マ リ ア の 霊 的 な 旅 路
無原罪
1．
「…すべて多く与えられた者は、多く求められ、多く任された者は、更に多く要求される。
」
（ルカ 12:48）
2．
「わたしは、もはや世にはいません。彼らは世に残りますが、わたしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに与え
てくださった御名によって彼らを守ってください。わたしたちのように、彼らも一つとなるためです。…わたしは彼
らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。わたしが世に属していないように、彼らも世に属していないか
らです。わたしがお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪い者から守ってくださることです。
」
（ヨ
ハ 17:11.14-15）
3．
「身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。
「あの男は気が変になっている」と言われていたからであ
る。
」
（マコ 3:21）
4．
「わたしが天から降って来たのは、自分の意志を行うためではなく、わたしをお遣わしになった方の御心を行うためで
ある。
」
（ヨハ 6:38）

処女性
5．
「妻は家の奥にいて、豊かな房をつけるぶどうの木。食卓を囲む子らは、オリーブの若木。見よ、主を畏れる人はこの
ように祝福される。シオンから／主があなたを祝福してくださるように。命のある限りエルサレムの繁栄を見多くの
子や孫を見るように。イスラエルに平和。
」詩 128:3-6
6．
「主は今こそ、こうして、わたしに目を留め、人々の間からわたしの恥を取り去ってくださいました。
」ルカ 1:25
7．
「結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者も
いる。
」マタ 19:12
8. 「思い煩わないでほしい。独身の男は、どうすれば主に喜ばれるかと、主のことに心を遣いますが、結婚している男
は、どうすれば妻に喜ばれるかと、世の事に心を遣い、心が二つに分かれてしまいます。独身の女や未婚の女は、体
も霊も聖なる者になろうとして、主のことに心を遣いますが、結婚している女は、どうすれば夫に喜ばれるかと、世
の事に心を遣います。
」１コリ 7:32-34
9. 「それゆえ、わたしの主が御自ら／あなたたちにしるしを与えられる。見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み／
その名をインマヌエルと呼ぶ。
」イザ 7:14

◆お告げ
10．
「六か月目に、天使ガブリエルは、ナザレというガリラヤの町に神から遣わされた。ダビデ家のヨセフという人のい
いなずけであるおとめのところに遣わされたのである。そのおとめの名はマリアといった。天使は、彼女のところに
来て言った。「おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。」マリアはこの言葉に戸惑い、いったいこの挨
拶は何のことかと考え込んだ。すると、天使は言った。
「マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただい
た。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、いと高き方の
子と言われる。神である主は、彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わるこ
とがない。
」マリアは天使に言った。「どうして、そのようなことがありえましょうか。わたしは男の人を知りません
のに。」天使は答えた。「聖霊があなたに降り、いと高き方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なる者、神
の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われて
いたのに、もう六か月になっている。神にできないことは何一つない。
」マリアは言った。「わたしは主のはしためで
す。お言葉どおり、この身に成りますように。
」そこで、天使は去って行った。
」
（ルカ 1:26-38）
11.「生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。
」
（ガラ 2:20）
12.「イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に、
聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表ざたにす
るのを望まず、ひそかに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れて言った。
「ダビデの
子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産
む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。
」このすべてのことが起こったのは、
主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。
「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名は
インマヌエルと呼ばれる。」この名は、「神は我々と共におられる」という意味である。ヨセフは眠りから覚めると、
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主の天使が命じたとおり、妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そして、その子
をイエスと名付けた。
」
（マタ 1:18-25）

◆マリア、エリサベトを訪ねる
13．
「そのころ、マリアは出かけて、急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そして、ザカリアの家に入ってエリサベ
トに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その胎内の子がおどった。エリサベトは聖霊に満たされて、
声高らかに言った。
「あなたは女の中で祝福された方です。胎内のお子さまも祝福されています。わたしの主のお母さ
まがわたしのところに来てくださるとは、どういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声をわたしが耳にしたとき、胎
内の子は喜んでおどりました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。
」（ルカ
1:39-45）

◆マリアの賛歌
14．
「そこで、マリアは言った。
「わたしの魂は主をあがめ、／わたしの霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低
い、この主のはしためにも／目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も／わたしを幸いな者と言う
でしょう、力ある方が、／わたしに偉大なことをなさいましたから。その御名は尊く、その憐れみは代々に限りなく、
／主を畏れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、／思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き
降ろし、／身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い物で満たし、／富める者を空腹のまま追い返されます。その僕
イスラエルを受け入れて、／憐れみをお忘れになりません、わたしたちの先祖におっしゃったとおり、／アブラハム
とその子孫に対してとこしえに。
」マリアは、三か月ほどエリサベトのところに滞在してから、自分の家に帰った。
」
（ル
カ 1:46-56）

◆イエス・キリストの誕生・神殿で献げられる・エジプトに避難する
15．
「そのころ、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に、登録をせよとの勅令が出た。これは、キリニウスがシリア州
の総督であったときに行われた最初の住民登録である。人々は皆、登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨ
セフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町
へ上って行った。身ごもっていた、いいなずけのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘム
にいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる
場所がなかったからである。
」
（ルカ 2:1-7）
16．
「そして急いで行って、マリアとヨセフ、また飼い葉桶に寝かせてある乳飲み子を探し当てた。その光景を見て、羊
飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議
に思った。しかし、マリアはこれらの出来事をすべて心に納めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたこ
とがすべて天使の話したとおりだったので、神をあがめ、賛美しながら帰って行った。
」
（ルカ 2:16-20）
17．
「家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、
没薬を贈り物として献げた。ところが、
「ヘロデのところへ帰るな」と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分
たちの国へ帰って行った。占星術の学者たちが帰って行くと、主の天使が夢でヨセフに現れて言った。
「起きて、子供
とその母親を連れて、エジプトに逃げ、わたしが告げるまで、そこにとどまっていなさい。ヘロデが、この子を探し
出して殺そうとしている。
」ヨセフは起きて、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそ
こにいた。それは、
「わたしは、エジプトからわたしの子を呼び出した」と、主が預言者を通して言われていたことが
実現するためであった。
」
（マタ 2:11-15）
18．
「八日たって割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは、胎内に宿る前に天使から示された名で
ある。
「さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に献げるため、エルサレ
ムに連れて行った。それは主の律法に、
「初めて生まれる男子は皆、主のために聖別される」と書いてあるからである。
また、主の律法に言われているとおりに、山鳩一つがいか、家鳩の雛二羽をいけにえとして献げるためであった。そ
のとき、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰があつく、イスラエルの慰められるのを待
ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして、主が遣わすメシアに会うまでは決して死なない、とのお告げを聖霊か
ら受けていた。シメオンが“霊”に導かれて神殿の境内に入って来たとき、両親は、幼子のために律法の規定どおり
にいけにえを献げようとして、イエスを連れて来た。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえて言った。
「主よ、今こ
そあなたは、お言葉どおり／この僕を安らかに去らせてくださいます。わたしはこの目であなたの救いを見たからで
す。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、／あなたの民イスラエルの誉れです。
」
父と母は、幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。
「御
覧なさい。この子は、イスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また、反対を受け
るしるしとして定められています。――あなた自身も剣で心を刺し貫かれます――多くの人の心にある思いがあらわ
にされるためです。
」
（ルカ 2:2135）
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◆ナザレに帰る
19．
「親子は主の律法で定められたことをみな終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたく
ましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれてい。
」
（ルカ 2:39-40）

◆神殿での少年イエス
20．
「さて、両親は過越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが十二歳になったときも、両親は祭りの慣習に従って
都に上った。祭りの期間が終わって帰路についたとき、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに
気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから、親類や知人の
間を捜し回ったが、見つからなかったので、捜しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で
学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆、イエスの賢い受
け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。
「なぜこんなことをしてくれたのです。御覧なさい。お
父さんもわたしも心配して捜していたのです。
」すると、イエスは言われた。
「どうしてわたしを捜したのですか。わ
たしが自分の父の家にいるのは当たり前だということを、知らなかったのですか。
」しかし、両親にはイエスの言葉の
意味が分からなかった。それから、イエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母
はこれらのことをすべて心に納めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。
」
（ルカ 2:41-52）

イエスの公活動
21．
「三日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも、その弟子たちも婚礼に招かれた。
ぶどう酒が足りなくなったので、母がイエスに、
「ぶどう酒がなくなりました」と言った。イエスは母に言われた。
「婦
人よ、わたしとどんなかかわりがあるのです。わたしの時はまだ来ていません。」しかし、母は召し使いたちに、
「こ
の人が何か言いつけたら、そのとおりにしてください」と言った。
」
（ヨハ 2:1-5）
22．
「イエスはこれらのたとえを語り終えると、そこを去り、故郷にお帰りになった。会堂で教えておられると、人々は
驚いて言った。
「この人は、このような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。
母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆、我々と一緒に住んでいるで
はないか。この人はこんなことをすべて、いったいどこから得たのだろう。
」このように、人々はイエスにつまずいた。
イエスは、
「預言者が敬われないのは、その故郷、家族の間だけである」と言い、人々が不信仰だったので、そこでは
あまり奇跡をなさらなかった。この人は、大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟で
はないか。姉妹たちは、ここで我々と一緒に住んでいるではないか。
」このように、人々はイエスにつまずいた。
」
（マ
タ 13:53-58）
23．
「この人は、大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちは、ここ
で我々と一緒に住んでいるではないか。」このように、人々はイエスにつまずいた。イエスは、
「預言者が敬われない
のは、自分の故郷、親戚や家族の間だけである」と言われた。そこでは、ごくわずかの病人に手を置いていやされた
だけで、そのほかは何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして、人々の不信仰に驚かれた。
」
（マコ 6:3-6）
24．
「それは、イエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そして、ヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルト
ロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者
となったイスカリオテのユダである。
」ルカ 6:14-16
25．
「フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ・・・」マタ 10:3

◆ イエスの真の母、兄弟
26．
「イエスの兄弟たちが言った。
「ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている業を弟子たちにも見せてやりなさい。
公に知られようとしながら、ひそかに行動するような人はいない。こういうことをしているからには、自分を世には
っきり示しなさい。
」兄弟たちも、イエスを信じていなかったのである。
」ヨハ 7:3-5
27.「身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。
「あの男は気が変になっている」と言われていたからであ
る。
」(マコ 3:21)
28.「イエスは、
「預言者が敬われないのは、自分の故郷、親戚や家族の間だけである」と言われた。
」(マコ 6:4)
29.「イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが、話したいことがあって外に立っていた。そこで、
ある人がイエスに、「御覧なさい。母上と御兄弟たちが、お話ししたいと外に立っておられます」と言った。しかし、
イエスはその人にお答えになった。
「わたしの母とはだれか。わたしの兄弟とはだれか。」そして、弟子たちの方を指
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して言われた。
「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる。だれでも、わたしの天の父の御心を行う人が、
わたしの兄弟、姉妹、また母である。
」
（マタ 12:46-50）
30．
「イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人が、イエスの周りに座っていた。
「御覧なさい。母上と兄弟姉妹がたが外であなたを捜しておられます」と知らされると、イエスは、
「わたしの母、わ
たしの兄弟とはだれか」と答え、周りに座っている人々を見回して言われた。
「見なさい。ここにわたしの母、わたし
の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ。
」
（マコ 3:31-35）
31．
「さて、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、
「母上
と御兄弟たちが、お会いしたいと外に立っておられます」との知らせがあった。するとイエスは、
「わたしの母、わた
しの兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことである」とお答えになった。
」
（ルカ 8:19-21）
32．
「イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。
「なんと幸いなことでしょう、
あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房は。」しかし、イエスは言われた。「むしろ、幸いなのは神の言葉を聞き、そ
れを守る人である。
」
（ルカ 11:27-28）

十字架の元で
33．
「イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。」
（ヨハ
19:25）
34．
「わたしはあなたを多くの民の父と定めた」と書いてあるとおりです。死者に命を与え、存在していないものを呼び
出して存在させる神を、アブラハムは信じ、その御前でわたしたちの父となったのです。彼は希望するすべもなかっ
たときに、なおも望みを抱いて、信じ、
「あなたの子孫はこのようになる」と言われていたとおりに、多くの民の父と
なりました。
」
（ロマ 4:17-18）
35．
「三時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。
「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。
」これは、
「わが神、わが神、なぜわたしを
お見捨てになったのですか」という意味である。
」マタ 27:46
36．
「かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に
至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名にまさる名を
お与えになりました。こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの御名にひざまずき、すべ
ての舌が、
「イエス・キリストは主である」と公に宣べて、父である神をたたえるのです。
」
（フィリ 2:7-11）

聖霊降臨 （被昇天？）
37.「彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。
」
（使 1:14）
38.「突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。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
国々の言葉で話しだした。
」
（使 2:2-4）
39.「キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして、完全な者となられた
ので、御自分に従順であるすべての人々に対して、永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司
と呼ばれたのです。
」
（ヘブ 5:8-10）
40.「イエスは、母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、
「婦人よ、御覧なさい。あなたの子です」と言われた。
それから弟子に言われた。「見なさい。あなたの母です。
」そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取
った。
」
（ヨハ 19:26-27

4

