
PRACTICAL IDEAS (#2) 

Here are some practical ideas for guiding 
conversation and everyday interaction toward 
the gospel. 


On Mondays at work - Your co-worker asks how 
your weekend was. You respond by sharing how 
you went to church and there heard about 
forgiving others who have wronged you. When 
your co-worker says, "That sounds interesting," 
you take the conversation to the next level 
by explaining that what helps you the most is the 
idea that God first loved you unconditionally 
and offered you forgiveness in Jesus. 


At home - Pray with your children before you eat 
and put them to sleep at night. Read a few 
verses from the Bible out loud as a family. 
Memorize a verse from the Bible together. Teach 
your children about God. When your children 
disobey use the opportunity to  teach them 
that God loves them and forgives them. 


After the worship service -  Talk to new people 
who visit church.  Reassure them that you had 
many questions when you first visited  church 
and ask them if they have any questions. Invite 
them out to lunch and offer to  introduce the 
basics of Christianity through a Bible study 
called First Steps. 


When listening to a friend's  problems -  Your 
friend has been struggling with anxiety about 
finding a job for months. She often calls you and 
sends you text messages after poor  interviews 
and you kindly listen to her concerns when the 
two of you spend time together. You tell her that 
since you became a Christian you feel peace and 
less anxiety because you give  your worries to 
God in prayer. You tell her that God loves her and 
will listen to her prayers. 


 


実践的な伝道 (#2) 

以下が、会話や日々の交流を福音へと向ける実際的
なアイデアです。


月曜の職場で - 同僚が週末、あなたがどうしていた
か聞きます。あなたは教会に行って、「間違ったこ
とをした人を赦すこと」を学んだと伝えます。同僚
が「面白そうな内容だね」と言ったら、あなたを最
も助けてくれたものは、神様がまず自分自身を無条
件に愛してくれ、イエスにある赦しを与えてくれた
ことだと伝え、会話を次の段階に進めます。 


家で - 食べる前や夜寝る前に、子どもたちと祈りま
しょう。家族で幾つかの聖句を声にだして読みましょ
う。一緒に聖句を暗記してみましょう。子どもたち
に神様のことを教えましょう。あなたの子どもたち
が不従順な時、その機会を神様が彼らを愛しておら
れ、彼らを赦しておられることを教える機会として
用いましょう。 


礼拝のあと - 教会に初めて参加した人に声をかけま
しょう。あなたも教会に始めてきた時沢山の質問を
持ったことを伝えて安心してもらいましょう。そし
て、なにか質問があるか聞いてみましょう。食事に
誘い、基本的なキリスト教を、ファースト・ステッ
プという聖書勉強会を通して学ぶのをすすめてみま
しょう。 


友達の問題を聞く時 - あなたの友だちが、何ヶ月も
仕事を見つけることへの心配と戦っています。彼女
は、あまりうまく行かなかった面接のあとによく電
話してきたり、メールしてきます。そしてあなたは
彼女と時間を過ごすときに、彼女の悩みを親切に聞
きます。あなたは、自分自身がクリスチャンになっ
てから、心配事をすべて神様に祈りを通して捧げる
ので、平安を得て、心配事が減ったと教えてあげま
す。あなたは、神様が彼女を愛しておられ、彼女の
祈りも聞かれることも伝えます。


  

 


  

 




友達と - 月に一回ママ友たちとその子どもたちと遊
ぶ「お遊び会」を始めることを決めます。あなたは
あえてノン・クリスチャンとクリスチャンのお母さ
んたちを招待します。たくさんの話題を話す中で、
気軽に、そして絶えず、あなたのイエスへの信仰が、
あなた自身が母親であり、妻であることをどのよう
に助けてくれたかを話します。結果的に、2、3人の
ノン・クリスチャンの母親が教会に来始め、1人が
クリスチャンになります。「お遊び会」はクリスチャ
ンの聖書勉強会へと変化しましたが、今でも全ての
人を歓迎しています。 


パーティーで - 仕事場の友達や教会からの友達数人
を、公園でのバーベキューに誘います。あえてみん
なに、何人かは日曜日に教会に一緒に行くと伝えま
す。あなたの教会の友達との時間を楽しんだあなた
の同僚の1人は、福音を聞くことが出来る教会に行
くことを決めます。 


辛い状況にあるとき - 友達とカフェにいるとき、友
達にあなたが難しい個人的な問題を持っていて、あ
なたの信仰があなたに対して強さを与え、許す力を
与えているかを伝えます。 


数分取って、毎日の交流を福音へと導くほかの幾つ
かの方法を考えてみましょう。


  

 


  

 


With friends - You decide to start a monthly play-
date for other moms and young children. You 
purposely invite  a mix of non-Christian and 
Christian moms. Though you talk about many 
topics you casually and consistently talk about 
how your faith in Jesus is helping you as a 
mother and wife. Eventually a couple of the non-
Christian moms begin to come to church and 
one becomes a Christian. The play-date evolves 
into a Christian Bible study but still welcomes all 
people. 


At a party - You invite a few of your non-Christian 
friends from work and a few friends from church 
to a barbecue at the park. You purposefully tell 
everyone that some of you will be going to 
church together on Sunday. One of your co-
workers who enjoyed spending time with your 
church friends decides to come to church where 
he hears the gospel. 


In vulnerability - While at a cafe with your friend 
you share a difficult personal issue that you have 
and how your faith is helping you by giving you 
strength and granting you forgiveness. 


Take a few minutes to brainstorm several other 
ways to move everyday interactions toward the 
gospel. 


 



