
BE PREPARED 

1 Peter 3:15 "...but in your hearts honor Christ 
the Lord as holy, always being prepared to make 
a defense to anyone who asks you for a reason 
for the hope that is in you; yet do it with 
gentleness and respect..." 


2 Timothy 4:2 "...preach the word;  be ready in 
season and out of season; reprove, rebuke, and 
exhort, with complete patience and teaching." 


You randomly meet your neighbor in front of your 
apartment… You make a new acquaintance at 
the shopping mall… Your co-worker asks you 
what you did last Sunday… Your family member 
hints that they might be interested in 
Christianity… Your friend shares she is feeling 
hopeless and asks you how you have hope and 
peace... 


We never know what opportunities and open 
doors for sharing our faith God will give us—or 
when! This is why the Bible instructs us to be 
prepared and ready at all times. Here are some 
practical ways to be prepared to share, explain, 
and defend your faith to others:   


• Always carry several church invites with you.

• Bookmark a helpful sermon video or blog that 

might help explain a commonly asked 
questions that you can share with anyone 
who asks.


• Have a Bible or Bible app with you at all 
times.


• Keep your testimony story fresh in your mind, 
ready to naturally share with anyone.


• Memorize how to share the gospel briefly.

• Be a learner. Read a variety of Christian 

books so you know what to recommend and 
or are able to share ideas directly yourself.


• Keep a journal (paper or digital) of helpful 
Bible passages, sermon notes, and other 
ideas.


• Frequently reflect on what it was like before 
you became a Christian. Speak from such a 
perspective when communicating with non-
Christians.


• Proverbs 27:17 "Iron sharpens iron, and one 
man sharpens another." Consistently 
participate in a small group.


Take a few minutes to brainstorm other ways to 
be prepared to share about the hope we have in 
Jesus Christ. 


用意 

第一ペテロ3:15 「むしろ、心の中でキリストを主
としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちに
ある希望について説明を求める人には、だれにでも
いつでも弁明できる用意をしていなさい。」 


第二テモテ4:2 「みことばを宣べ伝えなさい。時が
良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽く
し、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさ
い。」 


あなたは、自分の家の前で「偶然」隣人に会います。
ショッピングモールで新しい知り合いを作るかもし
れません。同僚はあなたが日曜日に何をしていたか
を聞くかもしれません。家族がそれとなくキリスト
教に興味があることを伝えてくるかもしれません。
友達が絶望を感じていると連絡してきて、あなたが
どのように希望や平安を得ているか聞いてくること
もあるでしょう。 


私達は、神様が、私達自身の信仰を分かち合う機会
やドアをどのように、またはいつ開かれるか知りま
せん。聖書が、いつも準備できているようにと教え
ているのはそのためです。あなたの信仰を他の人に
分かち合い、説明し、擁護することに準備ができて
いるようになる実際的な方法をいくつかあげてみま
しょう。     

• 教会の招待状をいつもいくつかもっているよう
にしましょう。


• よく聞かれる質問に答えることができるように、
助けになる説教の動画やブログをブックマーク
しましょう。


• 聖書や聖書アプリをいつも持っているようにし
ましょう。


• あなたの証の話を、誰にも自然に伝えることが
できるように、いつも心の中で新鮮に保ちましょ
う。


• 福音を簡潔に伝える方法を覚えましょう。

• 学ぶ人になりましょう。様々なキリスト教に関
する本を読むことで、どんな本を勧めるかがわ
かったり、あなた自身が伝えたい考えを直接的
に伝えることができるようになるでしょう。


• 助けになる聖句や、説教ノート、あるいは他の
考えを記した日記（紙でもデジタルでもよい）
をつけるようにしましょう。




• しばしば、あなたがクリスチャンになる前の人
生はどのようなものだったかを思い起こしましょ
う。ノンクリスチャンとコミュニケーションを
とる時、そのような見方から話すようにしましょ
う。


• 箴言27:17 「鉄は鉄によってとがれ、人はその
友によってとがれる。」絶えずスモールグルー
プに参加しましょう。


数分時間を取って、イエス・キリストにあって私た
ちが持っている希望について人々に分かち合うため
に、他にどのように整えられることが出来るか話し
合ってみましょう。      



