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スモールグループ・レッスン 
2019/4/7- 

神のことば 
!  
今日は嫌われ者ザアカイを通して、公平で、差別のない、際立った神の恵みについて学んでいきま
す。神のことばを心で受け入れられるようにグループで祈りましょう。 
!  

嫌われ者ザアカイ 

まずは次の聖書箇所をグループで声に出して読みましょう。ルカによる福音書19:1-10。 

[1]それからイエスは、エリコにはいって、町をお通りになった。[2]ここには、ザアカイと
いう人がいたが、彼は取税人のかしらで、金持ちであった。[3]彼は、イエスがどんな方か
見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。[4]それで、
イエスを見るために、前方に走り出て、いちじく桑の木に登った。ちょうどイエスがそこ
を通り過ぎようとしておられたからである。[5]イエスは、ちょうどそこに来られて、上を
見上げて彼に言われた。「ザアカイ。急いで降りて来なさい。きょうは、あなたの家に泊
まることにしてあるから。」[6]ザアカイは、急いで降りて来て、そして大喜びでイエスを
迎えた。[7]これを見て、みなは、「あの方は罪人のところに行って客となられた。」と
言ってつぶやいた。[8]ところがザアカイは立って、主に言った。「主よ。ご覧ください。
私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、だれからでも、私がだまし取った物は、
四倍にして返します。」[9]イエスは、彼に言われた。「きょう、救いがこの家に来まし
た。この人もアブラハムの子なのですから。[10]人の子は、失われた人を捜して救うため
に来たのです。」 

イエスがこの地上におられた2000年前、中東では「取税人」は嫌われていました。なぜなら、当
時ユダヤ人たちを支配していたローマ帝国に収める税金を巻き上げていただけでなく、お金を余
分に取ってこっそり自分たちのものにしていたからです。同じユダヤ人からは、取税人は「裏切り
者」として見られていました。そんな取税人のグループの「かしら」であったザアカイが、まわり
の人たちにどれほど嫌われていたかは想像にかたくありません。ザアカイは背が低く、群衆に囲
まれたイエスを見ることができませんでしたが、この嫌われ者のためにはだれもやさしさをみせ
て脇に寄ってあげることはしませんでした。 



［ディスカッション］私たちの社会（職場、学校、街など）で、嫌われている・除け者にされて
いる人にはどんな人がいますか？たいてい、人々はそういった人たちにどのような態度を取りま
すか？ 

イエス、ザアカイを選ぶ 

そんな嫌われ者ザアカイに、イエスは「急いで降りて来なさい。きょうは、あなたの家に泊まる
ことにしてあるから」（v.5）と言います。「あなたの家に泊まりたい」といった言い方ではな
く、「あなたの家に泊まることにしてある」という言い方から、イエスはザアカイの家への訪問
を神としての働きの一部であると見なしていたことがわかります。ザアカイは「急いで降りて来て、
そして大喜びでイエスを迎え」ました（v.6）。 

私たちが救われるのは、「良い人間かどうか」や「人より素晴らしい行ないをしているかどうか」
といった点ではありません。私たちが救われるのはつねに、自分の罪を悔い改め、イエスを信仰
するかどうかで決定されます。良い品格や良い行ないは、救いの喜びに満ちた心からあふれ出る
自然の行為（結果）にすぎません。 

しかし、イエスが、人をだましてお金を奪うという悪い行ないをしている悪い人間ザアカイを選
んだことに、群衆は文句を言います（v.7）。群衆はザアカイを「罪人」として即座に断罪し、さ
らにはイエスがそのような者の客となったことを批判しました。 

［ディスカッション］私たちはしばしば、どういった基準で他人を断罪する（さばく）ことがあ
りますか？（キャリア、学歴、聖書の知識、世間体や評判［ニュースやSNSの情報］、お金、配偶
者や子どもの有無、規律のある生活、有意義な人生など） 

［ディスカッション］その基準は、私たちの心のどのような態度を明らかにしていますか？ 

ザアカイの応答 

群衆の批判を聞いたザアカイは、「立って」大胆にこう言います。 

● 「私の財産の半分を貧しい人たちに施します」 
● 「だれからでも、私がだまし取った物は、四倍にして返します」 

財産の半分を貧しい人に寄付したザアカイのすがすがしい行動には、ルカ18:18-27に登場する
「金持ちの役人」とは対照的な態度がうかがえます。また、「だまし取った物は四倍にして返す」
という行動には、神の律法が規定する「五分の一を上乗せして返す」（レビ6:5、民数記5:7）以上
の積極的な自発性が見られます。ザアカイは、必要以上のことをすることに喜んで同意したので
す。 



そんなザアカイに対して、イエスははっきりとザアカイが救われたことを宣言しています
（v.9）。ザアカイが救われたのは、「良い行ない」をして、「良い人間になった」（自分の罪を
償った）からではありません。すべての人は罪を犯し、神に対して罪を償うことができないので、
だれも「行ない」や「良い人間になること」によっては救われないのです。 

ザアカイが救われたのは、イエスを信じる彼の信仰と心が、彼の行ないを通してはっきりと証明
されたからです。信仰によって、ただ神の恵みのゆえに救われたのです。エペソ人への手紙2:8-9
を読みましょう。 

[8]あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出
たことではなく、神からの賜物です。[9]行ないによるのではありません。だれも誇ること
のないためです。 

［ディスカッション］良い人格や行ないによって救われるのではなく、ただ神の恵みのゆえに信
仰によって救われるなら、私たちの他人を見る目はどのように変わりますか？また、そのような
基準で見るのが難しいと感じるときがあれば、それはどんなときでしょうか？ 

神の使命 
今日学んだことを普段の生活に適用していきましょう。嫌われ者ザアカイを通して表された公平で、
差別のない、際立った神の恵みは、私たちの日常にどのように関わっているでしょうか？ 

［分かち合い］あなたの日常生活の中で、神の恵み以外の基準が働いていると感じたことはあり
ますか？（キャリア、学歴、聖書の知識などで他人をさばいている、など）分かち合えることがあ
れば、分かち合いましょう。 

［福音伝道］神の恵みを基準にして生きる信仰生活を分かち合いたい（福音を伝えたい）人はい
ますか？どのように分かち合いますか？（会って話す、教会に誘う、スモールグループに誘うなど）

［祈り］スモールグループの人たちが、良い人格や行ないによってではなく、ただ神の恵みのゆえ
に信仰によって救われることを信じ、感謝し、また、その基準が心の初期状態になるように祈り
ましょう。 

［祈り］教会全体が神の恵みを土台にし、交わり、大阪に福音を宣べ伝えていくことができるよ
うに祈りましょう。 



Small Group Lesson 
2019/4/7- 

God’s Word 

Today through the hated Zacchaeus, we’re going to learn about the fair, non-discriminatory, striking 
grace of God. Pray as a group for your hearts to receive God’s word. 

Hated Zaccheus 
First read this passage out loud in your group. Luke 19:1-10: 

He entered Jericho and was passing through. 2 And behold, there was a man named 
Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. 3 And he was seeking to see who 
Jesus was, but on account of the crowd he could not, because he was small in stature. 4 
So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to 
pass that way. 5 And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, 
“Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today.” 6 So he hurried 
and came down and received him joyfully. 7 And when they saw it, they all grumbled, “He 
has gone in to be the guest of a man who is a sinner.” 8 And Zacchaeus stood and said to 
the Lord, “Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded 
anyone of anything, I restore it fourfold.” 9 And Jesus said to him, “Today salvation has 
come to this house, since he also is a son of Abraham. 10 For the Son of Man came to 
seek and to save the lost.” 

Two thousand years ago in the Middle East in Jesus’ day, tax collectors were hated. This was 
because not only did they get the taxes to be paid from the Jews to the then ruling Roman Empire, 
but because they would collect extra money on top of the taxes to keep for themselves. For Jews, 
these Jewish tax collectors were traitors. It’s not hard to imagine how hated this chief of tax 
collectors Zacchaeus was by those around him. Zacchaeus was short and couldn’t see Jesus 
through the crowds around him, but no one showed this hated man the kindness of making space 
so he could come close. 

[Discussion] In our society (workplaces, schools, cities, etc.), what kinds of hated, disliked, or 
shunned people are there? What kind of attitude do people usually have toward those people?  

Jesus Chooses Zacchaeus 
To this hated Zacchaeus, Jesus says, “Hurry and come down, for I must stay at your house today” 
(v. 5). From him saying not “I want to stay at your house”, but “I must stay at your house”, we see 
Jesus considered his visit to Zacchaeus’ house to be a part of his work as God. Zacchaeus 
“hurried and came down and received him joyfully” (v. 6).  

What we are saved by is not whether or not we are a good person, or whether or not our actions 
are better than others’. What we are saved by is always decided by whether or not we repent of sin 
and have faith in Jesus. Good character and good deeds are nothing more than the natural 
overflow and result of a heart filled with the joy of salvation.  

But the crowds complain about Jesus choosing this bad person Zacchaeus who committed the bad 
deeds of deceiving people and robbing them of their money (v. 7). They immediately condemn 
Zacchaeus as a “sinner” and go on to criticize Jesus’ being a guest in the house of this kind of 
person.  



[Discussion] What standards do we often use to condemn (judge) others? (For example: career, 
education level, Bible knowledge, appearance in others’ eyes or fame (sometimes through news or 
information we get through our social networks), money, presence or absence of a spouse and/or 
children, an orderly lifestyle, a meaningful existence, etc.) 

[Discussion] What heart attitudes in us do these standards reveal?  

Zacchaeus’ Response 
Zacchaeus, hearing the crowd’s criticism, “stands” (v. 8) and boldly states the following: 

“Half of my goods I give to the poor”, and 
“If I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold” (v. 8)  

From Zacchaeus’ refreshing action of giving half his goods to the poor, we can infer his attitude is 
in direct contrast to that of the rich young ruler of Luke 18:18-27. Also, from his restoring four times 
the amount he defrauded from anyone, we can see his proactive internal motivation which went far 
beyond the extra one fifth prescribed by God’s law (Leviticus 6:5, Numbers 5:7). Zacchaeus was 
happy to do above and beyond what was necessary.  

To Zacchaeus, Jesus then clearly declares Zacchaeus is saved (v. 9). Zacchaeus wasn’t saved 
because he did good things and became a good person (making up for his sin). Everyone has 
sinned and is unable to make up for their sin to God, so no one will be saved by their deeds or by 
their being a good person. 

Zacchaeus being saved was because he believed in Jesus and his heart and faith were clearly 
shown through his actions. He was saved through faith, by only the grace of God. Read Ephesians 
2:8-9: 

8 For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of 
God, 9 not a result of works, so that no one may boast. 

[Discussion] Since we are saved not by good character or good deeds but only by the grace of 
God through faith, how does the way we look at others change? At what times or in what situations 
does it feel hard to look at others according to this kind of standard?  

God’s Mission 
Let’s go ahead and apply what we learned today in everyday life. What relevance does the fair, 
non-discriminatory, striking grace of God shown through the hated Zacchaeus have in our day-to-
day lives? 

[Sharing] Do you ever feel a standard other than the grace of God operating in your everyday life? 
(That is, judging others by their career, academic background, Biblical knowledge, etc.) Share if so. 

[Evangelism] Is there anyone you want to share this God’s-grace-based Christian life with (or 
share the gospel with)? How will you share it with them? (Meet up and talk, invite them to church, 
invite them to small group, etc.) 

[Prayer] Pray that each of you in your small group would 1) believe you are saved not by being a 
good person or doing good deeds, but by simply the grace of God through faith, 2) be thankful, and 
3) have this standard become the default state of your hearts. 



[Prayer] Pray the whole church would, with God’s grace as her basis, be able to have fellowship 
together and to go proclaim the gospel to Osaka.  


