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 マタイ 14:13-21  あなたがたで、あの人たちに何か食べる物を上げなさい。 

「あなたがたで、あの人たちに何か食べる物を上げなさい。」という題で神様の御ことばを伝えます。 今日の本文は 13節か

ら始まります。13節を日本語、英語、韓国語、中国語順にご一緒に読みましょう。. 

イエスはこのことを聞かれると、舟でそこを去り、自分だけで寂しい所に行かれた。すると、群衆がそれと聞いて、町々か

ら、步いてイエスのあとを追った。When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat 

privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. 

예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈 들에 가시니 무리가 듣고 여러 고을로부터 걸어서 

따라간지라  耶穌聽見了、就上船從那裡獨自退到野地裡去．眾人聽見、就從各城裡步行跟隨他。 

「このこと」は 14:2節ことを意味することです。つまり、ヘロデがイエス様の噂を聞いて「バプテスマのヨハネがよみがえったのだ」

と判断してそのイエスに会って見たい、それで次に抹殺するかどうか判断しようということをイエス様はもう知っていました。そのこ

とを聞いてからイエス様は寂しいところに行かれました。これはイエス様が意図的にヘロデを相手にしたくないあらわれではない

かと思います。つまりヘロデを避けて行かれたということです。しかし、それはヘロデが怖い存在であるからとか、ご自分に害が与

えれる心配が予想されたからとかではありません。 

ルカ 13:31-33 を見ますとあるパリサイ人がイエス様のところに来てヘロデがあなたを殺そうとして動いていますと知らせまし

た。そのときイエス様は「わたしは、きょうもあすも次の日も進んで行かなければなりません。なぜなら、預言者がエルサレム以

外の所で死ぬことはありえないからです。」と語りました。これはヘロデがわたしを殺すことは出来ない。わたしはわたしの使命を

果たすまでは殺されないということです。 

そうしたらどうしてヘロデを避けたでしょう。ルカ 23:9-10 にヘロデがイエス様を尋問しましたけれども一言も言えませんでした。

裁判所でもヘロデの質問には何も答えませんでした。一つ考えられるのはヘロデは救われるにはもう絶望的な状態にいたで

はないかということです。イエス様はどなたでも救いを求める人にはことわることはありませんでしたから。 

さ、イエス様が「寂しい所に行かれた」ということは休みとまた祈りする時間を持つためではないかと思われますがしかし、そこま

でに群衆がついて来て病気や弱い部分に対する助けを求めました。疲れたので休みたいとせっかく寂しいところに来たのにそこ

まで人々がついて来て自分たちを助けて下さるようにしたら、普通の人々の反応はどうでしょう。 

14節でイエス様の反応を見ることが出来ます。読んで見ましょう。 

イエスは舟から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深くあわれんで、彼らの病気を直された。When Jesus landed 

and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. 예수께서 나오사 큰 

무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자를 고쳐 주시니라  

耶穌出來、見有許多的人、就憐憫他們、治好了他們的病人。 

疲れて休みたいと思って野原まで来たのにそこまで人々がついて来た群衆に対して一言でも文句を言ったとか、不満に思って

言い出すようなことは全くありません。むしろ深く憐れんでくださいました。人々の苦しみ、絶望、涙などを見ておられる方です。

そして神様を知らずに肉だけ考えている群衆を見て霊的に羊飼いのいない羊のようにであるのを憐れんで下さいました。これ

がイエス様の品性です。 
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さあ次の 15節から出る内容は五つのパンと二匹の魚をもって五千人以上を養う奇跡の内容です。この奇跡の記録は四つ

の福音書に共通に記録されている唯一の奇跡です。 

15節見ましょう。 

夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。「ここは寂しい所ですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を 

解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。」 As evening approached, the 

disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the 

crowds away, so they can go to the villages and buy themselves some food." 저녁이 되매 

제자들이 나아와 이르되 이 곳은 빈 들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 

것을 사 먹게 하소서 

天將晚的時候、門徒進前來說、這是野地、時候已經過了．請叫眾人散開、他們好往村子裡去、自己買喫的。 

ここでとても重要なことが見出されます。それが現実の問題です。イエス様によって病気が癒されるし、御ことばが教えられる

状況だけが続けられないことです。夕方になったので皆が空腹を覚えたので弟子たちがイエス様に来て「ここは寂しい所です

し、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてくださ

い。」と要請しました。弟子たちの話はとても合理的だなと思います。 

さ イエス様の対処はなんでしょう。16節見ます。 

しかし、イエスは言われた。「彼らが出かけて行く必要はありません。あなたがたで、あの人たちに何か食べる物を上げなさい。」 

Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." 예수께서 

이르시되 갈 것 없다 너희가 먹을 것을 주라 耶穌說、不用他們去、你們給他們喫罷。 

イエス様は「彼らが出かけて行く必要はありません。あなたがたで、あの人たちに何か食べる物を上げなさい。」とおっしゃいまし

た。これはイエス様の意図があるおことばだなと思いませんか。弟子たちに十分な食べ物があったからですか。いいえ、今、何も

ない状況です。それなのに「あなたがたで、あの人たちに何か食べる物を上げなさい。」と指示を与えたからです。 

まずここで学ぶことは１．あなたがたが責任を負うべきであるということです。イエス様について来た人々の問題はイエス様の

弟子たちが責任をもっていかなければならないということです。これはとても重要なことであると信じています。牧師を始めキリス

トの御からだである教会は教会員に対して霊的なことはもちろん肉の生活に対しても責任感をもっていかなければならないと

思います。 

17節をみましょう。 

しかし、弟子たちはイエスに言った。「ここには、パンが五つと魚が二匹よりほかありません。」"We have here only five 

loaves of bread and two fish," they answered. 제자들이 이르되 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 

개와 물고기 두 마리뿐이니이다門徒說、我們這裡只有五個餅、兩條魚。 

17節の前の状況がありますがこのマタイ書に省略されています。マルコの福音書にはもうちょっと詳しく記録されています。  

マルコ 6:37  すると、彼らに答えて言われた。「あなたがたで、あの人たちに何か食べる物を上げなさい。」そこで弟子たちは 

言った。「私たちが出かけて行って、二百デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるように、ということでしょうか。」 But 

he answered, "You give them something to eat." They said to him, "That would take eight 
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months of a man's wages! Are we to go and spend that much on bread and give it to them to 

eat?" 대답하여 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여짜오되 우리가 가서 이백 데나리온의 떡을 

사다 먹이리이까 耶穌回答說、你們給他們喫罷．門徒說、我們可以去買二十兩銀子的餅、給他們喫麼。 

二百デナリというお金が必要であるということがわかります。その当時の労働者が一日働いてもらう日給が一デナリでした。現

在日本で労働者が一日もらう日給は一万円であるとすれば 200万が必要とされる状況です。男子だけ五千人でしたから

女性と子どもたちを考えられば 2万人以上が集まってあろうと推測ができます。ヨハネの福音書によればピリポと呼ばれる弟

子が計算して答えました。そしてイエス様は 「パンはどれぐらいありますか。行って見て来なさい。」と指示を与えました。それで

弟子たちが行ってあちこちで探して持って来たのが五つのパンと二匹の魚でありました。これもヨハネ福音書によれば一人の少

年が持っていたものでありました。これがイエス様によって用いられたので奇跡は起こりました。 

ここで学ぶことは「今もっているものが主にささげられて用いられた」ことです。イエス様は弟子たちに「あなたがたで、あの人たち

に何か食べる物を上げなさい。」とおしゃったことはすでにご自分が飢えている群衆を食べさせる御計画をもってこのように支持

を出したことでしょう。しかし、その奇跡を起こすのに弟子たちの信仰をアップグレードする機会としたと思われます。 

旧約聖書の出エジプト記を見ますと神様はモーセという人にイスラエル民をエジプトから解放させて導く指導者として召したと

き、モーセは出来ませんと言いました。そのとき神様は「あなたの手にあるそれは 何か」モーセは「杖です」と答えました。モーセ

にはその杖しかありませんでした。しかし、それが重要です。 

あなたがたのなかで何かあるかそれをもって来なさい！それで弟子たちはそのイエス様のおことばに従順してあちこちで食べ物

を探してこどもがもっている食べ物を見つけて持って来てそれでイエス様に捧げました。これが奇跡の始まりでした。 

それでどうなりましたか。19節見ましょう。 

そしてイエスは、群衆に命じて草の上にすわらせ、五つのパンと二匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福し、パンを裂い

てそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。And he directed the people to sit down on the 

grass. Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, he gave thanks and 

broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. 

무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 

떡을 떼어 제자들에게 주시매 제자들이 무리에게 주니於是吩咐眾人坐在草地上．就拿著這五個餅、兩條

魚、望著天、祝福、擘開餅、遞給門徒．門徒又遞給眾人。 

20-21節も見ましょう。 

人々はみな、食べて満腹した。そして、パン切れの余りを取り集めると、十二のかごにいっぱいあった。食べた者は、女と子ども

を除いて、男五千人ほどであった。They all ate and were satisfied, and the disciples picked up twelve 

basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about five 

thousand men, besides women and children. 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 

거두었으며 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 오천 명이나 되었더라 

他們都喫、並且喫飽了．把剩下的零碎收拾起來、裝滿了十二個籃子。喫的人除了婦女孩子、約有五千。 

イエス様は群衆に命じて草の上に座らせました。それで五つのパンと二匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福しました。 
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次にパンを裂いて弟子たちに与えて下さって弟子たちが群衆に配りました。 

ここでもいくつかの学ぶべき重要なことが見出されます。それは主が祝福したものを分かち合うとき素晴らしい恵みの奇跡が起

こるということです。 イエス様は 五つのパンと二匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福しました。それを分かち合ったとい

うことです。献金は主に捧げられたもので祝福されたものであると信じます。わたしたち一人ひとりが主に捧げる献金は少ない

か多いか関係なくそれを主が望むところに分かち合うときに主の御手がともにする恵みが与えられます。 

さあ、この 五つのパンと二匹の魚をもって五千人以上を養う奇跡は何を示すことでしょう。すべての奇跡は奇跡で終わりませ

ん。奇跡はしるしです。しるしはサイン [sign] ヨハネ福音書によればこの奇跡の後、イエス様はご自分が天から下って来た

いのちのパンですと明かしました。 

ですからこれからイエス様は十字架の死を通してご自身の体が裂かれて信じるすべての人々にそのいのちが与えられることを

象徴する奇跡であります。 

整理します。わたしはこの御ことばを通してまず、イエス・キリストの福音を伝える弟子たちに要求されることは 

１．牧師として、長老として、執事として聖徒として教会に来る人々に対して責任感をもつことです。 

２．ないです。出来ませんという姿勢ではなく今持っているものを主に捧げる従順が信仰であり、それを主が用いて下さること

です。 

3．主が祝福されたことを分かち会うことが神様が喜んで下さることです。以上のことが神様の奇跡が起こられる要件でありま

す。 

 


