
ENGLISH BELOW 

【賛美】グループで好きな賛美歌あるいは最近聴いている賛美歌をシェアしましょう。可能であれば、グルー
プで賛美歌を歌って神の言葉を見ていきましょう。


神の言葉 
人はみな、上に立つ権威に従うべき

ローマ人への手紙13:1にはこうあります。


[1]人はみな、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて、神によっ
て立てられたものです。


上に立つ権威は神からの賜物です。私たちはまず、すべてのものは神の主権（もっとも偉大な統治権）
（sovereignty）の下に存在することを理解しなければなりません。政府や国が持つ統治のための権威は、神
が存在することを意図されたために存在します。


政府の政策や法令の一例：税金（消費税、所得税、住民税など）、医療制度、運転免許・酒・たばこ類の年
齢制限、渡航ビザ、生活保護、子ども手当、教育制度、刑法（死刑制度など）、公共サービス等


［質問］あなたにはいま、従うのが難しいと感じる政府の政策はありますか？


［質問］あなたには直接的には関係ないが、不公平だと感じる政府の政策はありますか？


例外 
ローマ人への手紙13章で、クリスチャンは良き市民として政府に従うよう命令されています。しかし、ヒト
ラー、スターリン、毛沢東、フセイン大統領、ポル・ポト（Hitler, Stalin, Mao, Hussein, and Pol Pot）といっ
た、神が望まれることに反することを人々に強要するような悪に染まった政府や政治指導者（evil forms of 
government or political leaders　that force people to go against what God wants）に対して、聖書の登場人
物たち（出エジプト記１章の助産婦たち、モーセ、エリシャ、ダニエル書3章の三人の男などThe Hebrew 
midwives in Exodus 1, Moses, Elijah, Three men in Daniel 3）がそうしたように、知恵をもって判断し、究極
的な権威である神に従う選択をすることが大切であることを知っておくことは、とても大切なことです。そう
いった政府や政治指導者は例外ですが、聖書ははっきりと、彼らの命令が神の命令に反するときは神に従う
よう言っています。使徒の働き5:29。


[29]ペテロをはじめ使徒たちは答えて言った。「人に従うより、神に従うべきです。」


政府に従うクリスチャンの動機 
良き市民として政府に従うことは、なにもクリスチャンに特別なことではないとほかの人々は言うでしょう。
では、クリスチャンとそうでない人たちとの決定的なちがいはなんでしょうか？それは「動機」（motive）で
す。クリスチャンの動機は三つあります。


1. 神が究極の権威者であるので、上に立つ権威に従う 
はじめに見たように、神はすべてのものの上に立たれる御方です。神こそが主の主、王の王です。神の主権の
下に、政府は立てられています。ローマ人への手紙13:2では、クリスチャンが政府に従わないなら、それはそ
の政府を統治する神に従っていないことだと言っています。




[2]したがって、権威に 逆らっている人は、神の定めにそむいているのです。（…）


2. 神のしもべとして仕えるために、上に立つ権威に従う 
クリスチャンは、罰を避けるために従うだけでなく、自分の良心のためにも従わなければなりません。小さな
法律などは、破っても捕まらないことがありますが、すべてを知っており、すべてを見ておられる神を恐れ、
神のしもべとして神に仕えなければなりません。


3. 受けている恵みを政府に与えるために、上に立つ権威に従う 
私たちは政府が完璧だからというので従うのではありません。そうではなく、私たちが受けている恵みを示
したいと望むがために従います。神は御子イエスを、十字架にかけられて私たちの罪を取り除くために送って
くださいました。これこそが、私たちが受け取るに値しない神の恵みです。恵みとは、それを受け取るに値し
ない人々に素晴らしいものを与えることです。私たちは神から受け取ったこの恵みを、上に立つ権威にも与え
ます。


［質問］上の権威に従うクリスチャンの動機を学んで、どう思いましたか？正直な気持ちや意見をシェアしま
しょう。


《祈り》私たちの正直な気持ちや意見ではなく神の意志を選択し、政府や国に従うことを通して、究極的な統
治の権威を持っている神に心から従えるように祈りましょう。


神の使命 
［質問］今回学んだことがあなたの日常生活に影響を与えるとしたら、あなたのまわりにいるクリスチャンで
ない家族、友達、職場の同僚といった人たちに、どういった影響をもたらすと思いますか？話し合いましょう。

［質問］クリスチャンでない人の中で、教会でいっしょに聖書のメッセージを聞きたい、教会のことを知って
ほしいと思う人はいますか？その人が参加できそうな教会イベント（英会話、ファースト・ステップ、不定期
イベントなど）はありますか？


《祈り》私たち一人ひとりの生活の中で神さまが私たちに勇気と知恵、良い機会を与え、私たちのまわりに
いるクリスチャンでない人たちをみちびいてくださるように祈りましょう。


[Praise] Share a worship song you like or recently heard with the group. If possible, sing it together before 
heading into God’s word.

God’s Word

Let Everyone be Subject to the Governing Authorities

Romans 13:1: 


[1] Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and 
those that exist have been instituted by God. 


Governing authorities are a gift from God. We have to understand that first of all, everything exists under 
God’s sovereignty (ultimate governance). The authority to govern which governments and countries hold 
exists because God intended this authority to exist.


Examples of policies and laws: Taxes (consumption, income, municipal); healthcare systems; age limits on 
driver’s licenses, alcohol, and tobacco; travel visas; public assistance programs; child allowances; 
educational institutions, criminal law (e.g. capital punishment), public services, etc.




[Question] Are there any government policies or laws you find it hard to follow right now? 


[Question] Are there any government policies or laws which, though unrelated to you directly, you feel are 
unfair or unjust? 


Exceptions 
In Romans 13, Christians are commanded to be subject to the government as good citizens. However, with 
regards to evil forms of government or political leaders that force people to go against what God desires like 
Hitler, Stalin, Mao, Hussein, and Pol Pot, it’s very important to know that like the Biblical characters Moses, 
the Hebrew midwives in Exodus 1, Elijah, and the three men in Daniel 3 did, making a judgment with wisdom 
and choosing to obey God—the ultimate authority—is important. These kinds of governments and political 
leaders are exceptions, but the Bible does clearly state that when their commands are opposed to God’s 
commands, we obey God. Acts 5:29:


[29] But Peter and the apostles answered, “We must obey God rather than men.”

A Christian's Motives for being Subject to the Goverment

Others could say being subject to the government as a good citizen is in no way particular to Christians. So 
in this case, what are the crucial differences between Christians and those who aren’t? Motives. Christians 
have three:


1. We are subject to governing authorities because God is the ultimate authority 
Like we saw above, God is over all things. God is the King over kings and the Lord over lords. Under God’s 
sovereignty is the government. Romans 13:2 says if a Christian isn’t subject to the government, they’re not 
being subject to the God who rules over those governments. 


[2] Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed….


2. We are subject to governing authorities because we act as God’s servants 
Christians must be subject to the government not only to avoid punishment, but also for the sake of their 
consciences. There are some minor laws which people don’t get caught for breaking, but, fearing the God 
who knows all things and sees all things, we must work for him as his servants. 


3. We are subject to governing authorities in order to share the grace we’ve received with the 
government 
We aren’t subject to the government because it’s perfect. Rather, we do so because we want to show the 
grace we’ve received. God graciously sent the Son Jesus to be crucified and take away our sin. This is the 
undeserved grace of God. Grace is the giving of something wonderful to people who don’t deserve to receive 
it. We also give to the governing authorities this grace we received from God. 


[Question] What did you think of these motives a Christian has for being subject to governing authorities? 
Share your honest feelings and opinions. 


{Prayer} Pray that through being subject to the government, choosing God’s will rather than our own feelings 
or opinions, we can obey from our hearts the God who holds ultimate authority to govern.


God’s Mission 
[Question] If what you learned this lesson affects your daily life in some way, what kind of effect would it then 
in turn have on the non-Christians around you like your family, friends, and coworkers? Discuss together.


[Question] Of these people who aren’t Christians, is there anyone you’d like to understand the church better 
or listen to a message at church together with? Is there any church event (e.g. Eikaiwa Club, First Steps, 
special events) they could participate in?


{Prayer} Pray God gives each one of us courage, wisdom, and opportunities in our daily lives, and that he 
guides the people around us who aren’t Christians.



