
English below 
 

スモールグループ・レッスン 
2019/9/8-9/21 

神のことば 
 

9月から新しい説教シリーズ「成長 - コロサイ人への手紙」がはじまり

ました。この説教シリーズはクリスチャンの霊的な成長に注目して、私

たちが日々どのようにして成長していくべきかについて見ていきます。 
 

 
［質問］9月8日の説教（あるいは9月15日の説教）を聞いて、「成長」

についてどんなことを考えましたか？グループでシェアしましょう。 
 
クリスチャンが必要としている成長とは、霊的な成長です。これは、神

の栄光とよろこびのために実を結ぶという目的のために、キリストに

あってクリスチャンを成熟させる神のみことばと祈りを通して起こる神

の御霊の働きです。 
 
［質問］クリスチャンが霊的に成長するために「神のみことば」と「祈

り」が必要ですが、それはなぜだと思いますか？それらがなければ、私

たちの成長はどのようなものになりますか？ 
 
コロサイ人への手紙1:9-12をいっしょに読みましょう。 
 

[9]こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から、絶えずあ

なたがたのために祈り求めています。どうか、あなたがたがあら

ゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみこころに関する真の知

識に満たされますように。[10]また、主にかなった歩みをして、あ

らゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知

る知識を増し加えられますように。[11]また、神の栄光ある権能に

従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、[12]
また、光の中にある、聖徒の相続分にあずかる資格を私たちに与



えてくださった父なる神に、喜びをもって感謝をささげることが

できますように。 
 
パウロはコロサイ人へ向けて、以下のことを祈り願いました。 

● あらゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみこころに関する真

の知識に満たされるように 
● 主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれるように 
● あらゆる善行のうちに実を結ぶように 
● 神を知る知識を増し加えられるように 
● 神の栄光ある権能に従って、あらゆる力をもって強くされるよう

に 
● 父なる神に、喜びをもって感謝をささげることができるように 

 
パウロがコロサイ人に祈り求めたこの祈りは、2019年大阪にいる私たち

の成長のための祈りでもあります。 
 
［質問］パウロが私たちの成長のために祈り求めた一つひとつの祈りに

ついて、自分に特に必要だと思う祈りはなんですか？グループでシェア

しましょう。 
 
 

神の使命 
私たちが霊的に成長し、神のすばらしさを知っていくことが私たちのよ

ろこびです。それは、福音を分かち合うという体験を通してさらに知っ

ていくことができるものです。 
 
［質問］イエス・キリストの福音をほかの人に伝え、その人にとって神

のすばらしさを知っていくことがよろこびとなるのを助けるために、な

にができると思いますか？以下のリストを参考にして、考えてみましょ

う。 
 

● 家族や友人とファースト・ステップをする 
● 家族や友人を教会に誘う 



● クリスチャンのコミュニティに興味がある人を自分のスモールグ

ループに誘う 
● 日曜日の礼拝前に、新しい人に声をかける 
● 日曜日の礼拝後に出会った人をファースト・ステップに連れてい

く 
 
［祈り］共に成長し、グループ全員が使命感をもって福音を伝えていく

ことができるように祈りましょう。 
 
 
 
 
  



Small Group 
2019/9/8-9/21 

God’s Word 
 

A new sermon series, Growth - Colossians -, began in September. In this 
series, we are going to focus on a Christian’s spiritual growth and how 
we should grow in our daily lives.  

 
 
{Question} What did you think about growth after hearing the message 
on September 8 (or September 15)? Share with your group. 
 
The growth that Christians need is spiritual growth. This is the work of 
God’s Spirit through the ministry of the word and prayer making 
Christians mature in Christ to bear fruit for the glory and pleasure of God. 
 
{Question} In order for Christians to grow, we need the ministry of the 
Word and prayer, but why do you think we need them? Without them, 
what would our growth look like? 
 
Let’s read Colossians 1:9-12. 
 

[9] And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for 
you, asking that you may be filled with the knowledge of his will in 
all spiritual wisdom and understanding, [10] so as to walk in a 
manner worthy of the Lord, fully pleasing to him: bearing fruit in 
every good work and increasing in the knowledge of God; [11] 
being strengthened with all power, according to his glorious might, 
for all endurance and patience with joy; [12] giving thanks to the 
Father, who has qualified you to share in the inheritance of the 
saints in light. 

 
Paul prayed for colossians about these things below: 



● that they may be filled with the knowledge of his will in all spiritual 
wisdom and understanding 

● that they walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him 
● that they bear fruit in every good work 
● that they increase in the knowledge of God 
● that they are strengthened with all power, according to his glorious 

might, for all endurance and patience with joy 
● that they give thanks to the Father, who has qualified you to share 

in the inheritance of the saints in light 
 
These prayers that Paul prayed for colossians are the prayers for us, 
who are here in Osaka in 2019, to grow. 
 
{Questions} Paul prayed these prayers for our growth. Which of these 
prayers do you think you need especially for yourself? Share with your 
group. 
 
 
 

God’s Mission 
It is our joy to grow spiritually by increasing in the knowledge of God. 
That will happen and we will increase more in the knowledge of God 
when we share the Gospel. 
 
{Question} How can you help others experience joy in increasing in the 
knowledge of God, as you share the Gospel of Jesus Christ with them? 
Refer to the list below and think. 
 

● Study First Steps with your family or friends 
● Invite your family or friends to the church 
● Invite someone who is interested in a Christian community to your 

small group 
● Talk to someone new to you before the service on Sunday 



● Take someone who you meet to First Steps class after the service 
on Sunday 

 
{Prayer}  Pray that everyone in your group grows spiritually and shares 
the Gospel on a mission. 
 
 


