next steps
for the Christian life

クリスチャンの人生のネクスト・ステップ
ステップ２
愛

Step 2
Love

ネクスト・ステップは、クリスチャン
との交わりの中で、私たちがキリスト
の弟子として成長するための学びです。
それぞれの学びは「神のことば」と「神
の使命」の２つのセクションに分れて
います。

Next Steps are designed to help
us grow as Christians, in the
context of Christian community,
by focusing on two categories:
obeying God’s Word and doing
God’s Mission.

神のことば
分かち合いましょう：
d

前回はキリストの弟子になること
について学びました。そのときに
学んだ神のことばに従うことが
出来たでしょうか。少し時間を
取って、正直に分かち合ってみま
しょう。

クリスチャンの人生をひと言で表すと
したら、それは愛です。「神は、実に、
そのひとり子をお与えになったほどに、
世を愛されました」（ヨハネの福音書
３章１６節）。旧約聖書では、神は何
度も、ご自分が恵みに富んでいるお方
だと宣言されました（出エジプト記３
４章６節）。そして新約聖書には、神
は愛です、と書かれています（ヨハネ
の手紙第一４章８節）。

神がご自分の民に与えられた命令を、
イエスは次のようにまとめられました。

God’s Word
Share
Take a few minutes to
d
honestly share what it has
been like as you have tried to
obey what you learned from
God’s Word last time when we
talked about discipleship.
The simplest way to summarize
the life of a Christian is this: love.
Because God loved the world so
much, he sent his Son to save it
(John 3:16). In the Old Testament,
God reveals himself again and
again saying he is a God
abounding in steadfast love
(Exodus 34:6). And in the New
Testament it says that God himself
is love (1 John 4:8).
This is how Jesus summarized all
the commandments God gave to
his people:

マルコによる福音書１２章２８〜３１節

Mark 12:28-31
b 律法学者がひとり来て、その議論 b And one of the scribes came
を聞いていたが、イエスがみごと
up and heard them disputing
に答えられたのを知って、イエス
with one another, and seeing
に尋ねた。「すべての命令の中で、
that he answered them well,
どれが一番たいせつですか。」イ
asked him, “Which
エスは答えられた。「一番たいせ
commandment is the most
つなのはこれです。『イスラエル
important of all?” Jesus
よ。聞け。われらの神である主は、
answered, “The most
唯一の主である。心を尽くし、思
important is, ‘Hear, O Israel:
いを尽くし、知性を尽くし、力を
The Lord our God, the Lord is
尽くして、あなたの神である主を
one. And you shall love the
愛せよ。』次にはこれです。『あ
Lord your God with all your
なたの隣人をあなた自身のように
heart and with all your soul
愛せよ。』この二つより大事な命
and with all your mind and
令は、ほかにありません。」
with all your strength.’ The
second is this: ‘You shall love
your neighbor as yourself.’
There is no other
commandment greater than
these.”
神を愛し、人を愛すること。この２つ
の命令はクリスチャンの人生そのもの
であり、その人生の全ての側面におい
て土台となります。例えば、私たちは
神を愛しているからこそ、神を礼拝し、
聖書を読み、罪を悔い改め、献金を捧
げるのです。私たちが神を愛し人を愛
しているからこそ、人を赦し、励まし、
助け、そして福音を分かち合うのです。
私たちはクリスチャンとして、この２
つの目標を掲げて生きようとしていま
す。この２つの命令は、神の使命を行
うこと、そして神のことばに従うこと
の土台であり、ネクスト・ステップの
各レッスンの骨組みとなっています。

Love God; love people. These
two commands summarize the
Christian life and are the
foundation for every other aspect
of the Christian life. For example,
we worship God, read the Bible,
repent of sin, and give offering
out of our love for God. We
forgive, encourage, help, and
share the gospel with others
because we love God and others.
As Christians, we try to live
everyday with these two goals in
mind. These two commands are
the foundation of doing God’s
Mission and obeying God’s Word,
and they shape the structure of
each lesson in Next Steps.

神を愛する

LOVE GOD

私たちはどのように神を愛するべきで
しょうか？イエスは先に読んだ聖書箇
所で、このように答えられました。「心
を尽くし、思いを尽くし、知恵を尽く
し、力を尽くして、主を愛せよ。」で
は、これらをひとつずつ見てみましょ
う。

How should we love God? Jesus
gave us the answer in the passage
above: with all our heart, soul,
mind, and strength. Let’s look at
each of these.

心を尽くして
心を尽くして神を愛するとは、神の他
に何も望まないこと（詩篇７３篇２５
節）、そして神を第一に求めることで
す（マタイの福音書６章３３節）。神
をあなたの心の最も尊い宝とし（マタ
イの福音書６章２０〜２１節、１３章
４４節）、神との関係を、あなたの人
生の中で最も親密で大切な関係としま
しょう。実践的な方法としては、祈り、
聖書を読み、神を讃える時間を日々の
生活に取り入れ、神との充実した時間
を持つようにすることです（ネクスト・
ステップ２、３、４を参照）。人と充
実した時間を多く持てば、より親密な
関係が育まれるように、神との充実し
た時間は神への愛を強め、その愛を表
現することに繋がります。

With Our Heart
Love God with your heart by
desiring him more than anything
else (Psalm 73:25) and seeking
him first (Matthew 6:33). Make
God the greatest treasure in your
heart (Matthew 6:20-21 &
Matthew 13:44). Make
your
relationship with him the most
intimate and most important
relationship in your life. A
practical way we can do this is to
spend quality time with God by
regularly praying, reading the
Bible, and worshipping God (see
Next Steps 2, 3, & 4). Like a lot of
quality time with a person will
foster a deep and intimate
relationship, so quality time spent
with God will both increase and
express our love for him.

思いを尽くして
あなたの願いと計画を神に委ね、あな
たのすべてをもって神を愛しましょう
（マタイの福音書２６章３９節）。あ
なたの人生を神に明け渡し、日々神の
ために生き、神のために存在している
ことを認識しましょう（ルカの福音書
９章２３節、ガラテヤ人への手紙２章
２０節、コリント人への手紙第一８章
６節）。

With Our Soul
Love God with all your whole
being by abdicating your will and
plans to God (Matthew 26:39).
Surrender your life to God and
live and exist for him daily (Luke
9:23, Galatians 2:20, 1 Corinthians
8:6).

知恵を尽くして
神は私たち一人ひとりに知性と知能を
与えられました。この知能を、神と神
のことば、そして神のみこころを知る
ためにも用いるべきです。聖書を勉強
し、学び、聖書箇所を暗記しましょう。
そして一日中、神のことを考えましょ
う。満員電車に乗っている時には、そ
こに居る人々を見て彼らが神の似姿に
造られていることを思い、公園を散歩
する時には、そこに満ち溢れる神の創
造物を見て街や文化の中にも神の真理
が隠れている、と考えるのです。物を
創り出すこと、書くこと、生産するこ
と、デザインすること、話すこと、考
えること、私たちの知能を用いて、様々
な形で神を愛し、神を指し示すことが
できます。

With Our Mind
God made each of us with a mind
and intellect. You should use the
intellect God has given you to
know Him, his Word, and his will.
Study, learn, and memorize the
Bible. Think about God
throughout the day—as you ride a
train packed full of people made
in his image, as you walk through
a park full of God’s creation, and
as you reflect on the city and
culture around you in regard to
God’s Truth. Creating, writing,
producing, designing, speaking,
thinking—all facets of our mind
are transformed and can be used
to love God and point others to
him.

力を尽くして
私たちは、力、エネルギー、時間、そ
して能力を用いて神に仕えることがで
きます。具体的には、神から与えられ
た使命に従うこと（この学びの後半と、
ネクスト・ステップ５参照）、神のた
めに奉仕をすること（ネクスト・ステッ
プ９参照）、そして職場や学校、家庭
で神のために働くこと（ネクスト・ス
テップ１０参照）を通して神に仕えま
す。「私たちが神を愛するなら、神の
命令に従う」とイエスは教えられまし
た。

With Our Strength
We can use our strength, energy,
time, and abilities to serve God.
We do this by joining God’s
mission (see below and Next
Steps 5); serving God (see Next
Steps 9); and working for God in
our jobs, schools, and homes (see
Step 10). Jesus taught us that if
we love him we will obey what he
commands.

ヨハネによる福音書１４章１５節

John 14:15
b “If you love me, you will
keep my commandments.“

b

もしあなたがたがわたしを愛する
なら、あなたがたはわたしの戒め
を守るはずです。

Christians should strive to love
クリスチャンは、自分が持っているす with everything we have, from the
べてのものを尽くして、神と人を愛す inside out.
るよう努めるべきです。
d

考えましょう：神を愛する上で、
あなたにとって最も自然なのは心
を尽くすことでしょうか？または
思い、知恵、力を尽くすことでしょ
うか？どれが一番苦手、もしくは
忘れてしまいがちでしょうか？

聖書は、神が愛の源であり、愛する根
拠であると教えています。もし私たち
が誰かを愛しても、その人や自分自身
のためにそうするなら、いずれその愛
は尽きてしまうでしょう。しかし、神
が私たちを愛してくださっているので、
私たちが神、そして人を愛するとき、
その愛は神から与えられるため尽きる
ことがありません。クリスチャンが愛
するのは、神がまず私たちを愛してく
ださったからです。私たちが誰かを愛
するとき、その愛はその人の行動や価
値が前提となっているのではなく、無
条件の愛です。それは、神が私たちを
完全な愛で無条件に愛してくださって
いるからです。
人を愛する

d

Consider: Is it most natural
for you to love God with your
heart and soul, your mind, or
your strength? Which are you
most likely to avoid or forget?

The Bible teaches us that God is
the ultimate source and reason for
love. If we tried to love others for
others’ sake or for our own, we
would eventually run out of love
to give. Instead, our love for
others flows out of our love for
God, which comes from his love
for us. As Christians, we love
because he first loved us. When
we love others, our love for others
is not conditionally based upon
their actions or worth, but is
unconditional like God’s perfect
love for us.
LOVE PEOPLE

イエスは、「私たちの隣人を私たち自
身のように愛しなさい」と言われまし
た（マルコの福音書１２章３１節）

Jesus told us to love our
neighbors as ourselves (Mark
12:31).

私たちは誰を愛するべきでしょうか？

Whom should we love?

私たちの隣人
イエスがマルコの福音書１２章で言わ
れたように、私たちは隣人を愛するべ
きです。「では、隣人とは誰のことで
すか？」とあなたは聞くかもしれませ
ん。まさにその質問を、イエスに投げ
かけた人がいました（後でルカの福音
書１０章２９〜３７節を読んでみましょ
う）。イエスの答えを見ると、私たち
が愛すべき「隣人」とは、必ずしも文
字通り隣に住んでいる人や自分と似て
いる人という意味ではないということ
がわかります。

1. Our Neighbors
As Jesus said in Mark 12, we
should love our neighbors. You
might ask, “Who is my
neighbor?” That is exactly what
someone once asked Jesus (read
the story later: Luke 10:29-37).
Jesus’ answer to this question
shows that the word “neighbor”
does not restrict whom we are to
love to those literally next door to
us or those similar to us. Rather
we must become a neighbor by
loving them.

むしろ、私たちは人を愛することによっ
てその人の「隣人」となるべきなので
す。つまり、「すべての人を愛しなさ
い」という意味です。イエスはまた、
「弟子であるなら、あなたの敵でさえ
も愛しなさい」とも命じられました（ル
カの福音書６章２７〜３６節）。私た
ちが敵に対して示す自己犠牲の愛は、
神が同じようにイエス・キリストを通
して私たちに示してくださった愛を映
し出しているのです（ローマ人への手
紙５章６〜１０節）。
互いに愛し合う
聖書は私たちに、クリスチャンを愛す
るため特に思いやりを持つように、と
教えています。イエスはこう言われま
した。
ヨハネによる福音書１３章３４節
b

「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。」

ここで「互いに」とは、クリスチャン
同士のことを指しています。知らない
人を愛しなさいというのは、ある人に
は違和感を与えるかもしれませんが、
その人の家族を愛しなさいというのは
自然なことでしょう。教会もひとつの
家族です。クリスチャンの間には、家
族のような特別な愛があるべきです。

We should love everyone. Jesus
also commands us, as his
disciples, to love even our
enemies (Luke 6:27-36)! Sacrificial
love towards our enemies mirrors
the same love that God has
shown us through Jesus Christ
(Romans 5:6-10).

2. One Another
The Bible teaches us to take
special concern to love Christians.
Jesus said:
John 13:34
b “A new commandment I give
to you, that you love one
another: just as I have loved
you, you also are to love one
another.”

“One another” refers to fellow
Christians. It would be odd for
someone to love strangers but
not love members of his or her
own family. The church is a family,
and there should be a special
family-love among Christians.

The reality is that no one is
しかし現実的には、誰の内にも罪があ
without sin. Spend enough time
ります。誰かとしばらく一緒にいれば、
with anyone and they will do or
相手の言葉や行動によって嫌な気分に
say something that can cause
なったり、傷ついたりすることがある
tension and may even be hurtful.
でしょう。ほとんどの場合、人間関係
When a relationship has
に問題が起きると人は仲が悪くなり、
problems, those outside the
お互いに離れていくでしょう。しかし、
クリスチャンの関係は根本的に違いま c h u rc h t y p i c a l l y p a r t w a y s .
す。パウロはローマの教会にいる兄弟 However, the Christian community
姉妹を励まし、間違ったことをしたと i s r a d i c a l l y d i f f e r e n t . P a u l
しても、互いに愛し合いなさいと言い encouraged the church in Rome
to love one another in this way,
ました。
even when they wronged one
another:
ローマ人への手紙１２章９〜２１節

Romans 12:9-21
愛には偽りがあってはなりませ b Let love be genuine. Abhor
b
ん。悪を憎み、善に親しみなさい。
what is evil; hold fast to what
兄弟愛をもって心から互いに愛し
is good. Love one another
合い、尊敬をもって互いに人を自
with brotherly affection.
分よりまさっていると思いなさい。
Outdo one another in
勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕
showing honor. Do not be
えなさい。望みを抱いて喜び、患
slothful in zeal, be fervent in
難に耐え、絶えず祈りに励みなさ
spirit, serve the Lord. Rejoice
い。聖徒の入用に協力し、旅人を
in hope, be patient in
もてなしなさい。あなたがたを迫
tribulation, be constant in
害する者を祝福しなさい。祝福す
prayer. Contribute to the
べきであって、のろってはいけま
needs of the saints and seek
せん。喜ぶ者といっしょに喜び、
to show hospitality. Bless
泣く者といっしょに泣きなさい。
those who persecute you;
互いに一つ心になり、高ぶった思
bless and do not curse them.
いを持たず、かえって身分の低い
Rejoice with those who
者に順応しなさい。自分こそ知者
rejoice, weep with those who
だなどと思ってはいけません。だ
weep. Live in harmony with
れに対してでも、悪に悪を報いる
ことをせず、すべての人が良いと
one another. Do not be
思うことを図りなさい。あなたが
haughty, but associate with
たは、自分に関する限り、すべて
the lowly. Never be wise in
の人と平和を保ちなさい。愛する
your own sight. Repay no one
人たち。自分で復讐してはいけま
evil for evil, but give thought
せん。神の怒りに任せなさい。そ
to do what is honorable in the
れは、こう書いてあるからです。
sight of all. If possible, so far
「復讐はわたしのすることである。
as it depends on you, live
わたしが報いをする、と主は言わ
peaceably with all. Beloved,
れる。」もしあなたの敵が飢えた
never avenge yourselves, but
なら、彼に食べさせなさい。渇い
leave it to the wrath of God,
たなら、飲ませなさい。そうする
for it is written, “Vengeance is
ことによって、あなたは彼の頭に
mine, I will repay, says the
燃える炭火を積むことになるので
Lord.” To the contrary, “if your
す。悪に負けてはいけません。か
enemy is hungry, feed him; if
えって、善をもって悪に打ち勝ち
h e i s t h i r s t y, g i v e h i m
なさい。
something to drink; for by so
doing you will heap burning
coals on his head.” Do not be
overcome by evil, but
overcome evil with good.
d

考えましょう：ローマ人への手紙
１２章９〜２１節を読んで、どの
箇所が特に印象に残りましたか？

d

Consider: What phrase in
Romans 12:9-21 stuck out to
you the most?

どのように愛するべきでしょうか？

How should we love?

1. あなたの隣人をあなた自身のように

1. Love your neighbor as yourself

愛する
「あなたの隣人をあなた自身のように
愛しなさい」というイエスの言葉は、
何を意味していたのでしょうか？イエ
スは分かりやすく説明しておられます。
マタイによる福音書７章１２節
b

「それで、何事でも、自分にして
もらいたいことは、ほかの人にも
そのようにしなさい。これが律法
であり預言者です。」

人を自分自身のように愛するためには、
思いやりと献身的な心遣いが必要です。
d

考えましょう：２、３日の間に会
う予定のある人の中から誰かを選
びましょう。あなたがその人だと
したら、周りの人に何をしてもら
いたいと願うでしょうか？あなた
はその願い通りに、その人を愛せ
ますか？

What did Jesus mean by “love
your neighbor as yourself? He
explained it very simply:

Matthew 7:12
b “So whatever you wish that
others would do to you, do
also to them, for this is the
Law and the Prophets.”
Loving others as yourself requires
thoughtfulness and selfless
consideration.
d

Consider: Choose someone
that you will see in the next
few days. If you were them,
what would you wish others
would do for you? Will you
love them in this way?

2. イエスが愛されたように

2. Love as Jesus loved

ヨハネによる福音書１５章９節、１２〜
１３節

John 15:9, 12-13
b “As the Father has loved me,
so have I loved you. Abide in
my love. … This is my
commandment, that you love
one another as I have loved
you. Greater love has no one
than this, that someone lay
down his life for his friends.”

b

父がわたしを愛されたように、わ
たしもあなたがたを愛しました。
わたしの愛の中にとどまりなさ
い。… 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
し合うこと、これがわたしの戒め
です。人がその友のためにいのち
を捨てるという、これよりも大き
な愛はだれも持っていません。

父なる神、そしてイエスが私たちに示
された愛は、最も素晴らしい手本です。
神がひとり子イエスをどれほど愛して
おられるか考えてみましょう。そして、
イエスは私たちをどれだけ愛されたで
しょうか―イエスは私たちのために死
なれたのです。それほどの愛をもって、
私たちは人を愛するべきなのです！そ
れは無理だ、と思うでしょうか。確か
に私たちの力では到底できません。し
かし、聖霊が私たちに力を与え、イエ
スのように愛することができるように
してくださいます。今週、文字通り誰
かのために命を投げ出す必要はないか
もしれませんが、相手が求めることを
優先するために自分自身の欲求に死ぬ、
という機会は沢山あるのではないでしょ
うか。

There are no greater examples of
love than the love God and Jesus
have given us. Think about how
much God loves his Son, Jesus.
Think about how much Jesus
loved us—he died for us. That is
the same amount of love we must
have for others! Does this seem
impossible? It is impossible—by
our own power. However, the
Holy Spirit empowers us to love
as Jesus did. Though we may not
need to physically lay down our
life for someone in the coming
week, we will have many
opportunities to die to our
preferences and desires in order
to put others above ourselves.

d

d

考えましょう：来週会う機会のあ
る人の中から誰かを選びましょう。
その人を自分より優先し、愛する
には、どのようなことができます
か？

Consider: Choose someone
else that you will see in the
next week. How can you love
them by putting them above
yourself?

3. 行いをもって愛する

3. Love with actions

ヨハネの手紙第一３章１６〜１８節

1 John 3:16-18
b By this we know love, that he
laid down his life for us, and
we ought to lay down our
lives for the brothers. But if
anyone has the world’s goods
and sees his brother in need,
yet closes his heart against
him, how does God’s love
abide in him? Little children,
let us not love in word or talk
but in deed and in truth.

b

キリストは、私たちのために、ご
自分のいのちをお捨てになりまし
た。それによって私たちに愛がわ
かったのです。ですから私たちは、
兄弟のために、いのちを捨てるべ
きです。世の富を持ちながら、兄
弟が困っているのを見ても、あわ
れみの心を閉ざすような者に、ど
うして神の愛がとどまっているで
しょう。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。

イエスは私たちのために命を捧げる、
と言っただけではありません。行いを
もって私たちを愛してくださったので
す。愛は、感情やその時々の気持ちに
左右されるものではありません。愛は
行いを伴います。

Jesus did not merely talk about
dying for us, he loved us with
actions. Love is not based on an
emotion or feeling; love involves
actions.

Love God, Love People:
神を愛する、人を愛する：まとめ
Summary
私たちの神と人に対する愛は完全では
Our love for God and others is
ありませんが、神の愛はいつも完全で
imperfect, but God’s love is
す。神は私たちが愛に欠けていたとし
always perfect. God
ても、私たちを無条件に受け入れ、キ
unconditionally accepts us and
リストにあって赦してくださいます。
forgives us in Christ, even when
イエスは、神と人を完全に愛すること
we fail to love. Jesus is the only
のできた唯一の人間です。信仰によっ
man to have ever perfectly loved
て、イエスの完全なる従順は私たちに
も与えられています。さらに、聖霊が God and people. By faith, Jesus’
イエスを信じる者を力づけ、神と人を perfect record of obedience is
より愛することができるようにしてく given to us. Furthermore, the
ださいます。あなたが愛することに失 Holy Spirit empowers believers to
敗したときは、神と人の前に罪を告白 grow in their love for God and
し、悔い改め、神の完全な愛に信頼し、 others. When you fail to love,
神があなたを成長させてくださると確 confess your sins to God and one
another, repent, trust in his
信しましょう。
perfect love, and trust him to help
you grow.
一歩踏み出しましょう！
d

少し個々で時間を取って、今回の
レッスンで学んだ内容について、
あなたがどのように従うべきか、
黙想し祈りましょう。互いにその
ことを分かち合いましょう。

神の使命

Take the Step!
d Take a moment individually
to reflect and pray about how
you will obey what you have
learned in this lesson. Share
with one another about these
things.

God’s Mission

Acts 26:16-18
b 「『起き上がって、自分の足で立 b “‘But rise and stand upon
ちなさい。わたしがあなたに現わ
your feet, for I have appeared
れたのは、あなたが見たこと、ま
to you for this purpose, to
た、これから後わたしがあなたに
appoint you as a servant and
現われて示そうとすることについ
witness to the things in which
て、あなたを奉仕者、また証人に
you have seen me and to
任命するためである。わたしは、
those in which I will appear to
この民と異邦人との中からあなた
you, 17 delivering you from
を救い出し、彼らのところに遣わ
your people and from the
す。それは彼らの目を開いて、暗
Gentiles—to whom I am
やみから光に、サタンの支配から
sending you 18 to open their
神に立ち返らせ、わたしを信じる
eyes, so that they may turn
信仰によって、彼らに罪の赦しを
from darkness to light and
得させ、聖なるものとされた人々
from the power of Satan to
の中にあって御国を受け継がせる
God, that they may receive
ためである。』」（パウロがイエ
forgiveness of sins and a place
スから任命された働きについて話
among those who are
している場面。）
sanctified by faith in
me.’” (Paul recounting the
commission Jesus gave him.)
使徒の働き２６章１６〜１８節

私たちが神の愛の福音を分かち合う動
機は何でしょうか？ それは、神と人
に対する愛です。

What is our motivation for sharing
the gospel of God’s love? Love for
God and others.

神を愛する
私たちはそもそも、神を愛しているか
らこそ福音を分かち合います。神を愛
しているなら、神の命令に従うからで
す（ヨハネの福音書１４章１５節）。
私たちは、イエスの愛をまだ知らない
人に福音を分かち合うよう命じられて
います。ですから、その命令に従うこ
とで神を愛するのです。では、このよ
うに考えてみましょう。あなたは何か
自分の大好きなものがあれば、そのこ
とを人に話したり、その良さを伝えた
りしませんか？例えば大好きな歌、あ
るいは新しいレストランかもしれませ
ん。それと同じように、私たちの神へ
の愛は心の内から溢れ出てくるはずな
のです。そして、他のどんなものより
も価値のある神の素晴らしい恵みにつ
いて、誰かに伝えずにはいられないは
ずです。

Love God
We share the the gospel primarily
because we love God. If we love
God we obey him (John 14:15).
We have been commanded to
share the gospel with those who
do not know Jesus’ love yet, and
so we love God by obeying this
command. Consider it this way—
when we love something we talk
about it and even commend its
value to others. Maybe it’s a good
song, or a new restaurant. In this
way, our love for God should
overflow from our hearts leading
us to tell others the gospel of
God’s glorious grace, which has
far more value than anything else
we might share with someone!

人を愛する
また、私たちが福音を伝えるのは、人
を愛しているからでもあります。イエ
スは、自分にしてもらいたいことを人
にしなさい、と教えられました。私た
ちがクリスチャンになる前は、自分た
ちが神から離れて存在していること、
また最後の裁きがあることや、イエス
が無償で用意してくださっている救い
という贈り物があることも知りません
でした。誰かが私たちに教えてくれた
のです。同じように、その愛をもって、
私たちも良い知らせを人に伝えるべき
です。私たちは、すべての人が永遠の
いのちと神との幸せを楽しむことを願っ
ています。私たちが人に対してできる
最善の愛の行いは、イエス・キリスト
にある神の愛を伝えて、彼らが抱えて
いる最も大きな必要を満たすことです。
つまりそれは、神との和解です。

Love People
We share the gospel secondarily
because we love people. Jesus
taught us to do for others as we
wish they would do for us. Before
we were Christians, we were
unaware of our separation from
God, and we did not know about
the coming judgment or about
the free gift of salvation available
in Jesus. Someone told us. Out of
love, we tell others the same
good news. We want everyone to
be reconciled to God. We want
everyone to enjoy eternal life and
happiness with God. The greatest
act of love we can show toward
any human is to share the love of
God in Jesus Christ to meet their
deepest need: reconciliation with
God.

互いに励まし合いましょう：
d

あなたが誰かにキリストを伝える
ために、神はどのような機会を与
えてくださいましたか？

d

あなたがキリストのもとに導きた
いと思っている人に対して、神は
どのように働きかけられておられ
ますか？

Encourage One Another:
d What opportunities has God
provided to lead others closer
toward knowing Christ?
d

How have you seen God
working in the lives of those
you want to lead to Christ?

Pray for One Another:
d あなたがキリストのもとに導きた d Share at least one name of
いと思っている人のうち、少なく
someone you want to win to
とも１人の名前を分かち合いましょ
Christ. If you know, share your
う。その人がもう一歩キリストに
next action step in leading
近づくことができるように、あな
them closer to knowing Christ
たが次にしようと思っていること
(for example: invite them to
がはっきりしていれば、それを分
church, take them out to
かち合いましょう（例：教会に誘
dinner and share your
う、夕食に招待してあなたの証を
testimony, study First Steps
分かち合う、ファースト・ステッ
together, give them a Bible or
プの学びを一緒にする、聖書また
Christian resources, etc.).
互いのために祈りましょう：

はクリスチャン書籍をプレゼント
するなど）。

互いのために日々祈るようにしましょ
う。（１）大胆さと知恵が与えられる
ように。（２）良い機会が与えられる
ように。（３）相手の心が開かれるよ
うに。
他の祈りの課題：
d

何か祈って欲しいことはあります
か？

神の使命と、その他の祈りの課題、感
謝していることについて、共に祈りま
しょう。

Commit to praying for one
another everyday: (1) For
boldness and wisdom, (2) for
opportunities, (3) for other’s open
hearts.

Other Prayer Requests:
d How can we pray for you?
P r a y t o g e t h e r a b o u t G o d ’s
Mission and other requests and
thanksgivings.

