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   新生  者 生活 編

     受 入  人     
大事     何    
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 暗唱    祈  
主    話          聞        聖霊様 私
 教          思 起         私  悟
         人間      主  自分 道 聖 保
  進   道 歩              私 心 潤
  時    実 結   行      繁栄 栄   
         様  名    祈        

「Prayer for meditation」
“ Speak, Lord. I am your servant, and I am
listening.”Holy Spirit, please teach me and remind
me of your words. I will be an enlightened and
knowledgeable person. Lord, keep your way holy
and let me go the way I should go. The Word
nourishes my heart, bears fruit in time, and brings
prosperity to everything I do. I pray in the name of
Jesus. Amen
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1.キリストが中心
キリストのうちにある人には、どんな変化が生じますか？

（コリントへの手紙第二 5:17）だれでもキリストの
うちにあるなら、その人は新しく造られた者です。
古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなり
ました。

1. Christ is the center
What changes will happen to those in Christ?
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2.キリストが中心
私の中に誰が生きるべきで、その理由は何ですか？

（ガラテヤ人への手紙 2:20）私はキリストとともに
十字架につけられました。もはや私が生きているの
ではなく、キリストが私のうちに生きておられるの
です。いま私が、この世に生きているのは、私を愛
し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信
じる信仰によっているのです。

2. Christ is the center
Who should live in me and why?
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3.従順
従順の意味で使われた、「生  供 物      

 」という意味は、何だと思いますか？

（ローマ人への手紙 12:1）そういうわけですから、
兄弟たち。私は、神のあわれみのゆえに、あなたが
たにお願いします。あなたがたのからだを、神に受
け入れられる、聖い、生きた供え物としてささげな
さい。それこそ、あなたがたの霊的な礼拝です。

3. Obedience to Christ
What do you think is themeaning of "offering as a
living sacrifice" used in the sense of obedience?
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4.従順
神を愛するとは、具体的にはどういうことですか？

（ヨハネの福音書 14:21）わたしの戒めを保ち、それ
を守る人は、わたしを愛する人です。わたしを愛す
る人はわたしの父に愛され、わたしもその人を愛し、
わたし自身を彼に現わします。

4. Obedience to Christ
What exactly does it mean to love God?
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5.みことば
人間に与える聖書の有益、四つとは何ですか？

（テモテへの手紙第二 3:16）聖書はすべて、神の霊
感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練との
ために有益です。

5. Word
What are the four Bible benefits to humans?
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6.みことば
栄える人生のために必要なのは何ですか？

（ヨシュア記 1:8）この律法の書を、あなたの口から
離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。
そのうちにしるされているすべてのことを守り行な
うためである。そうすれば、あなたのすることで繁
栄し、また栄えることができるからである。

6. Word
What do you need for a prosperous life?
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7.祈り
私たちの求める祈りには、どんな祝福がありますか？

（ヨハネの福音書 15:7）あなたがたがわたしにとど
まり、わたしのことばがあなたがたにとどまるなら、
何でもあなたがたのほしいものを求めなさい。そう
すれば、あなたがたのためにそれがかなえられます。

7. Prayer

What blessings do we have in our prayers?
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8.祈り
感謝の祈りによって、与えられる答えの

一つは何ですか？

（ピリピ人への手紙 4:6,7）6何も思い煩わないで、
あらゆるばあいに、感謝をもってささげる祈りと願
いによって、あなたがたの願い事を神に知っていた
だきなさい。7そうすれば、人のすべての考えにま
さる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・
イエスにあって守ってくれます。

8. Prayer

What is one of the answers given
by the prayer of gratitude?
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9.交わり
クリスチャン同士の交わりに共にする方は、誰ですか？

（マタイの福音書 18:20）ふたりでも三人でも、わた
しの名において集まる所には、わたしもその中にい
るからです。

9. Fellowship
Who will be with Christian fellowship?
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10.交わり
交わりに対してとるべき態度とは、どういうことですか？

（ヘブル人への手紙 10:24,25）24また、互いに勧め
合って、愛と善行を促すように注意し合おうではあ
りませんか。25ある人々のように、いっしょに集ま
ることをやめたりしないで、かえって励まし合い、
かの日が近づいているのを見て、ますますそうしよ
うではありませんか。

10. Fellowship
What is the attitude you should

take toward fellowship?
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11.あかし
イエス様は、自分についてくる信仰者に

何を約束されましたか？

（マタイの福音書 4:19）イエスは彼らに言われた。
「わたしについて来なさい。あなたがたを、人間を
とる漁師にしてあげよう。」

11. Witness
What did Jesus promise to the believers

who follow him?
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12.あかし
福音に対する間違った思いとは何ですか。またなぜ私た

ちは福音を伝えるできですか？

（ローマ人への手紙 1:16）私は福音を恥とは思いま
せん。福音は、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、
信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力
です。

12. Witness
What is the wrong feeling about the gospel?

And why should we preach the gospel?
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