弟子宣教派遣のための教え（共観福音書比較）
マタイ
◆群衆に同情する
9:35 イエスは町や村を残らず回って、会
堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、あり
とあらゆる病気や患いをいやされた。
9:36 また、群衆が飼い主のいない羊のよう
に弱り果て、打ちひしがれているのを見
て、深く憐れまれた。
9:37 そこで、弟子たちに言われた。「収穫
は多いが、働き手が少ない。
9:38 だから、収穫のために働き手を送って
くださるように、収穫の主に願いなさい。」
◆十二人を選ぶ
10:1 イエスは十二人の弟子を呼び寄せ、
汚れた霊に対する権能をお授けになっ
た。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気
や患いをいやすためであった。

10:2 十二使徒の名は次のとおりである。ま
ずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アン
デレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨ
ハネ、
10:3 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、
10:4 熱心党のシモン、それにイエスを裏
切ったイスカリオテのユダである。
◆十二人を派遣する
10:5 イエスはこの十二人を派遣するにあ
たり、次のように命じられた。「異邦人の
道に行ってはならない。また、サマリア人
の町に入ってはならない。
10:6 むしろ、イスラエルの家の失われた羊
のところへ行きなさい。
10:7 行って、『天の国は近づいた』と宣べ
伝えなさい。
10:8 病人をいやし、死者を生き返らせ、重
い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊
を追い払いなさい。ただで受けたのだか
ら、ただで与えなさい。
10:9 帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れて
行ってはならない。
10:10 旅には袋も二枚の下着も、履物も杖
も持って行ってはならない。働く者が食
べ物を受けるのは当然である。
10:11 町や村に入ったら、そこで、ふさわし
い人はだれかをよく調べ、旅立つときま
で、その人のもとにとどまりなさい。
10:12 その家に入ったら、『平和があるよう
に』と挨拶しなさい。
10:13 家の人々がそれを受けるにふさわし
ければ、あなたがたの願う平和は彼らに
与えられる。もし、ふさわしくなければ、そ
の平和はあなたがたに返ってくる。

10:14 あなたがたを迎え入れもせず、あな
たがたの言葉に耳を傾けようともしない者
がいたら、その家や町を出て行くとき、足
の埃を払い落としなさい。
10:15 はっきり言っておく。裁きの日には、
この町よりもソドムやゴモラの地の方が軽
い罰で済む。」
◆迫害を予告する
10:16 「わたしはあなたがたを遣わす。そ
れは、狼の群れに羊を送り込むようなも
のだ。だから、蛇のように賢く、鳩のように
素直になりなさい。
10:17 人々を警戒しなさい。あなたがたは
地方法院に引き渡され、会堂で鞭打た
れるからである。
10:18 また、わたしのために総督や王の前
に引き出されて、彼らや異邦人に証しを
することになる。
10:19 引き渡されたときは、何をどう言おう
かと心配してはならない。そのときには、
言うべきことは教えられる。
10:20 実は、話すのはあなたがたではな
く、あなたがたの中で語ってくださる、父
の霊である。
10:21 兄弟は兄弟を、父は子を死に追い

マルコ

ルカ

（ルカ）

◆七十二人を派遣する
10:1 その後、主はほかに七十二人を任命
し、御自分が行くつもりのすべての町や村
に二人ずつ先に遣わされた。
10:2 そして、彼らに言われた。「収穫は多い
が、働き手が少ない。だから、収穫のため
に働き手を送ってくださるように、収穫の主
に願いなさい。
◆十二人を選ぶ
3:13 イエスが山に登って、これと思う人々
を呼び寄せられると、彼らはそばに集ま
って来た。
3:14 そこで、十二人を任命し、使徒と名付
けられた。彼らを自分のそばに置くため、
また、派遣して宣教させ、
3:15 悪霊を追い出す権能を持たせるため
であった。
3:16 こうして十二人を任命された。シモン
にはペトロという名を付けられた。
3:17 ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨ
ハネ、この二人にはボアネルゲス、すな
わち、「雷の子ら」という名を付けられた。
3:18 アンデレ、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、タダ
イ、熱心党のシモン、
3:19 それに、イスカリオテのユダ。このユダ
がイエスを裏切ったのである。
◆十二人を派遣する
それから、イエスは付近の村を巡り歩いて
お教えになった。
6:7 そして、十二人を呼び寄せ、二人ずつ
組にして遣わすことにされた。その際、汚
れた霊に対する権能を授け、

◆十二人を選ぶ
6:12 そのころ、イエスは祈るために山に行
き、神に祈って夜を明かされた。
6:13 朝になると弟子たちを呼び集め、その
中から十二人を選んで使徒と名付けられ
た。

6:14 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、
6:15 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、
6:16 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。

◆十二人を派遣する
9:1 イエスは十二人を呼び集め、あらゆる悪
霊に打ち勝ち、病気をいやす力と権能をお
授けになった。
9:2 そして、神の国を宣べ伝え、病人をいや
すために遣わすにあたり、

10:3 行きなさい。わたしはあなたがたを遣わ
す。それは、狼の群れに小羊を送り込むよ
うなものだ。

10:4 財布も袋も履物も持って行くな。途中で
だれにも挨拶をするな。
6:8 旅には杖一本のほか何も持たず、パン 9:3 次のように言われた。「旅には何も持って
も、袋も、また帯の中に金も持たず、
行ってはならない。杖も袋もパンも金も持っ
6:9 ただ履物は履くように、そして「下着は
てはならない。下着も二枚は持ってはなら
二枚着てはならない」と命じられた。
ない。
6:10 また、こうも言われた。「どこでも、ある 9:4 どこかの家に入ったら、そこにとどまっ
10:5 どこかの家に入ったら、まず、『この家
家に入ったら、その土地から旅立つとき
て、その家から旅立ちなさい。
に平和があるように』と言いなさい。
まで、その家にとどまりなさい。
10:6 平和の子がそこにいるなら、あなたがた
の願う平和はその人にとどまる。もし、いな
ければ、その平和はあなたがたに戻ってく
る。
10:7 その家に泊まって、そこで出される物を
食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受
けるのは当然だからである。家から家へと
渡り歩くな。
10:8 どこかの町に入り、迎え入れられたら、
出される物を食べ、
10:9 その町の病人をいやし、また、『神の国
はあなたがたに近づいた』と言いなさい。
6:11 しかし、あなたがたを迎え入れず、あ 9:5 だれもあなたがたを迎え入れないなら、 10:10 しかし、町に入っても、迎え入れられ
なたがたに耳を傾けようともしない所があ
その町を出ていくとき、彼らへの証しとして
なければ、広場に出てこう言いなさい。
ったら、そこを出ていくとき、彼らへの証し
足についた埃を払い落としなさい。」
10:11 『足についたこの町の埃さえも払い落
として足の裏の埃を払い落としなさい。」
として、あなたがたに返す。しかし、神の国
が近づいたことを知れ』と。
10:12 言っておくが、かの日には、その町よ
りまだソドムの方が軽い罰で済む。」

13:9 あなたがたは自分のことに気をつけて
いなさい。あなたがたは地方法院に引き渡
され、会堂で打ちたたかれる。また、わたし
のために総督や王の前に立たされて、証し
をすることになる。
13:10 しかし、まず、福音があらゆる民に宣
べ伝えられねばならない。
13:11 引き渡され、連れて行かれるとき、何
を言おうかと取り越し苦労をしてはならな
い。そのときには、教えられることを話せば
よい。実は、話すのはあなたがたではなく、
聖霊なのだ。
13:12 兄弟は兄弟を、父は子を死に追いや

21:12 しかし、これらのことがすべて起こる前
に、人々はあなたがたに手を下して迫害
し、会堂や牢に引き渡し、わたしの名のた
めに王や総督の前に引っ張って行く。
21:13 それはあなたがたにとって証しをする
機会となる。
21:14 だから、前もって弁明の準備をするま
いと、心に決めなさい。
21:15 どんな反対者でも、対抗も反論もでき
ないような言葉と知恵を、わたしがあなたが
たに授けるからである。
21:16 あなたがたは親、兄弟、親族、友人に
まで裏切られる。中には殺される者もいる。

やり、子は親に反抗して殺すだろう。
10:22 また、わたしの名のために、あなた
がたはすべての人に憎まれる。しかし、
最後まで耐え忍ぶ者は救われる。
10:23 一つの町で迫害されたときは、他の
町へ逃げて行きなさい。はっきり言って
おく。あなたがたがイスラエルの町を回り
終わらないうちに、人の子は来る。
10:24 弟子は師にまさるものではなく、僕
は主人にまさるものではない。
10:25 弟子は師のように、僕は主人のよう
になれば、それで十分である。家の主人
がベルゼブルと言われるのなら、その家
族の者はもっとひどく言われることだろ
う。」
◆恐るべき者
10:26 「人々を恐れてはならない。覆われ
ているもので現されないものはなく、隠さ
れているもので知られずに済むものはな
いからである。
10:27 わたしが暗闇であなたがたに言うこ
とを、明るみで言いなさい。耳打ちされた
ことを、屋根の上で言い広めなさい。
10:28 体は殺しても、魂を殺すことのでき
ない者どもを恐れるな。むしろ、魂も体も
地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさ
い。
10:29 二羽の雀が一アサリオンで売られて
いるではないか。だが、その一羽さえ、あ
なたがたの父のお許しがなければ、地に
落ちることはない。
10:30 あなたがたの髪の毛までも一本残ら
ず数えられている。
10:31 だから、恐れるな。あなたがたは、た
くさんの雀よりもはるかにまさっている。」

◆イエスの仲間であると言い表す
10:32 「だから、だれでも人々の前で自分
をわたしの仲間であると言い表す者は、
わたしも天の父の前で、その人をわたし
の仲間であると言い表す。
10:33 しかし、人々の前でわたしを知らな
いと言う者は、わたしも天の父の前で、そ
の人を知らないと言う。」
◆平和ではなく剣を
10:34 「わたしが来たのは地上に平和をも
たらすためだ、と思ってはならない。平和
ではなく、剣をもたらすために来たのだ。
10:35 わたしは敵対させるために来たから
である。人をその父に、／娘を母に、／
嫁をしゅうとめに。
10:36 こうして、自分の家族の者が敵とな
る。
10:37 わたしよりも父や母を愛する者は、
わたしにふさわしくない。わたしよりも息
子や娘を愛する者も、わたしにふさわしく
ない。
10:38 また、自分の十字架を担ってわたし
に従わない者は、わたしにふさわしくな
い。
10:39 自分の命を得ようとする者は、それ
を失い、わたしのために命を失う者は、か
えってそれを得るのである。」
◆受け入れる人の報い
10:40 「あなたがたを受け入れる人は、わ
たしを受け入れ、わたしを受け入れる人
は、わたしを遣わされた方を受け入れる
のである。
10:41 預言者を預言者として受け入れる人
は、預言者と同じ報いを受け、正しい者
を正しい者として受け入れる人は、正し
い者と同じ報いを受ける。
10:42 はっきり言っておく。わたしの弟子だ
という理由で、この小さな者の一人に、冷
たい水一杯でも飲ませてくれる人は、必
ずその報いを受ける。」
11:1 イエスは十二人の弟子に指図を与え
終わると、そこを去り、方々の町で教え、
宣教された。

21:17 また、わたしの名のために、あなたが
たはすべての人に憎まれる。

り、子は親に反抗して殺すだろう。
13:13 また、わたしの名のために、あなたが
たはすべての人に憎まれる。しかし、最後ま
で耐え忍ぶ者は救われる。」

◆偽善に気をつけさせる
12:1 とかくするうちに、数えきれないほどの
群衆が集まって来て、足を踏み合うほどに
なった。イエスは、まず弟子たちに話し始め
られた。「ファリサイ派の人々のパン種に注
意しなさい。それは偽善である。
12:2 覆われているもので現されないものは
なく、隠されているもので知られずに済むも
のはない。
12:3 だから、あなたがたが暗闇で言ったこと
はみな、明るみで聞かれ、奥の間で耳にさ
さやいたことは、屋根の上で言い広められ
る。」
◆恐るべき者
12:4 「友人であるあなたがたに言っておく。
体を殺しても、その後、それ以上何もできな
い者どもを恐れてはならない。
12:5 だれを恐れるべきか、教えよう。それ
は、殺した後で、地獄に投げ込む権威を持
っている方だ。そうだ。言っておくが、この
方を恐れなさい。
12:6 五羽の雀が二アサリオンで売られてい
るではないか。だが、その一羽さえ、神がお
忘れになるようなことはない。
12:7 それどころか、あなたがたの髪の毛まで
も一本残らず数えられている。恐れるな。あ
なたがたは、たくさんの雀よりもはるかにまさ
っている。」
◆イエスの仲間であると言い表す
12:8 「言っておくが、だれでも人々の前で自
分をわたしの仲間であると言い表す者は、
人の子も神の天使たちの前で、その人を自
分の仲間であると言い表す。
12:9 しかし、人々の前でわたしを知らないと
言う者は、神の天使たちの前で知らないと
言われる。

6:12 十二人は出かけて行って、悔い改め
させるために宣教した。
6:13 そして、多くの悪霊を追い出し、油を
塗って多くの病人をいやした。

9:6 十二人は出かけて行き、村から村へと巡
り歩きながら、至るところで福音を告げ知ら
せ、病気をいやした。

