われる箇所は、さきほどの6章にしかない。すなわちパンの奇跡で少年が持っていた魚(9節)のみにしか
ὀψαριονは使われていない。一般的に「魚」を示すἰχθυςではなく、パンの奇跡で使われたὀψαριονjという単語を復活記事でヨハネは用意周到に単語を使
い分けている。その目的は大漁の奇跡とパンの奇跡の物語を思い起こさせて両者を関連付けることで、復活のイエスの意味を読者に悟らせるためで
ある。こうして、炭火の上に乗った魚、そしてパンが用意されているだけでなく、イエスに「来て、食べなさい」と促されて6章のパンの奇跡を思い
出さない弟子ではさすがになかった。「弟子たちはだれも『あなたはどなたですか』と問いただそうとしなかった。主であることを知っていたから
である(12節)。」
このようにして物語全体を見直せば、夜明け前には「イエスだとは分からなかった(知らなかった)οὐ µέντοι ᾔδεισαν οἱ µαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.(4節)」弟
子たちは、魚が捕れたという見えるしるしと、「魚」を食べてイエスの食卓を思い起こすことで「主であることを知っていたεἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.
(12節)」者にいつの間にか変えられていた。弟子たちは「見て、信じた」人たちであったが、復活のイエスと出会うことによって、「思い起こし
て、信じた」弟子たちとなったといえよう。思い起こされた過去と、目の前の復活が関連づけられることで、弟子たちの内に新たな意味が生まれて
理解へと導かれる。聖書は過去を消し去って、新しくやり直すようなことは一切考えていない²。それは過去の出来事を思い起こすことだけが、現在
を超えた未来へと歩める最も確実な道だと述べている(cf. 申7:6, 26:5b)。そこには死を越える小径が続いている。

¹ 原文に「朝の」に相当する語はない。

² 第一稿は令和改元最初の日曜2019/5/5。
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