
English below 
 

スモールグループ・レッスン 
2019/1/13- 

神のことば 

ルカによる福音書4:1-13 
[1]さて、聖霊に満ちたイエスは、ヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒

野におり、[2]四十日間、悪魔の試みに会われた。その間何も食べず、その時が終わ

ると、空腹を覚えられた。[3]そこで、悪魔はイエスに言った。「あなたが神の子な

ら、この石に、パンになれと言いつけなさい。」[4]イエスは答えられた。「『人は

パンだけで生きるのではない。』と書いてある。」[5]また、悪魔はイエスを連れて

行き、またたくまに世界の国々を全部見せて、[6]こう言った。「この、国々のいっ

さいの権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、

私がこれと思う人に差し上げるのです。[7]ですから、もしあなたが私を拝むなら、

すべてをあなたのものとしましょう。」[8]イエスは答えて言われた。「『あなたの

神である主を拝み、主にだけ仕えなさい。』と書いてある。」[9]また、悪魔はイエ

スをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせて、こう言った。「あなたが神の

子なら、ここから飛び降りなさい。[10]『神は、御使いたちに命じてあなたを守ら

せる。』とも、[11]『あなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らの手

で、あなたをささえさせる。』とも書いてあるからです。」[12]するとイエスは答

えて言われた。「『あなたの神である主を試みてはならない。』と言われてい

る。」[13]誘惑の手を尽くしたあとで、悪魔はしばらくの間イエスから離れた。 
 

 
今回のスモールグループ・レッスンでは、「聖書の御言葉を通して誘惑に打ち勝

つ」ことについて見ていきましょう。最初に上記の聖書箇所を読んで、以下に進み

ましょう。 
 

私たちと同じように試みに会われた神 
私たちは天で神と共に永遠のいのちを生きるまで、この壊れた罪深い地上にいるか

ぎり罪の影響を受けつづけます。地上に来られた際、神であるにもかかわらず主イ

エスも誘惑を受けられました。神は私たちの誘惑がどのようなものかをご存知の神

です。そして誘惑を受けたときに神に従う者としてどのように対処すべきかの模範

も示してくださっています。 
 



今回の聖書箇所ではイエスは三回誘惑を受けています（2-4節、5-8節、9-12節）。

イエスが受けた誘惑は私たちが遭遇する類いのものではありません（石をパンに変

える、国々のいっさいの権力と栄光を手に入れる、御使いたちに自分を守らせる）

が、注目すべき点はイエスがそれをすることができたにもかかわらず誘惑に屈しな

かったということです。イエスは自分が受けた誘惑に対して、神のことば（聖書）

を用いて対処しました。 
 
［質問］偶像（お金、仕事、家族、自分の人生観など）を頼って生きるのとちがっ

て、誘惑に屈しなかった神の子イエスを信じて生きることは私たちの人生にどんな

違いをもたらしますか？自分が誘惑を受けたときのことを想像しながら話し合いま

しょう。 
 

誘惑はどこから来るのか？ 
イエスはルカ3:21-22で洗礼を受けたあと祈っているときに聞いた天の声と、荒野の

悪魔の声は同じところから来ているのではないことを知っていました。私たちの生

活の中での悪魔の声にはさまざまな種類の誘惑があります。 
 

● 「生活が心配だ。献金しなくても大丈夫だろう」 
● 「性的な罪を犯してもだれにもわからない。一回くらい大丈夫だろう」 
● 「相手が悪いから、自分が怒りを抱いていても悪くない」 
● 「私は信仰心がない。ダメなクリスチャンだ」 
● 「聖書の命令は難しくて守れない。私にはできない」 
● 「教会が楽しくないのは、教会のせいだ」 

 
私たちはつねにこういった誘惑の声を心の中で聞いています。そしてその声に屈し

てしまいます。私たちが天からの真実の声を聞くためには、つねに心を神のことば

（聖書）に合わせていなければなりません。 
 
「生活が心配だ。献金しなくても大丈夫だろう」 
ルカ12:29, 31 
[29]何を食べたらよいか、何を飲んだらよいか、と捜し求めることをやめ、気をも

むことをやめなさい。(...)[31]何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。

そうすれば、これらの物は、それに加えて与えられます。 
 
「性的な罪を犯してもだれにもわからない。一回くらい大丈夫だろう」 
マタイ5:29-30 
[29]もし、右の目が、あなたをつまずかせるなら、えぐり出して、捨ててしまいな

さい。からだの一部を失っても、からだ全体ゲヘナに投げ込まれるよりは、よいか

らです。[30]もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切って、捨ててしまいな

さい。からだの一部を失っても、からだ全体ゲヘナに落ちるよりは、よいからで

す。 



 
「相手が悪いから、自分が怒りを抱いていても悪くない」 
ローマ12:19,21 
[19]愛する人たち。自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。(...)[21]
悪に負けてはいけません。かえって、善をもって悪に打ち勝ちなさい。 
 
「私は信仰心がない。ダメなクリスチャンだ」 
ヨシュア1:9 
[9]わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならな

い。おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あな

たとともにあるからである。 
 
「聖書の命令は難しくて守れない。私にはできない」 
箴言3:5-6 
[5]心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。[6]あなたの行く所どこにお

いても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。 
 
「教会が楽しくないのは、教会のせいだ」 
エペソ4:1-3 
[1]さて、主の囚人である私はあなたがたに勧めます。召されたあなたがたは、その

召しにふさわしく歩みなさい。[2]謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を

もって互いに忍び合い、[3]平和のきずなで結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさ

い。 
 
また、ときには悪魔も神のことば（聖書）を利用して私たちを誘惑します（ルカ

4:9-12）。そのときイエスは、神のことばを自分の心に合わせるようなことはしま

せんでした。イエスはどんなときもご自身の心を神のことばに合わせました。 
 
［質問］日常で受けている誘惑はありますか？どのように私たちの心を神のことば

に合わせ、対処することができますか？話し合いましょう。 
 

神の使命 
1月13日の礼拝のメッセージでは、自分の考えや経験、常識に「でも」を突きつ

け、悔い改めてイエスの弟子となり、「人間をとる漁師」として召命されることに

ついて学びました。 
 
［質問］私たちが「人間をとる漁師」になる（福音をまわりの人たちに伝え、神の

国に招く）ことを妨げる誘惑はなんでしょうか？話し合いましょう。 
 
まわりに福音を伝えたい人はいますか？以下のことを考えてみましょう。 



● 家族や友達を1月20日礼拝後にある大阪インターナショナル・パーティに誘

う 
● まだイエス・キリストを信じていない家族や友達に、First Stepsを使って福

音を伝える、あるいは自分の証しを話す 
● 英語や深い話に興味がある友達をInternational Gospel Cafeに誘う（毎週水曜

日夜8時＠教会ビル） 
● 礼拝後のカフェ・タイムでクリスチャンでない人と仲良くなり、福音を伝え

る 
● クリスチャンのライフスタイルを体験してもらうために、スモールグループ

の集まりに誘う（ほかのメンバーの承認が必要） 
 
［祈り］神のことばによって誘惑に打ち勝ち、主イエス・キリストの栄光のために

私たちが福音を広めることができるように祈りましょう。 
 
  

https://www.mustardseedosaka.com/first-steps/
https://www.internationalgospel.cafe/


Small Group Lesson 
2019/1/13- 

God’s Word 

Luke 4:1-11 
1 And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit 
in the wilderness 2 for forty days, being tempted by the devil. And he ate nothing 
during those days. And when they were ended, he was hungry. 3 The devil said to 
him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.” 4 And Jesus 
answered him, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone.’” 5 And the devil took 
him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, 6 and said 
to him, “To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to 
me, and I give it to whom I will. 7 If you, then, will worship me, it will all be yours.” 8 

And Jesus answered him, “It is written, 
 
“‘You shall worship the Lord your God, 
    and him only shall you serve.’” 
 
9 And he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to 
him, “If you are the Son of God, throw yourself down from here, 10 for it is written, 
 
“‘He will command his angels concerning you, 
    to guard you,’ 
 
11 and 
 
“‘On their hands they will bear you up, 
    lest you strike your foot against a stone.’” 
 
12 And Jesus answered him, “It is said, ‘You shall not put the Lord your God to the 
test.’” 13 And when the devil had ended every temptation, he departed from him until 
an opportune time. 
 

 
In this small group, we’ll be looking at overcoming temptation with the Bible. First 
read the above passage, then continue below. 

 



The God who has been tempted as we are 
Until we live forever with God in heaven, we will continue to experience the effects of 
sin in this broken, sinful world. When he came to earth, although he was God, the 
Lord Jesus also experienced temptation. God is a God who knows what our 
temptations are like. And he has shown us the model of how we as those who follow 
God should deal with temptations when they come.  
 
In today’s Scripture passage, Jesus is tempted three times (vv 2-4, 5-8, 9-12). The 
temptations he experienced aren’t the kind we’d encounter (turning a stone into 
bread, getting the authority and glory of every country, making angels protect him), 
but we should take note that in spite of Jesus’ ability to do those things, he didn’t 
yield to temptation. In response to being tempted, Jesus responded by using God’s 
word (the Bible).  
 
[Question] In contrast to living by relying on idols (which could be money, work, 
family, your worldview, etc.), what difference does it make in our lives to live by faith 
in God’s Son, Jesus, who didn’t yield to temptation? As you imagine times when 
you’ve experienced temptation, discuss together.  

Where do temptations come from? 
Jesus knew that the voice from heaven he heard as he was praying after being 
baptized (Luke 3:21-22) and the voice of the devil in the wilderness were not coming 
from the same place. In our lives, we can hear the devil’s voice in a number of 
different kinds of temptations: 
 

● “Really worried about money. It’s probably ok not to give any offering” 
● “No one’s going to know if I sin sexually. And just once is ok” 
● “They’re the one who’s wrong, I have a right to be angry with them” 
● “My faith is so weak. I’m a terrible Christian” 
● “It’s impossible to keep all the commands in the Bible. I can’t do it” 
● “It’s not my problem church isn’t a fun place to be” 

 
We constantly hear these kinds of voices in our hearts tempting us. And we give in to 
those voices. For us to hear the voice of truth from heaven, we need to always be 
bringing our hearts in line with God’s word (the Bible).  
 
“Really worried about money. It’s probably ok not to give any offering” 
Luke 12:29, 31 
29 “And do not seek what you are to eat and what you are to drink, nor be worried. 31 

Instead, seek his kingdom, and these things will be added to you.” 
 



“No one’s going to know if I sin sexually. And just once is ok” 
Matthew 5:29-30 
29 “If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that 
you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. 30 And if 
your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you 
lose one of your members than that your whole body go into hell.” 
 
“They’re the one who’s wrong, I have a right to be angry with them” 
Romans 12:19,21 
19 Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, 
“Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.” 21 Do not be overcome by evil, but 
overcome evil with good. 
 
“My faith is so weak. I’m a terrible Christian” 
Joshua 1:9 
9 “Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and 
do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.” 
 
“It’s impossible to keep all the commands in the Bible. I can’t do it” 
Proverbs 3:5-6 
5 Trust in the Lord with all your heart, 
    and do not lean on your own understanding. 
6 In all your ways acknowledge him, 
    and he will make straight your paths. 
 
“It’s not my problem church isn’t a fun place to be” 
Ephesians 4:1-3 
1 I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the 
calling to which you have been called, 2 with all humility and gentleness, with 
patience, bearing with one another in love, 3 eager to maintain the unity of the Spirit 
in the bond of peace. 
 
また、ときには悪魔も神のことば（聖書）を利用して私たちを誘惑します（ルカ

4:9-12）。そのときイエスは、神のことばを自分の心に合わせるようなことはしま

せんでした。イエスはどんなときもご自身の心を神のことばに合わせました。 
 
Also, sometimes the devil will also use God’s word (the Bible) when tempting us 
(Luke 4:9-12). When the devil did this to Jesus, Jesus didn’t try to make the Bible 
match what his (Jesus’) heart wanted. He always brought his own heart in line with 
God’s word. 
 



[Question] Are there any temptations you experience in your day-to-day life? How 
can we face these temptations and bring our hearts in line with God’s word? Discuss 
together. 

God’s Mission 
In the message at church on January 13, we learned about interrupting our own 
thoughts, experiences, and conventional wisdom with “but”; about repenting and 
becoming Jesus’ disciples; and about being called as fishers of people.  
 
[Question] What are some temptations which would prevent us from acting as 
fishers of people (inviting people to the kingdom of God, sharing the gospel with 
people around us)? Discuss together. 
 
Are there any people around you you’d like to share the gospel with? Consider the 
following: 

● Invite family or friends to the Osaka International Party on January 20th after 
church 

● Use First Steps to share the gospel with family or a friend who doesn’t believe 
in Jesus Christ yet—or tell them how you came to believe in him (your 
testimony) 

● Invite friends who have interest in English or deep conversation to 
International Gospel Cafe (every Wednesday at 8 at the church building) 

● Get acquainted with non-Christians during the cafe time after church and 
share the gospel with them 

● Have someone experience what Christian life is like by inviting them to small 
group (if other members are ok with it) 

 
[Prayer] Pray that with God’s word, we are able to overcome temptation, and that 
we are able to spread the gospel for the glory of the Lord Jesus Christ.  
 

https://www.mustardseedosaka.com/first-steps/
https://www.internationalgospel.cafe/

