
English below


スモールグループ・レッスン

2019/7/14-7/27


神のことば


7月の1ヶ月間、日曜日の説教では「使徒の働き」シリーズをお休みをして「ゴスペル道」シリーズを見て
いっています。普段の聖書から神のことばを見ていくスタイルとはまったくちがって、実用的な視点から
福音の生き方を学んでいきます。


ゴスペル道


「ゴスペル道」とは、福音を人生に適用した生き方で、武士の生き方である「武士道」のように、クリス
チャンのライフスタイルそのものです。ゴスペル道シリーズのテーマは「一瞬が、一日が、一生のすべてが
イエス・キリストへの信仰に形作られた人生を歩む」です。クリスチャンは人生をどのように見なし（価
値観・観点）、どのように生きていくべきなのでしょうか？学んでいきましょう。


ゴスペル道・朝編

ゴスペル道・朝編では、三つの朝のはじめ方について学びました。


• 感謝をもって1日をはじめる

• 聖書のことばに思いを集中させて1日をはじめる

• 祈りをもって1日をはじめる


1. 感謝をもって1日をはじめる 
マタイによる福音書5:45では、聖書はこのように言っています。


	 天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、（…）


神さまは悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、私たちすべての人が今日という日を生きる機会と理由を与
えてくださっています。創造主がいなければ、私たちは今日を生きることができませんし、今日を生きる
理由もありません。すべての日は、神さまに立ち返り、神さまをあがめて生きるために与えられた日です。

2. 聖書のことばに思いを集中させて1日をはじめる 
私たちはたびたびこの世の物事や出来事に囚われてしまいがちです。私たちが1日をはじめるときは、神の
ことばに集中して真理を自分の中に入れてから、1日をはじめましょう。コロサイ人への手紙3:2。


	 あなたがたは、地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。




3. 祈りをもって1日をはじめる 
1日を祈りからはじめることによって2つのことが起こります。1つ目、その日自分が直面する問題について
神さまの助けを求め、神さまの力と共に前に進んでいく姿勢が強まります。2つ目、神さまが共にいてくだ
さっている実感することで、神さまを喜ぶようになります。


祈りを通して神さまとコミュニケーションを取り、1日を通して神さまの助けを実感して過ごしていきま
しょう。詩篇16:11。


（あなたは）命の道を教えてくださいます。わたしは御顔を仰いで満ち足り、喜び祝い右	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
の御手から永遠の喜びをいただきます。


［質問］朝の聖書の時間をどのように過ごしていますか？朝に聖書の時間を取っていない人は、朝に聖書
の時間を取ることは、なぜ良いことだと思いますか？


［質問］朝に余裕をもって聖書を読むためには、何時に起きる必要がありますか？


［質問］朝起きて祈るときは、どのような祈りをしていますか？


ゴスペル道・日中編

ほとんどの人にとって、1日の大半は「働くこと」に費やされます。ある人は仕事場で働き、ある人は学校
に行って勉強をすることが働くことです。ある人は家で子どもの世話や家事をすることが働くことに当た
ります。


ゴスペル道・日中編では、日々「働くこと」を、自分のためにするか、神さまの栄光のためにささげるか
について見ていきました。三つの対照的な考え方があります。


• 日々自分を捨てるか、それとも自分自身のために生きるか

• 日々自分の十字架を背負うか、それともひとりよがりな自己犠牲や自己防衛に走るか

• 主であるイエスさまに従って生きるか、それともほかの「主」に従って生きるか


ルカによる福音書9:23-25では、イエスさまは私たちクリスチャンが次のように生きていくように求められ
ています。


イエスは、みなの者に言われた。「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、日々
自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。自分のいのちを救おうと思う者は、それを
失い、わたしのために自分のいのちを失う者は、それを救うのです。人は、たとい全世界を手に入
れても、自分自身を失い、損じたら、何の得がありましょう。


また、コロサイ人への手紙3:23-24では、すべてのことを主であるイエスさまに対してするようにしなさい
と言っています。


何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい。あなたがたは、主
から報いとして、御国を相続させていただくことを知っています。あなたがたは主キリストに仕え
ているのです。




［質問］日々自分を捨て、自分の十字架を背負い、主であるイエスさまに従って生きるとは、具体的にど
のように考え、どのように行動することだと思いますか？グループでいっしょに考えてみましょう。


［質問］ゴスペル道の働き方を妨げる・難しくしている要因にはどんなものがありますか？


神の使命

クリスチャンとしてゴスペル道を生きることは、「～をしなければいけない」といった義務から来る苦労
ではなく、「イエスさまが私の背きの罪のために死んでよみがえってくださった。私はいま赦され、愛さ
れている。だから神さまのために～したい」といった喜びに満ちた積極性・自発性を生み出します。


［分かち合い］私たちクリスチャンが喜びに満ちてゴスペル道を生きるために、なにか罪の悔い改めをし
て、神さまの愛にあふれたやさしさ（恵み）と感謝を思い出す必要はありますか？必要であれば、分かち
合いましょう。


［福音伝道］ゴスペル道を生きる喜びをまわりの人に分かち合いましょう。家族、友人、同僚、そのほか
福音を伝えたい人が入れば名前を挙げ、具体的にいつ・どこで・どのようにして福音を伝えられるか考え
てみましょう。


［祈り］私たちクリスチャンがゴスペル道を生きる喜びを与えられるように祈りましょう。私たちの背き
の罪がますます明らかにされて、創造主である神さまへの感謝を抱く心を与えられ、一瞬が、一日が、一
生のすべてを主のために生きることができるように祈りましょう。


［祈り］福音をまだ知らない人たちが、自分の背きの罪を自覚し、イエスさまがしてくださったことを通
して神の愛と恵みを知り、救われるように祈りましょう。




Small Group

2019/7/14-7/27


God’s Word

During July, we are taking a break from our “Acts” series to go through a new series entitled, “Gospel 
Way.” Rather than our usual Small Group lesson structure of looking at God’s Word and God’s Mission, we 
will learn how to live the “Gospel Way” using scripture that has immediate practical application.


Gospel Way

“Gospel Way” is a way of living that applies the Gospel to everything, and like “Bushido”, the way of 
Samurai, it is a Christian’s lifestyle. The theme of our “Gospel Way” series is, “Walking through life with 
our minutes, days, and lives shaped by faith in Jesus Christ.” How should we as Christians view life 
(values, point of views) and how should we actually live life? Let’s find out.


Gospel Way Mornings

In the sermon on “Gospel Way Mornings,” we learned three things:


• Begin a day with thankfulness

• Begin a day with God’s Word

• Begin a day with prayer


1) Begin a day with thankfulness 

Matthew 5:45 says:


“For he (God) makes his sun rise on the evil and on the good”


God makes his sun rise both on evil and on good. He gives us an opportunity and reason why all of us live 
through the day. Without the creator, we are unable to live through the day and we really don’t even have a 
reason to live. All days are given for us to turn to and worship God.


2) Begin a day with God’s Word 

We are often bound to earthly things or circumstances. When we begin a day, focus on God’s Word and 
apply the truth to yourself. Colossians 3:2 says:


Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.


3) Begin a day with prayer 

When we begin a day with prayers, two things will happen. One, you will be able to ask God to help you 
with things you face with His power. Secondly, you will enjoy God in his presence.




Communicate with God through praying and get help from God throughout the day. Psalms 16:11 says:


You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand 
are pleasures forevermore.


{Question} What is your morning bible routine? If you don’t have a routine, why do you think it’s good to 
have time for reading the Bible in the morning?


{Question} What time do you have to wake up to have a good bible reading time?


{Question} What is your morning prayer routine?


Gospel Way Daytime

For most of us, our days will consist of work. Some go to a workplace to work. Some go to school and 
study. And some work by taking care of their children or home.


In Gospel Way Daytime, we looked at whether we work for ourselves or whether we work for God’s glory. 
There are three contrasting views.


• We either daily deny ourselves or serve ourselves

• We either daily pick up a cross and embrace self-sacrifice or hide in self-protection

• We either daily follow Jesus as Lord or follow another lord


In Luke 9:23-25, Jesus commands us to live like following as Christians.


And he said to all, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily 
and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses 	 his life for my 
sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits 
himself?


In addition to that, the Bible tells us to do all things for Jesus Christ our Lord. Colossians 3:23-24 says: 


Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you 
will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.


{Question} When you think of the idea of denying yourself and taking up your cross daily to follow Jesus, 
what are some practical ways in your thoughts and actions that you can implement this idea?


{Question} What are some factors that hinder or make it difficult to live the Gospel Way?


God’s Mission

To live the Gospel Way doesn’t produce fatigue or duty that makes you think “you must do ______”, but 
activeness and spontaneity filled with joy that makes you think “Jesus died for my sin and rose from the 
dead. Now I’m forgiven and loved. So I want to ______ for God.”


{Sharing} For you to live the Gospel Way with joy, is there sin that you need to repent of and in so doing, 
be reminded of God’s grace with thankfulness? If you need to do it right now, share it with the group.


{Evangelism} Share with others the joy that comes from living the Gospel Way. Among your family, 
friends, coworkers, is there someone who you want to share the Gospel with? Share his/her name, and 
think together how/where/when you can share.




{Prayer} Pray that God gives us joy to live the Gospel Way. That our sin will be revealed more and more, 
that God the creator would give us thankfulness, and that we can through life in all of our minutes, days, 
and lives shaped by faith in Jesus Christ.


{Prayer} Pray that those who haven’t gotten to know the Gospel will be aware of their own sin, that they 
know God’s love and grace through what Jesus has done, and that they will be saved.



