
ステップ９ 
奉仕 

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 前回は家族について学びました。その時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。 

イエスがされたように、人に仕え、人を愛することは、クリスチャンとして
の歩みにおいて大切な一部分です。イエスを私たちの模範として、クリスチャ
ンとしての歩みがいかに奉仕の歩みであるか、ということについて、学びま
しょう。 

Step 9 
Service 
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 family. 

An important part of the Christian life is striving to serve and love 
others in the same way Jesus did. With him as our example, let’s 
study about how the Christian life is a life of service.

99
140 141



ヨハネによる福音書１３章１～５節、１２～１７節 

b 「さて、過越の祭りの前に、この世を去って父のみもとに行くべき自分
の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエ
スは、その愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。
悪魔はすでにシモンの子イスカリオテ・ユダの心に、イエスを売ろう
とする思いを入れていたが、イエスは、父が万物を自分の手に渡され
たことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から
立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それ
から、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておら
れる手ぬぐいで、ふき始められた。…イエスは、 彼らの足を洗い終わ
り、上着を着けて、再び席に着いて、彼らに言われた。『わたしがあ
なたがたに何をしたか、わかりますか。あなたがたはわたしを先生と
も主とも呼んでいます。あなたがたがそう言うのはよい。わたしはそ
のような者だからです。それで、主であり師であるこのわたしが、あ
なたがたの足を洗ったのですから、あなたがたもまた互いに足を洗い
合うべきです。わたしがあなたがたにしたとおりに、 あなたがたもす
るように、わたしはあなたがたに模範を示したのです。まことに、ま
ことに、あなたがたに告げます。しもべはその主人にまさらず、遣わ
された者は遣わした者にまさるものではありません。あなたがたがこ
れらのことを知っているのなら、それを行うときに、あなたがたは祝
福されるのです。』」 

d 考えましょう：この聖書箇所から、奉仕について何を学ぶことができ
ますか？ 

上記の聖書箇所で、イエスはご自身を「主」または「先生」と呼びながらも、
しもべのような行動をとっておられます。弟子たちの足を洗うことを通して、
イエスはリーダーである者（でさえも）が実践すべきこと、つまり奉仕につい
て教えられました。イエスは弟子たち（そして現在の私たち）に、足を洗ら
われたのは奉仕の模範であると言われ、私たちも同じように互いに仕え合う
べきだと言われました。それを行う時に、私たちは祝福されるのです。 

John 13:1-5, 12-17  

b “Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that 

his hour had come to depart out of this world to the Father, 
having loved his own who were in the world, he loved them to 
the end. During supper, when the devil had already put it into 
the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him, Jesus, 
knowing that the Father had given all things into his hands, 
and that he had come from God and was going back to God, 
rose from supper. He laid aside his outer garments, and taking 
a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a 
basin and began to wash the disciples’ feet and to wipe them 
with the towel that was wrapped around him. … When he had 
washed their feet and put on his outer garments and resumed 
his place, he said to them, “Do you understand what I have 
done to you? You call me Teacher and Lord, and you are right, 
for so I am. If I then, your Lord and Teacher, have washed your 
feet, you also ought to wash one another’s feet. For I have 
given you an example, that you also should do just as I have 
done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater 
than his master, nor is a messenger greater than the one who 
sent him. If you know these things, blessed are you if you do 
them.” 

d Consider: What can we learn about service from this passage 
of Scripture? 

In the passage above, Jesus calls himself "Lord" and "Teacher", but 
acts like a servant. By washing his disciples' feet, he shows us what 
even leaders should do—serve. Jesus tells the disciples (and us today) 
that he is washing their feet as an example of service, and that we are 
also to serve one another—we are blessed if we do these things.
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ガラテヤ人への手紙５章１３～１４節  

b 兄弟たち。あなたがたは、自由を与えられるために召されたのです。
ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えな
さい。律法の全体は、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」
という一語をもって全うされるのです。 

教会内での奉仕 

他の人の必要を自分の必要より優先させることを通して、イエスが模範を示
された自己犠牲の奉仕に倣いましょう。 

ピリピ人への手紙２章３～５節  

b 何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人
を自分よりもすぐれた者と思いなさい。自分のことだけではなく、他
の人のことも顧みなさい。あなたがたの間では、そのような心構えで
いなさい。それはキリスト・イエスのうちにも見られるものです。 

d 考えましょう：上記のみことばは、あなたの心に響きますか？このよ
うな奉仕の姿勢は、私たちが教会の交わりに参加する上でどのような
影響をもたらしますか？ 

教会の交わりに参加する時、自分だけの必要が満たされるように、という自
己中心的な願いを持って参加しないようにしましょう。むしろ、他の人の必
要が満たされるように望むべきです。誰も、他の人の足を洗いたいとは思い
ませんでした。洗足をする人たちは、人から認められず、奉仕に対して感謝も
されない人たちでした。それにも関わらず、イエスは弟子たちの足を洗われ
たのです。 

「あなたは教会でどのような奉仕をしますか？」この質問は、大切であり、
必要な質問です。この質問に答えるために、神があなたに与えてくださった
能力、特技、霊的な賜物などが何かを考えてみましょう。あなたは神に造ら
れ、特別な賜物を与えられていることを忘れないでください。また別のアプ
ローチとして「私は何が得意だろうか？」という問いから始める代わりに、
教会の中で最も大きな必要がどこにあるかを見極め、そしてその必要に合わ
せて動き始める方法も、とても良い出発点となるかもしれません。

Galatians 5:13-14  

b For you were called to freedom, brothers. Only do not use 
your freedom as an opportunity for the flesh, but through love 
serve one another. For the whole law is fulfilled in one word: 
“You shall love your neighbor as yourself.” 

Serve Inside the Church Community 

Follow Jesus' example of selfless service by putting others' needs 
above your own. 

Philippians 2:3-5  

b Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility 
count others more significant than yourselves. Let each of you 
look not only to his own interests, but also to the interests of 
others. Have this mind among yourselves, which is yours in 
Christ Jesus. 

d Consider: Is the Scripture above convicting for you at all? How 
does this attitude affect the way we participate in the church 
community? 

Do not participate in the church community with a selfish desire to 
meet your own needs but rather with humility, seeking to meet 
others' needs. No one wanted to wash others' feet. Foot-washers 
were neither recognized nor thanked for their service. Yet Jesus 
washed his disciples' feet. 

How will you serve in the church? This is an important and necessary 
question to ask. To answer, consider the talents, abilities and spiritual 
gifts God has given you. Keep in mind that you are created by God 
and uniquely gifted. Alternatively, rather than starting with the 
question, “What am I good at?” sometimes the best place to begin is 
finding out where the biggest needs are in the church community and 
to start meeting those needs.
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d 考えましょう：私たちの教会の交わりにおいて、あなたはどのような
必要に応えることができますか？ 

教会には、奉仕の機会が沢山あります。あなたがどのような奉仕ができるか、
積極的に教会のスタッフや他のクリスチャンに尋ねてみましょう。 

教会外での奉仕 

マタイによる福音書５章１４～１６節 

b あなたがたは、世界の光です。山の上にある町は隠れる事ができませ
ん。また、あかりをつけて、それを枡の下に置く者はありません。燭
台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。こ
のように、あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたがたの
良い行いを見て、天におられるあなたがたの父をあがめるようにしな
さい。 

私たちが周囲の人々に仕え、善行を行うとき、私たちはその地域で神の愛と
福音を示す光となります。奉仕の機会はほとんどが予想外に訪れます。私た
ちはそのような機会が訪れた時、いつでも飛び込んでいけるように準備して
おかなければいけません。 

d 考えましょう：私たちの地域において、教会としてどのような必要に
応えられるでしょうか？ 

ミカ書６章８節 

b 主はあなたに告げられた。人よ。何が良いことなのか。【主】は何を
あなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、
へりくだってあなたの神とともに歩むことではないか。 

あなたの周りで、孤児、未亡人、お年寄り、子供たち、シングルマザー、落
ち込んでいる人、孤独な人、見捨てられている人、いじめられている人など、
助けを必要としている人に憐れみの心を示しましょう。目を開き、世界中に
見られる社会的不公平からくる問題に意識を向けましょう。

d Consider: What needs could you help meet in our church 
community? 

There are many opportunities to serve at the church. Be proactive and 
ask church staff or other Christians about ways you may be able to 
serve. 

Serve Outside the Church Community 

Matthew 5:14-16 

b “You are the light of the world. A city set on a hill cannot be 
hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, 
but on a stand, and it gives light to all in the house. In the 
same way, let your light shine before others, so that they may 
see your good works and give glory to your Father who is in 
heaven.” 

We will be a light of God's love and gospel in our communities when 
we serve and do good deeds for those around us. Service 
opportunities are often unplanned events. We must be ready to jump 
to action when such opportunities arise. 

d Consider: What needs can we as a church meet in the 
community around us? 

Micah 6:8 

b He has told you, O man, what is good; and what does the Lord 
require of you but to do justice, and to love kindness, and to 
walk humbly with your God? 

Show mercy toward those around you who need help: orphans, 
widows, elderly, children, single mothers, the depressed, the lonely, 
the outcast, the bullied, etc. Open your eyes to addressing the 
problem of social injustice around the world.
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d 考えましょう：私たちの地域、街、国では、どのような社会的不公平
からくる問題があるでしょうか？あなたはそれらの必要に応えるため
に、どのようなことができますか？ 

ガラテヤ人への手紙６章９節～１０節 

b 善を行うのに飽いてはいけません。失望せずにいれば、時期が来て、
刈り取ることになります。ですから、私たちは、機会のあるたびに、
すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。 

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 

福音を伝えるために、私たちは言葉を使わなければいけません。なぜなら福
音は、様々なお知らせの中でもとても良いお知らせだからです。私たちは、
私たちの生活を通して、そして人への愛と奉仕を通して、より力強く福音を
証することができます。 

ペテロの手紙第一２章１２節 

b 異邦人の中にあって、りっぱにふるまいなさい。そうすれば、彼ら
は、何かのことであなたがたを悪人呼ばわりしていても、あなたがた
のそのりっぱな行いを見て、おとずれの日に神をほめたたえるように
なります。 

あなたの家庭、職場や学校、そして地域の人のために、具体的な奉仕の機会
を探してみましょう。あなたの日々の生活に、クリスチャンでない友人や家
族を招き、彼らに仕えましょう。キリストが私たちに仕えてくださったよう
に、私たちも人に仕えることで、福音を伝える多くの機会が生まれ、私たち
の証も信頼性が増します。人を愛し、人に仕えるとき、彼らを単なる奉仕の

d Consider: What issues of social justice are there in our 

community, city, and country? How can you help address these 
needs? 

Galatians 6:9-10 

b And let us not grow weary of doing good, for in due season 
we will reap, if we do not give up. So then, as we have 
opportunity, let us do good to everyone, and especially to 
those who are of the household of faith. 

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 

We must use words in order to share the gospel because the gospel 
is news—very good news. We can augment our witness to the gospel 
by living, loving, and serving others.  

1 Peter 2:12 

b Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that 

when they speak against you as evildoers, they may see your 
good deeds and glorify God on the day of visitation. 

Look for opportunities to love others by practically serving those 
around you, in your home, at work or school, and in your community. 
Invite non-Christian friends and family into your daily life and family 
life to serve them. Serving others as Christ served us creates an 
opportunity to share the gospel and gives credibility to our witness.
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対称として見たり、相手を変えようとして接するべきではありません。私た
ちが愛し仕えるのは、純粋に神の愛に促されたゆえの行動であるべきです。
クリスチャンとして、私たちは何の見返りも期待せずに奉仕します。このよ
うな自己犠牲の奉仕は光のように輝き、そこで私たちにが福音を分かち合う
こともできるなら、人々を神の愛へと導きます。 

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）。

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。

We should not love and serve others because we see them as 
projects or as people who we want to change—we should love and 
serve others sincerely because God’s love compels us. As Christians 
we serve people without expecting anything in return. And this 
selfless service will shine like a light, leading people to God’s love—if 
we also open our mouths to share.  

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.). 

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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