



DISCIPLES MAKING DISCIPLES 

The book of Acts tells of the supernatural and 
explosive growth of the early church. Despite 
persecution and many hardships, despite the 
lack of modern travel and technology the gospel 
message rapidly spread throughout Asia, Africa, 
and Europe. How did the gospel spread so 
quickly and broadly? Certainly it was the work of 
the Holy Spirit. The Spirit worked through the 
bold verbal proclamation of the gospel message 
by ordinary disciples everywhere they went. 
Certainly it included strategic and intentional 
efforts to take the gospel and start new churches 
in place where it had yet to be proclaimed.


Paul gives us an insight to another important 
factor in the rapid multiplication:  2 Timothy 
2:2 "...and what you have heard from me in the 
presence of many witnesses entrust to faithful 
men who will be able to teach others also."

  

Paul instructed Timothy to make disciples and to 
t ra in those d isc ip les to teach o the rs 
also.  Paul  taught  Timothy  who taught “faithful 
men” who taught “others”. That is what we need 
to do. We need to have a vision to make not just 
one generation of disciples but strive to train the 
“faithful" to teach others.


弟子をつくる弟子 

使徒の働きには初期の教会の超自然的で、爆発的な
成長について書かれています。迫害やたくさんの困
難があり、近代的な移動手段や、技術がなかったに
もかかわらず、福音はアジア、アフリカ、ヨーロッ
パ中に急速に広がりました。福音はどのようにして
そこまで急速に、そして、広範囲に広がったのでしょ
うか？それは確実に、聖霊の働きでした。その聖霊
はごく普通の弟子が、行くところすべての場所で大
胆に福音を宣言するその言葉を通して働きました。
その働きの中には、福音を携え、まだ宣べ伝えられ
ていない場所に新しい教会を開拓するという戦略的
な、そして意図的な努力も含まれていました。

 

パウロは急速な拡大に対するもう一つの重要な洞察
を私たちに与えています。第一テモテ2:2「多くの
証人の前で私から聞いたことを、他の人にも教える
力のある忠実な人たちにゆだねなさい。」 

  

パウロはテモテを、「弟子を作り、それらの弟子た
ちを他の人も教えるように導く」ように教えました。
パウロはテモテを教え、テモテは「忠実な人たち」
を教え、彼らは「他の人」を教えました。これがわ
たしたちがするべきことです。わたしたちは、弟子
の世代を１世代だけ作るのではなく、それら忠実な
人が他の人を教えることが出来るように訓練すると
いう目標をもつ必要があります。 


あなたが誰かをキリストに導いたら、彼らをネクス
トステップを通して訓練し始めます。彼らにどのよ
うにキリストを友達や、家族に分かち合うかを教え
ましょう。伝道についての専門家になる必要はあり
ません。なぜなら、彼らを訓練する最良の方法の一
つは、あなたの個人的経験や挑戦、そして勝利を分
かち合うことだからです。お互いに対して責任を持
ち合い、週ごとの目標を設定し、共に祈り合うこと
が、彼らを次の世代の弟子を作り、その弟子たちを
訓練し始めることに導くことでしょう。もっともっ
と多くの人々が、わたしたちの神であり、救い主イ
エス・キリストの素晴らしい愛を経験しますよう
に！  


When you lead someone to Christ begin to 
disciple them using the Next Steps. Teach them 
how to share Christ with their friends and family. 
You don’t have to be an expert in evangelism 
because one of the best way to train them will be 
to share your own experiences, trials, and 
victories. Holding one another accountable, 
setting bi-weekly goals, and praying together will 
help lead them to soon begin making and 
training disciples who will make and train 
disciples. May more and more people experience 
the great love of our God and Savior Jesus 
Christ! 



