
55

        弟子   生   編

   様 弟子    生 方   
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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.キリストを第一に
イエス様の弟子としての一番の印は何ですか

（マタイの福音書 6:33）だから、神の国とその義と

をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加え

て、これらのものはすべて与えられます。

1. Christ first
What was your first sign as a disciple of Jesus?

                                  

                                 

                                    

                 

(D1) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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2.キリストを第一に
キリストの弟子としての生き方とはどういうことですか？

（ルカの福音書 9:23）イエスは、みなの者に言われ
た。「だれでもわたしについて来たいと思いなら、自
分を捨て、日々自分の十字架を負い、そしてわたし
について来なさい。

2. Christ first
What does it mean to live as a disciple of Christ??

                                 
                                    
                                    
                                    
             

(D2) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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3.この世のものではない
キリストの弟子が愛してはならないことと、

その理由は何ですか？

（ヨハネの手紙第一 2:15,16）15世をも、世にあるもの
をも、愛してはなりません。もしだれでも世を愛している
なら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。16
すべての世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮ら
し向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世
から出たものだからです。

3. Don't match this world

What should Christ's disciples not love and why?

                                      
                                          
                                       
                                          
                                            
                                        
                                       
                 

(D3) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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4.この世のものではない
この世に生きるキリスト者が、
してはならないのは何ですか？

（ローマ人への手紙 12:2）この世と調子を合わせて

はいけません。いや、むしろ、神のみこころは何か、

すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完

全であるのかをわきまえ知るために、心の一新によ

って自分を変えなさい。

4. Don't match this world
What should Christians living in this world not do?

                                     
                                 
                                      
                                 
                                 
              

(D4) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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5.ゆるがないこと
信仰者が失望したり揺れたりしては
ならない理由は何ですか？

（コリントへの手紙第一 15:58）ですから、私の愛
する兄弟たちよ。堅く立って、動かされることなく、
いつも主のわざに励みなさい。あなたがたは自分た
ちの労苦が、主にあってむだでないことを知ってい
るのですから。

5. Don't be disappointed
What is the reason why believers

should not be disappointed or shaken?

                                    

                                    

                                    

                                    

              

(D5) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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6.ゆるがないこと
他の人との関係によって、苦しむあなたへ
の励みとなる、イエス様の模範とは何ですか？

（ヘブル人への手紙 12:3）あなたがたは、罪人たち

のこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。

それは、あなたがたの心が元気を失い、疲れ果てて

しまわないためです。

6. Don't be disappointed
What is Jesus' example that encourages you
to suffer from relationships with others?

                                     

                                    

                                    

                                      

(D6) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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7.他の人に仕える
信仰者がイエス様に見倣うべき態度は何ですか？

（マルコの福音書 10:45）人の子が来たのも、仕えら

れるためではなく、かえって仕えるためであり、ま

た、多くの人のための、贖いの代価として、自分の

いのちを与えるためなのです。

7. Serving others
What is the attitude that believers

should imitate Jesus?

                                

                                

                                    

               

(D7) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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8.他の人に仕える
これを書いたパウロは、自分自身を
どのように認識していましたか？

（コリントへの手紙第二 4:5）私たちは自分自身を
宣べ伝えるのではなく、主なるキリスト・イエスを
宣べ伝えます。私たち自身は、イエスのために、あ
なたがたに仕えるしもべなのです。

8. Serving others
How did Paul, who wrote this, recognize himself?

                                   

                                      

                             

                 

(D8) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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9.喜んでささげる
ささげる時の姿勢と祝福とは、何ですか？

（箴言 3:9,10）9あなたの財産とすべての収穫の初物
で、主をあがめよ。10そうすれば、あなたの倉は豊
かに満たされ、あなたの酒ぶねは新しいぶどう酒で
あふれる。

9. Willing to offer
What are the basics and blessings of offerings?

                                     

                                   

                                      

                                         

            

(D9) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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10.喜んでささげる
ささげに対する、望ましい信仰と精神は、何ですか？

（コリントへの手紙第二 9:6,7）6私はこう考えます。
少しだけ蒔く者は、少しだけ刈り取り、豊かに蒔く
者は、豊かに刈り取ります。7ひとりひとり、いや
いやながらでなく、強いられてでもなく、心で決め
たとおりにしなさい。神は喜んで与える人を愛して
くださいます。

10. Willing to offer
What is the desired faith and spirit of offering?

                                    
                                    
                                     
                                   
                                      
                                    
                                   
                                      

(D10) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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11.宣教ビジョン
信仰者がイエス様の証人となるためには、

何を受ける必要がありますか？

（使徒の働き 1:8）しかし、聖霊があなたがたの上に
臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、
エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の
果てにまで、わたしの証人となります。」

11. Vision of World Mission
What do believers need to receive
in order to be witnesses of Jesus?

                                       
                                   
                                     
                                  

(D11) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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12.宣教ビジョン
キリストの最高の命令は何ですか？

（マタイの福音書 28:19,20）19それゆえ、あなたが
たは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。
そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを
授け、20また、わたしがあなたがたに命じておいた
すべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見
よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたが
たとともにいます。

12. Vision of World Mission
What is Christ's highest command?

                              
                                      
                                 
                                  
                                   
                                  
                                     

(D12) キリストの弟子として編 As a disciple of Christ series
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