
FUNDAMENTAL EVANGELISM 

John 4:28-30

"[28] So the woman left her water jar and went 
away into town and said to the people,  [29] 
"Come, see a man who told me all that I ever did. 
Can this be the Christ?" [30] They went out of the 
town and were coming to him."


The Samaritan woman's encounter with Jesus in 
John 4 gives us a simple picture of evangelism 
on a fundamental level. The Samaritan woman 
meets Jesus, is subsequently amazed by him, 
and then very naturally she says to others, "Hey! 
I meet someone incredible! Come check him 
out!" Consider this analogy: when we discover a 
delicious hole-in-the-wall restaurant we do not 
hesitate to tell others about it. How much more 
with Jesus!


John 4:39-42

"[39] Many Samaritans from that town believed in 
him because of the woman's testimony, "He told 
me all that I ever did."  [40] So when the 
Samaritans came to him, they asked him to stay 
with them, and he stayed there two days.  [41] 
And many more believed because of his 
word.  [42] They said to the woman, 'It is no 
longer because of what you said that we believe, 
for we have heard for ourselves, and we know 
that this is indeed the Savior of the world.'"


What do you think is amazing about Jesus? 
Share this with your family, friends, co-workers, 
and everyone; tell them about the life, joy, and 
hope you have found and are experiencing in 
Jesus. Then, offer to study First Steps with them, 
invite them to church, and/or give them a Bible 
so they can see how good Jesus is for 
themselves. Jesus is so wonderful that we don't 
have to convince someone he is good. We just 
need to tell them about his goodness and let 
them see it for themselves. 


基本的な福音伝道 

ヨハネ4:28~30

「女は瓶を置いて町へ立ち去り、人々にいった、『来
てごらんなさい、わたしがしたことを皆いい当てた
人がいます。この人がキリストではないでしょうか』
と。人々は町を出てイエスのところへ来た。」 

  

ヨハネ4章の中での、サマリア人の女性のイエスと
の出会いは、私たちに、基本的な福音伝道の簡単な
描写を示してくれます。イエスに出会ったサマリア
人の女性は、後に彼によって驚かされ、ごく自然と
他の人に「ねぇ！私とてもびっくりするような人に
出会ったの！来て彼に会ってよ！」と言いました。
この例えを考えてみましょう：私たちがとても美味
しいこぢんまりとしたレストランを見つけた時、誰
かにそのレストランのことを教えるのをためらいま
せん。イエスのことなら、なおさらですよね！ 

  

ヨハネ4:39~42 

「『彼はわたしがしたこそを皆いい当てた』と証た
女のことばによって、この町の多くのサマリア人が
イエスを信じた。さて、サマリア人は彼のもとへ来
ると、彼らのところに泊まるよう願った。それでイ
エスはそこに二日泊まられた。すると、さらに多く
の人がイエスのことばを聞いて信じた。そして女に
いった、『われらはもはやあなたがいったから信ず
るのではない。自ら聞いて、彼こそ真に世の救い主
とわかったからである』と。」 

  

あなたは、イエスの何が素晴らしいと思いますか？
そのことを家族、友達、同僚、そして、すべての人
に伝えましょう。あなたがイエスの中に会って、見
つけた命、喜び、そして希望、そして経験を伝えま
しょう。それから、彼らとファースト・ステップを
学ぶことを勧めてみましょう。教会に誘い、あるい
は聖書を渡すなら、彼ら自分自身はイエスがどれほ
どまでに素晴らしい方か見ることが出来るでしょう。
私たちがするべきことは、ただ、イエスの良さを伝
え、そして彼ら自分自身がそれを見ることが出来る
ようにすることだけです。 

 



