劉青雲 イエスとは誰か
------------------------------------------------------------------------------------------劉青雲 ｢耶穌是誰?｣ デイビッド・ルー （David Lu 盧焜熙）日本語訳 [英文]
古い書類を整理していた時、｢耶穌是誰?｣というパンフレットを見つけました。私の義理の姉
のお父さん劉青雲さんが中国語で書かれたもので、１９６５年の１１月１５年ぶりに台湾に帰っ
た時、彼が台南からわざわざ台北まで来られ、お会いした時にいただいだのを懐かしく覚えてい
ます。クリスマスおめでとうと言う前にイエス・キリストとはどういう方だという事を知ってお
かなければならない、それによってキリスト教の真髄を学ぶことが出来るというのが彼の持論で
した。その一助としてイエスについて語られている言葉を５６の題目にまとめられたのがこの小
冊子です。これを日本語に直すのに新共同訳を使いました。(Lu 2010 年 2 月 5 日)

イエスとは誰か
1. イエスと言う名の起源
マタイ 1:21 ｢マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。｣
2. イエスはインマヌエル
イザヤ 7:14 「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。」
3. イエスはメシア
ヨハネ 4:25 ｢わたしは、キリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が
来られるとき、わたしたちに一切のことを知らせてくださいます。｣
4. イエスは神の使者
ヨハネ 3:17 ｢神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救わ
れるためである。｣
ヨハネ 6:38 「わたしが天から降って来たのは、自分の意思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。」.
5. イエスは僕
イザヤ 42:1 ｢見よ、わたしの僕、わたしが支える者を、わたしが選び、喜び迎える者を。｣
6. イエスは神の独り子
マタイ 2:15 ｢わたしはエジプトからわたしの子を呼び出した。｣
ヨハネ 3:16 ｢神はその独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一
人も滅びないで、永遠の命を得るためである。｣
7. イエスは永遠
ローマ 6:23 ｢罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は、わたしたちの主キリスト・イエ
スによる永遠の命なのです。｣
8. イエスは見えない神の姿
ヨハネ 1:1 「初めに言（ことば）があった。言は神と共にあった。言は神であった。」
ヨハネ 1:14 「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。」
コロサイ 1-15 ｢御子は、見えない神の姿であり、すべてのものが造られる前に生まれた方す。｣
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9. イエスは罪の身代わり
マタイ 20:28 ｢人の子が、仕えられるためではなく仕えるために、また、多くの人の身代金とし
て自分の命を献げるために北のと同じように｣
10. イエスはキリスト
ルカ 9:20 「それではあなたがたはわたしを何者だと言うのか。」ペトロが答えた。｢神からの
メシア(キリスト)です。｣
11. イエスは救い主
イザヤ 59:20 ｢主は購う者として、シオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いるもののもとに
来ると主は言われる。｣
ルカ 2:11 「今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。この方こそ主
メシアである。」
ヨハネ 4:42 「わたしたちが信じるのは、もうあなたがはなしてくれたからではない。わたした
ちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。」
12. イエスは万物の造り主
コリント一 8:6 「唯一の主、イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、わた
し達もこの種によって存在しているのです。」
コロサイ 1:16 ｢天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、…万物は御子
によって、御子のために造られました。｣
13. イエスは永遠の父
イザヤ 9:6 「その名は『驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君』と唱えられる。」
ヨハネ 5:26 ｢父は御自身の内に命を持っておられるように、子にも自分の内に命を持つように
してくださったからである。｣
Heb. 13:8 ｢イエス・キリストは、きのうも今日も、また永遠にかわることのない方です。｣
14. イエスは神の義を行う
ヨハネ一 2:29 ｢あなたがたは、御子が正しい方だと知っているなら、義を行う者も皆、神から
生まれていることが分かるはずです。｣
15. イエスはイスラエルの慰め
ルカ 2:25 ｢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、精霊が彼にとどまっていた。｣
16. イエスは憐れみ
ゼカリヤ 12:10 ｢わたしはダビデの家とエルサレムの住民に、憐れみと祈りの霊を注ぐ。｣
ルカ 7:13 ｢主はこの母親を見て、憐れに思い、もう泣かなくてもよい、と言われた。｣
17. イエスは恵み
詩篇 84:12 ｢主は太陽、盾。神は恵み、栄光。完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もう
とはなさいません。｣
ルカ 2:40 ｢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た。
18. イエスは言葉
ヨハネ 1:1 ｢初めに言（ことば）があった。言は神と共にあった。言は神であった。｣
黙示録 19:13 ｢その名は神の言葉とよばれた。｣
19. イエスは全地の神
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イザヤ 54:5 「あなたを購う方、イスラエルの聖なる神、全地の神と呼ばれる方。」
ローマ 3:29 ｢それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そ
うです。異邦人の神でもあります。｣
20. イエスは人の子
マタイ 9:6 ｢人の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを知らせよう。｣
マタイ 16:13 ｢イエスは、弟子たちに｢人々は、人の子のことを何者だと言っているか｣とお尋ね
になった。｣
マタイ 20:28 ｢人の子が、仕えられるためではなく仕えるために…来た。｣
21. イエスはよい羊飼い
ヨハネ 10:14「わたしは良い羊飼いである。わたしは自分の羊を知っており、羊もわたしを知っ
ている。」
22. イエスは解放者
ヨハネ 8:３２ 「あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。」
ヨハネ 8:36 「もし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。」
23. イエスはまことの光
ヨハネ 1:9 「その光は、まことの光で、世に来てすべての人を照らすのである。」
ヨハネ 12:46 「わたしを信じる者が、だれも暗黒の中にとどまることのないように、わたしは
光として世に来た。」
24. イエスは命のパン
ヨハネ 6:35 「わたしが命のパンである。わたしのもとに来る者は決して飢えることがなく、わ
たしを信じる者は決して渇くことがない。」
25. イエスは生きた水
ヨハネ 4:10 ｢もしあなたが、神の賜物を知っており、また、『水を飲ませてください』と言っ
たのがだれであるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生き
た水を与えたことであろう。｣
26. イエスはまことのぶどうの木
ヨハネ 15:1 「わたしはまことのぶどうの木、わたしの父は農夫である。」
ヨハネ 15:5 「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、
わたしもその人につながっていれば、その人は豊に実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは
何もできないからである。」
27. イエスは神の小羊
ヨハネ 1:29 ｢その翌日、ヨハネは、自分の方へイエスが来られるのを見て言った。『みよ、世
の罪を取り除く神の小羊だ。』｣
コリント一 5:7 「キリストが、わたしたちの過越の小羊として屠られたからです。」
28. イエスは永遠の王国の王
エレミヤ 23:5 「わたしはダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め、栄え、この国に正義
と恵みの業を行う。」
ルカ 1:33 「彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終ることがない。」
29. イエスは隅の親石
詩篇 118:22「家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。」
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30. イエスは土台
コリント一 3:11「イエス・キリストという既に据えられている土台を無視して、だれもほかの
土台を据えることはできません。」
31. イエスは医師
ルカ 22:51 「その耳に触れていやされた。」
32. イエスは花婿
ルカ 5:34 「花婿が一緒にいるのに、婚礼の客に断食させることがあなたがたにできようか。」
33. イエスは道
ヨハネ 14:6 「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、だれも父の
もとに行くことができない。」
34. イエスは真理
ヨハネ 1:14 「言（ことば）は肉となって、わたしたちの間に宿られた。わたしたちはその栄光を
見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理に満ちていた。」
35. イエスは命
ヨハネ 1:4 「言の内に命があった。命は人間を照らすひかりであった。」
36. イエスは門
ヨハネ 10:9 「わたしは門である。わたしを通って入る者は救われる。」
37. イエスは指導者
マルコ 10:32 「一行がエルサレムへ上って行く途中、イエスは先頭に立って進んで行かれ
た。」
コリント一 11:3 「すべての男の頭はキリスト。」
38. イエスは教師
ヨハネ 3:2 「ラビ、わたしどもは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知ってい
ます。」
マタイ 28:20 「あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。」.
39. イエスはただ一人の師
マタイ 23:8 「だが、あなた方は『先生』と呼ばれてはならない。あなたがたの師は一人だけで、
あとは皆兄弟なのだ。』
ルカ 6:40 「弟子は師にまさるものではない。しかし、だれでも、十分に修行を積めば、その師
のようになれる。」
40. イエスは神殿
ヨハネ 2:20-21 「それでユダヤ人たちは『この神殿を建てるのに四十六年もかかったのに、あ
なたは三日で建て直すのか』と言った。イエスの言われる神殿は、御自分の体のことだったので
ある。」
41. イエスは教会の頭
エフェソ 5:23 「キリストが教会の頭（かしら）であり、自らその体の救い主である。」
コロサイ 1:18 「御子はその体である教会の頭です。」
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42. イエスは大預言者
申命記 18:18 「わたしは彼らのために、同胞の中からあなたのような預言者を立ててその口に
わたしの言葉を授ける。」
ルカ 7:16 「人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、『大預言者が我々の間に現れた』と言い、ま
た、『神はその民を心にかけてくださった』と言った。」
ヨハネ 6:14 「人々はイエスのなさったしるしを見て、『まさにこの人こそ、世に来られた預言
者である』と言った。」
43. イエスはワンダフル
イザヤ 9:6 「その名は『驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君』と唱えられる。」
ルカ 7:15「すると死人は起きあがってものを言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しに
なった。」
44. イエスは識者（ Counselor）
イザヤ 9:6 「その名は『驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君』と唱えられる。」
マタイ 13:54 「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。」
45. イエスは平和の君
イザヤ 9:6 「その名は『驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君』と唱えられる。」
コロサイ 1:20 「その十字架の血によって平和を打ち立てて、地にあるものであれ、天にあるも
のであれ、万物をただ御子によって、御自分と和解されました。」
46. イエスは友人
ヨハネ 15:14 「わたしの命じることをおこなうならば、あなたがたはわたしの友である。」
47. イエスは罪人の「仲間」
マタイ 11:19 「人の子が来て飲み食いをすると、『見ろ、大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人
の仲間だ』と言う。」
48. イエスは主
ルカ 6:46「わたしを『主よ、主よ』とよびながら、なぜわたしの言うことを行わないのか。」
49. イエスは死者の中から最初に生まれた方
コロサイ 1:18 「御子は初めの者。死者の中から最初に生まれた方です。」
50. イエスは死に支配されない
ローマ 6:9 「そして、死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがない、と知っ
ています。死は、もはやキリストを支配しません。」
ヘブライ 13:8 「イエス・キリストは、きのうも今日も、また永遠に変ることのない方です。」
51. イエスは糾弾者
マタイ 23:32-33 「先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだ。蛇よ、蝮の子らよ、どうしてあ
なたたちは地獄の罪を免れることができようか。」
52. イエスは弁護者
ルカ 23:34 「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです。」
ヘブライ 9:24 「なぜならキリストは、まことのものの写しにすぎない、人間の手で造られた聖
所にではなく、天そのものに入り、今やわたしたちのために神の御前に現れてくださったからで
す。」
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53. イエスは仲介者
テモテ一 2:5 「神は唯一であり、神と人との間の仲介者も、人であるキリスト・イエスただお
ひとりなのです。」
54. イエスは判事
マタイ 19:28 「新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき。あなたがたも、わたしに従
って来たのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。」
55. イエスはアルファとオメガ
ヨハネ 10:30 「わたしと父は一つである。」
黙示録 22:13 「わたしはアルファであり、オメガである。最初の者にして、最後の者。初めで
あり、終わりである。」
56. イエスは決勝点
マタイ 28:20 「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」
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