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ディレクション：人生の旅の道しるべ

はじめに

わた

クリスチャンの歩みは生涯に亘る冒険の旅です。イエス・キリストの弟子として歩む決
心をしても、クリスチャンとして何をすべきか、先ずはどんなことに取り組めばいいのか
分からない人は多いものです。もしマイアミからアンカレッジに向かって地図も見ず誰に
も道（ディレクション）を尋ねないで歩き始めれば、あまり楽しい旅は期待できないでし
ょう。今から永遠に至る旅はそうした地上の旅とは比べ物にならないほど重要な旅ですか
ら、誰も皆ディレクション（道しるべ）を必要としています。

本書は聖書を読んで質問に答える形式のバイブル・スタディ用テキストですが、イエ
ス・キリストの弟子としての成長に欠かせない重要なディレクションを学べるように編纂
されています。イエス・キリストの弟子としての歩みを始めて間もない方であれば、本書
の学びを通して今後も成長を続けるために必要なディレクションが得られるでしょう。ま
た、「弟子」という言葉には「学習者」という意味があることを考えると、弟子として神
様をより深く知るための学びに終わりはないと言えます。長年に亘り神様の道を旅し続け
て来られた方も、ぜひ本書の学びをされるようお薦めします。学びを進めるうちに神様と
自分の関係を確認するとともに確信に至るディレクションを見出すことでしょう。

本書の使い方

・祈る：各課の学びを始める前に、神様があなたの心を開き、聖書の意味を理解して、
それを毎日の生活にどのように適用するかがわかるようにしてくださいと祈る時を持ちま
しょう。本書は 18 課から成り、各課にこの祈りの時に中心となるポイントが「今日の祈
り」として組み込まれています。

・聖書を権威とする：本書ではみことばが全文引用されている箇所はほとんどありませ
ん。このため、皆さんは自分の聖書を開いて参照箇所を読まなければなりません。バイブ
ル・スタディに慣れていない方は、聖書箇所を見つけるのに少々時間がかかったり、いち
いち目次を開かなければならなかったりするかもしれませんが、挫けないでください。適
切なやり方がわかると驚くほど早く聖書が開けるようになります。本書の内容でも他の本
の主張でもなく、聖書そのものが皆さんにとっての権威なのだということをぜひ心に留め
ていただきたいと思います。

・毎日一定の時間を確保する：本書は毎日少しずつ学べるように区切られています。一
度にたくさん読もうとするより、本書の区切りに従って学んだ方が大きな恵みをいただく
ことができます。学ぶ速度には個人差がありますが、たいていの人は 20～30 分あれば 1
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日分の課題を終えることができるはずです。毎週 5 日分のレッスンがあります。ですか
ら、残りの 2 日は課題をやる時間が足りなければそれをやるのに充ててもいいですし、自
分なりにもっと聖書を学ぶ日にしてもかまいません。

・旅の近道は禁物！　質問への答えや応答はきちんと書き入れる：これはとても大切で
す。この学びの目的は皆さんが聖書のみことばを自分への語りかけとして受け取ることで
す。自分の考えや答えを実際に書き出す時間を取ることで、責任を持って学んだことを実
生活に適用し続けていくことができるのです。個人的な日誌をつけ続けるつもりで本書の
学びを続けてください。他の人に読んでもらう必要はありません。各課を学び進むにつれて、
あなたが聖書を通して神様と共に過ごす時がきちんと本書に記録されていくはずです。

・答えられなかった質問は全て書き留めておき、成熟したクリスチャンの先輩たちにア
ドバイスを求める：本書のタイトルは「ディレクション（道しるべ）」であり、「アンサー
(答え)」ではありません。現段階で、全ての質問に対する答えをもれなく見つけることはな
いでしょう。本書の質問の中には、さらに深い質問が生まれることを想定して問われてい
るものもあります。答えに詰まったら、その質問を書き出して他の人に助けを求めてくだ
さい。その人も最終的な答えは分からないかもしれませんが、一緒に正しいディレクショ
ンに向かって行けるでしょう。本書は、同じようにキリストの弟子として成長したいと願
う数人のクリスチャンと小グループを作って学ぶためにも使えますし、自分一人で学ぶた
めにも使えます。学び始めるとすぐに、神様のみこころは私たちが孤立した弟子になるこ
とではなく、お互いに助け合ったり励まし合ったりできる地域教会の中で霊的な神様の家
族の一員となることだと分かるでしょう。もし、今そのような教会やグループに属してい
なくても、学びが終了するまでには、あなたが抱く質問の答えを見つける手助けをしてく
れる地域教会や他のクリスチャンのグループと出会えるのではないかと思います。

・この学びは「あなた」のために用意されたもの：この学びはあなたの必要、スケジュ
ール、能力に合うよう、自分流にアレンジすることができます。たとえば、各課にはその
課の学びの中心点を要約した聖句が、暗唱聖句として提案されています。何かを暗唱する
のは苦手だと感じる方もいるでしょう。聖句を暗唱できなかったからといって落第するこ
とはありません。とはいえ、暗唱しようとすると聖句が心に留まりやすくなるのに驚かれ
ることでしょう。このコースを小グループで行えば、他の人たちと励ましあったり一緒に
実践したりすることで、学びはよりやさしくなり、楽しさも増します。肩の力を抜いてく
ださい！　やればできます。しかも、この学びを最後まで忠実にやれば、あなたは成長を
遂げ、霊的で成熟した弟子になるのです。

この学びを通して受ける恵み

本書の質問の答えをチェックして成績を出し、合否の判定を行う人はいません。けれど
も、明確で測定可能な目標を持たなければ、このコースを修了するために多大な努力を重
ねる意味がありません。このコースを終了した時、あなたは以下に挙げるような習慣を身
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に着けているはずです。リストを見ると、もうすでに習慣として確立しているものもある
かもしれませんが、この学びを進めるうちに、特に成長が必要な分野はどれかがわかるで
しょう。

・毎日欠かさず神様と過ごす時を持つ：本書をテキストとしてその日の分を忠実かつ着
実に行うようになれば、毎日の祈りとバイブル・スタディを通して神様と充実した時間を
過ごす習慣が確立されます。聖書箇所を詳細に調べて聖書の教えと自分の人生への具体的
な適用を見定める方法を、自ら経験することによって体得します。また、神様と過ごす時
間を毎日日誌につける価値もよくわかるようになります。

・他のクリスチャンとの有意義な関係：小グループで他の人たちと共に学ぶこと、また
は質問に答え、正しく導いてくれる他のクリスチャンを求める中で、キリストの弟子たち
とお互いに有益な関係を築き、維持して行く素晴らしさがわかるでしょう。

・地域教会に積極的に加わる：このコースは、教会という家族の大切さが理解できるよ
うに導いてくれます。現在ホーム（我が家）と呼べる教会（母教会）がない方は、どのよ
うに教会を探すか、またその教会で神様はあなたに何をするよう望んでおられるかを学べ
ます。

・人生における、また奉仕における個人的な成長：このコースに示されているディレク
ション（道しるべ）に沿って歩んでいくと、聖書の真理を適用すべき人生の領域が発見で
きます。このコースを終了する頃には、いくつかの領域で神様の真理を自分の人生に具体
的に適用して個人的な成長を遂げられたことに気付くでしょう。また、成長の結果として
神様があなたに他の人とは違う賜物を与えておられることが理解できるようになり、自分
の賜物を教会、地域社会、他の人たちのための奉仕や伝道の働きにどう用いればいいかが
分かります。

恥ずかしいと思ったりためらわずに、安心してディレクションをたずねてください。こ
のコースでイエス・キリストのご命令は何か、そしてそのご命令にどのように従うのかを
学ぶことは、キリストの弟子として生涯に亘る冒険の旅の第一歩を踏み出すことに過ぎませ
ん。地上の歩みには常に疑問が起こりますが、神様はあなたに聖書を与えて必要なことを
教えてくださるのです。本書の学びを始める皆さんが、より大きな目的をもった価値ある
人生へと導かれる特別な歩みを発見されるよう願ってやみません。
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第１課

父なる神：神様からいただく命

神様は本当に私の天のお父様なのでしょうか？　私の罪が赦されて永遠の命を
持っていることを、確かな事実として知ることができるのでしょうか。

暗唱聖句：　マタイ 7：11

☞今週の学びのポイント：　私が自分の罪を告白してキリストに従う決心をしたので、神
様は無条件に私を愛し、私にとって常に最善の道を備える天のお父様となってくださいま
した。

イエス・キリストがあなたの罪のために死に、死者の中からよみがえって下さったと信
じて神様の恵みを受け取った瞬間、神様の道を歩むことを学ぶ新しい人生が始まります。
神様の前で罪を認めて主イエス・キリストに従う決心をすると、人生がすっかり変わりま
す。

この課の目的は、キリストに従う決心をすると神様とあなたの関係はどう変わるかを説
明することです。神様が与えてくださる新しい命は永遠で、あなたの考え方、生き方、
周囲の世界との関わり方のあらゆる局面に影響を及ぼすものです。今週の学びは、神様が
あなたの天のお父様であるとはどういう意味かを理解する助けになります。もう何年も前
にキリストの弟子となった方にとってもこの課の学びは有用で、あなたと父なる神様との
関係について具体的な適用を学び、新たなチャレンジを受けることでしょう。

１日目：　どちらが私の家族か

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・キリストにある新しい命と罪の赦しについて、全き確信が与えられるよう神様に祈りましょ

う。

パリサイ人は、イエス様の時代の非常に宗教的なユダヤ人のグループでした。彼らの多
くは霊的な安心と満足を求めて宗教を信じていました。自分はアブラハムの家系のユダヤ
人として生まれたから霊的に安全だと思い込んでいました。そんな彼らの霊的、宗教的前
提に、イエス様は公然と挑戦したのです。

・ヨハネ 8：25－32 を読みましょう。この箇所でイエス様が「父」と言っているのは
誰のことでしょうか。
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・ヨハネ 8：33－38を読みましょう。38 節では、「父」は何人いると言っていますか。

・ヨハネ 8：39－40 を読みましょう。パリサイ人はアブラハムが父であるからには自
分たちは安全だと思っていました。イエス様は彼らがアブラハムの霊的な子孫だと言
っていますか。

・ヨハネ 8：41－43 を読みましょう。窮地に立たされた時、パリサイ人は神様が自分
たちの父であると主張しましたが、イエス様は、神様は彼らの父ではないと言いまし
た。それはなぜでしょうか。

・ヨハネ 8：44 を読みましょう。イエス様はパリサイ人たちの父は誰だと言っていま
すか。

さくそう
このような言葉のやり取りを通してイエス様は相反する宗教や哲学の錯綜を打ち破り、

人類を二つの霊的な家族に分類しました。

・第一ヨハネ 5：11－13 を読みましょう。この箇所では、全ての人間が二つのグルー　　
プに分類されています。すなわち、命を持つ者と持たない者です。この二つのグルー
プの違いは何ですか。

・あなたがどのような宗教的背景のもとに生まれ育ったのかをまとめてみましょう。

・あなたはこれまで、天国に入って罪の赦しと永遠の命を得たいという希望の下に、自
分の宗教、個人的な信念体系、良い行いを頼りにしていたことがなかったでしょうか。

・この箇所で大まかに二つに分けられたグループのうち、あなたはイエス・キリストを
信じる前にはどちらに属していましたか。

・神様が今あなたの天のお父様であることに感謝を表す具体的な方法（行動やことば）
を 3 つ考えましょう。

7



２日目：　命を持たない家族から抜け出す方法

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたは自分と神様の関係について疑問を抱いているかもしれません。その疑問の答えをどう

したら見つけられるか、神様が今日あなたにはっきりと示してくださるように祈りましょう。

ヨハネ 8 章でパリサイ人に語られたイエス様のことばは、厳しいものでした。しかし、
イエス様が言われたことですから、それを軽視してはなりません。この人たちは自分の宗
教に極めて熱心でしたが、イエス様は彼らは悪魔の子だと言われました。どうしてそのよ
うなことがあるのでしょうか。何が問題だったと考えられますか。パリサイ人たちの問題
は罪でした。罪こそまさに誰でも神様から引き離してしまう問題なのです。

・ローマ 5：12 を読みましょう。罪と死はどのようにして人類の歴史に入ってきたの
でしょうか。

最初の人であるアダムは罪を犯すことを選び、アダムの罪の性質は子孫に受け継がれま
した。創世記 1：27 を見ると、アダムが神のかたちとして創造されたことがわかります。
創世記 5：3 には、アダムが罪を犯した後、彼の子供たちは神のかたちではなく父親であ
るアダムのかたちとして生まれたと記録されています。人類の罪深い堕落した性質は世代
から世代へと受け継がれ、今も私たちを愛の神との交わりから断絶しているのです。

・ローマ 3：23 を読みましょう。この罪の問題に当てはまらない人はいますか。それ
とも罪の問題には全ての人が含まれていますか。

・ローマ 6：23 を読みましょう。罪の結果として確実に起こることは何ですか。

私たちは皆、生まれながら人類の堕落した性質を受け継いでいます。罪の性質を持って
生まれてくるのであって、自分が犯した罪の回数や重大さによって、あるいは「正しい」宗
教に入っていないために罪人になるわけではありません。宗教や善行によってこの罪深い
性質を抑制しようと一生懸命努力する人もいれば、ただ悪事にふけるだけの人もいます。
私たちは罪を犯すから罪人になるのではなく、罪人なので罪を犯すのです。

イエス様はパリサイ人たちが悪魔の子であると言って非難しましたが、それは特に罪深
い行動があったからでも善行が足りなかったからでもなく、むしろ罪の問題が解決されて
いなかったためです。教会に行ったり、良い行いをしたり、聖書を学んだり、祈ったりし
たからといって、あなたの罪の性質の問題が解決に至ることはないのがわかりますか。罪
のせいで人類は霊的に死んでおり、自動的に悪魔の家族となります。聖書は霊的な死を神
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様との永遠の断絶として定義しています（黙示録 20：11－15）。神様は私たちを「正し
い」家族、すなわち神の家族に入れたいと願っておられます。

・エペソ2：8－9を読みましょう。恐ろしい罪の問題から救われる唯一の方法は何ですか。

・ローマ 11：6 を読みましょう。「恵み」とは、それを受けるに値することを何一つし
ていないのに神の力が惜しみなく与えられることです。恵みと人間の行いは、決して　　
混同され得ないものです。

・ローマ 10：17 を読みましょう。「信仰」とは、神様の言われたことを聞いて信じる
ことです。

・第二ペテロ 3：9 を読みましょう。「悔い改め」、「悔い改める」という言葉は単に「変
わる」、「方向転換する」という意味です。この聖句は、神様は何の希望もなく死んで　
しまう人が一人もいないように望んでいるので、すべての人が変わることを願ってお
られると教えています。

・まとめ：キリストが死と復活によってあなたのために成し遂げてくださったことを信
じる選択をした時、あなたは神様から罪の赦しと永遠の命をいただく恵みを受け取る
ことにより、自分の生活を真に変える（悔い改める）決意をしたのです。

・ローマ 4：5 を読みましょう。神様のみを信じ、何らかの行いによって永遠の命を手
に入れようとするのをやめた瞬間に、神様はあなたの信仰を義とみなされました。

・あなたはこのようにキリストを信じると自ら意識的に決心した時のことを覚えていま
すか。

もしまだはっきりとその決心をしていない方は、今その決心をしませんか。ローマ 10：9－10
を読んでください。あなたが罪人であることを神様の前で認め、イエス・キリストが自分の身　
代わりとなって死んでよみがえられたと信じることに同意するのです。今日、神様に、あなた
がキリストの弟子としてイエス・キリストに従う決断をしていると話して下さい。それから、
決心したことを他の人に話して下さい。この学びの助けをしてくれている人かあなたの教会の
指導者に話すと良いでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

あなたが、別の家族の一員になりたいと今までに思ったことがあるなら、今それができ
ます。イエス・キリストはあなたが神の家族の一員になることができるようにしてくださ
ったのです。あなたがこのコースを最後まで忠実に終えようと努力を続けるなら、天のお
父様との関係がどれほど恵みに溢れたものかがわかるでしょう。
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３日目：　神の家族の一員になる

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神の家族の一員として生まれるとはどういうことか、神様が理解させてくださるように祈り

ましょう。

人生で最も重要な課題は、いかにして罪の問題を解決して神の家族の一員となるかとい
うことです。イエス・キリストが自分の救い主だと信じる決心をした時、あなたはこの課
題に取り組んだのです。

・ヨハネ 1：12－13 を読みましょう。あなたはどのようにして神の家族の一員となっ　　
たのでしょうか。

・ヨハネ 1：12 は聖書の中でも主要なメッセージの一つです。以下にこの聖句を分析
した表があります。この表ではこの聖句の真理があなたの新しい人生にどのように当
てはまるかが整理されています。

しかし、この方を受け入れた人々 あなたがキリストを主であり救い主である方
として信じ、キリストの弟子となる決心をし
た時のことです。　　　　　　　　　　

すなわち、その名を信じた人々には 信仰の特徴を語っています。イエス・キリス
トがあなたの罪のために死んで死からよみが
えられたことを信じるのです。　　　　

神の子供とされる特権をお与えになった　  神の家族に入る入り口です。　　　　　
この人々は、血によってではなく、肉の欲  あなたが神の家族の一員となったのは、肉的
求や人の意欲によってでもなく な誕生(血）、純粋な願いや努力（肉の欲求）

によるのではなく、他の人があなたのために
それを望んだ(人の意欲)からでもありません。

ただ、神によって生まれたのである あなたが神の家族に仲間入りするのは霊的誕
生によるのです。　　　　　　　　　　　

ヨハネ 1：12 は神の家族への入り口は新しい誕生、神から生まれることだと明確に述
べています。この新しい誕生により、ちょうど肉体的に生まれて人としての家族の一員と
なったのと同じように、神の家族の一員となるのです。

ニコデモは、本書で既に述べた宗教的に厳格なユダヤ人の一人でした。けれども、ニコ
デモはイエス様には他の人とは非常に違う何かがあるのを感じ取りました。ある晩、彼は
イエス様に近付いて行き、神の国に入るには何をすればいいかと真剣に尋ねました。彼は

10



イエス様が何か良い行いをするようにとか、もっとたくさんのお金を貧しい人たちにあげ
るようにとか、何らかの特別な儀式を遂行するようにとかいう指示を出すだろうと想像し
ていたに違いありません。ところが、イエス様は驚くべき答えを与えました。その箇所を
学んでいきましょう。

・ヨハネ 3：1－9 を読みましょう。ニコデモはイエス様が肉体的にもう一度生まれる
必要があると話しておられるのだと思いました。イエス様はどのような誕生について
話されたのでしょうか。

・ヨハネ 3：3 を読みましょう。ここで、イエス様は何回生まれることが必要だと語っ
ていますか。

・6 節では、イエス様は 2 回生まれることが必要だと説明しています。すなわち、肉体
的な誕生と霊的な誕生です。

・ヨハネ 3：16 を読みましょう。神様はあなたを罪に定めたいと願っておられますか。
それともあなたに永遠の命を与えたいと願っておられますか。

・ヨハネ 3：17－18 を読みましょう。キリストを信じない者が罪に定められるのはい
つですか。

・キリストを信じない者はすでに裁きの下にあると言っていますから、あなたを神から
引き離すのはあなたの罪の性質であって、特定の罪ではないということは明白です。

・ヨハネ 3：36 を読みましょう。動詞の時制に注意してください。永遠の命は将来受
け取るものですか。それとも今経験できるものですか。

主イエス・キリストを信じた時、あなたは肉体的な誕生と同じくらい明確に新しい誕
生、すなわち霊的な誕生を経験しました。あなたは神の家族の一員となり、永遠の命を受
け取って今それを持っています。永遠の命は今既に持っていてその恵みに浴することので
きるものなのです。

・あなたは肉体的にはいつどこで生まれましたか。
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・あなたは、肉体的な誕生が疑う余地のないものであるのと同じように、自分の霊的な
誕生を確信していますか。

・家族の一員として生まれるとどのような恩恵を受けられますか。住まいや食べ物の他
に、どのような恵みに与れるか、考えてみましょう。

・神の家族の一員になると、どのような恵みに与れるでしょうか。

・友だちや家族の中で、神の家族の一員となる必要があると思う人を5人挙げてください。

・学びの手を休めて、今その人たちのために祈りましょう。御霊が働いてその人たちが
神様が必要だとわかるように、また神様があなたを用いてそのプロセスを手伝えるよ　　
うに神様に求めましょう。

・あなたが大切に思っている人たちの魂にキリストのメッセージを届ける方法をいくつ
か考えてみましょう。他の人たちにも気兼ねせずにアドバイスや提案を求めてみてく
ださい。

４日目：　完璧な父

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神の家族に入れていただいたことを神様に感謝しましょう。
・神の家族の一員としてあなたはどのように生き方を変えるべきか、神様が示してくださるよ

うに祈りましょう。

神の家族となった今、あなたの人生は新しくなりました。永遠に続く神様との関係と罪
の赦しが保障されているのはもちろんですが、他にも人生のいろいろな面で変化が起きて
います。
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・第二コリント 5：17 を読みましょう。あなたの生き方の中で、「キリストの内にある」
ことを証明するような変化をいくつか挙げてみましょう。

・以前はしていたけれども、神様を信じてからやめたことにはどんなものがありますか。

・他に、以前の習慣、態度、行動で、あなたがイエス・キリストの弟子となった今、も
う必要でなくなったものはありますか。

・「すべてが新しくなりました」が真に意味することは何でしょうか。新しい価値観、友
だち、考え、習慣などですか。特に、既にあなたの生き方に現れていると思う「新し
いもの」をいくつか挙げてみてください。

・エペソ 4：17－32 を読みましょう。この箇所はキリストを信じたら、生き方が前と
異なる、あるいは新しくなるべきだと教えています。上の質問であなたが答えたもの
以外を書き出してみましょう。

天のお父様はあなたを無条件に愛し、あなたにご自身の最善を与えたいと切望しておら
れます。あなたの地上の父親は天のお父様の愛を示す例となるはずです。しかし、残念な
がら、すべての人が愛に溢れる家族に恵まれているわけではありません。両親との関係が
うまく機能していないためにひどく苦しんでいる人もいます。けれども、すべての人に希
望があります。あなたには今や天のお父様がいてくださり、その方はあなたがいつも思い
描いていた理想の父親以上に素晴らしい方なのです。

・マタイ 7：11 を読みましょう。あなたの地上の父親が良い父親であろうとなかろう
と、天のお父様は人間の世界のどんな父親よりも偉大な方です。人間としての父親か
らは得られなかったもので、天のお父様がくださる恵みを 3 つ挙げてみましょう。
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・あなたの父親は今までに言葉や態度であなたを愛している（大切に思っている）と
伝えたことがありますか。あるとすればそれはいつのことですか。またどのくらい
頻繁にそう言っていましたか。

・あなたの父親は今までに、あなたと一緒に何かをする時間と取ってあなたを愛してい
る（大切に思っている）ことを示したことがありますか。

・ヨハネ 3：16 をもう一度読みましょう。天のお父様はあなたを愛しているとあなた
に伝えていますか。

・同じ箇所で、天のお父様はあなたを愛していることをどのようにして示してくださっ
たと言っていますか。

・あなたが愛に満ち溢れた家庭に育ったとすれば、神様はそれを用いてあなたが神様の
愛を受け取る心の準備をしてくださいました。あなたのご両親が神様を信じていなか
ったとしても、神様はあなたが神様を知るための手段としてご両親を備えてくださっ
たのです。できれば今日ご両親と連絡を取り、感謝の気持ちを伝えましょう。

・父親の役割を果たす人がいない環境で育った、あるいは今もその環境にある方もいる
かもしれません。そのような家庭環境に、どのような気持ちを抱きますか。

・あなたの人生で父親代わりをしてくれる男の人がいますか。

・地上の父親がいない方もいるでしょうが、その場合、あなたの心の中で神様に、父親
の役割を果たしていただき、あなたの必要を満たしてもらいたいと思いますか。
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５日目：　天のお父様に愛していただく

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様がどのようにあなたを愛しておられるかはっきりと理解できるように祈りましょう。

天のお父様は、あらゆる点で父親としてあるべき姿を貫き、あなたを大切にして必要な
物を与えてくださいます。しかも、神様は非の打ちどころのない完全なやり方でそれをし
てくださるのです。以下に天のお父様が与えてくださる関係をいくつか挙げます。

・第一ペテロ 5：7 を読みましょう。天のお父様はあなたを大切に思い、あなたの人生
から重荷を取り除きたいと願っておられます。あなたの人生の重荷を一つ考え、それ
を神様にゆだねられるように今祈りましょう。

・マタイ 6：5－13 を読みましょう。天のお父様はあなたがどんなことでも洗いざらい
話せるようにいつでも聞く用意があります。あなたの話を一語も漏らさず聞いてください
ます。９－13 節は「主の祈り」と呼ばれ、イエス様が私たちに祈ることを教えておられ
る箇所です。

天にいます私たちの父よ。 神さまをあなたの天のお父様として認めましょう。しか
も、今やあなたは神の家族の一員なのですから、「私た
ちの」お父様です。　　　　　　　　　　　　　　　　 

御名があがめられますように。 神様は特別な方で、神様に比較する者がないのを知って 
います、また自分の人生を支配してくださる神様に従い
ますと神様に伝えましょう。　　　　　　　　　　　　 

御国が来ますように。　　　　  祈りは何かを自分の思い通りにするためのものではあり
みこころが天で行われるよう　  ません。むしろ、神様の目的を理解し、日々の生活の中
に地でも行われますように。 で神様の計画どおりにみこころが実現するのを見るため

のものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
私たちの日ごとの糧をきょう　  今日の必要の一切を与えてくださる神様に信頼しましょ
もお与えください。　　 う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
私たちの負いめをお赦しくだ　  まだ告白していない罪があるなら、それを神様の前で認
さい。　　　　　　　　　　　  め、赦しを求めましょう。それから、神様の模範に倣い、
私たちも、私たちに負いめの　  あなたに対して罪を犯した人を意識的に赦すのです。
ある人たちを赦しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
私たちを試みに会わせないで、  人生には誘惑がたくさんあります。あなたが正しい選択
悪からお救いください。 ができるように、正しいことを行ったり言ったりできる

ように導いてくださいと、また、あなたを取り囲むあら
ゆる悪い影響から守ってくださいと祈りましょう。　　 
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国と力と栄えは、とこしえに　  あなたの人生は神様のご関心に焦点を当てたものでなけ
あなたのものだからです。　　  ればならないこと、あなたの人生で価値あるものはすべ
アーメン。 て自分の力ではなく、神様の力によってもたらされるこ

と、だからあなたではなく神様こそがすべての栄光を受
ける方なのだということを認めましょう。　　　　　　 

・上記の表は、祈りの基本的要素のモデルです。今手を休めて、単に上の言葉を繰り返
すのではなく、７つの要素のそれぞれについて自分自身の言葉で祈ってみましょう。
祈りは神様との会話です。

・ルカ 12:22−32 を読みましょう。地上の父親であれば、あなたのために時間を割け　
なかったり、あなたの人生に起きていることに関心を払っていないように見える時も
あったでしょうし、父親がいない人もいるでしょう。では、あなたの天のお父様は今
日あなたの人生に起こるすべてのことを知って、それを気に掛けてくださっていると
思いますか。

・ここで学びの手を休め、今日と明日のあなたの予定を天のお父様と話してみましょう。
天のお父様があなたを導き、あなたに言うべき言葉を与え、正しいことをする勇気
を与え、あなたの必要のすべてを満たしてくださるように祈り求めましょう。

・先ほどのルカ 12 章の同じ箇所によれば、あなたの人生には天のお父様にとって重要
でないことがありますか。

・第二コリント 1：3 を読みましょう。あなたが傷ついている時、何か重大な問題を抱
えて悩んでいる時、慰めや励ましを必要としている時に、絶対の信頼を寄せて頼れる
のは誰ですか。

・今、あなたの人生に特別な痛みや傷となっている問題があれば、祈りをもって天のお
父様のところに行き、天のお父様だけが与えられる慰めを見出してください。

・ヤコブ 1：17 を読みましょう。あなたの人生で最も良いものを 3 つ以上挙げてくだ
さい。そしてその良いものがどこから来たのか考えましょう。
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・ヘブル 12：5－11 を読みましょう。良い父親と同じように、天のお父様もあなたが
罪を犯した時にはあなたを懲らしめ、正し、成長へと導きます。しかし、天のお父様
はあなたを子供として扱っているのであり、罪人として扱っているのではありませ
ん。あなたの人生の中で、天のお父様の愛の故の懲らしめを今経験しているような具
体的な領域はないか考えてみましょう。

・もしそのような経験をしている場合、あなたが改めるべきところを正すためにどのよ
うな措置を取る必要があるでしょうか。

地上で最も素晴らしい父親であっても生まれながらの罪人ですから、時にはわが子の期
待を裏切ることもあります。けれども、天のお父様は決してあなたを失望させはしませ
ん。父親のない家庭で育った方であれば、天のお父様はこれまでに経験してきた孤独感を
すっかり埋め合わせて余りあることをしてくださいます。しかし、天のお父様があなたを
無条件に愛し、ご自分の子供としてあなたと話し、あなたを守り、必要を満たすのを、心
を開いて受け取らなければなりません。だからこそ、本書で毎日忠実に学び続けることが
重要なのです。まもなく、あなたは天のお父様との充実した時を過ごす習慣を確立するで
しょう。天のお父様はあなたと時を過ごしたいと願っておられるのです。それによってあ
なたはますます素晴らしい人生を送るようになるでしょう。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第 2課

子なる神：私のために払ってくださった神様の犠牲

私の新しい命と神様との関係が永続するのはどのようにしてわかるのでしょうか。

暗唱聖句：第二コリント 5：21

☞今週の学びのポイント：　新しい命と神様との関係は、イエス・キリストの死と復活に
よって成就したみわざによって保障されるのであり、私の知識や行いや感情を根拠とする
ものではありません。

さいな
恐れ、心配、不安感に苛まれている人は少なくありません。世の中を見るとそこかしこ

に宗教活動が見られます。そうした活動に取り組んでいるのは、何かを手に入れてそれを
維持するためにできる限りの努力を重ねている真面目な人たちです。霊的に成功するには
どうすべきかについて、どの宗教も独自の考えを持っています。

知識を基盤にした宗教もあれば、何らかの行いや感情に重きを置く宗教もあります。聖
書の教えによれば、知識や行いや感情が大切なのは確かですが、命や保障はあなたがどの
ような者であるのか（つまり神様の子供であり、神様の家族の一員であるという事実）に
こそ根ざすものなのです。キリスト教の真髄は「どのような者か」にあります。

第 1 課では、自分の罪を悔い改めてキリストを主、また救い主として信じる時に霊的に
誕生し、神の家族の一員となることを学びました。この課では、新しい命を保障するのは
あなたが何をしたとかしないとかではなく、あなたに命をくださるというみわざを完成し
てくださったイエス・キリストである、ということを学んでいきます。

１日目：　私は御子イエス・キリストを通して

父なる神様を知っています。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・この課を終える時に、主イエス・キリストについて、またキリストが望んでおられるあなた

との関係についてより深い理解に至れるように祈りましょう。

「神は霊である」とイエス様は言われました（ヨハネ 4：24）。モーセは神様を見たい
と思いましたが、神様はモーセに、人は神様を見てなお生きていることはできないと言わ
れました（出エジプト 33：20）。どのようにすれば目に見えない天のお父様との関係を育
むことができるのでしょうか。
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・ヨハネ 1：18 を読みましょう。神様が真にどのような方かを説き明かされるのは誰
ですか。

・ヨハネ 5：17－18 を読みましょう。ユダヤ人たちがイエス様に腹を立てたのはなぜ
ですか。

・ヨハネ 14：6 を読みましょう。父なる神様のみもとに行く道はいくつありますか。

・ヨハネ 14：7 を読みましょう。どのようにすれば父なる神様を知ることができるの
でしょうか。

・ヨハネ 14：8－11 を読みましょう。ピリポは何をリクエストしましたか。

・イエス様はピリポに何と答えましたか。

父なる神、子なる神、聖霊なる神を指して「三位一体」と言うのを聞いたことがあるか
もしれません。「三位一体」という言葉そのものは聖書に出てきません。聖書で使われてい
るのは「神」ですが、これは正確には父、子、聖霊としての神の完全性を表すために使わ
れている言葉です。聖書は神様が三人いると言ってはいません。御子を通して目に見えな
い神様が見えますし、御霊を通して神様を内的に経験することができると教えています。

パウロはイエス・キリストの内に、神の満ち満ちたご性質が肉体の形を取って宿ってい
ると語っています（コロサイ 2：9）。単純な言葉で表現すれば、天のお父様を知ることが
できるのは、天のお父様が私たちの主イエス・キリストという肉体の形を取ってご自分を
表してくださったためです。キリストは完全に人間であると同時に完全に神でもあるので
す。

これは重要な原則ですからしっかり学ぶ必要があります。神様はイエス・キリストを通
してご自分を現してくださったので、私たちは目に見えない神様を人間のかたちを通して
見ることができます。ですから、あなたが真にイエス・キリストの弟子であれば、他の人
たちはあなたの内に神様を見ることができるはずです。
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・あなたを知っている人たちは、あなたの生活を見てどのように神様を見ることができ
るでしょうか。例を一つ挙げてみましょう。

・さらに神様に似た者として成長し、他の人たちがあなたの生活を通して神様を見られ
るようにするにはどうすればいいでしょうか。例を一つ挙げてみましょう。

・ここで学びの手を休め、上の質問で答えた、あなたがさらに神様に似た者となるべきだ
と思う具体的な点において成長できるように、熱心に祈り、神様に助けを求めましょ
う。

２日目：　イエス・キリストが私の代わりに　　

罪の罰を負ってくださいました。

キリストが私の永遠の命を保障してくださいます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・イエス・キリストがあなたの身代わりとなって死に、よみがえられた時に成し遂げてくださ

った信じ難いほど深遠なみわざを理解できるように神様に祈りましょう。
・イエス・キリストがあなたのために成してくださったことを基に、あなたが明確な確信を持

てるように神様に祈りましょう。

神様は義なる方ですから、罪に対して正当な処罰がなされることを要求されます。罪に
汚れた人類の本質には、神様の聖さの基準に達する力がありません。神様は無条件に私た
ちを愛されるので、私たちの身代わりとしてご自分が罪の罰を受けようという思いを持っ
てくださいました。ローマ 5：1 には、あなたが信仰によって「義と認められた」ので神
との平和を持っている、とあります。「義認」は法律用語で、単なる赦しよりもっと深い
意味を持っています。罪に対する処罰を法的に完全に受けたという事実に基づく赦しを意
味します。

・第二コリント 5：19－21 を読みましょう。

・キリストは私たちのために何になってくださいましたか。

・キリストがそのようになってくださった結果、私たちは何になりますか。
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キリストにあって、あなたは神の義となりました。あなたが行った事の結果ではなく、
キリストが死と復活によって罪の代価を払ってくださったからです。これは力強い見解で
す。義とは神のご臨在の前に正しい、または清いということです。あなたが苦労して神様
の前に義なる立場を得るのではありません。イエス・キリストがあなたのためにそれを成
してくださったのです。聖書はもう一つの法律用語を使っていますが、それは神様があな
たを義と「みなして」くださったという意味の言葉です。これは、キリストが成し遂げて
くださったみわざの故に、神様があなたの口座に義を入金した、あるいは送金したという
意味です。ちょうどあなたがある口座から別の口座に入金や送金をするのと同じです。第
二コリント 5：21 にはその続きがあります。イエス・キリストはあなたの罪をその身に
負い、十字架で死んでくださいました。キリストが復活し、死と罪に勝利してくださった
ために、キリストの義があなたの口座に入金できるようになったのです。これが今、神様
の前でのあなたの正式な法的立場です。あなたがキリストの成してくださったみわざを信
じたからであり、あなたが何かをしたためではありません。

・ローマ 4：1－3 を読みましょう。アブラハムが義と認められた（あるいは宣言さ
れた）のは行いの故ですか。どのように、またどうしてアブラハムは義と宣言された
のでしょうか。

・ローマ 4：4－5 を読みましょう。アブラハムの模範に倣い、どのようにすればあなた
は義とみなされることができますか。

・ローマ 4：18－25 を読みましょう。この箇所には、息子を与えてあらゆる国の人々の
父とするという神様の約束を信じたアブラハムの信仰の模範が書かれています。

・ローマ 4：21－22 を読みましょう。どのようにしてアブラハムは義とみなされたの
ですか。

・ローマ 4：23－25 を読みましょう。今日、あなたが義とみなされるためにはどうし
たらよいのでしょうか。

神様の前でのあなたの正式な身分、立場は義です。あなたはこの身分を自分で稼いで手
に入れたわけではなく、単に神様があなたにしてくださったことを信じたためにそうなっ
たのです。今、あなたの人生の状況はあなたが義であるという法的な身分と合致しているで
しょうか。王や王妃という身分に生まれついた人たちの話を読んだことがあるかもしれま
せんが、王や王妃が王家の身分にふさわしくないような生き方をする場合もあるものです。
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・あなたはイエス・キリストによって法的に義であるという身分を与えられていますが、
ますますその身分にふさわしい生き方をするような歩みをしているでしょうか。

・この一週間を省みて、行いや言葉が正しいから、あるいは聖書的だからという、それ
だけの理由で行動したり言ったりしたことの例を一つ挙げてみましょう。

・この一週間を省みて、正しいこと、聖書的なことを行ったり言ったりすることができ
なかったことを一つ挙げてみましょう。

・今日の学びの最後に神様と聖書に心を向け、あなたが日ごとに成長し、永遠に義とさ
れた身分によりふさわしい生き方ができるように、神様がこれからも教え導いてくだ
さいと祈りましょう。

３日目： 私の救いの確信は、キリストによるもので、

私の知識、行い、感情は関係ありません。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・キリストにあってどういう者かをさらに良く理解できるように、神様に助けを求める祈りを

しましょう。

永遠の命と罪の赦しがあなたの行いによるのではなく（エペソ 2：8－9）、主イエス・
キリストを自分の救い主として受け入れたことにより（ヨハネ 1：12）、神の家族の一員
として生まれたことによる（ヨハネ 3：1－9）のだと学びました。これはすべて、主イエ
ス・キリストが死と復活によって成就してくださったことの故です。ですから、新しい命
や神様との関係はあなたの行い、知識、感情を根拠にしたものではなく、神様があなたに
してくださったことの結果として保障されるものです。

・第一コリント 15：10 にあるパウロのことばを読みましょう。パウロは自分が今の自
分になったのは何によると言っていますか。

・パウロがこの確信を持っていたのは、自分の知識や行いや感情を根拠にしているため
でしたか。
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・パウロの確信は自分の努力によるものでしょうか、それとも自分がキリストにあって
どういう者かを知っていたためでしょうか。

・ヨハネ 1：12 をもう一度読みましょう。神から生まれることにより、あなたは神の
子供となりました。聖書や創造の中で「生まれなかった」ものの例を挙げられますか。

・第一ペテロ 1：3－5 を読んでみましょう。ペテロは、イエス・キリストの復活によ
り、あなたは新しく生まれて、生ける望みを持つようになったと言っています。この
同じ箇所で、あなたを守っているのは誰の力だと言っていますか。

・ローマ 8：1 を読みましょう。あなたは義認の意味を学びましたが、義認の反対は罪
に定めることです。

・神様から罪に定められることはないと確信を持つことができますか。

・この確信は、あなたの知識、感情、行いに基づくものですか、それともあなたがキリ
ストにあってどのような者とされたかによるものですか。

こんりんざい
親と縁を切る、親に腹を立てる、家を飛び出す、親とは金輪際口をきかないといったこ

とはできますが、「生まれなかった」ことにはできません。あなたが何をし、何を考え、
どう感じようと、あなたが自分の両親の子供であることは変わりません。このことから、
身分（子供として生まれる）と関係とは別のものであることが分かります。たとえ親子関
係が疎遠になったとしても、両親の子供であるという事実は絶対に変えられません。そし
て、一旦イエス・キリストを自分の救い主として信じたら、神様の子供でなくなることは
決して起こりません。この学びの目的は、あなたが神との関係に安心と安全を感じ、その
結果として、神様が与えてくださった身分・立場から生じる良い影響を反映する生き方を
するようになることです。

・あなたの人生において、不安と闘っている分野を少なくとも一つ書き出しましょう。

・キリストにあってあなたがどのような者かを理解することは、不安と闘うあなたにど
のような確信を与えるでしょうか。
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・エペソ 1：3－6 を読みましょう。両親や自分の人生で大切な人が自分を受け入れて
くれていないと感じて悩んでいる人がたくさんいます。

・たとえ人生で出会う人すべてがあなたを拒否するとしても、あなたを受け入れてくれ
る方がいます。その方にはどこで会えるのでしょうか。

４日目：　私は疑いを恐れません。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・疑いにどのように対処すべきかを神様が示してくださるように、またキリストにある新しい　

命の保障をさらに良く理解できるように祈りましょう。

疑いは人生には付き物です。大切なのは疑いにどう対処するかです。

イエス様は墓からよみがえり、弟子たちの何人かに姿を現しました。トマスはその場に
おらず、釘の痕に自分の指を入れ、わき腹にある槍で刺された傷痕に自分の手を入れるま
ではイエス様が生きているとは信じないと言いました。次にお姿を現した時、イエス様は
疑いを抱いているトマスを責めたりせず、トマスが言ったとおりのことをして証拠を調べ
るように言われました（ヨハネ 20：24－29）。

それと同じように、あなたも疑いを抱いたら、その疑いを直視し、聖書が言っている証
拠を調べて疑いに対処することができます。自分の疑いを聖書が言っていることと比較
し、聖書を信じる選択をする時、あなたの信仰は成長して強められていくのです。

この原則を罪からの救いの保障に適用しましょう。自分が神様の期待に沿えるのかと疑
いを抱いたなら、また永遠の命を失うかもしれないと考えたなら、そのような疑いを直視
し、聖書の真実と比較して確信を得ることができます。

・第一ヨハネ 5：9－13 を読みましょう。あなたは神の御子イエス・キリストにある永
遠の命という神様からのプレゼントをもう受け取りましたか。

・11 節に照らして考えると、自分の救いについての疑いが生じた時、あなたは自分の
感情、自分の考え、他の誰かの考え、聖書に記された神様のことば、のどれを信じた
らいいですか。
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・10 節を注意深く見ると、神様が与えておられる聖書の中の記録を信じようとしなけ
れば、あなたは神様について本当は何と言っていることになりますか。

・12 節によれば、この永遠の命を持つ根拠は何ですか。

・13 節によれば、あなたは永遠の命を持っていることを本当に知ることができるので
しょうか。

・やはり 13 節から、永遠の命はあなたが今持っているものでしょうか、それとも将来
いただくものでしょうか。

・永遠とはどういう意味ですか。

・もし永遠の命がいずれかの時点で終わるとしたら、あるいはあなたがそれを失う可能
性があるとしたら、それは永遠と言えるでしょうか。

・ヨハネ 10：27－29 を読みましょう。この箇所でイエス様は、自分の羊のために命を
投げ出す良い羊飼いのたとえ話を話しています。

・イエス様の言われたことばによれば、イエス様があなたに永遠の命をくださったのな
ら、そもそもあなたが滅びる危険性などあるのでしょうか。

・あなたを良い羊飼いの愛から引き離すことのできる人がいますか。

・ピリピ 1：6 を読みましょう。パウロの確信の根拠はピリピ人にありましたか、それ
ともキリストにありましたか。

・第二テモテ 1：12 を読みましょう。パウロの確信の対象となっているのは何、また
は誰ですか。
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・ユダ 24－25 を読みましょう。あなたがつまずかないように守ることのできる方は
どなたですか。

５日目：　私を神様から引き離せるものはありません。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたのアイデンティティ（自己認識）、確信、安全、受け入れ、拠り所が神のみにあるとわ

かるためにはどうすればいいかを教えてくださるように神様に祈りましょう。

多くの人がアイデンティティ（自分が自分で良いという確信）がない、人に受け入れら
れていない、自信がないと悩んでいます。第１課と第２課で、信仰により神様の恵みをい
ただき神様の家族の一員としての新しいアイデンティティを持つことを学んできました。
あなたは主イエス・キリストにあって永遠に受け入れられています。そして、あなたがい
ただいたものは自分の行いによるのではなく、キリストが成し遂げてくださったみわざに
よるものなのですから、それを失うことはあり得ないという揺るぎない確信を持てるので
す。パウロは「神が私たちの味方であるなら、だれが私たちに敵対できるでしょう。」（ロ
ーマ 8：31）と言って、キリストにあるあなたの新しい命の恵みを要約しました。

・ローマ 8：35－39、この箇所であなたを神様の愛から引き離すことのできないもの
が 17 個挙げられていますから、それを書き出しましょう。

・上記の一つ一つについて考え、それぞれが何を意味しているか考察しましょう。

・上記の箇所には書かれていないもので、あなたを神様の愛から引き離すことの出来る
ものがあるか考えましょう。

パウロはなぜこれほど確信を持って話すことが可能なのでしょうか。聖書で言っている
ことを検証してみましょう。
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・エペソ 1：12－14 を読みましょう。あなたがキリストを信じて救われてから、どん
な約束の証印をいただきましたか。

・13 節を注意深く見てみましょう。聖霊はあなたの救いに証印を押しますか、それと
も聖霊ご自身が証印ですか。

・神の聖霊の証印を破ることのできる人や物が何かあるでしょうか。

・エペソ 4：30 を読みましょう。この聖霊の証印はどのくらいの期間持続するもので
あがな

ょうか。（贖いの日は、イエス・キリストが地上に戻って来て永遠の王国を打ち立て
る時を指しています。）

・あなたは自分のアイデンティティ(自己認識)や人としての価値をどこに見出しますか。

・あなたの確信は自分の行いや感情にありますか、それとも、主イエス・キリストがあ
なたのためになしてくださったみわざにありますか。

・あなたがキリストにある新しい命を失う可能性があると考える、正当な聖書的根拠が
あるでしょうか。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第 3課

聖霊なる神：私に内在する神

神様は単なる私の思想や考えではなく、私と深い関係を
持っている方であることは、どうすればわかりますか。

暗唱聖句：エペソ 5：18

☞今週の学びのポイント：　イエス・キリストを私の救い主として信じた瞬間、御霊が神
様の目的を私の中で、また私を通して実行するために、私の心の奥に住み始めてください
ました。

全能の神様が父、子、聖霊という 3 つの位格をもってご自身を現しておられるという概
念は理解しにくいものです。けれども、だれもがいくつかの異なる役割と自己表現の仕方
を持っています。たとえば、あなたという一人の人が母であり、娘であり、妻であるケー
スもありますね。既に父なる神、子なる神については学びました。この課では、聖霊、す
なわちあなたの内におられる神様について学びましょう。

天の御座についておられる神様、あるいは 2,000 年前にこの世に生きて死なれたイエ
ス・キリストのことを考えると、神様は遠く離れた方のように思えるかもしれません。し
かし、神様は遠く離れてはおられません。神様を信じて従う人たちの中に聖霊なる神様と
して住んでおられます。

第 2 課では、救いと新しい命の証印として神様が聖霊をくださったことを学びました
が、それで終わりではありません。古い訳の聖書や賛美歌には、「Holy Ghost」という言
葉が使われていることもあります。「Ghost」は、誰かの姿や存在を表すのに使う表現で
す。翻訳者たちがその言葉を選んだのは、聖霊が単に宇宙を駆け巡る霊的なエネルギーで
はなく、神様ご自身のお姿、存在、人格であり、私たちの中で、また私たちを取り巻く世
界で働いておられるのだということを表そうとしたためです。

１日目：　御霊は私の内に住んでおられます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・今日、御霊があなたの内に住んでおられるとはどういうことか、それがあなたの人生にど

のような影響を及ぼすかを理解するのを助けてくださるように、神様に祈りましょう。
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聖書は神様があなたの内に住んでおられると教えています。具体的に言えば、神様は聖
霊によってあなたの内に住んでおられます。

自分の手、腕、脚、足を見てみましょう。片手を心臓の上に置いてみてください。顔や
頭に触ってみましょう。あなたが見たり感じたりするものはあなたの霊を宿している外側
の殻です。クリスチャンとなった今、神様はその同じ殻の中に聖霊という形で存在してお
られます。神様があなたの内に住んでおられるのです。

・ヨハネ 14：15－27 を読みましょう。十字架に掛かることがわかる少し前にイエス様
が話されたことが書かれています。イエス様はどのようにして弟子たちを慰めると言
われましたか。

・この同じ聖句の中で、神様が父、子、聖霊としてご自分を現している箇所をすべて書
き出してみましょう。

・ここでイエス様が言われたことをじっくり考える時を持ち、イエス様の与えてくださ
った約束を簡単なリストにまとめてみましょう。

・第一ヨハネ 3：24 と 4：13 を読みましょう。何によって、あなたが神様の中にお
り、神様があなたの内におられることが本当にわかるのでしょうか。

・第一コリント 6：19－20 を読みましょう。神様の御霊はどこにおられますか。

・パウロはあなたの体を何にたとえていますか。

・御霊が下ってきてあなたの内に住んでおられるとはどういうことですか。

・それは、あなたが何か特別な仕事をしたからですか、それとも神様がしてくださった
ことの故ですか。具体的に書いてみましょう。
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・第一コリント 6：20 によれば、神様の御霊があなたの内に住んでおられますが、そ　　
れによりあなたの体と魂が受けるはずの影響はどのようなものでしょうか。

聖霊はあなたの救いの証印であり、あなたに永遠の命が与えられているという神様から
の保証です。エペソ 1：13 は、自分の主であり救い主である方としてイエス・キリスト
を信じるとすぐに神様からの聖霊をいただくと言っています。事実、ローマ 8：9 には、
御霊を持たないなら、あなたは本当にはキリストのものではないと書かれています。ロー
マ 8：16 で、パウロはあなたが真に神様の子供であることをあなたの霊とともに証しし
てくださるのは聖霊だと言っています。

・神様は聖霊によりあなたの内に住んでおられます。このことはあなたの考え方にどの
ような影響を与えるはずだと思いますか。

・神様があなたの内に住んでおられるということで、あなたの考え方はどのように変わ
るべきか、具体的な例を一つ挙げてみましょう。今までの考え方を捨て去るべきなの
かもしれませんし、新しい考え方をするよう検討する必要があるのかもしれません。

・内在の聖霊により神様に栄光を帰するためにあなたができる具体的な行動を考えてみ
ましょう。

・神様があなたの内に住んでおられるために止める必要のある行動について、例を挙げ
てみましょう。

２日目：　御霊は私の内におられ、神様の力を

発揮してくださいます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・聖霊はどのようにしてあなたが常に求めていた人生の真の目的と意味を与えてくださるので

しょうか。それを教えてくださるように神様に祈りましょう。

十戒、黄金律を生活の基準としようとしている人もいますし、神様の恵みをいただくた
めに何かをしようと努力している人もいます。人間がどれほど一生懸命頑張ったところで
神様の義の基準にかなう生き方をするのは不可能です。聖霊があなたの内に住んでおられ
るので、自分の努力によってではなく神様の力によって正しい生き方が出来るのです。

30



使徒パウロは、自分自身の能力に頼っている時には神様の真理に従って生きることがで
きないという悩みを抱えていました。パウロは熱心なユダヤ教徒として育ち、旧約聖書の
律法に沿って生きようと最大限の努力をしていました。問題は神様の律法にあるのではな
く、パウロ自身の内側にありました。

・ローマ 7：7－20 を読みましょう。パウロが神様が望んでおられるような生き方をす
るのを妨げていたものは何ですか。特に 17 節と 20 節を注意深く読みましょう。

・ローマ 7：21－23 を読みましょう。パウロが発見した律法、すなわち原理は何でし
たか。

・あなたの人生の中で、なすべき正しいことがわかっていながらそうではないことをし
てしまった時の事を具体的に振り返ってみましょう。

・パウロによれば、あなたが正しいことをするのを妨げている問題は何ですか。

・ローマ 8：1－4 を読みましょう。パウロがこの箇所で罪と死の律法と呼んでいるも
のに対抗するために発見した新しい律法とは何ですか。

・４節によれば、神様はどのようにしてあなたの中にご自分の義を全うなさるのでしょ
うか。

・ローマ 8：5－9 を読みましょう。肉の思いとは、あなたの思いが自分自身の世俗的
で自分勝手な欲望に支配されているという意味です。

・それとは対照的な、御霊の思いとはどういうことだと思いますか。

・自分自身の力を頼りに今まで以上に頑張ったり、以前より多くのことを行ったり、努
力をさらに重ねたりすることで神様を喜ばせることができるでしょうか。
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ここで学んでいる中で最も重要なのは、罪があるためにあなたは一貫して正しい生活を
送ることができないという点です。万有引力の法則が常に物体を地面に向けて引き寄せる
のと同じように、あなたの生活の中に働く罪の法則はあなたをいつも堕落させます。しか
し、ちょうど重力の法則を克服する航空力学の原理を使って重いジェット機の機体が空を
飛べるように、内在の御霊は、あなたが自分の心に持つ罪の性質の影響に打ち勝てるよう
にしてくださるのです。勝利と目的のある人生は、あなたが今まで以上に一生懸命頑張っ
て獲得するものではなく、聖霊によってあなたの内に、またあなたを通して働かれる神様
に信頼することによってもたらされるものです。

・使徒 4：8、31、使徒 6：3、5、使徒 7：55、使徒 11：24、使徒 13：9、52 を読み
ましょう。ここで挙げた箇所の共通のテーマは何でしょうか。

・使徒の働きには、イエス・キリストに従った人たちが世界中に出て行き、キリストにあ
る新しい命という良い知らせを宣べ伝えた様子が書かれ、そのために自分の命を懸け
た人たちのことも記されています。かれらの力の源は何だったのでしょうか。

・エペソ 3：14－19 を読みましょう。神様はどのように、あなたの内なる人を強め、
神様に栄光を帰するような生き方をする力を与えてくださるのでしょうか。

・あなたの生活の中で特に強められる必要があるのはどのような分野かを書き出しまし　
ょう。その上で、神様が聖霊の力によりあなたを強めてくださるように祈りましょう。　　　　　　　　　　　

３日目：　御霊が私に語りかけます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの内に住んでおられる御霊を感謝する祈りを捧げましょう。
・御霊が語りかけてくださる声を敏感に聞き取れるように神様に祈りましょう。
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人は自分の内側の声を聞くことがあります。これを良心と呼ぶ人もいますが、聖書では
神様が人間に良心を与えられたとはっきり教えています（ローマ 2：15－16）。しかしな
がら、あなたの良心は不完全であなたを正しく導けないこともあります（第一テモテ 4：
2）。キリストに従う者はそれよりはるかに良いものを持っています。それは神様の御声を
語る内在の御霊です。御霊はあなたの良心や聖書のことばを通してあなたに語ることもで
きますし、私達が完全に理解したり説明したり出来ないような方法で、あなたの魂の深み
から語ることもできます。

・ヨハネ 16：7－8 を読みましょう。慰め主である御霊は、世にその誤りを認めさせま
す。この「認めさせる」という動詞は、「非難する」「有罪を宣告する」「説得する」

「示す」「実証する」とも訳すことのできることばです。

・イエス様は聖書が三つのことをあなたに認めさせると言っています。それは何ですか。

・この箇所によると、あなたに罪の問題とイエス・キリストの必要性を認めさせたのは
だれでしたか。

・この一週間を振り返り、聖霊があなたの生活の中にある罪を認めさせたり気付かせた
りしてくださった時があったか思い出してみましょう。あったとすれば、それは何に
ついてでしたか。

・ここで学びの手を休め、あなたの生活の中で放棄すべき罪が他にあるか、神様にたず
ねましょう。

・この同じ聖句で、聖霊は義についても認めさせると言っています。言い換えると、聖
霊はあなたになすべき正しいことを気付かせてくださるということです。

・なすべき正しいことだいう理由で何かをするように聖霊に促された時があったか思い
出してみましょう。それはどんなことでしたか。

・御霊は裁きと、あるいは罪の結末についてもあなたに気付かせてくださいます。
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・最終的には神様に申し開きをしなければならなくなると考えて、罪を犯しそうになっ
たのにそうしない決断をした時はなかったか思い出してみましょう。それはどんな時
で、だれの声があなたに話しかけたのでしょうか。

御霊はあなたに罪を認めさせますが、罪を認めることと感情的な罪悪感との違いを理解
することはとても大切です。感情的な罪悪感はあなたを落胆させ、望みがなく救いようも
ないと感じさせ、惨めさと恥とで身のすくむような感覚を味わわせます。神さまの御霊が
あなたに罪を認めさせる時はいつも、具体的で明確にその罪を示してくださいます。ま
た、神様がそうなさる動機は、あなたをご自分の元に引き寄せたいという溢れんばかりの
愛です。御霊は、あなたが神様のもとに来て赦しを求め、罪に背を向ける力を与えてくだ
さいと祈り求めるように励まし導いてくださいます。

・ローマ 8：26 を読みましょう。あなたは今までに、自分の心の中をどのようにこと
ばに表したらよいかわからず、心の中に苦しみを感じたことはありますか。

・この箇所では、御霊がそのような時にあなたにどんなことをしてくださると約束して
いますか。

・今、あなたは心に重荷を抱え、どうやって祈り始めればいいのかさえ分からず言葉に
詰まってはいないでしょうか。その重荷はどのようなものでしょうか。

・ここで学びの手を休めて祈りましょう。あなたがどのように言葉に表せばいいかさえ
分からないことを神様は既に知っていてくださるのです。それを覚え、御霊をくださ
ったことへの感謝の祈りを捧げましょう。

以上学んできたことは、あなたの内に住んでおられる御霊を通して神様があなたに語ら
れ、あなたと心を一つにしてくださっていることを示すほんの数例です。時には、あなた
の関心を引く他の考えと御霊の声を混同することもあるかもしれません。しかし、御霊は
常に真実を語り、聖書が語る真理と矛盾することは決してありません。
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４日目：　御霊は私をキリストに似た者に

変えてくださいます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・霊的に成長し、人生のあらゆる面でさらにキリストに似た者となって、あなたの人生を通し

て神様に栄光を帰せるよう神様に願いましょう。

ヨハネ 16：14 は、聖霊は主イエス・キリストに栄光を帰すると言っています。そのた
めの最も重要な働きは、あなたをより一層キリストに似た者とすることです。あなたの人
生がキリストを他の人に示すようになればなるほど、キリストはさらに大きな栄光を受け
ます。あなたの内におられる御霊は、あなたが成長して人生のあらゆる面でキリストに似
た者となるための力をくださるのです。

・ガラテヤ 3：1－3 を読みましょう。信仰によって新しい命と内在の聖霊の証印をいた
だいたあなたは、神様との歩みにおいてどのように成長を続けるべきでしょうか。

・ガラテヤ 5：16－18 を読みましょう。あなたの内側で争いを起こし、あなたが罪と
自己中心にふけるように引っ張り込む世俗的で肉的な欲望に対して、どうすれば勝利
を得ることができるでのしょうか。

・ガラテヤ 5：19－21 を読みましょう。分からないことばがあれば調べてみましょう。

・自分には当てはまらないと思う方がいらっしゃれば、この箇所の最後の部分に注目し
てください。この他にも、リストの内容に類似するものはすべて含まれるのです。

・この一か月の自分の生活を振り返り、肉の行いとみなされることをしなかったか考え
てみましょう。したとすれば、それはどんなことでしょうか。

・ガラテヤ 5：22－23 を読みましょう。このリストの中に分からないことばがあれ
ば、辞書その他の参考書を使って調べましょう。ここには 9 つの性質が挙げられてい
ます。
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・この箇所のリストの中で、あなたの生活の中でもっと高める必要のある性質はどれで
しょうか。

・ガラテヤ 5：24－25 を読みましょう。あなたがキリストに属する者になっているな
ら、あなたを支配しようとする肉的で世俗的な願いや欲望はどうなるはずだといって
いますか。

・あなたはどのようにして自分の肉の行いを十字架につける、つまり死なせることがで
きるのでしょうか。

・それをするのに、一生懸命頑張ったり全力を尽くしたりすることは必要ですか、それ
とも、御霊によって歩むことを学ぶことが助けになりますか。

・あなたが克服しようと奮闘している肉の行いをいくつか書き出してみましょう。

・そのような肉の行いをあなたの生活から取り去り、肉的な欲望に誘惑されたらそれに
気付けるように助けてくださいと祈りましょう。こうした誘惑に負けた場合の結末を
思い起こさせてくださるよう神様に願いましょう。

・悪いことをしたい欲望より正しいことをしたいという願いの方が強くなるように神様
に願いましょう。

・御霊の内に歩むことを教えてくださいと祈りましょう。次の課では、その点に焦点を　
当てて学びます。

ガラテヤ 5：22 にある「実」という言葉は原語では単数形です。つまり、ここに記さ
れている 9 つの性質全部があなたの生活で結ばれる一つの聖霊の実だということです。こ
の中の一つの性質があるなら、他の全部の性質もある程度は持っているのです。自己改善
の努力の結果ではなく、むしろ、神様の御霊の実があなたの生活の中で働いて、あなたを
さらにキリストに似た者としてくださるのです。イエス・キリストの恵みと知識において
成長すればするほど、御霊の実として挙げられている性質がますます豊かになり、あなた
の人格が優れたものとなります。この過程で、あなたの生活が肉的な欲望に支配されるこ
とは少なくなっていきます。
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５日目：　御霊は私の人生をコントロール

したいと願っておられます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・聖霊に満たされ、支配されるとはどういうことかを今日示してくださるように神様に願いま

しょう。
・御霊に支配される歩みをしたいと神様にお伝えしましょう。

御霊の内に歩むとはどういう意味でしょうか。そして、使徒の働きの中で、使徒たちが
聖霊に満たされたという記事がありますが、これはどういうことでしょうか。どうすれば
そのような歩みがあなたの生活の中で実現するのでしょうか。今日の学びでは、そのよう
な質問に焦点を当てていきます。

・エペソ 5：18 を読みましょう。これは命令ですか、それとも提案ですか。

・アルコールを飲みすぎて酔った場合、だれ（何）がその人の生活を支配しますか。

・これは聖霊に満たされることとどのように似ていますか。

聖霊は何か神秘的なエネルギー源のようなものではなく、あなたの人生とそれを取り巻
く世界で、霊的な存在として現れている神様ご自身だということを学んできました。御霊
に満たされることを、「燃料がいっぱいになる」というイメージで考えるのは間違いで、
むしろあなたの人生の隅々に至るまで神様の御霊に満たしていただくのです。御霊に満た
された人とは、自分の人生の主導権を完全に神様に渡している人のことです。聖書の別の
箇所を見ると、聖霊に満たされた人生は「御霊によって歩むこと」だと表現されていま
す。重要なのは、あなたがどれほど聖霊を自分のものにしているかではなく、聖霊がどれ
ほどあなたの人生の主導権を握っているかという点です。

・エペソ 4：30 を読みましょう。聖霊を悲しませる例を一つ挙げてみましょう。

・第一テサロニケ 5：19 を読みましょう。聖霊を失う、消滅させる、追い出す、拒否
するといった例を一つ挙げてみましょう。
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自分の生活の中で罪が増大するのを放置すれば、御霊のご支配を制限することになりま
す。また、前の課で学んだとおり、神様は聖霊を通して語りかけ、あなたが正しいことを
し、罪を正しく扱って罪の結末を回避するように導こうとしますが、あなたがそれを拒否
すれば聖霊があなたの人生を支配するのを制限することになります。

・第一ヨハネ 1：9 を読みましょう。御霊に満たされた人生を支配していただくため
に、まず、まだ神様の前で告白していない罪を書き出し、このような肉の行いがあな
たの人生や神様との関係を損なうものだと認めましょう。

・第一ヨハネ 1：9 のことばをあなたが書き出した罪のリストの上に太字で上書きし、
すべての不義を赦して清めてくださるという神様の約束を信じましょう。

・第一ヨハネ 5：14－15 を読みましょう。神様はあなたが聖霊に満たされることを望
んでいますか。そうだとしたら、それはなぜですか。

・聖霊に満たされなさいという命令が書いてある聖書箇所はどこですか。このテキスト
で既に開いた箇所を参照してください。

・ここで学びの手を休め、御霊があなたを満たし強めて、あなたの考え、心、魂、霊の
あらゆる面で主導権をとってくださるように神様に願う祈りをしましょう。あなたが　　
自分の人生の主導権を取り戻そうとしたら神様がそれを気付かせてくださるよう祈り
ましょう。

・聖霊があなたに罪、義、裁きを認めさせると言っている聖書箇所はどこですか。この
テキストで既に開いた箇所を参照してください。

・第一ヨハネ 5：14－15 によれば、神様は聖霊に満たしてくださいというあなたの祈
りに答えてくださいましたか。
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・コロサイ 2：6 を読みましょう。あなたは永遠の命を得るために何かを行ってイエス・
キリストを自分の主であり救い主として受け入れたのですか、それとも聖書で語られ
ている神様のことばを信じ、信仰によって神様の恵みを受け入れたのですか。

・上記の聖句をみると、御霊によって歩むにはどうすればいいのでしょうか。

・御霊に満たされた歩みは感情、行い、経験を基盤とするものですか。それとも、聖書
にある神様のことばを信じ、信仰によって神様の恵みを受け入れることによってなさ
れるものですか。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第４課

真理：聖書を通して私に語りかける神様

神様をもっと良く知るにはどうすればいいのでしょうか。

暗唱聖句：第二テモテ 3：16－17

☞今週の学びのポイント：聖書は神様の霊感によって書かれたもので、私にとって絶対的
な真理の基準であり、聖書を通してすべてのことを評価し神様との関係を深めることがで
きます。

父、子、聖霊なる神様は、ご自身の命とあなたの命を結びつけてくださいます。この
課の主な目的は、神様をさらに良く知ることです。他の人を知るには、一緒に時間を過ご
したり話をしたり、また相手の言うことに注意深く耳を傾けたりします。神様との関係を
深めたいならそれと同じようにすればいいのです。

御霊は聖書を通して語りかけてくださり、あなたは祈りによって神様と話すことができ
ます。イエス・キリストに従う者となるには聖書を読み祈りながら神様と時を過ごすこと
が欠かせません。第 3 課で、御霊の声と他の声を間違えることもあり得ると学びました。
この可能性を最小限にとどめるために、神様は聖書という書物を通してご自分についての
真理を明かしておられ、御霊は決して聖書に反することを言いません。

聖書はあなたと神様との関係の中心をなすものです。聖書を学ぶと神様について分かる
ようになります。聖書にはあなたと同じような歩みをした人たちの人生についての基本原
則と真理が書いてあるので、自分自身についての理解も深まります。神様のみことばは、
絶対的な真理であり、これをもとに、人生に起きるすべてのことが評価できます。

１日目：　聖書は私に贈られた神様のことばです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・聖書を通して神様との関係を築くことをさらに学び、神様に対する畏敬の念を持てるように

祈りましょう。

聖書は他に類のない傑出した書物です。単に神様について書かれた本だというだけでは
ありません。真の作者である神様が、各人各様の個性、視点、文化、語彙を持った 40 人
以上の筆者を用いて、三大陸をまたがる地域で 1,600 年以上の歳月を掛けて書かれたの
が聖書なのです。現代に生きるあなたも含めたすべての人たちと強力で親密な関係を築く

40



ために、神様はこの筆者たちを霊感してご自身が伝えたいメッセージそのものを書かせま
した。

聖書をちょっとご自分の手に取ってみましょう。よく見てください。あなたが今手にし
ているのは、神様があなたに向けて書いたみことばそのものなのです。聖書の中で、神様
のみことばを表す同義語表現がいくつか使われています。例えば、主のことば、さとし、
あかし、聖書、教え、律法などです。どの言葉も皆、あなたが今手にしている卓越した
書物、神様からあなたへのラブレターを指しています。

・第二テモテ 3：16－17 を読みましょう。パウロは文字通り「神が息を吹き込んだ」
という意味のギリシャ語「霊感」を使っています。神に息を吹き込まれた、すなわち
霊感された部分は、聖書全体のどのくらいを占めているのでしょうか。

・箴言 30：5－6 を読みましょう。聖書を学ぶ時、あなたは中心のポイントを掴んで話
の流れを理解することにのみ重点を置きますか、それとも使われていることばの一語
一語に注意を払いますか。

・マタイ 5：17－18 を読みましょう。イエス様がおっしゃっている「一点一画」と
は、ヘブル語のアルファベットで一番小さい文字とペンで書く時の一番小さい線を指
しています。イエス様は、天と地の存続する限り、神様が聖書の中の一語も漏らさず
保護するだけでなく文字の一つとして失われることはないと言っているのです。

神様は聖書の一語一句が保護されると約束していますが、そればかりでなく、その真理
を明確かつ正確にあらゆる言語を通して伝えることができます。ことばは時代の変遷とと
もに変わり、同じ言語（例えば英語、日本語）の中でも、新たな聖書翻訳の作業は常に進
められています。ある訳は別の訳より優れていて正確性が高いこともあります。今の段階
で一番大切なのはあなたが今手にしている聖書です。それを読んで学び、心から大切に
し、信じてその通りに生きてください。聖書の理解が進んでいくと、自分に、そして自分
の言語と文化に最も合った聖書の訳を選べるようになるでしょう。

・詩篇 19：7－11 を読みましょう。聖書を表すのに使われている様々な同義語を心に
留めて、この箇所に書かれている神様のことばの特徴をリストにしてみましょう。
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・詩篇 119：97－104 を読みましょう。詩篇 119 篇は 176 節まであり聖書の中で一番
長い章ですが、そのうち三つの節を除いたすべての節で何かしら神様のことばについて触
れています。これを読むと、詩篇の作者が神様とみことばをどれほど深く愛していたか、
気付くでしょう。

・詩篇の作者が神様のみことばとの関係からどんな恵みを受けたか、五つ以上の例を挙
げてみましょう。

・詩篇の作者が、みことばを愛し尊んだ結果として実生活で具体的にどんな行動や態度
を取ったかを考えて、五つ以上の例を挙げてみましょう。

・聖書を学ぶ時間を確保して神様との関係を深めるために、自分の生活やスケジュール
を見直して変えたほうが良いと思うことがありますか。具体的にできることを一つ以
上書いてみましょう。例えば、毎日聖書の学びを忠実に続けられるように時間と場所
を定めることなどが考えられるかもしれません。

２日目：　聖書は私の人生の道のともしびです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・聖書の真理を示し、希望と必要に応じた導きを与えてくださるように神様に祈りましょう。

聖書を読む時は神様とだけ過ごす時間とし、神様との関係を築けるようにすべきです。
聖書は退屈で理解できないという人がいますが、それは神様との純粋な関係がないとか、
神様がみことばを通してコミュニケーションしたいと願っておられることを十分理解して
いないなどの場合です。

42



聖書を学ぶ目的は単に情報を得ることではなく、神様との歩みを深め、日々の生活の中
で起こる問題や機会に対する神様の真理を発見することです。聖書の知識だけで神様との
関係が深まるという保障はありません。神様との関係において成長するには、御霊にあな
たの人生を支配していただき、聖書の真理をあらゆる分野で適用できるように助けていた
だかなければなりません。

・詩篇 119：105 を読みましょう。聖書はあなたの道のともしびであると言っています
が、それはどういう意味だと思いますか。説明してみましょう。

・あなたは何か決断しなければならないことがありますか。具体的なことを一つ挙げて
みてください。それから、正しい決断をするために聖書からのともしびをいただける
ように神様に祈りしましょう。必要なともしびを見出すのに、聖書のどの箇所を見れ
ばいいか分からなければ、先輩のクリスチャンに助けを求めることをお勧めします。

・ヘブル 4：12 を読みましょう。英語の聖書では quick and powerful ということば
が使われています。quick という言葉には「生きている」という意味もあります。
powerful は文字通り「力強い」。このように、聖書は力があり生きているのです。

聖書の話とその原理とは何世紀も前に記録されましたが、同じ真理が過去に生きた人た
ちの場合と同様に現代生きている人たちの生活にも適用されます。その意味で今も生きて
いると言えます。

・ローマ 15：4 を読みましょう。この一ヶ月の間にあなたが聖書からどのような慰め
や希望をいただいたか、具体的な例を一つ挙げてみましょう。

・第一コリント 10：1－11 を読みましょう。パウロは、神様の真理が今も生きていて
私たちのために働いているのを示すために、旧約聖書でヘブル人が出エジプトした時
の例を用いています。従うべき例、避けるべきことの警告、あなたを導く真理など、
あなたが今週心に留めておきたい聖書の箇所を具体的に書いておきましょう。今日の
学びで読んだところでもかまいません。
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３日目：　御霊は私に聖書を教えてくださいます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・聖書を通して今日あなたの生活を変えるようなレッスンを教えてくださるように神様に祈り

ましょう。

聖書を文学として読むこともできますし、実際そのような読み方をする人もたくさんい
ます。しかしながら、単なる知識を越えた神様との関係を深めることを目指すなら、考慮
しなければならない霊的な側面があります。内在する御霊があなたを神様の真理へと導い
てくださいます。

・ヨハネ 14：26 と 16：13－15 を読みましょう。聖書は神様に霊感されていますか
ら、神様がご自身のみことばを正しく理解できるようにあなたを導いて下さるのは理
にかなっています。神様はキリストに従う者であるあなたの内に住む御霊を通してそ
れを示してくださいます。

・第一コリント 2：6－9 を読みましょう。パウロがこの箇所で比較している二種類の
知恵とは何ですか。

・第一コリント 2：10－12 を読みましょう。パウロは、御霊が神様の知恵と、一人で
は理解し得ない神様に関する深い真理を教えてくださることを明示しています。

・第一コリント 2：13 を読みましょう。聖霊は霊的なことを別の霊的なことと比較し
て（解釈して）神様の真理を教えてくださいます。つまり、御霊は聖書のある箇所に
書かれている霊的真理を別の箇所の霊的真理と比較することによって、御霊に支配さ
れている人たちに神様の真理を教えてくださるということです。

・第一コリント 2：14 を読みましょう。キリストにある新しい命を持たない生まれな
がらの人間は、聖書の霊的な深みを理解することができません。だれでも聖書の文字
面を読むことはできますが、神様の真理を霊的に識別したり理解したりできるのは神
様の子供だけです。神様の真理は隠されていて、神様を知らない人たちには理解でき
ません。完全に理解するためには御霊の導きが必要です。

・第一コリント 2：15－16 を読みましょう。御霊に支配された人は聖書を通し、また
聖霊の導きによりキリストの心を学ぶので、聖書の真理を解き、わきまえ、調べるこ
とができます。

44



内在する御霊を通して、クリスチャンは誰でも神様のみことばの深遠なる真理に近付く
ことができます。けれども、そうした内側から聞こえる声や力だけでなく、御霊は神様の
真理を教えるために他の手段を用いることもあります。

・使徒 8：26－31 を読みましょう。聖霊はピリピをエチオピア人のところに連れて行
き、その人が読んでいた聖書の教えを理解するのを助けられるようにしました。御霊
はあなたの人生においてみわざを行うために、他のクリスチャンを用いることもよく
あります。

・エペソ 4：11－16 を読みましょう。神様はまた、神様の真理の内に信者を建て上げ
るため、教会に牧師や教師を与えてくださることを心に留めましょう。牧師や教師
は、著作や録音した説教なども用いて私たちの霊的学びに役立つようなレッスンを提
供してくれます。その人たちは、聖霊の導きにより神様のみことばを通して自分の人
生経験を吟味し、そこから学んだレッスンを伝えようとしているのです。

・聖霊の他に、聖書を教え、あなたを助けるために、あなたの人生に神様が与えてくだ
さっている人たちは誰ですか。

・あなたの学びを手助けする人たちを通してさらに大きな恵みを受けるには、あなたは
どのようなことをすればいいでしょうか。少なくともひとつ、あなたにできることを
書きましょう。

４日目：　聖書は私の絶対的な権威です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの生活の中で、神様の絶対的真理という権威に従うために変える必要があるのはどこ

か、神様が示してくださるように祈りましょう。

聖書は神様のみことばですから、何かの決断を下す際や生きていく上での礎となる絶対
的権威として、あなたは聖書に忠実に従わなければなりません。聖書を紐解き自分の考え
を支持してくれることばを探すのではなく、神様の真理を軸としてあなたの考えを形成す
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るべきです。感情や直感を頼りに決断をするのではなく、神様の真理の原則を基盤として
決断をする必要があります。聖書はあなたが自分の環境、感情、経験、考えを判断する助
けとして神様が与えてくださった絶対的真理なのです。

・マタイ 17：1－5 を読みましょう。この箇所は、突然の変貌により、ご自身の栄光を
完全に現された時の、イエス様の人生と働きにおけるクライマックスの瞬間を記した
ところです。この様子をその場で見たイエス様に親しかった 3 人の弟子、ペテロ、ヤ
コブ、ヨハネは、この素晴らしい経験を生涯忘れませんでした。

・第二ペテロ 1：16−18 を読みましょう。何年も経ってから、ペテロはこの山でイエス
様と共に経験したことを書きました。目を閉じて、ご栄光のイエス様にお会いし、神
様のお声を聞くのはどんな感じだったかを想像してみましょう。

・第二ペテロ 1：19 を読みましょう。ペテロが自分自身の目で見、耳で聞いたことよ
り確かなものとみなしていたことは何でしょうか。

・第二ペテロ 1：20－21 を読みましょう。ペテロが言っている預言とは聖書、すなわ
ち神のことばのことです。本書の前のレッスンで聖書が神の霊感によるものであるこ
とを学びましたが、この箇所もそれを裏付けています。聖書は御霊に支配された人た
ちによって語られた御霊による書物ですから、絶対的な権威を持っています。

・マタイ 7：29 を読みましょう。イエス様が教えを終えた時、群衆はイエス様が権威
を持って語られたことに驚きました。イエス様は神様のことばを語ったのです。

・あなたが語るとしたら、群衆は本当に耳を傾けて聞くでしょうか。

・あなたが他の人と話す場合、どうすれば神のみことばの権威をその会話の中に入れる
ことができるでしょうか。

・あなたが今までに学んで自分自身の生活に適用した聖書の真理について、神様が機会
を与えてくださったら他の人にも分かち合いたいと思うことはありませんか。どのよ
うな真理を分かち合いたいと思うか、一つの例を書いてみましょう。
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・ヨハネ 17：17 を読みましょう。父なる神様への祈りの中で、イエス様は神様のみこ
とばは真理であると言っています。単に聖書が本当のことを書いているというだけで
はありません。聖書は真理、しかも神様の絶対的な真理なのです。

・ヨハネ 1：1－2 と 1：14 を読みましょう。イエス・キリストは生ける神様のみこと
ばです。聖書は神様のことばが書かれた書物です。イエス・キリストという生けるみ
ことばも聖書という書かれたみことばも、人生のあらゆる事柄についてあなたを教え
導くため、神様の完全で絶対的な権威を具体的に表しています。

・あなたの人生の中で、不安感、恐れ、疑い、疑問などを感じることがあると思いま
す。その中のどのような点で聖書の絶対的真理から恵みをいただくことができると思
いますか。また、その点で聖書の真理をどのように適用できると思いますか。

５日目：　聖書を通して私は毎日

神様とのつながりを保てます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・聖書を読んで神様と過ごす時間を毎日きちんと持つために、力を与え、訓練してくださるよ

うに神様に祈りましょう。

神様との関係を深めるためには、毎日聖書を読んで神様と共に時間を過ごすことに優る
道はないと言えます。聖書によってどれほどあなたと神様の関係が強められるかがわかる
と、あなたは喜びと期待を持って神様のみことばを開くようになるでしょう。

・第二テモテ 2：15 を読みましょう。聖書を知るには学ばなければなりませんが、聖
書を学ぶのにふさわしい方法とふさわしくない方法があります。あなたが現段階で聖
書研究のやり方をよく習得しているかどうかわかりませんが、聖書研究のスキルは生
涯続けて上達させていくべきものです。神様があなたに求めておられる唯一のこと
は、成長したいと願い、毎日みことばに取り組む時間を取るために自分を訓練する意
欲を持つことです。

本書の学びを進めるにつれて、あなたは聖書研究という良い習慣を確立していきます。
毎日聖書を読んで充実した時間を過ごす習慣が身に付いていくのです。その習慣を養うに
はほんの数週間しかかかりません。この学びを終える頃には、あなたは一生涯に亘る訓練
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の基礎を築いています。また、本書の質問に実際に答えを書き入れていけば、神様があな
たに聖書を通して何を語られ、あなたは祈りの中でどう応答したかを日記のように記録す
ることになります。これにより、聖書研究の日記をつけるという信じがたいほど豊かな習
慣の基礎を築けるのです。

・第二テモテ 3：14－15 を読みましょう。あなたが罪から救われたのは、テモテの場
合と同様に聖書のメッセージを聞いてそれを信じた結果です。

・テモテが聖書的基盤を築くにあたり、聖霊の他にどのような人間の影響があったと想
像できますか。

・第一ペテロ 2：1－3 を読みましょう。生まれたての赤ちゃんはほとんどいつもお腹
がすいているように見えます。神様は赤ちゃんがお母さんのお乳を飲んで正常に成長
できるように食欲を与えているのです。たとえクリスチャンになって何年も経ってい
ても、ペテロは赤ちゃんと同じように神様のみことばを慕い求めるようにと教えてい
ます。そうすれば霊的な歩みにおいて成長していきます。みことばの乳をよく飲まなけ
れば、3 節にあるように神様との関係が不健康になるだろうとペテロは言っています。

・ここで学びの手を休め、あなたが神様のみことばにどれほど渇いているかを正直に考
えてみましょう。誰でも霊的に乾きを覚える期間を過ごすことはありますが、聖霊に
満たされたクリスチャンは聖書を読む時間をきちんととって心の充足、喜び、平安を
見出すはずです。聖書の学びに喜びも目的もないと感じる方は、以下の原因がないか
考えてみましょう。

・あなたは本当に神様を知っていますか。自分の罪を離れ、イエス・キリストの成就し
たみわざを信じて新しく生まれたという経験をしていないと思う方は、聖書からき
ちんと話してくださる方のところに行って、その方と話してみてください。

・本当にキリストを信じてはいるのですが、何かの罪があってそれが神様との交わり
を妨げているのかもしれません。そうであれば、聖霊に満たされた生活を送ってい
るとは言えません。自分の罪を神様の前で認め、みことばの約束のとおりに赦しと
清めをいただき、第 3 課の聖霊に関する学びを参考にして聖霊に満たされた歩みを
再開するための指示に従いましょう。

・他の可能性も考えられます。上記のいずれにも当てはまらない場合は、誰か他の
人にアドバイスを求め、聖書を通して自分と神様との関係を改善することをお勧
めします。
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・ヨハネ 15：1－10 を読みましょう。この箇所には「とどまる」ということばが何度
も出てきます。キリストにとどまるとはどういうことだと思いますか。

・ヨハネ 15：7 には二種類の「とどまる」ことが書かれています。一つはキリストに
とどまることですが、別の「とどまる」ことにも言及しています。それは祈りが答え　　
られるのに必要なものですが、どういうことでしょうか。

・5 節には、キリストを離れてはあなたは何もできないと書いてあります。あなたは本
当にそれを信じていますか。

・今あなたが直面している問題の中で、最も重要なものを二つか三つ挙げてみましょう。

・あなたがキリストにより頼みつつ取り組んでいる、もしくは取り組もうとしている仕
事、活動、問題は何でしょうか。少なくとも二つ、具体的なことを書いてみましょう。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第５課

祈り：神様との会話

正しい祈り方はどうすればわかるのでしょうか。

暗唱聖句：エペソ 6：18

☞今週の学びのポイント：祈りは神様と繋がる命綱です。

ルカ 11：1 には、弟子の一人がイエス様に近づいて「主よ。祈りを教えてください。」
と言ったことが書かれています。イエス様は祈りの「ハウツー」を長々と語ることはなさ
らず、天のお父様との会話のモデルを教えました。祈りは神様と話すことです。ちょうど
幼い子供がたどたどしいことばで話しているうちに本当に話せるようになるのと同じで、
祈りを学ぶには実際に祈ることが大切です。

話し始めたばかりの小さな子供は限られたことばしか使えません。大抵は生活に必要な
基本的なことばが中心です。「お腹すいた。眠い。あれちょうだい。」などです。祈りを学
ぶのもこれとよく似ています。基本的なレベルから始め、成熟するにつれて神様との会話
をどんどん深めていけるのです。

この課では、聖書的な祈りの重要な要素をいくつか学んでいきます。けれども、主眼を
置くのは神様と話す訓練と習慣を身に付けることで、特別な祈りの技術をマスターするこ
とではありません。神様が聖書を通してあなたに語ってくださるように、あなたも祈りを
通して神様に語りかけるのです。

１日目：　祈りは私と神様の会話です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・祈りの本質をよく理解できるように神様に願いましょう。

第一課では、聖書の中でも特によく知られている箇所の一つについて考えました。「主
の祈り」です。この素晴らしい祈りを文字通りそのまま祈るのが好きな人たちもたくさん
います。けれども、イエス様の本来の意図は、一語一句そのとおりに祈るというよりむし
ろ模範となる祈りを弟子たちに示すことにありました。イエス様は先ず、祈りの基本姿勢
について話されました。
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・マタイ 6：5－6 を読みましょう。人前で祈ったり他の人と一緒に祈ったりするのは
悪いことではありません。しかし、神様と話すというより自分が祈っているのを他の
人に見てもらいたいとか聞いてもらいたいという動機で祈る偽善的な祈りには問題が
あります。イエス様は祈りを通して神様とだけの個人的な時を過ごすことが大切だと
教えておられます。

・聖書を読んで祈ることによって神様と過ごすために、毎日決まった時間を設けていま
すか。それはいつですか。そして、その時間にあなたがいつもするのはどんなことで
すか。まだ自分のスケジュールに合わせて毎日決まった時間を聖書と祈りのために確
保できていない人にとっては、毎週 5 日間をかけて本書の学びを最後まで忠実に終え
れば、聖書の学びと祈りを毎日続ける良い習慣を確立する手立てとなるでしょう。

・神様との時を過ごすのにいつも決まった場所がありますか。それはどこですか。家で
一人だけになれる所があればそれがいいでしょうし、喫茶店や図書館の一角にそのよ
うな場所を見つけるのもいいでしょう。

・マタイ 6：7 を読みましょう。この節で、イエス様は何について警告をしていますか。

・マタイ 6：8 を読みましょう。祈りの中で神様に話す内容について、あなたから聞く
まで神様がそれを知らなかったというものがあるでしょうか。神様に祈る時に、触れ
てはならない話題があるでしょうか。

・マタイ 6：9 を読みましょう。あなたを愛し、あなたと話したいと願っておられ、あ
なたの話を聞いて下さる天のお父様がおられます。

・9 節で、「父」のすぐ前にあることばは何ですか。

・祈りはきわめて個人的なものですが、それでも神様は「私たちの」お父様です。祈り
の中に家族としての視点が示されています。
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・今週他の誰かと分かち合うことのできる祈りの課題を書き出しましょう。そして、そ
の相手の人の必要のためにも祈りたいと話して、その人の祈りの課題を聞き、祈りま
しょう。双方の祈りの課題を書き留めておけば、神様がいつどのようにその祈りに答
えてくださったかをお互いに分かち合うことができます。

・9 節は神様の御名について何と言っていますか。

・神様の御名は神聖で清く、特別で聖別されたものだという考えを表現する言い方はい
ろいろあります。

・神の御名があがめられる為に、あなたの生き方の中でいくつかできることはありませ
んか。

・クリスチャンとして、あなたはキリストの御名を背負って生きています。クリスチャ
ンはキリストに従う者、キリストの弟子、キリストに学ぶ者です。今週、あなたの生
活を通してキリストの御名を特別なものとして輝かせる具体的な方法を、今書き留め
ましょう。例えば、職場で噂話をしたり分裂を引き起こしたりしているなら、キリス
トによって平和を作る者に変えていただこうではありませんか。そうすればキリスト
の御名の栄光を輝かせることになるのです。

・マタイ 6：10 を読みましょう。この箇所を注意深くまた祈り深く熟考しましょう。
その後、祈りはあなたの願いを中心にすべきものか、それとも神様のみこころを中心
とすべきものか、説明してみてください。

祈りは地上でのあなたの人生の問題に関して天のお父さまのみこころが行われるように
する道です。言い換えると、祈ってみことばを読むことにより、人生の課題、問題、機会
に対処するための神様の考えがわかります。祈りは、神様に良い印象を与える、神様に気
に入られる、そして自分の願いどおりにしてもらうための手段ではありません。こうした
理解は効果的な祈りをするために重要です。明日は、主の祈りの残りの部分を学んでいき
ます。
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２日目：  祈りは毎日の食物と同じように必要なものです。

今日の祈りの重点：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・今日のあなたの生活の中で一番大切な問題について神様に話しましょう。

マタイ６章に書かれた祈りの模範としての主の祈りの後半にも注意しなければなり
ません。

かて
・マタイ 6：11 を読みましょう。「日ごとの糧」は、今日あなたの命を維持するのに

必要なものを象徴しています。あなたの「欲する」ものとか必要だと「思う」もので
はなく、あなたが本当に「必要」とするものに眼目が置かれています。

・ピリピ 4：19 を読みましょう。神様に日ごとの糧を求めるという祈りへの招きは、
物質的な必要のためだけではなく、あらゆる必要について求めなさいという招きで
す。あなたの生活の中で物質的な必要の他にどんな必要があるかをいくつか挙げてみ
ましょう。

とが
・マタイ 6：12 を読みましょう。罪について話す時に、聖書では不法、負い目、咎な

ゆる
どのことばを使っています。イエス様は、あなたの犯した具体的な罪を赦してくださ
るよう神様に祈るとともに、あなたが他の人を赦せるように祈りなさいとも教えてお
られます。

・マタイ 6：14－15 を読みましょう。赦しという概念は非常に大切なので、イエス様
は主の祈りを教えた後でもう一度赦しを強調されました。

・エペソ 4：32 とコロサイ 3：13 を読みましょう。この二つの箇所で、使徒パウロは
赦しについて同じ真理を力説しています。

・あなたがまだ赦していない人はいないか考えてみましょう。

・あなたがその人（たち）を赦せないのはなぜか、考えてみましょう。
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・あなたは、自分がまだ赦せずにいる人に対する悪意や苦々しい気持ちがあり、そのせ
いで罪悪感に悩まされたり、祈っても聞かれないと感じることがあったりするのでは
ないでしょうか。

・まだ赦せないと思う人がいる場合、聖書の教えによればあなたは何をすべきでしょ
うか。

・マタイ 6：13 を読みましょう。この祈りを別の言い方で表現すると、誘惑に引かれ
ないように祈り求めることです。

・ヤコブ 1：1－4 を読みましょう。この箇所は信仰が試されるための特殊な試練につ
いて語っています。あなたは試練によって試され、強く成長します。

・ヤコブ 1：12－15 を読みましょう。ここで説明されている誘惑は、罪の性質の故に
罪におびき寄せられるものです。このような誘惑は神様からではなく、自分の肉の欲
から来るものです。

イエス様は、正しい選択ができるように、そして自分の欲望のせいで人生にたびたび起
こる誘惑のわなに引き寄せられないように力をくださいと祈ることを教えておられます。
つまり、神様の御霊があなたを支配し導いてくださり、あなたの罪の性質が支配権を握ら
ないように祈るのです。誘惑されること自体は罪ではありません。自分の欲望に支配され
るままに生きて誘惑に負けた結果、罪が生じるのです。

この世界は神様のもので神様の王国です。世界の中心はあなたではありません。神様を
喜ばせるために生きるべきであり、神様は自分の願いをかなえてくれる召使だなどと勘違
いしてはいけません。昨日学んだように、祈りは神様の目的を知るためにささげるもの
で、神様にあれをしろ、これをしろと命令するためのものではありません。

・あなたを悩ませている誘惑がありますか。あるとすれば、それは具体的にどんなこと
でしょうか。問題解決の鍵は、一生懸命努力することでも意志の力を増強することで
もありません。誘惑とその結果としての罪におびき寄せられないように神様に祈るこ
とです。そうすれば、13 節にあるように、自分の力ではなく神様の力によって勝利
できるのです。そして、あなたを誘惑に勝たせてくださることにより、神様のご栄光
が表されます。
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・上記の質問で書き出した誘惑におびき寄せられることなく、正しい生き方をする力を
くださるように、また、あなたの生活が変わることによって御名に栄光があるよう
に、今神様に祈りましょう。この祈りの課題を書き留め、日付も書いておきましょう。
そうすれば、神様が勝利をくださった時に感謝をささげるのに役立ちます。

３日目：　私の祈りは完全なコミュニ

ケーションであるべきです。

今日の祈りの重点：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・祈りの新しい側面を教えてくださるよう神様に祈りましょう。

祈りの経験を積み、聖書の知識も増えるにつれ、祈りの要素もより良く理解できるよう
になります。

・エペソ 6：18 を読みましょう。この箇所には「すべて」ということばが何度か出て
きますが、「すべて」とはどういう意味でしょうか。

・すべての祈りを捧げるためには、様々な祈りを知る必要があります。祈りは一般的な
用語で、私たちが神様とコミュニケーションをとるいろいろな方法を指していると
言えます。

・願いは特別な課題を指し、エペソ 6：18 に出てきます。祈る時にはできるだけ具体
的に祈りましょう。そうすれば、いつどのように神様が祈りに答えてくださったかが
はっきりわかります。

・とりなしは他の人のために具体的に祈ることで、パウロはこの箇所ですべての聖徒、
すなわち信者のために願いを捧げると言っています。

・ローマ 8：26－27 と 8：34 を読みましょう。聖霊とイエス・キリストがあなた
のためにとりなしてくださるのですから、あなたもそれに倣い、他の人たちのた
めにとりなしの祈りをしようではありませんか。
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・第一テモテ 2：1 を読みましょう。この箇所からもまた、他の人たちのために
祈り、とりなすよう神様が求めておられることがわかります。

・感謝も第一テモテ 2：1 で言われている祈りの要素のもう一つです。祈りには神様へ
の純粋な感謝が含まれるべきです。

・コロサイ 4：2 を読みましょう。この箇所は感謝をもって祈る必要を明確にし
ています。

・ヘブル 13：15 を読みましょう。感謝の他に、この箇所では神様とのコミュニケ
ーションに賛美という要素を加えています。

・賛美は神様がどのようなお方かを言葉をもって称賛することです。

祈りはあなたの必要を訴えて神様がそれを与えてくださるようにお願いするだけのもの
ではありません。祈る時には、今学んだ 4 つの要素を入れた祈りをするようにしましょう。

・賛美：神様のご性質をほめたたえるために少なくとも３つの賛美を書いてみてくださ
い。それを用い、神様がどのようなお方かを覚えて賛美しましょう。詩篇には賛美の
祈りがたくさん入っていますから参考にすると良いでしょう。

・感謝：神様に感謝することを少なくとも 3 つ具体的に書いてみてください。神様がな
さることについて感謝しましょう。
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・願い：これからの 1 週間に神様にお願いすることを少なくとも２つ具体的に書き出
し、日付も入れておきましょう。

・とりなし：他の人たちのためにお願いすることを少なくとも２つ具体的に書き出し、
日付も入れておきましょう。

今学んだ祈りの要素はチェックリストや祈りの形式として示したわけではありません。
特定の順序や優先順位があるわけでもありません。このような要素をバランスよく取り入
れて祝された祈りの生活をされるようお勧めします。このような素晴らしい神様とのコミ
ュニケーションを深めていくと、他にも祈りの特徴や原理を学んでいけるでしょう。

４日目：　祈りは神様との絶え間ない

コミュニケーションであるべきです。

今日の祈りの重点：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様があなたを強めて、今まで以上に忠実な祈りの生活を送らせてくださるように祈りま

しょう。

祈りの中核にあるのは、神様と話すという単純なことです。しかし、祈りは時々行う活
動などではありません。祈りは精神状態や生き方であると同時に、あなたを愛してくださ
る神様に絶えず結び付けてくれるものでもあります。

・エペソ 6：18 を読みましょう。いつ祈るべきだと言っていますか。

・第一テサロニケ 5：17 を読みましょう。どのくらいの頻度で祈るべきだと言ってい
ますか。
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親しい友人や親戚と長旅をして二人が何も言わないで座っているという時を経験したこ
とがありませんか。それは二人のつながりが切れたからではなく相手に腹を立てているか
らでもなく、その時に特に話すことがなかったというだけのことです。二人とも自分が何
か話せば相手はそばにいて耳を傾ける用意があるとわかっていますから、コミュニケーシ
ョンが途絶えたわけではありません。絶えず祈るとはまさにこのことで、神様に対してい
つでも会話の用意があるという姿勢を指しています。これはまた、神様とコミュニケーシ

ひざまず
ョンをとっている限り、跪く、立つ、床に大の字になる、歩く、運転するなどの体の姿勢
を問題にしなくてよいという意味でもあります。

・もう一度エペソ 6：18 を読みましょう。忍耐の限りを尽くして祈るとはどういう意
味だと思いますか。

問題についての神様のみこころを確信するまで祈り続けるべきです。時として、神様は
それは必要でないとか、かえって害を及ぼすとわかっていらっしゃるために、あなたの願
いどおりの答えをくださらないこともあります。また、すぐに祈りの答えを見られない
ことや、想像していたような形の答えが来ないこともあります。さらに、まだ告白してい
ない罪があり、それが妨げとなって祈りが答えられないことも考えられます。神様が具体
的な罪や間違った態度（考えのパターン）など、あなたがまだ気付いていないことを示し
てくださるように祈りましょう。

時には、あることについて繰り返し祈り続け、ついに神様がどのようにあなたの祈りに
答えようとしておられるかを知らせてくださって、心に平安が与えられ、自分の祈りが変
えられる時もあります。例えば、ヘブル 11：13 には、たとえ死後であっても神様が祈り
に答えてくださるという確信を得るまで祈りを止めなかった、旧約聖書の信仰の人たちの
ことが記されています。

・以下の箇所を読み、祈りが答えられない理由を書きましょう。

・詩篇 66：18　

・マタイ 6：14－15　

・第一ペテロ 3：7　

・ヤコブ 4：2　

・ヤコブ 4：3

・箴言 28：9　
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・上のリストを注意深く見て、あなたの人生の中で効果的な祈りを妨げている要因を具
体的に挙げてみましょう。

・この問題についてあなたはどう対処したらよいでしょうか。

よいコミュニケーションが皆そうであるように、祈りには気持ちを集中させることと努
力することが不可欠です。祈りを通して、あなたは神様との関係を深め、人生の問題につ
いての神様のみこころを知ることができます。

・コロサイ 4：2 を読みましょう。目を覚まして祈るというエペソ 6：18 の教えと同じ
ことが言われているのがわかりますか。

・マルコ 14：38 を読みましょう。

目を覚まして祈るとは、目を覚ましたままよく気をつけているということです。イエス
様がマルコ 14 章で警告しているように、祈っているとつい気が散ってしまって祈りに集
中できない経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。目を覚まして祈るために有効
な方法の一つは、祈りの日記をつけることです。このテキストを学んできた方は、もうす
でに祈りの課題と聖書を通して教えられたことを記録していますね。

このコースの学びを進めていくうちに、祈りと聖書を通して神様とどうコミュニケーシ
ョンしたかを記録していく日記をつけ始めるといいでしょう。安いノートを用意し、毎日
具体的な祈りの課題とその日聖書から学んだ中で最も大切なことを記録するだけでいいの
です。神様が祈りに答えてくださったら、日記の中でその課題を最初に書いた日のページ
を開き、欄外や別の欄にそれを書き入れられます。質問があれば、もっと経験のある先輩
クリスチャンに相談してみましょう。このテキストが終わるまでは、これを日記代わりに
使い、学びがすべて終了した時点で別のノートに日記をつけ始めてもかまいません。
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５日目：　祈りによって神様との関係が深まります。

今日の祈りの重点：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・今日神様との関係が深められるように祈りましょう。

神様があなたの祈りに答えてくださるのを見ると、信仰が成長し、神様との歩みが日ご
とに現実的で尊いものになるでしょう。祈りは何かの活動以上に大きなものですし、ただ
の気持ちの持ち様だけの話でもありません。祈りはまさにあなたと神様の関係の中核を成
すものなのです。

・第一テモテ 2：5 を読みましょう。あなたを神様と結び付ける唯一の方はどなたです
か。あなたは祈りを神様に取り次ぐ地上の仲介者となる祭司も他の誰かも必要としま
せん。イエス・キリストが天におけるあなたの祭司だからです。

・ヘブル 4：15 とヘブル 10：19－23 を読みましょう。祈りの中で持てる確信につい
て説明し、その理由も書きましょう。

・第一ヨハネ 5：14－15 を読みましょう。この箇所もまた、神様のみこころにかなう
祈りをするなら、神様はその祈りを聞いてくださるという確信を与えてくれます。
この確信を持って祈るためには神様のみこころを知る必要がありますが、それはどこ
で見つけることができると思いますか。

・ピリピ 4：6－7 を読みましょう。今、あなたの人生で一番気がかりなこと、心配な
ことを書きましょう。この箇所では、そのような心配にどのように対処すればよいと
言っていますか。

・第一テサロニケ 5：18 を読みましょう。恵みをたくさんいただいた時には何の問題
もなく神様に感謝できるのではないかと思います。けれども、恵みをすぐ目の前に見
られなくてもやはりすべてのことに感謝すべき時もあります。
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・今あなたの生活の中で一番困難を覚える状況は何でしょうか。上記の箇所はそのよう
な中であなたがどうすべきだと教えていますか。その教えを今実行しましょう。

祈りは全きものであるべきだと学びましたが、祈りで大切なのはあなたと父、子、聖霊
なる神様との関係も全きものであるということです。そして、神様との祈りにおける全き
関係があると、あなたは体と心と霊において全き者とされるのです。

・ヨハネ 14：13－14、15：15、16：23－24 を読みましょう。

・あなたはだれに向かって祈るべきでしょうか。

・誰の名前によって祈るのでしょうか。

多くの人が「イエス様の御名によって祈ります。アーメン。」などといって祈りを閉じ
ます。そのように言うのはいいことですが、そう言わなければいけないとか、そう言えば
祈りが答えられるという保障があるというわけではありません。「イエス様の御名によっ
て」と言うのは、実際そのことばを口にするかしないかに関わらず、イエス・キリストの
死、埋葬、復活があるからこそ神様は私たちの祈りに答えてくださるのだということを認
めるためです。

・エペソ 2：18 と 6：18 を読みましょう。

・ユダ 20 を読みましょう。

御霊によって祈るとは自分勝手な願いを祈るのと正反対です。祈りは徹底的に神様との
霊的な関係であるべきものです。あなたの内に住んでおられる神様の御霊は、天のお父様
に直接話せるようにしてくださいます。御子イエス・キリストの御名によって祈るので大
胆に神様のご臨在に近づくことができます。神様のみことばである聖書を読んで神様のみ
こころを求めるために最善を尽くします。ですから、神様が神様の方法とタイミングであ
なたの祈りに答えてくださるという確信を持てます。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や意見
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第６課

導き：神様が私を導いてくださる方法

神様はどのように私を導いてくださるのでしょうか。

暗唱聖句：エペソ 5：17

☞今週の学びのポイント：神様は聖書、御霊の証し、地域教会を通して私を導いてくださ
います。

イエス・キリストに従う者のほとんどすべてが、神様の導きはどうしたらわかるのかと
いう疑問を抱いたことがあるか、今抱いている、または将来抱くようになるものです。生
きていく上で毎日たくさんの決断を迫られます。日常的なこともあれば、滅多にない重要
な事柄もあります。人生の様々な局面で、誠実に生きようとするクリスチャンはどうした
ら正しい選択ができるのでしょうか。

神様がどのようにあなたを導かれるかを理解するには、聖書はすべてのクリスチャンの
生き方について明確に教えてくれるという認識を出発点にするといいでしょう。時代や場
所や文化を超えて、神様が私たちすべてに望んでおられることがあります。さらに神様は
クリスチャン一人一人にその人だけの特別のご計画を持っておられ、人生に起きるあらゆ
る事について最善の選択ができるように導いてくださいます。この課では、神様がどのよ
うに導いてくださるか、またあなたが神様の指導に従うための助けをどのように見つける
かを学んでいきます。あなたは神様が望んでおられるとおりの者になることに関心を向け
ていさえすればいいのです。あとはあなただけの特別のご計画を成し遂げる人生が送れる
ように、神様が一歩一歩導いてくださいます。

１日目：　神様の私に対するみこころは、

聖書を読むとわかります。

今日の祈り:
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるよう神様に祈りましょう。
・今日聖書を読んでわかった真理を自分に当てはめ、実生活に適用できるよう祈りましょう。

神様のみこころとは神様が願っておられることで、どんな場合にも神様が定められた目
的、選択、希望を指します。イエス様はヨハネ 5：30 において、自分自身の望むことで
はなく、父なる神様の望むことをするために来られたのだとおっしゃっています。イエス
様は、この献身をヨハネ 6：38 やその他の機会にも繰り返しておっしゃいました。私た
ちも神様のみこころに対して同じ思いがあります。主の祈りでは、みこころが天で行われ
るように地でも行われますようにと祈ることを学びました。
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・エペソ 5：17 を読みましょう。自分の人生に対する神様のみこころを理解すべきで
す。神様がみこころを知ってほしいと思っておられるのですから、あなたは神様に近
づいて行ってそれを理解することができるに違いありません。

・第一コリント 2：11－16 を読みましょう。第４課でもこの箇所を読み、神様の知恵
とこの世の知恵を対比させて考えました。パウロは 16 節で私たちにはキリストの心
があると言ってここでの主張の結論としています。ここで使われている「心」という
ことばには「目的」とか「意志」という意味もあります。神様のみこころを最もよく
私たちに伝えてくれるのが神様のみことば、つまり聖書です。

聖書には神様のみこころが明確に宣言された部分があります。あなたの責任はみこころ
を知り、キリストの模範に倣って自分の望みより神様のみこころを追求し、そのみこころ
が地でもなされますようにと祈ることです。

・以下の聖書箇所を読み、それぞれについて神様のみこころは何かを書きましょう。

・ローマ 12：1・2 

・第一テサロニケ 4：3・7 

・第一テサロニケ 5：18 

・第一ペテロ 2：13－15 

・上記の箇所を読んで自分の生活を省み、神様のみこころに沿っていないと気付いたこ
とがありませんか。それはどのような分野のことですか。
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・自分の望みよりも神様のみこころを求めるために具体的にできることはないでしょう
か。よくわからなければ、他の人にアドバイスを求めてみましょう。

・ヨハネ 7：17 を読みましょう。神様のみこころを行う、あるいは行おうとするなら、
その結果として神様の真理についての確信が強まっていきます。

祈り深く、また神様の御霊の導きに従って聖書を読めば、聖書を通して神様のみこころ
がわかります。次に何をするか、どんな決断をするのが正しいのかがはっきりしない場合
でも、聖書を通して明確に示された神様のみこころに従って生きる生活を始めることはで
きます。聖書を通してはっきりと教えられている神様のみこころはたくさんあるので、ま
ずは熱心にそれに従いましょう。そうしているうちに、次の段階に進むための神様の具体
的な導きについて、はっきりと確信が持てるようになります。

２日目：　神様は私の人生について特別な

ご計画を持っておられます。

今日の祈り:
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるよう神様に祈りましょう。
・どんな目的を持ってあなたを造ってくださったのか、もっと良く理解できるように導いてく

ださいと祈りましょう。

聖書の中に記された神様のみこころの多くは、キリストに従うすべての人に等しく適用
されます。同様に重要なのは、神様が個人としてのあなたに関心を持ち、あなたの人生の
ために特別な計画を持っておられ、それに応じてあなたに賜物を与えておられるのを知る
ことです。

・ヨハネ 1：40－42 を読みましょう。イエス様はシモンの名前を「岩」という意味の
ペテロに変えました。イエス様はペテロの人生のために目的を持っておられ、将来の　　
ペテロの姿を見ていたのです。

・ヨハネ 1：48 を読みましょう。イエス様はナタナエル自身がイエス様に気付かない
うちに、ナタナエルを見て彼のための計画を持ちました。

・使徒 26：13－20 を読みましょう。パウロは自分とキリストとの出会いを語り、自分
の人生に対する神様の特別な目的について詳しく話しました。
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ペテロ、ナタナエル、パウロの人生に他の人とは違う特別の計画を持っておられたのと
同様に、神様はあなたの人生についても特別な計画を持っておられます。この計画は一挙
手一投足に至るまで指図する複雑な設計図ではなく、あなたの賜物、才能、能力、興味、
背景、性格に合ったおおまかな目的を持ったものです。神様の目的は、神様が意図された
ようにあなたがあなたらしく生きることです。神様はこの計画を隠したりはなさいませ
ん。むしろあなたが神様の用意してくださったことすべてを経験し満喫するため、みこと
ばの真理と御霊の導きに従うよう招いておられるのです。

・エレミヤ 10：23 を読みましょう。エレミヤは導きを求めていましたが、自分自身の
うちにはそれがないとわかっていました。

・箴言 3：5－6 を読みましょう。この箇所には、神様が私たちをまっすぐな道に導く
ために必要な３つのことが書かれていますが、それは何ですか。

・この３つの中で一つでも自分に欠けていると思うことがあれば、その状況を正すため
にどんなことができるでしょうか。

箴言 3：6 は態度や習慣や生き方を含め、あなたの行く所どこにおいても神様を認めるよ
うに教えています。そうすれば、神様があなたの「道」をまっすぐにされると約束されて
います。この「道」ということばは、たくさんの人が通ったためにくっきりと跡のついた
ルートという意味のヘブル語のことば、すなわち実際には大型の馬車が絶えず往来するた

わだち
めにできた「轍」を指すことばを訳したものです。神様はあなを明確な道、あなたより前
に歩んだ人たちも通った道、しかも他の人とは違うあなただけにぴったりの道へ導こうと
しておられるのですから、自分の人生を神様にお捧げするのを恐れる必要はありません。

・あなたの人生の中で、まだ神様の導きを考慮したこともない特定の分野はないでしょ
うか。例えば、慣れた仕事を続けているため、仕事に関してはあえて神様の指示や支配
を求めたこともないなどです。具体的なことが思い浮かばなければ、自分の人生のど
の分野で神様を認める必要があるかを明らかにしてくださるよう神様に祈りましょう。
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・イエス・キリストの真の弟子は、個人的な計画を神様に明け渡している人です。あな
たの計画を神様が祝福してくださるように求めるより、むしろ神様の計画と目的にあ
なたを導き入れてくださるように願いましょう。この点を今日の祈りの中心としてく
ださい。

・ピリピ 2：13 を読みましょう。神様は、あなたがみこころを行えるようにというだ
けでなく、自分の願いよりも神様のみこころを求める心を持てるように働いてくださ
います。

箴言 3：5－6 の教えに従い自分の人生の支配権を神様に明け渡す時、神様があなたの
道をまっすぐにされる、という神様の導きに従う人生の土台を築くことになるのです。

３日目：　神様は三つの重要な助けを

用いて導いてくださいます。

今日の祈り:
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるよう神様に祈りましょう。
・神様があなたを導くために与えてくださる助けを最大限に活用できるように祈りましょう。

針路を記入する航海士は、一般的に知られた明確な地点二ヶ所以上を使い、それを基に
海図で自分の位置を確認します。神様の導きを知るのも同じで、３つの信頼できる助けが
使えます。そして、その３つがそろってあなたがしたいことと一致する場合、あなたは正
しい選択をしていることを確信できるのです。また、何をすべきかわからない時も、その
３つが正しい選択を示してくれるはずです。この３つの助けとは、聖書、神様の御霊、教
会です。本課では、神様があなたを導くためにこの３つの重要な助けをどのようにお用い
になるかを詳しく学んでいきます。

・第二テモテ 3：15－17 を読みましょう。15 節を見ると、神様が聖書を用いてテモテ
を救いに導かれたことがわかります。あなたが救われた時も同じでした。神様を信じ
る決心をした後も、神様はあなたを導くために聖書を用い続けます。

・17 節を見ると、聖書を通して神様があなたの人生で成し遂げたいと思っておられる
究極の目的とは何でしょうか。それを自分のことばで説明してみましょう。（聖書に
は完全ということばを罪がないとか欠点がないという意味では使っておらず、成熟
し、神様の目的のために整えられている状態を表すのに使っています。）
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・16 節を見ると、聖書にはあなたの人生のために有益な機能が４つあると言っていま
すが、それは何ですか。

・その 4 つの機能はそれぞれ具体的にはどういうことでしょうか。自分のことばで説明
してみましょう。

・聖書の 4 つの機能の中から一つを選んで、その点について神様がどのようにあなたを
導いてくださったかを具体的に書きましょう。あるいは、その 4 つの分野のいずれか
について、自分に何が必要かを書き、今週聖書を学ぶ中でそれについて神様が導きを
与えてくださるように祈りましょう。

・神様は聖書の学びを通してあなたを導いてくださいます。他の人が聖書から教えたり
説教をしたりするのを聞く時に、また聖書に関する本を読むことによって、さらには
他の人と気軽に聖書について話し合う中でも、神様は聖書を通してあなたに語りかけ
てくださることが多いのだということを心に留めましょう。

・ガラテヤ 5：16－26 を読みましょう。御霊によって歩むことの重要さ、肉の行い
と御霊の実の対比とが強調されていることに注目してください。

・ガラテヤ 5：18 を読みましょう。規則や禁止事項を守って生きることや、正しい
ことを行うよう懸命に努力することによって神様を喜ばせようとする人たちもいま
す。パウロが主張しているのは、そうした律法の下にある生き方は内側にある悪い
願いをかき立てるだけだということです。あなたが目指すべきはクリスチャン一人
一人に内在し、あなたの心の中にも住んでおられる御霊に導かれて歩むことです

（エペソ 3：16）。そうすれば、神様の義が内側から自然にあふれ出てきますが、こ
れは人間が無理して努力した結果生み出された義（洋服を着るのと同じようにうわ
べを飾るために着る独善）ではありません。
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・ローマ 8：14－16 を読みましょう。御霊に導かれることに関する解説をもう一度見
てみましょう。16 節では、あなたの内に住んでおられる御霊があなたの霊とともに
証しすることができると言っていることに注意を払いましょう。これは、第 3 課で学
んだ内なる声です。時には、聖霊は他の成熟したクリスチャンの助言や環境を通し
て証しし、あなたの行くべき道を確かなものとしてくださることもあるでしょう。

・神様はあなたを導いて、あなたの内におられる御霊の証しを見分けられるようにして
くださいます。御霊は、環境や他の人の意見などを用いてあなたの心の中で証しをす
ることもあります。これは怪しげで神秘的なことではなく、完全に超自然的な御霊の
働きです。

・エペソ 4：11－16 を読みましょう。この箇所には、キリストのからだが共に働いて
一人一人のクリスチャンが惑わされないように守り、各人を霊的な成熟に導く様子が
描かれています。

・神様は教会を通してあなたを導いてくださいます。キリストのからだには多種多様な
人たちが含まれており、あなたとはまったく違う背景を持った主のしもべの一人を用
いて人生の重大な局面であなたに語りかけてくださることもあるかもしれないことを
心に留めておいてください。そのようにいろいろなクリスチャンたちに話を聞く機会
が多いのは、言うまでもなくあなたの属する地域教会の中でしょう。

・あなたにはこのようにお互いに力づけ合い、守り合い、導き合うことのできる母教会
がありますか。

・あなたは毎週忠実に礼拝に出席していますか。もしそうでない場合は、今週末は地域
教会の礼拝に行く決心をしましょう。

聖書の学びと祈りに毎日時間を使う訓練について学んできましたが、それと同様に毎週
教会に行くことも必要です。毎週きちんと教会に行くことにより、神様はあなたの霊的な
歩みを導いてくださるからです。理想通りの教会はありませんが、聖書を教える賜物のあ
る牧師や教師のいる教会を探す必要がありますが、その際、御霊があなたの霊と共に、行
くべき教会はここだと証ししてくださいます。

今日学んだ要素（聖書、聖霊の内なる証し、教会）が整ったら、神様の導きをよりはっ
きりと見極められるようになります。
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４日目：　神様のご計画は、何をするかより

どういう者であるかについてのものです。

今日の祈り:
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるよう神様に祈りましょう。
・あなたの人生の中で改善が必要な分野を示してくださるように、また、みこころに従うこと

ができるように神様に祈りましょう。

誰でも正しいことを行い、正しい決断をし、正しい道を歩みたいと願っています。昨日
は、あなたを人生の正しい道へと導くために神様がお用いになる要素、すなわち証しが３
つあると学びました。正しいことをしたからと言って、必ずしもあなたがあるべき正しい
人間になるわけではありません。しかし、もしあなたが神様に喜ばれる者であれば神様は
必ずあなたが正しいことができるようにしてくださいます。ですから、何をすべきか、ど
こへ行くべきか、何を言うべきか確信が持てない時は、神様があなたに求めておられるあ
るべき姿でいられるように努めましょう。時が来れば具体的なことはわかります。

・コロサイ 1：25－28 を読みましょう。28 節にはパウロの働きの望ましい最終的な成
果が書かれているので注意して読みましょう。それは、すべての人をキリストにあっ
て完全で成熟し、完成されてよく整えられたものとして立たせるためです。この成熟
はイエス・キリストにあるすべての弟子が目標とすべきものです。

・コロサイ 2：6－7 を読みましょう。あなたはどのようにキリストを自分の救い主と
して受け入れたかを覚えているでしょう。あなたは永遠の命をいただくのに値するよ
うなことは何一つしませんでしたが、みことばを通し信仰によって神様の恵みを受け
入れました。それこそがキリストにあって歩むべき道です。もっと霊的になるため、
あるいは神様や他の人に受け入れられるために努力して何かをするのではなく、信仰
を通し、恵みによって神様が望まれる者になろうとする歩みです。

・コロサイ 2：8 を読みましょう。神様と正しい関係をもって歩むにはこれをしなけれ
ばならないという自分の意見を言ってくる人はどこにもいるものです。その意見が聖
書の語る真実と異なるなら、気を付けてください。

・善意からではあっても、聖書に反することを言ってあなたを説得しようとしたり、神
様や他の人に受け入れられるためにはこれが必要だと断言したりする人に会ったこと
はありませんか。もしあれば、その時のことを説明してみましょう。
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・上で答えたような状況が起きた時、あなたはどうしましたか。また、どうすべきだっ
たと思いますか。聖書で何と言っているか明確にわかるまで、御霊の内なる証しの声
を聞くまで、また尊敬する成熟したクリスチャンにも確認してもらうまでは、軽はず
みに行動に移らないようにしましょう。

・コロサイ 2：9－12 を読みましょう。10 節にあなたがたはキリストにあって満ち満
ちていると書かれていることに特に注意を払いましょう。

・あなたはこれまでに劣等感と闘ったことがありませんか。具体例を挙げて、自分がど
のように不十分であり欠点があると感じたかを書いてみましょう。

・コロサイ 2：10 を読みましょう。身に着けるべき新しい態度や考え方とはどのよう
なものでしょうか。

・コロサイ 3：1 を読みましょう。この箇所によれば、あなたの現在の状態はどのよう
なものでしょうか。

・コロサイ 3：2－17 を読みましょう。１節にあなたがどのような者かが記されていま
す。これを基に、２節以下を読むとその結果としての生き方がわかります。何か特別
なものになろうとして特別なことをするのではありません。あなたはもう特別な者と
されているのですから、あなたの行動の仕方にそれが反映されているはずです。

・この箇所では、すでにキリストの内にあるという事実にふさわしく、あなたの生き方
を聖書の導きによって整える方法が語られています。それは何か、少なくとも７項目
を書き出しましょう。
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・この箇所から考えて、今週自分の生活の中で変えたいを思うことを一つ挙げ、それを
神様に求める祈りをしましょう。

神様が導いてくださるディレクション（方向）がよくわからない場合でも、神様が願っ
ておられるとおりの者になり、日々それを反映する生き方をすることに絶えず心を向けて
いくことができます。

５日目：　神様は一歩ずつ導いてくださいます。

今日の祈り:
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるよう神様に祈りましょう。
・御霊の導きにもっとよく従えるように祈りましょう。

神様は聖書、聖霊の証し、教会の助言、教え、励ましなどを用いてあなたを導いてくだ
さいます。時には心配になってずっと先の将来を知りたいという誘惑に駆られることもあ
るでしょうが、多くの場合、神様は一歩ずつ導かれます。出エジプト記 13：17 を見る
と、神様がイスラエル人をエジプトから救い出した時、神様は民が戦いを見て怖くなりエ
ジプトに引き返すといけないので、近道、すなわち最短のルートには導きませんでした。
神様が一度に一歩しか導いてくださらないこともありますが、それはあなたが恐れをなし
て神様に従わずに引き返そうとするのをご存じだからです。では、次の一歩すらわからな
かったらどうすればよいのでしょうか。

・使徒 16：1－7 を読みましょう。パウロは前の宣教旅行で設立した教会を訪問しよう
と考えていました（使徒 15：36）。パウロとシラスは以前テモテと会ってテモテに自
分たちのチームに入ってもらったという経緯のある教会を訪問しようと計画していま
した。この箇所では２回も、彼らがその計画を進めるのを御霊が禁じたと言っていま
す。パウロは御霊の導きを素早く悟り、自分の計画を無理して遂行しないようにしま
した。

・「自分で何かを起こす」ことと生活の中での御霊の導きに敏感に反応することの違い
がわかりますか。
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・御霊がドアを閉じられたと感じて自分の計画を断念したことがあれば、その時のこと
を説明してください。

・自分自身の力で何かを起こそうとした経験があれば、それを書き留めましょう。その
結果はどうでしたか。

・使徒 16：8－10 を読みましょう。自分の計画を神様が閉ざされた時、パウロは宣教
チームをトロアスの町に連れて行き、神様が次に何をすべきか明確に示してくださる
のを待ちました。幻という特別な啓示によって、神様はパウロにキリストの良き知ら
せをヨーロッパのマケドニア（今のギリシャ）へ伝えるべきだと示してくださいまし
た。これは歴史上最も重要な出来事の一つで、福音がヨーロッパ、南北アメリカ、ア
フリカ、極東に広まる結果につながったのです。パウロは次に何をすべきか確信を得
るまで待ちました。あなたにも特別な啓示があります。聖書です。次に何をすればよ
いのかわからない時は、静まって神様が示してくださるのを待つ時かもしれません。
神様は聖書、聖霊の証し、教会の他のクリスチャンからの助言などを用いてそれを示
してくださるでしょう。

パウロがマケドニアに着いた時には、次に何をすべきか全くわかりませんでした。パウ
ロを温かく迎えてくれる人たちもなく、土曜日に川のそばに集まって祈るユダヤ人の女の
人たちが数人いただけでした。パウロはその後まもなく、悪霊につかれた若い女の人に出
会うことも、それが元で町に暴動が起こりかけて牢屋に入れられることも、地震が起きて
生き延びることも知りませんでした。けれども、キリストのメッセージが根付き、ピリピ
の教会が始まるのです。パウロは後にこの教会に宛てて手紙を書きますが、それがピリピ
人への手紙です。一度に一歩ずつ、それが賢明な生き方です。

時として、自分のせいではないのにどうにもコントロールできない悪いことが起こるこ
ともあります。そのような場合、あなたはどうしますか。
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・第二コリント 12：7－10 を読みましょう。パウロがここで言っている肉体のとげが
実際には何だったのか正確にはわかりませんが、パウロにとって大きな心配の元であ
ったことだけは確かです。パウロは３回神様にそれを取ってくださるように祈りまし
たが、神様にはパウロに優る考えがあり、取り除いてくださいというパウロの願いを
そのまま叶えないことにより祈りに答えたのです。このことからパウロが学んだ大き
な教訓は何でしょうか。

・パウロはこの状況をコントロールできませんでしたし、神様はそれを取り除かないと
いう計画を持っていました。しかし、祈りの中でパウロはこの不快な状況に対処でき
るようにしてくださる神様の知恵を発見することができたのです。この回復の見込み
がない身体の不調を通して、神様はパウロの内面を強めてくださいました。

・繰り返し祈り求めているのに答えられず、どうしたらよいのかわからなかったという
経験がありますか。以前のことでもいいですし、現在悩んでいることでもかまいませ
んから具体的に書いてみましょう。

・今書き出した状況で、あなたはどのようにパウロの模範に倣い、神様の目的を学ぶこ
とができると思いますか。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想

73



第７課

礼拝：神様のご栄光のために生きる人生

神様の無条件の愛にどのように応答すべきでしょうか。

暗唱聖句：ヨハネ 4：23

☞今週の学びのポイント：神様だけが栄光と賛美を受けるにふさわしい方なので、私は霊
とまことを持って神様を礼拝します。

1600 年代半ば、英国のクリスチャンたちは真理に根差すクリスチャンの育成を目指し
て質疑応答集を書きました。最初の質問は「人にとって最も重要な目的は何ですか」で
す。答えは「人にとって最も重要な目的は神様の栄光をたたえ、神様を永遠に喜ぶことで
す」と書かれていました。本課では人類にとって最大の責任であり最大の恵み、すなわち
礼拝とは何かを学んでいきます。

礼拝という言葉は英語では worship ですが、これは古い英語で「価値」を表す worth と 
「状態・身分」を表す ship の２語を組み合わせたことばです。つまり、礼拝（worship）
は誰かあるいは何かに価値をおくことだと言えます。聖書的な礼拝はあなたがあらゆる価
値、賛美、敬意、関心、尊敬、賛辞、栄光を、それを受けるに値する神様に捧げるものです｡

心からの礼拝を神様に捧げないとすれば、それは神様の測りきれない価値や、全ての全
てである神様を理解し感謝する心がないためです。礼拝はあなたが神様の価値を知れば当
然の反応として捧げるものです。本課では、あなたが神様の無限の価値をさらに深く理解
できるような学びをします。

１日目：　礼拝は神様に対する私の評価を表すものです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・今日、神様がどのような方かを覚え、あなたにとってどれほど尊い方かを賛美する祈りの時

間を取りましょう。

あなたが崇拝（礼拝）する対象はあなたの基本的価値観を表します。映画スターやスポ
ーツ選手など、自分が価値を感じる世界のヒーローやヒロインを崇拝する人たちもいま
す。また、職業や所有物を崇拝する人もいます。神様を礼拝するとは、人生の中の何にも
優る価値が神様にあると認めることなのです。
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・第一歴代誌 16：29 と詩篇 29：1－2 を読みましょう。御名にふさわしい栄光を神様
に帰することは御名の価値を認めることです。名前はその人の人生を表すもので、
だからこそ「名声を守らなければならない」とか「名を上げたい」、「有名になりたい｣
などと言うのです。

・黙示録 4：10－11 を読みましょう。この箇所は礼拝と神様の価値を宣言することの
関係をはっきりと打ち立てています。

映画スター、スポーツ選手、職業を崇拝すると言う人もいるかもしれません。それは印
象深く聞こえますが、誰か（何か）を崇拝することにが、あなたの基本的価値観を表して
いることになるというのは厳しい言い方に思えるかもしれません。けれども、聖書の教え
は実に明快です。

・詩篇 115：1－8 を読みましょう。8 節では、偶像を作ったり拝んだりする人たちに
何が起こると言っていますか。

・エペソ 5：5 とコロサイ 3：5 を読みましょう。偶像礼拝は現代世界にはないと思っ
ている方もいるでしょう。しかし、この二つの箇所では、偶像礼拝をどのように定義
していますか。今日の社会ではどのような面でそれが見られるでしょうか。

・大好きなロックスターやバンドを崇拝する若い人は、自分も同じ声や音楽の才能を持
つ必要はありません。けれども、彼はやがてその人と同じような価値観を育み、それ
を反映した生き方を始めるでしょう。これが詩編 115：8 の適用です。

・ローマ 1：16－25 を読みましょう。この箇所では、神様を礼拝しないと他の物（人)
を礼拝するようになり、悲惨な結果を招く可能性があると厳粛に語っています。

・あなたの人生で神様よりも大きな価値を持つ人（物）がいる（ある）でしょうか。こ
の質問にすぐに答えを出さないで、ことばの表現を超えて心が映し出されることを覚
え、祈り深く答えを出しましょう。
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・何かを得たいがために近付いて来て口先だけで調子のいいことを言う人もいますね。
あなたは神様に対して同じようなことをしてはいないでしょうか。口先だけの礼拝を
していないか自己吟味をしましょう。

・礼拝が何かに価値をおくことであるとすれば、以下の分野においてあなたの生活を考
え、それぞれの分野で神様への礼拝を深められることを書き出してみましょう。

・時間の使い方：神様に対する価値観を表すような時間の使い方をしているでしょう
か。（たとえば、神様をもっとよく知るのに十分な時間を毎日聖書の学びに充てて
いるでしょうか。）

・お金の使い方：神様があなたにとってどれほど価値がある方かという考え方にふさわ
しいお金の使い方をしているでしょうか。

・才能、技術、能力の使い方：才能、技術、能力は神様からいただいている賜物ですが、
神様に対する価値観に沿ってそれを使っているでしょうか。

２日目：　霊とまことによって神様を礼拝します。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・霊とまことによって礼拝するとはどういうことかを示してくださるように神様に祈りましょう。

真の礼拝は単なることばや行動を超えて、魂と霊の深みから流れ出るものです。礼拝は
神様の真のお姿に出会う所です。
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・創世記 22：1－14 を読みましょう。この箇所は聖書で最初に礼拝ということばが使
われているところで、礼拝をアブラハムにとって人生の決定的瞬間として示していま
す。この話はアブラハムの礼拝の現実と、35 年以上神様と共に歩んだ後でアブラハ
ムが神様との関係を重要視していることをどのように明示しているでしょうか。

・ヨハネ 4：21－24 を読みましょう。イエス様はこのサマリヤの女に礼拝の中心的問
題はどこで礼拝するかではなく、どのように礼拝するかだとおっしゃっています。イ
エス様は礼拝に欠かせない本質を二つ挙げていますが、それは何と何ですか。

霊をもって神様を礼拝することは行動、外見、体の姿勢よりはるかに重要です。旧約聖
書では、礼拝は礼拝の対象となる物や人の前に頭を垂れたりひれ伏したりするという考え
を含んでいました。イエス様は霊において神様を礼拝する新しい日が来ると話されまし
た。それは人の最も内側からあふれ出る神様との出会いです。イエス様の言われた新しい
日はすでに来ており、神様の御前にへりくだり、ひれ伏すのはあなたの霊です。

・ローマ 11：33－36 を読みましょう。ここにはパウロの霊から流れ出している礼拝の
素晴らしい例が記されています。36 節に焦点を置き、次の質問に答えましょう。

・すべてのものは神様から出ています。今週あなたの生活の中で神様からのものとして
認識すべきものを少なくとも一つ挙げてみましょう。すでに起きているのにあなたが
まだ神様から出たものだと認識していない素晴らしいことかもしれませんし、神様か
ら出ている辛い試練かもしれません。それが何であろうと、あなたの霊の深みから礼
拝の心を持って神様に捧げましょう。

・すべてのことは神様を通して与えられます。あなたの生活の中で、今週達成できて嬉
しかったことを何か挙げてみましょう。あなたはそれを神様の恵みと力によって成し
たのです。

・今、神様があなたを通して働き、あなたに関わるすべてのことを成してくださること
を覚え、神様があなたにとってどれほど価値ある方であるかを神様に話す祈りをしま
しょう。
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・すべてのことは神様に対してなされます。神様を認識したり神様に協力したりするわ
けではない時でさえ、神様はご自身のご目的を達成するためにすべてのことを用いら
れます。霊をもって神様を礼拝することは、あなたの存在と行動のすべてが神様に捧
げられるべきだという謙虚な認識を含んでいます。今、霊を持って神様に捧げるべき
ことで、あなたが目下取り組んでいることがありますか。

・以上をまとめると、神様はあらゆる点で栄光を受けられるということになります。あ
なたが意識的にまた魂の奥底からそのように栄光を神様に帰すなら、神様を霊によっ
て礼拝していることになるのです。

「まことによって礼拝する」とは聖書の真理と、ご自身が真理である（ヨハネ 14：6）イ
エス・キリストというお方にふさわしい礼拝を指しており、自分の個人的な感情、願い、
思想、好みに合わせた礼拝ではありません。まことによる礼拝は純粋で、神様が求めてお
られる真の礼拝者による礼拝です（ヨハネ 4：23）。

・マタイ 15：8 を読みましょう。イエス様は、まことによって礼拝しなかった人たち
に語った預言者イザヤのことばを引用しています。

・コロサイ 1：16－20 を読みましょう。イエス・キリストがどのような方で何をなさっ
たかという真理を基に、イエス様は礼拝に値する方だということを示す 5 つのポイン
トを挙げてみましょう。

・詩篇 73：24－26 を読みましょう。この箇所から、神様がまことによって礼拝するに
ふさわしい理由を少なくとも 3 つ挙げてみましょう。

・第一コリント 10：31 を読みましょう。礼拝は行為や、教会の礼拝式、確保された特
別な時というものだけではなく、むしろいかなるときにもあなたの生活全般を特徴づ
けるへきあなたの霊的な態度です。
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３日目：　礼拝は私の人生と祈りの中心です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・個人的な抵抗感があって神様のご臨在の元に行けないこともあります。敬虔な祈りによって

それに打ち勝つにはどうすればよいか学べるように神様に祈りましょう。

これまでの学びにより、霊とまことをもって神様を礼拝することはあなたの祈り、内なる
人、生き方の核心をなすものであると気付かれたことと思います。聖書知識があり、教会
に行き、神様への奉仕もしているのに、神様との深い関係を持っていない人もいます。礼
拝は神様との純粋な関係の中心にあるものです。礼拝はあなたの必要によってではなく、
神様ご自身で心が完全に満たされることです。礼拝はあなたの人生において、祈りとその
応えに浸みわたるべきです。

旧約聖書の詩篇には敬虔な祈りの例がたくさん見られます。イスラエルのダビデ王が詩
篇のほぼ半分を書きましたが、他の作者も祈りによって礼拝する力を見出し、この人たち
の礼拝も詩篇に記録されています。

・詩篇 95 篇を読みましょう。

・聖書のことばを用いて神様に祈るのは神様への礼拝を学ぶのに良い方法であり、幾世
代にもわたり無数の人たちが霊的洞察を与えられています。詩篇作者の気持ちにな
る、詩篇 95 篇を自分の祈りとして祈ってみましょう。

例えば、最初の 2 節から、以下のようなことが祈れるでしょう。「主よ。私は喜び歌いつつ
御前に進み出ます。私の救いの岩に向かって喜び叫びます。感謝の歌を持って御前に進み行
き、賛美の歌を持って、主に喜び叫びます。」

どうすればよいのかわからない時には、神様を礼拝しましょう！　何が起ころうとも、
神様の御前に出て礼拝しさえすれば決して間違った方向に行くことはありません。そのよ
うにして、神様は何にもまして価値のある方であり、すべてのことが神様から、神様を通
して、また神様に向かってなされ、神様がすべての栄光を受けられることを確認すること
になるのです。

・第二サムエル 12：15－20 を読みましょう。ダビデは自分の幼い息子が亡くなった時
に何をしましたか。
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・ヨブ 1：13－20 を読みましょう。ヨブは、子供が皆死んでしまったという知らせを
受けた時に何をしましたか。

・あなたがまだ神様を礼拝することを知らなかった、あるいは礼拝しないことを選んだ
時にあなたの人生に起こった大きな出来事を思い起こしてみましょう。深く傷ついた
り、痛みを伴ったりする悲劇的なことを経験した方もいるでしょう。また、素晴らし
いことが起こってそれはすべて自分の栄誉だと思った経験のある方もいるかもしれま
せん。

・上の質問で答えた出来事を思い返し、その時は痛みを伴ったり喜ばしくなかったよう
に見えたのに、神様がその出来事を良いことのために用いてくださったことはありま
せんか。もしあれば、どんなことだったかを書き出してみましょう。その時は神様を
礼拝しなかった、あるいはできなかったとしても、今神様を礼拝することで人生にお
ける癒しを受けていくことができます。

４日目：　礼拝はすべての信者と一緒に捧げるものです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・礼拝があなたを神様の家族全体に結び付ける糸であることを示してくださるように神様に祈

りましょう。

礼拝を通して人生はあなたではなく神様を、またあなたの目的ではなく神様の目的を軸
として回っているのだということをあなたは認めます。神様の偉大さとその創造のみわざ
の一端を見ると、神様の意図はあなたが決してひとりぼっちにならないよう願っておられ
ることだと気付くでしょう。あなたは神様の家族の一員であり、礼拝はあなたが神様の家
族に加わるのに大切なものです。
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聖書にある礼拝のための詩篇はその多くが極めて個人的なものであるとはいえ、書き留
められ、音楽を付けられて、今日に至るまでユダヤ人もクリスチャンも礼拝に用いていま
す。礼拝は個人の心の中で始まりますが、霊とまことによって礼拝する真の礼拝者は常に
他の人たちと共に捧げる共同の礼拝から喜びを共有するものです。

以下に挙げる聖句はエズラが導いたエルサレムの復興の時の様子を記しており、信者が
一緒に礼拝する模範を示しています。

・ネヘミヤ 8：1 を読みましょう。一斉に集まっていたすべての人たちにはどのような
特徴がありましたか。

・これをあなたの生活に適用すると、他の信者と一緒に礼拝する時にはどのような態度
を取るべきでしょうか。

・ネヘミヤ 8：2－7 を読みましょう。律法の書を読む人々の態度はどのようなものだ
ったでしょうか。

・この箇所から、あなたが他の信者と一緒に礼拝する時、もっと聖書を中心にするため
にはどうすればよいか考え、少なくとも二つの例を挙げてみましょう。

黙示録は神様の御国が完成する時を待ち望む書です。以下の箇所を読み、一緒に礼拝を
捧げる信者の力がどのようなものか考えましょう。

・黙示録 4：9－11 を読みましょう。

・黙示録 5：8－14 を読みましょう。

・黙示録 7：9－12 を読みましょう。

・黙示録 15：3－4 を読みましょう。
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・上記の箇所に出てくる礼拝者の中には天使もいますが、同時にやがて全世界のすべて
の国民を代表する者たちが神様を礼拝する日が来ることも明示されています。

・あなたは自分と外見や行動や意見が違う人たちに対して偏見や反感がまったくないと
言えるでしょうか。正直に自分の心の中を探ってみましょう。

・個人的な会話や冗談を言う場合に、そうした公正な態度がきちんと表れているでしょ　　
うか。もしそうでないとすれば、この状況に対処するにはどのような策を講じるとよ
いと思いますか。

・黙示録に描かれた民族、言語、文化の異なるすべての国民が礼拝する場面を読むと、
自分の教会、近所、職場、友人、家族に対するあなたの態度はどう影響されるか実際
的なことを少なくとも一つ考えてみましょう。

歴史を通して、またそれぞれの文化によって、神の民は無数の様式、伝統、慣習による
儀式を行ってきました。これは神様が特有の個性や背景に則って神様を礼拝するという素
晴らしい自由を与えてくださっているためです。礼拝が聖書の真理の範囲内にあり、御霊
と一体になったあなたの霊から生まれるものである限り、神様のご栄光が表されます。

５日目：礼拝は祈り、賛美、個性が見事に融合したものです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・この学びが、あなたと神様の関係において、礼拝の新しい局面の始まりとなるように祈りま

しょう。

礼拝は心の奥底からあふれ出てくるものです。礼拝には祈り、賛美、感謝があり、文化
や個人の好みが大きく反映されます。そのような要素などもすべてを覆う傘として礼拝を
考えるともっとわかりやすいかもしれません。
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・ヤコブ 4：8 を読みましょう。神様に近付くと何が起こると言っていますか。

・詩篇100 篇を読みましょう。神様に近付く方法を少なくとも三つ書き出しましょう。

・上の質問で答えた三つの方法それぞれについて、あなたが神様に近付くにはどうすれ
ばよいか、具体的な例を一つ挙げてみましょう。

本課の礼拝についての学びを通して、いくつかの聖句で賛美という言葉が使われている
のを見ました。賛美という言葉は、値段とか価値と関係あるラテン語から来ています。明
らかに、賛美と礼拝は密接に関連した言葉で、同じ意味で使われることもあります。礼拝
では、賛美は音楽、言葉、動作、心の態度を通して表現されます。繰り返しますが、神様
の前にはあらゆる民族を背景とする人たちが多数いる様子を思い描くと、霊とまことによ
って礼拝する限り、神様に捧げる賛美に一定の形式やスタイルはないことがわかります。

・詩篇 150 篇を読みましょう。神様に賛美を捧げるのにふさわしくない楽器、音楽の
種類、人の種類といったものがありますか。
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・好みが違ったり、礼拝や賛美のスタイルが異なったりする他の信者と礼拝を共にする
場合、どのような態度をとるべきだと思いますか。

・詩篇 145 篇を読みましょう。詩篇作者のダビデは、この詩篇で神様を賛美する理由
を列挙しています。神様を賛美する理由としてあなたが個人的に体験したことのある
ことを少なくとも二つ挙げてみましょう。

・同じ詩篇で、ダビデは神様の素晴らしさと偉大さに対し、いろいろな応答をしていま
す。神様の素晴らしさと偉大さへの応答として、今週あなたが自分の生活の中でしよ
うと思う具体的な行為を少なくとも二つ考えてみましょう。

神様との歩みにおいて成長すると、それに応じて礼拝においても成長していきます。個
人的なディボーションの生活においても自分の行っている地域教会においても、神様の礼
拝を深め続けていけるように祈りましょう。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第 8課

証し：バプテスマと主の晩餐を通した信仰の宣言

キリストに対する同じ信仰を持つ人たちと、　　　　
どのように関わったらいいのでしょうか。

暗唱聖句：マタイ 10：32

☞今週の学びのポイント：私はキリストに対する信仰を、キリストが地域教会に守るよう
に指示された二つの礼典（バプテスマと聖餐）を守ることによって証しします。

キリストに対する信仰は人の自由意思による決心ですが、クリスチャンの信仰は決して
一人孤立して生きるためのものではありません。へブル 10：25 は、キリストに従う他の
信者と一緒に集まることをやめないように勧告しています。神様は自分の信仰を他の信者
たちに証しするための意味深く効果的な方法を二つ与えておられます。バプテスマと聖餐
式です。バプテスマは新しくキリストを信じた人を神様の家族に紹介するもので、聖餐式
は教会の一致を保つ目的のもとに定められたものです。

この二つの慣習を指して聖礼典ということばを使うクリスチャンの伝統もあります。こ
れに他の慣習も含める人たちもいます。聖礼典は聖書が用いていることばではなく、特定
の行為をすることによって神様の恵みを受けることを指しています。一般に聖礼典と呼ば
れるいくつかの慣習のうち、バプテスマと聖餐式だけが聖書に出てきます。これには両方
とも証しする意図で定められており、神様の恵みや恩寵をいただく手段ではありません。
そして、二つとも神の家族として行うものであり、信者が単に個人として行うものではあ
りません。

１日目：　バプテスマは、私がキリストと

キリストのからだである教会に

入ることを明示するものです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・バプテスマの意味を新たに理解できるように神様に助けを求めましょう。

バプテスマということばは「浸す」とか「漬ける」という意味のギリシア語をそのまま
使ったものです。第 1 課ですでに、新しい霊的な誕生により、生まれながらの罪の問題に
打ち勝つことを学びました。バプテスマは第１課では取り扱いませんでした。恵みのゆえ
に信仰によって罪から救われたのであり（エペソ 2：8－9）、バプテスマなどの儀式や典
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礼、人間の努力によるものでないのは明白だからです。今日の学びでは、肉体的な誕生と
霊的な誕生があるのと同様に、霊的なバプテスマと肉体的なバプテスマがあることを学ん
でいきます。御霊があなたを霊的にキリストのからだの一部にしてくださいましたが、か
らだを水に浸すバプテスマを受けることによって、キリストと一つになる目に見えない行
為を目に見える形で証しするのです。

・第一コリント 12：12−13 を読みましょう。パウロは、教会内の信者とその霊的な賜
物は多岐にわたるものであってもキリストにあって一つのからだであることを語って
います。この箇所で言われているバプテスマは霊的な出来事でしょうか、それとも肉
体的な出来事でしょうか。

・13 節によれば、あなたがキリストを救い主として信じた時にキリストのからだの一
部となるようバプテスマを授けてくださったのは誰だと言っていますか。

・エペソ 4：1－7 を読みましょう。第一コリント 12：13 には、御霊があなたにバプテ
スマを授けてキリストのものとしてくださったと書いてありますが、それを考える
と、エペソのこの箇所で触れられている一つのバプテスマは肉体のバプテスマを指し
ているのでしょうか、それとも霊的なバプテスマを指しているのでしょうか。あなた
の考えを説明してみましょう。

・ヨハネ 1：29－34 を読みましょう。この箇所で二種類のバプテスマが言及されてい
ますが、それは何と何ですか。

ヨハネのバプテスマは、キリストの死と復活以前のものですから、正確には「クリスチ
ャン」のバプテスマではありません。けれども、救い主がおいでになる準備として、悔い
改めと罪から神様に立ち返ることを象徴していました（使徒 19：4）。これはその後に起
きる聖霊のバプテスマを象徴したものです。現在教会でなされる水のバプテスマは、すで
に起きている聖霊のバプテスマを象徴しています。

・ローマ 6：1－7 を読みましょう。バプテスマはあなたがイエス・キリストの死、埋葬、
復活と一体になることを表していると記されていることに注意して読みましょう。
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・教会によっては、洗礼を受ける人の上に水を振りかけたり注いだりする水のバプテス
マを授けるところもあります。また、受洗者を全身水の中に入れてそこから引き出す
というやり方をするところもあります。パウロがローマ 6 章で教えていることをより
よく表しているのはどちらだと思いますか。

聖書では、目に見えない概念が目に見える形で象徴されています。結婚の概念そのもの
は目に見えませんが、あなたの周りにいる個々人の結婚を通して目に見える形で表されて
います。キリストのからだである教会は昔から今に至るあらゆる民族のキリストを信じ従
う人たちで構成されるものですが、世界中に数えきれないほどある地域教会を通して目に
見える形での力となります。

御霊はあなたにバプテスマを授けてキリストのからだの一部とし、すべての信者と一つ
にしてくださいます。あなたがキリストにある新しい命の証しとして地域教会でバプテス
マを受ける時、目に見えないキリストのからだが現実で有形のものとなります。

・御霊があなたをキリストのからだの一部としキリストと一体にするためにバプテスマ
を授けるのであれば、罪の赦しと永遠の命の確証を受け取った後のあなたとキリスト
の関係はどのくらい親しいものになるはずですか。

・地域教会でバプテスマを受け、キリストとあなたの関係を表明したのであれば、あな
たはその教会にどのように関わったらよいでしょうか。

２日目：　バプテスマは私が霊的に成熟

するための最初のステップです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・イエス・キリストの恵みと知識において成長したいと願う祈りをしましょう。
・あなたの生活を省みて、成長するためには注意する必要のある不完全ななところを、神様が

示してくださるように祈りましょう。
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バプテスマによってキリストのからだの一部とされることの大切さをしっかり学んだの
ですから、地域教会で受ける水のバプテスマを軽視するのは間違いでしょう。今日の学び
は、御霊のバプテスマを象徴する水のバプテスマの重要性に眼目を置きます。

・マタイ 3：13－15 を読みましょう。イエス様が公生涯で最初に行ったことは何でし
ょうか。

・イエス・キリストの弟子として、あなたが神様に仕える上で最初にすべきことは何だ
と思いますか。

・マタイ 3 章のこの箇所で、ヨハネが拒否したのにイエス様がそれでもなおバプテスマ
を受けると主張したのは何故でしょうか。

・マタイ 3：16－17 を読みましょう。この箇所を見ると、イエス様のバプテスマは水
を振りかける、注ぐ、全身水に入る、の中のどの方法で行われたと思いますか。

・この箇所から、神様は父、子、御霊なる神だと言えると思いますか。

昨日、ヨハネのバプテスマは悔い改めを象徴し、人々を罪から神に立ち返らせるものだ
と学びました。イエス様は、すべての正しいことを実行するためにバプテスマを受けるの
だと言われました。つまり、そうするのが正しいからそうなさったのです。イエス様は悔い
改めなければならない罪を犯したことはありませんでしたが、あらゆる所にいる人々が罪
から解放されて神様に立ち返ることができるようにする働きを始めたのです。ですから、
ヨハネの教えた悔い改めのバプテスマはそのような働きの開始にふさわしかったのです。

・使徒 8：26－40 を読みましょう。

・エチオピア人がキリストを信じ従う決心をしてから最初にしたかったことは何です
か。

・エチオピア人がバプテスマを受けたのはキリストを信じた前ですか、後ですか。
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・38 節と 39 節を注意深く読みましょう。ピリポがエチオピア人にバプテスマを授けた　　
のは、水を振りかける、注ぐ、全身水に入れる、のうちのどの方法によったと思いま
すか。

・マタイ 28：18－20 を読みましょう。

・19 節で、行って、あらゆる国の人々（あらゆる民族）を教える（弟子とする）こと
のほかに、イエス様の弟子たちは信じる人たちに何をすべきだと言っていますか。

・御霊ご自身が信者にバプテスマを授けてキリストのからだの一部とするのであれば、
19 節でキリストの弟子に命じられているのは御霊のバプテスマでしょうか、それと
も御霊のバプテスマを象徴する水のバプテスマでしょうか。

・マタイ 3：15 でイエス様がバプテスマのヨハネに答えてすべての正しいことを実行
するためにバプテスマを受けると話したこと、そしてマタイ 28：18－20 でイエス様
が与えた宣教命令の中に信者のバプテスマが含まれていることを考えると、あなたが
バプテスマを受ける理由は何でしょうか。

３日目：バプテスマは生まれ変わった私の人生の証しです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・バプテスマはキリストにある新しい命を力強く証しするものだとよくわかるように神様に助

けを求めましょう。

バプテスマは人を生まれ変わらせるものではありません。人がキリストを信じて新しく
生まれ変わった事実を証しするものです。イエス様の隣で十字架に架かった強盗が自分の
罪を赦してくださるよう願い、イエス様はその人に、「あなたは今日わたしと一緒にパラ
ダイスにいる」と言われました。強盗にバプテスマを受けるチャンスがなかったことか
ら、水のバプテスマの本質が象徴的なものであることが確認できます。新約聖書には、幼
な子のバプテスマや水に全身を浸す浸礼以外のバプテスマを受けた人の記録もありませ
ん。水のバプテスマは生まれ変わった新しい命を証しするものなのです。
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・使徒 9：1－18 を読み、特に 18 節を注意深く見てみましょう。サウロ（パウロ）が
キリストを信じて回心してから最初にしたことは何でしたか。

・使徒 16：19‐34 を読み、特に 33 節を注意深く見てみましょう。ピリピの町で、看守
とその家族がキリストを信じて罪から救われた後で最初にしたことは何でしたか。

・使徒 19：1－5 を読みましょう。パウロはエペソで幾人かの弟子に出会いましたが、
その人たちに何かが欠けているのではないかと思いました。パウロがその人たちに聖
霊について尋ねると、その人たちはバプテスマは受けていましたが聖霊のことは聞い
たこともないと答えました。

・3 節によれば、その人たちが受けた水のバプテスマはどのような方法によるものでし
たか。

・それでは、その人たちはイエス・キリストの弟子でなく、だれの弟子だったのでしょ
うか。

・その人たちは聖霊がどのような方か全く知らなかったので、パウロは御霊によってキ　　
リストのものとなるバプテスマを受けてはいないという正しい結論を出しました。パ
ウロはそれからその人たちがキリストを信じるように勧め、その人たちはキリストを
信じました。

・5 節によれば、すでに別の方法ではバプテスマを受けていたこの人たちが、キリスト
への信仰を告白してから最初にしたことは何でしたか。

こうした弟子たちは旧約聖書のもとで生きており、救い主の到来を待ち望みつつヨハネのバプ 
テスマを受けていましたが、救い主が来られたことは知りませんでした。その後の箇所には、キ
リストが提示した新約聖書を受け入れた移行期に弟子たちが証言した内容が記されています。異
言で話すという特別の賜物は御霊に与えられた確証のしるしであって、その時代であってもすべ 
ての信者が普通のこととして行うように意図されたわけではありません。　　　　　　　　　　　　　　　　

・あなたは聖霊のバプテスマを受けてキリストのからだの一部とされていますか。そう　　
だとすれば、それが起こったのはいつでしたか。
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・あなたは水のバプテスマを受けていますか。

・それはあなたがキリストを救い主として信じた前ですか、後ですか。

・あなたがバプテスマを受けている場合、それは自分の罪と古い生き方に死に、死から
よみがえってキリストの復活の力による新しい命をいただくことを表す水に全身を浸
すやり方（浸礼）でしたか。

・もしあなたが、浸礼によるバプテスマを受けるという霊的成熟に向けた最初のステッ
プを踏み出して神様に従うことをしていない場合、いつそのようにしますか。日を定
めて今出席している教会の誰かとそれについて話しましょう。あなたが今、聖書を明
確に教えて信徒が霊的な歩みにおいて成長するように励ましている教会に通っていな
い場合、あなたより経験のある先輩クリスチャン（本書の学びを助けてくれている人
がいいでしょう）に相談して、家族となる教会を見つけることをお勧めします。

・あなたが、キリストを信じる前にバプテスマを受けていた場合、あるいはキリストに
あって新しく生まれ変わった人生を完璧に表すやり方としての浸礼を受けていない場
合、使徒 19 章にあるバプテスマのヨハネの弟子たちの例に倣ってすべきことは何で
しょうか。

神様があなたにイエス・キリストの証人となってほしいと願っておられることに疑いの
余地はありません。バプテスマはキリストを信じる信仰を公に宣言する一生に一度のチャ
ンスです。バプテスマの日は、家族や友人を招きましょう。イエス・キリストを信じたた
めにあなたが生まれ変わったことを宣言する人生の特別な日を共に喜んでもらう素晴らし
い機会となります。
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４日目：　主の晩餐式は私とキリストとの

コミュニケーションを表すものです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様との交わりを絶えず維持するためにはどうすればいいか、神様が示してくださるように

祈りましょう。

ばんさん
イエス様が十二弟子と最後の晩餐をされたのは重要な瞬間でした。すべてのユダヤ人に

とって、過越は象徴的意味がたくさんありますが、間もなく引き渡されて十字架に架けら
れるのを知っておられたイエス様は、この場で伝統的な過越の祭りに新しい特質を加えま
した。バプテスマに関する研究と同じように、主の晩餐は神様の恵みを手に入れるための
礼典でなはく、キリストがあなたのためにしてくださったことを心に留めるために遵守す
るものです。パウロはこの慣習をコリント人への手紙の中で主の夕食と呼んでいますが、
キリストや教会の他の人たちと一つになることを象徴しているため、聖餐と呼ばれること
が多いのです。

・ルカ 22：7－20 を読みましょう。

・19 節で、パンは何を象徴していると言っていますか。

・この箇所で、主の晩餐式でパンにあずかる時は何をしているのだと言っていますか。

パンとワインが実際にキリストのからだと血になると教えている伝統を持った教会もあ
ります。それは、キリストが「これはわたしのからだです…　これはわたしの血です」と
言っているためです。けれども、そのように文字通りの解釈をすると、中に入っているワ
インではなく杯（ 2 0 節）がキリストの血になることが求められることに注意してくださ
い。さらに、キリストを覚えてこれを行うという事実は、この慣習があなたが生きるため
にキリストがあなたに代わって死んでくださったのを記念する象徴だということを示唆し
ています。

・ヨハネ 6：51 を読みましょう。イエス様がこの箇所で言われたことを考えると、イエ
ス様は主の晩餐式のパンが象徴しているものを何であると定義していると思いますか。
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・ルカ 22：20 では杯は何を象徴していると言っていますか。

・へブル 9：11－22 を読みましょう。旧約聖書で捧げられた動物犠牲の血には人を罪　
から救う力がありましたか。

・新約聖書（新約とは新しい約束、新しい契約、新しい条約という意味です）はあなた
に救いを提供していますが、それは誰の血によるものでしょうか。

・主の夕食を聖餐と呼ぶことにより、パンを食べ杯を飲む最後の晩餐を続ける結果、
あなたと神様との交わりが常に新しく不動なものにされていくことがしっかり覚えら
れます。

・第一ヨハネ 1：1－4 を読みましょう。神様はあなたが神様との交わりをするよう望
んでおられると思いますか。

・４節によれば、あなたと神様との交わりを特徴づけるのはどのような感情であるべき
でしょうか。

・第一ヨハネ 1：５－7 を読みましょう。キリストの血はあなたの人生においてどのよ
うな機能を果たすと思いますか。

・第一ヨハネ１：8－10 を読みましょう。9 節によれば、教会で主の晩餐を祝い、御霊が
あなたと神様の交わりを妨げる罪を気付かせてくださる時、あなたは何をすべきだと思い
ますか。（告白するとは、認識する、認めるという意味です。）
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５日目：　主の晩餐は私の霊的な家族に対して

続けていく証しです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・教会の家族と良い関係を持つ大切さが分かるように神様に祈りましょう。

何世紀にもわたり、キリスト教会は主が教えられたとおりに主の晩餐を守っています。
主の晩餐式はあなたが一人で守るものではなく、他の信者と一緒に守るものです。

・第一ヨハネ 1：1－4 を読みましょう。この箇所によれば、昨日の学びで考えた神様
との交わりは一人で享受するものでしょうか。それとも他の信者も一緒にその喜びに
あずかるべきものでしょうか。

・第一コリント 11：23－26 を読みましょう。パウロは最後の晩餐の夜、イエス様が教
えてくださったことを要約しています。

・24 節と 25 節の両方で繰り返されている考え方は何でしょうか。

・26 節では、あなたのために捧げられたキリストのからだと血を通していただく救いを
覚えるほかに、主の晩餐にあずかるたびにあなたが告げ知らせることは何だと言って
いますか。

・第一コリント 11：19－22 を読みましょう。パウロはコリントの教会の問題を正して
います。コリントの教会では、主の晩餐を文字通りの晩餐にしてしまい、教会内の一
致と癒しを奨励する時にしませんでした。その結果、分裂を起こしていました。

主の晩餐の主な目的の一つは、地域教会の一致の霊を保つことにあります。人々が集ま
ると、必然的に対立や誤解が生じます。主の晩餐の目的は、私たち皆がイエス・キリスト
のからだと血を通して同じ救いに与るのを覚えること、すべての罪を神様の前に認めるこ
と、信者間の問題を解決して教会内の交わりを保つことです。
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・第一コリント 11：27－29 を読みましょう。パウロはあなたに、日々犯すすべての罪
から清められ、教会内の誰かに抱いているわだかまりや対立を解決してから主の晩餐
にあずかる責任を課しておられます。第一コリント11：28 と第一ヨハネ 1：9 から、
主の晩餐にあずかる時にすべきことは何でしょうか。

・第一コリント11：30 を読みましょう。パウロはコリントの教会には、自分の罪を悔い
改め、キリストのからだの中でお互いの間に生じている対立を解決することにより、
主の晩餐を重んじなかったために、病気になったり死んだ（眠った）りした人たちが
いたと説明しています。

・第一コリント 11：31 を読みましょう。ここで言おうとしているのは、罪の問題を取
り扱ってそれを解決する必要を認めれば、罪の結末を心配する必要はないということ
です。

・もう一度 26 節を読みましょう。主の晩餐を祝う頻度は具体的に定められています
か。この箇所では主の晩餐を行う頻度についてどのように言っていますか。

・あなたの教会ではいつ、またどのくらいの頻度で主の晩餐式を行っていますか。
（はっきりわからなければ誰かに聞いてみましょう。）

・聖書から学んだことを踏まえると、この重要なことの備えとしてあなたは何をすべき
でしょうか。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想

95



第 9課

共同体：教会家族の一員であること

私が教会の一員となるのはなぜでしょうか。

暗唱聖句：使徒 20：28

☞今週の学びのポイント：地域教会は私の霊的な家族で、神様が私に関わるみわざを全う
し、他の人のための働きをするために私をお用いになることのできる場です。

正常な発達をし、きちんと保護を受けるために、すべての子供には家族が必要です。同
じ理由で、イエス・キリストの弟子は皆、教会という家族を必要としています。家族と同
様に、教会の規模や個性も多種多様です。良い教会経験は愛をもって養育する強い家族が
いるのと同じように有益です。実際の家族よりも教会の家族の方がある意味で親しいと思
う人もたくさんいます。

イエス・キリストの弟子として、私たちは非常に大きな共同体の一部とされています。
過去 2,000 年以上の間に生きていたイエス・キリストの弟子たちとの繋がりがありま
す。世界に大きく貢献しているクリスチャンはたくさんいますし、キリストのために生涯
を捧げた人たちもいます。神様は一人一人のクリスチャンに他の人とは違う特別な賜物、
背景、性格を与えておられます。御霊の力をいただいて他の人たちと共に、永遠にわたる
影響を及ぼすことができます。あなたが教会を必要とするのと同様に教会はあなたを必要
としています。

１日目：　地域教会は私の人生に対する

神様のご計画の一部です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・教会と教会の中のあなたの立場について理解を深められるように神様に祈りましょう。

教会ということばを聞くと、建物、宗派、人のグループなどいくつかのイメージが思い
浮かびます。新約聖書で「教会」と訳されているギリシャ語は、エクレシアということば
で、これからエクレシアスティカル（聖職者の）などと言うことばが派生しています。一
世紀には、このことばに特に宗教的な意味合いはなく、ギリシャ語では政府の役人に召集
された市民の集まりを指すのに使われていました。旧約聖書を翻訳したギリシャ語では、
このことばはイスラエルの共同体とか信徒の集まりを意味することばでした。イエス様は
マタイ 16：18 で初めてこのことばをご自分の弟子たちを指すのに使いました。
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新約聖書では、「教会」ということばは二通りの意味で使われています。第一に、一世
紀に始まりキリストが再臨して御国を確立する時に至るまでの期間、キリストを信じ従う
者全体を指す用法があります。ところが、圧倒的に多い用法は、イエス・キリストの弟子
たちの地域的なグループや集まりを指すものです。このことばが教会の建物を指したり、
今日「宗派」と呼んでいるものを指したりすることはありません。

・エペソ 5：25 を読みましょう。教会に対するキリストの態度をどう言っていますか。

・エペソ 5：26－27 を読みましょう。イエス・キリストがご自分の教会で成し遂げた
いことを少なくとも二つ書きましょう。

・26 節によれば、教会に問題や必要がある時、キリストはどのようにご自分の教会を
聖別する（取り分ける、特別なものとする）のでしょうか。

・特別なものとして取り分けることは、地域教会ではどのように起こると思いますか。

・エペソ 5：28－30 を読みましょう。29 節によれば、キリストが教会のためにする二
つのことは何でしょうか。

・使徒 20：28 を読みましょう。神様は教会のためにどのような犠牲を払ったのでしょ
うか。
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・ここで読んできた聖書箇所は神様が教会を重要視していることについて何を言ってい
ますか。また、それはあなたが地域教会に積極的に関わる態度にどのような影響を与
えると思いますか。

新約聖書には地域教会の組織についての指示はほとんどありません。教会組織は状況や
必要に応じて徐々に進化してきたようです。初期には信者のグループは、家で集まること
が多かったのです。個々の信者の群れが形成されると、そのリーダーたちは長老と呼ばれ
ました。牧師（牧会する人）や監督（監督者や管理者）は長老と同義のことばです。その
後（使徒 6：1－6）、教会員の世話をするために長老を補佐する目的で執事（しもべ、奉
仕者）が加えられました。新約聖書に出て来る地域教会のリーダーはこの二つだけで、そ
の資質についてはパウロが第一テモテ 3：1－13 とテトス 1：5－9 で触れています。

教会組織に関する詳細情報がないのは関心がないからではなく、むしろ地域教会が異な
る文化、環境、時代に適応できるよう大きな柔軟性を持たせているからであり、神様の知
恵の表われです。今日学んだ聖書の箇所では、神様がどれほど教会を重要視しているかが
強調されています。

２日目：　教会は私の霊的な家族です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・教会があなたにとって重要な場所ある霊的な家族だという見方ができるように、神様に祈り

ましょう。

キリストのからだとしての神性の故に、教会は単なる組織以上の生きた有機体です。聖
書では教会を説明するのにいくつかの比喩が用いられています。その中でおそらく最も人
に近い比喩は教会を家族になぞらえていることでしょう。今日は、教会特有の性質を象徴
するために用いられている重要な概念をいくつか検証していきます。

・エペソ 1：15－23 を読みましょう。教会のかしらは誰でしょうか。（22 節）

・23 節では、教会はどのようなものとして説明されていますか。
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・第一コリント12：27を読みましょう。教会はどのようなものだと言われていますか。

・教会がキリストのからだであるという明言は力強い声明です。どの教会でもそこに集
う人たちの人間としての性質のせいで、時には問題や対立が起こることも予想できま
すが、それをチャンスととらえて具体的な問題を取り扱うべきです。

・組織としての教会に批判的であれば誰に対して批判的なのでしょうか。

・第一コリント 3：16－17 を読みましょう。この箇所では教会は神殿とか聖所として
象徴されています。キリストに従う者たちが自分勝手な願いに身を任せると、時とし
て教会を傷つけるようなことをしたり言ったりすることもあります。17 節では、教
会に対する攻撃を神様がどれほど深刻な事態として扱われるかについて、強い警告が
なされています。

・エペソ 2：11－22 を読みましょう。18 節で、父、子、聖霊としての神様が描かれて
いるのがわかりますか。

・20 節から 22 節によれば神殿の礎石は誰だと言っていますか。

・使徒たちと預言者たちは私たちに新約聖書を与えてくれて、今日私たちが従うべき教
えと慣習のパターンを定めました。使徒たちと預言者たちが言っているのは建物のど
の部分を指しているのでしょうか。

・22 節によれば、この神殿に住んでおられるのはどなたでしょうか。

・神殿の他に、19 節では他にどのような人が紹介されていますか。

・ガラテヤ 6：10 を読みましょう。家族（家庭）のイメージはキリストのからだを表
しています。

・へブル 10：25 を読みましょう。聖書はあなたに、固く立って動かされることなく他
のクリスチャンたちと一緒に集まるように勧告しています。コミュニケーションを取
り、一緒に時を過ごすことは健全な家族関係にとって必要不可欠です。
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・あなたは神様の家族と一緒に集まることにどれほど忠実でしょうか。

・上記の質問を基に、自分は他のクリスチャンと集まることにもっと熱心になった方が
いいと思われる方はいらっしゃるでしょうか。そう思われる場合、そのためには何を
したらよいか考えてみましょう。

もし、今毎週通える教会がない場合、あるいは今行っている教会が深刻な聖書的問題を抱えて
いるのにそれを正しく扱おうとしていない場合、良い教会を探すにはどうしたらよいでしょうか。
お客さんの態度で探すのではなく、イエス・キリストに熱心に従う弟子として探さなくてはなり
ません。教会は他の人があなたに仕えてくれる所ではなく、あなたが他の人たちと一緒に仕える
場です。以下に基本的な指針を示しておきますから参考にしましょう。

・祈りましょう。教会が聖書の教えに沿っているかどうか、神様があなたのために備えてくだ　
さっている教会かどうかを示してくださるように、御霊の内なる声を聞きましょう。

・聖書を教え、敬虔な生活をし、家族として共に仕え、近所や世界中の人たちにキリストの福
音を伝えることを大切にしている教会を探しましょう。

・敬虔な生活を一連の規則や規定、禁止事項と混同している教会は避けましょう。そのような
教会は神の恵みと聖霊の力によって生きることを教えずに、神様が望んでおられるような人
になることより神様の恵みをいただくために何かをしなければならないと強調します。

・聖書をきちんと教えている教会であっても、教会によって特徴、機会、行き易さ、必要なサ
ービスなどの点で違いがあります。何もかも自分の望みどおりの教会が見つかるとは限りま
せんが、神様があなたのために用意してくださっている教会を見つけることはできます。あ
なたが改善されるといいなと思うまさにその部分において教会が成長するのを手伝えるよう
神様はあなたを心に留めているのかもしれません。

・欠点のない教会はないということを忘れてはいけませんが、あなたが一人のクリスチャンと
して成長したいと願うのと同じように、聖書の教えをさらによく反映する教会として成長し
たいと考えている教会を探すことをお勧めします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自分の属する地域教会を家族と考えるようにしましょう。ひときわ優れた家族もありま
すし、機能不全に陥っている家族もあります。理想的な家族においてさえ、適正に機能す
るためには家族の一人一人の努力、義務責任、意図的コミュニケーション、対立した場合
の解決が不可欠です。教会に来ているのは皆人間ですから、どの教会にも欠点があります
が、神様の計画はご自分の子供たちが地域教会の家族の中で共に集まることです。肉の家
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族の場合もそうですが、傷ついたり誤解が生じたりした場合でも、聖書の真理に従って他
の人と関わるなら、あなたはさらに深く強く成長していきます。教会の家族ができるだけ
最善の家族となるよう、御霊の働きによって聖書の真理に生きる決心を今日したらいかが
でしょうか。

３日目：　教会は私の成長と保護のためにあります。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたが教会を必要とする理由だけではなく、所属教会があなたを必要とする理由も示して

くださるよう神様に祈りましょう。

教会出席は義務ではありません。教会は家族であり、キリストのからだであり、御霊が
イエス・キリストの弟子一人一人の内に住んで信者の群れを統べ治める聖所です。教会は
一人一人のクリスチャンが教育、自分自身の価値そして安全を見出す場です。霊的成熟と
人生の目的を求めるクリスチャンであれば、それが動機となって地域教会に積極的に関わ
るはずです。

・エペソ 4：11－12 を読みましょう。11 節は新約聖書のリーダーたちについて記して
おり、12 節はキリストのからだにおいて実行される三つの機能に言及しています。

・神様はあなたが地域教会において完全になる（成熟する）のを望んでおられます。地　
域教会において霊的成熟を目指して成長する具体的な方法を一つ考えてみましょう。

・神様はあなたが奉仕の働きに加わるよう望んでおられます。あなたが所属教会におい
て奉仕や伝道の働きに携わることのできる具体的な方法を一つ考えてみましょう。

・神様はあなたが他の人の徳を高める（建て上げる、強める）のに役立つよう望んでお
られます。あなたが所属教会で人の徳を高めるのに役立てることは何か考え、例を一
つ挙げてみましょう。
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・エペソ 4：13 を読みましょう。キリストのからだにおける基本的機能の究極的な目
標は何ですか。

・エペソ 4：14 を読みましょう。正しく機能する教会は何に対して保護を提供するの
でしょうか。

・エペソ 4：15 を読みましょう。神様はあなたも教会の他のクリスチャンたちも成長
してキリストにある成人としてますますキリストに似た者となるよう願っておられま
す。この箇所によれば、これが起こるためにはあなたは何をしなければいけませんか。

・エペソ 4：16 を読みましょう。教会は調和がとれた協調的な努力の内に各部分がし
っかり組み合わされたからだのようです。パウロがここで言わんとしていることは、
骨、関節など体の各部分がからだ全体に何らかの貢献をしているということです。

・自分の能力や才能で、機会があれば自分の教会に貢献できるようなものはないか考
え、二つ以上書き出してみましょう。

・所属教会で伝道や奉仕に携わる機会が与えられるように祈りましょう。あなたと一緒
にこの本で学んでいる人がいれば、その人たちが今関わっている働きに加わることも
できるでしょう。

・すでに何らかの形で奉仕に加わっている場合、さらに効果的に奉仕できる方法を示し
てくださるように、あるいは他の奉仕の場を示してくださるように祈りましょう。

・この箇所（エペソ 4：16）では、神様はキリストのからだを建て上げる能力を教会に
与えておられると言っています。同じ箇所から、この教会を建て上げるというプロセ
スの特質は何ですか。
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重要なポイント：からだを建て上げる上で、何よりも愛が大切であると、パウロは教えていま
す。教会で何かを手伝いたいと申し出たのに、何らかの理由でその申し出がすぐに受け入れても
らえない場合は、愛をもって忍耐強く祈り続けることがあなたのすべき正しい反応です。教会が
まだあなたの特別な貢献を受け入れる段階に至っていないことも考えられますし、あなたが何か
しらの点でまだ十分整えられていない段階なのかもしれません。けれども、神様はあなたがちょ
うど良い場でちょうど良い時にちょうど良い方法で奉仕する場を用意しておられるのです。

地域教会に関わるようになればなるほど、キリストにあって成長する機会も多くなりま
す。キリストにある兄弟姉妹と共に奉仕すると、生涯にわたる絆と友情を育むこともあり
ます。

４日目：　教会では私の賜物や能力に

特別の相乗効果が生まれます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・地域教会であなたの賜物が生かせる具体的な場を示してくださるように祈りましょう。

相乗効果とは二つ以上の要素が合わさると、個々の力を合わせたより大きな成果を上げ
られることです。イエス・キリストの弟子の一人一人がキリストのからだの中で集まる
と、御霊は一人一人の賜物、才能、技術、能力を超自然的に結び合わせて幾倍にも増し、
通常の人間の限界を超えた成果を生むようにしてくださいます。

・第一コリント 12：14－20 を読みましょう。あなたの性格や賜物がどれほど他の人と
は異なっていても、キリストのからだにはあなたのいるべき場があるのです。

・第一コリント 12：21 を読みましょう。この箇所では、どうして地域教会が必要だと
言っていますか。

・第一コリント 12：22－24 を読みましょう。からだの中で他の部分よりも大切な器
官、あるいはどうでもいい器官があるでしょうか。

・第一コリント 12：25－27 を読みましょう。この箇所でもまた、教会の中の一致を求
めることの重要さが示されています。同じ家族の一員として、あなたは他の人を、そ
して他の人はあなたを心から大切にすべきです。
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・あなたの教会で、今悩んでいる人や傷ついている人がいないか考えてみましょう。大
切な人を亡くした人、重い病気と闘っている人、職を失って大変な思いをしている人
などがいるかもしれません。そのような人にあなたのために祈っているという励まし
の手紙を今日書いてみましょう。あるいは、可能ならその人に電話して直接話しても
いいかもしれません。

・あなたの教会で最近何か栄誉ある経験をした人や大きな喜びを味わった人がいないか
考えてみましょう。最近結婚したばかりの人、仕事で昇進した人、コンテストで賞を
もらった人などがいるかもしれません。その人に手紙を書く、電話する、直接会って
話すなどをして、個人的に祝福のことばを伝えてみましょう。

・ローマ 12：4－6 を読みましょう。この箇所でもまた、キリストのからだが様々な賜
物を持った人たちによって構成されていることを教えています。6 節を見ると、こう
した様々な賜物の源は何だと言っていますか。

５日目：　神様は教会のクリスチャンを用いて

私にみわざを成してくださいます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様は他の人を用いてあなたに、またあなたを用いて他の人に、どんな働きをしようと思っ

ておられるか、よく見極められるように祈りましょう。

地域教会のメンバーはお互いによく助け合い協力し合って共に働くべきです。ローマ
12：5 でもエペソ 4：25 でも私たちがお互いに属するものだと教えています。理論だけ
ではなく、新約聖書では、私たちがキリストのからだの一部として地域教会でお互いに関
わり合う具体的な方法をたくさん挙げています。
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私たちが神の家族として互いにどのように関わり合うべきかについて、以下に 21 の例
を挙げておきます。

・聖書を読んで以下の「互いに」というリストの中から 7 つだけ選び、各項目の脇に、
あなたが自分の教会でその教えをどう実行していこうと思うかを書き込みましょう。

・ローマ 12：10 互いに親切にし、相手を優先させましょう。

・ローマ 14：13 互いをさばいてはいけません。

・ローマ 14：19 互いの徳を高め合いましょう。

・ローマ 15：５ 互いに同じ思いを持つようにしましょう。

・ローマ 15：7 互いを受け入れ合いましょう。

・ローマ 15：14 互いに訓戒し合いましょう。

・ローマ 16：16 互いに挨拶し合いましょう。
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・第一コリント 12：25 互いを大切にしましょう。

・ガラテヤ 5：13 互いに仕え合いましょう。

・ガラテヤ 6：2 互いの重荷を負いましょう。

・エペソ 4：2 互いに忍耐し合いましょう。

・エペソ 4：32 互いに赦し合いましょう。

・エペソ 5：21 互いに従い合いましょう。

・第一テサロニケ 4：9 互いに愛し合いましょう。

・第一テサロニケ 4：18 互いに慰め合いましょう。
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・へブル 3：13 互いに励まし合いましょう。

・ヤコブ 4：11 互いに悪口を言い合うのは止めましょう。

・ヤコブ 5：16 互いのために祈り合いましょう。

・第一ペテロ 4：9 互いにもてなし合いましょう。

・第一ペテロ 4：10 互いに仕え合いましょう。

・第一ヨハネ 1：7 互いに交わりを保ちましょう。

教会という家族の共同体の中でこのような「互いに」を実践していくと、教会は神様が
意図された通りの機能を果たすようになります。大なり小なり、善かれ悪しかれ、私たち
は皆欠点を持った人間ですが、地域教会は私たちの霊的な重心、奉仕と伝道の基地、神様
が私たちの生活の中でみわざを全うできる場となる必要があります。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第 10課

責任：私の生き方に関する聖書的視点

キリストに対する信仰は私の人格や生き方に
どのような影響を与えるべきでしょうか。

暗唱聖句：ルカ 16：10－11

☞今週の学びのポイント：私の存在と所有物はすべて神様からのプレゼントです。神様は
何の義務もないのに無条件に私を愛してあらゆるものを与えてくださるとともに、それを
管理する責任を私に負わせています。

使徒ペテロは上記の質問を第二の手紙の最後の部分でたずねています（第二ペテロ３：
8－13）。ペテロはキリストの再臨について記し、それに続いて現在の私たちが知ってい
るあらゆる物が壊れるとともに新しい天と新しい地が到来すると書いています。このよう
な永遠の視点があったために、ペテロは私たちが一生懸命に積み上げた目に見えるものが
消滅し、永遠の性質のあるもののみが残ることを考慮に入れて、私たちがどのような者で
あるべきかを問わずにいられなかったのです。

現代文明は物質主義、消費主義、自己中心という強力な誘惑をもたらし、多くの人がそ
れに溺れてしまいます。神様はみことばという永遠の真理に基づいた、永遠の価値のある
人生をあなたに提供してくださいます。

１日目：　すべては神様から与えられ、私にはそれらを

正しく管理する責任があります。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・人生のあらゆる必要を満たしてくださる神様に感謝しましょう。
・あなたの存在と所有物のすべてにどう責任を持ったらよいかを示してくださるように祈りま

しょう。

あなたの存在も、あなたの所有物も、そのすべては無条件にあなたを愛し、与えてくだ
さる神様からのプレゼントです。その聖書の真理を認識すると、神様があなたに託してお
られる資源を管理する責任感が喚起されます。
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・ヤコブ 1：17 と詩篇 24：1 を読みましょう。あなたが持つ良いもので神様からいた
だいたのではないものがあるか考えてみましょう。

・神様のものでない物や人がこの世界に存在すると思いますか。

・申命記8：11－18 を読みましょう。財産を築くために日夜働くのはあなたであるとし
ても、その富を得る能力を与えてくださった方はそもそもどなたなのか考えましょう。

・ルカ 16：10－12 を読みましょう。イエス様は、人生における真の豊かさ（お金や所
有物をはるかに上回るもの）を手に入れることを期待しているなら、まず自分のお金
の扱い方において忠実な能力を実証しなければならないとおっしゃっています。

・第一コリント 4：1 を読みましょう。真の豊かさとして、聖書に書かれている神様の
奥義よりもふさわしいものが何かあるでしょうか。神様はあなたに、この真理の忠実
な管理者であることを求めておられます。あなたに物質的な資源を管理する忠実さが
ないとすれば、どうして神様の奥義の管理ができると考えられるでしょうか。

・第一テモテ 5：8 を読みましょう。神様は自分の家族を養う責任を課しておられ、その
ようにしない者は異教徒（聖書を否定する人たち）よりも悪いと考えておられます。

・第二テサロニケ 3：7－12 を読みましょう。パウロは個人の責任について非の打ちど
ころのない証しをしていました。聖書は、本当に困った人たちを助けることについて
多くを語っています。10 節では、単に怠け者で働こうとしないだけの人に対してあ
なたはどのような責任があると言っていますか。

・あなたが自分の物を管理する能力を自己評価してみましょう。経済管理は順調に行っ
ていますか、うまく管理できずに困っていますか、あるいはその中間ですか。
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・経済管理について困難を覚えているなら、少なくとも二つの目標を定めて祈りの課題
としましょう。請求書は期限までにきちんと支払いを済ませるとか、借金を抑えて返
済の目途が立つようにするなどを具体的な目標にします。極めて深刻な状況にある場
合は、教会のリーダーに相談することをお勧めします。

・経済管理についてはきちんと責任を持ってやっている方が多いことでしょう。時間の
管理もお金や持ち物の管理と同じように重要です。

・責任を持って自分の時間を管理できていないと感じる方は、その問題の解決のために
先ず何をすればよいか考えて書いてみましょう。最初はだれかのアドバイスを求める
のが賢明なのではないでしょうか。

２日目：　神様は私に所有者ではなく管理者に

なるように望んでおられます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・自分の生活を振り返って、神様のご支配に委ねていないものはないか、それを今日委ねる必

要があるのではないかと神様に祈りの中で尋ねてみましょう。

今日の学びでは、昨日学んだ真理の検証を続けていきます。神様は、あなた自身もあな
たの才能や持ち物も含め、すべての所有者です。物を所有するために働いたり苦労したり
犠牲を払ったりする人はたくさんいます。今日の学びのタイトルは、クリスチャンが財産
を所有するのは間違っているという意味ではありません。神様が究極の所有者であること
を認める必要と、あなたが神様から託されたものの忠実な管理者になるようにという神様
の期待を重視しているだけです。

・詩篇 89：11 を読みましょう。神様のものでない物はあるでしょうか。
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・第一コリント 6：20 と使徒 20：28 を読みましょう。あなたは誰のものですか。それ
はどうしてですか。

・ルカ 12：13－15 を読みましょう。この箇所で、二人の兄弟はだれが遺産を所有する
のかを巡って意見が食い違っています。イエス様はどちらかの味方になろうとはしま
せんでした。遺産の所有権が本当の問題ではなかったからです。

・15 節でイエス様が警告している危険がありますが、それは何でしょうか。

・15 節でイエス様が教えておられる基本的真理は何だと思いますか。

・多くの人が、自分の所有している物に重要性や個人的な価値や達成感を見出そうとし
ます。セルフイメージを高めるための感情的必要を満足させようとして物を手にいれ
多額の借金を負ってしまう人が少なくありません。

・あなたの心を見つめ直してみると、持ち物や才能に意味や達成感を求めようとする誘
惑と闘ってはいないでしょうか。

・今までに一度も大きな家やブランドものの新車を所有したことがないとします。それ
でも人生に達成感や目的を見出すことができるでしょうか。できるとすれば何故です
か。また、できない場合もその理由を考えてみましょう。

・上の質問の答えは、あなたの価値観をよく表していると思いますか。また、それはイ
エス様の教えに沿った価値観だと思いますか。　
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神様はあなたも含め、すべてのものの所有者です。ですから、あなたの人生にとって大
切なのは何かを所有することではありません。所有者の問題には全宇宙の創造の瞬間から
明らかな答えが与えられているのです。もっと大切なのはどなたがあなたの所有者かを認
識することです。

・ルカ 12：16－20 を読みましょう。物をどんどん蓄えることを人生の中心にしている
この人について、イエス様は何とおっしゃっていますか。

・死ぬ間際、この人にとって持ち物には、何らかの価値がありましたか。

・ルカ 12：21 を読みましょう。よく注意して読んでください。この人が金持ちだった
ことが問題だったのでしょうか。それともこの人が神様に対して富まない者であった
ことが問題だったのでしょうか。

・ルカ 12：22－23 を読みましょう。この箇所では、イエス様は弟子たちに、何を食べ
るか何を着るかを心配しないようにとおっしゃり、命は食べ物や着る物よりも大切で
あることを再確認させたのです。

失うことや傷つくことを恐れると心配が生じます。イエス様は弟子たちに心配しないよ
うにとおっしゃり、神様が必要なものをいつも与えてくださるという約束をしておられま
す。問題は所有と管理の違いにあります。神様があなた自身、またあなたの持ち物の真の
所有者であるなら、あなたの仕事はそうしたものを管理し、自分の能力を最大限に使って
それを生かすことです。持っている物を失ったら、それを保険でカバーしてくださるのは、
すべてのものの所有者である神様です。失ったものの代替物をくださるのかどうか、くだ
さるとすればそれはいつどのような方法でくださるのか、それを決定するのも神様です。

・あなたが持っている物の中で、最も価値のあるものは何ですか。

・もし、それを失ったとしたらあなたの人生はどうなると思いますか。
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・そのようなものを失った場合、あなたと神様との歩みにどのような影響があるでしょ
うか。もしその喪失があなたと神様との歩みに影響を与えるようであれば、それはあ
なたが実は自分のものではない何かを所有し続けようとしていることを示しているの
かもしれません。

・ヨブ 1：13－22 を読みましょう。子供たちや持ち物すべてを失ったことにより、ヨ
ブの神様に対する献身に何らかの影響が出たでしょうか。

・ヨブの模範から学べることを自分のことばで言い表してみましょう。

・神様があらゆるものの所有者であると認めた上で、自分の生活を省み、今あなたが神
様に捧げる必要のある物や人はいないか考えてみましょう。

３日目：　神様は私に消費者ではなく

投資家であるように望んでおられます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・物質主義や消費主義に心を奪われないよう気を付けて、勝利への道を発見できるように祈り

ましょう。

物質主義は人を強く引き付ける力があり、その結果多くの人が深刻な借金にはまり込ん
でしまいます。借金を責任を持って管理できる人もいますが、それでも物質を重要視する
生活を送ることに変わりはなく、抑制のきかない消費主義に明け暮れ、買うことそのもの
を楽しむために買い物をします。神様はご自分の子供たちにそれとは違うもっと深淵なと
ころに焦点を当てた人生を送ってほしいと望んでおられます。

・箴言 22：7 を読みましょう。借金し過ぎるとどんな問題が起こるでしょうか。
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・エペソ 5：5 とコロサイ 3：5 を読みましょう。パウロはむさぼり（お金や他の人の
物を羨ましがること）をどのように定義していますか。

・第一テモテ 6：10 を読みましょう。あらゆる悪の根は何ですか。（ヒント：お金では
ありません。）

・箴言 23：4－5 を読みましょう。聖書には金持ちであるために罪に定めると言ってい
るところはありません。けれども、金持ちになることだけを求めて物質を重要視する
のは問題だと言っています。ここで言う問題とはどのようなことでしょうか。

・箴言 28：20、22 を読みましょう。一攫千金の計画やあまりに良くて現実的でないよ
うな機会を求めることについて、神様はどのような見解を示しているでしょうか。

・マルコ 10：23－25 を読みましょう。イエス様は金持ちが神の国に入るのは難しいと
言っています。それはその人たちが金持ちだからというだけの理由でしょうか。それ
ともその人たちが物質を重要視しているということに関係しているのでしょうか。特
に 24 節に注意を払って考えましょう。

物質主義や消費主義は神様に代わってあなたの人生を支配しようとするものです。金持
ちであることや良い物を所有していることは罪ではありません。裕福さや物の所有が神様
との関係よりも大切になる時に、それが霊的に問題となるのです。神様があなたに望んで
おられるのは、衝動買い、周囲からのプレッシャー、浪費を促すようなＣＭなどにより無
駄遣いをしないで、むしろ自分の持っている物を投資することです。

114



・マタイ 25：14－29 を読みましょう。このたとえ話で、イエス様はしもべたちにそれ
ぞれ異なる額のお金（タラント、貨幣の単位）を託して旅に出た人について語ってい
ます。しもべは持っている物を投資してさらに儲けることを目指すべきであり、単に
預かったお金をそのまま持っていればいいわけではありません。このたとえ話のポイ
ントは、あなたも託されたものを投資してさらに儲けるようにという教えです。神様
があなたに与えてくださっているものが何であろうと、あなたは神様に信頼してそれ
を何倍にも増すようにすることが求められているのです。

・マタイ 6：19－21 を読みましょう。あなたが投資する時は、永遠と地上のどちらに
主眼を置くべきでしょうか。何に焦点を当てて投資するかは、あなたの心にどのよう
な影響を与えるでしょうか。

・献金の他に、あなたが他の人の人生に対して永遠の投資ができる方法はないか考え、
3 つの例を挙げてみましょう。

・今挙げた 3 つの中の少なくとも 1 つの方法で他の人の人生に対して永遠の投資をす
るのに、いつどのようにそれを始めたらいいか考えましょう。

４日目：  神様は、私が心配する者ではなく

勝利者になるよう望んでおられます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・人生のいろいろな心配事を神様に今日委ねますと祈りましょう。
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物質的な関心と心配の繋がりについて学んできました。聖書的な行動の動機となるよう
な実際的な心配は建設的なものです。けれども、心配の虜になってしまう人が多いので
す。これがひいてはお金、所有物、自分ではコントロールできない環境の虜となる症状を
呈するのです。神様はご自分の子供たちにはもっと良いものを用意しておられます。

・マタイ 6：24 を読みましょう。物質を中心にすると、人生の中で神様が占めるべき
位置をその物質が奪ってしまうことについて学んできましたが、それを裏付けるのが
この箇所です。イエス様は神様とお金の両方に仕えることはできないと明言していま
す。人生の中心は一つだけです。

・マタイ 6：25－32 を読みましょう。あなたの人生で心配すれば達成できるような建
設的なことがあると思いますか。

・あなたの心の中を省み、心配事のせいで神様に注意を向けられなくなっていることは
ないか考えてみましょう。

・マタイ 6：33 を読みましょう。永遠のものを大切に考える生き方をする時、神様は
どのような約束をしてくださいますか。

・マタイ 6：34 を読みましょう。ここでイエス様が出している結論は、自分ではどう
にもコントロールできない将来について心配するのはやめなさいということです。永
遠に価値を置く生き方をするなら、その日その日に十分なものが与えられます。

・ピリピ 4：6 を読みましょう。パウロは今学んだイエス様の結論を繰り返していま
す。パウロはピリピ人に心配（不安になったり気苦労が絶えなかったり）しないよう
にと言っています。

・あなたは何か深刻に案じていることがありますか。あるとすれば、それはどんなこと
でしょうか。
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・それはあなたがコントロールできること、自分で対処したり正したりできることです
か。

・そのことを心配すれば状況はよくなるでしょうか。

・ピリピ 4：6 では、その心配ごとについてあなたは今何をすべきだと言っていますか。

・ピリピ 4：7 を読みましょう。あなたの不安や心配を祈って神様にゆだねると、 神様
はどうしてくださると約束していますか。

・上の箇所で、神様はあなたの感情（心）も精神（思い）も守ってくださると約束して
いることに留意しましょう。

・ピリピ 4：8－9 を読みましょう。特に、どうすればこのように心配のいらない、勝
利に満ちた精神と感情の状態を保つことができるか考えてみましょう。

・あなたには今も心配事がありますか。そうであれば、この箇所はあなたの人生の中心
について何と言っていますか。

・ピリピ 4：11－13 と 4：19 を読みましょう。この箇所には重要な原則があります。
自分が持っている物で満足することを学ぶということです。神様があなたのすべての
必要を満たしてくださると約束してくださっているのなら（マタイ 6：33、ピリピ
4：19）、あなたの責任は神様が与えてくださるものが何であろうとそれで満足する
のを学ぶことです。（パウロが「学ぶ」と言っているのは自然にそうなるわけではな
いからです。）
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・第一テモテ 6：6－11 を読みましょう。この箇所には満足の原則とともに永遠に焦点
を当てた生き方と地上に焦点を当てた生き方の対比が書かれているのがわかると思い
ます。満足すべき衣食（8 節）とは、あなたの日ごとの必要（主の祈りにある日ごと
の糧）の代表的なものです。

・あなたの日ごとの必要とあなたが欲しい物との違いは何でしょうか。

・神様があなたにくださっているエネルギーを十分なお金を稼ぐ心配に費やすべきでし
ょうか。それとも神様がくださるものなら何であろうとそれで満足し、それに合わせ
たライフスタイルに適応することを学ぶべきでしょうか。言うまでもありませんが、
聖書の真理に反する、神様との関係を損なう、家族を傷つけるなどが起こらずにもっ
と多くのお金を稼ぐチャンスがあるなら、ぜひそれをしてください。けれども、自分
が欲しい物や必要だと思う物について心配するよりむしろ、自分が持っている物に自
分を適応させて満足することを学ぶようにお勧めします。

・詩篇 23：1 を読みましょう。これは有名な詩篇ですが、1 節についてはあまり考えた
ことがないかもしれません。主があなたの羊飼いであり、自分の人生の不安を主にお
委ねしていれば、何も欠ける（乏しい）ことはないと詩篇の作者は言っているのです。

・詩篇 23：1 の真理を信じる生き方をする決断を今しませんか。神様にそうしますと
いう祈りをしましょう。

５日目：　神様は、私が受ける人ではなく

与える人になるように望んでおられます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・与える人とはどういう人かを神様に尋ね、そのような資質を実行に移す具体的な方法を示し

てくださるように祈りましょう。

人には二通りの生き方があるとよく言われます。与える人と受ける人です。受ける人は
与えないだけではありません。他の人の時間、エネルギー、サポート、持っている物を使
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うのに、そのお返しに自分の物を与えることはしないのです。受ける人は自分自身の精神
的、感情的、経済的必要に大きな関心を抱くことが多く、自分が人に何かを与えるなどと
は考えもせず、ただ受けるだけの習慣を身に着けるのです。

神様は与えるお方です。神様はあなたを深く愛しておられるので、ご自分のひとり子を
あなたの身代わりに死なせるために与えてくださったのです（ヨハネ 3：16）。キリスト
に従う者として、あなたの人生の目的は日ごとにキリストに似たものとなるべきです。こ
の学びのポイントはただ与えるということではなく、与える人になるのを学ぶことです。
この二つには歴然とした違いがあります。

・第二コリント 8：1－5 を読みましょう。貧しいマケドニアの人たちがユダヤの信者
への献げ物に加わろうとしたことは注目に値します。けれども、パウロの注意を引い
たのは送られたプレゼントそのものではなく、それを送ったのがどのような人たちだ
ったかという点です。罪の意識からでも義務感からでもなく、強制されたわけでも
なく、与える人たちだったからなのです。

・5 節を見ると、マケドニアの人たちは惜しみなく献げていますが、どことどこに向け
て献げられたのでしょうか。

・ローマ 6：13－19 と 12：1－2 を読みましょう。自分の手足を罪深い欲望を満たす
ために使うのではなく、イエス・キリストに従う者として神様に仕え、正しいことを
するために使わなくてはなりません。また、マケドニアの人たちがしたように、自分
のからだも神様と人に仕えるために与えるべきです。

・第一テモテ 2：5－6 を読みましょう。あなたが与える人であり、自分自身を与えよ
うとするなら、あなたはキリストに似た者となります。

・あなたが神様と人に仕えるためにできる具体的で目に見える方法は何でしょうか。多
くの教会で掃除をしたり、ペンキを塗ったり、修理したりするボランティアを必要と
しています。未亡人、男やもめ、老人、重病人、障害者、シングルペアレントなどは
文字通りの手助けがどうしても必要なことが多いものです。あなたの近所にも雪かき
や草刈りが必要な人がいるかもしれません。与える人はそうするのが正しいから与え
るのであって、お返しに何かをもらおうなどとは考えません。誰に対してでも与えら
れるごく簡単なことの一つは、心からの笑顔です。ここに書かれていないことで誰か
が手伝いを必要としていることはないか考え、書き出してみましょう。
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・箴言 11：24－25 を読みましょう。この箇所は、与える人たちについて言及していま
す。与える（ばらまく）人は自分が与えたよりさらに多くの物を受け取ります。与
える（物惜しみしない）魂は栄え（もうかり）、他の人を元気づける（潤す）人は自
分も潤うのです。

・使徒 20：35 を読みましょう。受けるより与える方が幸いだと言っていますが、具体
的にはどうすることでしょうか。例を二つ挙げてみましょう。

・ローマ 12：13 を読みましょう。ここで与える（分け与える、献金する）ことについ
て二つのことが言及されていますが、それは何でしょうか。

・あなたが与えることについてその二つのいずれかを行うとしたら、具体的にはどうす
ればいいと思いますか。

・第二コリント 1：3－7 を読みましょう。パウロは、大きな試練を受けている間に御
霊からの慰めや安らぎをいただくことについて語っています。与える人として、パウ
ロは自分が受けた恵みをどう生かすかがすぐにわかりました。つまり、パウロは自分
が受けたこのような慰めや安らぎをいかにして他の人にも伝えることができるかを考
えたのです。

・神様が最近あなたにくださった中でも特に大きな恵みは何ですか。また、神様が教え
てくださった中で特に重要な真理は何ですか。

・そうした恵みや学んだことを誰にどのようにして伝えることができるでしょうか。

120



・これまでの自分の人生を正直に評価して、あなたは自分が大抵は与える人だと思いま
すか、それとも受ける人だと思いますか。理由も書きましょう。

・あなたが今も大抵は受ける人だという場合、神様に与える人に変えていただくために
は先ず何をしたらいいでしょうか。

与えるのにもいろいろな形、様々な方法があります。あなたが与えるどんな具体的なプ
レゼントにも増して大切なのは与える人になることです。与える人として、あなたの魂は
豊かにされ、それまでは想像だにしなかった目的と充実感を見出すことでしょう。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第 11課

献金：人生の 180 度転換

所属教会への献金が非常に重要なのはなぜでしょうか。

暗唱聖句：ルカ 6：38

☞今週の学びのポイント：忠実に献げることは霊的な成長と成熟の証拠であり、礼拝と信
仰の行為でもあります。神様はそれによって私を祝福するとともに私を通して他の人を祝
福してくださいます。

霊的成長の主な目的の一つは、あなたの性格、考え、態度、ことば、行動が神様のイメ
ージにふさわしいものとなることです（ローマ 8：29）。神様は愛してくださり与えてく
ださる神様です。本課では、神様に与える人へと変えていただくことを中心に学びます。
献金は成熟して責任を果たす者となる道であるとともに、信仰と礼拝の素晴らしい行為で
あり、あなたと神様の関係を実生活に結び付ける有力な方法です。

前の課で学んだように、多くの人にとって、与える人になることは自分の人生の価値観
を文字通り180 度転換することです。霊的成長を顕著に示す指標の一つは、献金という具
体的な行為です。そして、献金を始めるのに一番良いのは神様ご自身が私たちを養い、守
り、牧するために設立した機関、すなわち地域教会を通して献げることです。

１日目：　献金は信仰と礼拝の行為です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・自分の霊的成長と成熟が献金にどう反映されているかを示してくださるよう神様に祈りまし

ょう。
・聖書を通して語りかけてくださる御霊の声を、困難であっても敏感に聞き取ることができる

ように祈りましょう。

経済的なことは生活する中で重要な事柄であり、聖書には神様から託されたものを適切
に管理するのに役立つ教えがたくさんあります。献金の素晴らしい特質の一つは、人生の
経済的側面に神様との歩みの成長が結びつくことです。献金の面で霊的に成熟すると、信
仰と礼拝においてもそれ相応の成長が見られます。自分と神様の関係に関して献金の果た
す主な役割を理解すると、献金は喜びに満ちた行為となりますし、それによりあなたは神
様のみこころに沿った喜んで献げる人に変えられていきます（第二コリント 9：7）。
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・第一歴代誌 29：1－5 を読みましょう。この章には、ダビデがイスラエルの民を導い
て驚くほどの献げ物がなされ、息子ソロモンの神殿建設に必要な資材として提供され
た様子が記録されています。３節を見てください。ダビデはすでにあらゆるものを用
意していましたが、さらにこの献げ物が加えられたことに注目しましょう。

・３節を見ると、神の家に対してダビデはどのような態度を取っていますか。また、そ
れがダビデの惜しみなく進んで献げる心とどのように関係していると思いますか。

・第一歴代誌 29：6－9 を読みましょう。特に６節と 9 節を見ると、民はどのような態
度で捧げていると言っていますか。

・第一歴代誌 29：10－17 を読みましょう。この箇所で礼拝の心は明白に表れていま
す。ダビデは神様を計り知れないほど尊い方だと宣言しています。

・上の箇所で、ダビデが神様に感謝し、神様を賛美するために挙げている理由を読んだ
上で、あなたが神様を礼拝できる理由を 3 つ書きましょう。

・17 節を見て、ダビデの霊的成熟とダビデが献げた物がどう関連するか説明してみて
ください。ダビデの模範からどのようなことが学べるでしょうか。

・第二コリント 8：1－5 とローマ 12：1－2 を読みましょう。礼拝についてすでに学び
ましたが、それを基に考えると、第二コリント 8 章にあるマケドニアの人たちの献金
の動機となっている態度が礼拝の行為であると言えるのはなぜでしょうか。
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・あなたの献金は礼拝の行為だと言えるでしょうか。言えるとすればそれはなぜです
か。またそうでないとすればその理由は何でしょうか。

・あなたの献金が礼拝の心の表れとなるためにできることがないか考え、少なくとも一
つ具体的なことを書きましょう。

・箴言 3：9－10 を読みましょう。ここに書かれた真理を理解した上で、神様に残り物
を献げてもよいのか、あるいは最も良い物を献げるべきなのか考えましょう。

・箴言が書かれた農業を中心とする文化においては、収穫の初物を神様に献げることは
信仰の行為でした。それが確かだと言えるのは、収穫が完了しないうちに害虫、植物
病害、嵐などで残りの作物がだめになったり収穫が減ったりすることがないとは言い
切れないからです。

・箴言 3：9－10 で神様はどんな保証をすると言っておられますか。

・献金はあなたにとって信仰による行為だと言えるでしょうか。そうだとすればそれは
なぜですか。違うとすればその理由を考えてみましょう。

・時として、信仰は収入を増やしてくださる神様に信頼するだけではなく、あったらい
いけれども実はなくても済む物を諦めることによって自分のライフスタイルを調整す
るという難業に取り組む知恵が与えられるように神様に信頼することです。
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・信仰を持ってライフスタイルを調整し、今すぐにでも捧げるためにできることはない
でしょうか。例を一つ書きましょう。

・詩篇 37：25 を読みましょう。詩篇の作者であるダビデの証しをよく読み、あなたの　　
必要を満たす神様に信頼できるか考えてみましょう。

２日目：　献金は、神様が私の人生の

支配者だという認識の表われです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・自分の人生を省み、神様のご支配に委ねる必要があるのはどのような面かを敏感に感じ取れ

るように祈りましょう。

あなたの全存在、そして所有物の全部は神様のものです（第一コリント 6：20、使徒
20：28）。イエス・キリストに従う者として、あなたは神様にすべてを明け渡した人生を
送るべきです。献金はあなたが天にあるものを大切に思っているか、地上のものを大切に
思っているかを明確に表す指標です（コロサイ 3：2）。解決しなければならない問題は誰
があなたを所有しているのかではなく、あなたが自分の主にすべてを委ねた人生を送るか
どうかです。

・マタイ 6：21 を読みましょう。ここで語られているイエス様のことばを読むと、自
分の持っている物をどこに投資するかを見れば、どれほど献身の心を持っているかが
厳密に吟味できることがわかります。

・ルカ 6：43－49 を読みましょう。正しい心が正しい行為 (実) を生みます。イエス・
キリストは主 (主人) であると告白するのは簡単ですが、その告白が真実である
ことを証明するのは聖書の真理に従っている生き方です。

・第二コリント 8：1－5 を読みましょう。これは昨日も開いた箇所ですが、もう一度
考えます。パウロは、コリントの教会がエルサレムの信者たちに献げると約束してい
たのに約束どおりその献金を捧げなかったと忠告しています。
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マケドニアの教会の献金は神様の恵みによる行為です（１節）。自分たちが貧しいにも
かかわらず、献金の恵みに与ろうと熱心に願っていました（４節）。貧しさの中にあって
も献げる熱心さと実際に献げる力は、神様が彼らの生活を支配しておられた証拠です
（５節）。これは、裕福を極める街に住んでいたコリントの人たちが従うべき生きた模範
でした。

・第二コリント 8：6－7 を読みましょう。パウロは、献金を集めるためにテトスを遣
わし、マケドニアの人たちが見出した献金という恵みのわざにコリントの人たちも加
わるように勧めました。

・第二コリント 8：8 を読みましょう。パウロはここで、義務的な献金ではなく、あく
まで神様の恵みを覚えて献げるべきことを明確にしています（7 節）。

・上で読んだ第二コリント 8 章で、パウロが問おうとしていること、証明しようとして
いることは何でしょうか。

・第二コリント 8：9 を読みましょう。パウロは、あなたが永遠の命を受け取るために
ご自分の命を捧げられたキリストの恵みを例に用いています。献金はあなたの愛の真
実（８節）とあなたがキリストに倣う者であること（９節）の証しです。

・忠実に献金しているかどうかを判断基準とした場合、あなたの愛とキリストに倣う心
はどのくらいのレベルにあると思いますか。

・自分がまだ不十分だと感じるなら、その状況に対処するのに何をすればいいと思い
ますか。

・第二コリント 8：10－11 を読みましょう。コリントの人たちがこの献金に加わると
約束してから 1 年が過ぎており、パウロは約束したことは実行するように勧告して
います。
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・あなたは神様に約束したことをどのくらい忠実にやり遂げているでしょうか。いつ
も忠実であるか、時々忠実でないこともあるか、あまり忠実でないか自己吟味しま
しょう。

・伝道者の書 5：4－5 を読みましょう。上の問いの答えはあなたの霊的成熟度や性格
をどのように反映しているかを考えましょう。

・さらに大切なこととして、あなたが神様や人に対して約束したことをきちんと果たし
ているということから、神様はあなたの性格や霊的成熟をどのように見ておられると
思いますか。

３日目：  献金は私の霊的成長にとって不可欠な要素です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様との関係を深め強化するために神様に心を合わせて労したいと祈りましょう。

神様があなたの献金を必要としているわけではなく、献金はあなたにとって必要なこと
なのです。神様のご計画は、与える方である神様に倣ってあなたも与える人として生まれ
変わることです。あなたが責任を持って献金をするようになればなるほど、あなたはます
ます与える心を持った人になります。

・ピリピ 4：14－18 を読みましょう。パウロは満足の原理を説明し、神様がくださっ
たものが何であろうとそれに信頼して生きるべきだと言っています（4：11－13）。
パウロはここでもピリピの人たちがパウロの働きのために献げてくれた献金に対する
感謝を表しています。

・17 節を注意深く読みましょう。ピリピ人の献金に関してパウロの最大の関心は自分
の個人的な必要にあったのでしょうか。それとも、ピリピ人が神様との関係において
成長する必要にあったのでしょうか。
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・ピリピ 4：19 を読みましょう。パウロは神様から何かをいただくことを目的として
献金するようにピリピ人に教えていたと思いますか。それとも、与える人になるよう
励ましたのは、神様と御国を第一にし続けるなら神様は必要なものをすべて与えてく
ださるということを心に刻ませるためだったのでしょうか。

・第二コリント 8：12 を読みましょう。神様はあなたの献金の額と喜んで献げる心
と、どちらにより大きな関心を持っておられると思いますか。

・第二歴代誌 6：8－9 を読み、第二コリント 8：12 と比較対照してみましょう。

・第二コリント 9：7 を読みましょう。キリストに従う者として、献金は喜びの源であ
るはずです。

・パウロは献金はいやいやながらでなく、強いられてでもなく行うべきものだと言って
います。それはどういう意味だと思いますか。また、このことばはあなたにとっては
具体的にどういう意味を持ちますか。

・この箇所はまた、献金は目的も方向性もないまま不規則で気まぐれにするのではな
く、目的を持って、あるいはよく考えてなされるべきものだと教えています。

・第二コリント 9：8 を読みましょう。聖書的な献金は神様の恵みによって力をいただ
いて行うものであり、人間の努力によるものではありません。忠実に目的を持って献
金をしたいというあなたの願いに対し、神様はあなたのために用意した良いわざを溢　
れるばかりにできるように、常にすべてのことに満ち足りるあらゆる恵みを豊かに与
えると約束しておられます。言い換えれば、忠実に喜んで献金する時、神様はあなた
が他の面でも責任を全うするためにあらゆるものを与えてくださると言っておられる
のです。
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第二コリント 9：8 の素晴らしい約束に照らして考えると、イエス・キリストの弟子が
献金をしないとすれば、それはしたくない気持ちが障壁となっているからに他ならないの
です。神様が求めておられるのは喜んでする心であって、献金の具体的な額面ではありま
せん。神様はあなたが持っていない物によってではなく持っている物によってあなたを評
価します。神様はあなたが果たすべき責任を全うするために恵みを与えると約束しておら
れます。献金は義務や強制によって渋々行うものではなく、責任を持って神様の恵みに信
頼する霊的成熟の表われです。中には献金するゆとりがないと考えて献金しない人たちも
います。聖書にある神様の約束を考えると、献金するゆとりがないなどと言うことが認め
られるのかと問う方が適切ではないでしょうか。

・所属教会に献金していない場合、あなたは決めた通り忠実に目的を持って献金を始め
たいと思いませんか。

・上の質問でそう思わないと答えた場合、第二コリント 9：8 があなたの場合には当て
はまらないとする正当な聖書的理由があると考えられますか。

・神様が個人的な献金計画を立てる知恵と、第一歩を踏み出す恵みを与えてくださると
ともに、実生活であらゆる責任を果たす恵みを与えてくださるように祈りましょう。これ
は単なる祈りの課題というより、絶えずそのような祈りの心を持ち続け、キリストに似た
性質を高めていけるようにしなくてはいけません。

４日目：　献金は地域教会で始めます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・所属教会で積極的に活動に加わることについて前に学びましたが、今日の学びがそれとどう

関連するかがわかるように祈りましょう。

地域教会はあなたの信仰生活と成長の土台を形成しますが、同時にあなたの献金の土台
でもあります。地域教会を自分の献金の中心に据えると、聖書の約束通りに具体的な利益
がもたらされます。

・第一コリント 16：1－2 を読みましょう。前と同じく、エルサレムの信者たちへの献
金について書かれています。献金は定期的に（週の初めの日）すべきです。すべてのクリ
スチャンが、それぞれ能力に応じて献金に加わるべきですし、目的を持って（蓄えておい
て）献げるべきです。
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・ガラテヤ 6：10 を読みましょう。自分自身や持ち物を献げて善を行うべく全力を尽
くすにあたり、中心となる目標や重点をどこに置いて献げ物をすべきでしょうか。

・マラキ 3：8－10 を読みましょう。神様はイスラエルに宝物倉（神殿の祭司の食べ物
を収納する神殿の施設内の倉庫）に十分の一と奉納物を携えて来るように勧告してい
ます。マラキの時代、神殿は礼拝の中心であり、イエス・キリストの弟子たちにとっ
ての地域教会と同じ役割を果たしていました。

十一献金： 十一献金とは文字どおり 10％のことです。モーセの律法では、へブル人は収入の 
中から毎年十分の一を神殿の霊的命のために、さらにもう十分の一を行政のために納めることに
なっていました。現代の所得税によく似ています。三年ごとに、さらに十分の一を慈善の目的の
ために献げる義務がありました。今は献金についての法律があるわけではありませんが、神様の
恵みによって献げ物をします。とはいえ、十一献金の原則は現代の地域教会でも献金の目安とな
ります。モーセが神様から律法を受け取る何百年も前に、アブラハムは祭司メルキゼデクに戦争
の略奪品の中から十分の一を与えました（創世記 14：17－24）。ヤコブもまた、十分の一の献げ
物について語っており（創世記 28：22）、十分の一の献げ物は律法の要求以上のもので、古くか　　
ら神様の真理の原則であることを明らかにしています。　　　　　　　　　　　

・マラキ 3：10－12 を読みましょう。神様はイスラエルに十分の一をことごとく献げ
て神様を試してみよとチャレンジしています。そのお返しとして、神様はイスラエル
をどのように祝福するとおっしゃっていますか。

・上の箇所にある真理の原則があなたにも適用されるかを考えましょう。

・第一コリント 9：1－6 を読みましょう。コリント人の中にはパウロとその同労者で
あるバルナバがキリストの使徒となったのは、経済的な収入のために過ぎないのだと
申し立てて非難する者もありました。この箇所はそうした非難に対するパウロの答え
で、パウロとバルナバも他の人たちと同じように飲食をしたり家族を養ったりしなけ
ればならないと教えています。
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・第一コリント 9：7－13 を読みましょう。パウロはコリントで福音を伝える働きに対
して経済的な補償を受け取る権利があるとし、五つの理由を挙げています。

・9：7　常識
・9：8－10　モーセの律法からの原則の実例
・9：11－12　サービスを提供する人たち（医者、弁護士等々）に支払いをすると　　　

いう実例は霊的必要のために働く人たちにも適用される
・9：13　宮で奉仕する人たちへの待遇の実例
・9：14　主イエス・キリストの定めたこと

・第一コリント 9：14－18 を読みましょう。パウロは、たとえコリント人の間で行っ
ていた福音の働きから経済的補償を受ける正当な権利があるとしても、その権利を乱
用するより死んだ方がましだと言っています。パウロは神様の召しに応えて福音を伝
えているのであって、経済的な収入を得るためではありませんでした。

この箇所を読むと、パウロの霊的成熟とコリント人の未成熟が対照をなしています。パ
ウロはコリントで福音を伝えていた時、仕事をして自分の経済的必要を稼いでいました
（使徒 18：1－4）。それはコリント人が裕福な街に住んでいたのにもかかわらず、霊的に
は献げ物をするほど成長していなかったからです（第二コリント 11：7－9）。

・所属教会から始めて、あなたが与える人として成長するために自分なりの計画を立
て、それを書いておきましょう。

・献金と経済安定において成長するために多くの人が実行している計画の例を参考とし
て以下に挙げておきます。

・10％を地域教会への献金に
・10％を自分の貯金に
・請求書はきちんと支払を済ませる
・神様がすべての持ち物と機会を与えてくださるのですから、この確かな土台の上

に立って、宣教師、伝道プロジェクト、教会での特別な必要やプロジェクト、慈
善のためなどに献金しましょう。
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５日目：　献金は神様からの祝福の手段です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの信仰が成長し、献金は神様があなたを祝福し、あなたを用いて他の人を祝福する方

法だとわかるように神様に助けを求めましょう。

神様から何かを得るために献金するわけではありません。献金するのは神様を愛してい
るからです。また、神様はあなたが神様を愛するよりもっと大きな愛であなたを愛してお
られるので、献げる者には豊かに報いてくださいます。あなたを豊かに祝福するのが神様
のご性質です。神様がすでにくださっている物以上のものを神様にお献げすることはでき
ません。

・エペソ 3：14－21 を読みましょう。これはエペソ人のためのパウロの祈りであり、
礼拝の祈りの素晴らしい模範です。神様が想像を絶するほど豊かにあなたを祝福した
いと思っておられることに疑問の余地はありません。すべてはただ、あなたがそのよ
うな神様を認めて祝福を受け取るかどうかにかかっています。

・ガラテヤ 6：7－9 を読みましょう。聖書に繰り返し出てくる種蒔きと収穫の原則が
明確に記されている箇所です。この真理は献金も含め、人生のあらゆる領域に適用さ
れます。

・第二コリント 9：6－15 を読みましょう。パウロは、同じ種蒔きと収穫の原則を特に
献金に適用しています。この箇所で、あなたが自分の人生と献金に適用できる教訓が
ないか考え、二つの教訓を書き出しましょう。

・ルカ 6：38 を読みましょう。この真理はあなた自身の献金にどのように適用される
か説明してみましょう。

・ピリピ 4：18－19 を読みましょう。ピリピ人は極度の貧しさにあるマケドニアに住
んでいたことを思い出してください。彼らは自分たちの地域教会に献げただけでな
く、神様に信頼してパウロの福音の働きのためにも献げたのです。パウロはその献金
によって祝福を受け、彼らの神様に対する礼拝の行為としてそれを受け取りました。
神様のご性質と種蒔きと収穫の原則を踏まえ、パウロはピリピ人に神様がすべての必
要を満たしてくださる方であることをもう一度語りました。
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・あなたがすでに成長したクリスチャンとして所属教会に忠実に献金しているとすれ
ば、それに加えて宣教師をサポートするための献金を始める機会はないか考えてみま
しょう。宣教団体への献金により、あなたは献金を通して他の人の祝福となるという
恵みを体験し始めることでしょう。

・第一ヨハネ 3：17 を読みましょう。困っている人たちへの献金もまた他の人の恵み
となるために献げることであり、それは明らかにイエス・キリストに従う者たちの責
任です。

・箴言 19：17 を読みましょう。恵まれない人たちに心を留める人に神様はどんな約束
を与えてくださっていますか。また、これは種蒔きと収穫の原則とどのように関連し
ていますか。

ほとんどの教会が、宣教師、福音宣教の働き、恵まれない人たちに献金する機会を設けていま
す。上で見たピリピ人の例のように、地域教会を通して献金すると、すでに教会の指導者たちの 
信用を得ている人たちやプロジェクトに確実に献金が届きます。自分の献金が効果的にまた誠実
に使われるのがわかります。地域教会への献金の他に福音宣教の働きや慈善のための献金をする
ことは決して悪いことではありません。けれども、聖書の知恵と模範を見ると、献金はまず第一
に教会を通してなされるべきだということがわかります。

忠実な献金は、あなたの神様に対する忠実さと霊的成熟を裏付けるものです。また、献
金は、神様があなたに対して、またあなたを通して他の人に、ご自身の忠実さを示してく
ださる機会ともなります。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第 12課

御霊の賜物：神様が私を造られた意図

御霊の賜物とは何でしょうか。また、私に賜物が
あるかどうかはどうしたらわかるのでしょうか。

暗唱聖句：第一コリント 12：7

☞今週の学びのポイント：私は地域教会が必要とする御霊の賜物を持っており、私も他の
人の賜物を必要としています。

第 11 課では、神様があなたを「与える人」にしたいと願っておられることに焦点を置
いて学びました。あなた自身とあなたの持っている物すべてを喜んで神様に献げようとす
る姿勢は、神様があらゆる物の所有者であるという認識に立った礼拝の行為です。神様に
あなたの人生と持っている物を献げることを学びましたが、他にも考えるべきことが残っ
ています。それは、神様があなたの内に形作りたいと望んでおられ、与える性質の重要
な特徴、つまり聖書で御霊の賜物と言われているものについてです。御霊の賜物は、あな
たがそれを教会に献げるために神様がくださったものです。

あなたがイエス・キリストの弟子であれば、神様はいろいろな御霊の賜物の中から少な
くとも一つをあなたに与えてくださっています。それを用いて他の人のための働きができ
るのです。御霊の賜物は、神様が定めた人生の目的を達成できるようにあなたを整えるた
めの神様の方法です。だからこそ、このテーマは非常に重要です。自分に与えられた御霊
の賜物を発見することは、神様があなたを造られた意図を知るのに不可欠な要素です。

１日目：　神様は超自然的な方法で私に

賜物を与えてくださいました。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの御霊の賜物は何か、そしてそれを教会でどう用いるのが一番良いのかがはっきりわ

かるように助けてくださいと祈りましょう。

人間はだれでも、キリストを信じていようとなかろうと、才能や能力を持っています。
ヤコブ 1：17 は、すべての良い贈り物、完全な賜物は神様から来ると言っています。新
約聖書は、生まれつきの人間の能力を超えた御霊の賜物について語っています。神様は生
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まれつきの才能を取り上げ、そこに聖霊の超自然的力を注ぎ込んで御霊の賜物にすること
もあります。あるいは、元々なかったものを御霊の賜物として与えることもあります。イ
エス・キリストの信者は例外なく、御霊の賜物を少なくとも一つは持っています。

・第一コリント 12：1 を読みましょう。御霊の賜物について無知だったり、気付かず
にいたりしてはいけません。多くのクリスチャンが自分の御霊の賜物について何も知
りません。あなたはどうでしょうか。

・自分に与えられた御霊の賜物が何かわかっていればそれを書き、何故それが本当に賜
物だとわかるのかを聖書の教えに則って考えましょう。

・第一コリント 12：2 を読みましょう。コリント人のように、イエス・キリストの弟
子になる前、あなたは他の考え、哲学、宗教などの追随者でした。だからこそ、あな
たはイエス・キリストの弟子として、聖書の真理を教えてくださる御霊の導きを人生
の礎とすべきで、気持ちや感情、考えだけに頼った生き方をしてはならないのです。

・第一コリント 12：3 を読みましょう。誰でも「イエスは主です」と軽々しく言うこ
とはできます。パウロが言わんとしているのはそういうことではありません。パウロ
が言いたかった点は、イエス・キリストを主であり救い主として告白することは、そ
れを頭で理解する以上のことで、御霊の力によって人生が 180 度変わるような変革
です。第一ヨハネ 4：2、マタイ 16：17、ローマ 10：9－13 にも同じような真理が
書かれていますから比較対照してみましょう。

・第一コリント 12：4－6 を読みましょう。誰もが同じ御霊の賜物を持っているのでし
ょうか。

４～６節で、パウロは御霊、主（イエス・キリスト）、神（父）という３つの位格でご
自身を現した神様に言及しています。御霊の賜物にはいろいろな種類があり、それによっ
て多種多様の働きや奉仕の機会にふさわしく整えられますが、どの賜物も同じ主からのも
のです。霊的な力のレベルにも個人差がありますが、すべてのクリスチャンに主が働いて
おられます。
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・第一コリント 12：7、12：11、第一ペテロ 4：10－11 を読みましょう。御霊がご自
身を現してくださるのは少数の選ばれた者に対してだけでしょうか。それともすべてのク
リスチャンに対してでしょうか。

・エペソ 4：1－6 を読みましょう。この箇所ではキリストのからだの一致に協調が置
かれています。一致を土台として初めて御霊の賜物の多様性が生きるのです。

・エペソ４：7－8 を読みましょう。キリストの賜物の量りに従って恵みを与えられて
いるのは全ての人ですか、それとも限られた人だけですか。

・エペソ 4：9－11 を読みましょう。この箇所では、御霊の賜物を与えられた教会の霊
的指導者の種類が記されています。指導者たちはキリストが賜物として教会に与えた
人たちです。ここが大事なポイントです。つまり、キリストが賜物のある人たちを教
会に与えておられるということです。あなたがいただいている賜物がどのようなもの
であっても、あなたという人をキリストが教会に与えているのであり、あなたが他の
人の賜物を必要とするのと同様に教会もあなたの賜物を必要としています。

・エペソ 4：12－16 を読みましょう。御霊の賜物を与えられた人たちが力を合わせて
教会を守り成熟させ、16 節にある一致を保つのです。

訓練された教師は、神様が自分の能力を御霊の賜物として聖別し、人知を超えた力で神
様の真理を教えさせてくださるのだと悟るかもしれません。あるいは、人前で話すことな
どできなかったのに、イエス様に従う者となってから神様の真理がよく理解できるように
なり、それを教える素晴らしい能力を見出して教師となった人もいるかもしれません。
元々持っていた才能や能力が御霊の賜物となる場合もあります。また、他の人がする以上
のことをする願いや能力を神様から与えられて、それ以前には考えられなかったような貴
い働きをする人もいます。

・上記のことを念頭に置いて考えると、あなたは賜物を与えられているでしょうか。与
えられていると答えた人もそうでない人も、なぜそう思うかを書きましょう。
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・自分の賜物が何かよくわからない人は、自分の興味、才能、能力の中で、教会に役立
つ可能性のあるものを二つか三つ挙げることから始めててみましょう。

２日目：　私の賜物は教会の役に立ちます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたにどんな御霊の賜物が与えられているか示してくださるように、そして、神様がご自

身の教会で、また教会を通してなさっている全てのみわざの中で、あなたの賜物がどうした　　
らうまく生かされるかを教えてくださるように祈りましょう。

イエス・キリストに従う人すべてに御霊の賜物が与えられています。賜物の故に一人一
人が目的を持った重要な存在となります。あなたの賜物はあなた個人にとって有益なだけ
ではなく、教会全体にとっても恵みです。

・第一コリント 12：7 を読みましょう。あなたの賜物は教会のクリスチャンすべてに
とって益となります。

・第一コリント 12：8－10、28－30、ローマ 12：3－8、エペソ 4：11－12 を読みま
しょう。ここに挙げられているのはそれぞれ異なる賜物です。一度以上出てくる賜物
もありますし、一度だけしか出てこない賜物もあります。ここでは賜物の例を挙げた
にすぎません。考えられる賜物を一つも漏らさずリストにしようとしたわけでもあり
ません。

・第一ペテロ 4：10－11 を読みましょう。異なる賜物を端から書き連ねるのではな
く、ペテロは賜物を大きく二つの種類に分けています。神様のことばを伝える働きを
する「話す賜物」と、教会を建て上げるための仕える（奉仕する）賜物です。

上記のリストに書かれている賜物を見れば、何を指しているのかがすぐわかるものがほ
とんどでしょうが、中には現代に適用しようとすると理解しにくいものもあります。神様
はご自分の子供たちに多くの異なる賜物を与えておられ、あなたも少なくとも一つはいた
だいています。そして、すべての御霊の賜物の目的は教会全体に共通の利益をもたらすた
めであり、個々のクリスチャンのためではありません。
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御霊の賜物の問題は複雑で、成熟したクリスチャンであっても多くの疑問を抱くもので
す。十分理解していない問題に焦点を当て過ぎるあまり、明確に理解できる問題まで見え
なくなってしまう人もいます。御霊の賜物を理解するうえで難しい点の一つは、聖書の中
に具体的な情報があまりないということです。神様は常に必要な情報を与えてくださる方
ですし、すべての人に賜物が与えられていることは、明白に書いてあります。そう考える
と、神様は私たちが御霊の賜物について詳細をすべて知らなくてもいいと判断されたので
あり、どういう賜物があるのかさえ完全には知らなくてもいいとお考えなのです。

神様があなたにどのような賜物を与えておられるかを知るのと同じように重要なのは、
自分の賜物そのものの詳細ではなく、賜物をくださった神様にこそ最大の関心を払うべき
だということです。賜物の詳細を一切合財明かさないことにより、神様はいかなる状況、
時代、文化にあっても、大きな柔軟性を持って教会が必要とする賜物を与えてくださるの
です。

・第一コリント 12：11 を読みましょう。どんな賜物が欲しいかを自分で決めて神様に
それをくださいと祈るのでしょうか。それとも、神様がどんな賜物を与えるかを決め
られるのでしょうか。

・同じ箇所から、このような異なる賜物を働かせてくださるのは誰、あるいは何でしょ
うか。

・リストの中でよく理解できないものは別として、あなたにふさわしいと思われる賜物
を二つか三つ挙げてみましょう。

・あなたは自分にどんな賜物があるかすでにはっきりわかっているかもしれません。も
しまだはっきりしていなければ、これから自分の賜物を知りそれを生かすために以下
のプロセスを役立ててください。

１．神様が与えてくださった賜物がわかるように祈ります。

２．自分の興味、才能、能力を考えるところから始めます。前に出てきた質問で、教　　
会のために役立つと思う才能や能力と、自分が持っているかもしれない賜物を二
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つか三つ書きましたね。その時の答えとここで書いたものとを比較してみましょ
う。キリストのからだに仕えるために特別な方法で神様が聖別して賜物としてく
ださった才能や能力が見えてきますか。

３．そのような賜物を用いて奉仕する機会を生かしましょう。先輩クリスチャンや所
属教会のリーダーと話して、いずれかの奉仕に加わる計画を立ててみましょう。
自分に賜物があるように思えない分野であっても、恐れずに加わることをお勧め
します。賜物が何であろうと、どんな能力でも用いて神様に奉仕するのは良いこ
とですし、実際にやってみればできるようになります。一例を挙げましょう。イ
エス・キリストの弟子であれば誰でも自分の信仰を証しする責任があります。自
分には特にそうした証しをする賜物があるとわかる場合もありますが、実際やっ
てみて証しする賜物に気付くこともあります。

４．他のクリスチャンの意見や励ましによく耳を傾けましょう。あなたが実際にやっ
てみる前に他の人があなたの賜物に気付くこともあります。それとは反対に、あ
る賜物が欲しくてたまらないため、自分にはないとわかってもそれを認め難いこ
ともあると思います。

５．奉仕の実を見て判断しましょう。御霊の賜物は御霊により不思議なほど強められ
た能力です。あなたがその賜物を用いるのを神様が豊かに祝福してくださるのだ
とすれば、それが自分の賜物だとわかります。

神様との歩みにおいて成熟するにつれ、賜物として与えられた傑出した技術を奉仕に生
かせるようになります。一方で、イエス・キリストに似た者として成長すると、クリスチ
ャンとしての責任はどれもきちんと果たせるような成長が見られるはずです。例えば、施
しの賜物があるからといって教会に献金することだけに集中してしまい、信仰を証しする
者としての成長をおざなりにしてはなりません。

御霊の賜物に関する補足情報

以下は今日の課題には含まれません。今読んでもいいですし、今日はここで終えて三日
目に進み、後でもっと時間がある時に参考として読んでもかまいません。

御霊の賜物を知るのに最善の方法は、賜物を与えてくださる方と、賜物を与えられた理
由に焦点を当てることです。御霊の賜物はキリストのからだ全体に利益をもたらすために
与えられます（第一コリント 12：7）。聖書はまた、新約聖書が完成する前、一世紀の移
行期に神様のみことばを啓示し確認するために与えられた使徒としての賜物（第二コリン
ト 12：12、ヘブル 1：1−2、2：3−4）についても語っています。新約聖書は御霊の賜物
を網羅しているわけではないので、人が生まれながらに持った能力を神様が超自然的に聖
別して教会で力ある働きをする可能性をつぶさないようにすることをお勧めします。神様
は確かに、どんな状況においても教会が必要とする特別の賜物や能力をクリスチャンに与
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えることのできる方です。

下の表は、特に新約聖書に書かれている御霊の賜物をごく簡単にまとめたものです。賜
物は二つのグループに分類されます。第一のグループは、神様が新約の教会をお建てにな
った時以来何世紀にもわたって、圧倒的多数のクリスチャンが一般的に認めて理解してい
る賜物です。健全な地域教会であればどこでもそのような賜物が機能しているのを見られ
るはずです。

広く理解されている賜物
賜  物　　　　説  明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   参  照  箇  所
伝  道　　　 キリストの福音を伝達する特別な能力 エペソ 4：11

牧師、教師 教会の牧師として奉仕する特別の賜物を与えられている人たち エペソ 4：11

ローマ 12：7、
教える 神様の真理を力強く明快に適用しやすく教える特別の能力　　  　第一コリント

12：28－29
勧めをする　 　人々が聖書的な選択をするように説得したり励ましたりする特

別な能力。この賜物がある人は個人的に勧めをすることもあれ 　 ローマ12：8
ば、聴衆に向かって教えたり説教したりしつつ勧めをすること　 
もある。人によっては、音楽、美術などの手段を用いてこの賜
物を生かすこともある。

助ける（奉仕）　他の人の物質的な必要をよく察知し、具体的な方法でその人の  ローマ12：7、
ために働く賜物。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Ⅰコリ 12：28

治める、　　　 教会内で指導する、管理する、運営する賜物。 ローマ12：8、
指導する Ⅰコリ 12：28
分け与える 期待されている以上に与える特別な賜物。 ローマ 12：8

慈善を行う 他の人が災難に遭った時、痛みのある時、悩みや苦しみがある  　ローマ 12：8
時、神様の慈悲を施す賜物。

信  仰 困難な時に神様に信頼し、人生や働きの障害を克服する信じら   Ⅰコリ 12：28
れないほどの能力。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

御霊の賜物の二番目のグループは理解しにくく、いろいろな疑問が生じるでしょう。そ
うした賜物の中には、新約聖書の完成を見る前の時期にみことばを確認し明らかにするた
めに使徒たちが行使したのだとわかるものもあります。

エペソ２：20－22 で、教会は使徒と預言者という土台の上に建てられていると教えて
いることから、１世紀にだけ与えられた特殊な賜物があるという考え方もあるでしょう。
けれども、使徒だけに与えられた特殊な賜物であっても、類似した賜物が何らかの形で現
在も続いている可能性もあります。例えば、イエス・キリストの死と復活は一回限りのも
ので二度と起こりませんが、キリストの死と復活から受ける恵みを日々の生活に適用する
ことにより、あなたは毎日その土台を礎として生きるのです。
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移行期の賜物
賜  物 説  明 参  照  箇  所
使徒職 イエス様の 12 弟子は移行期において特殊で基本となる役割を エペソ 4：11

果たした。「使徒」ということばは単に「遣わされた者」とい
う意味であり、現代の「宣教師」に相当する。現代の宣教師は
12 弟子と等しい神様の権威を持っているとは言わないにして
も、福音を他の地に伝える独特の賜物を与えられている人たち
には使徒の役割を果たす賜物があると考える人は多い。

預  言 使徒たちと同様、1 世紀の預言者は神のことばを語ったり書い　ローマ 12：6、
たりした。これにより新約聖書が完成し、教会の土台が確立し　エペソ 4：11、
た。現代、多くの人が預言は将来を予告するだけのものと考え 第一コリント
ている。確かに神様は預言者に将来の出来事を明かされたが、   12：10、28‐29
聖書の預言は将来の予告をはるかに超えた内容に及んでいる。
聖書はすでに完成しているので、今ではそのような預言者を必
要とはしない。聖書の預言は過去、現在、未来にわたる神様の
みことばを宣言するものである。とはいえ、秀逸した力と確信
と洞察力をもって聖書から神様のみことばを宣言することを現
代における預言の賜物と考える人もいる。

知恵のことば この賜物は知恵の「ことば」と呼ばれているため、使徒の時代　  第一コリント
には神様の知恵を広めるために語る賜物だったようである。今　       12：8
日、これによく似た働きが、特定の状況に対して知恵深い助言
を与えたり適用したりする賜物のある人、また他の人が神の知
恵を理解するのを助ける賜物のある人に見られる。 

知識のことば　これはやはり使徒の時代にあった話す賜物で預言の賜物に似て　  第一コリント
いる。今日の類似した働きは、聖書の真理を整理したり特定の　　　 12：8
状況に関して聖書の真理を語ったりする人が受け継いでいる。

癒  し　　　 使徒たちはイエス様と同じような特別の癒しの賜物を神様から 第一コリント
の権威として持っていた。新約聖書の完成が近づき、使徒たち　　　 12：9
が亡くなって、特別な癒しの賜物は少なくなったが、神様は今
も癒してくださる。時には神様の摂理により、あるいは祈りの
答えとして奇跡的に癒されることもある。また、医学、カウン
セリング、苦しんでいる人への慰めを通して癒すために賜物を
与えられた人もいる。

奇  蹟 これは、新約聖書で神様の真理を確かめるために使徒たちに与　  第一コリント
えられたもう一つの賜物である。神様は今もなお祈りを通して、　　 12：10、
また神様の摂理によって奇蹟を行われる。　　　　　　　　　　  へブル2：3‐4

霊を見分ける力 この賜物は現代においては、霊的影響と肉的また悪霊的な影響     第一コリント
を見極める並外れた能力として見られる。 12：10

異  言　　　    聖書が異言の賜物と言う時、異言の文字通りの意味は外国語で　  第一コリント
ある。それにも関わらず、異言は人間のコントロールを超えて　　　 12：10
感情的に発せられる声や音だと考える人たちもいる。明言でき
るのは、ペンテコステの日、使徒たちは自分たちにわからない
言葉を超自然的に話したが、祭りのために他の国からエルサレ
ムに来ていた他国のことばを話すユダヤ人には理解できたとい
うことである（使徒 2：1－11）。これは、キリストの御業の完
成と、信者の内に住むための聖霊の降臨によりユダヤ人に訪れ
た神様の恵みのしるしだった。この賜物は、福音が初めて異邦
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人に伝えられた時（使徒 10 章）、またエペソにいたバプテスマ
のヨハネの弟子たちがメシヤが来られたことを初めて聞いた
時（使徒 19 章）に起こった。この他に異言の賜物について語ら
れているのは第一コリント12 章から14 章までの箇所だけであ
る。もう一つの大事な点は、他の賜物と同様、この賜物も神様
の恵み、個人の霊的な力、御霊を受けたことを測るものではな
いということである。第一コリント 12：28－30 を読むと、す
べての信者が異言を話すわけではないのは明白である。

異言の この賜物が異言の賜物と関連していることは明らかだが、新約　  第一コリント
解き明かし 聖書にはそれを使ったという実例は見られない。この賜物の使　　　12：10

用に関するいくつかの条件だけが、パウロが第一コリント14 章　　
に記した中にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

最後のアドバイス：明確に理解できる御霊の賜物に関してだけ注意を払えば十分です。
信者が皆、御霊の賜物について同一の見解を持っているわけではありません。しかし、そ
うした意見の相違は議論するには及ばないものです。もし誰かがあなたに違う考え方を説
得しようとすれば、適切な応答は次のようなものです：「各人が自分に与えられた御霊の
賜物を知るだけで満足です。どんな賜物であろうと、神様が私に与えてくださっている御
霊の賜物を理解し有効に用いるのを神様が助けてくださると信じています。」

３日目：　私の賜物は教会で生かされるものです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの賜物があなたの教会にとってどれほど大切かを示し、それを賢く用いる機会を与え
てくださるように祈りましょう。

専門的に設計された驚くほど高額の機械の部品があったとします。それを手に取ること
はできても、機械の残りの部分がなければ役には立ちません。同様に、どんなに素晴らし
い御霊の賜物を持っていたとしても、キリストのからだの他の部分と共に用いなければ、
それを十分に生かすことはできません。

・第一コリント 12 :12 を読みましょう。キリストのからだは多様な部分で構成されま
すが、そこには一致が見られます。一致に関するこの重要な点を、御霊の賜物につい
て同じ内容が語られているエペソ 4：1－7 と比較してみましょう。

・第一コリント 12：13 を読みましょう。この節によれば、キリストのからだの多様な
部分に働く求心力は誰（何）でしょうか。
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神様の御霊によってバプテスマを受けてキリストのからだに組み入れられると、霊的な
力のある立場に置かれますが、それで自動的に霊的な力を得るわけではありません。御霊
はキリストの弟子であるあなたの内に住まれ（ローマ 8：9）、御霊の賜物を少なくとも一
つ与えてくださいます（第一コリント 12：7、11）。しかし、御霊の賜物があるからとい
ってあなたが霊的になるわけでも特別の力を受けたわけでもありません。御霊に自分の人
生を完全に支配していただいて初めて、あなたとあなたの賜物が神様によって力を受け、
生活の中に御霊の実が見られるのです（ガラテヤ 5：22－23）。

・第一コリント 12：14 を読みましょう。からだが複雑に結合したたくさんの部分で構
成されているように、キリストのからだも一人一人違う賜物を与えられた特別の部分
で構成されています。

・第一コリント 12：15－17 を読みましょう。手や足はからだから離れたらうまく機能　　
するでしょうか。

・上の箇所によれば、あなたの賜物は教会から離れたらうまく機能するでしょうか。

・この同じ箇所から、あなたは自分の賜物が教会にとって重要だと思いますか。

・あなたが自分の賜物に気付いていない、あるいはそれを積極的に用いようとしないな
ら、教会はどのような影響を受けるか説明してみましょう。

・あなたは今まで自分の賜物を教会で用いてきましたか。用いてきたと答えた場合、い
つどのようにして用いたかも書き加えましょう。

・17 節を見ると、教会員すべてが同じ賜物を持っているのでしょうか。
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・からだには色々な器官がありますが、どの部分になるかをそれぞれの器官が自分で決
めましたか。それとも神様がすべてをデザインして一つ一つの器官を適切なところに
置きましたか。

・あなたは神様があなたに与えてくださった賜物に満足する者でありたいと思いますか。

・一人一人の賜物は教会が最も良く機能するために必要なものです。

・あなたの教会の中で、最近自分の賜物を用いてあなたのために奉仕してくれた人を 3
人挙げてみましょう。その人たちはどのようなことをしてくれましたか。

４日目：  私の賜物は神様が私を造られた目的の一部です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたを今のあなたとして造ってくださった神様に感謝しましょう。
・キリストのからだの中にあって、あなたのアイデンティティ（自己認識）と自分自身の価値

について理解が深まるように祈りましょう。

神様はキリストのからだの中の他のメンバーの必要を満たすために、あなたに賜物を与
えてくださいました。人生の満足感を得、目的と重要性を探求するには、神様があなたを
造られた目的を知り、神様の期待に沿った生き方をしていると確信することが重要です。

・第一コリント 12：18 を読みましょう。第一コリント 12 章 7 節、11 節と比較してみ
ましょう。体の各器官の場所を決めるのは誰ですか。

144



・上の箇所によれば、あなたの賜物はキリストのからだの中に置かれていますか。それ
とも外ですか。その理由も考えましょう。

・第一コリント 12：18 の言わんとするところを祈り深く考えてみてください。神様は
あなたのための特別な場を教会の中に用意しておられます。

・今までに自己評価の低さと闘ったことがありますか。自分に何の価値もないと決めつ
けるなら、神様があなたに与えてくださった価値を否定することになるのがわかりま
すか。

・第一コリント 12：18 はあなたの自己評価にとってどのような意味がありますか。ま
た、それについてあなたは何をすべきだと思いますか。

・今まで学んだことを踏まえて、自分の賜物を発見したり今後それを教会で用いたりす
るために、今週できることを考えてみましょう。（これについてアドバイスできる人
と話す、教会の伝道の働きや奉仕に携わる機会を利用するなどが考えられます。）

・第一コリント 12：19－21 を読みましょう。あなたの賜物は他の人とお互いに補い合
うために与えられたものです。キリストのからだの外では適正に機能を果たしません。

・第一コリント 12：22 を読みましょう。教会にとってのあなたの価値はあなたにどれ
ほど霊的な力があるかで決まるのでしょうか。
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・教会で、あなたよりも優れたものを持っている人を羨ましく思うのは、良いことで
しょうか。

・第一コリント 12：23－24 を読みましょう。教会に対するあなたの価値は、他の人の
前で評価されたり認められたり感謝されたりすることで決まるのでしょうか。

・あなたが思ったような評価が得られないと怒りを感じるのは正当だと思いますか。

・第一コリント 12：25－27 を読みましょう。キリストのからだの一部として他の人を
羨んだり怒ったりするのは望ましくありません。では、何を大切にすべきだと言って
いますか。

・この箇所の中心的な教えの中からどれかを実行に移すには具体的にどうすればいいか
を考えてみましょう。

・第一コリント 12：28－31 を読みましょう。最良の賜物を熱心に求めるようにという　
30 節の命令は複数形で、この命令が教会全体に宛てられたものであることがわかり
ます。言い換えれば、ある人が他の人より優れた賜物を求めるのではなく、神様に栄
光を帰すために教会全体として最良の賜物を用いられるように願うべきだと言ってい
るのです。あなたがどのような者であるか、そして神様があなたにどのような賜物を
与えられているかを喜んで受け入れましょう。

第一コリント 12 章は、さらに優れた道があると言って終わります。御霊の賜物と同様
に重要なこととして、13 章には自分の生き方によって神様の愛の純粋な模範を示すとは
どういうことかが詳述されています。これがさらに優れた道です。御霊の賜物はそれ自体
が目的ではなく、神様の愛を必要としている世界にその愛を示し伝えていくために、キリ
ストのからだとして心を一つにして効果的な働きをする上での手段です。あなたの賜物が
何であろうと、あなたの存在と行動の全てにおいて神様の愛が反映されるべきです。愛を
持ってあなたの賜物を使っていくなら、大きな喜びと平安をいただくことになります。
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５日目：　私の賜物は神様の恵みにより強められます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように祈りましょう。
・あなたの生活の中で、まだ神様に明け渡していないせいで賜物を効果的に用いられなくなっ

ている領域を示してくださるように神様に祈りましょう。

御霊の賜物は生まれた時から神様に与えられている才能や能力を超えるものです。御霊
の賜物は神様の恵みと聖霊によってさらに強められます。あなたの賜物は人間が努力さえ
すればうまく生かせるというようなものではありません。

・ローマ 12：1－2 を読みましょう。3 節以降で、御霊の賜物について論じられていま
す。1 節と 2 節は、3 節以降の御霊の賜物についての議論の基礎をどのように形成し
ていると思いますか。

・ローマ 12：3－6 を読みましょう。音楽を録音する際によく調和がとれていると言え
るのは、いろいろな楽器がハーモニーを奏で、各楽器のバランスがとれており、他の
楽器の音を消してしまうような音を出す楽器もない場合です。これはキリストのから
だにも当てはまることで、この箇所でもそれを教えています。

・３節によれば、パウロは自分の個人的な努力によってではなく恵みによって自分の預
言の賜物を用いています。

・6 節を見ると、あなたの賜物の源は何だと言っていますか。

・第一ペテロ 4：10 を読みましょう。ペテロはあなたの賜物を神様の恵みとみなして
おり、その恵みの良い管理者になるように命じています。

・あなたの賜物が神様の恵みの結果であるとすれば、あなたの賜物に関して個人的に誇　　
れる要因があるでしょうか。

・ローマ 12：3 によれば、神様は体の各部分に何を与えていますか。
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・この箇所の強調点は信仰を働かせることであり、単に自分の賜物を発見し、どんな賜
物かを明らかにしてそれを用いるということではありません。

・ローマ 10：17 を読みましょう。ここでは信仰を実にうまく表現しています。つまり
信仰とは神様が言われたことを聞いて信じることです。

・あなたの賜物に関して信仰を働かせるために次の質問に答えましょう。

・神様があなたに御霊の賜物を与えてくださっていることを信じますか。聖書でこれ
について言っている箇所を挙げてみましょう。

・あなたの賜物はキリストのからだにとって価値があり、キリストのからだの中で生
かされる必要があることを信じますか。

・最近読んだ聖書箇所から、この点について神様が語っていると思われるところがあ
れば、それを書きましょう。

・あなたは、自分の賜物の故に自分がキリストのからだの誰よりも重要であったり価
値が低かったりすることはないということを信じますか。

・それについて書いてある聖書箇所を思い出せたら、それを書きましょう。

・ローマ 12：6－8 を読みましょう。この箇所では預言、奉仕、教える、勧めをする、
分け与える、指導する、慈善を行うと言った御霊の賜物について言及しています。　
６節によれば、こうした賜物はすべて神様の恵みによって与えられるものです。

・６節によれば、このような賜物を持っている人はそれをどのように生かすべきで
しょうか。
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・あなたが自分の賜物を知っているとすれば、それを信仰によって用いていると言えま
すか。それはどういう意味でしょうか。

・まだ自分の賜物がよくわからない場合、どんな賜物があるかを発見し、今後教会でそ
れを生かすために、どのように信仰を働かせるべきでしょうか。

神様があなたをどのような者としてお造りになったかを理解しなければ、あなたのため
の神様のご計画に気付くことはありません。御霊が本当にあなたの内に住んでおられるこ
と、あなたが人生の支配権を御霊に明け渡したことを確信してください。自分の賜物が何
かを知るのに時間がかかっても心配はいりません。自分の願い、才能、機会を手掛かりと
して、積極的に地域教会の働きに加わるようにしましょう。時間の経過とともに、教会の
からだの中での働きのプロセスを通して、神様があなたの人生に望んでおられることを一
層明確に理解できるよう導いてくださいます。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想

149



第 13課

罪：心の内の闘いへの勝利

今もなお罪との闘いが続いているのはなぜでしょうか。

暗唱聖句：第一ヨハネ 1：９

☞今週の学びのポイント：罪があると神様や他の人を愛することができません。御霊に支
配されることが罪に打ち勝つ秘訣です。

神様はあなたが想像できないほどあなたを愛し、あなたとの交わりを望んでおられま
す。神様はあなたと愛に満ちた関係を持ちたいと切望しておられるので、それを実現する
ためにご自分の息子を送りあなたの身代わりとして死なせました。罪はあなたと神様の親
交を妨害しますし、交わりの流れを遮断します。だからこそ、神様はあなたにどのように
生きてほしいかを、みことばを通して示すのにとても熱心なのです。しかしながら、クリ
スチャンは誰しも、キリストにある新しい命を経験した後もなお、罪の現実と日々闘って
います。

神様はあなたを無条件に愛しておられます。ローマ 5：8－10 にあなたがまだ神様に敵
対していた時に神様はあなたを愛してくださったと書いてあり、あなたが神様を信じた今
は、救いの恵みがどれほど大きいかをもっと深く知ってほしいと促し求めています。愛の
神様はあなたと神様の関係が今後もっと親しく豊かなものであり続けるためには、罪を回
避すべきだという見解を与えてくれます。

１日目：　私の罪は神様のご性質を傷つけるものです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・罪の性質について明確な理解が得られるように祈りましょう。

おきて
神様の律法はご自身のご性質を反映したものであって、人が勝手に考え出した掟ではあ

りません。ご自身が聖であるから聖であるようにという神様の命令（レビ 11：44、第一
ペテロ 1：16）は威嚇ではなく、愛の表現です。聖であるというのは取り分けられて特別
なものになるという意味です。神様はご自身が特別な方ですから、あなたにも特別であっ
てほしいと望んでおられ、あなたにもご自身と同じようになってほしいと願っておられま
す。ですから、神様は罪を心の底から憎んでおられるのです。神様ご自身の正反対が罪で
す。罪はあなたが神様と十分な交わりができないようにし、さらに神様に似た者として成
長するのを阻止します。あなたは神様のものですから、罪を犯すと神様ご自身を冒涜し、
神様のご性質を傷つけることになります。
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・第一ヨハネ 3：4 を読みましょう。この箇所は罪をどのように定義していますか。

・マタイ 22：35－40 を読みましょう。無法や神様の律法の違反を考えると、旧約聖書
の律法にあるたくさんの規則が頭に浮かぶかもしれません。イエス様は旧約聖書全体
を実にシンプルに要約しました。イエス様は律法全体が二つの戒めにかかっていると
言っていますが、それは何ですか。

・ガラテヤ 5：14 とローマ 13：8－10 を読みましょう。あなたの他の人に対する態度
を見れば、あなたがどれほど神様を愛しているかが証明されます。

イエス様は神様には二つの大きな律法があると言っておられます。１）神様を愛しな
さい、そして２）他の人を愛しなさい、という二つです。これは聖書の中でも最も深遠で
人々を因襲から解放する真理の一つです。

・ガラテヤ 5：19－21 を読みましょう。ここに挙げられた罪（肉の行いや罪の性質）
のリストをたどり、それぞれの罪が神様の二つの中心的戒めのうちのどちらに違反す
るかを書きましょう。両方に違反するものもあるかもしれません。意味の分からない　
言葉があれば、調べたり他の人に助けを求めたりしましょう。

・マルコ 7：14－23 を読みましょう。この箇所にもまた罪のリストがあります。21 節
と 22 節にあるリストを見て、ガラテヤ 5：19－21 でしたのと同じように分析してみ　　
ましょう。それぞれの罪が神様の二つの大切な戒めのうちのどちらに違反するかを書
きましょう。

・マルコ 7 章の箇所によれば、罪は内側から来るものですか、外側から来るものですか。
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聖書には他にもたくさんの具体的な罪が記録されていますが、どんな罪にも同じ真理が
適用されます。つまり神様への愛に反するか、他の人への愛に反するか、その両方に反す
るかです。この二つの戒めに関する神様の見解は、実はそれほど単純なものなのです。それ
を自分の考え方の一部とするのが早いほど成長も早く、挫折することも少ないのです。

・ヤコブ 4：17 を読みましょう。何かをすることだけでなく何かをしないことも罪で
す。上と同じ二つの中心的な律法がここでも適用されます。神様を愛することを知っ
ていながらそれを行わないならそれは罪です。神様の愛を他の人に示すことを知って
いながらそうしないならそれも罪です。

・ガラテヤ 5：22－23 を読みましょう。ここには前の課で学んだ御霊の実が書かれて
います。御霊の実として挙げられた 9 つの点をよく読み、その一つ一つが神様への愛
か人への愛か、その両方かを考えましょう。

・この真理に照らし、あなたが今週犯した罪、すなわちしたことやしなかったことを三
つあげ、神を愛し人を愛するという神様の二つの中心的律法にどのように反している
かを説明してみましょう。
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・規則、禁止、規範、基準の長々としたリストを覚えようとする代わりに、人生の中心
となる規則が二つあります。神様を愛することと他の人を愛することです。これを行
ってください。そうすれば他の面でもどうすればよいかがはっきり見えてきます。

２日目：　罪は生涯かけて取り組む課題です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。　
・日々罪を犯すという現実的問題と、誘惑と闘い続けなければならない理由を理解できるよう

に祈りましょう。

堕落した人間の本質、聖書のいろいろな箇所で肉と呼ばれることの多いこの性質の実態
について学んできました。あなたは罪を犯すから罪人なのではありません。生まれつき罪
人なので罪を犯すのです。あなたの罪の性質は依然として地上のからだの中で生きてお
り、きわめて現実的なものです。しかし、あなたはキリストがあなたのために払ってくださ
った犠牲の故に罪の支配から解き放たれました。もはや罪を犯さなくてもいいのです。罪
を犯すのは、御霊にすべてを明け渡さずに自分の古い性質の為すがままに生きる時です。

・ローマ 7：14－25 を読みましょう。パウロがなすべき正しいことを知っていながら、
自分のしたくないことをしてしまうと告白している挫折感を、あなたも味わったこと
がありますか。

・17 節と 20 節によれば、問題はパウロ自身にあるのでしょうか。それともパウロの地
上のからだに今も宿る罪の性質にあるのでしょうか。

・18 節によれば、生まれつきの人間の性質の中に、罪に勝利するための答えを見出せ
るでしょうか。
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・22 節で、パウロは自分の内なる人は神様の律法の真理を求めているのに、それに対
して戦いを挑む異なる律法があると言っています。23 節と 25 節で、パウロはこの異
なる律法を何と呼んでいますか。

・23 節によれば、この律法はどこにあると言っていますか。

罪深い性質は、地上のからだをもって生きている限り絶えずあなたを脅かすものです。
あなたはキリストにあって、霊と魂が新しく造られた者ですが、肉体は老化・劣化の一途
をたどり、ある日その働きを停止します。地上のからだに宿る堕落した性質は、神様の二
つの大切な律法に反するよう絶えずあなたを引きずりおろそうとします。罪から解放され
たとはいっても依然として罪の影響を受けるのはそのためです。

・ヤコブ 1：13－14 を読みましょう。神様は罪を犯すように誘惑しますか。

・この箇所によれば、誘惑はどこから来るのでしょうか。

・誘惑に屈すると何が起きると思いますか。

・あなたに罪を犯させようとする人（物）がいる（ある）でしょうか。

154



・第一ヨハネ 2：15 を読みましょう。この箇所はイエス様が与えてくださった大切な
律法の第一、すなわち心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神を愛せよという
戒めと、どのように関係がありますか。

・第一ヨハネ2：16を読みましょう。あなたは神様かこの世か、どちらか一方を愛します。
ヨハネは世にあるすべての罪を大きく三つに分類していますが、それは何ですか。

・16 節を基に、昨日の学びで書き出した自分の個人的な罪三つについて、それぞれが
官能的な欲望（肉の欲）、物質的な欲望（目の欲）、高慢（暮らし向きの自慢）のどの
誘惑に当たるか考えましょう。

イエス様が聖書の律法全体を二つの偉大な戒めに要約したのと同様に、第一ヨハネ 2：
16 は罪全体を大まかに三つの種類に分類してまとめています。肉の欲、目の欲、暮らし
向きの自慢です。三つともあなたの心の中の思いに端を発しています。罪の性質が罪を犯
すように誘惑する時、誘惑はこの三つの分野のいずれかからやってきます。これをよくわ
きまえることが罪に対処し罪を避ける防衛の最前線になります。
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３日目：　神様は罪に対処できるように

私を整えてくださいます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・絶えず御霊の力によって歩むことを学び、罪に対して具体的に勝利するにはどうしたらよい

か、示してくださるように祈りましょう。

イエス・キリストは、あなたを罪の罰から解き放ち、自由を与えてくださっただけでは
なく、人間としての罪深い性質と日々格闘する現実に、あなたが勝利する力も与えてくだ
さったのです。パウロはこの内なる葛藤を霊的戦いと呼んでおり、あらゆる思いを神様に
服従させる可能性を提示しています（第二コリント 10：3－6）。

・ローマ 8：1 を読みましょう。ここで語られている罪に定めるとは、イエス・キリス
トの救いの対象であった（5：1）「永遠」の罪の定めではなく、パウロがローマ 7 章
で苦悩している罪の性質に対する「心の内の」責めのことです。8：1 にある「こう
いうわけで」や「今は」は 7：25 を受けて言っていることばです。

パウロがローマ 7 章で格闘しているような罪悪感と、御霊の導きにより特定の罪を認めること 
（ヨハネ 16：8）との違いを理解するのは重要です。御霊が罪を認めさせる場合は、必ず明白で　
具体的な罪であり、聖書的な方法で罪を取り扱うように導いてくれます。特に理由もないのに抱
く罪悪感は、あなた自身の心の内なる戦いの一部です。黙示録 12：10 は悪魔があなたを神様の
前で絶えず訴えると言っています。悪魔はあなたを精神的縄目に縛り付けるために、あなたが自
ら抱いた罪悪感を利用することができます。御霊が具体的な罪を気付かせてくれるなら、罪を犯
したことを神様の前で認め、悔い改めて（心を入れ替えて）示された罪を聖書的に扱いましょう
（第一ヨハネ 1：9）。漠然とした罪悪感があり、そのせいで憂鬱、落胆、心配、恐れが起きてい 
るなら、それを払拭し、神様との関係において成長することに目を向けましょう。　　　　　　

・ローマ 8：2 を読みましょう。パウロが 7 章で語っている罪と死の原理からあなたを
解放するもう一つの原理とは何でしょうか。

・ローマ 8：3 を読みましょう。神様は律法にはできないことをするために御子を遣わ
しました。律法の規則や規定に従おうとするだけでは神様や他の人を愛することはで
きません。キリストにある者を罪に定めるものはありませんが、この箇所を見ると罪
の罰を受けるのは誰（何）でしょうか。
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・ローマ 8：4 を読みましょう。あなたはどうすれば律法（神と人を愛すること）の義
を全うできるのでしょうか。

飛行機は流体力学の原理を適切に応用しているために空を飛べます。重力の法則が飛行
機を絶えず地面に引っ張っても、流体力学の法則が重力に勝るのですが、それは、キリス
ト・イエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理に勝つのと同じです。神様が計画された
通りの人生を生きる鍵は、御霊に支配されることです。

・ローマ 8：5－8 を読みましょう。一所懸命努力したり、長々と続く規則のリストに
従って生きるように宗教的に最善を尽くしたりすることによって、神様を喜ばせるこ
とは可能でしょうか。

・ローマ 8：9－11 を読みましょう。御霊の力によって生きることは可能でしょうか。
そう考える理由も書きましょう。

・ローマ 8：12－14 を読みましょう。神様はあなたが肉に従って生きることを望んで
おられるのでしょうか。それとも、御霊によって生きるよう望んでおられるのでしょ
うか。

・この一週間を振り返り、あなたが原則的には御霊の力によって生きたか、それとも肉
に従って生きたか、評価してみましょう。その理由も挙げてください。

・御霊について知っていることから、これからの一週間を御霊の力によって生きるため
にはどんなことをすればいいと思いますか。
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・ローマ 8：15 を読みましょう。神様はあなたが宗教の戒めに縛られ、その基準に達
しないのではないかと恐れつつ生きるよう望んではおられません。

・神様はあなたに、ご自分とどのような関係を持ってほしいと願っておられますか。

・神様はあなたに心の中でご自身を何と呼んでほしいと思っておられますか。

・あなたは今までに、自分自身や他人の期待に縛られて生き、しかもその期待に応えら
れないと感じたことがありますか。

・今まで学んだことから、これは何を表しているのでしょうか。また、それについてど
うしなければならないと思いますか。

４日目：　常識と聖書により、多くの罪から守られます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・罪の支配下に陥らないためには、どのようにして賢い選択をしたり実際的な法則を学んだり

すればよいか、神様が示してくださるように祈りましょう。

イエス・キリストの死と復活により自由にされて、あなたは神様に仕え、神様の愛を享
受することができるようになりました。宗教的な規則を連ねた律法の下に生きるわけでは
ありません。聖書には真理が明確に示されており、それに違反するのが罪です。例えば、
盗む、嘘をつく、殺人するなどは罪です。このような罪は明らかに神と人を愛するように
というイエス様の二つの大きな律法に違反するものです。善し悪しの判断がそれほどはっ
きりできないのが人生ですが、今日の学びは罪に負けるのを防ぐための正しい決断をする
ことに焦点を当てます。
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初めから意図的に罪を犯す人はほとんどいません。大抵の場合、ぼんやりしていたり、
無知であったり、まずい決断をしたために罪を犯してしまうのです。常識と聖書の基本原
則を用いて、様々な罪の問題を回避することが可能です。

・ローマ 13：14 を読みましょう。自分にとって問題の元になる肉の欲を刺激するのを
避けましょう。例えば、アルコールの問題があるなら、お酒が自由に手に入る場所に
は近づかないようにします。ポルノ中毒と闘っているなら、テレビ、映画、雑誌の官
能的な写真は見ないようにします。

・あなたの場合、どのような欲求が問題を起こすと思いますか。食べ過ぎや噂話など、
よくある問題を抱えているかもしれません。

・誘惑を避けるために具体的にできることがないか考えてみましょう。

・第二コリント 6：14－ 18 を読みましょう。他の人を愛し、未信者にイエス・キリ
ストの福音を伝えるべきです。しかし、未信者との交わりが拘束、支配、堕落につ
ながるようなら、その人たちと離れ、神様のもとに戻って避難の場を見つけるべき
です。

・行動や態度によって、あなたに罪を犯させるような影響を与える人はいないでしょ
うか。

・その人たちに不必要に関わらないためには具体的にどうすればいいと思いますか。
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・第一コリント 6：19－20 を読みましょう。あなたの生活の中で、体に害があるよう
な癖や習慣はないでしょうか。

・この箇所に照らして考えると、体に害があるので回避した方がいいことがあるとすれ
ば、あなたはそれをどうしたらよいでしょうか。

・第一コリント 6：12、10：23 を読みましょう。態度や行動そのものが罪かどうかでは
なく、それがあなたの霊的生活にとって有益かどうかが問題となる場合もあります。

・神様はあなたに人生を享受し楽しい時間を過ごしてほしいと願っておられますが、場
合によっては神様や教会との関係からあなたを引き離すこともあるのではないでしょ
うか。自分の活動や習慣について考えてみましょう。

・そのような活動に関して、具体的にどのような行動を取るのが最善の策と言えるで
しょうか。

・第一コリント 8：9 を読みましょう。キリストにある自由は素晴らしいものです。と
はいえ、あなたの行動、活動、態度があなたを模範として歩もうとしているもっと未
成熟な信者を混乱させたりつまずかせたりしている可能性はないでしょうか。
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・上の問いでそのような可能性があると答えた方は、それがどういう問題か、また今後
どうすればよいかを考えましょう。

・第一コリント 10：13 を読みましょう。他の人は苦しまないのにあなただけが苦しむ
誘惑があると言っていますか。

・あなたが耐えられないほどの試みに会うことを神様はお許しになるでしょうか。

・さらに、あなたが誘惑に直面した時に神様は何をすると約束していますか。

イエス・キリストの弟子が罪の奴隷に戻る理由はありません。これまでに開いてきた聖
句から実際的な知恵を学ぶことにより、あなたは神様が望んでおられる素晴らしい人生を
歩めるように整えられます。

５日目：　罪にではなく、神様に

焦点を当てる選択をします。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。　
・神様との歩みにおいて日々深められ強められて成長できるように祈りましょう。
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人生には数多くの問題や悲しみが起こります。神様との関係はあなたの人生において絶
えず喜びと平安を得る源となるべきです。残念ながら、多くの人が神様について非常に歪
んだ見解を持っているために、恐れ、苦痛、フラストレーションに悩みながら生きていま
す。このような生き方は神様があなたのために計画したものではありません。罪に勝利し
た人生を送るために最も重要なことは一つだけです。それは神様を中心にした人生を送る
ことであり、罪を中心とする人生でも罪を避けようとする人生でもありません。罪を犯し
た場合は、聖書に則ってそれに対処しますが、何にもまして求めなければいけないのは神
様との関係を深めることです。

・第一ヨハネ 1：1－4 を読みましょう。神様はあなたが、神様と、また他の人と喜び
に満ちた交わりを持つように願っておられます。

・第一ヨハネ 1：5－6 を読みましょう。神様との交わりは光（義）の中を神様と共に
歩むかどうかにかかっています。罪の支配に任せていれば、神様との交わりはなくな
ります。あなたが信じようが信じまいが必ずそうなるのです。

・第一ヨハネ 1：7 を読みましょう。光の中を歩むなら、キリストの血が絶えずすべて
の罪から清める（この動詞は継続を表す現在形）ので、途絶えることのない神様との
交わりが持てます。

・７節で強調しているのは光の中を歩み他の信者と交わりを持つことでしょうか。それ
とも罪を回避するために最善を尽くすことでしょうか。

・第一ヨハネ 1：8 を読みましょう。「罪」ということばは単数で、これは否定できな
い罪の性質を指しています。これまでに学んだように、あなたの罪の性質は決して消
滅しない現実です。

・第一ヨハネ 1：9 を読みましょう。この箇所では「罪」ということばは複数形で使わ
れています。あなたの罪の性質に支配権を握らせたための具体的な影響を指している
のであり、生活の中で犯す罪をどう扱うかについて教えています。

・罪の告白は、神様の真理に違反するのは罪であると神様の前で認めることです。これ
は赦しを乞うことではありません。イエス・キリストがあなたの身代わりとなって死
んでくださった時、罪はすでに赦されているからです。また、神様以外の誰かにあな
たの罪を告白するという意味でもありません。聖書はイエス・キリストが神と人との
間の唯一の仲介者であると教えているからです（第一テモテ 2：5）。
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・あなたが神様の前で誠実に自分の罪を認めるなら、神様は二つのことを誠実にしてく
ださると言っていますが、それは何と何ですか。

・第一ヨハネ 2：1 を読みましょう。神様と、また他の人との交わりの人生に焦点を当
て、罪から解放されましょう。しかしながら、罪を犯した場合、あなたには過去、現
在、未来の全ての罪の罰はすっかり支払われていることを、あなたに代わって証明し
てくださる調停者（弁護人）がいます。

神様との歩み、他のクリスチャンとの交わりを重要視しましょう。そうすれば、あなた
の人生は喜びに溢れるものになります。罪の性質を持っているためにこれからも時には罪
を犯すことはあります。御霊があなたが罪を犯したことを気付かせて下さったら、直ちに
それを悔い改めましょう。

・あなたがしてしまったこと、しなかったことが神様の真理に違反するなら罪ですか
ら、その罪を神様の前に認めましょう。それから、壊れてしまった神様や他の人と
の関係を修復したいと神様に話しましょう。

・あなたの罪が他の人にも影響を与えたなら、それを正すことに積極的に取り組みま
しょう。許しを乞うことや、何らかの補償をすることが必要かもしれません。

・イエス・キリストがあなたの身代わりに流してくださった血潮によって、このよう
に赦しときよめが可能となるのです。

・過去の歩みを整理し、うしろのものを忘れてひたむきに前に向かって進みましょ
う。（ピリピ 3：13－14）。

・思い煩って無駄なエネルギーを使わずに、どんな心配事も神様に委ね、神様との関係
の中であなたを建て上げてくれるものに思いを集中しましょう(ピリピ 4：6－8)。

・今祈る時間を取り、あなたと神様との関係を阻むような問題がないか神様にたずね
ましょう。時間をかけて心を静め、御霊に語っていただくのです。自分の生活を振り
返り、取り扱う必要のある具体的な罪があるなら、今学んだパターンに従ってその罪
の対処をしましょう。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第 14課

問題：成熟に至るクリスチャンの歩み

イエス・キリストの弟子となったのに、依然として
問題が後を絶たないのはなぜでしょうか。

暗唱聖句：第一ペテロ 4：12‐13

☞今週の学びのポイント：神様は私が信仰において成熟し伝道の働きに携われるように、
問題や試練をお用いになります。

イエス・キリストに従おうとする時、「問題」はベストフレンドです。神様が問題を用
いて、聖書の真理を実際にどう適用するかを教えるとともにそのプロセスであなたの人格
を変革してくださるからです。堕落した人間の性質が蔓延しているこの世においては、神
様が介入すべき問題が山積しています。

問題の中にはあなた自身の罪に起因するものもありますし、間違った選択が引き起こし
たものもあります。そのような問題はないに越したことはなく、あなたが救い主である主
に似た者として成長するにつれて減っていくべきです。

しかしながら、とても恐ろしく壊滅的な悲劇が起こることもあり、クリスチャンであっ
てもなぜ神様がこのようなことをお許しになるのかと苦しみ悩んでしまいます。これまで
の人生経験も聖書も、あなたの求める答えをすべて出してくれるわけではありません。あ
なたが学べるのは、神様は最悪の悲劇や災害さえも用いて、あなたの人生に対する高い目
標を達成されるということです。本課では、この世の罪に汚れた環境が引き起こす試練や
悲劇にどう対応するかを検証していきます。

１日目：神様は問題のない人生を約束してはおられません｡

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの手に余る問題を取り上げ、神様がそれを用いてあなたをさらに主に似た者としてく

ださるように祈りましょう。

神様はあなたに問題が「起こる」と約束しています。イエス・キリストの弟子たちはこ
の世の誰もが遭遇する問題を経験します。神様を信じていない人たちでさえ、問題が起こ
るとそれが良い人へと成長する機会になるか、苦々しい気持ちを抱えるきっかけになるか
どちらかだとわかることがあります。問題に対処するプロセスで神様と共に労する姿勢を
取る者にもたらされる劇的な霊的成長を想像してみてください。
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・第二テモテ 3：9－11 を読みましょう。パウロの人生は聖書的な言動の模範でした
が、それでもやはり困難に遭って苦しみました。パウロの苦しみと困難に対し、神様
はどのように応答されましたか。

・第二テモテ 3：12－13 を読みましょう。あなたがキリストを信じない人たちに誤解さ
れ、攻撃さえされると断言しています。この状態は悪化する一方で改善はされません。

・第二テモテ 3：14－17 を読みましょう。あなたがイエス・キリストの弟子だという
だけの理由で攻撃される時、この箇所は何に焦点を置くべきだと教えていますか。

・ヨハネ 16：33 を読みましょう。イエス様もあなたはこの世では患難に会うと断言し
ています。イエス様はあなたに、他のどんなものを持ってほしいと言っていますか。
また、あなたがそれを持つことができるのはなぜでしょうか。

・使徒 14：21－22 と第一テサロニケ 3：1－4 を読みましょう。

・あなたかあなたに近しい人に今まで起きた最悪の事態は何ですか。そのことが起きて
どのように感じましたか。

・その悲劇的出来事を知って神様は驚かれたと思いますか。

・詩篇 119：71 を読みましょう。正直に考えて、苦しみに会ったことはあなたにとっ
て幸いだったと言えますか。
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・詩篇 119：71 に照らして考えると、試練の時には「どうして私が」とか「どうして
私じゃないのか」と言った方がいいのでしょうか。

・ローマ 8：28 を読みましょう。この箇所はすべてのことがうまくいくという包括的な
約束ではなく、神様を愛する者には神様がすべてのことを（良いことも悪いことも）
連携して働かせ、あなたの人生における神様のご目的を達成されるという約束です。

この世で起こるいっさいのことは神様の許しのもとに起こります。神様が神様であり、
神様を超える存在はいないからです。しかし、これは神様がすべてのことを意図的に起こ
していると言っているのではありません。神様は人に選択する力を与え、罪を犯す自由も
与えました。神様が人間に無理やり罪を犯させたのではありません。ご自身の被造物全体
を直ちに滅ぼしたりはせず、神様は愛をもって人間の罪の代価を支払い、ご自身を信じる
人たちに忍耐強く永遠の命を差し出しておられます。人間の罪は病気、疾患、殺人、戦
争、レイプ、虐待など、悲劇的な結末を迎えることが多いものです。しかしながら、悲劇
の真っただ中にあってさえ、愛の神様はどんなことが起ころうともそれを用いてあなたに
ご自身の愛を示し、あなたをご自身に似た者として、ご自身の目的を達成することができ
ます。

２日目：　問題は私を変えるための神様の道具です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様がどのように問題を用いて、あなたの態度や行動や性質がますますイエス・キリストに

似たものとなるように変えてくださるかがよくわかるように祈りましょう。

神様は問題や悲劇を発明する必要はありません。罪に汚れた世界の当然の結末を受け、
それを用いてあなたに教え、あなたを変え、あなたの人生の目的を達成してくださいます。

・ローマ 5：3－5 を読みましょう。パウロによれば、患難、問題、試練にどのように
対応すべきでしょうか。
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・この箇所で、パウロは神様があなたに苦悩から揺るがない希望へと移るように望んで
おられることを示しています。問題から希望へと移行するプロセスで、この二つの間
には二つの段階があると言っていますが、それは何と何でしょうか。

・ヤコブ 1：2－4 を読みましょう。ヤコブによれば、試練に対してあなたはどう反応
すべきでしょうか。

・この箇所から、神様があなたの人生に起きる試練を用いてあなたを成熟させてくださ
るとはどういうことか説明しましょう（聖書で使われている完全という言葉は、罪が
ないとか間違いを犯さないという意味ではなく、むしろ成熟したという意味です）。

・第一ペテロ 4：12－13 を読みましょう。試練にあったら驚くべきだと思いますか。

・ペテロによれば、試練にどう反応すべきでしょうか。また、それは何故でしょうか。

・第一ペテロ 4：14－15 を読みましょう。キリストに従うが故に経験する誤解、虐
待、迫害と、自分自身の罪や責任の欠如の故に味わう苦しみとの違いは何か説明して
みましょう。

以上みてきたいくつかの箇所に共通して流れているテーマは、試練から喜びを得る、あ
るいは試練の時に喜ぶべきだという教えです。あなたが持つことのできる喜びは、神様が
最悪の状況を用い、態度においても性質においても救い主イエス・キリストにますます似
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た者となるようにあなたを強め、深めてくださる、そのみわざに思いを寄せることから生
まれる喜びです。

・今現在、あなたにとって最大の試練は何ですか。まだ見えないことのために神様に信
頼し、喜ぶという点から考え、その試練についてのこれまでのあなたの反応を省みて
みましょう。

・あなたが直面しているこの試練を、神様がどのようにお用いになっているかわかりま
すか。考えて書いてみましょう。（現段階では有益な見通しはたたないかもしれませ
ん。その場合は、正直にそう書いてください。）

人生には時として悲劇的な、痛ましいことが起こり、それについてどうしても納得のい
く答えを得られないこともあります。そのような場合、第一テサロニケ 5：18 を見ると、
あらゆることに感謝するよう教えられています。これはすべてのことを感謝するようにで
はなくて、何が起きているのか、何故それが起きたのか十分に理解できない時であっても
あらゆることにおいて感謝するようにという教えです。あなたの痛みと試練を用いてご自
身の目的を達成しようとしておられる神様に信頼するからこそ生まれるのが感謝ですか
ら、感謝を献げるのは信仰と礼拝の行為だと言えます。

３日目：　謙遜は問題に対する最善の反応です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・聖書が教える謙遜の意味とその実質的な価値を教えてくださるように神様に祈りましょう。

謙遜は人生で最も高尚な美徳の一つです。イエス様は、自分を低くする者は高くされる
と言われました（ルカ 14：11）。謙遜は弱さとは関係ありません。プライドこそ堕落した
人間の性質の中核をなすものだと学びました。聖書的な謙遜とは、自分の長所や能力を神
様の支配に明け渡すことにより神様に完全に拠り頼む歩みです。プライドとは自分自身に
完全な自信を持ち、自分に夢中になることですから、謙遜とプライドは正反対のものだと
言えます。
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・第一ペテロ 5：1－6 を読みましょう。ペテロは教会の指導者たちに、働きにおいて
プライドや自己中心から生まれる行為に走らないよう警告しました。５節ではむしろ
他のものを身にまとうように教えていますが、それは何ですか。

・６節を読んで、いつ謙遜になるのか、誰（何）に服従するのか、その結果何を期待で
きるのかを考えましょう。

・1－6 節を見ると、神様は誰に対して恵みを与えられると言っていますか。

・ヤコブ 4：6－8 を読みましょう。恵みをくださる神様について、また謙遜と神様へ
の服従との関連性について同じ真理が語られていることに注意を払いましょう。

・ヤコブ 4：10 を読みましょう。神様がへりくだる者を高くしてくださるという同じ
約束が書かれていることに注意を払いましょう。

・あなたが自分の歩みの中でプライドと格闘していることはないでしょうか。具体的な
例を 3 つ挙げてみましょう。

・上で挙げたそれぞれについて、聖書に則って謙遜に対応するにはどうすればよいで
しょうか。

柔和は聖書の中で謙遜と密接に関連することばで、自分の力を神様に明け渡している人
の優しさを強調しています。モーセはその当時、地上のだれにもまさって謙遜だと言われ
ました（民数記 12：3）。モーセには弱いところは何もありませんでした。マタイ 11：29
では、イエス様がご自分について心優しく（柔和で）へりくだっている（謙遜だ）と語っ
ています。イエス様にも弱いところは何一つありませんでした。
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弱いどころか、謙遜は、理不尽な人に対処するなど自分でコントロールできない試練の
状況を経験する場合に取るべき最も強い姿勢です。この真理を最もよく表す模範は私たち
の主イエス・キリストご自身です。

・ピリピ 2：5－11 を読みましょう。８節によれば、イエス様は十字架で死と直面した
時、何をなさいましたか。

・６節と７節を注意深く読んで、プライドと謙遜の関係について何が学べるか説明しま
しょう。

・5 節によれば、キリストの模範から何を学ぶべきでしょうか。

・９節は、第一ペテロ 5：6、ルカ 14：11、ヤコブ 4：10 とどのように関係してい
ますか。

・あなたがごく最近他の人と対立した時、あなたが取った態度はプライドと謙遜のどち
らに近かったと思いますか。

・あなたの実際の対応はともあれ、その状況の中で、謙遜と神様への信頼をどのように
適用できたと思いますか。
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・自分のコントロールを超えた状況の故に苦痛、痛み、不快感を味わった時を思い出し、
なるべく最近のことを書いてみましょう。（病気、経済的損失、犯罪の被害等々）

・あなたがどう対応したかはさておき、そのような状況に聖書的謙遜を持って対処する
にはどのようにしたらよかったと思いますか。

４日目：　神様はあらゆる問題において

私の前を進んでくださいます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・純粋な謙遜を目指し、イエス・キリストの足跡をたどることができるように神様に願いま

しょう。

神様は、あなたの状況や痛みに同情できるお方です。すべての疑問に答えが与えられる
ことも、理由を理解することもないかもしれませんが、神様が決してあなたを離れず見捨
てないという約束が与えられているのは確かです（へブル 13：5）。

・へブル 4：14－16 を読みましょう。イエス・キリストはあなたが経験するすべての
誘惑にあいましたが、イエス様とあなたとの間には一つ違いがあります。それは何で
しょうか。

・この箇所で、おりにかなった助けが必要だと言っていますが、それは何だと思いま
すか。
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・これまで学んできたことを思い出し、神様の恵みを受けるには何が必要か考えてみま
しょう。

上の箇所は、真の謙遜への道を教えています。それにもかかわらず、神様の御座に確信
を持って大胆に近づくように勧められています。これは大抵の人が抱く謙遜に関する見解
とだいぶ違います。純粋な謙遜は、人生に起こるいかなる状況にも、どれほど困難であろ
うと立ち向かっていくことのできる純粋な確信に至るのです。

・第一ペテロ 2：19－21 を読みましょう。キリストの苦しみがあなたの模範であり、
神様はあなたにキリストの歩みに倣うように期待しておられます。

・第一ペテロ 2：22－23 を読みましょう。キリストが十字架に至る苦難と屈辱に耐え
られた時、キリストは心の中で復讐を考えていたでしょうか。

・上記の状況で、キリストは何をしましたか。キリストが示したその模範は、あなたが
謙遜について学んだこととどう結びつきますか。

・へブル 2：9－10 を読みましょう。この箇所は謙遜の模範を示したイエス・キリスト
の人としての性質を強調しています。キリストは神であると同時に人でした。キリス
トの人としての性質は苦しみを通して成熟し完全なものとされました。聖書で使う完
全ということばが成熟や完成を意味することをもう一度記憶にとどめましょう。ここ
ではイエス様が罪の性質を持っておられたとか神より劣っていたという意味ではな
く、苦しみが人としてのイエス様を成熟させたと言っているだけです。

・へブル 2：11－18 を読みましょう。人間のからだを持った神様として、イエス様は
あなたとすべて同じになり、人としての苦しみを経て勝利への道を歩まれました。イ
エス様はどんな試練の中でもあなたを救いに来て助けることのできる方です。

どんなに苦痛で屈辱的な経験も、主イエス・キリストがあなたの身代わりとなって味わ
った苦しみに比べたら取るに足らないものです。神様があなたのためにすでに経験してく
ださった苦悩の深さを思えば、あなたやあなたの愛する人の人生に何が起ころうと、まだ
ましな方だと言えるでしょう。ですから、純粋な謙遜さを持って神様に近付き、必要な時
に神様がご自身の目的を行ってくださることに信頼するなら、神様はあなたを慰め力づけ
てくださいます。
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５日目：　私の試練は他の人のために

用いられることがあります。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの苦しみを他の人のために用いるにはどうすればよいかを示してくださるように神様

に祈りましょう。

イエス様が倣うべき謙遜の模範であるのと同じように、あなたに指導や規範を求める人
たちにとってはあなたが模範となります。これが霊的成長の次の段階です。第一段階は問
題と思しき事態を神様が霊的成長の機会に変えてくださるのを知ることです。しかしその
先があります。人生に何が起ころうと、そこには自分自身の必要を超えた神様のご目的が
あるのが理解できるように成長する必要があります。神様はあなたが苦しみの中でも保っ
ている信仰と謙遜を、同じような問題に直面する人たちの模範、励ましとして用いたいと
願っておられます。

・第二コリント 1：3－4 を読みましょう。この箇所によれば、神様はあなたの試練や
苦悩をどのようにお用いになろうとしていますか。

・第二コリント 1：5－11 を読みましょう。パウロは自分の苦しみの一部を描写してい
ます。パウロはそのような苦しみの目的をどのように捉えていましたか。

・第一テサロニケ 5：9－11 を読みましょう。あなたが苦しみに会った時に他の人のた
めにどのようなことをしてあげられるか、二つ書いてみましょう。

・あなたが実際に苦しみを経験した時について考えてください。神様が他の人の益のた
めにその苦しみをどのようにお用いになることができるか、例を一つ挙げましょう。
例えば、衰弱していく病気で苦しんだことのある人の中には、回復するとすぐ同じ苦
しみと闘っている他の人を援助するグループに加わる人もいます。
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全体のまとめ：試練と苦難に対する聖書的対応
１．この試練があなた自身の罪、無責任、間違った決断の故でないことを確認します。

もし自分の罪、無責任、間違った決断の結果であれば、それを聖書的に取り扱いま 
しょう。この試練が自分のコントロールを超えた状況のせいであれば、すべてのこ
とにおいて神様に感謝し、神様が目的を達成するために、すべてを働かせて益とし
てくださるという信仰を持ちましょう。

２．試練にあったら、自己の利益を求めたり、復讐心、自己憐憫、苦々しさを抱いたり
せず、謙遜に対処しましょう。すべての疑問に答えを見出せるかどうか、理由がわ
かるかどうかに関わらず、自分を神様のご支配にゆだね、この状況を通して神様が
なさろうとするすべてのことに協力しましょう。関係者には謙遜に応答し、他の人
に自分の不満をぶちまけたりしないようにしましょう。

３．神様がこの状況を用いて、あなたの性質、態度、行動、人格を変えようとなさるな
ら、それを受け入れる心の備えをしましょう。

４．神様に近付き、恵みの御座に大胆に近付き、折にかなった時に助けをいただく恵み
を見出しましょう。

５．似たような試練に会う人を慰めたり教えたりするために、神様があなたの状況をど
のように用いようとしているか、敏感に察知できるようアンテナを張っていましょう。

・ヨブ 13：15 を読みましょう。たった一日でヨブは持ち物、子供たち、そして自分の
健康を失いました。この箇所はヨブの応答です。

・正直に考えて、あなたはヨブの応答に自分の声を重ねられますか。何が起きている
か、またどうしてそれが起きているのかわからない時、その状況の中に神様の御手が
見えない時、神様があなたの祈りに答えてくださらないように見える時、あなたは心
から喜んで神様を信頼したいと思いますか。

・上記に掲げられたリストにある聖書的対応の原則リストを適用する必要があるような
具体的な試練や苦痛を経験してはいませんか。

メモ：学びと話し合いを深めるための質問
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第 15課

人間関係：対人関係の問題の解決

対人関係の問題にどう対処すればいいですか。

暗唱聖句：使徒 24：16

☞今週の学びのポイント：神様が私を愛し赦してくださったように他の人を愛し赦すな
ら、対立を解決したり未然に防いだりできます。

イエス・キリストの弟子であれば、人との対立を戦いとしてではなく、神様の愛を他の
人に示す機会として捉えるべきです。人生で最も辛い瞬間は人間関係での対立と無関係で
はありません。しかし、聖書にはそうした面倒な事態をどう収拾するかについて実際的な
アドバイスがたくさんあります。一般的な問題もそうですが、人同士の対立は避けること
ができません。けれども、聖書にある知恵深い指示に従うことを学べば、惨めな気持ちを
味わったり他の人に振り回されたりする必要はありません。

本課の学びは、聖書の基本的真理を基に人間関係の様々な問題の対処について指針を与
えるものです。あなたには解決できない対立であっても神様の目的にかなった方法で取り
扱うことが可能です。あなたが悩んでいる人間関係の問題は、他のクリスチャン、未信
者、家族のいずれかとの間に起きたものかもしれません。しかし、神様はあなたにそうし
た困難な状況の中で神様の愛、真理、恵みを適用する原理を教えてくださるのです。

１日目：　聖書は私を整えて他の人との対立に

対処できるようにしてくれます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの内にある抑圧された怒りを明らかにし、その怒りから解放されるための適切な対処

を学ばせてくださるように祈りましょう。

誰かがあなたに、あるいはあなたが誰かに腹を立てているかもしれませんし、そうでな
いかもしれません。いずれにしても、聖書は人間関係の問題に対処する具体的な対策を与
えてくれます。気が付いたら関係者が皆不愉快になるような複雑な人間関係のもつれの中
にいたとしても、あなたを導いてくれる聖書的な原則があります。

・マタイ 5：21－26 を読みましょう。この箇所にはイエス様と弟子たちが住んでいた
へブル文化の要素がたくさん出てきます。「能無し」（raca）は、人の知性を侮辱する
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ことばです。「ばか者」は文脈からすると人の道徳性を疑問視することばです。文化
的要因はさておき、イエス様は人の怒りが正しく扱われないと増幅する様子を語りま
した。イエス様の教えから学ぶべき原則を以下に記します。

・怒りは深刻な問題です。5：22

・殺人は手の犯罪であるのと同様に心の犯罪です。5：21－22

・人に対する怒りが適切かつ迅速に取り扱われないと、神様との交わりが妨げられま
す。5：23－26

・怒りの扱いを間違えると、深刻な結末を迎えます。5：21－26

・エペソ 4：26－27 を読みましょう。怒りそのものが罪ではないことに注目しましょ
う。怒りが速やかに取り扱われないと罪になり、問題が深刻化して感情的、精神的、
霊的問題に発展します。怒りを覚えたら、怒りの元である人や状況を聖書的に速やか
に扱おうとする意欲を持つべきです。

・27 節は、怒りを適切かつ迅速に扱えないと、深刻な霊的問題を招き、悪魔の影響に
対して門戸を開くことすらあり得ることを示しています。

・箴言 25：8－10 を読みましょう。怒りのせいで仕返しをしたり問題を自分の手中に
納めようとしたりすべきではありません。怒りを抱いたまま対立に対処しようとする
と、罪深い反応をしてしまいますし、状況が瞬く間に深刻化して手に負えない問題へ
とエスカレートするかもしれません。そうではなく、対立している相手のところに行
き、当事者同士で解決するようにしましょう。問題は当事者以外には漏らさないよう
にします。

・あなたに対して怒りを抱いている人はいないか考え、いる場合はどうしてその人が怒
っているのかを考えましょう。

・その人の怒りの原因は、あなたがしたことではありませんか。もしそうなら、その人
のところに行き、どんな問題であっても謙遜にそれを解決するようにしましょう。相
手の反応をコントロールすることはできませんが、あなたが問題解決のためにできる
限りのことをしたのだとわかるのは確かです。

・自分で怒りをコントロールできないほどの問題はないでしょうか。
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・あなたを知っている人たちは、あなたが怒りをうまくコントロールできないと言って
いますか。

・忍耐と自制は御霊の実です。あなたは、すでに学んできたように御霊に満たされる必
要があるかどうか考えてみましょう。御霊の実についての学びを復習し、重要な怒り
の問題を神様の支配に委ねるのに必要なことをやりましょう。あなたを怒らせた人を
変えることはできないかもしれませんが、御霊にあなた自身を支配していただくこと
は可能です。深刻な怒りの問題に勝利するために、自分より成熟したクリスチャンの
助けを借り、何でも話せて、祈ってもらえる信仰の友を持つ必要があります。

かんしゃく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
怒りは必ずしも癇癪と同義ではありません。怒りは心の中にある敵意や憤慨をくすぶらせてい 

く可能性があります。怒りが態度や行動にあからさまに表われるとは限りません。むしろ、誰か
を援助したり支援したりするのを拒む、中傷する発言をする、微妙に報復しようとするなどの形
を取って反応することもあります。ですから、あなたをよく知っている人たちが、あなたが自分
で認めようとするより先にあなたの怒りの問題に気付くことが多いのです。鬱状態が実は抑圧さ
れた怒りの表出する一形態である場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

２日目：　聖書は私を整えて問題を起こす人たちに

正しく対応させてくれます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたが出会う「問題のある人たち」に対処する聖書的な方法を示してくださるように神様

に祈りましょう。

あなたは対立を解決しようとしたのに相手がそれを望まない場合、何が起こるでしょう
か。理由はともかく単に「問題を起こす人たち」もいるものです。そうした状況であなた
がどうすべきかが聖書の真理の中にあります。

・マタイ 18：15－17 を読みましょう。これは教会の誰かがあなたに対して犯した罪を
取り扱っているところです。ここで語られているのは個人的な対立や意見の相違につ
いてではなく、重大な間違いがあった場合に取るべき方法です。

・この箇所によれば、相手が自分のところに近付いてくるのを待っている方がいいので
しょうか。それとも、あなたの方から相手のところに行くべきでしょうか。
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・この問題について他の人に話すべきでしょうか。それともまずは相手のところに一人
で話しに行くべきでしょうか。

・その人と個人的に話して理解に至らなければ、教会内の成熟したクリスチャン二人か
三人の助けを借ります。その人たちはあなたの見解が正しいことを確認してからあな
たと一緒に問題の相手のところへ行きます。

・一緒に行った人たちも含めた全員の一致した意見を聞いた後で相手が和解を拒否した場
合、問題を教会の指導者のところに持って行き、次にどうするかを決めてもらいます。

・この時点で、相手が依然として非協力的であれば、17 節にあるようにその人を未信
者のように扱います。

・ローマ 16：17 を読みましょう。変な教えをめぐる議論にあなたを巻き込もうとし続
ける人に対し、反論したり説得したりすべきでしょうか。あるいは、敵対するような
態度で臨むべきでしょうか。

・この箇所によればそのような状況では何をすべきでしょうか。

・テトス 3：9 を読みましょう。教会には、自分自身の考えを主張したり聖書を変に曲　　
解したりするのを楽しむ人が寄ってくることがあります。そういう人たちは自分が何　　
かを学ぶより、自分の正しさを他の人に説得するのに没頭しているのです。

・この箇所によれば、そのような人たちと議論を始めることにどんな価値があるでしょ
うか。

・テトス 3：10 を読みましょう。分裂を起こす人たち（異教徒）にふさわしい対応は
何でしょうか。この教えを先ほど学んだマタイ 18：15－17 と比較してみましょう。
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・テトス 3：11 を読みましょう。議論をふっかけてくる人の問題の本質は何だと言っ
ていますか。

ここまでの焦点は教会内に起こる対立でした。しかし、対立が教会外の人との間に起こ
ることは多く、それに対しても聖書的な対応が必要です。

・ローマ 12：18－21 を読みましょう。いつもあなたの望む通りに事が運ぶとは限らな
いので、誰とでも友好的な関係ではいられない場合もあります。

・この箇所によれば、和解するために最善を尽くしても、相手が平和に暮らすことを望
まない場合、具体的にどのような行動をとるべきだと言っていますか。

・マタイ 5：43－44 を読みましょう。ここでイエス様がおっしゃっていることと、
ローマ 12：18－21 を比べてみましょう。

・ローマ 13：1－10 を読みましょう。パウロは、政府当局は社会の秩序を維持するた
めの神様の力の延長上にあると教えています。対立が個人的にまた教会内で解決でき
ない場合は、民法の保護に訴えることについて心苦しく思う必要はありません。民法
はあなたを保護するために神様が備えてくださっているものです。

重要：これは家庭内の虐待にも適用されます。虐待者が信仰を告白しているクリスチャンであっ
ても聖書の真理に応答するのを拒否している場合はこれに当てはまります。マタイ 18：15－18
の手順を踏んでから、あなたを保護する権威、すなわち政府に訴えるという次の段階に進みます。

・教会外の人で（同僚、友人、家族、知人）あなたにとって特に人間関係が難しいのは
誰でしょうか。

・上記の箇所で、あなたがその人に対応する際に一番良いと思われる行動は何でしょう
か。具体的に考えて答えを書きましょう。
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あなたが状況解決に向けて何をしようと、「問題を起こす人たち」はいるものです。聖
書の中の指示に従い、その人に対してできることはすべてやったと思ったら、あとはただ
この問題を神様にゆだね、神様がその人の心に働いてくださるように祈る以上のことはで
きません。あなたにできるのは、自分自身の態度をしっかり見張り、間違いなくキリスト
に倣う態度を取ることです。

３日目：　私次第で回避できる対立もあります。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・自分のことばを慎重に選び、他の人の徳を高め、励ますために好意的なことばを用いること

を教えてくださるよう神様に祈りましょう。

問題を未然に防ぐのは、問題が起きてから解決するよりいいに決まっています。聖書
には個人的な対立を回避する助けとなる知恵や具体的なアドバイスがたくさん書いてあ
ります。

・使徒 24：16 を読みましょう。パウロは責められることのない良心を保つために、神
様との間の問題も人との間の問題も速やかに解決しました。どんな対立も聖書的にで
きるだけ早く扱うこの模範に倣い、敵意や誤解の蓄積を避けることができます。解決
できない対立がある場合、それがあなたの怠慢、無責任、行動を起こさなかったこと
によってそうなったのではない、というを確認してください。

ことばに気を付けるようにすること、噂話に加わらないこと、噂をする人たちに責任を
取らせることは、対立を首尾よく回避したり解決したりするために、また対立がエスカレ
ートするのを防ぐために重要な秘訣です。

・箴言 11：13 を読みましょう。人の話を吹聴して回る人は噂好きの人です。あなたを
知っている人たちはあなたを噂好きだと思っているでしょうか。それとも秘密を守
り、噂を広めたりはしない人だと見ているでしょうか。

・人の秘密を他人に話したことを振り返り、一番最近それをしたのはいつだったか思い
出してみましょう。

・それについてあなたは何をしましたか。どうすべきだったと思いますか。
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・箴言 20：19 を読みましょう。常に噂話をしている人をどのように扱うのが最善だと
言っていますか。

・箴言 26：20－22 を読みましょう。噂話は争い、衝突、そしてあらゆる個人的な対立
の原因となります。

・箴言 22：24－25 を読みましょう。明らかに怒りっぽく激しやすい人に出会ったら、
どうすべきでしょうか。

・エペソ 4：22－24 を読みましょう。パウロは考え方において一新される必要を明ら
かにしています。

・エペソ 4：25 を読みましょう。正しい考え方は真実を語ることにつながります。こ
れは、口を開く前に考え、他の人とのいろいろな問題を避けるようにと言うアドバイ
スに聖書的根拠を与えるものです。

・エペソ 4：15 を読みましょう。真実を語ることは単に心に浮かんだことをうっかり
口にするのに優ります。

・誰かがたった今共通の知人に関する最近の噂をあなたに話しました。あなたは何も答
えずにそれを聞きますか。それとも愛を持って真理を語りますか。

・噂話を止めさせ、噂した人に責任を取らせ、あなたが学んでいる聖書の真理の神髄を
尊ぶために、あなたは何を言うべきでしょうか。

・箴言 10：19、17：27－28、21：23 を読みましょう。これらの箇所に共通するテー
マは何だと思いますか。

・話し過ぎて問題を起こしたことはありませんか。あるとすれば、最後にそれをしたの
はいつですか。
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・今後このような問題が起きないようにするために、どのような策を講じることができ
ると思いますか。

・エペソ 4：29 を読みましょう。この箇所は、あなたが他の人を傷つけるのではなく徳
を高めるような話ができるように、意識的に努力する必要があることを教えています。

・今週誰かの徳を高めたり励ましたりする言葉を用いるにはどうしたらよいか、具体的
な例を一つ考えましょう。

４日目：　神様は私が人を赦せる寛容な人

になるよう望んでおられます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様があなたが心の中に宿している苦々しい気持ちを明らかにし、それを聖書的にどう扱う

べきかを教えてくださるように祈りましょう。

赦しの力は人生で最大の力の一つです。イエス・キリストの弟子はみな、神様の赦しの
力を個人的に経験しています。霊的に成長して神様に似た者となるには、神様に人を赦せ
る寛容な人にしていただくことが不可欠です。

・エペソ 4：31－32 とコロサイ 3：12－13 を読みましょう。どちらも、神様があなた
を無条件に赦してくださっているようにあなたも他の人を赦すべきだと言っているこ
とに注目しましょう。

・マタイ 6：12 を読みましょう。前の課でこの箇所から祈りの原則を学びました。あ
なたが他の人を赦すようにあなたの罪をお許しくださいと神様に祈り求めるべきだと
学びました。

・もしあなたが他の人を赦したくないと思うなら、それによって神様との歩みはどのよ
うに影響を受けると思いますか。
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神様の赦しの力を体験しただけではなく、あなたが人を赦す時には赦しという強大な力
もあります。あなたが怒りや憎しみをいつまでも抱き続けると、あなたは感情的に自分の
憤りの対象となる人たちの奴隷となります。相手はあなたの怒りを買うようなことは何も
していないのに、相手への羨望か何かが原因であなたが怒りを覚え、相手はそれに気づい
てもいない、という状況もよくあるケースです。赦しは怒りや憎しみからあなたを解放す
る意志による行為で、相手がそれに応えようと応えまいと関係ありません。

・へブル 12：14－17 を読みましょう。エサウが弟ヤコブに抱いた憎しみはエサウの心
を支配し始め、自分の長子の権利を売るという愚かな決断に至り、それがその後の人
生に影響を及ぼしました。

・この箇所は苦い根が芽を出してあなたの心を汚すことのないようにと警告していま
す。むしろ、14 節によれば、あなたはどうすべきだと言っていますか。

・ヤコブ 3：10－12 を読みましょう。誰かを祝福しながら同時に憎むことができるで
しょうか。

・ヤコブ 3：13－16 を読みましょう。羨望、憎しみ、衝突、嫉妬、傲慢などはどこか
ら生まれるのでしょうか。

・ヤコブ 3：17－18 を読みましょう。神様の知恵があなたの人生を導き、正しい生き
方の実を生む時、神様はあなたを憎しみに満ちた人から平和を生み出す者へと変える
ことができます。

・コロサイ 3：19 を読みましょう。家の外で毎日接触する人に親切にはできますが、
配偶者（または親や子供）に対しては苦々しい気持ちを抱いているなら、その事実を
軽視してはなりません。
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・自分が怒りを感じている人、悪意や恨みを抱いている人が今もいるか考えましょう。
その人（たち）の名前を書きましょう。職場の同僚、教会の人、家族のだれか、親、配偶
者に対する怒りを抑圧していないか、祈り深く考えましょう。

・相手があなたの敵意や怒りに気付いているなら、あなたはその人をもう赦したと伝え
ましょう。もしその人があなたに正当な怒りを抱いているなら、赦しを求めましょう。
これはあなたがずっと心の内にしまいこんできたことかもしれませんし、相手の人は
もうこの世にいないかもしれません。そうであったとしても、今すぐにその人たちを
赦すという自由意志を働かせ、憎しみという感情の縄目から解き放たれるなら非常に
大きな力が得られます。

誰かを赦すのは過去に起こった事を無視するという意味ではありません。自動的にその人に信
頼しなければならないとか何も起こらなかったふりをするわけでもありません。赦すとは他の人
に対する怒りや憎しみを手放し、その人に対する苦い気持ちを放棄することです。事と次第によ
っては相手に補償をしてもらい、あなたの信頼を得る機会を与えます。しかし、あなたは同時に
その人を赦し、確かに赦したことを知恵深く確認します。　　　　　　　　　　　　　　　　　  

・マタイ 18：21－22 を読みましょう。ペテロは自分に罪を犯す者を七回赦すと言い、
自分がとても情け深いと思っていました。イエス様はそんなペテロに答えて、赦しは
無条件で無限になされるべきであるとし、「七度を七十倍するまで」という慣用表現
を使われました。文字通り、これはあなたに罪を犯す者を一日に 4 9 0 回赦すことに
なります。しかし、イエス様はこの表現を使って赦しが無条件であり、相手が正しい
ことをし続けるかどうかに関わらずなされるべきだと教えられたのです。

・神様はあなたが犯した同じ罪を今までに何回赦してくださいましたか。神様はあなた
の弱さをきちんと理解し、それでもなおあなたを愛し赦してくださいます。とはいえ、
あなたはやはり自分の罪の実際的な結末にしっかり向き合わなければなりません。
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・上記を踏まえ、キリストの弟子としてキリストのようになりたいのであれば、私たち
に罪を犯す者にどう反応したらよいのでしょうか。

５日目：　神様は私が愛に満ちた人に

なるように望んでおられます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様と同じ目で他の人たちを見られるように、また他の人に神様の愛を届ける手段として自

分を用いてくださるように祈りましょう。

このテキストで既に、神様の二つの大きな戒めを学びました。神様を愛することと他の
人を愛することです。人を赦すことのできる寛容な人には力があります。また愛に満ちた
人にも力があります。神様に倣って愛に満ちた人になると、人間関係に起こるたくさんの
対立を避けることも解決することもできます。

・ピリピ 2：1－4 を読みましょう。聖書的な愛は自分自身よりも人の必要に焦点を当
てるものです。

・ピリピ 2：5－8 を読みましょう。この原則が行動に現された最も偉大な模範は、自
分自身の益を求めずあなたの罪の犠牲としてご自身を捧げられた私たちの主イエス・
キリストの愛です。

・第一ヨハネ 3：17－18 を読みましょう。愛は口で語るよりはるかに大きなものです。
聖書的な愛はあなたの行動に表されます。

・あなたの家族以外で、あなたの愛を言葉や行動で伝えた人がいますか。いるとすれ
ば、最後にそれを伝えたのは誰でしたか。
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・目に見えるような方法であなたがこのような愛を実践した例を少なくとも一つ具体的
に書いてみましょう。

新約聖書が書かれたギリシヤ語には「愛」と訳される言葉が数種類あります。一つは
エロス「eros」で官能的な愛を表すギリシャ語です。兄弟愛の町、という意味のフィラデルフィ

フィレオー
アは、兄弟愛を意味するギリシャ語、「phileo」にちなんでつけられた名まえです。ギリ

アガパオーシャ語で最高の愛を表すことばは「agapao」で、他の人の価値を尊ぶ、深い尊敬を含む
アガパオー愛を表すことばです。「agapao」は愛ではなく「慈善」と訳されることもあります。現

在、慈善と言えば普通はお金を寄付することを指すという事実を見ると、このタイプの愛
は受けるよりも与えることに関心を持った愛だということがわかります。この愛は恋愛関
係にとどまらず、どんな場合でも愛の関係のあるところには確かにこの愛があります。

・第一コリント 13：1－3 を読みましょう。この箇所では、霊的な歩みにおいて成長す
るなら、愛に満ちた人になることが重要だと力強く語っています。

・第一コリント 13：4－7 を読みましょう。この箇所では実際的な愛の資質が 15 項目
挙げられています。

・第一コリント 13 章に記されている 15 個の資質のうち 3 つを取り上げ、これからの
一週間で家族以外の誰かにそれを具体的に適用するにはどうしたらよいか計画して
みましょう。他の人に愛を表現することは恋愛などの感情的な関係を意味しているの
ではなく、あなたがキリストにいただいた愛を他の人に差し出すことだと心に刻みま　　
しょう。

赦しと同様に、このキリストのような愛はあなたの自由意志による行為であり、感情的
な反応ではありません。あなたを通して他の人に神様の愛を意図的に表現する行動を取れ
ば取るほど、あなたはますます愛に満ちた人になっていきます。

メモ：学びと話し合いを深めるための質問や感想
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第 16課

伝道：信仰の証し

押し付けがましくならず、不快な思いも与えずに他の人に私の
信仰を効果的に証しするにはどうすればよいでしょうか。

暗唱聖句：使徒 1：8

☞今週の学びのポイント：イエス・キリストの弟子として、私にはことばと行いの全てを
もってキリストを示す特権と責任があります。

あなたは他の人の前で神様を示す代理人となる特権を神様からいただいています。思え
ば、何という恵みでしょうか。あなたがどんな性格であろうと、イエス・キリストの弟子
として、あなたは今、有益で永遠にわたる影響を与える話を伝えられるのです。

自分の生き方を通して、またことばによって自分の信仰を証しします。他の人に信仰を
伝える時には、強制的、無神経、攻撃的にならず、自然な雰囲気で伝えるべきです。それ
でも、あなたのメッセージを受け入れる人もいれば拒否する人もいます。聖書はイエス・
キリストのメッセージは分岐点だと明白に語っています。イエス・キリストは生と死、天
国と地獄の分岐点です。本課では、信仰を伝えるというクリスチャンとしての責任を取り
上げ、愛を持って効果的にそれを行うにはどうすればよいかを学んでいきます。

１日目：　私はことばと行いを通して

キリストの代理人を務めます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・主イエス・キリストの優れた忠実な証人になるにはどうすればよいかを示してくださるよう

に祈りましょう。

イエス・キリストの弟子として、あなたは存在と行いの全てを通してキリストの代理人
を務めます。敬虔な生き方をしようと自分勝手な生き方をしようと、あなたはあなたを知
っている人にとってはイエス・キリストの代理人であり、キリストの弟子であることは誰
の目にも明らかです。キリストの代理人にふさわしく生きることがあなたの目指すべき目
標です。
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・使徒 1：8 を読みましょう。この箇所でイエス様が指示したのは、弟子とはどういう
者かであって、何をすべきかではありません。イエス様は弟子はどのような者である
べきだと言っていますか。

・弟子たちはどこでキリストの証人となるのだと言っていますか。

・法的手続きにおいて、証人は単に自分が実際に聞いたこと見たことだけを述べるとい
う誓約をします。性格、雄弁さ、学歴に関係なく誰でも証人として召喚される可能性
があります。

・このことから、キリストの証人となるということについて、あなたが学んだことを書
いてください。

・使徒 2：32 を読みましょう。この箇所はイエス・キリストの復活と昇天の後まもな
く、ペンテコステの日にペテロがエルサレムで語った説教です。

・使徒 3：12－15、4：33、5：29－32 を読みましょう。これらの箇所もイエス・キリ
ストの復活の証しを弟子たちが重要視していることを示しています。

・あなたはイエス・キリストの弟子として、イエス・キリストが死からよみがえられた
事実を証しする生き方が求められています。あなたにとってそれがどのような生き方
であるか、短くまとめて書いてみましょう。

・他の人があなたを見て、イエス・キリストの証人としてのあなたにどんな姿を見るの
が望ましいと思いますか。
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イエス・キリストの証人であることは、あなたがどんな活動に携わっているかだけでは
なく、生活全般を通してあなたがどのような人であるかに関わることです。イエス・キリ
ストの福音を言葉で伝える時や場もありますが、生き方を通してキリストの証人でなけれ
ば、言葉だけでは大した価値がありません。神様の平安と力を持った生き方を通してあな
たがどのような人かを見る時、この内なる力の源を知りたいと思う人もいるでしょう。そ
のような人たちがいればいつでも答えられるように備えがなければいけません。

・第一ペテロ 3：13－16 を読みましょう。あなたがどうして信仰を持っているのかを
たずねる人にはいつでも答えられる（証しする、あるいは弁証する）用意がなければ
なりません。この箇所では、そのような質問がなされるのは、苦しみに遭った時に神
様からでなければ到底得られないような内なる力をもってその問題に対応しているあ
なたの姿を見るからこそだと言っています。

・人生で苦しみに遭遇したら、イエス・キリストの証しをする機会になると考えたこと
がありますか。あなたが苦難を味わい、その状況を知っている人があなたの対応の仕
方を注意深く見ていたという経験はありませんか。あるとすれば、それが最後に起き
たのはいつでしたか。

・その時、あなたを見ていた人たちに対してあなたはイエス・キリストについてどのよ
うな証しを残したと思いますか。

この第一ペテロ３章の箇所は、人はあなたが試練や苦難にどう対処するかを見ていると
教えるにとどまりません。ことばでも証しするように、すなわち、なぜ信仰があなたを支
え、慰めるのかを説明できるように準備していなければならないことも教えています。こ
の後、あなたの内にある信仰について答えるのにより効果的な方法を学んでいきます。

２日目：　家族に対し、私はキリストの代理人です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様があなたを家族に対するイエス・キリストの証人として用いてくださり、忠実で多くの

実を結べるように祈りましょう。
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家族は大抵お互いをよく知っており、そこには当然あなたも含まれます。イエス・キリ
ストの弟子としてのあなたの歩みは、あなたの信仰と神様の力の現実を絶えず証しするも
のです。クリスチャン・ホームの恵みにあずかっている人もいれば、家族で自分だけがク
リスチャンだという人もいるかもしれません。いずれの場合でも、キリストに従う者とし
てのあなたの歩みは家族に影響をもたらします。ほとんどの場合、あなたが生活を通して
どのような証しをするかにより、家族がキリストに関心を持つかどうかが決まります。

家族はあなたのことをよく知っているだけに、キリストへの信仰を家族に証しするのは
しばしば難しいことです。彼らはあなたの一貫性の無さや失敗を目にし、あなたの言動の
不一致をためらうことなく指摘します。しかしあなたがキリストを自分の人生の主とし、
神様の霊があなたを支配することを拒まなければ、あなたの人生における変化はあなたを
よく知る人にとっても力強い証しとなり得ます。

・エペソ５：21－33 を読みましょう。特に 21 節に注意を払いましょう。パウロは結
婚は夫と妻がお互いに従い合い、相手を優先させて考えるという土台の上に建て上げ
られるものだと教えています。この箇所の基本的な教えは、結婚がイエス・キリスト
と教会の関係の型だという点にあります。

・コロサイ 3：18－19 を読みましょう。この箇所とエペソ５章には夫婦関係について
の特別な教えが含まれています。夫婦関係はあらゆる人間関係の中で最も親密なもの
です。お互いにキリストのような態度を取り合うという原則は、他の家族関係にも適
用できます。（これは先日学んだピリピ 2：1－4 と同じ真理です。）

・家族の中のあなたが最も親しい人に対し、内在の御霊を証しするようなキリストに似
た行動を具体的に取ったことが最近あったか考えましょう。愛を持って感謝した、励
ましのことばをかけた、自分の望んでいたことを諦めた、キリストを表すような反応
をした、などが考えられると思います。

・家族の中で、もっとキリストにふさわしい者となるために、あなたはこれからの 2 週
間で何をしようと思いますか。

・第一ペテロ 3：1 – 4 を読みましょう。この箇所では、神様の真理に従わない夫に対
し、妻がどのように信仰を伝えるかが教えられていますが、この原則は夫婦のみなら
ず他の親しい家族関係の中でも適用されます。
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・夫婦など親しい家族関係において、イエス・キリストの証人となる最も良い方法は何
でしょうか。ことばと生き方のどちらが有効でしょうか。

・親しい家族の誰かに説得するような言葉でイエス・キリストを証ししようとしたこと
はありませんか。相手の立場に立って考えると、相手はあなたが議論に勝とうとして
いると考えるでしょうか、それともあなたを見てキリストを感じるでしょうか。

・あなたがこの箇所の内容に照らし、説得する代わりにどんなことをしたらよいと思い
ますか。

あなたは家族に対するキリストの代理人です。神様を信じる必要のある家族に、イエ
ス・キリストの弟子としての生き方を現実的に証しします。すでにクリスチャンである家
族に対してもやはりあなたは証しをするのです。あなたが実際に神様と歩む姿がその人た
ちにとって良き模範となり励ましとならなければいけません。

・エペソ 6：1－4 とコロサイ 3：20－21 を読みましょう。あなたが親であろうと子で
あろうと、あるいはその両方であろうと、キリストをさらによく表す親や子になるた
めに、今日からの 1 週間、あなたが具体的にできることはないか考え、一つその例を
書き出しましょう。

中には、自分で意識しているかいないかは別として、家庭内の芳しくない状況から逃れ
ようとして、キリストを信じ、地域教会の活動に積極的に参加している人もいます。問題
からの逃避ではなく、あなたがキリストに対する信仰を基盤とし教会で受ける訓練や励ま
しに支えられて、家族にキリストを力強く直接的に証しできるようになるべきです。
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３日目：　同僚に対し、私はキリストの代理人です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・職場でも学校でもキリストをもっとよく証しするにはどうしたらよいか神様が示してくださ

るように祈りましょう。

家族と同じくらい、あるいは家族以上にあなたを知っている人たちがいます。職場の同
僚や友人などです。同僚はあなたの責任の果たし方、人との関わり方、振る舞い、態度を
見ていますから、それによりキリストに対する信仰が伝わることもあれば、あなたの霊的
未成熟さを如実に語ることもあります。

新約聖書の時代状況において、使徒パウロが奴隷（従業員）と主人（雇用主）について
語った時、彼は現代の労使関係の精神に匹敵する関係を述べています。パウロが教えて
いる原則は指揮系統が存在する職場、学校などあらゆる機関にそのまま適用できるもの
です。

・エペソ 6：5 を読みましょう。権威ある者に従順であるとは、ただ自分の責任を果た
すことです。皮肉や失礼な態度ではなく、誠実さと尊敬（恐れとおののき）を持って
それをすべきです。

・この節によれば、主イエス・キリストの直接仕事をしているかのように責任を果たす
べきです。

・最近、権威ある者に対し、キリスト者としてふさわしい態度を取れなかった場面を
思い出し、少なくとも一つ実例をかきましょう。今後そのような態度を取らないため
には、どうすればよいか考えましょう。

なら
・キリストの弟子でなければそうしなかったと考えられる場面で、キリストに倣う態度

を取ろうと誠実に尽くした時のことを書いてみましょう。
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・エペソ 6：6－7 とコロサイ 3：22－25 を読みましょう。仕事は最低限こなし、給料
を受け取って家に帰るだけで十分だと考える人もいます。この二つの聖書箇所ではそ
のような態度について何と言っていますか。

・第一ペテロ 2：18－23 を読みましょう。社長や上司が辛く当たる時でも、あなたが
学んでいる原則を適用すべきだと、ペテロのことばは明らかにしています。祈りつつ
違う職場を探すのも選択肢の一つです。しかし、指揮系統の下で責任がある限り、例
外なく聖書の真理に従わなければなりません。

・この箇所を熟慮し、権威に反抗するのではなく、何をすべきだと言っているか考えま
しょう。

・上記のみことばに照らして考えると、給料の発生する勤務時間中に、たびたび聖書を　
読んだり祈ったり自分の信仰や教会について話したりするのは、イエス・キリストの
良き証し人のすることだと思いますか。そう考える（考えない）理由も書きましょう。

・エペソ 4：17－32、5：1－4 を読みましょう。ここでは、家庭や職場や学校で、日
常生活をどう送るべきかについて極めて具体的なことが書かれています。特に労働倫
理、噂話、怒り、無神経さ、礼儀知らず、感謝の欠如などの点で、あなたの習慣、態
度、行動が未信者と変わらなければ、有益な証し人とは言えないでしょう。

・上記の箇所にあるふるまいのリストに照らして自分を省み、キリストをさらによく証
しするために具体的に変えられることがないか考えてみましょう。

・エペソ 6：9 とコロサイ 4：1 を読みましょう。あなたが権威ある立場にいるとすれ
ば、部下の報酬や労働条件などについて、この箇所から何を学べるでしょうか。
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・この教えに基づいて考え、キリストをもっとよく証しするためにできることを一つ考
えましょう。どんな組織にいてもあなたは所有者ではなく、管理、監督、責任の立場
にいるだけだということを心に留めておきましょう。

誰かに雇われているにしても事業主であるにしても、毎日の責任の果たし方、同僚、顧
客、取引先などとの接し方によってイエス・キリストの有益な証し人となるべきです。求
職中であったり就職準備の勉強中であったりすれば、この本で学んだ原則は就職活動した
り仕事を続けたりする際の助けとなるはずです。

４日目：　地域社会に対し、私はキリストの代理人です。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・人間社会の価値を知り、知り合った人との接し方を通してイエス・キリストの良い証しをす

るにはどうすべきかがわかるように神様に祈り求めましょう。

家族や同僚に対してキリストの代理人となることは、あなたが影響を与える範囲の一部
に過ぎません。どこに行こうと何をしようとあなたはキリストの証人です。広く地域社会
と関わることはイエス・キリストの証しの機会ですし、神様はことばと行いを通してキリ
ストの福音を伝えるためにあなたを用いようとしておられます。イエス・キリストの弟子
として、職場だけではなく社会においても権威ある人たちによく従う態度を維持すべきで
す。

・第一テモテ 2：1－4 を読みましょう。キリストの弟子は権威ある人たちのために祈
るべきです。神様は、あなたがキリストの証し人となって他の人が神様の真理を知る
機会を整えるため、この世の政府や権力構造をお用いになります。

・あなたは権力者について不満を言う時間とその人たちのために祈る時間のどちらが多
いですか。
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・権力者のために定期的に祈る習慣はどのようにしたら身に付けられると思いますか。
現時点である権力を持つ人物のために祈るきっかけとして、その時の権力者について
のニュース報道を用いるのも一案です。他に何かアイディアはないでしょうか。

・ローマ 13：1－4 を読みましょう。この教えの要点は、私たちの利益と保護のために　
神様が社会の権力構造を用いられるということです。

一国の大統領から交通規則違反の切符を渡す警察官に至るまで、神様は権力者たちを、
たとえその人たちがクリスチャンでなくても、社会の善のためにお用いになります。政府
の退廃や悪政が顕著な時もありますが、それでも政府がなければ社会は無秩序状態に陥り
ます。聖書には神様が社会でご自身の目的を達成するために邪悪な支配者を用いた例がい
くつか出てきます。

・ローマ 13：5－7 を読みましょう。この箇所を踏まえて、地域社会や国の一市民とし
てあなたはキリストをどのように証ししていると思いますか。

・もっと有益な証しをするためにはどんなことをすればいいか、思いついたら書いてみ
ましょう。

法的に課せられる以上の税金を払う必要はありませんが、キリストの弟子はローマ 13：6－7
に従って税金を納めるべきです。イエス様も税金を納めました（マタイ 22：15－22）。　　　  

・第一ペテロ 2：13－17 を読みましょう。17 節で、ペテロは信者たちに王を尊ぶよう
に教えています。当時の王は邪悪で有名なローマ皇帝ネロでした。イエス・キリスト
の弟子たちは支配者の個人生活に賛同できない場合でもその支配者の政権を尊ぶこと
ができます。
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・使徒 5：28－29 を読みましょう。支配権を握っていたローマの評議会はペテロや他
の弟子たちがイエスの御名によって語ることを禁じていました。29 節で、イエス・
キリストの弟子は、人に従うより神に従うべきだとペテロが言っていることに目を留
めましょう。不服従の行動を取る中でも、ペテロは権力者たちに対して態度でもこと
ばでも敬意を表しています。クリスチャンは権威に服従すべきですが、神に背いて罪
を犯すまでの服従はしません。

・この同じ箇所で、ペテロはクリスチャンだけではなくすべての人を尊ぶように教えて
います。尊ぶとは尊敬と尊厳を持って人に対応することです。

・あなたの行いやことばは、他の人への尊敬を表すものでしょうか。買い物する時の店
員さんに対する態度、レストランのウェイターやウェイトレスに対する口のきき方、
近所の人たちとの接し方について吟味してみましょう。

・上に挙げたような人たちは、あなたを見て素晴らしいイエス・キリストの代理人だと
思うでしょうか。

５日目：  自分の人生に起こった変化を言葉で説明します。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・イエス・キリストの福音を必要としている人たちに自分の人生に起きたことを証しするには

どうすればよいか神様が教えてくださるように祈りましょう。

あなたの生き方は家族、友人、知人や社会一般に対し、イエス・キリストがどのような
方かを示すものです。それと同時に、神様が機会を与えてくださった時にイエス・キリス
トの弟子は、福音をどのように言葉で説明するのか、わかっていることも非常に大切で
す。今日の学びでは、神様を信じた時の個人的な証しによって、キリストの福音を伝える
ことを重点的に学んでいきます。

・第一コリント 15：1－4 を読みましょう。福音ということばを聞いたことがあるのは
確かでしょうし、自分でその言葉を使ってもいるでしょう。聖書が福音と言う時、何
を指しているかを理解するのは重要です。この箇所は「良き知らせ」という意味の福
音を簡潔に定義しています。ここで定義される福音は、キリストが聖書に従って死
に、葬られ、よみがえられたという良き知らせです。
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・使徒 22：1－21 を読みましょう。この箇所にはパウロがイエス・キリストを個人的
に信じた証しが例示されています。パウロのことばは大まかに三つの分野に分かれて
おり、これはあなたが自分の証しをする際にもお手本にできます。

・キリストを知る以前の生活 使徒 22：3－5

・キリストとの出会い 使徒 22：6－11。

キリストとの出会いを説明するには福音の要素が含まれます。

１．御霊がどのようにあなたに罪を認めさせたか

２．イエス・キリストがあなたの罪の代価を支払うために身代わりとなって死んでく
ださったことをどのように知ったか

３．キリストが葬られ、罪と死に打ち勝ってよみがえられたこと

４．あなたがどのように人生の主としてイエス・キリストに服従し、キリストの弟子
として従っていく決心をしたか

・キリストを信じてからの生活 使徒 22：12－21　パウロがしたように、神様はどの
ように他の人を用いてあなたが新生の必要を理解するのを助け、弟子としてキリスト
に従う最初の基本段階を進むように導いてくださったかも語るといいでしょう。あな
たがどのようにキリストにあって成長してきたか、問題や課題に神様の力と聖書の真
理によってどのように取り組んでいるかを説明します。あなたが見出した平安、人生
の意味、重要性についても話します。

・あなたの証し、すなわちあなたの人生の実話を、キリストを知る以前の生活、キリス
トとの出会い、キリストを信じてからの生活という三つの要素を入れて短く書いてみ
ましょう。
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・今週、今書いた証しを先輩クリスチャンに話して確認してもらい、加筆修正すべきと
ころを指摘してもらいましょう。あまり長くなり過ぎないように注意してください。
二、三分でまとめるのがベストです。自分の考えの流れをよくつかんで話せるように
なってから細かい部分を加えた方がやり易いです。また、キリストに出会う前の自分
の人生がどれほど虚しかったか、悪かったかに大きな焦点を当ててしまう人が多いの
ですが、そうならないようにしましょう。その部分はごく短く触れればいいのです。
他の人はあなたの過去がどんなにひどかったかにそれほど関心はありません。あなた
がどのように命、赦し、希望、重要性を見つけたかを知りたがっています。

・自分の知っている人で、イエス・キリストの福音を必要としているのは誰か考え、
二、三人の名前を挙げてみましょう。

・上で名前を挙げた人たちに証しする機会を与えてくださるように、心から神様にお願
いする祈りをしましょう。（証しを実際に読む必要はありません。証しを書き上げ、
それを他のクリスチャンに話して可能な限り力強い証しに仕上げた後は、神様が恵み
と機会をくださったらいちいち読まなくても自然とそれが口をついて出てくることで
しょう。）

聖書は神様と人の関係についての神様の物語です。あなたの物語はすでに書き始められ
ています。信仰の証しは、今学んだ三つの要素、つまりキリストに出会う前の自分の生
活、キリストとの出会い、クリスチャンになってから生活がどう変わったかを他の人に話
すことが基本です。

メモ：学びと話し合いを深めるための質問や感想
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第 17課

弟子作り：自分自身の再生

人生で真に重要なことを見出すには
どうすればよいのでしょうか。

暗唱聖句：第二テモテ 2：2

☞今週の学びのポイント：私の使命はキリストにある私の命と成熟を、後に続く人たちに
受け渡すことです。

大抵の人は、お金や名声や楽しさ以上に人生の目的と意義を求めています。被造物は
皆、神様の秩序、知性、究極の計画を証しします。神様からの使命はキリストにある新し
い命のメッセージを罪と死からの救いを必要とするすべての人に無償で与えることです。
私たちが神様からの使命を理解してそのみわざに加わるに従って、人生は真に意味あるも
のとなるのです。

キリストを信じる信仰を他の人に伝えることは、あらゆる国の人々をイエス・キリスト
の弟子とするという神様からの使命を実行する第一歩に過ぎません。本課では、イエス・
キリストの弟子作りとは何か、そして弟子訓練を進める中で、神様があなたに人生の意義
と意味を見出す素晴らしい機会を与えてくださることに焦点を当てていきます。

１日目：　私の使命は自分の信仰と成熟を

他の人の中に再生することです。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたの人生が他の人に影響を与えるということに気付かせてくださるように、また、その

ような影響を良いことのために用いることを教えてくださるように神様に願いましょう。

その昔、熟練工、音楽家などの専門家が将来性のある若手を自分の元に置いて見習いを
させ、弟子を養成しました。徒弟（弟子、見習い）は師匠について師匠の仕事と人生全般
のやり方を熱心に真似しました。同じ制度がイエス様のようなユダヤのラビたちにも取り
入れられていました。ラビたちは将来師匠となる素養を備えた有望な若手を自分のところ
に弟子入りさせたのです。
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・マタイ 4：19、9：9、ヨハネ 1：43 を読みましょう。弟子としてラビに招かれるこ
とは信じられないほどの栄誉で、その人が自分のようになるとラビが確信しているこ
とを意味しました。イエス様が弟子たちを召した時、彼らは進んで仕事や家族を離
れ、イエス様に従って行ってイエス様のやり方を学んだのです。

・マタイ 11：28－30 を読みましょう。イエス様はご自身に従って弟子となるようあな
たを召しておられます。

イエス様は弟子たちに心を注がれ、あらゆる点で模範を示す生き方によって彼らを教え
ました。イエス様は弟子たちが成長してもっとイエス様に似た者になると確信していまし
た。イエス様は弟子たちの人生を変革するために良い影響を与え、弟子たちの中にご自身
を再生されました。

・ルカ 6：39－40 を読みましょう。弟子の目標は師と同じようになることです。キリ
ストの弟子となるとはキリストに似た者として成長するという意味です。

・キリストを主であり救い主として信じてから、あなたはどのような点でキリストに似
た者となりましたか。二つか三つを書き出しましょう。

・イエス・キリストの弟子として、さらに成長するために大切なことがありますが、そ
れは何だと思いますか。

・ヨハネ 20：21 を読みましょう。ご自分の示した真実と方法によって生きるように、
イエス様が弟子たちに教えられたとおりに、この使命は今やイエス様の弟子であるあ
なたに託されています。あなたの使命はキリストの内に発見する命とあなた自身の成
熟をあなたの後に続く人（後輩クリスチャン）に受け渡すことです。

・使徒 14：21－23 を読みましょう。パウロとバルナバは御言葉に興味のある人すべて　　
に福音を伝えました。メッセージに反応した人たちに、成熟に向かって成長する方法
を教えました。弟子作りのプロセスでは弟子たちが信仰を保つように力づけ励まし、
ついに何人かがリーダーとなってもよいほどに、霊的に成長するのです。
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あなたが宣教師、伝道師、牧師になることはないかもしれませんが、弟子作りの原則は
キリストの弟子すべてに当てはまります。イエス・キリストの弟子作りはただ自分の信仰
を伝えるだけでは終わりません。キリストの弟子を育てるためには、あなたの人生を他の
人のために投資することや、みことばの基礎をよく教えることも含まれます。また、イエ
ス・キリストの名に恥じない行動や態度を取るように、あなたが良い影響を与えるととも
に、神様からの使命を自ら担うように働きかけることも大切です。性別、年齢、地位に関
係なく、ある程度霊的に成熟し聖書の真理を日常生活に適用する力のある人なら誰でも、
イエス・キリストの弟子を作ることができます。

・あなたが最も大きな影響を与える人は誰でしょうか。自分の子供たちかもしれません
し、他の家族の誰か、職場の同僚や学校の友人かもしれません。

・限られた範囲でもいいので、あなたが弟子訓練をしている人はいますか。言い換えれ
ば、誰かがイエス・キリストの弟子として成長するために、あなたが良い影響を与え
ている人がいますか。

・もし、そのような人がいなければ、今神様に祈り、これからの一年間で神様が出会わ
せてくださる人、あるいはすでに出会っている人の中の誰かを対象としてイエス・キ
リストの弟子作りを始める機会を与えてくださるように祈りましょう。今日か明日、
さもなければ来週、あなたが信仰を証しする人かもしれません。

２日目：　すべてのクリスチャンが私と共に

この使命を負っています。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・キリストにある新しい命への道をあなたに示してくれた人たちを覚え、神様に感謝する時を

持ちましょう。

あなたは自分自身よりもっと大きなものの一部です。あらゆる国民の中でイエス・キリ
ストの弟子を作ろうという神様の偉大な世界的計画の一部なのです。他のクリスチャンと
共に、あなたも誰かに影響を与えるために神様に用いていただくことが可能です。あな
たはもうこれまでに、自分の影響の及ぶ範囲にいる人たちの人生に、善きにつけ悪しきに
つけ何らかの形で自分を再生しています。鍵は、神様が聖書を通して示された道しるべに
より、また聖霊の導きによって生きることを学び、それから同じことをするように他の人
に教えることです。これは古来より神様が用いてこられた弟子作りの方法です。
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・第一コリント 11：1 を読みましょう。これはイエス・キリストの弟子作りをする人
のパターンです。パウロは自分がキリストを見習っているように自分を見習いなさい 

（「真似する」が文字通りの意味）と勧めています。これは高慢な要求ではなく、自分
がキリストの歩みに倣っており、パウロの弟子たちもキリストの歩みを倣うのだとい
うパウロの確信の表現です。

・ピリピ 3：17 と第一テサロニケ 1：6 を読みましょう。この二つの箇所にも、パウロ
が自分の弟子たちの模範となるような生き方をしていたことが書いてあります。

・第一コリント 4：17 を読みましょう。パウロは一貫性のある生き方の模範を示しま
なら

した。パウロは他の人が自分の生き方に倣うのは、キリストの生き方に倣うことだと
いう確信を持っていました。パウロは他の場所でもコリントの教会に教えたのと同じ
ことを教えました。

・あなたをよく知っている人に頼んで「あなたの生き方」について書いてもらったら、
あなたは満足感を持ってそれを読めるでしょうか。少なくとも何らかの形であなたが
キリストに似た生き方をしていると書かれると思いますか。それとも、あなた独自の
癖や性格の方が多く書かれていると思いますか。

・第二テサロニケ 3：7－9 を読みましょう。この箇所はパウロがただ聖書の知識だけ　　
にとどまらず、模範となる生き方を示していたことを明らかにしています。パウロ
はあらゆる面で絶えず神様の真理を示すような生活をしていました。

・あなたを模範として模倣しようとする人たちに対して神様の真理をもっとよく表す模
範となるために、あなたの生活の中でもう少し配慮が必要な分野がないか、具体的に
考えてみましょう。

・第二テモテ 2：2 を読みましょう。この節には 4 世代にわたる弟子たちが出てきます
が、それはどういう人たちでしょうか。これはイエス・キリストの弟子作りとはどう
いう意味かについての見事な説明です。つまり、一人がもう一人を教えるというサイ
クルが繰り返されていく、霊的成熟に向かって成長する人生の送り方です。
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・第二テモテ 1：13、3：10、3：14 を読みましょう。ここに挙げられた箇所によれ
ば、パウロがテモテに伝え、テモテが他の人に伝えていったことが少なくとも五つ挙
げられていますが、それは何でしょうか。

パウロはキリストの弟子であり、自分の信仰、知恵、成熟をテモテや他の人に受け継が
せました。テモテはある世代のクリスチャンたちを訓練し、その人たちも同じようにしま
した。このようにして何世紀にもわたり続いてきました。あなたが受け取った信仰と真理

わた
は長年に亘り弟子から弟子へと受け継がれてきたものです。今、あなたが同じことをする
番です。これがあなたの使命、つまりイエス様が何世代にもわたる弟子たちに受け渡した
使命です。

３日目：　弟子作りをするためには、まず

私が弟子でなければなりません。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・他の人があなたの信仰とキリストのような生活の模範を見て、あなたを見習いたくなるよう

な歩みをさせてくださるように神様に願いましょう。

あなたが学んできた聖書箇所は、弟子作りはことばや教えだけではなくあなたの生き方
によって成熟と聖書の真理を他の人たちに教えることだという点を強調しています。聖書
から学ぶ神様の真理はキリストにある新しい命の土台ですが、弟子作りはあなたの生活の
模範を通しても行われます。まずあなた自身がイエス・キリストの弟子でなければ真の弟
子作りはできません。

・第一テモテ 1：16 を読みましょう。パウロは弟子作りをする自分の役割は、他の人
たちが見習う模範となるような歩みをすることだと理解していました。

・第一テモテ 4：12 を読みましょう。パウロは弟子のテモテに、模範となる生活をす
るようにと書いています。
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・第一ペテロ 5：1－3 を読みましょう。ペテロも、弟子の生活が他の人のために敬虔
の模範となり、牧師や教会のリーダーたちが模範によって教会をリードするように教
えています。

・テトス 2：7－8 を読みましょう。パウロのもう一人の弟子テトスは、クレテ島に残っ
て弟子作りをし、他のリーダーたちに自分を手本として示しました（テトス 1：5）。
パウロもテトスに、他の弟子たちが倣うような良いわざの模範となる歩みをするよう
に命じました。

テトスへの手紙は良いわざの模範となる生き方を強調しています。とはいえ、永遠の命
や罪の赦しはあなたの良いわざ、行動、行いではなく、イエス・キリストが完成してくだ
さったみわざによってもたらされることを忘れてはいけません。テトス 3：5 はそれを明
確にしています。神様との関係において成長し、ますますキリストに似た者となっていけ
ば、善いことや正しいことをするのは当然の結果です。「善行」は、罪の悔い改めをし、
キリストを信じるあなたの決心が本物である証拠です。

・エペソ 2：8－10 を読みましょう。この箇所は恵みのゆえに信仰によって救われたの
であり、自分の良い行いや努力によるのではないことを明確に述べています。しかし
ながら、10 節では神様はご自身があらかじめ定めた善い行いをするようにあなたを
造られたと教えています。

・テトス 1：15－16 を読みましょう。イエス・キリストを信じる者であっても、不注
意にも罪に陥り、肉的な欲望に支配された生き方をして心と意識が汚れてしまう可能
性もあります。

・あなたの生活を省み、イエス・キリストの弟子だと公言しているにも関わらずそれに
ふさわしくない行い、習慣、態度はないか具体的に考えてみましょう。第 13 課で学
んだ罪の扱い方に基づき、今その問題に対処しましょう。

・テトス 2：14、3：1、3：8、3：14 を読みましょう。パウロはテトスに一貫して敬
虔な生き方をし、善いこと正しいことを行うよう気をつけなさいと警告しています。

・へブル 10：24－25 を読みましょう。弟子作りのプロセスの中でも重要なのは、地域
教会で他の信者と一緒に集まって実践する愛と善行を続けるよう、お互いに励まし合
うことです。

・イエス・キリストの弟子となってから何年も経っている人でも、良き助言者の指導を
受けて恵みをいただくことは多々あります。これは外観上あるいは形式的な関係かも
しれませんし、そうでないかもしれません。いずれにしてもあなたを導き、助言し、
祈ってくれる人たちは必要です。
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・あなたの人生の助言者は誰でしょうか（複数の名前を出してもかまいません）。

・誰が助言者かわからない場合は、教会のリーダーに、霊的に自分より成熟していて経
験もあり、あなたの助言者、模範となってくれそうな人との関係を作る機会はない
か、たずねてみましょう。

・所属教会に弟子・助言者の関係が組織されていない場合、教会の中に模範として見習
うことのできそうなクリスチャンが２，３人いないか考えてみましょう。その人たち
の生活を見て、模範となる聖書的な特質をいくつか書き出してみましょう。

４日目：　私の人生は世界規模で永遠の影響を

与える可能性があります。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あらゆる国民に救いの恵みを差し出す神様のご計画に加われる方法を具体的に示してくださ

るように祈りましょう。

他の人の人生に永遠の影響を与える機会を共有することは、イエス・キリストの弟子と
しての最大の恵みの一つです。また、世界中に神の家族の兄弟姉妹がいて全員が神様から
の使命を果たすのに重要な役割を担っているのだと知ることもやはり大きな恵みです。

マタイ 28：18－20 を読みましょう。この箇所は私たちの使命を見事に要約しているの
で、大宣教命令として知られています。命令の中心は教えること、すなわちキリストの弟
子を作ることです。

・神様からの使命には地理的、言語的、文化的、民族的な境界線はありません。すべて
の民族、すべての国民を弟子とするよう命じられています。原語のギリシャ語では民
族的なグループとか国民という意味があります。
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・創世記 12：1－3 を読みましょう。神様がアブラハムをヘブル民族の生みの親として
召した時でさえ、神様のご計画は世界中のすべての人々に神様の愛を差し伸べるため
にヘブル民族を用いることでした。民族というヘブル語も民族的なグループや国民を　
意味します。

・詩篇 67：1－7 を読みましょう。ここにも救いの恵みを世界中のすべての国民にもた
らそうとする神様の願いが記されています。詩篇には他にもたくさんそのようなこと
が書かれたところがあり、詩篇 22：27－28、詩篇 66：1－4 はその例です。さらに
旧約聖書全体にそのような箇所はたくさんあります。

・あなたの町、近所、あるいは職場や学校ではどのような民族の人たちがいますか。

神様が機会を与えてくださるなら、いつでも喜んで福音を宣べ伝えるべきです。けれど
も使命はただ自分の信仰を証しして伝道するだけではなく、イエス・キリストの弟子作り
をすることです。弟子作りをする時は単にキリストのからだに人を加えているだけではあ
りません。あなたの弟子がさらに他の人に働きかけるために訓練されるのですから、弟子
の数を何倍にも増やしていることになります（第二テモテ 2：2）。すべてのクリスチャン
が自分と違う人たちのためにこの働きをした場合に起きる弟子の限りない誕生という複合
的な効果を想像してみてください。自分に近い人たちに信仰を証しする方がずっと楽なの
で、弟子作りを広げていけば新しい領域にも福音を届ける道が開かれる機会になります。

イエス・キリストの福音を別の国の人たちに届けるという神様からの使命に、今までに
述べたのとは別の方法で参加する道もあります。

・ピリピ 4：15－20 を読みましょう。パウロは宣教の働きのために経済支援をしてく
れたピリピの人たちに感謝しています。

・コロサイ 4：2－4 とエペソ 6：18－20 を読みましょう。この二つの箇所で、パウロ
はコロサイとエペソの人たちに、福音を他の人たちに届けるパウロの働きのために祈
りの支援をしてくれるよう依頼しています。

・福音を世界中の人に届ける神様からの使命に積極的に参加することのできる方法がた
くさんあります。

・献金をする 所属教会を通して宣教師を支援したり、ピリピ人がパウロにしていた　　
ように定期的な十一献金やその他の献げ物に加えて、さらに地域教会に献げるため
にはどうすればいいかを調べましょう。

・宣教地に行く 短期の宣教旅行に参加したり宣教旅行に行く計画を立てたりするた
めにあなたの教会はどのような機会を提供しているか調べましょう。

・祈る コロサイやエペソの人たちがパウロのためにしていたように、特定の宣教師
や宣教の働きのために祈る約束をしましょう。
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・所属教会を通して宣教活動に参加する機会にはどのようなものがありますか。

・所属教会の壁の外に出て、世界の人々に福音を届ける神様の使命にもっと積極的に参
加するには、何から始めたらよいでしょうか。

５日目：　生きる意味は自分の使命を

全うする中で認識されます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様の使命における目的と重要性を、どうしたら発見できるかを明確に理解できるように、

神様に祈りましょう。

このテキストを通してこれまでに学んできた真理は、地域教会で積極的に活動する忠実
なメンバーであること、御霊の賜物を見つけてそれを用いること、与える人になって生き
方を 180 度転換させること、自分の信仰を証しするようになること、弟子作りという神
様の使命における自分の重要さを発見することです。こうした要素全てが組み合わされ始
めると、神様の使命を果たす上であなたがどのような任を負うべきかが見えてきます。

・使徒 26：13－20 を読みましょう。パウロはアグリッパ王に自分の回心の話をした
時、キリストが福音を異邦人に伝える命令をパウロに与えたことにも触れています。
19節では、パウロは神様からいただいたこのビジョンに従わないとは言っておらず、む
しろそれをやり遂げるために自分の一生を捧げたと明言しています。神様がパウロをど
のような者として造られたかを知ることはパウロの生涯でいつも動機の源でした。

・ガラテヤ 1：10－20 を読みましょう。ここでもまた、パウロは自分の生きる目的に
ついて告白しています。

・ピリピ 3：4－7を読みましょう。パウロは素晴らしい学歴があり、素養を身に着け、
ユダヤの法律を遵守していました。それでも、自分自身の業績によってではなくイエ
ス様との関係において自分の重要性を探求しようと意識的に決心しました。
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・自分自身の人生で、神様を喜ばせたいという内なる願いがあなたを動かす大きな動機
となっているでしょうか。それとも、他の人が考えたり言ったりすることが動機で
しょうか。

・人ではなく神様を喜ばせるために選択をしたことがあったかを振り返り、具体的な例
を挙げましょう。

・第二テモテ 4：6－8 を読みましょう。パウロがキリストのためにローマで処刑され
る少し前に書かれたこの箇所を基に、パウロが自分の人生をどうとらえていたかを書
いてみましょう。

・自分が間もなく死ぬとわかったら、あなたは自分の人生をどのように評価しますか。

・今、あなたの人生に永遠の重要性を増し加えるとすれば、あなたは何を行って人生を
良い方向に調整できるでしょうか。例えば、あなたの教会がサポートしている宣教師
や宣教の働きのために定期的な祈りに加わる決心をする、イエス・キリストの福音を
他の人たちに届けるために自分の教会を通してなされる働きにあなたの賜物をより良
く生かす方法を見つける、などが考えられます。

208



永遠に継続するものは二つ、すなわち人の魂と神様のみことばです。あなたがみことば
を人々に伝える働きをする時、永遠の影響を与えられる投資をしているのです。名声、お
金、所有物は永続するものではありません。あなたの命が尽きる時、あなたの永遠への投
資は永続する真の重要性をもたらします。あなたの職業や背景が何であろうと、他のクリ
スチャンと力を合わせてイエス・キリストの真の弟子を作ることは、あなたが共に負うこ
とのできる使命であり、真の目的と重要性を持つ唯一の方法です。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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第 18課

勇敢に走り終える：神様の御前に立つ日

地上での歩みを終えて神様の御前に立つ
ことができるという確信を持つには、

どうすればよいのでしょうか。

暗唱聖句：第一ヨハネ 2：28

☞今週の学びのポイント：キリストのため、キリストの力によって生きるなら、確信と喜
びを持って神様の御前に立つことができます。

確信は力強い動機につながり、人生を左右します。中でも、神様の御前に立つという確
信ほど重要なものはないでしょう。聖書は、人間は一人残らずいつか神様の御前に出て自
分の人生の申し開きをすることになると教えています。イエス・キリストの弟子として、
あなたの代わりに罪の罰を負ってくださったキリストのみわざの完成を信じたのですか
ら、神様の御前の審判で罪の罰を宣告されることはないと学びました。しかしながら、最
後にキリストの御前に立つ時、自分の人生と機会、そしてどのような選択をしたかについ
て申し開きをしなければなりません。これはあなたの個人的な清算であって、他の誰とも
関係ありません。あなたは自分自身の人生に対する責任を負いますが、配偶者、親、教会
についての責任は問われません。

ヨハネは第一の手紙で、あなたがキリストの内にとどまるなら、キリストの御前に立
ち、キリストが再臨する時に恥じる必要がないという確信について語っています。本課を
もってこの本の学びは終了しますが、今週は間違いなく神様のみこころにかなった人生を
送るために、五つの基本的な献身の態度を学びます。それは、信仰において成長するこ
と、教会に忠実であること、罪を正しく取り扱うこと、永遠の価値を持つものに投資する
こと、そして喜びを持ってキリストの御前に立つことです。

１日目：　神様との関係において成長し続ける

ために努力を重ねていきます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・神様との歩みを日々忠実にするにはどうすればよいか示してくださるように神様に祈りま

しょう。
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クリスチャンは決して静止せず、常に活力に満ちた歩みを続けます。何年経っても学ぶ
べきことやすべきことはたくさんあり、神様との関係において成長する余地は常にありま
す。霊的成長の初期には、自分の行く道筋をつけるのに他の人の助けを借りることが多い
ものです。キリストにあって成長すると、助けてくれる人がそばにいなくても霊的成長に
自分で責任を取るようになります。

・コロサイ 1：9－11 を読みましょう。コロサイ人に対するパウロの祈りと願いは彼ら
が成長し続けることでした。

・パウロがコロサイ人に願った霊的成長の特徴を五つ具体的に書き出しましょう。

・この本の学びを始めてから、上に挙げた五つの特徴のうち、あなたが霊的に成長した
点を具体的に書いてみましょう。

・パウロがコロサイ人への手紙で語っている成長分野には当てはまらなくても、別の分
野であなたが霊的に成長したところがあれば、それを書きましょう。

・第二テサロニケ 1：3 を読みましょう。パウロはテサロニケ人が成長したことを神様
に感謝しました。
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・テサロニケ人が成長した二つの分野は何と何でしたか。

・この本の学びを進めるうちに、上の二つの分野のうち一つ、もしくはその両方で自分
が成長したと思えることを振り返り、どういう風に成長したかを具体的に書いてみま
しょう。

・第二ペテロ 3：1－10 を読みましょう。ペテロはキリストが再び地上に戻って来られ
天と地を新しくすると約束しておられることを気付かせてくれます。それがいつ起こ
るかはわかりませんが、心の備えをすることはできます。

・第二ペテロ 3：11－13 を読みましょう。キリストの再臨に照らして、ペテロは私た
ちがどのような人にならなければいけないと教えていますか。

・第二ペテロ 3：14－17 を読みましょう。これは 11 節で投げかけた質問に対するペテ
ロの答えです。

・第二ペテロ 3：18 を読みましょう。ペテロは最後に、主であり救い主である、イエ
ス・キリストの恵みと知識において、読者が成長し続けるようにと語っています。

この本の学びも終盤に入りましたが、あなたはキリストにあって生涯成長を続けなけれ
ばなりません。成長の鍵は毎日聖書を読んで祈る時間を取ることだと学んできました。こ
の本では毎週五つのレッスンをこなしています。できる方は残りの二日も何らかの形で聖
書と祈りを続けて来られたことでしょう。それができなかった方も今からそれを始められ
ます。神様との歩みを日々続けていく方法について２つの提案を以下に記します。

・日々みことばを読んで個人的な適用を考えるように編集されたディボーション・ガイ
ドがたくさんあります。ほとんどのキリスト教書店で入手できますし、インターネッ
トで直接ダウンロードできるものもあります。よくわからなければ、教会のリーダー
に相談してあなたがディボーションを順調に続けるためのアドバイスをもらうとよい
でしょう。
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・聖書そのものを頼りに霊的成長を続けることも可能です。１年で（場合によっては違
う期間を設けてもよいのですが）聖書全体を読み切る通読の手引きも入手が可能で
す。そうでなければ、とにかく通読を始め、どのくらいの期間がかかってもかまいま
せんから聖書全体を読み切る目標を掲げて毎日読みます。その日の分の聖書箇所を読
んだら、以下の三つの基本的な質問に答えます。

１）この箇所で実際に言っていることは何でしょうか。

２）この箇所の本当の意味は何でしょうか。

３）この教えを自分の生活にどのように適用できるでしょうか。

・この本の学びを終了したあと、あなたはどのように毎日聖書を読んで祈る生活を続け
ていきますか。自分の計画を立ててみましょう。

２日目：　キリストのからだに対して忠実で

あるために努力を重ねていきます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・所属教会にどのくらい献身的に関わっているかを正直に自己評価し、教会との関係を強める

ために必要なことができるよう祈りましょう。

力、保護、確信をもたらす最大の要素として、キリストのからだなる教会に加わること
が挙げられます。「個人主義」を重要視する社会に生きる人たちにとって、この概念は理
解に苦しむものであることが多いようです。しかし、地域教会への忠実さは人生で最も重
要な献身の一つだというのが聖書の教える真理です。

・ヘブル 10：19－25 を読みましょう。第 9 課で、ヘブル 10：25 から、他の信者と一
緒に集まることを放棄しないことがどれほど重要かを学びました。その教えにつなが
る本文には、神様に近付く確信と保証、そして信者がお互いに励まし合う必要が書か
れていますから注意深く読みましょう。
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・この本の学びを始めてから、他の人を愛し、良いわざに励むようあなたを励ましてく
れた人はいますか。

・あなたの教会の信徒で、他の人を愛し、良いわざに励むようにあなたが励ました人は
いますか。

・エペソ 2：19－22 を読みましょう。この箇所は成長が個人的に起こるものだと言っ
ているのか、それとも他のクリスチャンと一緒に起こるものだと言っているのかを説
明しましょう。

・エペソ 4：11－16 を読みましょう。もう一度、ここに記されている霊的成長は個人
的に起こるものか他のクリスチャンと一緒に起こるものかを考えましょう。

明らかに、ただ他のクリスチャンと一緒にいるだけで霊的に成長するという保証はありませ
ん。グループ内の個々人が自分自身の信仰とみことばの真理への服従について責任を果たさな
ければならないのです。しかしながら、この箇所で強調されているのは、キリストのからだで   
ある教会に連なる者として個人的な霊的成長を経験する必要があるという点です。　　　　　　

・第一コリント 1：10、ピリピ 1：27、コロサイ 2：2、19 を読みましょう。ここに挙
げた箇所の一つ一つが、クリスチャンが一緒に集まり、一致することに主眼を置いて
いることに注意しましょう。

・この本の学びを始めてから、あなたは地域教会の礼拝に以前より忠実に出席するよう
になりましたか。
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・以前にくらべて、教会出席を優先させるようになっていますか。その答えの理由も書
きましょう。

・キリストのからだの中であなたが確実に成長を続けていくために、今後は特にどのよ
うなことをしていこうと思いますか。

・この本の学びを始めてから、地域教会での伝道の働きと奉仕に関わる機会は以前より
増えましたか、それとも減りましたか。

・教会で奉仕したり伝道の働きをしたりするために、あなたは具体的に何をしてい
ますか。

・教会の伝道の働きや奉仕をもっと優先させるべきだと思いますか。そうであれば、何
をしようと思いますか。あなたの関心のある分野の働きから始めましょう。教会にど
のような奉仕の機会があるのかよくわからなければ、具体的な働きの場について周り
の人に聞いてみましょう。

神様は生涯あなたを導く三つの素晴らしい宝を与えてくださっています。聖書と聖霊と
地域教会です。地域教会に深く関わることは、神様があなたに備えてくださっている人生
の重要性を見出すのに、極めて大切な意味を持っています。
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３日目：　自分が罪を犯したら迅速にそれを

取り扱うよう努力を重ねていきます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・取り扱いが必要な罪があれば示してくださるように、またそれに対して聖書的に対応できる

ように神様に祈りましょう。

あなたが救いの喜びを失う理由は全くありません。神様はあなたに命を与え、必要の全
てを満たしてくださいます。聖書、内在の聖霊、地域教会が人生のあらゆる難題に果敢に
立ち向かえるようにあなたを強めてくれます。人生における神様のご目的を達成できなく
なるのは、あなたが以前のように罪が自分の生活を支配するのを許してしまう場合だけで
す。けれども、それは避けられる問題です。

・詩篇 51：1－19 を読みましょう。ダビデがこの詩篇を書いたのは、バテシェバと姦
淫の罪を犯し、その結果妊娠したのを隠蔽しようと彼女の夫を殺害させる命令を出し
たために神様の御前で砕かれた時でした。ダビデが姦淫と殺人で有罪宣告を受けたの
と同様に、あなたも罪を犯す可能性は否定できません。

・ダビデが自分の犯した罪（詩篇 51：1－3）と、罪を誘発した生まれながらの罪の性
質（詩篇 51：5）を結び付けて理解していることに注目しましょう。

・詩篇 51：6、16－17 を基に、私たちが罪を犯してしまったのに気づいた時、神様は
私たちに何を望んでおられるかを考えましょう。

・ガラテヤ 6：7－9 を読みましょう。あなたの罪の性質の刑罰（永遠の死）はイエス・
キリストが私たちに代わって受けてくださいましたが、具体的に罪を犯すたびに、そ
の罪の結末があります。ダビデは神様から憐みと赦しをいただきましたが、それでも
バテシェバとその夫に関係する罪を犯したために、たくさんの罪の結末に直面しま
した。その結末の中には生涯に亘って続いたものもありました。種を蒔けばその実を
刈り取るのは当然の原則で、あなたを取り巻く世界を見てもそれが例証されますし、
聖書も至る所でそのことに触れています。罪の罰はイエス・キリストによって完全
に支払われていますが、それでも深刻で具体的な結末がもたらされるのは避けられ
ません。
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・ヨハネ 16：8 を読みましょう。御霊の重要な役割の一つは、あなたが正しく罪に対
処していない時にその罪を認めさせることです。日々御霊に服従して歩むことを学ぶ
と、罪に即座に対処できるようになり、罪の結末が累積してあなたと神様や他の人と
の関係を妨げることがなくなります。

・あなたは、誰か他の人に対して心の中で、恨み、怒り、敵対心を抱いてはいないで
しょうか。あるいは、誰かを傷つけたのに、その問題に正しく対処していないことは
ありませんか。いずれの問いに対してもあると答えた人は、聖書的にそれに対処する
にはどうしたらよいかを考えて書きましょう。（はっきりわからない場合は第 13 課
と第 15 課を復習しましょう。）

・自分の生活に残ったままにしている罪、聖書的な取り扱いをしていない罪はないで
しょうか。あるとすれば、あなたと神様の関係を新たにし続けるために聖書に則って
しなければならないことは何だと思いますか。（答えがはっきりわからない場合は第
13 課を復習しましょう。）

キリストにある新しい命は、キリストの死、埋葬、復活をとおして成就されたみわざに
より保証されていることを学んできました。あなたの生き方こそが問題なのです。残念な
がら、イエス・キリストの弟子の中には、罪があっても平気になっている人もおり、そう
いう人たちは神様との親しい交わりを失っています。誰もが罪と格闘していますが、罪を
即座に聖書的に取り扱うように祈り深く努力を重ねていくべきです。そうすれば、あなた
の人生は全て神様のみこころのとおりになります。

４日目：　永遠に価値あるものに投資する

よう努力を重ねていきます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・あなたが永遠の価値を持つものにどれほど焦点を当てた人生を送っているかを、正直に評価

する勇気を与えてくださるように祈りましょう。
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神様は私たち一人一人にご自身が定めた目的を持っておられます。最後に神様のご臨在
の下に立つ時が来ると、あなたの重要性は永遠のものへの投資という視点から評価される
ことになります。永遠に焦点を当て損なうと、自分の人生を賢く投資する機会を逃してし
まう可能性があります。しかし、永遠の価値を持ったものへの投資を重要視するなら、永
続する意義や価値が生み出されます。

・コロサイ 3：1－4 を読みましょう。これは永遠の価値を持つものを重視するように
という召しです。

・あなたがこの１週間に行う活動のうち、主なものを三つか四つ書き出しましょう。

・1 から 10 までの測定基準（10 が一番高い評価）を用い、あなたが上に書き出した活
動の一つ一つについて永遠の価値という観点から評価してみましょう。

おそらく二つぐらいは他の人と交わりも含めた活動を書いたのではないでしょうか。あなた   
の永遠の価値の基準では、こうした活動はあまり高い評価とならなかったかもしれません。そ
れでも、あなたが他の人と交わりを持った時間はあなたが思うよりも重要である可能性があり
ます。永遠に続くものは神様のみことばと人の魂です。どんな場であろうと（職場、学校、家
族、ボランティア活動、近所の活動）、神様に信頼して他の人たちと友情や関係を築く時、何
らかの方法でその人たちにみことばを伝える機会が与えられるという点でも神様を信頼しま
しょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・第一コリント 3：5－12 を読みましょう。パウロは 12 節で、2 種類の建材を比較し
ています。耐久する価値のあるもの（金、銀、宝石）と腐り易いもの（木、草、わら）
です。
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・第一コリント 3：13－14 を読みましょう。パウロが言及している日はキリストの再
臨の日のことで、その日には永遠の価値を持つものだけが重要になります。各人の働
きが永続するのか朽ち果てるのかが明瞭になるのです。

・上に書いたあなたの主な活動のリストに永遠の価値があまり含まれていなければ、教
会のリーダーに相談し、これから自分の人生をキリストの土台の上に建て上げ、永続
する価値のある活動にもっと投資するために人生の焦点を定め直すにはどうしたらよ
いかを一緒に考えてもらいましょう。

・第一コリント 3：15 を読みましょう。あなたが自分の人生をどのように投資したか
について申し開きをし、永遠の価値のあるものだけに永遠の報酬がもたらされる日が
やってきます。この箇所は、救われて永遠の命を持っているかどうかが問題ではない
ことを明確にしています。救いはイエス・キリストが死、埋葬、復活によって成就し
たみわざによって全て解決済みです。しかし問題の核心は、あなたのキリスト者とし
ての歩みがどれほど永遠の価値を持つかにあります。

ある日キリストの御前に立ち、永遠に続くものは一生を通じてほとんど、あるいは全く
残していなかったのが明らかになる人もいます。そう考えると何とも悲しいものです。け
れども、永遠の価値を持つただ二つのこと、すなわち神様のみことばと人の魂に自分の人
生を投資するなら、このことを恐れる必要はまったくありません。

５日目：　キリストの御前に喜びを持って

立てるように努力を重ねていきます。

今日の祈り：
・心を開いてみことばの真理を受け入れられるように神様に祈りましょう。
・ここで語られる献身について理解できるように、また献身の決意をし、それをずっと続けて

いく勇気を与えてくださるように祈りましょう。

人生最大の満足の一つは立派に仕事を終え、それが認められることです。何週間も続け
てきたこの学びは今日でついに終了します。おめでとうございます。よく頑張りました
ね。でも、もっと素晴らしいのは、救い主イエス・キリストの御前に立ち、自分が主に対
して忠実であったこと、自分の人生を賢く永遠に投資してきたことがわかる時でしょう。
あなたはこれまで学んだことを適用することにより、大きな喜びを持って御前に立つ日を
迎えるでしょう。
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・ローマ 14：10－12 を読みましょう。パウロはあらゆるクリスチャンが神様に自分
の人生の申し開きをする日について語っています。パウロはこれを「キリストのさ
ばきの座」と呼んでいます。これはクリスチャンが自分の人生について申し開きを
する場で、キリストを信じなかった人たちのための「大きな白い御座」（黙示録 20：
11－15）と対照をなすものです。

・第一コリント 4：16－18 を読みましょう。パウロはここで、昨日学んだ永遠の焦点
を示しています。

・第二コリント 5：1－10 を読みましょう。５章は４章で語られている永遠の視点の続
きであることに注意してください。この箇所はあなたがキリストのさばきの座の前に
立つ時に確信を持っていられるようにもう一度課題を投げかけています。

・第一ヨハネ２：28－29 を読みましょう。キリストのさばきの座に立てるという確信
はキリストの内に「とどまり」それを継続する生き方から生まれるものです。

・ヨハネ 15：1－12 を読みましょう。キリストのことばに出てくる「とどまる」とい
う意味のことばが記されているところに印をつけましょう。キリストとの関係に拠り
頼んで生きている限り、あなたは自分の人生を確信を持って終えられますし、主であ
り救い主である方の御前に立つ時恥じることは何もありません。

・第二テモテ 4：6－8 を読みましょう。パウロは自分が間もなく死ぬのを知っていま
したが、キリストに自分の人生の申し開きをする用意ができていたので、確信が揺る
がなかったことがわかります。あなたも聖書の真理と神の力によって生きるなら、こ
の確信を持てるのです。

・あなたの人生に、キリストのさばきの座に喜びと確信を持って立つのを妨げるような
ことがあるでしょうか。もしあるとすれば、これまで学んできた真理を用いて、その
問題を今取り扱いましょう。ない場合は、今週学んだ五つの献身（努力）を徹底的に
やり通せるように神様に願いましょう。

この学びは完了しますが、それと同時にあなたの人生の次の段階が始まります。あなた
はこの学びを通して毎日祈りと聖書の学びの時間を取るという素晴らしい習慣を身に付け
たはずです。良い地域教会に積極的に加わり、他のクリスチャンたちと永続する友情を築
くようお勧めします。学んだ真理を徹底的にやり通して生きるのでなければ、この学びを
やり抜いた努力も水の泡と化してしまいます。しかし、イエス・キリストの恵みと知識に
おいて忠実に成長し続けるなら、あなたの努力は永遠の意義や価値を持つことになります。
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今、この土台の上に建て上げる努力を続けていくかどうかはあなた次第です。この学び
を続けてください。復習してください。他の人を助けるためにもこれを使ってください。
聖書の学びにこれからも毎日時間を取り続けるにはどうすればよいのかわからない人は、
誰かに助けを求めましょう。ひたすら前に進み、あなたの人生に対する神様のご計画の通
りに生きていってください。そうすれば神様の使命の中であなたが何をなすべきかがわか
ります。

メモ：学びや話し合いを深めるための質問や感想
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