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「キリストの弟子」編
イエス様の弟子としての生き方とは、

どういうことですか？

「Disciple of Christ」series
What does it mean to live as a disciple of Jesus?
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「暗唱のための祈り」
主よ、「お話しください。しもべは聞いております。」

聖霊様、私を教え、あなたのことばを思い起こさせ

てください。私は、悟りとわきまえのある人間とな

ります。主よ、自分の道を聖く保ち、進むべき道へ

歩ませてください。みことばは、私の心を潤し、時

になると実を結ばせ、行なうすべてに繁栄と栄えを

もたらします。イエス様のみ名によってお祈りしま

す。アーメン

「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 6:33） まず神の国と神の義を求めなさい。そう
すれば、これらのものはすべて、それに加えて与えら
れます。

1. Christ first

What was your first sign as a disciple of Jesus?

(Matthew 6:33) The thing you should want most
is God ’ s kingdom and doing what God wants.
Then all these other things you need will be
given to you.
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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、何ですか？

（ルカ 9:23） イエスは皆に言われた。「だれでもわたし
について来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の
十字架を負って、わたしに従って来なさい。

2. Christ first

What is the way of life as a disciple of Christ?

(Luke 9:23) Jesus went on to say to all of them,
“If anyone wants to follow me, he must say ‘no’
to the things he wants. Every day he must be
willing even to die on a cross, and he must
follow me.
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3. この世と調子を合わせない

キリストの弟子が、愛してはならないことと、
その理由とは何ですか？

（1 ヨハネ 2:15-16） 15 あなたは世も世にあるものも、
愛してはいけません。もしだれかが世を愛しているな
ら、その人のうちに御父の愛はありません。16 すべて
世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向き
の自慢は、御父から出るものではなく、世から出るもの
だからです。

3. Don't match this world
What should Christ's disciples

not love and why?

(1John 2:15-16) 15 Do not love the world or the
things in the world. If anyone loves the world,
the love of the Father is not in him. 16 These are
the evil things in the world: wanting things to
please our sinful selves, wanting the sinful
things we see, being too proud of the things we
have. But none of those things comes from the
Father. All of them come from the world.
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4. この世と調子を合わせない

世に生きるキリスト者が、
してはいけないのは何ですか？

（ローマ12:２） この世と調子を合わせてはいけません。
むしろ、心を新たにすることで、自分を変えていただき
なさい。そうすれば、神のみこころは何か、すなわち、何
がよいことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分け
るようになります。

4. Don't match this world

What should Christians living
in the world not match?

(Romans 12:2) Do not be shaped by this world.
Instead be changed within by a new way of
thinking. Then you will be able to decide what
God wants for you. And you will be able to know
what is good and pleasing to God and what is
perfect.
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5. ゆるがない

弟子として失望し、揺れてはならない
理由は何ですか？

（1コリント15:58） ですから、私の愛する兄弟たち。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 you should not be
disappointed or shaken as a disciple?

(1Corinthians 15:58) So my dear brothers, stand
strong. Do not let anything move you. Always
give yourselves fully to the work of the Lord. You
know that your work in the Lord is never wasted.
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6. ゆるがない

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 12:3） あなたがたは、罪人たちの、ご自分に対
するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えな
さい。あなたがたの心が元気を失い、疲れ果ててしま
わないようにするためです。

6. Don't be disappointed

What is Jesus' example that encourages you to
suffer from relationships with others?

(Hebrews 12:3) Think about Jesus. He held on
patiently while sinful men were doing evil things
against him. Look at Jesus’ example so that you
will not get tired and stop trying.
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7. 他の人に仕える

キリストの弟子の他人に対する、
目立つべき態度とは何ですか？

（マルコ 10:45） 人の子も、仕えられるためではなく仕
えるために、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に来たのです。

7. Serving others

What is the prominent attitude
of Christ's disciples to others?

(Mark 10:45) In the same way, the Son of Man did
not come to be served. He came to serve. The
Son of Man came to give his life to save many
people.



93

8. 他の人に仕える

人に対する最高の姿勢（黄金律）とは、何ですか？

（マタイ 7:12） ですから、人からしてもらいたいことは
何でも、あなたがたも同じように人にしなさい。これが
律法と預言者です。

8. Serving others

What is the best attitude towards people
(golden rule)?

(Matthew 7:12) Do for other people the same
things you want them to do for you. This is the
meaning of the law of Moses and the teaching of
the prophets.
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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 あなたの財産で主をあがめよ。 あな
たのすべての収穫の初物で。 10そうすれば、あなたの
倉は豊かさで満たされ、あなたの石がめは新しいぶど
う酒であふれる。

9. Willing to offer

What are the basics and blessings of offerings?

(Proverbs 3:9-10) 9 Honor the Lord by giving him
part of your wealth. Give him the first fruits from
all your crops. 10 Then your barns will be full.
And your wine barrels will overflow with new
wine.
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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とは何ですか？

（Ⅱコリント 9:6-7） 6 私が伝えたいことは、こうです。わ
ずかだけ蒔く者はわずかだけ刈り入れ、豊かに蒔く者
は豊かに刈り入れます。 7 一人ひとり、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るのです。

10. Willing to offer

What is the desired faith and
spirit of offering?

(2Corinthians 9:6-7) 6 Remember this: The person
who plants a little will have a small harvest. But the
person who plants a lot will have a big harvest. 7
Each one should give, then, what he has decided in
his heart to give. He should not give if it makes him
sad. And he should not give if he thinks he is forced
to give.God loves thepersonwhogives happily.
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11. 世界宣教のビジョン

キリストの遺言の命令（最高の命令）とは、何ですか？

（マタイ 28:19-20）              行   

    国 人  弟子      父 子 聖霊 名

    彼        授           

   命             守    教  

   見      世 終            

          

11. Vision of World Mission

What is the highest command of Christ?

(Matthew 28:19-20) 19 So go and make followers
of all people in the world. Baptize them in the
name of the Father and the Son and the Holy
Spirit. 20 Teach them to obey everything that I
have told you. You can be sure that I will be with
you always. I will continue with you until the end
of the world.
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12. 世界宣教のビジョン

パウロはどういうビジョンと方法をもって、
宣教を進めましたか？

（Ⅱテモテ 2:1-2） 1 ですから、私の子よ、キリスト・イエ
スにある恵みによって強くなりなさい。 2 多くの証人た
ちの前で私から聞いたことを、ほかの人にも教える力
のある信頼できる人たちに委ねなさい。

12. Vision of World Mission

What vision andmethod did Paul use
to advance his ministry?

(2Timothy 2:1-2) 1 Timothy, you are like a son to
me. Be strong in the grace that we have in Christ
Jesus. 2 You and many others have heard what I
have taught. You should teach the same thing to
some people you can trust. Then they will be
able to teach it to others.
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