
THE GREAT COMMISSION 

Matthew 28:18-20  "[18] And Jesus came and 
said to them, 'All authority in heaven and on 
earth has been given to me. [19]  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, [20] teaching them to observe all 
that I have commanded you. And behold, I am 
with you always, to the end of the age.'"


GO  - Jesus tells us to go to those who are not 
Christians. Do not wait for someone to ask about 
your faith. Do not wait for someone to bring up 
the topic of religion. Do not passively wait for 
people to come to church. Go! We need to leave 
our comfort zones and go to the lost and meet 
them where they are at. We need to bring up the 
topic of Jesus in conversation. We need to be 
intentional, strategic, and purposeful evangelists. 
Go invite someone to church. Go share the good 
news of Jesus. Go love someone in Jesus' 
name.


ALL - Jesus tell us to go to all nations and make 
disciples—to all people, not just some. 
Sometimes we choose only those we think will 
respond to the gospel or an invitation to church. 
But we don’t know who will respond favorably 
until we share the gospel. No one can say “no” 
or “yes” to Jesus until they hear the gospel. And 
God can open the hearts of even those whom we 
think are the most unlikely to be interested in 
Jesus.


DISCIPLES - Jesus tells us to make disciples not 
just church attendees. A disciple is someone 
who learns everything that Jesus taught, obeys 
it, and teaches others. We need to make 
disciples and teach them until they can teach 
others. We need to make disciples and train 
them to make disciples who make disciples who 
make disciples.

大宣教命令 

マタイ 28:18-20「 [18] 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。
[19] 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、[20] 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。』」 


「行って」イエスは私たちにクリスチャンではない
人のところへ行きなさいと命令しました。あなたの
信仰について他の人に話しかけられるのを待ってい
てはいけません。他の人が宗教に関するトピックを
出してくれるのを待っていてはいけません。何もせ
ずに人が教会に来るのを待ってもいけません。出て
行きましょう！自分の快適な領域から離れて、クリ
スチャンではない人がいるところまで行きましょう。
会話の中でイエスのことを話しましょう。意図的で、
戦略的な伝道者になりましょう。誰かを教会に誘い
に行きましょう。イエスの福音を伝えに行きましょ
う。イエスの名前によって誰かを愛しに行きましょ
う。


「あらゆる」イエスは私たちにあらゆる国の人々を
弟子としに行きなさいと命令しました。それはほと
んどの人ということではなく、全ての人ということ
です。時々に、私たちは誰が福音を受け入れるか、
断るか、それとも誰が教会に来そうか来なさそうか、
予想してしまいます。しかし、私たちは福音を伝え
る前に誰が受け入れるかを知りません。福音を聞か
ないと誰も「はい」も「いいえ」も言えません。そ
して、神様は私たちにはキリスト教に全く興味なさ
そう人に見える人をも心を開くことができます。 


「弟子」イエスは私たちに教会に通う人ではなく、
弟子を作りなさいと言っています。弟子とはイエス
が命令した全てのことを学び、そして従い、それか
らその学んだことを他の人に教える人です。私たち
は弟子を作り、他の人に教えられるまで教えなけれ
ばなりません。弟子を作り、そして、その弟子が弟
子を作る弟子を作る弟子になれるように訓練しなけ
ればなりません。 



