
UNREACHED 

Romans 15:19-21 “… by the power of signs and 
wonders, by the power of the Spirit of God—so 
that from Jerusalem and all the way around to 
Illyricum I have fulfilled the ministry of the gospel 
of Christ; and thus  I make it my ambition to 
preach the gospel, not where Christ has already 
been named, lest I build on someone else's 
foundation, but as it is written, 'Those who have 
never been told of him will see, and those who 
have never heard will understand.’" 


After Jesus’ resurrection the gospel message 
spread, beginning in Jerusalem. By the time Paul 
wrote his letter to the Christians of the church in 
Rome, the gospel had spread to every major city 
between Jerusalem and Rome. But Paul knew 
there were many places where the gospel had 
not yet been preached. These places were a 
priority in Paul’s mind and he made it  his 
ambition to take the good news to the people of 
those lands.


Today, communities that have not yet heard the 
gospel o f Jesus Chr is t a re known as 
“unreached”. Though most Japanese know the 
name Jesus and know of the Christian religion, 
the majority of Japanese have not yet heard the 
gospel—that Jesus Christ, the Son of God, died 
on the cross for sins, rose from the grave, and 
forgiveness and salvation is available through 
faith in his name. This makes the Japanese one 
of the largest unreached communities in the 
world.


Why is Japan less than 1% Christian? Have 99% 
of Japanese heard the gospel and rejected it? 
No, the the majority has not yet heard the 
gospel. The only thing standing in-between some 
Japanese and faith is the need to hear. Romans 
1 0 : 1 3 - 1 4 " F o r 
‘everyone who calls on the name of the Lord will 
be saved.’ How then will they call on him in who
m they have not believed? And how are they to b
elieve in him of whom they have never heard? An
d how are they to hear without someone preachi
ng?” 


Recognize the opportunity you have been given 
to live in  one of the most important ministry 
locations in the world. Like Paul, make it your 
ambition to share Christ with those who have 
never been told.


福音がまだ語られていない所 

ローマ15:19~21 「また、しるしと不思議をなす力
により、さらにまた、御霊の力によって、それを成
し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレ
ムから始めて、ずっと回ってイルリコに至るまで、
キリストの福音をくまなく伝えました。このように、
私は、他人の土台の上に建てないように、キリスト
の御名がまだ語られていない所に福音を宣べ伝える
ことを切に求めたのです。それは、こう書いてある
とおりです。『彼のことを伝えられなかった人々が
見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟る
ようになる。』」 

  

イエスの復活後、福音のメッセージはエルサレムを
中心に広がりました。パウロがこの手紙をローマの
教会に向けて書いたとき、福音はエルサレムとロー
マの主要な都市にすでに伝わっていました。しかし、
パウロは、まだ福音が宣べ伝えられていない場所が
たくさんあるということを知っていました。それら
の場所は、パウロの思いの中心にあり、彼はそれら
の地に住む人々に、この良い知らせを宣べ伝えるこ
とを目標としました。 

  

現在、イエス・キリストの福音が伝えられていない
コミュニティは、「未開拓地」と呼ばれています。
ほとんどの日本人がイエスの名前を知っており、キ
リスト教という宗教があることは知っていますが、
大半の人たちは、イエス・キリストは神の子であり、
私たちの罪のために十字架上で死に、墓からよみが
えり、私たちの罪の赦しと救いはイエス・キリスト
への信仰を通して与えられるという「福音」を知り
ません。なので、日本人は世界の中で最も大きな「未
開拓のコミュニティ」の一つとなっています。 

 

なぜ日本ではクリスチャンが1%以下しかいないの
でしょうか？99%の日本人は福音を聞き、それを
拒否したのでしょうか？いいえ。大半の人たちは、
未だに福音をきいたことがありません。何人かの日
本人にとって、信仰に至るために必要なことは単に
「聞く」ということだけである場合もあるのです。
ローマ 10:13~14「『「主の御名を呼び求める者
は、だれでも救われる。』のです。

  

 


  




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。」 

  

あなたは全世界において、最も重要な伝道の場所の
一つで生きる機会を与えられているということを認
識してください。パウロのように、まだキリストの
ことを聞いたことがない人にキリストのことを伝え
るという目標を持つようにしましょう。 


  

 


  

 



