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「わたしの羊を飼いなさい」
エレミヤ書23章1-8節
「しかし、わたしは、わたしの群れの残りの者を、わたしが追い散らしたすべての国から集め、
もとの牧場に帰らせる。彼らは多くの子を生んでふえよう。わたしは彼らの上に牧者たちを立
て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。―主
の御告げ―」（エレミヤ23:3-4)

１．良い牧者は羊を

。

「ああ。わたしの牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち。―主の御告げ―」 それゆえ、イスラエ
ルの神、主は、この民を牧する牧者たちについて、こう仰せられる。「あなたがたは、わたしの
群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ。わたしは、あなたがたの悪い行いを罰
する。―主の御告げ―。」(23:1-2)
「しかし、わたしは、わたしの群れの残りの者を、わたしが追い散らしたすべての国から集め、
もとの牧場に帰らせる。彼らは多くの子を生んでふえよう。わたしは彼らの上に牧者たちを立
て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。―主
の御告げ―」（エレミヤ23:3-4)

2.良い牧者は羊のために

。

「5 見よ。その日が来る。―主の御告げ―その日、わたしは、ダビデに一つの正しい若枝を起
こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。6 その日、ユダは救われ、イ
スラエルは安らかに住む。その王の名は、『主は私たちの正義』と呼ばれよう。」（エレミヤ
23:5-6)
「わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。」(ヨハネによる福音書
10:11 新共同訳)
「彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。「ヨハネの子シモン。あなた
は、この人たちが愛する以上に、わたしを愛していますか。」ペテロは答えた。「はい、主よ。私
があなたを愛していることは、あなたがご存じです。」イエスは彼に言われた。「わたしの子羊を
飼いなさい。」イエスは再び彼に「ヨハネの子シモン。あなたはわたしを愛していますか」と言わ
れた。ペテロは答えた。「はい、主よ。私があなたを愛していることは、あなたがご存じです。」イ
エスは彼に言われた。「わたしの羊を牧しなさい。」イエスは三度目もペテロに、「ヨハネの子シ
モン。あなたはわたしを愛していますか」と言われた。ペテロは、イエスが三度目も「あなたはわ
たしを愛していますか」と言われたので、心を痛めてイエスに言った。「主よ、あなたはすべてを
ご存じです。あなたは、私があなたを愛していることを知っておられます。」イエスは彼に言われ
た。「わたしの羊を飼いなさい。」(ヨハネの福音書 21:15-17)
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「7 それゆえ、見よ、このような日が来る。―主の御告げ―その日には、彼らは、『イスラエルの
子らをエジプトの国から上らせた主は生きておられる』とはもう言わないで、8 『イスラエルの家
のすえを北の国や、彼らの散らされたすべての地方から上らせた主は生きておられる』と言っ
て、自分たちの土地に住むようになる。」（エレミヤ23:7-8)
「私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどま
る人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。」(ヨハネの手紙 第一
4:16)
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"Tend My Sheep"
Jeremiah 23:1-8
“Then I Myself will gather the remnant of My flock out of all the countries where I have
driven them and bring them back to their pasture, and they will be fruitful and multiply. I
will also raise up shepherds over them and they will tend them; and they will not be
afraid any longer, nor be terrified, nor will any be missing,” declares the Lord."
(Jeremiah 23:3-4 - NASB1995)

１．Good shepherds

their sheep.

“ Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of My pasture!”
declares the Lord. Therefore thus says the Lord God of Israel concerning the shepherds
who are tending My people: “You have scattered My flock and driven them away, and
have not attended to them; behold, I am about to attend to you for the evil of your
deeds,” declares the Lord."(Jeremiah 23:1-2 NASB1995)
“Then I Myself will gather the remnant of My flock out of all the countries where I have
driven them and bring them back to their pasture, and they will be fruitful and multiply. I
will also raise up shepherds over them and they will tend them; and they will not be
afraid any longer, nor be terrified, nor will any be missing,” declares the Lord."(Jeremiah
23:3-4 - NASB1995)

2. Good shepherds

their lives for their sheep.

“Behold, the days are coming,” declares the Lord, “When I will raise up for David a
righteous Branch; And He will reign as king and act wisely And do justice and
righteousness in the land. “In His days Judah will be saved, And Israel will dwell
securely; And this is His name by which He will be called, ‘The Lord our
righteousness.’(Jeremiah 23:5-6 NASB1995)
"I am the good shepherd; the good shepherd lays down His life for the sheep"
(John 10:11 NASB1995)
"So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John,
do you love Me more than these?” He said to Him, “Yes, Lord; You know that I love
You.” He said to him, “Tend My lambs.” He said to him again a second time, “Simon, son
of John, do you love Me?” He said to Him, “Yes, Lord; You know that I love You.” He
said to him, “Shepherd My sheep.” He said to him the third time, “Simon, son of John, do
you love Me?” Peter was grieved because He said to him the third time, “Do you love
Me?” And he said to Him, “Lord, You know all things; You know that I love You.” Jesus
said to him, “Tend My sheep.(John 21:15-17 NASB1995)
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“Therefore behold, the days are coming,” declares the Lord, “when they will no longer
say, ‘As the Lord lives, who brought up the sons of Israel from the land of Egypt,’ but, ‘As
the Lord lives, who brought up and led back the descendants of the household of Israel
from the north land and from all the countries where I had driven them.’ Then they will
live on their own soil.” (Jeremiah 23:7-8 NASB1995)
"We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love,
and the one who abides in love abides in God, and God abides in him." (1 John 4:16
NASB1995)

