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Readings
Acts 2:1 Καὶ ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὴν ἡµέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁµοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.
Acts 2:2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φεροµένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήµενοι
Acts 2:3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαµεριζόµεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,
Acts 2:4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύµατος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦµα ἐδίδου ἀποφθέ\εσθαι αὐτοῖς.
Acts 2:5 Ἦσαν δὲ εἰς Ἰερουσαλὴµ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν.
Acts 2:6 γενοµένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.
Acts 2:7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύµαζον λέγοντες· οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι;
Acts 2:8 καὶ πῶς ἡµεῖς ἀκούοµεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡµῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθηµεν;
Acts 2:9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαµῖται καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταµίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,
Acts 2:10 Φρυγίαν τε καὶ Παµφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ µέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδηµοῦντες Ῥωµαῖοι,
Acts 2:11 Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούοµεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡµετέραις γλώσσαις τὰ µεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.
Rom 8:8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.
Rom 8:9 ὑµεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀxὰ ἐν πνεύµατι, εἴπερ πνεῦµα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν. εἰ δέ τις πνεῦµα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.
Rom 8:10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑµῖν, τὸ µὲν σῶµα νεκρὸν διὰ ἁµαρτίαν τὸ δὲ πνεῦµα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.
Rom 8:11 εἰ δὲ τὸ πνεῦµα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑµῖν, ὁ ἐγείρας Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώµατα ὑµῶν διὰ τοῦ
ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύµατος ἐν ὑµῖν.
Rom 8:12 Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσµὲν οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν,
Rom 8:13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, µέxετε ἀποθνῄσκειν· εἰ δὲ πνεύµατι τὰς πράξεις τοῦ σώµατος θανατοῦτε, ζήσεσθε.
Rom 8:14 ὅσοι γὰρ πνεύµατι θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσιν.
Rom 8:15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦµα δουλείας πάλιν εἰς φόβον ἀxὰ ἐλάβετε πνεῦµα υἱοθεσίας ἐν ᾧ κράζοµεν· ἀββα ὁ πατήρ.
Rom 8:16 αὐτὸ τὸ πνεῦµα συµµαρτυρεῖ τῷ πνεύµατι ἡµῶν ὅτι ἐσµὲν τέκνα θεοῦ.
Rom 8:17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόµοι· κληρονόµοι µὲν θεοῦ, συγκληρονόµοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συµπάσχοµεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶµεν.
John 14:15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐµὰς τηρήσετε·
John 14:16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄÄον παράκλητον δώσει ὑµῖν, ἵνα µεθ᾿ ὑµῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ,
John 14:23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ µε τὸν λόγον µου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ µου ἀγαπήσει αὐτὸν καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόµεθα καὶ µονὴν παρ᾿
αὐτῷ ποιησόµεθα.
John 14:24 ὁ µὴ ἀγαπῶν µε τοὺς λόγους µου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐµὸς ἀxὰ τοῦ πέµψαντός µε πατρός.
John 14:25 Ταῦτα λελάληκα ὑµῖν παρ᾿ ὑµῖν µένων·
John 14:26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον, ὃ πέµψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόµατί µου, ἐκεῖνος ὑµᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑποµνήσει ὑµᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑµῖν [ἐγώ].
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•

今日は復活祭の締めくくりであり、教会の始まりと理解される聖霊降臨の祭日。先週のイエスの昇天によって、人の手によって二度と滅ぼされるこ

とのない天のエルサレム神殿にイエスが入ることで完全な礼拝が完成した。それに続き、聖霊が天から遣わされることで復活祭が締めくくられる。
この聖霊降臨は、ユダヤ律法で規定されていた三つの祝うべき祭りの一つ、五旬祭(レビ23:15)を背景にしている。この五旬祭では過越祭に続き、

ちょうど夏前の収穫である小麦、葡萄酒、そして子羊が神に献げられる。この五旬祭という名前自体は、完全数である七日が七回めぐる49日に1日
が加えられてヘブライ語で表現されるように( שבועותシャブオート)、過越祭から数えて50日目(πεντεχοστε)を指している。
•

先週の典礼では、天のエルサレム神殿に大祭司であるイエスが入ることで、人の手によって滅ぼされることも、人の弱さによって腐敗することもな
い典礼が完成したとキリスト教は受け取った(ヨハ2:19, ヘブ9:24)。こうして旧約時代から預言者たちによって切望された律法と預言書が完成し(ル
カ24:44)、時が満ちた。この聖なる時が実現されたことは、みことばの完成として第一朗読の使徒言行録が次のように報告している。「五旬祭の日
が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、…そして炎のような舌が分かれ分かれに現
れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に満たされ、"霊"が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話し出した(使2:1-3)。」イエスに
よって与えられると約束された聖霊が(ヨハ16:13)、天から降ってその場に座っていた弟子たちを満たし、みことばを表す「炎のような舌 γλωσσαι
ωσει πυρος」が現れたと表現されている。炎によって舌を清められた弟子たちは、みことばを口にするにふさわしい者とされて、みことばを人々に伝
える使命が与えられている¹。

•

このように使徒言行録に記された聖霊降臨は旧約聖書の継承だけでなく、それを発展させている。この特徴は今日の福音朗読でも確認できる。福音
朗読の15, 23節では、イエスのみことばである掟を守ることは、主イエスを愛することと等しいと述べられ、父である神が弁護者を遣わすことに
よって、みことばを弟子たちに思い起こさせると16, 15節で繰り返している。この神と人との間をとりなす弁護者である聖霊が弟子たちに働くこと
に、旧約聖書とイエスのみことばの成就が見出され、新しい使命を受けた弟子たちの集まりが教会²と呼ばれるようになる(使9:31)。これに従えば、
教会の根本的な使命とは、祭儀執行や司牧活動よりも先に、みことばを伝える預言者的使命であることが分かる³。

•

聖霊降臨はキリストを信じて集まる者たちに大きな変化をもたらした。エルサレム神殿に犠牲を持ってゆき、そこで働く祭司の典礼によって罪のゆ
るしを受け、そしてシオンから発せられる指導に聞き従うことから、エルサレムの神殿や祭司たちとは全く別に、聖霊の息吹によってイエスの名の
下に集まる者たちの間に主が現れるようになった。そして何よりも、そこに集う者たち一人一人が清められることでみことばを預言者のように伝え
る役割が与えられた。教会の始まりには自由な風が吹いていたことを、何千年経っても立ち帰って繰り返し思い起したい。

¹ 預言者イザヤは炭火で汚れた口を清められてから、みことばを人々に告げる使命を受ける(イザ6章)。

² 'Later, the Church, built up "in the Holy Spirit" (Acts 9:31; Rom 15:16-19; Eph 2:20-22), so grew among Jews and in the midst of the nations that testimony
was borne to Christ and God's kingdom and spread even "to the end of the earth" (Acts 1:8).', Pontiﬁcal Biblical Commission, "Instruction on Scripture and
Christology", 1984. 2.2.2.2.(b). 邦訳は、教皇庁聖書委員会、和田幹男訳『聖書とキリスト論』, カトリック中央協議会, 2016., p. 80.
³ 第二バチカン公会議文書『教会憲章』1章1項参照。
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