
イエスに出会った人々 ＃４  ベテスダの病人 

  

ヨハネ５：１～４７ 

 

１．この個所の登場人物は誰ですか。 

２．この個所の副題を考えてください。（今日の学びが終わるまでに） 

３．ベテスダの池の周りには数百人の病気の人たちが絶えずいたと思われま 

す。３８年間も病気にかかっていたこの人の今までの人生を想像してみて 

ください。この人はどんな人生を送ってきたと思いますか。 

４．V4は原本には記されておらず、後になって書き加えられた節と考えられて 

います。藁をもすがる思いで迷信を妄信したことやそのような経験のある

人をご存じだったらシェアしてください。 

５．V6のイエスの言葉はどういう意味があると思いますか。なぜ当たり前のこ 

とをあえてイエスは聞いたのだと思いますか。 

６．V７の答えからこの人についてどんなことがわかりますか。 

７．この人は信仰があったから癒されたのではありません。ベテスダの池の周 

りにいてイエスに癒しを求めた人は一人もいませんでした。一方的にイエ

スがこの人を見出し選び、声をかけられました。この人のうちに他の人よ

り癒されるに値する何かがあったわけでは全くありません。イエスは癒し

のしるしを公にしようとしませんでしたが、そのことはどこからわかりま

すか。 

８．イエスはなぜこの癒しをあえて安息日に行ったのだと思いますか。（cf.出 

エジプト 31:13～14） 安息日律法が定められた理由は、①神が６日間で天

地万物を創造し７日目に休まれたのでこの神の業に感謝するため（出エ

20：11、31：17）、②神がイスラエルの民を奴隷の家、エジプトから解放し

たことを感謝し礼拝するため（申命記 5:15） 

９．V17～はイエスがご自身が神であることを主張していることで、ユダヤ人 

たちはわかっていました。イエスはユダヤ人たちにチャレンジしています

が、それはどのようなチャレンジですか。またユダヤ人はどのような応答

をすべきだったでしょうか。 

10．この個所から学んだこと、思ったこと、疑問に感じたことを何でも分かち 

合いましょう。 

 

 

 

 



1. Who are the characters in this passage? 

2. Think of a subtitle for this passage. (By the end of today's study) 

3.Imagine the life of this person who has been sick for 38 years. What kind 

of life do you think this person has led? 

4. V4 was not written in the original manuscript and is believed to be a later 

addition. Please share if you know of anyone who has been deluded by 

superstition or has had such an experience. 

5. What do you think Jesus' words in V6 mean? Why do you think Jesus 

dared to ask what is obvious? 

6. What do you learn about this person from your answer to V7? 

7. This man was not healed because of his faith. There was not a single 

person around the pool of Bethesda who asked Jesus to heal him. Jesus 

unilaterally found, chose, and called out to this person. There was 

nothing in this man that made him more deserving of healing than others. 

Jesus did not want to make the sign of healing public, but where does 

that come from? 

8.Why do you think Jesus dared to perform this healing on the Sabbath? 

(cf. Ex. 31:13-14) The Sabbath law was established for two reasons:  

1) to give thanks to God for his work, since he created all things in six 

days and rested on the seventh day (Ex. 20:11, 31:17),  

2) to thank and worship God for freeing the Israelites from Egypt, a 

house of slaves (Deut. 5: 15) 

9. V17~ is Jesus' claim that He is God, and the Jews knew it. Jesus 

challenges the Jews, but what challenge is that? How should the Jews 

have responded? 

10. Share whatever you learn, think, or wonder from this passage. 

 


