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適応のための質問： 

(1) この箇所に描かれた真の信者の性質を理解する時、どのような慰め、また挑戦を受けるでしょ

うか。これは、真の信者、自分が救われていると称するが救われていない者、また自分は未信

者であると認めている人にとって、どのように異なったメッセージを与えるでしょうか。私た

ちが、これらの違う分類にある人々と交わることについて、どのようなことを教えてくれるで

しょうか。How can recognizing the characteristics of true believers in this passage comfort us or 

challenge us? How is this different for true believers, professing believers who are not real, and those 

who acknowledge they are unbelievers? What implications does it have for how we interact with people 

in each category? 

 

 

(2) この箇所にある真の信者の性質を見る時、神が真の信者の生活においてどのような働きをされ

るのかを見ることができるでしょうか。神の御言葉を聞くことは、信者の他の性質とどのよう

に関連しているでしょうか。また、これは実生活においてどのようなことを表しているでしょ

うか。What do the characteristics of true believers in this passage show us about God’s work in 

believers? How does listening to God’s Word relate to the other characteristics, and what are the 

practical implications of the ways it relates to them? 

 

 

(3) 信者が罪の奴隷化から解放されたこと、また引き続き罪に悩み続ける相対した関係についてど

のような見解を持つべきでしょうか。そして前方の事実は、私たちが日常の罪にどのように対

応するべきかを教えてくれるでしょうか。ローマ６章１５－２３節も参照して下さい。この箇

所から、どのように具体的な適応を見つけることができますか。How should we view believers’ 

freedom from the slavery of sin vis-à-vis believers’ continuing struggle with sin, and what does the 

former mean for how we should deal with sin in our lives? Consider also Romans 6, especially verses 15 

through 23. What can this mean for us specifically? 

 

 

(4) ４２節は、イエスを愛することに関して何を教えてくれますか。この教えは、イエスに対する

真の愛を認識する為に、どのような助けとなるでしょうか。また、すでにイエスを愛している

なら、どのように確信を与えると共に、愛の欠如を示しますか。このことにより、実生活につ

いてどのようなことを学ぶことができるでしょうか。What does verse 42 indicate about what it 

means to love Jesus? How can this help us recognize true love for Him? How can it assure us if we do 

love Him, and how can it show us weaknesses in our love for Him? What does this imply practically? 

 

 

(5) この箇所は、私たちが語り、耳を傾ける嘘の性質についてどのようなことを教えてくれるでし

ょうか。どのような嘘を好み、それを信じる傾向にあるでしょうか。自分が嘘を信じているこ

とに気付き、それを真理と置き換えるには何をすることができますか。自分の信じる嘘に相対

する神の真理が明らかになる時、「嘘を信じたい」という自分の衝動とどのように戦うことが

できるでしょうか。What does this passage show about the nature of lies and truth we speak and listen 

to? What lies might we be disposed to listen to because we prefer them to the truth? How can we 

recognize when we are listening to lies and correct them with the truth? How do we combat our desire to 

listen to a lie once exposed to God’s truth contradicting it? 



 

 

 

 

(6) ヨハネ１０章２６－２７節から、どのように慰めを受けることができるでしょうか。どのよう

な挑戦を受けるでしょうか。また、私たちが他の信者や未信者と交わることに関し、どのよう

なことを教えてくれるでしょうか。How can John 10:26–27 comfort us? How can it challenge us? 

What does it imply for our interaction with other believers and with unbelievers? 


