
ステップ１ 
キリストの弟子となる 

d 考えましょう：クリスチャンとして生きるとは、どういう意味だと思
いますか？ 

クリスチャンの人生は、聖書では頻繁に「旅」に例えられています。イエス
は私たちに、主に従って旅をしなさいと招かれ（マルコの福音書１章１７
節）、また、いのちに至る「狭い」道を行きなさいと言われます（マタイの
福音書７章１４節）。パウロは、クリスチャンとして生きることはキリスト
という名の栄冠を目指して走るレースのようなものだ、と言いました（テモ
テへの手紙第二４章７節）。初期の頃のキリスト教は「道」として知られ（使
徒の働き９章２節）、クリスチャンは「キリストが歩まれたように歩まなけ
ればなりません」とヨハネは記しています（ヨハネの手紙第一２章６節）。
そしてイエスは、ご自身こそ神への「道」であると言われました（ヨハネの
福音書１４章６節）。 

ネクスト・ステップでは、これから１２のレッスンを通して、クリスチャンの
歩みの基礎的な「ステップ」を学びます。これらのレッスンは私たちが今す
ぐ達成しなければならない課題ではなく、人生を通して学び、互いに思い起
こさせ、生きている限り実践し続けるものです。
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Step 1 
Discipleship 

d Consider: What do you think it means to live as a Christian? 

The Christian’s life is frequently described in the Bible in terms of a 
journey. Jesus calls us to “follow” him on this journey (Mark 1:17). 
Jesus tells us to walk the “difficult path” that leads to life (Matthew 
7:14). Paul describes living as a Christian as a “race” in which Christ is 
the reward (2 Timothy 4:7). Christianity was first known as “The 
Way” (Acts 9:2). Christians must “walk in the same way Jesus walked” 
(1 John 2:6). And Jesus said that he himself is “the way” to God (John 
14:6). 

The twelve lessons in Next Steps are foundational “steps” for the 
Christian walk. They are not tasks we accomplish but life-long 
practices we learn, remind one another of, and continually follow our 
entire life. 
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イエスに従う 
クリスチャンは誰でも、イエスに招かれたことによって、イエスに愛され、
救われ、赦され、そして神の子とされました。そしてイエスは私たちが弟子
となるように招かれました。マルコの福音書の冒頭部分で、イエスは男の人
数人に、イエスの弟子となるように呼びかけられました。 

マルコによる福音書１章１７節 

b イエスは彼らに言われた。「わたしについて来なさい。人間をとる漁
師にしてあげよう。」 

ここで初めの弟子たちに語られたのと同じ言葉で、イエスは私たちをも招い
ておられます。イエスの弟子になるということをシンプルに言い表すと、イ
エスに従い、人間をとる漁師となることなのです。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。各レッスンにおいて、まず「神のことば」では、
弟子である私たちがイエスに従う者として、他のクリスチャンと共に成長す
ることに焦点を当てています。続いて「神の使命」では、私たちが弟子を育
てること、つまり人間をとる漁師として成長することを中心に学びます。 

神のことば 

イエスに従うとは、イエスの行動に倣いイエスの命令に従うということです。
イエスは現代の世界に肉体的には存在しておられませんが、イエスはさらに
素晴らしいものを与えてくださっています。イエスの霊（聖霊）はクリスチャ
ンひとりひとりの内に宿り、決して離れることはありません。そして私たち
には聖書という神のことばがあります。聖書には、私たちがクリスチャンと
して生きる上で必要とする教えがすべて書かれています。私たちは神のこと
ばである聖書を読むことで、イエスの行動や命令を知ることができるのです。

Following Jesus 
All of us as Christians are loved, saved, forgiven, and adopted 
because Jesus has called us to himself. Jesus called us to become his 
disciples. At the beginning of Mark’s gospel, Jesus called several men 
to become his disciples. 

Mark 1:17 

b And Jesus said to them, “Follow me, and I will make you 

become fishers of men.” 

This invitation from Jesus to his first disciples is also what Jesus has 
called us to and serves as a simple outline of what it means to be 
Jesus’ disciple: follow Jesus and fish for men. Next Steps are 
designed to help us grow as disciples, in the context of Christian 
community, by focusing on two categories: God's Word and God's 
Mission. In each lesson the “God’s Word” section emphasizes our 
discipleship and seeks to help us grow with other Christians as 
followers of Jesus. The “God’s Mission” sections emphasize our 
discipling and seeks to help us grow as fishers of men. 

God’s Word 
The essence of following Jesus is doing what he did and obeying 
what he commanded. Though Jesus is not bodily present in the world 
today, we have something that Jesus said is even better! Jesus’ Spirit 
is with each and every Christian, always, wherever we go. And we 
have the Bible, which is God’s Word, sufficient to instruct us about 
everything we need for the Christian life. We see what Jesus did and 
hear what Jesus commanded through reading God’s Word, the Bible. 
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クリスチャンとしての成長 
弟子として成長するとはどういう意味でしょうか？それは、イエスご自身や
イエスの教えに関する知識が増える、ということだけではありません。弟子
として成長するということは、イエスが示し教えられたことに倣い、それを
行い、従い、実践するということです。イエスは弟子たちに「命じておいた
すべてのことを守るように、彼らを教えなさい」と言われました（マタイの
福音書２８章２０節）。イエスに従うと決めたなら、イエスが何を命じられ
ているかを学び、すぐにそれに従い始めるべきです。弟子としての成熟度は、
知識の量ではなく、従順であるかどうかで見分けられるからです。 

イエスとの関係 
イエスは神、救い主、主人、先生です。イエスはまた、ご自身を私たちの友
だと言っておられます。 

ヨハネによる福音書１５章１３～１５節 

b 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。わたしがあなたがたに命じることをあなたがた
が行うなら、あなたがたはわたしの友です。わたしはもはや、 あなた
がたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないか
らです。わたしはあなたがたを友と呼びました。なぜなら、父から聞
いたことをみな、あなたがたに知らせたからです。 

イエスは私たちと親しい関係を持ちたいと願っておられます。そして、私た
ちがイエスの戒め（命令）を守るなら、私たちもイエスの友になれます。ま
た、イエスは「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」と言われました（ヨハネによる福音書１４章１５
節）。 

d 考えましょう：私たちがイエスを愛するなら、イエスに従うはずで
す。それはなぜだと思いますか？

Growing as a Christian 
What does it mean to grow as a disciple? It is more than merely 
increasing in knowledge about Jesus and Jesus’ teaching. Growing as 
a disciple means we follow, we do, we obey, we practice what Jesus 
modeled and taught. Jesus said that disciples must be taught “to 
observe all that [he] commanded” (Matthew 28:20). When following 
Jesus we should immediately begin to obey each of Jesus’ 
commands as we learn them. Our maturity as a disciple is measured 
not by how much we know but by how much we obey. 

Relationship with Jesus 
Jesus is God; he is Savior; he is Master; he is Teacher. Jesus also said 
that he is our friend: 

John 15:13-15 

b Greater love has no one than this, that someone lay down his 

life for his friends. You are my friends if you do what I 
command you. No longer do I call you servants, for the servant 
does not know what his master is doing; but I have called you 
friends, for all that I have heard from my Father I have made 
known to you. 

Jesus wants a relationship with us. And we are his friends if we do 
what he commanded. Furthermore, Jesus said, “If you love me, you 
will keep my commands” (John 14:15). 

d Consider: If we have love for Jesus we will obey him. Why do 
you think this is so? 
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恵みによって歩む弟子 
私たちがイエスに従うのは、イエスが私たちを愛し、救い、赦し、神の子と
してくださったからです。私たちはイエスに受け入れていただくために従うの
ではありません。事実、私たちが何をしたとしても、神に受け入れられるほ
どの行いはできません。イエスは唯一人、完全に神に従う人生を生きたお方
で、私たちの罪が赦されるために十字架で死なれ、私たちを義とするために
よみがえってくださいました。私たちはただ恵みによって、信仰によって、
イエスによって、救われたのです。クリスチャンとして生きる旅の途中でも、
私たちは罪を犯すでしょう。しかし、私たちがまだ弱い罪人であったとき、
イエスを信じる信仰によって神が私たちを受け入れてくださったように、私
たちが罪を犯してつまずくときも、神の恵みが私たちを満たし、支えてくれ
るのです。 

イエスは何を命じられたのでしょうか？ 
イエスは多くのことを教えられました。その教えの中で、人間に与えられて
いる最も偉大な戒め（命令）が、神と人を愛せよ（ステップ２）ということ
も教えられました。つまり、神を愛することはイエスに従う土台であり動機
です。そして、私たちの人生の目的でもあります。イエスは私たちに祈ること
を教えてくださいました（ステップ３）。そして神のことばを読むことで（ス
テップ４）、私たちは礼拝（ステップ５）、クリスチャンの交わり（ステッ
プ６）、献金（ステップ７）など、イエスが命じられている様々なことを知
ることができます。 

交わりの内にある弟子 
私たちがクリスチャンとして人生を歩む上で、イエスは私たちが他のクリス
チャンとの交わりの内に生きるように、と招いておられます。私たちは一人
で信仰生活を送るべきではありません。仲間の弟子たちは、聖書に書いてあ
るイエスの命令に気付き、それらを心に留め、理解する助けとなってくれま
す。そして私たちがイエスに従えなかったとき、主の恵みをいつも思い起こ
させてくれるのも、その仲間です。ネクスト・ステップは、弟子たちのスモー
ル・グループで共に学ぶために作られています。 

Grace and Discipleship 
We follow Jesus because we are loved, saved, forgiven, and adopted. 
We do not follow Jesus in order to be accepted. In fact, nothing we 
do can earn us God’s acceptance. Jesus is the one who lived the 
perfect life of obedience to God, died in our place on the cross for 
our forgiveness, and rose to life for our justification. We are saved by 
grace alone, through faith alone, in Jesus alone. Along the journey of 
the Christian life we will sin, but just as God accepted us through faith 
in Jesus when we were broken sinners, so his grace will restore us and 
sustain us when we sin and fail. 

What Did Jesus Command? 
Jesus taught many things. Jesus taught us that the greatest 
commandment is to love God and others (Next Steps 2). In fact, 
loving God is the foundation and motivation of following Jesus and is 
the purpose for our lives. Jesus taught us to pray (Next Steps 3). And 
through reading God’s Word (Next Steps 4) we can learn the many 
other commands of Jesus, including worship (Next Steps 5), 
gathering in Christian community (Next Steps 6), and offering (Next 
Steps 7). 

Discipleship in Community 
Jesus calls us to follow him in the context of a community of other 
followers. We are not meant to live the Christian life alone. Fellow 
disciples help us see, pay attention to, and understand Jesus’ 
commands in the Bible; they hold us accountable to his commands; 
and they remind us of Jesus’ grace when we fail to obey his 
commands. Next Steps is intended to be used in in the context of a 
small group of disciples. 
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ネクスト・ステップのレッスンには、それぞれのメンバーがその週の間、どの
ように神のことばに具体的に従う必要があるか、を分かち合う時間が設けら
れています。グループのメンバーは、それぞれ前の週に学んだことについて、
神のことばに従うことができたかどうか尋ね合い、お互いの歩みを把握でき
るようにします。また、メンバーは互いの重荷を分かち合い、励まし合い、
祈り合うことで、クリスチャンの交わりを楽しむことができるでしょう。 

神の使命 

イエスについて行くなら、イエスは私たちを、人間をとる漁師にすると言わ
れました。これはつまり、神の愛がイエスの内に現されている「福音」とい
う名の網を人々の内に投げ入れる、ということです。私たちはこれを、マタ
イの福音書２８章に記されている「弟子としなさい」というイエスの命令に
従って行うのです。 

神の救いの使命： 

ヨハネによる福音書３章１６～１７節 

b 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。
それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいの
ちを持つためである。神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくた
めではなく、御子によって世が救われるためである。 

神の願い： 

テモテへの手紙第一２章３～４節 

b そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことで
あり、喜ばれることなのです。神は、すべての人が救われて、 真理を
知るようになるのを望んでおられます。 

神はすべての人が救われることを願っておられます。イエスを信じる人は誰で
も救われますが、そのためにはまず、福音を聞く必要があります！ 

Each Next Steps lesson will challenge each individual to share with 
the group how they need to concretely obey God’s Word that week. 
Group members will hold one another accountable by asking one 
another how they have obeyed what they learned in the previous 
lesson. And group members should enjoy Christian fellowship with 
one another by carrying one another’s burdens, encouraging one 
another, and praying for one another. 

God’s Mission 

Jesus told us that if we follow him, he will make us become fishers of 
men. This means that like fishermen, we cast out the gospel of God’s 
love in Jesus to everyone we can in obedience to Jesus’ command in 
Matthew 28, “make disciples.” 

God’s mission: 
John 3:16-17 

b For God so loved the world, that he gave his only Son, that 

whoever believes in him should not perish but have eternal life. 
For God did not send his Son into the world to condemn the 
world, but in order that the world might be saved through him. 

God’s desire: 
1 Timothy 2:3-4 

b This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, 
who desires all people to be saved and to come to the 
knowledge of the truth. 

God wants all people to be saved, and anyone can be saved if they 
believe in Jesus. But they need to hear first! 
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ローマ人への手紙１０章１３～１５節 

b 「主の御名を呼び求める者は、だれでも救われる」のです。しかし、信
じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょう。聞
いたことのない方を、どうして信じることができるでしょう。宣べ伝
える人がなくて、どうして聞くことができるでしょう。遣わされなく
ては、どうして宣べ伝えることができるでしょう。 

d 考えましょう：あなたに神の愛と福音を伝えるために、神は誰をあな
たの人生に遣わされましたか？ 

イエスの弟子は、誰でも人間をとる漁師になるよう招かれています！すべて
のクリスチャンは、神の救いのご計画が実現されるよう、それぞれに果たす
べき使命が与えられています。ですから、神の救いのご計画は私たちの使命
なのです。 

マタイによる福音書２８章１８～２０節 

b 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、いっさいの権威が与えられています。それゆえ、
あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、
父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、わたしがあな
たがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。
見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいま
す。」 

神は、あらゆる国の人々（つまりあらゆる民族、あらゆる言語）がイエス・
キリストを信じ救われることを願っておられます。クリスチャンとして、私た
ちはこのグローバル・ミッションに加わっているのです。まずは、私たちの
家庭や日常的に関わりのある人々の間で弟子作りを始めてみましょう。そし
て世界の果てまで広がっていくのです。弟子を作ることは、私たちの弟子と
しての成長の大切な一部です。 

では、実際にはどのように始めたら良いのでしょうか？ここで、神の使命を
今すぐ始めるための３つの実践的な方法を紹介します！

Romans 10:13-15 

b For “everyone who calls on the name of the Lord will be 

saved.” How then will they call on him in whom they have not 
believed? And how are they to believe in him of whom they 
have never heard? And how are they to hear without someone 
preaching? And how are they to preach unless they are sent? 

d Consider: Who did God send into your life to tell you about his 
love and gospel? 

Every disciple of Jesus is called to be a fisher of men! Every Christian 
is called to fulfill God’s Mission. Therefore, God’s Mission is our 
mission. 

Matthew 28:18-20 

b And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and 
on earth has been given to me. Go therefore and make 
disciples of all nations, baptizing them in the name of the 
Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to 
observe all that I have commanded you. And behold, I am with 
you always, to the end of the age.” 

God desires that people from every nation (meaning every ethnicity 
and language) will be saved through faith in Jesus Christ. As 
Christians we get to be a part of this global mission. It starts with 
making disciples among those in our own house and those we 
encounter in daily life and extends to the ends of the earth. Making 
disciples--discipling--is a core part of our discipleship. 

Practically, how can we start? Here are three practical ways to begin 
doing God’s Mission right now! 
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1．祈りのリストを作る 

紙とペンを用意するか、もしくはスマートフォンのメモ機能があるアプリを
開きましょう。静かに一人で神に祈り、家族や友人、職場の同僚、近所の人、
知人、その他誰でも、あなたの人生に関わりを持つ人の中で、クリスチャン
でない人を思い浮かべることが出来るよう、神に尋ね求めます。思い浮かん
だ人の名前を書き留めましょう。何人の名前がリストにあるでしょうか？そ
こに書かれた人々のために、毎日祈るという目標を立てましょう。まず、彼
らに福音を分かち合うための知恵と、その機会が与えられるように祈ります。
そして、聖霊が彼らに神を求める思いを与え、彼らが福音を聞くために整え
られ、あなたが彼らに福音を語るときにイエスを信じることができるように
祈りましょう。 

2．あなたの証を準備しましょう 

弟子を作るためには、福音を分かち合う必要があります。福音を伝えるとき
に一番良い方法のひとつは、まず個人的な証を分かち合うことです。マルコ
の福音書５章１９節で、イエスは男の人にこう言われました。「あなたの家、
あなたの家族のところに帰り、主があなたに、どんなに大きなことをしてく
ださったか、どんなにあわれんでくださったかを、知らせなさい。」 

まずしばらく時間を取って、ブレインストーミングをしてみましょう。神は
私たちそれぞれにどんなことをしてくださいましたか？そして、神は私たち
の人生をどのように変えてくださいましたか？ 

次の簡単なアウトラインを、証を準備するひとつの方法として参考にしてく
ださい。（１）イエスに出会う前は、どんな人生を歩んでいましたか？（２）
イエスにどのように出会って、信じるようになりましたか？（３）イエスに
よって、あなたの人生はどう変わりましたか？（例：私は仕事で成功するこ
とで幸せになろうとしていましたが、心は空しいままでした…私の同僚がイ
エス様のことを話してくれました…今は、イエス様が私の人生に目的と意味
を与えてくださいました。） 

飾らず、正直に、神があなたにしてくださったことを証しましょう。神の救
いが実現した唯一無二のあなたのストーリーは、まさに奇跡です。他の人が
イエスを知るための大きな助けとなるでしょう。

1. Make a Prayer List 
Take out a piece of paper and pen, or open a note app on your 
phone. Silently and by yourself pray to God and ask him to help you 
think of every family member, friend, coworker, neighbor, 
acquaintance, or anyone else in your life who is not a Christian. Write 
down their names. How many names are on your list? Set a goal to 
pray for the people on this list everyday. First, pray that God will give 
you wisdom in how to share the gospel with them, and opportunities 
to do so. Second, pray that the Holy Spirit will prepare them to hear 
the gospel message by giving them a heart that is hungry for God, so 
that when you share the gospel with them, they will put faith in Jesus. 
Prayer List: 

2. Prepare Your Testimony 
In order to make disciples we need to share the gospel. One of the 
best ways to share the gospel is by first sharing our personal 
testimony. This is what Jesus told a man in Mark 5:19, “Go home to 
your friends and tell them how much the Lord has done for you, and 
how he has had mercy on you.” Let’s take a few minutes to 
brainstorm what God has done for us individually, and how he has 
changed our lives. 

One way to prepare your testimony is to follow this simple outline: (1) 
What was your life like before you met Jesus? (2) How did you come 
to encounter and believe in Jesus? (3) What difference has Jesus 
made in your life? (Example: I was looking for happiness through 
success at work but felt empty… My coworker told me about Jesus… 
Now Jesus has given purpose and meaning to my life…) 

Be authentic and honest as you share what God had done for you. 
Your unique story of God rescuing you is miraculous and effective for 
helping others know Jesus. 
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d そして、あなたのグループのメンバーと、証をする練習をしましょう。 

3．福音を分かち合う 

あなたのストーリーを分かち合ったら、今度はイエスのストーリーを分かち
合う必要があります。福音の伝え方は様々ですが、あなたとのファースト・
ステップの学びに誘ってみるのもひとつの方法です。ファースト・ステップは
５回から成るバイブルスタディーで、誰でもどこででも行うことが出来ます。 

イエスに従う歩みは本来交わりの内にあるように、神の使命もまた、交わり
の内に実践されるべきです。ネクスト・ステップの各レッスンでは、誰かに
福音を分かち合うという目標を立て、お互いのために祈ります。また、近況
を報告し合い、そのプロセスの中で励まし合います。 

d では早速、各自目標を決めて、お互いのために祈りましょう。あなた
の祈りのリストを見て、今日から２週間の間に、あなたの証と福音を
分かち合いたいと思う人を１～３人選んでください。その人たちの名
前をグループ内で共有し、彼ら一人ひとりのために祈りましょう。次
回は、上手く福音を分かち合う事ができたかどうか報告し合います！ 

クリスチャンの人生はレースのようなものですから、そこに葛藤はつきもの
です。罪や、罪の影響がある限り、クリスチャンの歩みは容易ではありませ
んが、イエスはいつも私たちと共にいる、と約束してくださっています。ネ
クスト・ステップで学ぶ聖書の教えは、あなたがイエスに従い、人間をとる
漁師になるための道しるべとなってくれるでしょう。そして、このクリスチャ
ンのスモールグループの存在は、信仰の旅を進めるうえで必ず大きな励ましと
なるでしょう。

d Practice sharing your testimony with someone in your group. 

3. Share the Gospel 
After you've shared your story you need to share Jesus' story. One of 
the ways you can share the gospel is by inviting someone to study 
First Steps with you. First Steps is a 5-part Bible study that can be 
facilitated by anyone, anywhere. 

Just like following Jesus is meant to be done in community, so God’s 
Mission is meant to be done in community. In each Next Steps lesson, 
we will set a goal to share the gospel with someone and pray for one 
another. Additionally, we will hold one another accountable and 
encourage one another along the way. 

d Let's make a goal and pray with one another right now! 
Looking at your prayer list, choose 1 to 3 people with whom 
you want to share your testimony and the gospel, in the next 
two weeks. Share their names with your group and pray for one 
another and the people you just listed. Next time we will ask 
one another how it went!  

The Christian life, like a race, is not without struggle. Sin and the 
effects of sin make the Christian walk a challenge, but Jesus is always 
with us, as he promised. The Biblical teaching summarized 
throughout Next Steps will help guide your steps as you follow Jesus 
and fish for men. This small group of Christians will also undoubtedly 
be a great encouragement throughout the journey. 
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