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適応のための質問： 

（１）イエスの「あなたがたは・・・自分の罪の中で死にます。わたしが行く所に、あなたがたは来

ることができません」という言葉に、どのように反応するべきでしょうか。この事実は、私た

ちの今日のイエスとの関係にどのような影響を与えるべきでしょうか。また、私たちの行動、

目的、人間関係、またライフ・スタイルを影響するべきでしょうか。How should we respond to 

considering what it means for Jesus to tell people they will die in their sins and forever be without Him? 

How should this change the way we relate to Him now, and how should it affect our conduct, purpose, 

relationships with others, lifestyle, etc.? 

 

（２）この箇所で強調されている神の性質は何でしょうか。それは私たちをどのように影響するべき

でしょうか。また、この個所からどのように神に感謝と賛美を捧げることができるでしょうか。
What attributes of God do we see particularly emphasized in this passage, and how should we respond to 

what it shows about them? How can we respond to God with thanks and praise from this passage? 

 

 

（３）２３節は、世界と神に関連して、私たちのイエス、自分自身、また人間関係に関する見解をど

のように影響しますか。ヤコブ４章１－４節、またＩヨハネ２章１５－１６節も参照して下さ

い。How does verse 23 affect our view of Jesus, ourselves, and others in relation to the world and to 

God? Also consider James 4:1–4 and 1 John 2:15–16. 

 

（４）ヨハネ４章２１－３０節で、イエスは旧約聖書の知識に富んでおり、イエスが誰であるかとい

う明確な証を見てきた人々に話しています。同時に、イエスは神として、またこの人々を完全

に知っておられる者として語っておられるのです。私たちも他の人々に神の刑罰、また神が与

えて下さった救いについて語る時、イエスとはどのように異なった語り方をするべきでしょう

か。また、どのような点で同じ話し方をするべきでしょうか。In John 8:21–30, Jesus is speaking 

to people who had much knowledge of the OT and who had been exposed to extensive testimony of who 

He was. He is also speaking as God and with perfect knowledge of these people. How should the way 

we speak to others be different when we warn them of God’s punishment and tell them of the salvation 

He has provided? How should it be similar? 

 

（５）イエスは誰であるのかを知ることは、日常生活においてイエスを崇め、礼拝することとどのよ

うに関連しているでしょうか。この面において、信者と未信者ではどのよう違いがあるでしょ

うか。クリスチャンとして成長する中、この面に関してどのような過程や変化を期待すること

ができるでしょうか。How does our knowledge of who Jesus is relate to exaltation and worship of 

Him in our own lives? How is this different for a believer than for someone who is not a Christian? 

What progress or change is there with respect to this as we grow as Christians? 

 

 

（６）この個所を読んだことにより、あなたが実行したいこと、変わりたいこと、また交わりたい人

があるでしょうか。今日、ここにいる人々の励ましとなり、また、祈ってもらう為にもこれら

のこといついて分かち合って下さい。Is there a specific thing you would like to do, a way you 

would like to change, or a particular person you would like to speak to as a result of this passage? 

Would you like to share about this with others here for their encouragement and so that they can pray for 

and encourage you? 


