
ステップ６ 
教会 

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かれています。 

神のことば 

分かち合いましょう： 

d 前回は礼拝について学びました。そのとき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。 

d 考えましょう：「教会」という言葉を聞いて、何を連想しますか？ 

Step 6 
Church 
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. 

God’s Word 

Share: 

d Take a few minutes to honestly share what it has been like as 

you’ve tried to obey what you learned from God’s word last 
time about worship. 

d Consider: What comes to your mind when you hear the word 
“church”? 
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私たちがクリスチャンになるとき、神は私たちを神の家族に入れてください
ます。それが教会です。聖書では「教会」という言葉が２通りの意味で使わ
れています。 

信仰を持つ人々が地域で集まる場所という意味での教会。共に集まり、
地域のリーダーに従属する群れのこと。 

神が選ばれた、世界中にいるイエス・キリストを信じる人たち、とい
う意味での教会。 

教会とは？ 

１．共通のアイデンティティーを持つ家族 

エペソ人への手紙２章１９～２２節 

b こういうわけで、あなたがたは、もはや他国人でも寄留者でもなく、
今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなたがたは使
徒と預言者という土台の上に建てられており、キリスト・イエスご自
身がその礎石です。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成
長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あ
なたがたもともに建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。

クリスチャンであるあなたは、神を信じ愛することをまだ理解していない社
会との隔たりを感じているかもしれません。しかし、私たちは今や新しい国
の民とされ、時代と国境を超える神の家族の一員となっているのです。 

d 考えましょう：あなたがクリスチャンになったことで、家族や友人、
または社会との隔たりを感じたことはありますか？教会の家族に受け
入れられているように感じますか？ 

When we become Christians God adopts us into his family, called the 
church. The Bible uses the word “church” with two different 
meanings: 

Church as the local gathering of believers, committed to 
meeting together and in submission to a local leadership. 

Church as God’s chosen worldwide people; all believers in 
Jesus Christ. 

What is the church? 

1. A family with a common identity. 

Ephesians 2:19-22 

b So then you are no longer strangers and aliens, but you are 

fellow citizens with the saints and members of the household 
of God, built on the foundation of the apostles and prophets, 
Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole 
structure, being joined together, grows into a holy temple in 
the Lord. In him you also are being built together into a 
dwelling place for God by the Spirit. 

As a Christian you may feel isolated from the society around you that 
does not yet understand your faith and love for God. But we are 
citizens of a new kingdom and members of a family that stretches 
throughout time and around the world. 

d Consider: Have you felt isolated from your family, friends, or 
society because you became a Christian? Have you felt 
welcomed into the church family? 
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２．神のための、神の人々 

ペテロの手紙第一２章４～５、９～１０節 

b 主のもとに来なさい。主は、人には捨てられたが、神の目には、選ば
れた、尊い、生ける石です。あなたがたも生ける石として、霊の家に
築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリスト
を通して、神に喜ばれる霊のいけにえをささげなさい…　しかし、あ
なたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有と
された民です。それは、あなたがたを、やみの中から、ご自分の驚く
べき光の中に招いてくださった方のすばらしいみわざを、あなたがた
が宣べ伝えるためなのです。あなたがたは、以前は神の民ではなかっ
たのに、今は神の民であり、以前はあわれみを受けない者であったの
に、今はあわれみを受けた者です。 

教会は建物ではありません。建物のように、「霊の家」として共に築き上げ
られた人々こそが、教会なのです。教会に属する一人ひとりがレンガのよう
に組み合わさって、「神に喜ばれる霊のいけにえ」をささげるという一つの
目的のために築き上げられています。 

それぞれの過去に関わらず、私たちは今、神の民です。神は私たちを選び、救
い、新しく造り変え、そしてご自身のものとしてくださいました。それは、
私たちが神の「すばらしいみわざを…宣べ伝えるため」です。私たちが教会
として存在しているのは、神を礼拝し、神の臨在をとこしえに楽しむためで
す。 

d 考えましょう：教会のコミュニティーには、他の様々なコミュニ
ティーと比べてどのような特徴があるでしょうか？ 

教会は何をするべきでしょうか？ 

１．教会は、礼拝を捧げ、祈り、教え、交わり、そして互いを愛するために
集まります。使徒の働きに描かれている初代教会の姿は、聖書の中でも教会
の最も理想的な姿と言えるでしょう。

2. The people of God, for God. 

1 Peter 2:4-5, 9-10 

b As you come to him, a living stone rejected by men but in the 

sight of God chosen and precious, you yourselves like living 
stones are being built up as a spiritual house, to be a holy 
priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God 
through Jesus Christ. ... But you are a chosen race, a royal 
priesthood, a holy nation, a people for his own possession, 
that you may proclaim the excellencies of him who called you 
out of darkness into his marvelous light. Once you were not a 
people, but now you are God’s people; once you had not 
received mercy, but now you have received mercy. 

The church is not a building, but it is a people built together like a 
building—“a spiritual house.” Each member is like a brick, built 
together for a common purpose—offering “spiritual sacrifices 
acceptable to God.”  

No matter what our past is, we are now God's people. He chose us, 
he saved us, he made us new, and he made us his own that we may 
“proclaim the excellencies” of God. We, the church, exist for God, to 
worship him and enjoy him forever. 

d Consider: What do you think is unique about the church 
community compared to other types of communities? 

What does the church do? 

1. The church gathers for worship, prayer, teaching, fellowship, and 
loving one another. One of the best pictures of a church is the Bible’s 
description of the very first church in the book of Acts.
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使徒の働き２章４２、４４～４６節 

b そして、彼らは使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、パンを裂
き、祈りをしていた…　信者となった者たちはみないっしょにいて、
いっさいの物を共有にしていた…　そして毎日、心を一つにして宮に
集まり、家でパンを裂き、喜びと真心をもって食事をともにし… 

この聖書箇所では、教会が「みないっしょに」神を愛し、互いを愛している
様子が見られます。共に祈り合い、礼拝に集い、説教やバイブルスタディーを
通して神のことばを学び、互いがイエスの戒めに従うよう助け合うとき、私
たちは共に神を愛しています。そして、クリスチャンの交わりに定期的に集い、
必要に応じて施し合い、互いに罪を告白し合い、愛を持って互いの罪を指摘
し合い、自分よりも他の人を大切に考え、その人のために出来ることを求め、
そして互いの重荷を負い合うとき、私たちは互いに愛し合っているのです。
もちろんその中で、互いの存在を楽しむこともできます。イエスが互いに愛
し合いなさいと命じられたのは（ヨハネの福音書１３章３４節）、クリスチャ
ン同士に向けて与えられた言葉でした。クリスチャンの交わりの中では、神
を愛し他のクリスチャンを愛するために、常に自分よりも相手のことを優先
し、相手のために時間が使えるよう努めるべきです。 

教会の主日礼拝のような大きな集まり（「宮に集まり…」）や、スモールグ
ループのような小さな集まり（「家でパンを裂き…」）は、クリスチャンの
弟子訓練のために必要不可欠です。 

d 考えましょう：教会として他のクリスチャンと集まるとき、あなたは
何が一番の楽しみですか？教会の集まり（主日礼拝・スモールグルー
プに関わらず）を通して、あなたはどのように成長することができま
したか？ 

Acts 2:42, 44, 46 

b And they devoted themselves to the apostles’ teaching and 

the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. ... 
And all who believed were together and had all things in 
common. ... And day by day, attending the temple together 
and breaking bread in their homes, they received their food 
with glad and generous hearts, praising God and having favor 
with all the people. 

Here we see the church together loving God and loving each other. 
We love God together when we pray together, gather for corporate 
worship, learn from God’s Word through sermons and Bible studies, 
and help one another to obey Jesus’ commands, etc. We love one 
another when we gather together regularly in Christian fellowship, 
give to one another as there is need, confess our sins to one another 
and lovingly point out sins in one another’s lives, seek to serve others 
as more important than ourselves, and bear one another’s burdens; 
and we can even do so as we enjoy one another’s company. Jesus’ 
command to love one another (in John 13:34) is in reference to other 
Christians. A Christian makes sacrificial efforts to prioritize their time 
in order to love God and other Christians in the context of a Christian 
community. 

Both large church gatherings like Sunday mornings ("attending the 
temple together") and small church gatherings like small groups 
("breaking bread in their homes") are vital for our Christian 
discipleship. 

d Consider: What do you enjoy about gathering with the church? 
How have church gatherings (either on a Sunday or with a 
small group) challenged you?  
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２．教会は神の働きのために人を整え、散らす。 

使徒の働き８章４節 

b 他方、散らされた人たちは、みことばを宣べながら、巡り歩いた。 

使徒８章では、クリスチャンたちはエルサレムで起こった厳しい迫害のため、
あらゆる地に散らされます。彼らの姿から、私たちは大切なことを学ぶこと
ができます。彼らはどこに行っても、そこでイエス・キリストの福音を伝え
たのです！ 

私たちクリスチャンは毎週、日々の生活の中で、イエスによる神の救いのご
計画のために生きています。福音を伝え、周囲の人を愛し、暗やみの中の光
となります。私たちは、神のことばをさらに学び、互いに励まし合うことを
通して、共に力を得るために集まるのです。 

へブル人への手紙 １０章２４～２５節 

b また、互いに勧め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではあ

りませんか。ある人々のように、いっしょに集まることをやめたりし
ないで、かえって励まし合い、 かの日が近づいているのを見て、ます
ますそうしようではありませんか。 

教会のリーダーシップ 

教会は監督（長老）と呼ばれる複数のリーダー達が率いるべきだと神は定め
られました（テモテへの手紙第一３章１～７節）。彼らは羊の群れを牧する
ように教会を導きます（そのため「牧師」と呼ばれる：ペテロの手紙５章１～
２節）。そして、正しい聖書の教理を守り（使徒の働き２０章２８～３０
節）、群れを教えます（テモテへの手紙第一３章２節）。クリスチャンは誰
でも、地域教会に与えられている敬虔な信仰を持つ権威ある者に従うべきで
す。

2. The church equips and scatters for the mission of God. 

Acts 8:4 

b Now those who were scattered went about preaching the 

word. 

In Acts 8 the Christians were scattered due to harsh persecution that 
broke out in Jerusalem. An important principle can be observed from 
their example—wherever they went they shared the good news of 
Jesus Christ! 

As Christians, we live on mission for Jesus throughout the week, 
sharing the gospel, loving those around us, and being a light in the 
darkness. We gather together to re-charge through learning more 
about God and receiving encouragement from one another. 

Hebrews 10:24-25 

b And let us consider how to stir up one another to love and 
good works, not neglecting to meet together, as is the habit of 
some, but encouraging one another, and all the more as you 
see the Day drawing near.  

Church Leadership 

God has designed for the church to be led by a plurality of leaders 
called elders (1 Tim 3:1-7). These men lead the church like shepherds 
of a flock (thus are called "pastors", 1 Peter 5:1-2), guard true Biblical 
doctrine (Acts 20:28-30), and teach the church (1 Tim 3:2). All 
Christians should submit themselves to godly Christian authority 
within the local church.
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テサロニケ人への手紙 第一５章１２～１３節 

b 兄弟たちよ。あなたがたにお願いします。あなたがたの間で労苦し、
主にあってあなたがたを指導し、訓戒している人々を認めなさい。そ
の務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平
和を保ちなさい。 

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。次回の学びでまた、グループで分かち合いま
す。 

神の使命 

以下の聖書箇所で、イエスが教会についてどのように語られ、祈られたかを
見てみましょう。 

ヨハネによる福音書１３章３５節 

b 「もし互いの間に愛があるなら、それによってあなたがたがわたしの
弟子であることを、すべての人が認めるのです。」 

ヨハネによる福音書１７章２０～２１節 

b わたしは、ただこの人々のためだけでなく、彼らのことばによってわ
たしを信じる人々のためにもお願いします。それは、父よ、あなたが
わたしにおられ、わたしがあなたにいるように、彼らがみな一つとな
るためです。また、彼らもわたしたちにおるようになるためです。そ
のことによって、あなたがわたしを遣わされたことを、世が信じるた
めなのです。

1 Thessalonians 5:12-13 

b We ask you, brothers, to respect those who labor among you 

and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem 
them very highly in love because of their work. Be at peace 
among yourselves. 

Take the Step!  

d Take a moment individually to reflect and pray about how you 
will obey what you have learned. Share with one another about 
these things. Your group will ask you how this is going next 
time. 

God’s Mission 

Look what Jesus said to and prayed for the church in the following 
passages: 

John 13:35 

b “By this all people will know that you are my disciples, if you 
have love for one another.” 

John 17:20-21 

b Jesus prayed: “I do not ask for these only, but also for those 

who will believe in me through their word, that they may all be 
one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also 
may be in us, so that the world may believe that you have sent 
me.”
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教会の交わりの中で福音が実践されているとき、福音の真実とその力は最大
限に発揮されます。まだクリスチャンでない人が、クリスチャンたちが一致し
て互いに愛し合う姿を見ると、福音のメッセージを肌で感じることができる
のです。私たちがイエスの弟子だと人に伝えることも大切です。しかしイエス
は、私たちが互いに愛し合うことこそ、私たちがイエスの弟子だと示す方法
であると教えられました。 

キリストの弟子を作りたいと願うなら、私たちは神のことば（福音）を分か
ち合うと同時に、神の民（教会のコミュニティー）と繋がる機会を提供する
必要があります。まだクリスチャンでない人々を教会の集まりに招き、クリ
スチャンが互いに愛し合う姿、そして彼らが神を愛し礼拝する姿を見てもら
いましょう。そして、友人を招く私たちも、キリストにある兄弟姉妹の間で
キリストにある一致を求めるべきです。 

d 考えましょう：神の使命を実践するために、教会の中にあなたが和解
すべき人はいますか？ 

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？ 

互いのために祈りましょう： 

d あなたがキリストのもとに導きたいと思っている人のうち、少なくと
も１人の名前を分かち合いましょう。その人がもう一歩キリストに近
づくことができるように、あなたが次にしようと思っていることがはっ
きりしていれば、それを分かち合いましょう（例：教会に誘う、夕食
に招待してあなたの証を分かち合う、ファースト・ステップの学びを
一緒にする、聖書またはクリスチャン書籍をプレゼントする、など）。

One of the greatest witnesses of the truth and power of the gospel is 
the gospel at work in the community of the church. When non-
Christians see Christians loving one another with unity, the message 
of the gospel becomes tangible to them. Telling others we are Jesus’ 
disciples is important, but Jesus tells us that loving one another is 
how we show the world we are his disciples. 

As we seek to make disciples we need to share the Word of God (the 
gospel) and the People of God (the church community). Invite non-
Christians to church gatherings where they can see Christians loving 
one another and see Christians loving and worshiping God. And as 
we invite others, we should strive towards Christ-like unity with our 
Christian brothers and sisters. 

d Consider: For the sake of God's mission, is there anyone in the 

church you need to be reconciled with? 

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 Share at least one name of someone you want to win to Christ. 

If you know, share your next action step in leading them closer 
to knowing Christ (for example: invite them to church, take 
them out to dinner and share your testimony, study First Steps 
together, give them a Bible or Christian resources, etc.). 
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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? 

Pray together about God’s Mission and other requests and 
thanksgivings.
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