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◇From Sunday Services◇     

■April 10: Before the New Start (John 21:1-22) Ken Kurihara Last Sunday, we read Jesus’ 
words, after His resurrection. In John 20, Jesus states, “as the Father has sent Me, I also send 
you.” This is Jesus’ declaration that He is sending them out to spread God’s Good News to the 
world. With this declaration, the Gospel of John is virtually concluded, and the drama of the 
Acts of the Apostles opens. However, there is one more episode before the end. That is today’s 
text, John 21. ◆Some people call this chapter “the beautiful bridge connecting the Gospel and 
Acts.” Indeed, in this chapter, Jesus teaches the disciples important principles which they need 
to remember before going out to the world. This teaching is also addressed to us. Let us see 
what Jesus teaches. ◆After Jesus’ resurrection, the disciples went to Galilee. John does not 
explain why they went, but Matthew and Mark state that during the Last Supper, Jesus told the 
disciples: “After I have been raised, I will go ahead of you to Galilee.” (Mark 14:28, Matthew 
26:33). It seems that the disciples simply followed Jesus’ direction. But why did Jesus want 
them to go to Galilee? Most likely, before the disciples were to go out into the world, Jesus 
wanted them to go back to the starting point of their journey with the Lord and to recall how 
they received their calling, so that they would be able to affirm how they should live as Jesus’ 
disciples. Let us consider three points which they learned from this experience. ◆The first 
lesson: The disciples went fishing, but even though they worked throughout the night, they 
could not catch any fish. When morning came, Jesus stood on the beach and told them to cast 
their net on the righthand side of the boat. When the disciples followed this advice, they caught 
a great number of fish. What does this strange story mean? It shows that the only one who 
makes fruit to grow in our work is Jesus. We cannot bring in a harvest solely by our own hard 
work. Like the disciples, unless God grants, no matter how large an effort we make, we cannot 
catch anything. We must affirm this truth first! When Jesus grants us harvest, we can bear 
much fruit. While our works may be small, when they are driven by God, they can bring a rich 
harvest which can change the world. ◆ There is also an encouraging image in this episode. 
Verse 4 says, “when the day was now breaking, Jesus stood on the beach.” It is hard to believe 
that Jesus suddenly came to the lake only after the day broke. Most likely, from the beach, 
throughout the dark night, He was watching the vain efforts of the disciples to catch fish. ◆We 
have similar experiences. Sometimes, no matter how hard we work to serve God, we find no 
fruit. Sometimes we feel that our faith journey is endlessly circling the same spot. We may 
become depressed, thinking that God does not care. However, today’s text tells us that even if 
we are in the midst of such darkness and emptiness, Jesus is watching us. Like the disciples, as 
the day breaks, we find that Jesus has been standing by us throughout our difficult time and 
waiting eagerly to give us harvest when the time set by Him comes. Because we have this 
encouragement, we can keep serving God, and not fall into despair. ◆Let us see the second 



lesson of this text. As the disciples reached the beach, they found that Jesus had prepared a 
breakfast for them. This is such a lovely sight. After undergoing various painful experiences, 
now the disciples became one, sharing this table prepared by Jesus. This experience showed 
them that they need to remember that in order to work for God with one heart, they first need to 
affirm that the one who nourishes them and provides everything they need is Jesus. ◆Our Holy 
Communion symbolizes this truth. When we partake of the Communion, like the disciples, we 
find that we become one through Jesus. Only Jesus can make us one. Because we share the 
table which Jesus prepared through His painful path of the cross and the resurrection, we can be 
united and work together for God. This is the second lesson we need to remember as the 
witnesses of Jesus. ◆The third lesson is shown in the conversation between Jesus and Peter. As 
you may know, during the Last Supper, Peter told Jesus: “with you, I am ready to go to death!” 
But Jesus warned him that he would say “I don’t know Jesus” three times. At the same time, 
Jesus gently told Peter: “I have prayed for you, that your faith may not fail; and you, when once 
you have turned again, strengthen your brothers.” (Luke 22:32) But Peter still claimed: “Even 
though all may fall away, I will never fall away.” (Matthew 26:33) However, as Jesus was 
arrested and put on trial, Peter said, “I don’t know Him” three times. ◆This painful memory of 
failure had to haunt Peter. When Peter met the resurrected Jesus, he probably felt joy, but at the 
same time, most likely he felt an obstacle between Jesus and himself. Jesus knew the pain of 
Peter’s heart, and that is why He asked Peter: “Do you love Me more than these?” Because 
Peter had found his weakness, he did not say “I love You more than other disciples.” He simply 
replied: “Yes, You know that I love You.” Jesus responded to his reply with the words, “tend 
my sheep.” However, as Peter denied Jesus three times, three times Jesus asked Peter “Do you 
love Me?” ◆What did Peter think? Most likely, every time Jesus asked him “Do you love 
Me?”, he wondered “Do I really love Him? Can I really keep loving Him until the end?” He 
now had to confront his weakness. He might feel as if the mantles of self-righteousness 
covering his weakness were stripped one by one. Peter’s final reply was: “Lord, You know all 
things. You know that I love You.” Most likely he wanted to say: “Lord, You know how weak 
and impulsive I am. However, You told me, ‘I have prayed for you, that your faith may not fail’ 
although you know my weakness. Your love, expressed in your words is the only hope for me. 
I have nothing, except Your love. But I offer this to You. Please allow me to say, I love You!” 
◆This is a confession of one who truly knows Jesus. True faith makes us admit our weakness. 
But it also allows us to recognize how much we are loved by Jesus and the only certainty we 
have and what we can offer others is this love. In order to go to the world as the leader of the 
disciples, Peter had to be transformed so that he could make this confession. We, too, are called 
to confess this love. Responding to Peter’s reply, Jesus foretold that Peter would die for Him in 
future. This was an assurance that now Peter could love Jesus until the very end and he did not 
need to fear. What a touching scene! ◆ Now, if Peter knelt down and exclaimed “Lord, may 
Your will be done!”, he could have concluded the story of the Gospel in an impressive way. 
But Peter was Peter still. He pointed to another disciple, most likely John, and asked Jesus 



“What about Him?” As a result, he was admonished: “What is that to you? You Follow Me!” 
We often act like Peter. When we serve God, we may often compare ourselves with others and 
wonder what God thinks. But Jesus tells us as He said to Peter: “I do not compare you with 
others. So don’t compare yourself with others. Just follow ME!” Isn’t this also a wonderful 
encouragement? ◆ How full this chapter is with God’s Grace! Jesus assures all workers for 
God that it is Jesus Himself who brings the harvest, nourishes them, and makes them one. He 
calls them to accept their own weakness and rejoice that His love is still with them. Because we 
have these promises, we can follow Jesus without falling into disappointment. Let us hold these 
blessings and go out to the world with Jesus so that we can share this joy with others.       

◇日曜礼拝でのメッセージ◇ 

■4 月 10 日：新たな出発の前に（ヨハネ福音書 21 章 1－22 節） 栗原神学生 ヨハネ福音書 20

章で、復活された主イエスは弟子たちに「父がわたしをおつかわしになったように、わたしもあな

たがたをつかわす」と言われます。神様の愛を伝えるために彼らを送り出すという、この宣言をも

って実質的に福音書の物語は終わり、弟子たちの活躍を描く使徒行伝へと入って行くのですが、

その前にあるのがヨハネ 21 章です。◆この章は、ある人の言葉を借りれば、福音書と使徒行伝

を結ぶ「美しい架け橋」となっています。ここでイエス様は、弟子たちが世界に出て行く前に覚えて

おかなくてはいけない大事なことを、彼らに教えられているからです。主はここで何を教られてい

るのでしょうか。◆弟子たちはガリラヤに行きます。彼らがなぜそうしたのかは、ヨハネ福音書に

は書いてありませんが、マルコとマタイには、イエス様は最後の晩餐の席で、「わたしはよみがえ

ってから、あなたがたよりも先にガリラヤに行くであろう」（マルコ 14 章 28 節、マタイ 26 章 33 節）

と言われたとありますので、彼らがガリラヤに行ったのはイエス様の指示によるものだったのでし

ょう。なぜ主は弟子たちをガリラヤに行かせたのでしょうか。それは恐らく、彼らが世界につかわさ

れる前に、もう一度、イエス様と初めて出会い、共に時間を過ごした場所、主との歩みの原点とい

うべき場所に立ち戻ることで、弟子として生きるとはどういうことなのかということを確認させたか

ったためでしょう。では弟子たちは何を学んだのでしょうか。３つのことを見てみます。◆弟子たち

は、生活費を工面するためか漁に出ます。しかし夜通し働いても魚は釣れません。夜が明けた時、

イエス様が岸辺に立っていて、彼らに「舟の右に網を下ろしなさい」と言われます。彼らがその言

葉に従うと大量の魚がかかりました。この不思議な話には、実は主に仕える者が忘れてはならな

い大切なことが示されています。それは、私たちの働きに収穫を与えてくれるのはただイエス様

なのだということです。◆私たちが自分の力、自分の知恵に頼って働いても、良い実りは得られま

せん。主が与えて下さるのでないなら、弟子たちのようにいくら頑張っても何も取れないということ

になってしまいます。しかし、主が収穫を与えて下さる時、私たちの働きは大きな実を結ぶことが

出来ます。私たち一人ひとりはちっぽけな存在ですが、神様によって動かされる時、それこそ使

徒行伝で弟子たちが体験するように、世界を変えるような素晴らしい収穫を受け取ることが出来

るのです。◆この話にはまた大きな励ましも隠されています。4 節に「夜が明けたころ、イエスは

岸に立っておられた」と書いてありますが、イエス様は、夜が明けてから急に岸辺に来られた訳で



はなかったでしょう。恐らく夜通し、空しく働いている弟子たちの様子を、岸辺から見守っておられ

たのです。私たちも、神様に従って働いているはずなのに成果が上がらない、信仰生活も空回り

ばかりしているような難しい時を体験することがあるのではないでしょうか。そんな時は、神様は

私のことなんてどうでもいいんじゃないかと気落ちしがちです。しかし嬉しいことに、主はそのよう

な、何も良いことがないように見える時にも私たちのことを見守っていて下さるのです。夜が明け

た時、私たちは弟子たちのように、イエス様が近くに立っていて下さったこと、主がよしとされる時

に実りを与えようと待っておられたことを、見出すことが出来ます。この約束、この励ましがあるか

ら、私たちも失望しないで主のために働き続けることが出来るのですね。◆2 つ目のレッスンを見

ましょう。弟子たちが岸に着くと、イエス様は魚とパンを焼いて、彼らのために朝食を用意されて

いました。いろいろな苦しい体験を経た上で、弟子たちはこの主の食卓を囲むことによって再び

一つとされたのです。この体験によって彼らは、自分たちは常に「主に養われる者、主によって一

つとされる者」なのだということをあらためて学んだ筈です。神様のために働いて行くためには、

弟子たちはまず、彼らを養って下さるのはイエス様であり、主は彼らが必要としているものを与え

て下さるのだということを確認する必要があったのです。◆この話に、私たちは聖餐式のイメージ

を読み取ることが出来るでしょう。教会で聖餐を受ける時、私たちもまた、主にあって一つとされ

ていることを見出します。十字架と復活という苦しい道を通して、イエス様が用意して下さったこの

食卓を共に囲むので、私たちは互いに一つとなり、助け合いながら神様のために働いて行くこと

が出来るのです。◆3 つ目のレッスンは、イエス様とペテロの間の会話の中にあります。ご存知

の通り、一番弟子であるペテロは最後の晩餐の席でイエス様に「あなたのためなら、私は死ねま

す」と大見得を切るのですが、イエス様は「お前はもうすぐ 3 度私を知らないと言うぞ」と警告され

ます。と同時に、主はペテロに、「私はお前の信仰がなくならないように祈った。だから立ち直った

ら、兄弟たちを力づけてやりなさい」（ルカ 22 章 32 節）と言われます。ペテロはそれでも「みんな

がつまずいても、私はつまずきません」（マタイ 26 章 33 節）と言い張るのですが、主が捕えられ

ると、彼は「イエスなんて知らない」と 3 回言ってしまいます。◆この失敗の記憶は、ペテロの心に

重くのしかかっていたことでしょう。よみがえりの主を前にしても、彼は喜びと同時に、どこかにお

互いの心が通い合うのをふさいでいる石のようなものを感じていた筈です。イエス様はそのペテ

ロの痛みをご存知でした。そこで主は彼に、「あなたはこの人たちが愛する以上に、私を愛する

か」と尋ねられたのです。自分の弱さを思い知ったペテロは、もう、「他の人よりも愛します」とは言

いません。ただ「私があなたを愛することはあなたがご存知です」とだけ答え、イエス様はこれに

対して「私の羊を養いなさい」と言われます。ところが主は、ペテロが 3 度主を知らないと言ったの

同じく、「私を愛するか」と合計３回尋ねるのです。◆この時、ペテロはどう思ったでしょうか。「私を

愛するか」と聞かれるたびに、彼は、「自分は本当に主を愛しているんだろうか、こんな自分に、

主を愛しぬくことが出来るのだろうか」と、自分の弱さに真っ向から向き合う思いがした筈です。そ

れは、自分の弱さを隠しているおおいを一枚、二枚とはぎ取られて行くような苦しい体験だったで

しょう。ついにペテロは、「主よ、あなたは全てご存知です。私があなたを愛していることは、あな

たがご存知です」と答えます。◆彼はこう言いたかったのでしょう。「主よ、私がどんなに弱い者で

あるか、頼りない者であるかは、あなたは全てご存知です。けれどもあなたは、私の弱さを全てご



存知の上で、『私はお前の信仰がなくならないように祈った』と言って下さいました。このあなたの

愛だけが、私の頼み、希望です。このあなたの愛のほかに私は何も持っていないのです。けれど

も、この愛をあなたにお捧げします」。これは本当にイエス様の愛を知っている者の告白です。自

分の弱さを本当に認めて、イエス様が私を限りなく愛して下さっている、私が持っているのはこの

主の愛だけだ、他には何も無い、だからこれをあなたに捧げますというのが、本当の信仰なので

す。弟子たちのリーダーとして世に出て行くためには、ペテロはどうしてもこのように言うことが出

来るように、変えられなくてはならなかったのです。私たちもこのように告白するよう、主に招かれ

ています。◆この告白を受けてイエス様は、ペテロが将来主のために命を捨てることになることを

予言されます。それは、お前は今度こそ私を愛しぬくことが出来る、だから恐れずに進みなさいと

いう励ましであったでしょう。実に心を打つ場面です。ここでもしペテロが、「主よ、み心のまま

に！」とでも言ってひざまずいていれば、彼は福音書のエンディングをしぶく決めることが出来た

のですが、それが出来ないところがペテロのペテロたるところです。彼は、他の弟子、ヨハネのこ

とだと言われていますが、彼を方を指して「こいつはどうなんですか」と尋ねて、「それがあなたに

何の関わりがあるか」とたしなめられてしまいます。けれども、これは私たちもよくしてしまうことで

はないでしょうか。主に従って行くにあたって、つい他の人と比べてしまう、神様は誰それのことを

どう思っているのだろうと考えてしまうことがあると思います。そんな時、イエス様はペテロに言わ

れたように、私たちにも「それが何の関わりがあるか」と言われます。「私はお前を他の人と比べ

たりはしない。だから、お前も自分を他の人と比べてはいけない。ただ私について来なさい」という

ことです。これもまた、私たちへの素晴らしい励ましです。◆以上が 21 章が教えてくれる主の教

えですが、何と恵みに満ちたメッセージでしょうか。イエス様は、福音のために働きに出る者たち

に、収穫を与えて下さるのは主ご自身であること、イエス様自らが彼らを養い、心を一つとして、

必要なものを与えて下さると約束して下さいます。そして私たちが自分の弱さを素直に受け入れ

て、主に愛されていることを喜びつつ従って来るよう呼びかけて下さるのです。この約束、この招

きがあるから、私たちも失望せずに神様のために働き続けることが出来るのです。この恵みを胸

に保ち、主と共に世界に進み出て行きましょう。 

 


