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2017年 3月 12日 ㊐ 
この方はだれか｜Who is This? 
 
十字架にかかることを承知の上で、イエス様は過ぎ越しの祭りで大賑わいのエルサレムにやってきました。 これが最後のエルサレ
ム行きだということで、イエス様は今までにない不思議な方法でエルサレムに入っていきました。 大切なことを伝えるために。 

 
I. 聖書を読んでみよう   

マタイ Matthew 21:1-14 
 
 
II. 話し合ってみよう Discussion Question 

 
1)  今日、キリストがどなたであるのかについて、こんなにも多くの間違った意見があるのは、なぜだと思いますか。 そして、こ

の混乱は、世界にどんな影響を与えていますか。 

Why do you think there is so much confusion in the world today about the identity of Jesus?  What impact 
does this confusion have on our world? 

 
2) マタイ 21:1-11 とゼカリヤ 9:9-11 を読んでみましょう。イエス様が贖い主として果たしてくださる三つの大切な役割の

うちの一つは、「王」としての役割です。 イエス様は私たちの王として私たちを守ると約束してくださったので、この人生で
何も恐れる必要はありません。 あなたの人生の中で、イエス様が王としての役割を果たしてくださった（ている）経験
について分かち合ってみましょう。 

Read Matthew 21:1-11 and Zechariah 9:9-13. One of the three roles in which Jesus serves as our 
Redeemer is as our King. Because he has promised to protect us, we need not fear anything in this life, 
spirit or man. Share a situation in which Jesus has displayed his kingly rule in your life. 

 
3) 神の民であるイスラエルは、一世紀当時、メシヤが王としてやってくると期待していました。でも、まさかその王が、低くへ

りくだった王として、しかも自分の命を投げ出すためにやってくるとは思いもしませんでした。 なぜ、そのような王が私たち
には必要なのでしょうか。（黙示録 19:11-16 を見ると、キリストが再び来られるときには、今度はロバではなく馬に
乗ってやってくると書いてあります。キリストの再臨には一世紀のイスラエル人たちが抱いていいたようなメシヤとして来ら
れるのです。） 

God’s people in the first century were expecting the Messiah to come as a king, but they were not 
expecting him to come as a humble king, certainly not one who would come to give up his life. Why do we 
need this kind of king? (It is interesting to note that in his second coming, Jesus will be on a horse, not a 
donkey, Rev 19:11-16. In the second coming he will fulfill the expectations that the people had for the 
Messiah in the first century.) 

 
 
4) マタイ 21:12-13 を見てください。 預言者の役割は、人々の礼拝を正し、人々を主の救いを心から待ち望むように

整えることです。 そのために預言者がすることは、人々の罪を問いただすことです。 あなたの人生の中で、預言者とし
てのキリストをどのように経験していますか。 どのように日々の罪を示され、そして救いと希望への道へと導かれています
か。 

Read Matthew 21:12-13. One of the roles of the life of a prophet was to cleanse worship and to move 
God’s people to long for the salvation the Lord would provide. This often included the prophet challenging 
the sin of the people. How have you experienced Christ as prophet, challenging us in our sin and showing 
the way to salvation and hope? 
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5) マタイ 21:14 を見てください。 目が見えないこと、手足が不自由なことはどんなに大変か考えてみてください。 それが
自分たちの生活、また人間関係に及ぼす影響を考えてみましょう。 私たちは、自分たちの内側の罪、また人の犯す
罪によって気づつけられることで、似たような恥ずかしさを経験するようになります。 イエス様は、その罪のため十字架に
かかることで、罪の代価を完全に支払い、罪からくる恥を取り除いてくださいました。 このことは、、私たちの神様との関
係、隣人との関係、家族との関係、私たちの地域をどのように変えますか。 このすでに恥はないという事実を、どのよう
にして日々の生活の中で自分のもとのしていくべきでしょうか。  

Read Matthew 21:14. Imagine what it might be like to be blind or lame. Imagine the impact it would have 
our our lives and relationships. We experience a similar shame in our lives because of our sin and because 
of the ways we have been sinned against. Jesus came to take away all of our shame by becoming the 
ultimate sacrifice, which was paid for our sin. How should this truth change the way we interact with God, 
with our neighbors, with our family, and in our neighborhoods? How is the message of “no more shame” the 
good news we need to hear everyday? 
 

6) イエス様の弟子たち（12弟子ではなく、もっと大勢の弟子たちのことです）のうち、ある人びとは、イエス様がエルサレ
ムに入るときには大喜びで迎え入れたにもかかわらず、5日後には、「イエスを十字架につけろ」と叫ぶ側に回っていまし
た。 この豹変ぶりはなぜでしょうか。 あなたも、イエス様に対する見方を変えて、状況によってイエス様をほめたたえるこ
とをやめてしまう誘惑にかられることはありませんか。 そのようなときに、イエス様の私たちへの反応はどのようなものにな
ると思いますか。 

It is interesting to note that the disciples of Jesus (the broader group, not the twelve) who worshipped Jesus 
as he entered Jerusalem were some of the same people shouting for his death five days later. What 
accounts for this change in their hearts?  Are you tempted to change your view of Jesus or to stop 
worshiping him based on certain circumstances in your life? What do you think would be Jesus’ response 
to you in these times? 

 

 


