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        似 者    編

       望   人格 姿勢            
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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.愛
新しい戒めは何ですか？

（ヨハネの福音書 13:34,35）34あなたがたに新しい
戒めを与えましょう。あなたがたは互いに愛し合い
なさい。わたしがあなたがたを愛したように、その
ように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。35も
しあなたがたの互いの間に愛があるなら、それによ
って、あなたがたがわたしの弟子であることを、す
べての人が認めるのです。

1. Love
What is the new commandment?

                                    
                                    
                                     
                                     

(E1) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series



72

2.愛
真の愛に求められるのは何ですか？

（ヨハネの手紙第一 3:18）子どもたちよ。私たちは、
ことばや口先だけで愛することをせず、行ないと真
実をもって愛そうではありませんか。

2. Love
What is required for true love?

                                      

                                    

                                  

     

(E2) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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3.謙遜
信仰者は、他人にどのような姿勢をとるべきですか？

（ピリピ人への手紙 2:3,4）3何事でも自己中心や虚
栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自
分よりもすぐれた者と思いなさい。4自分のことだ
けではなく、他の人のことも顧みなさい。

3. Humility
What attitude should a believer

take toward others?

                                     
                                      
                                    
                                   
                                       
       

(E3) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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4.謙遜
信仰者は、指導者にどのような姿勢をとるべきですか？

（ペテロの手紙第一 5:5,6）5同じように、若い人た
ちよ。長老たちに従いなさい。みな互いに謙遜を身
に着けなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる
者に恵みを与えられるからです。6ですから、あな
たがたは、神の力強い御手の下にへりくだりなさい。
神が、ちょうど良い時に、あなたがたを高くしてく
ださるためです。

4. Humility
What attitude should believers
take toward their leaders?

                                     
                                       
                                     
                                       
                                
                                       
                                        
                     

(E4) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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5.聖さ
信仰者が道徳的な面での傷をつけないために、

注意すべきこととは何ですか？

（エペソ人への手紙 5:3）あなたがたの間では、聖徒
にふさわしく、不品行も、どんな汚れも、またむさ
ぼりも、口にすることさえいけません。

5. Holiness
What should believers be careful

about so as not to hurt themmorally?

                                    

                                    

                                   

                        

(E5) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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6.聖さ
この世を生きる信仰者が、持つべき

身分意識は何ですか？

（ペテロの手紙第一 2:11）愛する者たちよ。あなた
がたにお勧めします。旅人であり寄留者であるあな
たがたは、たましいに戦いをいどむ肉の欲を遠ざけ
なさい。

6. Holiness
What is the identity consciousness

that believers living in this world should have?

                                  

                                      

                                  

                                      

         

(E6) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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7.正直
信仰者がしてあならないこととは何ですか？

（レビ記 19:11）盗んではならない。欺いてはならな
い。互いに偽ってはならない。

7. Honest
What do believers do not do?

                                   

                                  

          

(E7) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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8.正直
クリスチャンは、何に責められないように

努力すべきですか？

（使徒の働き 24:16）そのために、私はいつも、神の
前にも人の前にも責められることのない良心を保つ
ように、と最善を尽くしています。

8. Honest
What should Christians try not to blame?

                                   

                                     

(E8) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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9.信仰
信仰者が堅く信じるべきこと、二つは何ですか？

（ヘブル人への手紙 11:6）信仰がなくては、神に喜
ばれることはできません。神に近づく者は、神がお
られることと、神を求める者には報いてくださる方
であることとを、信じなければならないのです。

9. Faith
What are the two things that believers

should firmly believe in?

                                 
                                 
                                   
                           

(E9) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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10.信仰
アブラハム（彼）の信仰の特徴は何ですか？

（ローマ人への手紙 4:20,21） 20彼は、不信仰によ
って神の約束を疑うようなことをせず、反対に、信
仰がますます強くなって、神に栄光を帰し、21神に
は約束されたことを成就する力があることを堅く信
じました。

10. Faith
What are the characteristics of

Abraham's (his) faith?

                                   
                                   
                                    
                                 
                                  
                

(E10) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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11.良い行い
善を行う時の注意点とは何ですか？

（ガラテヤ人への手紙 6:9,10）善を行なうのに飽い
てはいけません。失望せずにいれば、時期が来て、
刈り取ることになります。ですから、私たちは、機
会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の
家族の人たちに善を行ないましょう。

11.Good deeds
善を行う時の注意点とは何ですか?

                                 
                                 
                                     
                             
                                     
                                      
                             

(E11) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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12.良い行い
あなたの良い行ないがもたらす、
望ましい結果とは何ですか？

（マタイの福音書 5:16）このように、あなたがたの
光を人々の前で輝かせ人々があなたがたの良い行な
いを見て、天におられるあなたがたの父をあがめる
ようにしなさい。

12. Good deeds
What is the most desirable result that

our good deeds should bring to people?

                                   

                                     

                                    

                                 

(E12) キリストに似た者となる編 Resemble Christ series
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