
EXCUSES 

For most of us, we know we should share the 
gospel of Jesus; we want to! But there are some 
common excuses that often keep us silent. 


1. "What if I am rejected?" Sometimes we think a 
lot about others' opinions of us when we should 
be most concerned about God's opinion. 
Galatians 1:10 - "For am I now seeking the 
approval of man, or of God? Or am I trying to 
please man? If I were still trying to please man, I 
would not be a servant of Christ." And when our 
evangelistic efforts are met with opposition, it is 
not us they have rejected but Jesus. We share in 
Jesus'  sufferings which is cause for rejoicing 
(Matthew 5:11-12). The worst someone could do 
to us is kill our body, sending us to be with God 
forever. 


2. "I don't know how." All of us know how to lead 
others to Christ because someone led us to 
Christ. Even people who have been Christians for 
only one day can make disciples by simply telling 
others what Jesus has done for them and inviting 
others to follow Jesus with them. Additionally, 
there are many resources we can use to share 
the gospel, such as First Steps. The best way to 
learn how is to try. 


3. "What if sharing the gospel ruins the 
relationship?"  Though our fears do not often 
become reality, Jesus does create division 
among friends and  family. Keeping eternity in 
perspective is important. Eternity with God in 
heaven or eternity separated from God in hell is 
what's at stake. The most loving thing we can do 
is tell them about the salvation available in Jesus. 
A good friend or a good family member tells his 
or her friends and family about Jesus. 


4. "I am lazy." Sadly, apathy and laziness keeps 
many of us from sharing the gospel. What if God 
gave you ¥100,000 each time you shared the 
gospel? Speaking honestly, many of us would 
quit our jobs and share the gospel full-time. We 
need to repent that we would share Christ for 
money and not because of the incredible love he 
has for us and the world. 


言い訳 

私たちのほとんどが、私たちがイエスの福音を宣べ
伝えなければならない、いや、宣べ伝えたい！と思っ
ていることを知っています。しかし私たちを沈黙さ
せてしまう、よくある言い訳がいくつかあります。 


1.「もし拒否されたらどうしよう？」時折、私たち
は、神様の意見を一番気にかけるべき時に、他人の
意見を聞いてしまいます。ガラテア1:10 - 「」そし
て私たちの伝道に対する努力が反対に直面するとき、
彼らは私たちを否定しているのではなく、イエスを
否定しているのです。私たちは、イエスが苦しまれ
たのと同じ状況で宣べ伝えるということは喜ばしい
ことです。（マタイ5:11-12）誰かによって私たち
にすることができる最悪なことは、私たちの体を殺
すことですが、私たちクリスチャンは死ぬと神と共
に永遠にいることになります。 


2.「どうすればいいかわからない」私たち皆、誰か
によってキリストに導かれたので、どのように他の
人をキリストに導くかを知っています。たとえ1日
しかクリスチャンになっていなかったとしても、イ
エスが自分自身に何をしてくださったかを他の人に
伝え、その人達をイエスに従うよう招待することに
よって弟子を作ることが出来ます。更に、ファース
トステップのように、私たちが福音を伝えるために
使うことができる情報は沢山あります。学ぶための
一番いい方法は、まずやってみることです。 


3.「もし福音を伝えることによって人間関係が損な
われたらどうしよう？」私たちの恐れが現実になる
ことはそれほど多くありませんが、イエスは友達や
家族との間に分裂を生じさせられました。永遠を視
野に入れた見方を保つことは非常に重要です。神と
永遠に共にいる天国と、神と永遠に隔絶された地獄
が問題になっているのです。私たちが出来る最も愛
ある事柄は、イエスによって可能になった救いにつ
いて伝えることです。良い友や良い家族は、友や家
族にイエスのことを伝えます。 


4.「怠け者なんです」悲しいことに、無関心と怠惰
が私たちの多くを、福音を宣べ伝えることから遠ざ
けています。




もし神様があなたに福音を宣べ伝える時間ごとに
10万円を与えられるとしたらどうしますか？正直
なところ、私たちの多くは仕事をやめて全時間で神
の言葉を宣べ伝えるようになるでしょう。私達は、
私達がお金のためにキリストを宣べ伝えていたり、
この世に神様が持たれている驚くべき愛によらずキ
リストを宣べ伝えていることを悔い改めるべきで
す。 


5.「私は誰かが私の信仰について尋ねてくるのを
待っています」時々私達は私たち自身が良い人生を
送れば、福音のメッセージを言葉で伝えなくても、
行動を通して神様の愛を他の人に示すことが出来る
と考えます。この考えにはいくつかの問題がありま
す。まず、世界中でクリスチャンだけが優しく、思
いやりがあり、寛大であるわけではありません。さ
らに、あなたが会話を始めなければ、誰かがあなた
の信仰について聞いてくることは稀です。3つ目と
して、聖書はローマ10:14で「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。」。私達は話す必要が
あるのです。 


6.「彼らの質問にこたえられません」避けられない
ことですが、福音を携えて人と出会う時、どのよう
に答えたらいいかわからないことがあります。気に
する必要はありません。「いい質問ですね。答えは
今すぐわかりませんが、わかったらお知らせします
ね」と言いましょう。それは後で質問に答えること
によって、私たちが、彼らの真実との格闘をどれほ
ど助けたいと思っているかを示すことになります。 

他の言い訳もあるかもしれませんが、私たちは、「神
への愛」と「他の人への愛」は、私たちがリスクを
取り、イエス・キリストの福音をできるだけ多くの
人に伝えるのに必要かつ十分なものであるというこ
とを忘れてはいけません。 


Mark Cahill著『One Thing You Can't Do in 
Heaven』より引用     


5. "I'm waiting for someone to ask me about my 
faith." Sometimes we think that if we live good 
lives we can show God's love to others through 
out actions without needed to verbalize the 
gospel message. There are a few problems with 
this idea. First, Christians are not the only kind, 
considerate, and generous people in the world. 
Second, very rarely will someone else ask you 
about your faith without you initiating the 
conversation. Third, the Bible says in Romans 
10:14 "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?" We need to speak up. 


6. "I cannot answer their questions."  Inevitably, 
when engaging others with the gospel message 
we will be asked questions we do not know  the 
answer to. That is ok. Simply say, "That's a great 
question. I don't know the answer right now but I 
will find out and let you know." Rather than 
hinder our efforts, following up with someone 
actually demonstrates how much we care to help 
them wrestle with the truth. 


There may be other excuses that come to our 
minds, but we must remember that love for God 
and love for others is more than enough of a 
reason to take the risk and share the gospel of 
Jesus Christ with as many people as possible. 


(Adapted from the book One Thing You Can't Do 
in Heaven by Mark Cahill) 



