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この教材について 
 

この『実を結ぶわたし』は、『新しい人生のはじまり-改訂版-』の続編にあたる教材です。

最初に『新しい人生のはじまり』から学ぶことをお勧めします。 

 

『新しい人生のはじまり』の内容は以下の通りです。 

（１）神との関係の始まり （２）神との関係と交わり （３）聖霊：頼もしい助け主 

（４）クリスチャンの成長に向けて （５）確信をもって祈るには （６）聖書の読み方 

 

『実を結ぶわたし』第４課、第５課の実践課題では、KGP（あるいは四つの法則）という

個人伝道に用いる小冊子の使い方を学びます。巻末に KGPの内容を載せています

が、実際の伝道に用いるためにも、あらかじめ何冊か購入されることをお勧めします。 

 

『新しい人生のはじまり』と KGPは、お近くのキリスト教書店、あるいはイーショップ教文

館（https://shop-kyobunkwan.com）でお求めいただけます。 
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私にも、できるんだ！ 
 

私はクリスチャンの家庭で育ち、キリストを信じて洗礼も受け、教会生活

を送っていましたが、他の人にキリストを伝えたり、霊的な成長を助けたり

することは、牧師や宣教師、または特別な才能がある人だけがやるものだ

と思っており、自分がそのことに関わることなど夢にも思っていませんでし

た。 

 

大学に入学した時、クリスチャン・サークルに誘われ、参加するようにな

りました。何より驚いたことは、積極的にキリストを伝えようとするメンバーの

姿勢でした。最初は「僕には絶対無理」と思いましたが、定期的な聖書の

学びや、簡単な個人伝道のセミナーを通して、少しずつ「僕もやってみよ

うかな」と思うようになりました。 

 

友人の家に泊まりに行った時、ドキドキしながら「僕がクリスチャンだとい

うのは知ってると思うけど、聖書のポイントを説明させてもらってもいいか

な」と聞いたところ、友人は快く耳を傾けてくれ、その場でキリストを信じな

かったけれど、福音を伝えられたことに大きな喜びを感じました。 

 

大学３年の時、サークルに参加した１年生がキリストを信じました。先輩

から「彼のフォローアップをやってみなよ」と言われ、「僕で大丈夫かな」と

不安を感じつつも、週１回のクリスチャン初歩の学びをやることになりまし

た。私の欠けに関わらず、神さまの恵みによって、彼は成長していき、社

会人になった今もキリストと共に歩んでいます。 

 

今、私が確信していることは、神さまは全てのクリスチャンを、他の人に

キリストを伝え、霊的成長を助ける、そのことを通して自分自身も学び、さら

に成長していく…豊かな実を結ぶために呼ばれているということです。こ

のテキストを手に取っているあなたを通して、神さまがどのようなことをされ

るのか、ワクワクします。ぜひ、毎回の学びを楽しんでください！ 

 

教材開発チームを代表して 

スタッフ 本間岳人 
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本書の構成と用い方 
 

 本書はグループで学ぶことを前提にしています。キリストにある仲間と一

緒に聖書を開き、神さまに心を向け、お互いの体験や気づきを分かち合

いつつ学ぶことが、本書の最も効果的な用い方です。 

 

本書の構成： 

  

１．Sharing Life 分かち合い 

 

集まったら、まずは順番に一言ずつ話しましょう。例えば、近況、気持ち

（元気か落ち込んでいるかなど）、神さまとの交わりの中で学んでいるこ

と、日常生活で適用している聖書の言葉など。導く人は全員がリラックス

して話せるよう配慮し、学びの前に一言祈ってから始めましょう。 

 

２．Bible Study 聖書の学び 

 

各課のテーマに沿ったひとかたまりの聖書箇所から学びましょう（第４課

は数カ所の聖書箇所から学びます）。それぞれ、「観察」「解釈」「適用」

のための質問を用意しています。それらの質問を参考に、聖書からの語

りかけに心を向け、またお互いの洞察、気づきからも学びましょう。 

  

３．Challenge 実践課題 

 

各課のテーマに沿った実践課題に取り組みましょう。あなたの人生を通

して、この世界に「神さまの願う実」が結ばれることを願って用意したもの

です。これらの課題に取り組んだことのある先輩や友人の助けをもらい

ながら、楽しく取り組んでください。 

 

４．Article 読み物 

 

第３課を除く各課には、国際キャンパス・クルセード・フォー・クライストの

創設者であるビル・ブライト博士のメッセージを載せています。各課で扱

われている内容を理解するのに役立ちますので、予習や復習として取り

組んでください。質問があれば余白に書き込み、グループの先輩や仲

間たちに分かち合ってみましょう。第３課には、岐阜純福音教会の小山

健牧師からの励ましの言葉を載せています。 
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時間の用い方：（一例） 

  

 分かち合い（10分）・・・目安はひとり２，３分 

 

 聖書の学び（40分）・・・一緒に音読し、観察、解釈、適用の質問に

それぞれが取り組み、互いに分かち合いましょう。 

 

 実践課題（20分～30分） 

 

第１課 救いの証を書く準備（20分） 

第２課 他の人に愛を示し始める計画（20分） 

第３課 クリスチャン共同体に関わる計画（20分） 

第４課 KGP（四つの法則）の使い方-基本（30分） 

第５課 KGP（四つの法則）の使い方-応用（20分） 

第６課 伝道とフォローアップの計画（20分） 

 
※ 実践課題の時間はあくまでも目安です。集まる時間が長く取れない場合は、

他の日にじっくりと取り組んでもよいでしょう。 

 

 

☆  大切なリマインド ☆ 

 

私たちは、イエス・キリストにつながるあなたの人生に、神の願う実が

豊かに結ばれるようになることを何よりも願っています。本書で学んだこ

とが頭だけの知識で終わらないためにも、実践課題にしっかりと取り組

むことは重要です。 

学んだことを現実の生活の中で活かせるように祈り求めましょう。神の

家族として共に成長し、共に実を結ぶため、お互いに励まし合いながら

進んでいきましょう。 
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第 1課 証し 

 

救いの証を準備する 
 

 
イエスに信頼して歩むようになると、神が望まれる実があなたの内面と

生活に結ばれるようになります。周りの人はあなたの変化を不思議に思う

かもしれません。この課のねらいは、自分とイエスとの出会いのストーリー

を振り返り、他の人にも自然に分かち合えるよう準備することです。 
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Sharing Life 分かち合い 
 

 

 

Bible Study 聖書の学び 
 

１．導入 

 

 イエスを信じる前の自分を振り返り、今の自分と比較してみましょう。

何か気づかされる変化はありますか。 

 

使徒パウロがイエスとの出会いでどのように変えられたのかを学びまし

ょう。 

 
※ 使徒パウロ： ユダヤ名はサウロ。ローマの市民権を持つ裕福なユダヤ人家

庭に生まれ育ち、当時のユダヤ教最高の教師ガブリエルに学ぶ。イエスを

信じる者たちへの迫害者であったが回心し、異邦人（ユダヤ人以外の民族）

が福音を信じるのに最も影響を与えた人物となった。初代教会の成り立ちを

記録した「使徒の働き」後半の中心人物であり、新約聖書にある 13 の手紙

の著者でもある。 

 

２．使徒 26：2～23を読みましょう。 

 

観察の質問 

 

 若い時、イエスに出会う前の自分について、パウロはどのようなこと

を分かち合っていますか。（4～5、9～11節） 

 

 

 

 どのような出来事がきっかけとなって、パウロはイエスを信じるよう

になりましたか。（12～18節） 

 

 

 

 イエスを信じた後、どのような人に変えられたとパウロは分かち合っ

ていますか。（19～20節） 
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解釈の質問 

 

 この箇所を通して、神は現代に生きる私たちに何を伝えようとして

おられるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 この箇所から、神について、あるいは人間について何を学びました

か。 

 

 

 

 

 

適用の質問 

 

 この箇所の学びを通して、神はあなたに何を語りかけておられると

思いますか。あなた自身のあり方や行動に生かしたいことはありま

すか。 

 

 

 

 

 

Challenge 実践課題 
 

 あなた自身の救いのストーリーをまとめてみましょう。 

 

１） 10、11頁の「救いの証の書き方」を読みましょう。 

２） 12頁のワークシートにあなたの体験をメモしてみましょう。 

３） このシートを参考に救いの証を書いてみましょう。（宿題） 

 
 

Article 読み物 
 

 14頁の『イエス・キリストだけができること』を読んでみましょう。 
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救いの証の書き方(目安：10分) 
 

イエスとの出会いのストーリーをまとめることには二つの益があります。

ひとつは、自分の人生を振り返るプロセスを通して、神の恵みと導きを自

分自身が実感する機会になること。もうひとつは、他の人がイエスに心開く

ため、神があなたの救いのストーリーを用いてくださるということです。 

 

救いの証しは人それぞれなので、使徒パウロのような劇的な体験がなく

とも大丈夫です。あなたの正直な体験を順序良く、わかりやすい言葉で伝

えましょう。ここではあなたのイエスとの出会いのストーリーを３分で分かち

合う準備をしてみましょう。（長さの目安：800字、原稿用紙２枚） 

 

手順：  

 

１．証を書く前に、祈って神さまの知恵と導きをいただきましょう。 

（ヤコブ 1：5，6） 

２．以下の三つのポイントに従って考え、構成しましょう。 
 

①  イエスを信じる前の自分はどのようだったか 
 

 人は心深くに、恐れ、不安、空しさ、孤独などの満たされない思いを隠し持っ

ていて、それが表面の行動へと現れます。あなたはどうでしたか？  

 

 生活の中心はどのようなことで、何を土台に生きていましたか。例：お金、地位、

学歴、友人、恋愛、趣味、善行、宗教、哲学、人の評価など。その中心と土台

は、どのような点であなたの人生を支えることができなかったのでしょう。 

 

 あなたにはどのような必要や問題がありましたか？ 

（このような正直な分かち合いは、まだクリスチャンではない人にも共感を与え

ることに役立つ） 

 

 

②  どのように福音を聞き、イエスを信じるようになったか 
 

 初めて福音を聞いたのはいつ頃でしたか。誰から。どのように。 

 

 あなたの最初の反応はどういうものでしたか。例：神の愛、人の罪、十字架と

復活などについて、どう感じ思いましたか。あなたの福音への態度はどのよう

に変化し始めましたか。 

 

 イエスを信じることへの葛藤はどのようなものでしたか。葛藤があったにもかか

わらず、イエスを受け入れる決心をしたのはなぜですか。 
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③  イエスを信じた後の自分にはどのような変化が起きているか 
 

 イエスを信じるようになってから、あなたの内面や行動にどのような

変化がみられるようになりましたか。（①との比較で具体的なポイン

トがありますか） 
 

 あなたの生活の中心や土台に変化はありましたか。 
 

 あなたの必要や問題にどのように向き合うようになりましたか。 
 

 

※ 幼少の頃イエスを受け入れた場合 

小さい時にイエスを信じた場合は、信じる前の人生について書く事は

難しいかもしれません。その場合は③のポイントに強調点を置いてま

とめるとよいでしょう。 
 

３．次頁のワークシートにあなたの体験をメモ書きしてみましょう。 

 

４．このシートを見ながら、800 字を目安に、あなたの救いのストーリー

（証）をまとめてみましょう。 

 

☆ 三分間の証をまとめる時のアドバイス 
 

 全体の流れをよく考え、あまり多くの体験や出来事を詰め込まないこと。一番伝

えたいポイントは何かを考えながら、話の流れを整理するとよいでしょう。 

 

 クリスチャンにしかわからないような言葉は、できるだけ使わないか、他の表現で

言い換えること。例： 「みことば」⇒「聖書の言葉」、「悔い改めた」⇒「自分の罪

に気づいて、神さまのゆるしを求めた」、「救われた」⇒「自分の罪がゆるされた

ことを知り、心が軽くなった」、など。 

 

 現実的に書くこと。「イエスを信じてから人生のあらゆる問題がなくなった」という

言い方ではなく、「信じた後でも問題はあるが、心の中にいるイエスに信頼しな

がら、解決に向けて取り組めるようになった」のような言い方が望ましい。 

 

 あなたの証に関連する聖書箇所があれば、短くわかりやすいものなら、一つ、

多くても二つ、証に書き加えてもよいでしょう。 

 

 他のクリスチャンの証を聞いてみるのもよいでしょう。学びを導いてくれる人がど

のようにイエスと出会ったのかを聞いてみましょう。 

 

 学びを導く人に書いた証を見せ、感想やコメントをもらいましょう。イエスに出会

った喜びがよりよく伝わるよう、必要なら何度でも書き直しましょう。 
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救いの証 ワークシート(目安：10 分) 
 

1. イエスを信じる前の自分はどのようだったか 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. どのように福音を聞き、イエスを信じるようになったか（あるいは、イエス

との歩みがどのようにより現実の体験となったのか） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. イエスを信じた後の自分にはどのような変化が起きているか 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 関連する聖句（１つ、多くて２つ） 
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・・・ Memo ・・・ 
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『イエス・キリストだけができること1』 
 

  イエスについての福音（よい知らせ）は、イエスに信頼する人たちに「よい変化」をも

たらします。どの時代の、どの文化の、どのような人であったとしても、イエスは人々の

あり方を根本から変え、個人と社会によい影響を及ぼしてきました。「よい変化」がもた

らされる理由は、人間のためにイエスだけができることがあるからです。 

 

「人間のためにイエスだけができること」とは何でしょうか？ ここでは特に４つのこと

に焦点を絞って、お話ししたいと思います。 

 

１． イエスは罪のゆるしを与える 
 

はじめに、イエスだけが罪のゆるしを与えることができるということについてです。この

意味を正しく理解するために、聖書が伝える福音についておさらいしましょう。 

 

聖書によると、神はきよく、人は罪ある存在です。神と人との間には大きな溝があり、

人の側からそれに橋をかけることはできません。罪の結果として、人はそのままでは霊

的に死んだ状態です。そこで私たちを愛する神は、人の罪と死の問題を解決するため、

ひとり子であるイエス・キリストをこの世界に遣わしました。イエスの十字架の死と復活は、

信じる人の罪をゆるし、永遠のいのちを与えるためのものです2。神の側から、神と人の

間にある大きな溝に「イエス・キリスト」という橋を架けてくださったのです。 

 

人には罪があると聞いても、自分は特に何も悪いことはしていない、と考える人もい

るかもしれません。けれども、聖書で「人には罪がある」という場合、それは必ずしも、嘘、

盗み、不品行といった外面的に現れる悪い行為があることを言っているのではありませ

ん。基本的に罪はある種の態度―神を無視し、自分勝手な道を進む態度―です。たと

え表面には見えなくとも、そのような自分勝手な態度は神の目から見て罪であり、神と

の関係や交わりを失わせます。そして、人は誰であってもこのような罪の性質を持って

おり、神の前では有罪なのです。 

  

罪の問題は、きよい神の前では軽々しく取り扱うことはできません。旧約聖書の時代

には、人の罪の身代わりとして、子羊、鳩、雄牛などの動物のいのちが捧げられました。

捧げられる動物はしみも傷もなく、群れの中で最上のものである必要がありました。祭

壇の上で殺された動物の血は、神と人の仲介者として任命された祭司の手によって祭

壇に注がれ、その人の罪を一時的におおうものとされました。このしみも傷もない動物

の犠牲は、やがて神の特別な子羊（イエス）が来ることを指し示す役割もありました。イ

エスの血は、人の罪を一時的におおうのではなく、永遠に洗い流してくれます。神は、

そのひとり子、しみも傷もない神の子羊を、私たちの罪をゆるすために与えてください

ました。イエスは十字架上で血を流し、ご自身のいのちを与える目的でこの世界に来

られたのです3。 

 

 
1 国際 CCC創設者であるビル・ブライト博士の“Uniqueness of Jesus”を元にしています。 
2 ヨハネ 3:16など 
3 ヘブル 9:24 
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「罪の報酬は死である4」とあるように、人は誰であっても、神の前で自分の罪ゆえの

裁きを受け、そのままでは永遠の死に至るでしょう。しかし愛なる神は、罪を持たない

他の誰かが身代わりに罰を受け、「信じる人に罪のゆるしと永遠のいのちを与える」と

いう道を備えてくださったのです。 

 

すべての人には罪があるので、身代わりとなれる「罪を持たない他の誰か」とは、神

のひとり子であるイエス・キリスト以外にはありません5。罪のないイエス・キリストだけが、

真の意味で人に罪のゆるしを与えることができるのです。「このキリストにあって、私た

ちはその血による贖い、背きの罪の赦しを受けています。これは神の豊かな恵みによ

ることです6」 

 

 

２． イエスは人生に真の目的を与える 
 

 次に、イエスは人生に真の目的を与えることについてお話ししましょう。コロサイ 1:16

には、「万物は御子（イエス）によって造られ、御子のために造られた」とあります。この

世界とイエスの存在には深いつながりがあります。また、神がすべてのものを目的をも

って造られたことは、この世界に秩序、システム、デザインがあることからも容易に分か

ります。 

  

人は神の創造における最高傑作です。人は被造物の中で唯一、神のかたちに似せ

て造られました。神は人に自由意志を与え、自分の意志で選択できるようにしました。

それで、人は神に対して「はい」とも「いいえ」とも言えるのです。不幸なことに、多くの

人は神に対して「いいえ」という方を選びました。「いいえ」を選択した人々は、自分の

人生に対する神の最善の目的を決して見いだすことはできませんでした。 

  

家を建てる人は、設計者の書いた図面を見ずには、しっかりとした建物を建てること

はできません。私たちも「自分の人生」という建物を築くにあたって、私たちを目的をも

って造られた偉大な設計者にまず相談してから、人生の建築に取りかかるべきではな

いでしょうか。「主によって、人の歩みは確かにされる7」 

 

 長年の経験を通して、私は、イエス・キリストを知っている人たちは人生の目的を持っ

ていることに気がつきました。イエスを知らない人は、ちょうど荒海を舵も帆もなく潮のま

まに流されて行く船のようなものです。どんなに優れた能力を持っていても、スポーツ

選手として、学生として、事業家として、また他の専門家としてどんなに成功していたと

しても、イエスを知らなければ、人生に真の目的を見出すことはできないのです。アウ

グスチヌスが何世紀も前に述べたように、神はご自身のために私たちを造られたので

す。「神よ、あなたは我々をあなた自身のために造られました。我々の心はあなたの中

に憩うまでは安らぎを得ません」 

  

 

 

 
4 ローマ 6:23a 
5 使徒 4：12参照 
6 エペソ 1:7 
7 詩篇 37：23 
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過去の著名な人たちの証言にも耳を傾けてみましょう。 

 

 「私には平安がない。すべての生は限界にきている」（Ｈ．Ｇ．ウェルズ、歴史家、哲

学者、61歳の時に） 

 「我が人生はたそがれ時だ。人生の華やかさと実りは過ぎ去り、虫けら、腐蝕、悲し

みだけが私のものだ」（バイロン、詩人） 

 「たいていの人は静かな絶望の中に生活している」（ソーロー、天才文学者） 

 「私は、それほど人生の困難には出会わなかったし、多くの友人にも恵まれ、大成

功も収めた。妻から妻へと渡り歩き、いくつも家を買い、世界の大国を数多く訪れ

た。だが自分は今、24 時間をいかに過ごそうかと工夫するのにあきあきしている」

（ラルフ・バートン、アメリカの一流漫画家、自殺前に残した言葉） 

 

フランスの物理学者であり、哲学者でもあるパスカルは、次のように表現しています。

「すべての人の心の中には、神によって造られた空洞があり、それは神のみが、御子イ

エス・キリストによって満たすことのできるものである」 

 

人は、イエスを心に迎え入れると、自分が造られた真の目的が分かるようになります。

自分の存在が無価値ではなく尊いものであり、自分の人生が無駄ではなく宝であるこ

とに気づくようになります。「わたしはあなたを愛している」という神からの語りかけを聞く

ようになるのです。イエス・キリスト以外に、どんな宗教も、どんな哲学も、いかなる人も、

このようなことをすることはできません。イエスは人生に真の目的を与えるのです。 

 

 

３． イエスは心に神の平安を与える 
 

  次に、イエスは心に神の平安を与えることについてお話ししましょう。イエスはこのよ

うに言われました。「わたしはあなたがたに平安を残します。わたしの平安を与えます。

わたしは、世が与えるのと同じようには与えません。あなたがたは心を騒がせてはなり

ません。ひるんではなりません8」、 「すべて疲れた人、重荷を負っている人はわたしの

もとに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます9」。 

  

あなたは今、自分の人生に対して、不安や挫折を経験しておられるかもしれません。

学校の成績、人間関係、経済問題、家庭問題などで心を煩わせているかもしれません。

もちろん、誰にでも問題は生じます。クリスチャンも例外ではありません。クリスチャンに

なることは、突然、理想郷に入ることではなく、むしろ「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10」、「わたしは決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない
11」、「わたしはあなたがたにわたしの平安を与えます」と言われた方と、共に人生を歩

むことなのです。 

 

かなり前になりますが、私は国際クリスチャン指導者会議でスピーチを頼まれました。

プログラムの一部に、大統領朝食祈祷会が組まれていました。その朝食会に出席して

いた若い海軍将校は私の大学時代の友人でした。彼は私の名前を見て私を捜し出し、

 
8 ヨハネ 14：27 
9 マタイ 11：28 
10 マタイ 28:20 
11 ヘブル 13:5 
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私たちは一緒に語らいました。友人は最近、愛する子を失うという辛い体験をしたこと

を分かち合ってくれ、後で友人夫妻の部屋に来てくれるようにと頼みました。その夜、

私たちは一緒に語らい、友人夫妻はイエスを救い主として受け入れました。イエスを心

に迎えたことで、彼らは神の平安を味わうようになり、彼らの生活も変えられました。 

 

翌年、私は再びその会議に参加する特権が与えられ、私の友人もまた出席していま

した。全く悲しいことに、昨年私たちが会ってからまもなくして、もう一人の子供が病気

になり、またしても亡くなってしまったのです。最高の医療を施しましたが、それでもだ

めでした。私は、その日友人が話してくれた言葉を忘れることができません。彼は、とて

も穏やかな表情でこう言ったのです。「娘の死に行く姿を見ることは耐えがたい悲しみ

だったよ。彼女を深く愛していたからね。でもね、どうしてかは分からないけれど、あの

子が病気の間も、また亡くなってからも、イエスさまの存在をとても身近に感じたんだ。

うまく言えないけど、不思議な平安を体験したんだ」 

 

 あなたもきっと、何か深い悲しみを体験することがあるでしょう。けれども、そのような

時でも、イエスはあなたのそばにいて、あなたの心に深い平安を与えてくださるので

す。 

 

 

４． イエスは新しい人生を歩む力を与える 
 

最後に、イエスは新しい人生を歩む力を与えることについてお話ししましょう。 

 

ある人が私にこう言いました。「クリスチャンにはなりたいけれど、クリスチャンとして生

きていく自信がありません。たくさんの間違いを犯したし、怒りっぽいし、罪を犯しやす

い性質だし、品行も悪く、酔っ払うし、口は悪いし、とにかく問題だらけなんです。こん

な自分が、クリスチャンとして生きることができるとは思いません」 

 

 なるほどよく分かります。けれども、実は、クリスチャンとして生きることは極めて超自

然的なことです。たとえ私やあなたがどんなに善良であっても、イエスのような人生を送

ることはできません。しかし、いったんイエスを心に迎え入れるなら、イエスが私たちの

中で生きてくださいます。文字通り、イエスが私たちの中で、私たちを通して生き始め

るのです。ですから、クリスチャンとして生きることは、「私たちが何かをする」ということ

ではなく、「私たちを通してイエスが何をなさるか」ということなのです。クリスチャンとし

て生きる力を与えてくださるのはイエス・キリストであり、私たちはイエスが力を放つ器に

すぎないのです。 

 

ある日、イエスがニコデモという人に教えたのはまさにこのことでした12。ニコデモは

ユダヤ人の指導者でした。彼は、とても善良で道徳的な宗教指導者だったようです。

彼はイエスにこう言いました。「先生、私たちは、あなたが神のもとから来られた教師で

あることを知っています。神がともにおられるのでなければ、あなたがなさるこのようなし

るしは、だれも行うことができません」。イエスは彼に言われました。「まことに、まことに、

あなたに言います。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」。ニ

コデモはイエスの言った意味が分からなかったので、「もう一度、母の胎にはいって生

 
12 ヨハネ 3：1～15 
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まれることができましょうか」と聞きました。そこでイエスは言われました。「人は、水と御

霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません」。私たちは肉体をもって

生活をするために、肉体をもって生まれてくることは周知の事実です。しかし、神の国

は霊の国であり、神は霊です。もし、私たちが神と交わりを持とうとするなら、私たちも

霊的存在にならなければなりません。 

 

地面を這いまわっている醜い毛虫を想像してみてください。もしこの毛虫と話すこと

ができて、「なぜ土の上で這いまわっているのですか。なぜ蝶のように飛ばないのです

か」と言ったとします。すると毛虫は、「私は、地面にしばられているので飛べません。

ただ土の上を這うだけです」と答えるに違いありません。そこであなたが、「手術をして、

体に蝶の羽根をつけてあげましょう」と言っても、「いやいや、そうしてもむだです」と断

られるでしょう。あなたが続けて、「飛行術を習えば飛べるようになるでしょう」と勧めたと

します。しかし、このようなことはみな、何の役にも立ちません。 

 

イエスが語ったような「新しく生まれる」ことによらないで、善い行いをするための人間

的な努力だけでクリスチャン生活を送ろうとする人は、この毛虫のたとえと同じことをし

ているのです。 

 

たとえの続きを聞いてください。ある日、その毛虫の体は動かなくなり、さなぎとなりま

す。やがて、そのさなぎの中から美しい蝶が現れます。何が起こったのか、私たちには

十分理解できません。ただ、かつて地面の上を這いまわっていた毛虫が、今や大空を

飛ぶ美しい蝶に変化した事実だけはわかります。イエスのいのちにあふれるクリスチャ

ン生活もそれと同じです。イエスは、人々に新しい人生を歩む力を与えてくださるので

す。 

 

 

イエスとの出会いは、人生の中で最も喜ばしい出会いです。なぜなら、イエスは今も

生きていて、現代に生きる私たちにも、罪のゆるしを与え、生きる目的を与え、神の平

安で満たし、新しい人生を歩む力を与えることができるからです。もしあなたが、この世

界に「よい変化」をもたらしたいと願うのなら、イエスのことを周りの人たちにも伝えてい

く必要があるでしょう。あなた自身がどのようにイエスと出会ったのかを振り返り、自分の

言葉でまとめ、周りの人たちがイエスに出会うきっかけとなるよう祈り求めていきましょう。

私たち一人ひとりが共に祈りつつ、支え合いながら、「人間のためにイエスだけができ

ること」を体験し、伝えていきましょう。 
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第 2課 愛 

 

真実の愛で愛する人となる 

 
イエスとの新しい人生は、神との関係、つまり「神に愛されている」という

土台の上に築かれていきます。私たちはこの土台にしっかりと立ちながら、

他者との関係においても成長していく必要があります。この課では、真実

の愛にはどのような特徴があるのかを学び、その愛を他者との関係におい

てどう適用できるのかについて考えましょう。 
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Sharing Life 分かち合い 
 

 

 

Bible Study 聖書の学び 
 

１．導入 
 

 「人間の最大の必要は、人を愛し、また人から愛されることである」

という主張をどう思いますか。「愛する」とは具体的にどのようなこと

だと思いますか。 
 

知識もあり有能ではあるが、人間関係において多くの問題があったコ

リントの教会に向けて、パウロは真実の愛をお互いに表す必要性につ

いて教えています。 
 

２．I コリント 13：1～8aを読みましょう。 
 

観察の質問  
 

 パウロはクリスチャンのあり方や行いの動機に必要不可欠なことは

何であると強調していますか。（1～3節） 
 

 

 

 4～7 節に書かれている愛の特徴を見ながら、愛とは何で、愛とは

何ではないのかを整理してみましょう。 
 

愛とは何か 愛とは何でないか 

（例） 

・ 寛容 

 

 

 

 

 

 

（例） 

・ ねたむ 
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 真実の愛はなくなってしまうものでしょうか。（8a節） 

 
 

 このような愛はどこから来るのでしょうか。（I ヨハネ 4：7） 
 

 

 

解釈の質問 

 

 意味があいまいな言葉があれば辞書で調べてみましょう。 
 

 

 

 

 この箇所を通して教えられたことを、自分の言葉でまとめてみましょ

う。 
 

 

 

 

 

 この箇所から、神について、あるいは人間について何を学びました

か。 
 

 

 

 

 

 

適用の質問 

 

 神は、どのような点でこのような愛を私に表わしていると思います

か。 

 

 

 

 私は、生活のどのような場面で、このような性質の愛を表すことが

できるだろうか。 
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※ 参考（解釈の助けに） 
人間関係における愛の性質の意味を理解するため、Anthony C. Thiseltonの『第一

コリント注解書』に書かれている定義を紹介する。 

 

愛の性質（１コリント１３章） 定義（意味） 

寛容（忍耐強い） 
相手に学び、成長する時間を与える。適切

な（神の）時を待つ。 

親切（情け深い）  
相手の幸せや成功のために、純粋な関心を

示す。  

ねたまない  
相手に自分にないものや良い評価があって

も嫉妬に燃えない。 

自慢したり、高慢にならない 
相手よりも自分への注意を膨らませようとす

る態度や行為を避ける。 

礼儀に反することをしない 
相手に尊敬を払いつつ、不適切に、無作法

に振舞わない。 

自分の利益を求めない  
自分の心深くの欲求を満たすために相手を

「所有」しようとしない。 

いらだたない 
誤解や侮辱があっても過剰に反応し、簡単

に立腹しない。 

人のした悪を心に留めない 
傷つけられたり、裏切られたりしたことを、思

考の中で数え続けない。 

不正を喜ばず、真理を喜ぶ 
相手の失敗を喜んだりせず、（否定的な面も

含めて）真実を喜んで受け入れる。 

耐え、信じ、望み、忍ぶ 
どのような困難、非難の中でも、支援を続

け、信仰を失わず、希望を絶やさず、決して

あきらめない。 

 

 

 

 

Challenge 実践課題 
 

 次頁の「他の人に愛を示すことを始めてみる」を読み、できることから

少しずつ実践してみましょう。 
 

 

Article 読み物 
 

 24頁の『信仰によって愛するには』を読んでみましょう。 
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他の人に愛を示すことを始めてみる(目安：20 分) 
 

どのように愛を示すことができるのか： 
 

１．その人のために祈る 
 

 その人の必要や祈り課題を聞いて祈りで支える。（祈りのノートを用意
し、日付と一緒にその人の祈り課題を記す。ノートを見ながらその人のために

具体的に祈ることができるし、後で祈りが答えられた時にも励ましとなる） 

 その人に祈っていることを伝え、他に祈ってほしいことがあるかどう

か聞いてみる。（相手がクリスチャンでなくとも、祈られていることを知って慰
めを受ける人もいる） 

 

※ 苦手な人（愛しにくい人）に対しては、自分の感情によってではなく、神の愛

によって愛せるようにと祈る（信仰による愛）。愛しにくい人の中には、もしか

すると自分自身が含まれるかもしれない。誰であっても、Iコリント１３章にある

ような性質の愛を示すことができるよう、神さまに願い求めよう。 
 

２．その人を思いやる 
 

 その人の背景や置かれている状況を理解するよう努める。 

 その人の必要に敏感となり、その人のためにできることがあれば実

践する。（以下は一例） 
 家に招いて一緒に食事をする。手料理をふるまうのも一案。（ただし、相

手が異性の場合は必ずグループで過ごすこと。結婚関係以外での不適

切な関係に陥る罠からお互いを守るためである） 

 いっしょに話す時間をとる。「80％は相手の話を聞き、20％は自分のこと

を話す」を目安に会話を楽しむこと。 

 その人の体調が悪い時には、果物などの差し入れをしたり、家事を手伝

ったり、励ましのカードを書いて贈る。 

 誕生日など一緒にお祝いする。映画、スポーツ、ご飯などに誘い、一緒

に楽しい時間を過ごす。 

 会うのが難しければ、メール、電話、SNSで連絡してみる。 
 

わたしの実践プラン： 
 

誰を どのように愛するのか 
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『信仰によって愛するには13』 

 

人は誰でも愛されることを求めます。人間が人間らしく生きるためには、愛し愛される

体験が何よりも必要です。罪に満ちた世界では「不十分な愛」しか体験できないかもし

れませんが、愛である神は、神の子どもとされた私たちに、「愛する」という力を惜しみ

なく与えてくださいます。 

 

ギリシア語には日本語で「愛」と訳すことができる言葉が少なくとも３つあります。 

 

⚫ エロス： 肉体の欲望を表す言葉で、新約聖書では使われていません。 

⚫ フィレオ： 友情や、家族への愛情を表す言葉で、相手が自分にとって「愛する

に値する人だから愛する」というニュアンスがあります。 

⚫ アガペー： 神の愛を表すのに用いられた言葉で、もっとも純真で、もっとも深い

愛を表します。単なる感情や気分で愛するのではなく、愛するという意志から出

た愛と言うこともできます。 

 

アガペーは、私たちに対する、神の超自然で無条件な愛のことです。イエス・キリスト

が私たちの罪の身代わりに十字架で死なれたことで、最大限に現わされました。このア

ガペーの愛こそが、聖霊を通して私たち一人ひとりが自分の内側で体験し、私たちを

通して他の人々にも体験してもらいたいと神が願っておられる愛なのです。愛される側

が愛されるに値する何かを持っているから愛されるのではありません。愛する側が愛す

るという性質を持つがゆえに愛するのです。神の愛が「だから」の愛ではなく、「にもか

かわらず」の愛だと言われるのはそのためです。 

 

使徒パウロは、豊かな賜物があるのに愛が欠けていたコリントの教会に対して、この

アガペーの愛をお互いに示すことの重要性を教えました（Iコリント 13章）。神や人のた

めにどんなことをしたとしても、愛がなければ何の役にも立たないことを語った後で、パ

ウロはアガペーの愛がどのような性質であるのかを教えています。 

 

愛は寛容であり、愛は親切です。また人をねたみません。愛は自慢せず、高慢にな

りません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心

に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべて

を望み、すべてを忍びます。愛は決して絶えることがありません。（Ｉコリント 13：4-8a） 

 

私たちは、どうすれば、このような愛の性質を表す人になれるのでしょうか？ 以下

の愛に関する５つの真理がその助けとなります。それぞれの真理をかみしめながら、自

分自身と自分の生活に適用してみましょう。そうすることで、あなたも神の恵みの中、ア

ガペーの愛を表す人としての成長に向かうことでしょう。 

 

 

 

 

 

 
13 国際CCC創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ“How You Can Love by Faith”に基づい

た日本語短縮版 
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愛に関する 5つの真理 
 

1. 神はアガペーの愛であなたを愛している 
 

神はアガペー、すなわち、Iコリント 13章に記されているような愛であなたを愛してい

ます。この真理に絶えず心をとめることはとても重要です。私たちは自分の問題や失

敗に直面する時、神に愛想をつかされたような気持になることがあります。けれども、神

の愛は、私たちの態度や行動に基づくものではありません。私たちがまだ罪びとであっ

た時から神は私たちを愛しておられました。その大きな愛のゆえに、神のひとり子は十

字架で身代わりに死んでくださったのです（ローマ 5：8）。あなたはそれほどまでに、神

に愛されているのです！ 

 

ルカの福音書 15 章にある放蕩息子のたとえを心にとめましょう。弟息子は失礼なこ

とに、生きている父親に財産を要求し、父の家を離れて遠い国に旅立ち、その財産を

すべて浪費してしまいました。自分の愚かさ、惨めさに気づいて父の家に戻ってきた

息子を、この父親はどのように迎えたでしょうか。「ところが、まだ家までは遠かったのに、

父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。…

父親は、しもべたちに言った。『急いで一番良い衣を持って来て、この子に着せなさい。

手に指輪をはめ、足に履き物をはかせなさい。そして肥えた子牛を引いて来て屠りな

さい。食べて祝おう」（ルカ 15：20、22、23） 

 

たとえ、あなたがこの放蕩息子のように不従順である時にでも、神は忍耐強く、憐れ

み深くあなたを愛しています。神の愛とゆるしにあなたが応答することを待っておられ

ます。あなたはいつでも安心して、この方のあたたかい懐に戻ることができるのです。 

 

あなたへの神の愛に対して、もう一つ驚くべき事実があります。それは父なる神がひ

とり子イエスを愛するように私たちを愛しているということです。十字架にかかる前の晩、

祈りの中でイエスはこう語りました。「あなた（父なる神）が…わたしを愛されたように彼ら

（イエスを信じる人々）も愛されたことを、世が知るためです」（ヨハネ 17：23）。なんと大

きな愛で、神は私たちを愛していることでしょうか！ 

 

2. 神は私たちに愛することを命じている 
 

ある時、ひとりの律法学者がイエスのところに来て、数ある聖書の命令の中で「どれ

が第一の戒めですか」と質問しました。イエスは旧約聖書のある節を引用してこう答え

ました。「第一の戒めはこれです。『聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一で

ある。あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、

主を愛しなさい。』 第二の戒めはこれです。『あなたの隣人を自分自身のように愛しな

さい。』 これらよりも重要な命令は、ほかにありません」14 

 

私たちは、何よりもまず神を愛するようにと命じられています。クリスチャンになって間

もない頃、私はこの全身全霊を込めて神を愛せよという命令に戸惑いました。そのよう

な高い基準にまでどうしたら到達できるのでしょうか？ 二つの気づきが、私にとって大

きな助けとなりました。ひとつは、聖霊が私の心を神の愛で満たしてくださるという約束

 
14 マルコ 12：28－31参照 
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に気づいたこと15。もう一つは、神のご性質を黙想し、神がどれほどよいことを私の人生

にしてくださっているのかを振り返ることで、神に対する私の愛が成長することに気づ

いたことです。私が神を愛するのは、神がまず私を愛している事実があるからなのです
16。 

 

続いて私たちは、他の人々を愛するようにと命じられています。もし私たちが、心か

ら神を愛して歩むのなら、自分を愛するように隣人を愛することはごく自然な流れでし

ょう。一人ひとりが、神との縦の関係にしっかりと結ばれているのなら、他者との横の関

係にも適切な変化がもたらされます。たとえば、テーブルの上を自由に転がるビリヤー

ドの玉は、その構造上の本質から、当然のように互いにはじき合います。しかし、もしそ

れぞれの玉に紐を結び付け、その紐を持ち上げたら、それらの玉は一緒に集まって鈴

なりのように寄り添うようになります。クリスチャン一人ひとりが、キリストにしっかりとつな

がり、神を深く愛するようになるのなら、クリスチャン同士の絆にも変化が起こり始めるの

ではないでしょうか。 

 

最後に、忘れてはならない「愛する」対象、それは自分自身です。クリスチャンであっ

ても自分を受け入れることができないでいる人は少なくありません。告白していない罪

からくる罪責感であったり、他者との比較による劣等感であったり、理由は様々ですが、

とにかくありのままの自分を愛することが困難なのです。あなたはどうでしょうか？ 神

は自分を愛するように隣人を愛するようにと命じています。他者を愛するためにも、神

があなたを愛するように、あなたもあなた自身を愛することを学んでいく必要がありま

す。 

 

3. 私たちは自分の力では愛せない 
 

愛に関する三つ目の真理は、私たちは自分の力では愛せないということです。肉の

うちにある者が神を喜ばせることができないように17、自分の力では、私たちは当然愛

すべきようには、愛することができません。アガペーの愛、神の無条件の愛を実践する

ことは、本質的に無理なのです。幾たび、だれかを愛そうと決心したことでしょう。愛の

感情を生み出そうと試みたことでしょう。そのたびに、「ああ、私には愛せない。私には

愛がない」と心深くで叫んだのではないでしょうか。 

 

人は生まれつき、忍耐深くも、親切でもありません。嫉妬深く、ねたみやすく、高慢で

す。尊大で、うぬぼれが強く、利己的で、無礼で、自分勝手なことばかり要求します。

私たちは、自分の力では、神が愛されたようには、他の人を愛することができないので

す。 

 

4. 私たちは神からの愛で愛することができる 
 

私たちが救い主イエスへと導かれたのは、神の愛があったからです。イエスを信じて

からも、私たちは日々、神の愛に支えられ、励まされます。私たちのうちにある神の愛

によって、私たちは他の人たちをイエスに導き、他のクリスチャンたちに仕えます。神の

 
15 ローマ 5：5 
16 Ⅰヨハネ４：１９ 
17 ローマ８：８ 
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愛はイエスの生涯に豊かに表されているので、みことばからイエスについて黙想する

時、神の愛をより深く知ることができます。 

 

神の愛はいつから、どのようにして私たちの人生に入ってきたのでしょう。私たちがイ

エスを信じ受け入れ、聖霊があなたの心に住んでくださるようになってからです。「御霊

の実は愛（アガペー）」18とありますが、私たちが聖霊に支配されて生きる時に、その結

実としてアガペーの愛があなたの心と生活に現わされてくるのです。 

 

この神からの愛で愛するという真理は、論理的には全く良いものです。けれども、実

際のクリスチャン生活においては何かが足りないのです。そのことを最後のポイントで

お分かちしたいと思います。 

 

5. 私たちは信仰によって愛する 
 

愛に関する 5 つの真理の最後は、信仰によって愛するというものです。クリスチャン

生活のすべては信仰に基づいています。信仰によってイエスを信じたように、信仰によ

って聖霊に満たされたように、私たちは信仰によって愛するのです。 

 

もし御霊の実が愛であるのなら、聖霊に満たされていれば十分ではないのでしょう

か？ 確かに、神の観点からすればその通りなのですが、私たちの実際の体験におい

ては必ずしも十分とは言えません。神の愛を表す多くのクリスチャンは、意識せずとも、

あるいは信仰によって愛していると特に言わなくとも、実際には信仰によって愛してい

るのです。 

 

二つ目のポイントで述べたように、神は私たちに愛することを命じています。十字架

にかかる前の晩、イエスは「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛

し合う」よう弟子たちに命じました19。つまり、私たちが互いに愛し合うことは、明確な神

のみこころだと言うことができます。聖霊の満たしのところでも学んだように、神はみここ

ろにかなう祈りに答えてくださると約束しているので20、愛することが困難な人たちのた

めに愛することを願い求めるのなら、神はその祈りに答えてくださるのです。 

 

以前、私はある同僚を愛することに困難を覚えていました。私はそのことで悩みまし

た。彼を愛したいとは思いましたし、神が愛するように命じておられることももちろん知

っていました。けれども、ちょっとした意見の食い違いや、性格の違いもあり、私にとっ

て彼を愛することは不可能であるかのようでした。けれども神は、ある朝の黙想の時間

に、I ペテロ５章７節のみことばを通して、この思い煩いを主にゆだねて、信仰によって

彼を愛することを思い出させてくださいました。この同僚に対する神の愛をくださいとお

願いした時、私の不安は取り去られ、この問題は神の御手の中にあることを知りまし

た。 

 

一時間後、この朝の出来事を知るはずもないこの同僚からの手紙を、私は手にしま

した。手紙はその前日に書かれたものでした。主は私の中における変化を予見してい

 
18 ガラテヤ 5：22 
19 ヨハネ 15：12 
20 Ⅰヨハネ 5：14、15 
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たのでしょう。その日の午後、私とその友人とは、それまでに経験したことがなかった豊

かな分かち合いと祈りの時を持つことができました。信仰によって、神の愛をもって愛

することが、私たちの難しい関係を変えたのです。 

 

神の愛、アガペーの愛は、人に知られている最大の力です。それは過去に歴史の

流れを変えただけではなく、今日の世界をも変えることができます。この愛は決して絶

えることはありません。あなたの家庭に、あなたの職場に、あなたのキャンパスに、そし

てあなたの教会に、革命を起こすことができるのです。 

 

信仰によって愛し始めよう 
 

アガペーの愛は、しばしば他者への思いやりとして行動に移されます。相手の必要

に敏感な優しい流れがあなたからあふれてきます。一人でいる時かもしれませんし、授

業中や仕事中の時であるかもしれません。どうしてそうなるのかわからないかもしれま

せんが、誰かの必要に応えてあげたいという欲求があふれてくるのです。その優しい

流れに従い、信仰によって愛することを始めてください。神の優しい思いやりの心が、

あなたを通して、何かの形で周りの人に流れるようにと祈り求めてください。 

 

ある日本の雑誌に一匹の蝶が描かれていました。その色はくすんだ灰色でした。と

ころが手を置いて温めると、特別なインクの働きで、そのくすんだ灰色がキラキラとした

虹色に変わるのです。罪でくすんだこの世界には、傷つき、見せかけは元気でも真実

の姿は孤独である人たちが溢れています。本当の意味で、自分を愛し、関心をもって

触れてくれる誰かを求めています。あなたの関心とアガペーの愛の温かさに触れて、こ

の蝶のイラストのように変えられる誰かが周りにもいるのではないでしょうか？ 

 

あなたがどうしても好きになれないと感じている人たちについてはどうでしょう。一緒

にいると心がすり減るような人たちに対してはどうでしょうか。私がお勧めしたいのは、

あなたが愛せないと感じている人たちのリストを作成し、感情によってではなく、信仰に

よって彼らを愛し始めることです。もしかすると、そのリストの中にはあなた自身の名前

も含まれているかもしれません。そうしてから、リストにあげた人たちに対し、アガペーの

愛で愛せるようにと祈りましょう。I コリント１３章にあるような性質の愛を示すことができる

ようにと神に願い求めましょう。 

 

御霊の実は愛です。果実と同じように、愛は成長します。果実ができるまでは、種が

まかれ、花が咲き、受粉し、暖かな太陽と潤いをもたらす雨に力をもらい、時には強い

風に耐える時も必要です。同じように、日々の生活の中で、あなたの愛は喜びによって

温められ、涙によって潤され、環境という風に乗って広がっていくのです。神は私たち

が体験するすべてを用いて私たちを成長させてくださいます。私たちの愛を育ててく

ださるのは神です。愛における成長は絶えることなく続いていきます。 

 

最後に、パウロが祈ったように、あなたのためにお祈りしたいと思います。 

 

私たちがあなたがたを愛しているように、あなたがたの互いに対する愛を、 
またすべての人に対する愛を、主が豊かにし、あふれさせてくださいますように。 

Iテサロニケ 3：12 
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第 3課 教会 

 

神の共同体につながる 

 
クリスチャン一人ひとりは神の家族の一員であり、新しい家族として、私

たちはそれぞれの地域で集まり、イエスを中心とした共同体として、互いに

愛し、仕え合い、成長していく必要があります。この課では、教会がどのよ

うな理由で始まったのかを学び、自分がどの共同体につながったらいい

のかを考えてみましょう。 
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Sharing Life 分かち合い 
 

 

 

Bible Study 聖書の学び 
 

１．導入 
 

 火の付いた薪がずっと一本だけで置かれるとしたらどうなるでしょう。

あなたの信仰生活がたった一人だとしたらどうなるでしょう。（へブ

ル 10：25） 
 

初めて誕生したクリスチャン共同体（教会）の様子について学びましょ

う。 
 

２．使徒 2：40～47を読みましょう。 
 

観察の質問 
 

 新しく誕生した教会が大切にしていた４つのことは何ですか。（42

節） 

１） 

 

２） 

 

３） 

 

４） 

 

 

 

※ 「交わり」とは「分かち合う」ことを意味する言葉で、ここでは、クリスチャンが神の家

族として互いに関心を持ち、互いの信仰体験を分かち合うことが含まれる。 

「パンを裂く」とはイエスの十字架での贖いに感謝し（I コリント 11：23～26 など）、一

緒に食事をしながら親しい時間を過ごすことを意味する。 
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43～47 節には最初のクリスチャンたちが共同生活をし、自発的に

互いの必要のため、一切の物を共有していた様子が描かれている。 

この箇所は現代の私たちも共同生活をしなさいという教えではない

が、クリスチャン共同体（教会）が神に対して、お互いに対して、また外

部の人たちに対してどのような存在となるべきかを教えてくれる。 
 

最初のクリスチャン共同体は… 
 

 神に対してどのような態度を持っていましたか。（43節、47節） 
 

 

 

 

 お互いに対してどのような態度を持っていましたか。（45節） 
 

 

 

 

 

 外部の人たちに対して、どのような形でインパクトを与えていました

か。（47節） 
 

 

 

 

 

解釈の質問 
 

 この箇所を通して教えられたことを、自分の言葉でまとめてみましょ

う。 
 

 

 

 

 

 

 この箇所から、神について、あるいは人間について何を学びました

か。 
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適用の質問 
 

 この箇所の学びを通して、神はあなたに何を語りかけておられると

思いますか。あなた自身のあり方や行動に生かしたいことはありま

すか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenge 実践課題 
 

 次頁の「私の身近にあるクリスチャン共同体」を参考に、いつ、どこの

クリスチャンの集まりに参加できるかを計画してみましょう。 
 

 

 

Article 読み物 
 

 35頁の『祈り合う仲間ができる！』を読んでみましょう。 
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私の身近にあるクリスチャン共同体(目安：20 分) 
 

１．集う教会を探すときのガイド 
 

あなたにも、他のクリスチャンたちと定期的に集ま

り、共に神を礼拝する教会が必要です。けれども、

「私はどの教会に集ったらいいのだろう？」と悩むこ

ともあるでしょう。以下のホームページは、あなたが

「自分が集う教会」を選ぶ時の判断を助けるガイドと

して作成されたものです。よい教会に導かれることを

期待しつつ、参考にしてみてください。 
 

https://www.kamitohajimeyo.com/a/connecting.html 
 

□ 次回の学びまでに読んでみよう！ 
 

メモ： 

 

 

２．自宅の近くにある教会を探す 

 

初めて教会に行く時は、他の初めての場所に行く

時と同様に、勇気が必要かもしれません。最初は、クリ

スチャンの友人が通っている教会に一緒に行ってみ

るのもよいでしょう。あるいは信頼できるクリスチャンの

先輩に相談し、あなたの近くにあるよい教会を紹介し

てもらってもよいでしょう。 
 

クリスチャン情報 Web には、全国の教会の情報が多く

載せられています。 
 

https://www.church-info.jp/ 
 

 

□ 今、クリスチャン情報Webで近くにある教会を探してみよう！ 

 
メモ： 

 

 

 

 

クリスチャン情報Web 

 
他のクリスチャンとつながる 
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３．学内でのクリスチャンの集まりに参加する 
 

学内に Student Impact（SI）の集まりがあれば参加し

てみましょう21。SI は国際的なネットワークを持つクリス

チャン団体、キャンパス・クルセード・フォー・クライスト

（CCC22）の日本の大学生を助けるための働きです。 
 

https://www.studentimpact.jp/ 
 

 

□ 今、SIのWebサイトを覗いてみよう！ 

 

動画や写真を見た感想を分かち合ってみましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それ、本当に教会？ 
 

近年、大学構内やインターネット上で、キリスト教系のカルト

の布教が盛んに行われています。彼らは「キリスト教」を称して

いますが、その実体はまったく異なるものです。以下のページ

で、クリスチャンとカルトの見分け方、カルト宗教の被害実態を

紹介しています。「それ、本当に教会？」と感じたら参考にして

ください。 

 

https://www.kamitohajimeyo.com/a/cults-heresy.html 
 

 
21 日本では、他にも、KGK（キリスト者学生会）、BEST（国際ナビゲーター）、hi-b.a. (ハイビーエー、

高校生の働き) といった団体が、クリスチャン学生を助けるための良い働きをしています。 
22 アメリカやシンガポールでは Cru（クルー）、カナダやオーストラリアでは P2C（パワー・トゥ・チェン

ジ）という名称で知られている。 

 
Student Impact 
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『祈り合う仲間ができる！』 
 

単立・岐阜純福音教会・主任牧師／関西聖書学院 KBI・教師 

小山 健 
  

今からちょうど 20年前、私は名古屋にある南山大学に入学しました。入

学初日に Student Impact（SI）の先輩方とスタッフと出会い、SIの集会に誘

われました。すでに教会には行っていましたが、新しい集まりに飛び込む

ことは勇気がいりますね。SIの集会に「ちょっとのぞいてみたいけど」「一度

行ったらもう抜けられないんじゃないか」など思う方もいるかもしれません。

私はどんどん飛び込むタイプに見られがちですが、実は慎重派。最初の１、

２ヵ月は「いつ抜けるか分かりませんよ」という感じで参加していました。 

 

しかし、SI の集会で友だちができ、一緒に祈ったり、賛美したり、聖書を開

くようになりました。とても元気で「みんなに会いたい！」という時もあります。

悩んでいて「人に会いたくないな…」という時もありました。それでも毎週、

SI には、自分のことを分かって祈ってくれる仲間がいる。自分の存在を認

め「いるだけでいいんだよ」って言ってくれる仲間ができました。 

 

「人生は出会いで決まる」と言います。自分が良い時だけ歓迎してくれる

仲間よりも、つらい時、悩んでいる時に寄り添い、祈ってくれる仲間がいる

ことが、本当の出会いだと思います。 

 

「今日の集会来ないの？」って誘ってくれる仲間、行かなかった時に「どう

してる？」って声かけてくれる仲間、その存在があなたにとってかけがえの

ないものです。YouTube や Line は自分で好きなものをセレクトできます。

嫌だったら抜けていくこともできます。でも、本当の友は、向こうから声をか

けてくれます。そんな存在が得られるのがSIの集会です。ぜひ小さな勇気

でもいい、一度顔を出してみてください！ 

 

 大学入学から 20 年。今も悩みを相談し、祈り合える仲間の多くが、SI で

出会った友人たちです。同じ世代だから、就職も結婚、子育てと今ぶち当

たっている課題も大体同じ。だから分かり合える。昔から自分の弱さも知っ

ていてくれる。こんな仲間の存在は宝です。 
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 それともう一つ、皆さんにお伝えしたいことがあります。「SI の集会に行く

のと同時に、教会にも、ぜひ毎週行きましょう！」。SI の集会と同じで、礼

拝に行くのは勇気がいるし、年配者から子どもまでいる。でも世代を超え

て集まれる場所って貴重です。そして子どもの時から年を重ねてもいられ

るコミュニティー。神さまにある家族です。家族って「状況が変わっても、問

題があっても家族」です。 

 

 大学時代は「SI の集会は同世代ばかりだし楽しい！でも教会は気を遣う

し、ちょっと…」と思う、皆さんが多いのではと思います。僕が大学生の時も

そうでした。でも大学卒業したら、SI の集会には今までのように行けなくな

ります。卒業後も教会につながる時に、成長し続けることも、神さまや仲間

につながり続けることができます。 

 

 大学時代の友人たちで、卒業してから教会から離れてしまったり、繋がり

が薄れてしまった友だちもいます。そんな友人たちにも、同世代として今

でも声をかけ、祈り続けています。そしてご飯に誘い、一緒に交わったりも

します。 

 

 ぜひ大学時代からSIと同時に、教会にも集ってください！SIの集会で同

世代の最高の友たちを見つけてください。教会では世代を超えた神の家

族を手に入れてほしいと思います！そして何よりも最高の友であるイエス・

キリストとの出会い、親密な友情が育まれていきますように！ 

 

この体験記を読む皆さんのために祈っています！！ 
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第 4課 伝道 

 

なぜ福音を伝えるのか 

 
福音は罪ある人間にとっての良い知らせであり、信じる一人ひとりに希

望を与えるものです。この課では、クリスチャンが他の人にも福音を伝える

理由について学び、福音を効果的に伝えることができるひとつの方法を

身に着けます。「なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は」

（ローマ 10：15 より） 
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Sharing Life 分かち合い 
 

 

 

Bible Study 聖書の学び 
 

１．導入 
 

 あなたはどのようなきっかけで福音を聞きましたか。もし、そのこと

がなかったらイエスを信じることができたでしょうか。 
 

 

２．クリスチャンが福音を伝える理由を、いくつかの聖書箇所から学びま

しょう。 
 

観察の質問  
 

 イエス・キリストを知らずに生きている人を、神はどのようにご覧にな

っていますか。（ルカ 19：10、マタイ９：36） 
 

 

 

 

 

 イエスを信じる人が起こされることと、福音を伝えることにはどのよう

な関係がありますか。（ローマ 10：14） 
 

 

 

 

 

 

 

 神はクリスチャンにどのような務めを与えていますか。この世界の

人たちの救いのために何をゆだねたのでしょう。（II コリント 5：18～

19） 
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解釈の質問 
 

 クリスチャンが人々に福音を伝える理由を、上記の聖書箇所に基

づいて、あなた自身の言葉でまとめてみましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 この箇所から、神について、あるいは人間について何を学びました

か。 
 

 

 

 

 

 

 

適用の質問 
 

 今日の学びを通して、神はあなたに何を語りかけておられると思い

ますか。あなた自身のあり方や行動に生かしたいことはあります

か。 
 

 

 

 

 

Challenge 実践課題 
 

 次頁の「小冊子 KGPの使い方（基本編）」を参考に、福音を伝えるひ

とつの方法を身に着けましょう。 
 

 

Article 読み物 
 

 42頁の『イエスを他の人に紹介するには』を読んでみましょう。 
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小冊子 KGPの使い方（基本編）(目安：30分) 
 

「福音を伝えたい、でもどう伝えたらいいの？」と言う声をよく耳にします。

そのような声に答えて、だれでも手軽に正確に、福音を伝えることができる

ツールが小冊子『Knowing God Personally -聖書のエッセンス－』（以下

“KGP”と表記）です。KGP は世界 150 以上の言語に翻訳され、世界中で

用いられている『四つの法則』のカラー版です。（内容は巻末を参照ください） 
 

KGPの使い方 

友だちから「どうしてクリスチャンになったの？」と聞かれたとき、１課で書

いた「３分間の救いの証し」を話すことが効果的です。そのあと、こう伝えま

しょう。「この KGPは聖書の中心的な内容をまとめたものです。よければ一

緒に読んで、 感想を聞かせてくれませんか?」 
 

相手が同意してくれたら、ページを開いて、KGP に書いてあるとおりに

読んであげてください。一冊の KGP を使います。相手が見やすいように

KGP を持ちます。ペンか指で重要なポイントを指し示しながら、読み進め

ます。 
 

途中、相手から質問が出た場合は、KGP を読み進める中で答えが出る

こともあります。「いい質問ですね。とりあえず最後まで読んで、それから質

問に答えてもいいですか?」こう話して、読み進めます。 
 

伝道における成功とは 

ぜひ信仰をもって、相手の肯定的な応答を期待して、読み進めましょう。

「伝道における成功とは、聖霊の力により頼み、こちらからキリストを伝え、 

結果は神におゆだねすること」です。 伝道した相手がその場でイエスを

信じる決断をしたら、とてもうれしいものです。しかし、相手が信じるか信じ

ないかは、神の主権に関わることです。自分の手柄とは思わず、信じる決

心に導かれた神に感謝しましょう。 
 

たとえ伝道した相手が信じなくても失敗ではありません。決して信じるこ

とを強要してはいけません。相手の今の心の状態を尊重しましょう。少なく

とも今回、福音を知り、イエスを信じるために一歩、前に進む大切なステッ

プを踏む機会となったはずです。相手の方が KGP を聞いてくれたことに

感謝して、KGPの内容に関する感想や意見を聞いてみましょう。 
 

すなわち、伝道における成功とは、相手が信じた、信じないの反応では

ありません。今回、私が福音を伝えられたこと、神が私を伝道に用いたこと

が、成功なのです。 
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練習（20分）  

 

 今、ペアになって、KGP を実際に伝える練習をしてみましょう。KGP

を読み進めると、11頁の２つの円の図のあとに、２つの質問が出てき

ます。今回、相手の方は最初の質問には「左」、次の質問には「右」

と答えてください。 
 

 12頁の祈りの部分は、伝える側が読み、読んだ後で「これは、あなた

の心を表していますか？」と尋ねてみてください。この練習では、相

手は「はい」と答えてください。伝える側は、祈りの部分を短く区切り

ながら、相手に後について祈ってもらってください。 
 

※ 実際に KGP を伝える場合は、いつも肯定的な応答が返ってくるとは限りません。

肯定的な応答ではないケースにどう対処するかは、次の第５課で練習します。 

 

 

KGP の長所 
KGP は福音の中心ポイントが簡潔にわかりやすく説明されています。 どのように信

じるのかがはっきりと提示されていて、読み進めると、イエスを受け入れるための招きも

書かれています。事前に伝える側の皆さんが、内容をよく理解しているので、自信をも

って話すことができます。KGP を相手に渡すと、その場でイエスを信じる決心をしなく

ても、あとで見直してくれる可能性もあります。KGP は信じた相手がすぐに次の人に福

音を伝えることができる「伝達可能」な伝道教材です。  

 

スマホ・アプリ GodTools 
小冊子KGPが手元になくても、無料のスマホ・アプリをダウンロードできま

す。Google Play ストア、Apple ストアで「GodTools」を検索してください。

スマホ・アプリを使って、いつでも、どこでも福音を伝えることができます。 

 
 

❖ 宿題： ぜひ今週、だれか（友だちなど）に KGP で福音を伝えてみてく

ださい。（以下に伝えたい人の名前を書き出し、その人のために祈りましょう） 
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『イエスを他の人に紹介するには23』 
 

インターネットの普及によって、人と人とのつながりは世界中に広がっています。そ

れは膨大な情報の共有や人とのつながりを深めるのに役立つ一方で、神を悲しませる

「人の闇の部分」が広がる可能性もあり、脅威を感じる人も少なくありません。「人には

罪があり、神との間に深い断絶ができている24」。技術の進歩が良いことに用いられるた

めにも、これからはますます、一人ひとりが生ける神とどう正しい関係を持つかが問わ

れる時代となるでしょう。 

 

この世代と、これからの世代に良い影響を広げるためにも、私たちはイエスによる神

の愛とゆるしの福音を大胆に伝えていく必要があります。病人に医者が必要なように、

罪びとにはイエス・キリストが必要だからです25。けれども残念なことに、福音を一度も

伝えたことがないというクリスチャンも少なくありません。なぜでしょうか？ 

 

クリスチャンが福音を伝えない（伝えられない）のは、聖霊に満たされて歩むことを知

らないか、あるいは体験していないからかもしれません。このことに関しては、『新しい

人生のはじまり』の中でお伝えしました。もうひとつの理由としては、効果的に福音を紹

介するための適切な訓練を受けていない、ということがあげられます。今回はこのこと

に関して詳しくお話ししたいと思います。 

 

なぜ福音を伝えるのか 
 

福音を伝える具体的な方法についてお話しする前に、「なぜ伝えるのか？」という理

由、あるいは動機の問題について触れましょう。動機とは、聖書から、聖霊の働きを通

して、それぞれの内側に与えられる性質のものです。以下の聖書箇所をゆっくり読み

ながら、「私はなぜイエスを伝えるのか？」について、主の前で静かに黙想してみること

をお勧めします。 

ヨハネ 15:8 

Ⅱコリント 5:14 

マタイ 4:19、ヨハネ 15:16 

ヨハネ 14:6、使徒 4:12 

 

福音を伝える理由は、必ずしも伝えたい気持ちになるからではありません。私たちは

いろいろ考えすぎて、伝えたくない気持ちになることの方が多いように思います。それ

でも福音を伝え続けるのは、イエスへの愛と従順が動機にあるからです。神はこの世

界の人々を愛していて、ひとりも滅びることを望んでいません26。イエスは、失われた者

を捜して救うためにこの世界に来た27、と言われました。神を愛するクリスチャンは、イエ

スの愛に応答する形で、聖霊に頼りつつ、福音を伝えているのです。 

 

福音を伝えたときの肯定的な結果について思いめぐらすことも、福音を伝える動機と

 
23 国際 CCC創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ“How You Can Introduce Others to 
Christ”の日本語短縮版 
24 KGP（四つの法則）の第 2法則文 
25 マルコ２：１７など 
26 ヨハネ 3:16 
27 ルカ 19:10などを参照 
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なります。伝えられた人がイエスを信じるのなら、その人はこの世界からは決して得るこ

とのできない神からのあふれる恵み（新しい関係、罪のゆるし、永遠のいのちなど）を体

験します。伝える私たち自身も、内に住む聖霊の力を体験し、信仰もより強まることでし

ょう。あなたにとっても、他の人にとっても、福音を伝えることの益は大きいのです。 

 

効果的に福音を伝える人の特徴 
 

効果的に福音を伝えている人には三つの特徴があるように思います。第一は、祈り

をもって一日を始めていることです。聖霊に「私を強め、心が備えられている人のところ

に導いてください」と求めています。第二は、愛のある態度でひとり一人に接しているこ

とです。伝道は機械的、一方的に話す活動ではなく、愛を動機にし、相手の心に耳を

傾ける対話です。議論に勝とうとしたり、自分の信仰が優れていることを誇示することで

はありません。あなたが神の愛をもって相手に接するのなら、周りの人たちも少しずつ

あなたの言葉に耳を傾けてくれるでしょう。第三は、シンプルで分かりやすい福音伝達

の方法を用いていることです。KGP のような福音をシンプルにまとめた冊子は、そのた

めに役立つツールなのです。 

 

『KGP』はどのように誕生したのか 
 

KGP（四つの法則）が誕生した背景には 1956 年のスタッフ研修会があります。当時

のスタッフ数は 50 人弱。招いた講師は、優れた販売実績を持つクリスチャンの販売コ

ンサルタントの方でした。彼は、営業スタッフとして成功するためには、繰り返して用い

ることができる、シンプルで分かりやすい提示法が必要であることを強調しました。また、

営業スタッフが失敗する落とし穴についても話してくれました。それは「提示疲労」とい

うもので、営業スタッフがいつも同じ言葉を用いて提示する時に、自分の言葉に聞き飽

きてしまうというものです。そのため、あまり効果的でないことを話し始め、良い結果がも

たらされないのです。 

 

彼は福音の提示をセールスにたとえました。多くの人に効果的に福音を提示するに

は、まずはシンプルで分かりやすい提示法を開発しなければならないと力説したので

す。彼は何人かの著名な伝道者の例を挙げて、最後に私の福音メッセージについて

こう言いました。「ブライトさんは、話す相手に応じて異なった福音メッセージを話してい

るとお考えのようですが、おそらくすべての人に対してたった一つのメッセージしか話

していないと思いますよ。基本的には同じことを話しているにすぎないのです」 

 

私は彼の考えを聞いてひどく傷つき、憤慨しました。私は聞く相手の必要に応じて

祈りつつメッセージをつくり語っているという自負がありました。彼の話が終わり、傷つ

いた自尊心を静めている間に、私がこれまでいろいろな人に話してきた内容が正確に

はどのようなものであったのかをふり返ることにし、基本的なポイントを書き出してみまし

た。すると驚いたことに、あの販売コンサルタントの言う通り、私のメッセージのエッセン

スにはいつも同じポイントが隠されていたのです。 

 

そこで、私はそのポイントを「あなたの人生に対する神の計画」という題の短いメッセ

ージに要約しました。イエスとは誰で、なぜこの世界に来られ、どうしたらイエスを個人

的に知ることができるのか、というポイントをまとめたものです。当時のスタッフたちはこ

のメッセージを暗記して、聖霊の力に頼りながら、それぞれのキャンパスで福音を単純
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に提示していきました。その結果、キャンパス・クルセードの働きは百倍にも大きくなっ

たのです！ 

 

「神の計画」の提示は効果的なものでしたが、多くの人たちがキャンパス・クルセード

で訓練を受けるようになったこともあり、簡略版が必要となりました。そこで、「神の計

画」のアウトラインに聖書箇所といくつかの図を加えたものが開発され、1959 年、『豊か

な人生のための四つの法則』として印刷されました。その『四つの法則』を日本の文脈

に合わせて改良したのが KGPです。 

 

もちろん、KGP だけがイエスを紹介するための唯一、最善の方法というわけではあり

ません。けれども、この小冊子に含まれる福音が単純に提示されることによって、何百

万にも及ぶ男女が個人的にイエスへの信仰を表明してきたことは、紛れもない事実な

のです。ですから、シンプルな福音提示のためのツールとして KGP を用いることを、あ

なたにもぜひお勧めしたいのです。 

 

 

KGPを読んでみよう 
 

KGP がどれほど実績あるツールだとしても、実際に誰かに読んでみることは大きな

チャレンジです。福音を伝える際の大きな壁のひとつは、「やってみる」ということです。

数多くの男性アイドルを育てたジャニー喜多川氏は、迷える若者たちによく「You やっ

てみなよ」と言って励ましたそうです。福音を伝えることに大きな壁を感じる私たちに、

主イエスは優しく微笑み、「君も、やってみなよ」と励ましてくれるのではないでしょうか。 

 

会話を福音につなげるためには知恵が必要です。会話のきっかけとしては、スマホ

で導入となるような動画を見せて霊的な会話を始めるというやり方も効果的でしょう。

KGP に話題を切り替える時には、「これは聖書のポイントをまとめた冊子なんだけど、

一緒に読んで感想を聞かせてもらえないかな」と相手に尋ねてみるとよいです。もし

「いいよ」という返事があれば、あとはただ読み進めていけばよいのです。 

 

クリスチャンの集会に来てくれた人には、お互いのことを少し話した後で、以下のよう

な質問をしながら福音への会話に移行してみたらどうでしょう。 

「今日の集会はどうでした？」 

「話の内容はよくわかりましたか？」 

「イエス・キリストってどんなイメージがありますか？」 

「イエス・キリストについてもう少しお話ししてもよいですか？」 

相手が「いいですよ」と応答してくれるのなら、「この冊子は聖書のエッセンスをまとめ

たものです」と言って、あとはただ KGPを読み進めるのです。 

 

KGP を読むときには、親しみやすく、愛のある態度で読みましょう。相手にあなたが

何でも知っていると思わせる必要はありませんが、「クリスチャンなんかになりたくないよ

ね…」のような否定的な態度で接しないように注意しましょう。自我ではなく聖霊に頼り、

自信を持ってイエス・キリストのことを紹介してあげましょう。 

 

KGP は基本的には書いてある通りに読みましょう。相手が見やすいように冊子を持

ち、声を出してはっきりと読みましょう。相手が内容に集中できるよう、ペンか指先で読
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んでいるところを指し示すとよいでしょう。時には説明を加えたいこともあるかもしれませ

んが、まずは一通り読み終えた方がよいでしょう。途中で相手が質問してきたときは、

「いい質問ですね。一通り読んでから答えてもよいですか？」と言って、一通り読み終

えてからその質問に答えるようにしましょう。 

 

 

「二つの円」 信仰の決断をうながす助け 
 

KGP の 11 頁にある「二つの円」は、福音を聞いている相手がイエスを信じる備えが

できているかどうかを見分ける助けとなります。左側の円は、「イエスのいない、神と断

絶している人生」を、右側の円は「イエスを信じ、神の子どもとして歩む人生」をあらわし

ています。 

 

 

 

 

 
 

二つの円の下にある二つの質問をしてください。最初の質問「この二つのうち、あな

たの今の状態を最もよく表しているのはどちらでしょうか？」には、「左」と答える人が多

いでしょう。二つ目の質問「もし選ぶなら、あなたの人生としてどちらがよいと思います

か？」には、その人の霊的な状態により、様々な反応があることでしょう。「右」という返

事なら、「イエスを受け入れるには次のようにします」と言って、次頁にある祈りのペー

ジに進みましょう。「左」あるいは「わからない」の場合でも、「将来イエスを受け入れた

いと思う時が来るかもしれません。その時のために、どのようにイエスを受け入れたらい

いのか、その方法をお伝えします」と言って、次頁にある祈りのページに進んでくださ

い。 

 

どのようにイエスを受け入れるのか 
 

イエスを信じたいと願っている人に、実際に何をしたらいいのかをはっきりと伝えるこ

とは大切です。それが KGPの 12頁です。ここにはイエスを信じる決断を言い表す祈り

の例が書かれています。その祈りを読んだ後に「この祈りはあなたの心をあらわしてい

ますか？」と聞いてみます。もし「はい」という返事なら、相手に目を閉じてもらい（心か

ら神に話すため）、その祈りを一緒に祈ってあげましょう。祈りを一区切りずつ区切り、

あなたの祈りに続いて、相手が神に祈るよう励ましましょう。 

 

祈りを導く時には相手の様子に敏感であってください。書かれている祈りを「押しつ

け」たりして相手を不快にさせてはいけません。自分の言葉で祈りたい人もいるでしょう

し、声を出して祈るのが苦手な人もいるでしょう。相手が静かに心の中でイエスを信じ

る祈りをしたいのなら、少しだけそのための時間を取りましょう。その場合は、祈り終わ

ったときに「アーメン」（本当にそうです）と言うように勧めてください。「アーメン」という声

を聞いたら、今度はあなたがその人のために短く祈ってあげるとよいでしょう。 

 

 



46 

まだ心が備えられていないのなら 
 

福音を伝えた人が「信じたくない」と言ったとしても、相手を責めたり、落胆したりしな

いようにしましょう。議論したりプレッシャーをかけたりして、無理やり決心に追い込もうと

してはいけません。イエスは「父が引き寄せてくださらなければ、だれもわたしのもとに

来ることはできない28」と言われました。大切なのは、あなたが何をするかではなく、あな

たを通して聖霊が何をなさるのかということです。私たち人間には人をイエスへの信仰

に導く力はありません。「伝道における成功とは、聖霊の力により頼み、こちらからキリ

ストを伝え、結果は神におゆだねすることである」ことを忘れないでください。 

 

相手の心が備えられていない場合でもできることはあります。あなたがどうしてイエス

を信じるようになったのかを分かち合ったり、クリスチャンの友人や、クリスチャンの集ま

りを紹介することもできるでしょう。話を終える時には、福音を聞いてくれたことに感謝し

て、相手に KGP を差し上げてください。後で思い出して、もう一度読んでくれる時が来

るかもしれません29。 

 

訓練と実践の勧め 
 

キャンパス・クルセードでは、個人伝道の訓練会を定期的に行っています。KGP の

使い方を実際に練習しながら身に着けることができるので、積極的に参加されることを

お勧めします。また、クラスで学ぶだけではなく、実際に出て行って、いろいろな人た

ちに福音を伝えてみることも大切です。一緒に出かけるクリスチャンの友人を見つけて、

互いに励まし合いながら福音を伝えてみることをお勧めします。福音を伝えることは、

失われた人たちを愛することです。先に救われた者として、神が愛している人々を愛し、

神の愛とゆるしのメッセージを届けていきましょう。 

 

 

信じた人が起こされた時には、すぐにフォローアップをするようにしましょう。経験上、

最初のフォローアップは 48 時間以内にするのが望ましいです。KGP の後半（13～19

頁）を用いたり、「新しい人生のはじまり」のような教材を用いて、信じた人が救いの確

信が持てるように助け、クリスチャン生活の基礎を習得できるよう助けてあげましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 ヨハネ 6:44 
29 後で信じる祈りをする人も多い。教材開発チームのひとりも最初に福音を聞いた時はまったく信

じる気はなかった。一年以上たってから求めるようになり、机の奥にしまっていた『四つの法則』を取

り出し、もう一度読んで、イエスを信じるよう導かれた。 
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第 5課 恵み 

 

福音が実を結び成長するために 

 
福音は、過去二千年にわたり、世界中で実を結び広がっています。文

化、世代、社会的立場の垣根を越えて、人々の心に希望をもたらしていま

す。この課では、福音が実を結び成長した「根底にある理由」について学

びます。「わたし」の心を見つめ直し、それを大切に歩んでいるかどうかを

静かに振り返ってみましょう。 
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Sharing Life 分かち合い 
 

 

 

Bible Study 聖書の学び 
 

１．導入 
 

 知識はあっても、体験として理解していないことにはどのようなこと

がありますか。 
 

使徒パウロは比較的新しいコロサイ地区の教会に向けて手紙を書きま

した。この手紙の冒頭部分から、コロサイの人たちの間で福音が実を結

び広がった「根底にある理由」について学びましょう。 
 

２．コロサイ 1：3～8を読みましょう。 
 

観察の質問 
  

 パウロはコロサイのクリスチャンたちのどのような様子を聞いて神に

感謝していますか。（3、4節） 
 

 

 

 彼らが「天に蓄えられている望み」を抱いて生きるようになったのは

何を聞いたことがきっかけでしょうか。（５節） 
 

 

 

 福音が彼らの間で実を結び成長したのは、何が起きたからだとパ

ウロは強調していますか。（６節） 
 

 

 

質問 1） 「神の恵み」とはどのようなものでしたか。 

 

 

 

質問 2） 神の恵みを「本当に理解する」とはどういう意味でしょう。  
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 エパフラスというクリスチャンは、コロサイのクリスチャンたちが実を

結び成長するため、どのような助けをしたと考えられますか。（7、8

節） 
 

 

 

解釈の質問 
 

 この箇所を通して教えられたことを、自分の言葉でまとめてみましょ

う。 
 

 

 

 

 

 この箇所から、神について、あるいは人間について何を学びました

か。 
 

 

 

 

適用の質問 
 

 この箇所の学びを通して、神はあなたに何を語りかけておられると

思いますか。あなた自身のあり方や行動に生かしたいことはありま

すか。 
 

 

 

 

 

Challenge 実践課題 
 

 次頁にある「小冊子KGPの使い方（応用編）」に取り組んでみましょう。

実際の伝道では福音に対する様々な反応があるので、相手の反応

に応じて適切に対応できるよう備えておきましょう。 
 

 

Article 読み物 
 

 55頁の『伝道で実を結ぶには』を読んでみましょう。 
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小冊子 KGPの使い方（応用編）(目安：20分) 
 

第４課では、KGP を用いた福音提示の基本的なやり方を学びました。この

課では、福音に対するさまざまな反応に対処する方法を見てみましょう。 

 

KGP の効果的な伝え方は、ただ本文を読んで、相手に福音の内容を聞

いてもらうことです。相手の意見を求めるのは、11 頁の２つの質問、そして

12頁の祈りの直後の質問です。 

 

質問１.「あなたの今の状態を最もよく表しているのはどちらでしょうか?」  

 

A) ２つの円の図について説明したあと、この質問をします。第４課では

「左」と相手は答えました。ときには「中間」とか、「どちらかはわからな

い」という回答が来るときもあります。そのときは、そのまま次の質問２

を質問しましょう。「わからない」と答えた人も、次の質問は自分の今の

選択の問題なので、何らかの答えをくれることでしょう。 

 

B) 「右」と答えたケースです。相手がクリスチャンである場合もありますが、

単に２つを比べて「右」が良いと答える人もいます。そのことを明確に

するため、次の質問２はせず、「そうですか、では、次のページをご覧

ください」と言って、12頁を開いて読んであげてください。 

 

そしてキリストを受け入れる祈りを読んだあと、こう質問してください。

「今までこのように祈ったことはありますか?」もし祈ったことがある場合

は、13 頁以下へと読み進めてください。祈ったことがなければ、祈りの

あとの質問３を質問します。 

 
練習：ペアになって「右」と答えた場合の手順を練習してみましょう。 
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質問２.「あなたの人生としてどちらがよいと思いますか?」  

 

A) 第４課では、この質問に「右」と答えるケースを練習しました。その場合

は、そのまま KGPを読み進めましょう。 

 

B) 問題はこの質問に「左」または「中間・わからない」という答えを受けた

時です。その場合は、「将来キリストを心に受け入れたいと思う時があ

るかもしれません。その時、どうしたらいいのかをお伝えします」と言っ

て、KGPを読み進めます。 

 
※ どのようにイエス・キリストを受け入れるか、その方法まで伝えることで、相手の

方が将来キリストを信じるときの具体的なイメージを提供できます。また、読む

途中でキリストを信じてみたいと願い、その場で信じる祈りをする人もいます。 

 

練習：質問２を聞き、相手は「左」と答えます。そこから 12頁の祈りの部分

まで、互いに練習してみましょう。 

 

 

質問３.「これは、あなたの心を表していますか?」  

 

12 頁へと読み進めて、キリストを受け入れる祈りの直後に、質問３「これは、

あなたの心を表していますか？」があります。 

 

A) 答えが「はい」ならば、一緒にこの祈りを祈りましょう。 

 

B) 答えが「いいえ」の場合、「キリストを受け入れると、どんなことが起こる

のかお伝えします」と言って、15 頁を開きます。自分の意志で…から

読み進め、５つのポイントの動詞を現在形に変えて読みます。例えば、

「あなたの心の中にイエスが来てくださいます」のように。読み終わっ

たあと、「どうでしょう？イエス・キリストを心に受け入れてみません

か？」とやさしく尋ねてください。 

 

相手の答えが「はい」であれば、12頁に戻って一緒に祈ります。 

「いいえ」であれば、時間を取ってくれたことを感謝し、相手に KGP を

差し上げてください。 

 
練習：ペアで練習してみましょう。 
 

※ 52, 53頁に様々な反応にどう対処するかをまとめたチャートを載せています。 
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【参考】30 日本人の福音理解を助けるために 
 

神について 

・ この世界には二種類の「神」―「人がつくった（考えた）神」と「人をつくった（創造し

た）神」―が存在する。 

・ 神（創造主）は霊的な存在であり、神の本質は「完全な愛ときよさ」に凝縮される。 

 

聖書の主題について 

・ 聖書の中心主題を一言でいうと・・・「神は私たちを愛している」 

・ 私たち人間の側から見た聖書の主題・・・「どうすればこの愛を自分のものとして経

験できるか」 

 

罪について 

・ 聖書のいう「罪」とは「犯罪」（刑法上の罪）のことではない。 

・ 聖書のいう「罪」とは「心が神から離れている状態」のことであり、「神ご自身の完全

な正しさ、きよさの標準からはずれること」（原語：的外れ）。基準はきよい神様なの

で、すべての人間は、私も○○さんも含めて、「罪びと」だと聖書は指摘している。 

・ 罪を犯すから罪びとになるのではなく、罪びとだからこそ罪を犯す。・・・人間、そし

て人間社会の本質的問題はここにある。 

・ 罪の罰（報酬）は死・・・しかし、神は私たちを愛しているので解決の道を備えてくれ

た。 

 

十字架の身代わりについて 

・ 自分自身か、あるいは誰か他の人が、神の前で罪の罰（死）を受けなくてはならな

い。 

・ 罪びとでない人はいないので誰も他の人の身代わりにはなれない・・・神の御子が

人としてこの世界に来られた一番の理由 

 

 

「十字架の身代わり」を理解するための例え 
 

スマホを罪に、右手を人に見立て、右手の手のひらにスマホを置く（罪びとを表

す） 

⇒ 左手は罪のないキリスト（イエス）で、左手の手のひらにスマホを移し替える 

・・・イエスがすべての罪の罰を負ってくださったので、イエスに信頼する人は罪

の罰から救われる！ 

 

 

神は、罪を知らない方を私たちのために（代わりに）罪とされました。それは、 
私たちがこの方にあって神の義となるためです。（II コリント 5:21） 

 

 
30 この部分は主に、『あなたも必ず伝道に成功する』（高木慶太著）を参考にした。 
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『伝道で実を結ぶには31』 
 

「私は伝道で実を結んでいません。どうしたらいいと思いますか？」私はこのような質

問をよく聞かれます。あなたにも同じような問いがあるのではないでしょうか。 

 

このことに関連して、ルカによる福音書５章にはとても興味深い記事が書かれていま

す32。ある日、漁師であったペテロはいつものように漁師仲間とともに漁に出かけました。

ところが、その日は夜通し網をおろしたにもかかわらず、魚は一匹もかからなかったの

です。ペテロたちは船から降りて網を洗っていました。そこへ群衆への教えを終えたイ

エスが近づいてきてこう言ったのです。「深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を捕りなさ

い」 

 

もちろんペテロは、「先生。私たちは夜通し働きましたが、何一つ捕れませんでした」

と現状をそのまま伝えました。けれども、続けて、「でも、おことばですので、網を下ろし

てみましょう」と言って、（おそらく半信半疑で）イエスのことばに従ったのです。 

 

すると何が起きたでしょうか。「…そのとおりにすると、おびただしい数の魚が入り、網

が破れそうになった。そこで別の舟にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図

した。彼らがやって来て、魚を二艘の舟いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそ

うになった」 

 

大漁の喜びは一晩の疲れを吹き飛ばしたことでしょう。と同時に、ペテロたちはイエ

スに対する畏敬の念におそわれました。それを見たイエスはペテロにこう言われました。

「恐れることはない。今から後、あなたは人間を捕るようになるのです」。 こうして、ペテ

ロと仲間の漁師ヤコブとヨハネは、職業漁師の道を捨て、イエスに付き従うようになりま

した。 

 

「イエスさまのことばに従えば人間を捕る漁師になれる」。この日の出来事は、ペテロ

たちの心にそのような強い印象を残したことでしょう。伝道において実を結ぶためには

「イエスのことばに従う」、つまり「聖書にある霊的原則に従う」ことが重要なのです。 

 

私は伝道において実を結ぶためには８つの霊的原則があると考えます。そのうちの

４つは「自分を整える」ことに関するもので、ほかの４つは「こちらから行動する」ことに関

するものです。以下、それぞれについてお分かちしましょう。 

 

 

「自分を整える」ステップ 
 

 実を結ぶクリスチャンとなるために、まずは自分を整えることが大切です。以下の４つ

のステップに注意深く、また祈り心で従うのなら、あなたもイエスを証する者として整え

られることでしょう。 

 

 
31 国際CCC創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ「How You Can Be a Fruitful Witness」の

日本語短縮版 
32 ルカ 5：1～11参照 
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１．自分の救いを確信しましょう33 

 

善良で、道徳的で、教会の活動にも忠実に参加していながら、実は神との関係が確

かでないという人は意外と多いものです。 

 

以前、ある若い女性が私たちの働きに加わりました。私も妻も彼女に好感を持ち、福

音のためによい働きをするだろうと確信しました。彼女はクリスチャンホームの出身で、

幼稚園から大学までキリスト教関係の学校で教育を受けました。教会の活動でもリーダ

ー的な存在でした。大きな伝道大会でカウンセラーの役割をこなしたこともありました。

この活動的で魅力的な女性をみるなら、だれでも実を結んでいるクリスチャンだと思う

ことでしょう。 

 

新スタッフ訓練でのあるクラスで、私は、救いの確信がない「自称クリスチャン」の必

要に敏感となりなさい、と話しました。「自分の救いを疑っているのに、無理やりその人

をクリスチャンだと思い込ませてはいけません。むしろ、彼らはまだクリスチャンではな

いと仮定して、祈り深くカウンセリングし、救いの確信が与えられるよう導くべきです」 

 

私のクラスが終わってから、この若い女性が私のところに来てこう言いました。「私は

クリスチャンではないと思います。私はこれまでずっと自分の救いを疑っているのです」。

ここ数年、彼女はこの悩みを何人かの霊的指導者に相談したそうですが、彼女に信仰

の基礎知識があることがわかると、どの指導者も、「大丈夫、あなたはクリスチャンです

よ。心配しないで」と言って、ただ祈ってくれるだけだったそうです。でも一緒に祈って

もらっても、神が彼女の祈りを聞いてくださったと確信できません。彼女の悩みは切実

でした。「イエスが心にいる感じすらしないのです。私はキリストなしに死ぬことを恐れて

います」 

 

その日、私は、長い間キリスト教の環境で育ったこの若い女性に、エペソ2:8～9から

福音を説明しました。今回は聖霊が彼女に働き、感情ではなく、神と神のことばに信頼

するよう彼女を促したようです。彼女は神の愛から出た「恵みの贈り物」であるイエス・キ

リストを、信仰によって、個人的に受け取りました。彼女の心は喜びと賛美であふれ、

すぐに自分の両親や私の妻、そしてほかの友人たちに電話をして、自分が天国に行

ける確信を持てた喜びを伝えたのです。 

 

あなたは自分の救いを確信していますか？ イエスに信頼したことで、すべての罪

がゆるされ、神の子どもとされ、永遠のいのちが与えられている恵みを、自分のこととし

て抱きしめているでしょうか。もしそうでないのなら、KGPの後半部分や『クリスチャンで

ある確信を持つには』をもう一度復習してみてください。クリスチャンにとって救いの確

信を持つことは大切なことです。伝道で実を結ぶためにも、自分自身の救いの確信に

しっかりと向き合うことから始めてください。 

 

２．気づいた罪を告白しましょう34 

 

もし何か罪深い態度や行動があなたと神との交わりを妨げているのなら、イエスの愛

 
33 『新しい人生の始まり』第１課『クリスチャンである確信を持つには』参照 
34 『新しい人生の始まり』第２課『神の愛とゆるしを体験するには』参照 
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による伝道の妨げとなります。神のひとり子イエスは、私たちの罪の身代わりに十字架

で血を流されました。それは罪をゆるすための完全ないけにえでしたから、自分の罪

がゆるされるために、涙や善行など、ほかのどんないけにえもささげる必要はありませ

ん35。ただ、イエスの十字架での死が私たちの人生に意味ある体験となるためには、私

たちは日々、聖霊が気づかせてくれる罪に敏感となり、罪を告白し、神のゆるしときよ

めを受け取る必要があります36。 

 

 「告白する」という言葉は原語では「同意する」という意味です37。つまり、罪の告白と

は、神があなたに気づかせた罪に同意するということです。この同意には少なくとも三

つのことが含まれます。第一は、あなたの犯した罪が悪いことであり、神を悲しませてい

ることに同意すること。第二は、イエスの十字架のゆるしは完全であり、神はあなたをす

でにゆるしていることに同意すること。そして第三は、悔い改める必要があることに同意

することです。「悔い改め38」とは、聖霊に頼りつつ、その罪に対する態度と行動の変化

に向き合うことです。 

 

詩篇66：18には、「もしも不義を私が心のうちに見出すなら、主は聞き入れてくださら

ない」とあります。「自分はいつも正しい、罪などない」という態度はクリスチャンとしてま

ったく愚かな態度です39。聖霊に示される罪を素直に認めないと、神と親しく交わること

もできません。実りある伝道のためにも、自分自身の心と生活を見つめなおしてみまし

ょう。 

 

 

３．聖霊に満たされましょう40 

 

自分を整えるための３番目のステップは、聖霊の満たしを確認することです。 クリス

チャンの心の王座（中心でおさめる存在）は、自我かイエスかのどちらかが占めていま

す。聖霊に満たされるとは、自我ではなく、イエスに心がおさめられ導かれることです。

このことは伝道においては特に重要です。自分の力に頼っていてはイエスを証するこ

となどできないからです41。 

 

以前、私の友人のクリスチャン教授が、教会向けの伝道訓練会で彼の体験を話して

くれました。彼は自分のクリスチャン生活には喜びがなく、めったにイエスのことを証し

なかったことを告白しました。ところが、聖霊に満たされてイエスのことを分かち合うこと

を学んでから転機が訪れました。神が彼の人生に触れたのです。実際に伝道に出か

けた日、彼は二人の学生にイエスのことを分かち合う機会が与えられました。それは彼

にとって今まで経験したことがないような喜びでした。この経験を通して、彼はイエスが

自分の内で生きていることがもっとリアルになったと分かち合ってくれました。 

 

福音を誰かに分かち合うには聖霊の満たしが必要不可欠です。日々、「神さま、私

 
35 へブル 10：10、12、14など 
36 第一ヨハネ１：９ 
37 ホモロゲオー＝ホモ（同じ）＋ロゲオー（言う） 
38 原語では「考えを変える」とか「向きを変える」という意味のことばが用いられている。 
39 第一ヨハネ 1：5～10 
40 『新しい人生の始まり』第 3課「聖霊に満たされるには」参照 
41 使徒 1：8 

霊的呼吸 
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を聖霊で満たしてください」と信仰をもって祈りましょう。私たちは信仰によって聖霊に

満たされます。聖霊の満たしを確信するため、聖霊の満たしに関する神の命令（エペ

ソ5:18）と神の約束（Iヨハネ5:14～15）を心に留めましょう。毎日呼吸をするように、霊的

に息を吐き（罪の告白）、霊的に息を吸う（聖霊の満たし）生活を続けましょう。この生活

を続けるときに、イエスがあなたを通して生きてくださり、福音を伝える「小さなイエス」と

して、神はあなたを用いてくださることでしょう。 

 

４．福音の内容を伝える備えをしましょう 
 

福音を分かち合うときの一番大切な準備は、イエスに心をおさめてもらうことです。そ

の上で福音の内容を伝える備えも必要です。第一ペテロ３章15～16節にはこう書かれ

ています。 

 

…心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなたがたのうちにある希望につ
いて説明を求める人には、だれにでも、いつでも弁明できる用意をしていなさい。た
だし、柔和な心で、恐れつつ、健全な良心をもって弁明しなさい。そうすれば、キリス
トにあるあなたがたの善良な生き方をののしっている人たちが、あなたがたを悪く言
ったことを恥じるでしょう。 
 

何かのスキルを身につけるには基礎的な教えと練習が必要です。福音（クリスチャン

の希望）を説明するスキルを身につけることも同じです。基礎が身につけば、それぞれ

の文化や状況のなかで、適切に応用することも可能です。キャンパス・クルセードでは、

個人伝道の訓練会を定期的に開催しています。福音をシンプルにまとめたKGPの使

い方を短期間で身につけることができるので、ぜひ積極的に参加してみてください。 

 

誰もが特別な伝道の賜物を持っているわけではありませんが、すべてのクリスチャン

に、すばらしいイエスについて証する特権が与えられています。聖霊に満たされたクリ

スチャンが福音を伝えるやり方を学ぶと、伝道の働きはより効果的に進んでいきます。 

 

あるクリスチャンは他のクリスチャンより、個人伝道においてより多くの実を結ぶかもし

れません。たとえ自分より友人の方が多くの人をキリストに導いているとしても落胆しな

いでください。大きな視点でみると伝道の実はチームワークの結実ですし、誰かが救

いに導かれるのは、人の能力によるものではなく、聖霊の働きによるものだからです。

ですから、安心してイエスにつながり、身近な人たちに福音を伝え続けてください。 

 

 

「こちらから行動する」原則 
 

 実りある伝道のために「自分を整える」４つのステップについて見てきました。残りの４

つの原則は「こちらから行動する」ことに関するものです。 

 

１．祈りましょう 
 

聖書の学びと個人の経験から、私は人々をイエスに導くための出発点は「祈ること」

だと確信しています。 
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聖書には、神のみこころにかなう祈りをするなら、神はその願いを聞いてくださるとあ

ります42。罪びとが救われることを神は何よりも願っているので43、愛する家族や周りに

いる友人たちの救いのため、まずは祈ることから始めてみましょう。あるクリスチャンはこ

う言いました。「神のことを人々に話す前に、人々のことを神に話しなさい」 

 

人々のことを祈るといっても、「すべての人を救ってください」のようなおおざっぱな

祈りをするのではありません。聖霊があなたの心に浮かばせる人たちのリストを作り、そ

れぞれのために具体的な祈り課題をあげて祈るのです。神はその人たちのことを愛し

ていて、喜んで救いに導きたいと願っています。ですから、神の愛が彼らの心にも届く

よう、愛と信仰をもってその人たちのために祈りましょう。 

 

私たちが救われた背後にも誰かの祈りがあったことでしょう。ある人は何年も何十年

も祈られていたかもしれません。愛する人たちのために祈るとき、すぐにでも救われて

ほしいものです。けれども、神の主権による不思議なタイミングは、私たちの考える計

画と同じとは限りません。祈りの答えがすぐに見えないときでも、また私たちの願いと違

ったとしても、神の計画はよいものであると信じて、祈り続けましょう。 

 

２．出て行きましょう 
 

伝道において実を結ばない理由の一つは、こちらから出て行かないことです。「忙し

い」「恥ずかしい」「めんどくさい」など、福音を伝える働きを後回しにする言い訳にはい

ろいろあるものです。けれども、イエスは「行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい」

と命じられました44。誰かが福音を求めてやってくるのを待つのではなく、こちらから周り

の人たちに関わり、福音を届けることを神は期待しておられるのです。 

 

とはいっても、自分一人で行動を起こすことはなかなか難しいものです。同じ志を持

つクリスチャンたちと励まし合いながら、生活の優先順位を見つめなおし、誰かに福音

を分かち合う時間を持てるようスケジュールを組んでみましょう。 

 

学生の皆さんなら、ゼミ、寮、バイト、サークルなどでのつながりを考えてみてくださ

い。聖霊の力に頼り、愛をもって会話をするなら、福音を分かち合う機会も与えられる

のではないでしょうか。時にはクリスチャンの友人といっしょに、出会った人に声をかけ

てみるのもよいでしょう。たとえばKGPを見せて、「聖書のポイントをまとめたこの冊子の

感想を聞かせてもらってもいいですか？」と聞いてみます。話しかけるときはドキドキす

るかもしれませんが、「いいですよ」という人は意外と多いものです。実際にそのようにし

て声をかけられ、クリスチャンとなった人も少なくありません。 

 

これらはほんの一例です。大切なことは、身近な人たちに福音を伝えることがあなた

の自然なライフワークとなることです。神に信頼し、愛を動機に、祈りと知恵をもって、こ

ちらから出て行きましょう！ 

 

 

 
42 I ヨハネ 5：14 
43 Iテモテ 2：4、IIペテロ 3：9 
44 マタイ 28：19 
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３．イエスについて語りましょう 
 

コロサイ1:28をみると、パウロはどこに行っても、耳を傾ける人たちにイエスのことを

話していたことがわかります。伝道の中心はイエス・キリストです。イエスがどのような方

であって、私たちに何をしてくれるのかを伝えることが重要です。 

 

イエスにフォーカスした会話をするために役立つのが、KGP（四つの法則）のような

伝道ツールです。福音をシンプルに分かりやすくまとめているので、このようなツール

を用いながら会話を進めるとよいでしょう。 

 

いろいろな人に福音を伝えてみると分かることですが、ある人たちの心はイエスをす

ぐに信じるよう備えられています。もともと聖書やキリスト教に興味があった、クリスチャ

ン作家が書いた本を読んだことがある、自分の罪に悩んでいたなど、さまざまな形で神

がその人たちの人生に働いておられたのです。 

 

もちろん、すぐに信じない人もいることでしょう。果物の収穫は熟した実を摘み取り、

まだ青いものはそのままにして熟する時を待ちます。伝道の収穫もそれと同じです。ま

だ心の準備ができていない人を無理やり信じ込ませようとしてはいけません。口論した

り、しつこく付きまとわないよう注意しましょう。あなたの周りにいる「時が熟している人」

を探してみましょう。イエスについて語り続けるなら、きっとそのような人が見つかるはず

です。 

 

４．結果を神に期待しましょう 
 

伝道で実を結ぶための最後の原則は、結果を神に期待するということです。単に前

向きに考えなさいということではなく、神の愛と真実さ、力と主権、そして聖書にある約

束に信頼して期待しなさいということです。 

 

「行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい」とイエスが命じたのは、イエスを信じる

人たちが世界中から起こされることを知っていたからです。イエスは信じる私たちととも

にいて、これからイエスを信じる新しい人たちのところへと導いてくださるのです。 

 

あるクリスチャンたちの間では、「現代の人々は神を求めていない」というあきらめの

態度があります。これはとんでもない誤りです。聖霊は、今の時代に生きる人々の心に

も、まことの神を求める渇きを起こしています。必要なのは、聖霊に満たされイエスの愛

を伝える人々なのです。 

 

あなたも、ここでお分かちした８つの原則を実践し、私たちとともに、人々にイエスの

愛を伝える喜びに満ちた冒険の旅をしてみませんか？ あなたの生涯に伝道の実がも

たらされることを期待しつつ、最後に、まとめとして以下のことばを贈りましょう。 

 

伝道における成功とは、聖霊の力により頼み、こちらからキリストを伝え、結果は神
におゆだねすることである45。 

 
45 Success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ in the power of the Holy 

Spirit and leaving the results to God. 
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第 6課 弟子づくり 

 

新しいクリスチャンの成長を助ける 

 
身近な人がイエス・キリストを信じることは大きな喜びです。また、新しく

生まれたクリスチャンの霊的成長を助け、その人が神の恵みの中で実を

結び成長するのを見ることは、それに勝るとも劣らない喜びです。この課

では、新しいクリスチャンの成長を助ける時の姿勢について学び、新しい

クリスチャンの成長を助ける時の備えとしましょう。 
 



62 

Sharing Life 分かち合い 
 

 

 

Bible Study 聖書の学び 
 

１．導入 
 

 新生児が成長するためにはどのような助けが必要と思いますか。も

し誰からの助けもないとしたら、その赤ちゃんはどうなるでしょう。 
 

使徒パウロはどのような心で新しいクリスチャンたちの霊的成長を助け

ていたのでしょうか？ パウロがテサロニケ地区の教会に宛てた手紙か

ら学んでみましょう。 
 

２．Iテサロニケ 2：１～13を読みましょう。 
 

観察の質問 
 

 新しいクリスチャンに関わる時のパウロたちの基本的な姿勢はどの

ようなものでしたか。（3～6節） 
 

 

 

 

 

 テサロニケの新しいクリスチャンたちにとって、パウロたちはどのよう

な点で霊的な母親のような存在になりましたか。（7～9節） 
 

 

 

 

 

 

 

 では、どのような点で霊的な父親のような存在になりましたか。（10

～12節） 
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 なぜパウロたちは絶えず神に感謝しているのでしょうか。（13節） 
 

 

 

 

 

解釈の質問 
 

 この箇所を通して教えられたことを、自分の言葉でまとめてみましょ

う。 
 

 

 

 

 

 

 

 この箇所から、神について、あるいは人間について何を学びました

か。 
 

 

 

 

 

 

 

 

適用の質問 
 

 この箇所の学びを通して、神はあなたに何を語りかけておられると

思いますか。あなた自身のあり方や行動に生かしたいことはありま

すか。 
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参考：テサロニケ教会について 
 

パウロが弟子たちと一緒にテサロニケで宣教をした時の様子が使徒の働き 17 章

に記されている。ひと月に満たない短い滞在ではあったが、そこには聖霊によって

心が備えられた人たちが大勢いて、イエスを信じる招きに応答した。福音はユダヤ

人会堂で語られたが、信じた人の多くは神を敬うギリシア人であった（１～４節）。ね

たみにかられたユダヤ人たちが町のならず者たちを集めて暴動を起こしたため、パ

ウロたちは次の町へと行かなくてはならなかった（5～10節）。 
 

これほど短期間のうちに、しかも多くの敵対者がいる中で、信者の群れが起こされ、

新しいクリスチャンの信仰の基礎を築くことができたのは普通のことではない。けれ

ども、聖霊の働きがあるのなら、時間が短くとも、また反対者がいたとしても、福音に

より新しく生まれ変わる人たちが多く起こされることもありうるのだということを心に留

めたい。また、パウロが限られた時間の中でどのように新しいクリスチャンたちに関わ

ったのか（I テサロニケ２章）を見る時に、私たちも限られた時間の中でも、精一杯、

新しいクリスチャンの成長のために尽くしてあげたいと願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenge 実践課題 
 

 次頁の「伝道とフォローアップの計画表」を見ながら、祈りつつ、心に

浮かぶ人たちの名前を書き、あなたにできる具体的な行動計画を立

ててみましょう。 
 

 

 

Article 読み物 
 

 66頁の『大宣教命令を成就するには』を読みましょう。 
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伝道とフォローアップの計画表 
 

日付：      

１．私が関わることのできる人たち 
 

 
福音を伝えたい人たち

（増加） 

イエスの弟子となってもら

いたい人たち（倍加） 

近隣の人  

 

 

 

 

学校・職場の人  

 

 

 

 

 

 

同じ教会の人  

 

 

 

 

 

家族・親戚  

 

 

 

 

その他  

 

 

 

 

 

 

２．日本の教会や福音の働きのためにできること（したいこと） 
 

 

 

３．他国の教会や福音の働きのためにできること（したいこと） 
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『大宣教命令を成就するには46』 
 

主イエスは復活されたのち、小さな群れの弟子たちを集め、人類史上最も厳かで壮

大な命令を与えました。もしこの集いがなく、この命令が与えられなかったとしたらどう

でしょう。おそらく福音は世界に広がらず、神の愛とゆるしを体験する人は、私やあな

たを含め、今日一人として存在しなかったかもしれません。 

 

マタイ 28章 18～20節にある大宣教命令は、これまで人類に与えられたどの計画に

も類を見ない最も偉大な計画です。それは歴史上最も偉大なお方によって授けられた

ものであり、最も偉大な力に関して語られており、最も偉大な約束を伴ったものです。こ

の大宣教命令に関して、分かりやすいニュース記事のように、「だれ」「なに」「なぜ」「い

つ」「どこ」「どのように」の質問に答える形で皆さんにお伝えしようと思います。 

 

イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしには天においても地において
も、すべての権威が与えられています。ですから、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。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、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。」（マタイ 28:1８-20） 
 

「だれ」  大宣教命令は誰が、誰に与えたのか 

 

大宣教命令はイエス・キリストが与えました。イエスは神のひとり子であり、「天におい

ても地においても、すべての権威が与えられている」唯一無二の存在です。イエスの

奇跡的な誕生、身代わりの死、それに新しいからだを伴う復活は、神が人となって来ら

れたことの確かな証拠でした。大宣教命令は、このイエスご自身が地上生涯の最後に

命じた、非常に重要な大命令なのです。 

 

また大宣教命令は、弟子たちをはじめ、すべてのクリスチャンに対して与えられまし

た。直接的には当時の弟子たちに与えられた命令です。しかし、「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教えなさい」とあるように、大宣教命令は弟

子から弟子に、世代から世代へと受け継がれていきます。つまり、今日のイエスを信じ

るすべてのクリスチャン、あなたにもイエスは語っているのです。 

 

「なに」  大宣教命令とは何か 

 

大宣教命令は、「あらゆる国々で弟子をつくりなさい」というイエスからの命令です47。

「弟子」という言葉には「学ぶ者」という意味があり、「イエスに学び、イエスに従う人々を

育てなさい」という命令だと理解できます。ある国でイエスの弟子たちが育つなら、今度

はその弟子たちを通してその国に福音が浸透していきます。さらに次世代の弟子たち

が育つと「弟子の倍加48」が進み、それが何世代にも及ぶことで、福音と福音に生きる

 
46 国際 CCC創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ “How You Can Help Fulfill the Great 
Commission”の日本語短縮版 
47 ギリシア語原文では、「弟子としなさい」が中心となる動詞で、この動詞に「行く」「バプテスマを授

ける」「教える」という３つの動詞がつながっている。 
48 イエスの弟子が倍加することを「霊的倍加」と言うこともある。 
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人々が広がっていくのです。 

 

あらゆる世代の人々に福音を届けるには、霊的増加（足し算的な働き）よりも、霊的

倍加（掛け算的な働き）に注目する必要があります。霊的増加とは、ある人が他の人に

次から次へと福音を伝えるだけの働きのことです。霊的倍加とは、イエスを信じたクリス

チャンを他の人たちに福音を伝えることができるよう訓練する働きのことです。霊的倍

加については後でもう少し触れますが、イエスは単に福音を伝えることを命じているの

ではなく、「イエスの弟子を育てることで福音を世界に広げよ」と命じていることを、いつ

も心にとめておきましょう。 

 

「なぜ」  なぜ大宣教命令を真剣に受け止める必要があるのか 

 

現代に生きる私たちが、なぜ大宣教命令を真剣に受け止める必要があるのでしょう

か？ 少なくとも３つの理由があります。 

 

① 「行って、弟子をつくりなさい」と命じたのがイエス・キリストだからです。 

 

私たちが生きている社会では、立場ある人からの命令は真剣に受け止められなけ

ればなりません。運動競技の監督（コーチ）は競技者にチームの目的や規律を伝えま

す。もし同意せず従わないのなら、その人はチームの一員としての役割を果たすことは

できません。会社は従業員に「これが就業規則です」と伝えます。もし従わないのなら、

その人は会社を辞めることになるでしょう。 

 

私たちクリスチャンに「行って、弟子をつくりなさい」と命令されたのは、教会のかしら

である49、生ける神の子キリストです。そのことを思うだけでも、あなたが大宣教命令を

自分のこととして真剣に受け止める十分な理由になるのではないでしょうか。 

 

② 人々はキリストなしでは失われているからです。 

 

イエスは、「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなけ

れば、だれも父のみもとに行くことはできません50」と言われました。これは心が狭い考

え方に聞こえるかもしれません。しかし、神は罪びとである私たちに真実を告げられた

のです。聖霊に満たされたペテロは大胆にこう叫びました。 「この方（イエス）以外に

は、だれによっても救いはありません。天の下でこの御名のほかに、私たちが救われる

べき名は人間に与えられていないからです51」 

 

③ 聖霊が至る所で、人々の心の中に神への渇きを起こしているからです。 

 

あるホテルで会った荷物運びのスタッフのことをお話ししましょう。彼は元気がなく、

「荷物運びなんて、まったくつまらない仕事ですよ。みんな僕のことを見下しているので

すから」と言ってため息をつきました。私は腕を彼の肩にまわしてこう言いました。「あな

たは神に愛されているし、私はあなたの仕事を尊敬しますよ。神の目から見れば、あな

 
49 エペソ 1:22 
50 ヨハネ 14:6 
51 使徒 4:12 
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たはホテルの経営者に劣らず重要な存在なのですよ」 

 

聖霊が彼の心を整えていたので、福音を聞くとすぐに、彼はイエスを罪からの救い

主として受け入れました。これはほんの一例にすぎませんが、神に渇き、イエスを受け

入れるよう整えられている人たちは、現代でも世界の至る所で起こされているのです。

あなたの身近なところでも、そのような人たちが福音を待っていることでしょう。 

 

「いつ」  大宣教命令は、いつ成就されるのか 

 

大宣教命令は神のご計画であって、いつ、どのような形で成就するのかは、全知全

能の神だけがご存知です。けれども、神は人を愛し、ひとりとして滅びることを望んでい

ないのですから52、どの時代であっても、その世代のすべての人たちに福音を届けるこ

とは神の願いである、と理解することができます。 

 

現代は、訓練されたクリスチャンの働きを通して福音を聞く人もいれば、文書やイン

ターネットなどの媒体を通して福音に触れる人もいます。けれども、少数民族を含むあ

らゆる国民（くにたみ）の中に、その国を福音で満たすのに十分な数の弟子が起こされ

るまでは、大宣教命令は成就されないままです。ですから、私たちは霊的増加よりも霊

的倍加にもっと関心を持つべきなのです。 

 

大宣教命令が成就するとは、私たちの世代のすべての人が福音に応答するという

意味ではありません。福音を聞くことを頑なに拒む人もいるでしょうし、精神的、身体上

の理由で福音を聞けない人もいるからです。成就するとは、私たちが祈りをこめ、知恵

を尽くし、あらゆる機会を用いて、生きているすべての人に福音を提示し、結果を神に

おゆだねすることを意味しています。また、福音を聞く大多数が信じるようになるという

意味ではなく、少なくとも一度は聞いて信じるチャンスが与えられるという意味なので

す。 

 

キャンパス・クルセードは、世界中の諸教会や諸団体と協力し、どの世代であっても、

大宣教命令の成就に向けて最善を尽くしたいと願っています。私たちの世代に大宣

教命令が成就されることを願うのならば、あなたも今、行動の時ではないでしょうか。 

 

「どこ」  大宣教命令の成就に向けて、どこで貢献する必要があるのか 

 

大宣教命令の範囲は全世界です。範囲が広すぎると思うかもしれませんが、主イエ

スはこのことに関して、現実的な指針を一世紀の弟子たちに与えられました。 

 

しかし、聖霊があなたがたの上に臨むとき、あなたがたは力を受けます。そして、エル
サレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、わたしの証人となります。 

（使徒１:８） 
 

イエスは「エルサレム」「ユダヤとサマリアの全土」「地の果て」という３つの地理的な

領域を弟子たちに示しました。現代の私たちに置き換えてみると、「エルサレム」とは私

たちの家庭、近隣、大学、職場などのことです。「ユダヤとサマリア全土」とは私たちの

 
52 ヨハネ 3:16、IIペテロ 3:9など 
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地域社会、都道府県、国のことです。「地の果て」とは自国を超えた世界のことです。 

 

私たちは日々の身近な生活の中で神の愛を伝えることができますし、住んでいる地

域や国の中で福音のために労することもできるでしょう。また、世界のためには祈りや

献金を捧げたり、あるいは福音宣教の働き手として実際に行くこともできるでしょう。こ

のようにして、あなたも全世界での大宣教命令の成就に向けて貢献することができるの

です。 

 

「どのように」  大宣教命令はどのようにして成就されるのか 

 

「大宣教命令の成就に向けて貢献したいけれど、具体的にはどのようなことから始め

たらいいのだろうか？」 目標があっても計画と行動がなければただの夢です。目標に

計画と行動が加わるのなら夢は実現へと向かいます。何百万人ものクリスチャンが個

人とチームで、聖書に調和する戦略を展開することで、この世代における大宣教命令

は成就に向かうのです。 

 

第２テモテ２章２節で、パウロは弟子のテモテに「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」と教えました。

この教えは「霊的倍加」と言われるもので、キャンパス・クルセードではそれぞれの国と

地域で霊的倍加ムーブメントが起きることを祈り求めて活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは特に大学生のような若者たちの可能性に注目しています。これまでも世界

中で霊的倍加ムーブメントの鍵となるリーダーたちが起こされ、大学キャンパスで、教

会で、卒業後もそれぞれの職場や環境で、福音のため神に豊かに用いられてきました。

日本でも、日本中の大学キャンパスからそのような鍵となる霊的リーダーたちがたくさ

ん起こされ、日本が福音で満ちるため豊かに用いられるようになると信じています。

Student Impact（SI）53はそのお手伝いをするために存在しています。 

 

 
53 日本キャンパス・クルセード・フォー・クライストの大学生部門のこと 
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最後に伝道・弟子づくりの具体的な戦略を立てることに関してお分かちしたいと思い

ます。具体的な戦略とは、大宣教命令のために、あなたが祈りつつ、慎重に立てる行

動計画のことです。あなたが誰かに福音を伝え（伝道）、その人がキリストを信じるなら

ば、それは霊的に増加したことになります。あなたが新しいクリスチャンをイエスの弟子

として育て、その人が他の人に福音を伝えるようになり、同じように新しいクリスチャンを

イエスの弟子として育てるようになったとします（弟子づくり）。これは霊的に倍加したこ

とになります。このような伝道と弟子づくりの連鎖が起きるため、誰のために、何ができ

るのかをあなた自身が計画し、主に信頼しつつ実行に移すのです。 

 

あなた自身の行動計画を立てるにあたり、いくつかの提案があります。 

 

① あなたの心の王座（中心）には誰が座っていますか？ イエスでしょうか、それとも

自我でしょうか。まずは自分の心をイエスに明け渡し、聖霊に満たされていることを確

認してください。（ローマ 12:1～2） 

 

② 神の知恵と導きを祈り求めましょう。（ヤコブ 1:5～6） 

 

③ 心に浮かぶ人たちの名前を紙に書き出し、それぞれに対し、どのように関わり、何

をしたらよいのかを考えてみましょう。65頁にある「伝道とフォローアップの計画表」を参

考に書き出してみてもよいでしょう。 

 

④ 行動計画を実現するために学べることは何でも積極的に学びましょう。キャンパス・

クルセードの訓練会や教材は、あなたの伝道・弟子づくりが実を結ぶため、よい助けと

なるでしょう。 

 

⑤ 福音を積極的に伝えましょう。どのような場合でも、愛を持ってこちらからイエスを

紹介する姿勢を忘れないでください。 

 

 

あなたは、イエスからの厳粛で壮大な呼びかけにどのように応答しますか？ 以下の

祈りがあなたの心を表しているのなら、今、信仰を持って祈りを捧げましょう。 

 

愛する天のお父さま、私は今、私自身をあなたにおささげします。どうぞ御心の

ままに、私を用いて下さい。あなたに仕える者として下さい。あらゆる所にいる、ど

んな人に対しても、キリストの愛とゆるしのメッセ―ジを伝えるため、私を用いてく

ださい。私をきよめ、力を与え、導きと霊的な知恵を与え、あなたの御名に最高の

誉れと栄光を帰する働きを行わせてください。この世代に大宣教命令が成就する

ため、私も聖霊さまの力によって、最善を尽くすことができますように。主イエス・キ

リストの御名によってお祈りいたします。ア―メン 
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まとめ 

 

実を結ぶ生涯を歩むために 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしはぶどうの木、あなたがたは枝です。 
人がわたしにとどまり、わたしもその人にとどまっているなら、 

その人は多くの実を結びます。 
わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないのです。  

（イエスから弟子たちへのことば、ヨハネ 15:5） 
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「ご搭乗の皆さま、当機はまもなく、目的の空港に着陸いたします。」 

皆さんと一緒に旅をしてきた『新しい人生のはじまり』と『実を結ぶわたし』

の旅路も、ひとまず目的地に到着しようとしています。あとがきに代えて、こ

こでは今までの旅路を振り返り、今後の実を結ぶための歩みについて一

緒に考え、祈っていきましょう。 

 

 

『新しい人生のはじまり』では、以下のことを学びました。 

 

⚫ 第１課では、救いの根拠が聖書の約束であることを学びました。 

⚫ 第２課では、罪に陥ったときはすぐに「霊的呼吸」を実践する重要性に

ついて学びました。霊的に息を吐くとは、自分の罪を認め、イエスの十

字架に感謝し、罪から神へ方向転換することでした。霊的に息を吸うと

は、心の王座をイエスに明け渡し、聖霊に満たされることでした。 

⚫ 第３課では聖霊について、また、「どのように聖霊に満たされることがで

きるのか」について学びました。 

⚫ 第４課では、「祈り」、「聖書」、「証し」、「交わり」が、クリスチャンの成長

の４要素であることを概観しました。ぜひ毎日の生活で、この４要素を

バランスよく実践してください。第５課以降は、この４要素を一つひとつ

学びました。 

 

 
 

⚫ 第５課では、効果的な祈りについて、ACTS の祈りを実際に祈りながら

学びました。 

⚫ 第６課では、聖書の読み方（観察、解釈、適用）について学びました。 
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続く本書『実を結ぶわたし』では以下の内容を学びました。 

 

⚫ 第１課では、成長の４要素の３番目、「証し」について学びました。自分

の救いのストーリーを３つのポイントでまとめ、分かち合う練習をしまし

た。 

⚫ 第２課では、証しの動機でもある、真実な愛で人を愛することを学びま

した。 

⚫ 第３課では、成長の４要素の４番目、「交わり」を継続するために、神の

共同体につながることの重要性を学びました。クリスチャンの旅路は天

国まで続きます。ぜひ生涯に渡り、クリスチャン同士の交わりを大切に

してください。教会にも積極的につながりましょう。 

⚫ 第４課では、なぜ福音を伝えるのかについて学びました。また、個人

伝道の一つの方法として、KGPの基本的な使い方を練習しました。 

⚫ 第５課では、福音が実を結び成長する秘訣は何かについて学びまし

た。クリスチャンは個人でも共同体でも「神の恵み」を体験し続ける必

要があります。その上で成長の４要素をバランスよく日々の生活で実

践するのなら、福音はこの世界に実を結び広がり続けることでしょう。 

⚫ 第６課では、自分自身の成長とともに、他のクリスチャンの成長を助け

ること-弟子づくりを始める-ことについて一緒に学び、考えました。 

 
 

これら二つの教材は、あなたの中に、そして、あなたとあなたが集う共同体

を通して、神の願う豊かな実が結ばれることを願って作成されたものです。

ですから、学びはこれで終わりではなく、ここで学んだことをあなたがこれ

からの人生でどのように活かしていくのかが重要となります。 

 

ぜひ、次のページにあるいくつかの質問を自分自身に問い掛けてみてく

ださい。十分に時間を取り、学んだことを思い起こしながら、自分自身の心

を見つめ、考えてみてください。 
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神の願う「実」とはどのようなものでしたか？あなたの中に、あなたを通して
そのような実を結ぶために必要不可欠なことは何でしたか？ 
 

 

 

 

 

二つの教材を学ぶ中で、どのような変化、あるいは変化のきざしが、あな
たの中に生まれ育っていると思いますか？ 
 

 

 

 

 

今後も実を結ぶ生涯を歩むために、あなたにできることは何でしょうか？ 
 

・ 自分自身のために何ができるでしょうか。 

 

 

 

・ 周りのクリスチャンのために何ができるでしょうか。 

 

 

 

・ まだイエスを信じていない人たちのために何ができるでしょうか。 

 

 

 

 

書き出した内容を信仰の友人たちと分かち合い、一緒に祈る時間をもって

みてください。 

 

あなたと神との関係が豊かに祝福され、神に深く愛されている「あなた」と

いう存在を通して、神の願う実がこの世界に豊かに結ばれることを、私た

ちは心から願い、お祈りしています。 

 

ぜひ、『新しい人生のはじまり』や『実を結ぶわたし』を用いて、新しいクリス

チャンの成長を助けてあげてください！ 
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【参考】倍加弟子を育成するための道筋54 

 
参考までに、２０２１年現在、CCC の大学生ミニストリー（Student Impact）で用いている、

実を結ぶキリストの弟子を育成するための全体像をまとめたチャートをご紹介します。 

 

 

 出発点 体験 教材・訓練 

１．友だち関係 

 福音に興味がある

未信者 

 成長したいと願うク

リスチャン 

 信頼でき、安心で

きるクリスチャンた

ちとの出会い 

 神の愛に感動 

 聖書のことば 

 愛され、受け入れ

られる関係 

 KGP（四つの法則） 
 GoｄTools（アプリ） 

 Web読み物

StudentinJapan.com 

↓ 

２．成長する弟子 
 キリストに従う決心 

 フォローアップ教

材を学び始める 

 ディボーション 

 恵み 

 伝道 

 共に成長する仲間 

 『新しい人生のはじ
まり』 

 訓練クラス１、２ 

 Web読み物

Kamitohajimeyo.com 

↓           「鍵となる弟子」へのチャレンジ 

３．鍵となる弟子 
 大宣教命令の心 

 積極的に証する弟

子 

 ビジョンをつかむ 

 自発的に行動する 

 宣教旅行（国内外

へ） 

 忠実、学び、行動

する祝福 

 証や伝道において

模範となる 

 『実を結ぶわたし』 
 訓練クラス３ 

↓ 

４．倍加弟子 

 次の弟子を育てた

いと願う 

 キリストの弟子を積

極的に育てている 

 ビジョンを伝える 

 育てる喜び 

 キリストの品性 

 御霊の実 

 弟子が次の弟子を

育てる 

 訓練クラス４ 

↓ 

５．生涯倍加する

弟子 

 それぞれが遣わさ

れた場所で 

 イエスにつながり、

神の願う実を生み

出していく。 

  

 

 
54 「倍加」については 69頁参照。 
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Knowing God Personally 
― 聖書のエッセンス － 

【P.2-3】 

信頼、勇気、希望・・・愛。  

価値あるものほど目には見えないものです。 

目には見えないものの一つに「神」があります。 

聖書では、この神と私たちとの関係について教えています。 

 

「はじめに神が天と地を創造された。」（創世記 1：1） 

 

【P.4-5】 

１．神の愛 

神は私たちを造り、私たちを愛しています。 

 

神が私たちを造りました。 

「神は人をご自身のかたちとして創造された。神のかたちとして人を創

造し、男と女に彼らを創造された。」 創世記 1：27 

 

神は私たちを愛しています。 

「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛してい

る。」 イザヤ 43：4 

 

それではなぜ私たちはこの神を知らないでいるのでしょうか？ 

 

【P.6-7】 

２．私たちの状態 

人には罪があり、神との間に深い断絶ができています。  

そのため、人は神を知ることができなくなっているのです。 

 

私たちは罪の状態にあります。 

「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、」   

ローマ 3:23 

 

人は本来、神との親しい関係の中に生きるものとして創造されましたが、

神に背を向け、自分中心の歩みをするようになりました。その結果、み

ずからの価値や人生の意味がわからなくなり、多くの問題を抱えるように

なりました。人が神から離れている状態を、聖書では「罪（的外れ）」と呼

んでいます。 
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私たちと神とは断絶状態にあります。 

「罪の報酬は死（神との断絶）です。」  ローマ 6:23 

 

この図は、きよい神と罪ある人間との関係を

描いたものです。両者の間には、 越すこと

のできない断絶があります。善行、哲学、宗

教といった人間的な努力を積み重ねても、

この断絶をうめることはできません。 

 

それでは、この断絶に橋渡しする方法はないのでしょうか？ 

 

【P.8-9】 

３．神からの応答 

人を罪から救うため、神は人となって来られました。 

それがイエス・キリストです。  

私たちはイエスによって神を知り  

神の愛を体験することができるようになります 

 

イエスは私たちの身代わりとして死なれました。 

「しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死な

れたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておら

れます。」 ローマ 5：8 

 

イエスは死からよみがえられました。 

「私があなたがたに最も大切なこととして伝えたのは…キリストは…私た

ちの罪のために死なれたこと…三日目によみがえられたこと…」   

Ⅰコリント 15：3〜4 

 

イエスは神への唯一の道です。 

「わたし（イエス）が道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通し

てでなければ、だれも父のみもとに行くことはできません。」 ヨハネ 14：6 

 

この図は、先ほどの断絶に、神がどのよ

うに橋渡しをしてくれたかを説明してい

ます。イエスの身代わりの死と復活によ

って、私たちの罪のつぐないがなされ、

死（神との断絶）の問題が解決されまし

た。神が、身をもってご自身の愛を示し

てくださったのです。  
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この出来事をただストーリーとして知るだけでは十分ではありません・・・ 

 

【P.10】 

４．私たちの応答 

あなたもイエス・キリストを受け入れることによって、  

神を知り神の愛を体験することができるようになります。 

 

【P.11】 

イエスを受け入れるとは、イエスを信頼するということです。  

「この恵みのゆえに、あなたがたは信仰（信頼）によって救われたのです。

それはあなたがたから出たことではなく、神からの賜物（プレゼント）です。

行いによるのではありません。だれも誇ることのないためです。」  

エペソ 2:8〜9  

 

私たちはイエスを個人的に信頼する必要があります。  

「しかし、この方（イエス）を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた

人々には、神の子どもとなる特権をお与えになった。」 ヨハネ 1：12 

 

 

次の図は、聖書が示す二つの人生を表しています。 

 

 
 
この二つのうち、あなたの今の状態を最もよく表しているのはどちらでしょうか？ 

もし選ぶなら、あなたの人生としてどちらがよいと思いますか？ 

 

イエスを受け入れるには、次のようにします。 

 

【P.12】 

あなたも今、信頼して神に話すことによって、イエスを受け入れることがで

きます。（神に話すとは、祈るということです。） 

神は、あなたの心を見ておられます。どんな言葉で祈るかよりも、どのよ

うな心で求めるのかが大切です。例えば、次のような祈りで、イエスを受

け入れることができます。 
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「神さま、私はあなたに造られ、愛されていることを聞きました。私の罪を

ゆるすために、罪のないイエスさまが代わりに死に、よみがえられたこと

を感謝します。今、あなたに信頼します。どうぞあなたとの新しい関係の

中で、私の人生を共に歩んでください」 

 

これは、あなたの心を表していますか？ 
もしそうなら、今、祈りましょう。  

あなたもイエスを通して神との新しい関係を始めることができます。 

 

【P.13】 

神との新しい関係が始まったことを、どうしたら確信できるのでしょうか？ 

あなたは先ほどの祈りを心からしましたか？もしそうなら、あなたもイエス

を通して神との新しい関係が始まったのです。それはあなたが神の言葉

に信頼したからです。 

 

イエスを信頼した人々に、 聖書は永遠のいのちを約束しています。 

「その証しとは、神が私たちに永遠のいのちを与えてくださったということ、

そして、そのいのちが御子（イエス）のうちにあるということです。御子を

持つ者はいのちを持っており…」 （Ⅰヨハネ 5:11〜12） 

 

イエスがあなたの人生をともに歩んでくださること、そして、イエスがあなた

を見捨てることは決してないことを感謝しましょう（ヘブル 13:5）。イエスに

信頼した瞬間から、神の子どもとしての新しい人生が始まり、あなたに永

遠のいのちが与えられました。神が約束してくださったのです。そして、神

があなたを裏切ることは決してありません。 

 

大切な次のことも心に留めてください 

 

【P.14】 

感情に頼ってはいけません。 

神との関係の基盤にあるのは、神のことば（聖書）です。自分の感情で

はありません。感情は大切なものですが、浮き沈みがあるものだからです。

飛行機のたとえを心に留めましょう。飛行機に乗っ

て旅をするには、乗る飛行機とパイロットへの信頼

が必要です。たとえ高所恐怖症であっても、安全な

飛行機に乗りさえすれば、あなたの気分にかかわら

ず、飛行機はあなたを目的地まで連れて行ってく

れることでしょう。 

 

 これと同じように、イエスを信じた後も、自分の様々な感情にかかわらず、 
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日々、神ご自身と神のことばに信頼を置いて歩むことを学びましょう。 

 

【P.15】 

イエスを信頼したあなたは、今… 

自分の意志で、イエスを信頼した瞬間に、下記のことを含め、多くのこと

が起こりました。  

 

⚫ あなたの心の中にイエスが来てくださいました。  コロサイ 1：27 

⚫ あなたのすべての罪がゆるされました。 コロサイ 2：13 

⚫ あなたは神の愛する子どもとされました。 ヨハネ 1：12 

⚫ あなたに永遠のいのちが与えられました。 ヨハネ 5：24 

⚫ あなたはまったく新しい人生をスタートさせました。 Ⅱコリント 5：17 

 

これらの贈り物を神に感謝しましょう。 

神に感謝することで、あなたは神に信頼していることを具体的に表現する

ことができるのです。 

 

                 新しく始まった人生を十分に楽しむために… 

 

【P.16】 

クリスチャンの成長に向けて 

クリスチャンの成長は、イエス・キリストに信頼するところから始まります。

その信頼を土台に以下のことを続けてみましょう。 

 

○せ  聖書を読んでみること。             ローマ10：17 

 

○い  祈ってみること。                 ヨハネ15：7 

 

○ち  小さなことでも神に従うこと。          ヨハネ14：21 

 

○よ  喜んで神の愛を他の人にも紹介すること。 マタイ28：18～20 

 

○う  うまくいかない時でも神にゆだねること。   第一ペテロ 5：7 
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【P.17】 

聖書の世界を映像で 

映画『ジーザス』は新約聖書『ルカの福音書』を映像化したものです。製

作には 200 人もの聖書学者・考古学者が参加。歴史的・聖書的な確か

さを追求しました。自分で聖書を読むとき、当時の情景が活き活きと思

い浮かぶことでしょう。 

無料視聴は以下のサイトから。 

http://www.studentimpact.jp/jesus 

 

【P.18】 

健全な教会における交わり 

聖書は、私たちに「…集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう」

と勧めています。（ヘブル10 ：25 ） 

 

例えば、薪は何本も一緒にしておけばよく燃えますが、一本だけで置か

れるのならば、すぐに消えてしまいます。他のクリスチャンたちとの関係

でも同じことが言えます。   

 

もし今、教会に行っておられないのでしたら、聖書を神のことばと信じ、

イエス･キリストを心から愛し礼拝する近くの教会をお訪ねください。 

今週から始め、定期的に出席するようにしましょう。 

 

【P.19】 

いっしょに聖書を学びませんか？ 

聖書は世界のベストセラー。世界中の言語に翻訳され、文化、年齢、性

別、社会的立場の壁を越え、多くの人々に影響を与えてきました。日本

の教育界、国際化に貢献した内村鑑三、新渡戸稲造、新島譲も聖書の

影響を受けた代表的な日本人です。聖書は、現代に生きる私たちの心

にも安らぎと力を与えてくれます。 

 

いっしょに聖書を学んでみませんか。 

http://www.studentimpact.jp/  
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解答例 

 

第 1課  証し： 救いの証を準備する 
 

導入 

 

 イエスを信じる前の自分を振り返り、今の自分と比較してみましょう。何か気づ

かされる変化はありますか。 

例： 生活の中で神の存在を意識するようになった。罪に敏感になった。罪が赦された

安心感、ありのままの自分が受け入れられている感謝、など。 

 

使徒 26:2～23を読みましょう。 

 

観察の質問 

 

 若い時、イエスに出会う前の自分について、パウロはどのようなことを分かち

合っていますか。（4～5、9～11節） 

先祖からの宗教に熱心だった（厳格なユダヤ教徒、パリサイ人）。 

イエスについて強く反対する立場。クリスチャンの迫害に賛成し、実際に迫害にも加

わった。 

クリスチャンに対して激しい怒りを持ち、しつこく迫害しようと追いかけていた。 

 

 どのような出来事がきっかけとなって、パウロはイエスを信じるようになりました

か。（12～18節） 

ダマスコ途上での不思議な体験。まぶしい光の中で、イエスご自身から「サウロ、サ

ウロ、なぜ私を迫害するのか」と問いかけられた。イエスから（先祖の宗教ではなく）

自分の足で立つよう言われた。また、「あなたを救い出し、この世界の人々に福音を

伝える存在となる」とも告げられた。この出来事がきっかけとなって、パウロ（サウロ）

はイエスを信じるようになった。 

 

 イエスを信じた後、どのような人に変えられたとパウロは分かち合っています

か。（19～20節） 

（先祖の教えではなく）神からの御声に従って生きるようになった。 

至る所で、人々に悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい（良い）行いをす

るようにと伝える人となった。 

 

 

 

 

第 2課  愛: 真実の愛で愛する人となる 
 

導入 

 

I コリント 13:1～8aを読みましょう。 
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観察の質問  

 

 パウロはクリスチャンのあり方や行いの動機に必要不可欠なことは何であると

強調していますか。（1～3節） 

愛 

 

 4～7 節に書かれている愛の特徴を見ながら、愛とは何で、愛とは何ではない

のかを整理してみましょう。 

 

愛とは何か 愛とは何でないか 

（例） 

・ 寛容 

・ 親切 

・ 真理を喜ぶ 

・ すべてを耐える 

・ すべてを信じる 

・ すべてを望む 

・ すべてを忍ぶ 

（例） 

・ ねたむ 

・ 自慢する 

・ 高慢になる 

・ 礼儀に反することをする 

・ 自分の利益を求める 

・ いらだつ 

・ 人のした悪を心に留める 

・ 不正を喜ぶ 

 

 真実の愛はなくなってしまうものでしょうか。（8a節） 

決してなくならない 

 

 このような愛はどこから来るのでしょうか。（I ヨハネ 4：7） 

神から 

 

 

 

第 3課  教会： 神の共同体につながる 
 

導入 

 

使徒 2:40～47を読みましょう。 

 

観察の質問 

 

 新しく誕生した教会が大切にしていた４つのことは何ですか。（42節） 

１）使徒たちの教えを守る 

２）交わりを持つ 

３）パンを裂く 

４）祈りをする 
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 最初のクリスチャン共同体は神に対してどのような態度を持っていましたか。

（43節、47節） 

恐れ（健全な意味での） 

賛美 

 最初のクリスチャン共同体はお互いに対してどのような態度を持っていました

か。（45節） 

お互いへの愛。現実的な必要のため助けようとしていた（当時は貧しい人

が多く、日々の食料などの助けが必要だった） 

 

 最初のクリスチャン共同体は、どのような形で外部の人たちにインパクトを与え

ていましたか。（47節） 

好意を持たれていた 

毎日、イエスを信じる人たちが加わっていった 

 

 

第 4課  伝道： なぜ福音を伝えるのか 
 

導入 

 

クリスチャンが福音を伝える理由を、いくつかの聖書箇所から学びましょう。 

 

観察の質問  

 

 イエス・キリストを知らずに生きている人を、神さまはどのようにご覧になってい

ますか。（ルカ 19：10、マタイ 9：36） 

失われた者（イエスは彼らをご自身に導くためにこの世界に来られた） 

深いあわれみ（羊飼いのいない羊の群れのよう） 

 

 イエスを信じる人が起こされることと、福音を伝えることにはどのような関係があ

りますか。（ローマ 10：14） 

誰かが福音を伝えないのなら、人はイエスを信じることができない。 

 

 神はクリスチャンにどのような務めを与えていますか。この世界の人たちの救

いのために何をゆだねたのでしょう。（II コリント 5：18～19） 

和解の務め。 

和解のことば（福音）をゆだねた。 

 

 

 

第 5課  恵み： 福音が実を結び成長するために 
 

導入 

 

 知識はあっても、体験として理解していないことにはどのようなことがあります

か。 
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食べたことのないケーキの味、宇宙旅行、やったことのない有名なゲーム

… 

 

コロサイ 1:3～8を読みましょう。 

 

観察の質問 

  

 パウロはコロサイのクリスチャンたちのどのような様子を聞いて神に感謝してい

ますか。（3、4節） 

イエスへの信仰 

他のクリスチャンたちへの愛 

 

 彼らが「天に蓄えられている望み」を抱いて生きるようになったのは何を聞い

たことがきっかけでしょうか。（5節） 

福音の真理の言葉 

 

 

 福音が彼らの間で実を結び成長したのは、何が起きたからだとパウロは強調

していますか。（６節） 

「神の恵み」を聞いて「本当に理解した」こと 

 

 

質問 1） 「神の恵み」とはどのようなものでしたか。 

 

神は罪びとである私たちに対して、「恵み」という「決して変わることがない態度」を

示してくださいます。神が罪びとである私たちに「恵み」を示してくださるので、私た

ちクリスチャンは罪から救われ、今この瞬間も救われているのです。（エペソ 2:4、5、

8、9、ローマ 5:8参照） 

 

質問 2） 神の恵みを「本当に理解する」とはどういう意味でしょう。  

 

「理解する」とは「はっきりと分かる」ことで、頭と心の両方を含む体験を意味します。

神の恵みを頭で理解するとともに、心でも毎日体験するような取り組みが私たちには

必要です。けれども、私たちは感情や様々な価値観（家庭、教育、社会システムの

中で自然と身に付けてきたもの）に深く影響されています。ですから、神の恵みを本

当に理解するには、神の恵みの中を生きている他のクリスチャンからの励ましと助け

が必要不可欠なのです。 

 

 

 エパフラスというクリスチャンは、コロサイのクリスチャンたちが実を結び成長す

るため、どのような助けをしたと考えられますか。（7、8節） 

福音に込められた「神の恵み」を頭で理解するだけでなく、それぞれの体験として

心ではっきりと分かるような関わり、励まし、助けをしていたと考えられる。 
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第 6課  弟子づくり： 新しいクリスチャンの成長を助ける 
 

導入 

 

 新生児が成長するためにはどのような助けが必要と思いますか。もし誰からの

助けもないとしたら、その赤ちゃんはどうなるでしょう。 

 

 

Iテサロニケ 2：1～13を読みましょう。 

 

観察の質問 

 

 新しいクリスチャンに関わる時のパウロたちの基本的な姿勢はどのようなもの

でしたか。（3～6節） 

不純な心や、人からの栄誉や報酬を求めて関わることをしない。 

神の前で心からの誠意をもって関わる。 

 

 テサロニケの新しいクリスチャンたちにとって、パウロたちはどのような点で霊

的な母親のような存在になりましたか。（7～9節） 

いとおしく思う。 

喜んで与える心（時間や様々な労苦、恵みを示し続ける） 

 

 では、どのような点で霊的な父親のような存在になりましたか。（10～12節） 

生きる模範（自身も神の恵みの中を歩む者として、仮面をかぶらず正直に生

きる） 

神の子としてふさわしく歩むよう、勧め、励まし、厳かに命じる。 

 

 なぜパウロたちは絶えず神に感謝しているのでしょうか。（13節） 

新しいクリスチャンたちが福音（あるいは聖書の言葉）を人からのものではな

く、事実そのとおりに「神からのもの」として受け入れたから。 
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世界 広げない？ 
つながる・みつかる・はばたく 

 

 

 

Student Impact (SI) とは 

日本キャンパス・クルセード・フォー・クライストの大学生部門の名称

です。この教材は SI の教材開発チームを中心に作成されました。 

大学生がイエス・キリストを知り、みんなで学び、世界規模の使命が

みつかるようにお手伝いする、温かなコミュニティです。 

全国の大学生の皆さん、私たちとつながりませんか？ 

 

https://www.studentimpact.jp/ 
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実を結ぶわたし 
- パイロット版（非売品） - 
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