
スモールグループは私たちがクリスチャンとして神様の聖書を従うこと、
そして、神様の使命を行うことという2つの分野において成長するために
作られました。  

神様の聖書 
あなたの街で1番美味しい食べ物はなんですか。 

私たちの大好きなレストランについて話したり、お勧めしたりするのは楽
しいのに、イエスのことを他の人に話して彼を信じるように教えることは
どうして難しいのでしょうか。 

神様は人々を愛しています。一人ひとり全ての人を愛しています。神様が
すべてのひとを、そしてあなたを造りました。あなたの家族、友達、送料、
近所の人、それは神様のアイデアによって造られました。 

ヨハネ3:16に、神様はこの世界をとても愛しているので、イエスを信じる
人なら誰でも救われるように彼を送ってくれたと書いてあります。人々が
イエスを信じるためには、彼がだれで私たちの罪のために死に蘇るために
何をしたのかの、良いニュースを聞く必要があります。 

ローマ 10:14 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。 

弟子を作るために、私たちは福音を伝えなければなりません。ですから、
神様が私たちと他の人々を愛していることを知っていて、私たちが神様と
他の人々を愛し、イエスのことを伝えたいなら、なぜそれでもそうするこ
とは難しいのでしょうか。 

友達や家族の目の前に座っていて、聖霊がイエスのことを伝えなさいとあ
なたに言ったら、どのような気持ちになりますか。一緒に話しましょう。 

マタイ 28:18-20 イエスは近づいて来て、 彼らにこう言われた。 「わたし

には天においても、 地においても、 いっさいの権威が与えられています。
それゆえ、 あなたがたは行って、 あらゆる国の人々を弟子としなさ

い。 そして、 父、 子、 聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、 わ
たしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、 彼らを教え

なさい。 見よ。 わたしは、 世の終わりまで、 いつも、 あなたがたとと
もにいます。 」 

イエスは全てのクリスチャンに弟子を作るように命令しています。どのよ
うに感じたとしても、これは義務です。弟子を作ることは、クリスチャン
として生きることの一つです。怖く感じますか。難しすぎると思いますか。
拒否されるのが怖いのかもしれません。変に思われるのが嫌で怖いのかも
しれません。きちんとできないと思っているのかもできません。マタイ
28:18-20を、初めと終わりに注目してもう一度読んでみましょう。 

イエスは天と地の全ての権威を持っています。そしてイエスはあなたとと
もにいます。いつもあなたと一緒にいるのです！ 

ぞんざいしているものの中で最も力強い人が、いつでも何があってもあな
たとともにいてくれると約束し、そしてその通りいてくれます。今もです。
彼はあなたが怖いと感じたり、言わなければならないことを言えなかった
時に一緒にいてくれます。あなたが福音を誰かに伝え、その人がもっと知
りたいと聞いてきた時も、彼はあなたと一緒にいます。あなたを見捨てる
ことはありません。 

この2つの真実を振り返りましょう。「イエスは全ての権威を持ってい
て、イエスは私とともにいる。」これを知って、弟子を作ることに対して
どのように感じ方が変わりましたか。

In Small Groups, we seek to grow as Christians, in the context of 
Christian community, by focusing on two categories: obeying 
God’s Word and doing God’s Mission.  

God’s Word 
Where is the best food in the city?  

If it is fun to talk about our favorite restaurant and recommend 
people try it, what makes it so difficult to tell people about Jesus 
and tell them to believe in him?  

God loves people. All of them. God loves every single solitary 
person. He made all of them. He made you. He made your 
family, friends, co-workers, neighbors. They were his ideas.  

John 3:16 says that God loves the world so much that he sent 
Jesus to save those who believe in him. The way for anyone to 
believe in Jesus is for them to hear the good news of who he is 
and what he did by dying for our sins and rising from the dead.  

Romans 10:14, “How then will they call on him in whom they 
have not believed? And how are they to believe in him of whom 
they have never heard? And how are they to hear without 
someone preaching?”  

In order to make disciples, we have to tell people the gospel. So, 
if we know God loves us and everyone else, and we love God 
and we love others and want to tell them about Jesus, why is it 
still difficult?  

Imagine you are sitting across from a friend or family member 
and you feel the Holy Spirit telling you to tell them about Jesus, 
what feeling do you have at that moment? Talk about it  
together. 

Matthew 28:18-20, “And Jesus came and said to them, “All 
authority in heaven and on earth has been given to me. Go 
therefore and make disciples of all nations, baptizing them inthe 
name of the Father and of the Son and of the Holy 
Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. 
And behold, I am with you always, to the end of the age.” 

Jesus commands all Christians to make disciples. No matter how 
we feel about this it is an obligation. Making disciples is part of 
being a Christian. Is that scary? Does it feel too difficult? Perhaps 
you feel scared of being rejected. Perhaps you feel scared of just 
being weird. Maybe you don’t feel like you will do it right. Read 
Matthew 28:18-20 again and pay attention to the beginning and 
end. 

Jesus has all authority in heaven and earth. All of it. And Jesus is 
with you. Jesus is with you always. Always!  

The most powerful being in existence promised to be with you 
all the time no matter what. And he is. He is with you now. He is 
with you when you are scared and you fail to say what needs to 
be said. He is with you when you tell someone the gospel and 
they respond well and want to know more. He will never leave 
you.  

Reflect on these two truths: “Jesus has all authority. Jesus is with 
me.” Knowing this, how does this affect the way you feel about 
making disciples? 
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We don’t have to be scared. Jesus is with us. And he is powerful. 
He has all the power that there is to have.  

Need an opportunity to tell someone the gospel? Jesus can 
arrange that. Ask him. Need boldness? Jesus is with you. Do you 
feel pressure to try to make someone believe? Don’t worry about 
that, Jesus is in charge. Not sure you will say the right thing? It’s 
okay, Jesus is with you and he has all authority that exists. It will 
all be okay.  

Who are you holding back from telling the gospel because of 
fear? What can you do this week to take the next step to tell 
them the gospel?  

If you feel ill-equipped to tell someone the gospel, what can you 
do to learn more? How can you get practice telling people the 
gospel and talking about what Jesus did? (One option is to join 
the First Steps class after the worship service until you can lead 
someone through the material yourself.) 

What can you do to reinforce your confidence and trust in Jesus 
and in the fact that he has all authority and he is with you 
always?  

怖がる必要はありません。イエスは一緒にいてくれて、彼は力強
い存在です。存在する全ての力を持っています。 

誰かに福音を伝えるチャンスが欲しいですか。イエスが用意して
くれます。イエスに尋ねましょう。勇気が必要ですか。イエスは
一緒にいます。誰かに信じさせないといけないとプレッシャーを
感じていますか。その心配は要りません、イエスの手の中にあり
ます。正しいことをイエスか心配ですか。大丈夫です、イエスが
ともにいて、彼は存在する全ての権威を持っています。きっと大
丈夫です。 

恐れから福音を伝えられない人は誰ですか。今週、その人に福音
を伝えるためのどんなステップが踏めますか。 

福音を誰かに伝える準備ができていないと感じるなら、何をもっ
と学べますか。福音を人々に教え、イエスが何をしてくれたかに
ついて話す練習はどのようにできますか。（自分で資料を使って
だれかを導けるようになるまで、賛美礼拝の後のファーストステッ
プクラスに参加することも一つの選択です。） 

自分の自信とイエスへの信仰、イエスが全ての権威を持っていて
あなたといつも共にいてくれる真実をさらに強めるために、あな
たは何ができますか。



God’s Mission 
Here are some practical ideas for guiding conversation and 
everyday interaction toward the gospel.  On Mondays at work - 
Your co-worker asks how your weekend was. You respond by 
sharing how you went to church and there heard about forgiving 
others who have wronged you. When your co-worker says, "That 
sounds interesting," you take the conversation to the next level 
by explaining that what helps you the most is the idea that God 
first loved you unconditionally and offered you forgiveness in 
Jesus.  At home - Pray with your children before you eat and put 
them to sleep at night. Read a few verses from the Bible out 
loud as a family. Memorize a verse from the Bible together. 
Teach your children about God. When your children disobey use 
the opportunity to teach them that God loves them and forgives 
them.  After the worship service - Talk to new people who visit 
church. Reassure them that you had many questions when you 
first visited church and ask them if they have any questions. 
Invite them out to lunch and offer to introduce the basics of 
Christianity through a Bible study called First Steps.  When 
listening to a friend's problems - Your friend has been struggling 
with anxiety about finding a job for months. She often calls you 
and sends you text messages after poor interviews and you 
kindly listen to her concerns when the two of you spend time 
together. You tell her that since you became a Christian you feel 
peace and less anxiety because you give your worries to God in 
prayer. You tell her that God loves her and will listen to her 
prayers.  With friends - You decide to start a monthly playdate 
for other moms and young children. You purposely invite a mix 
of non-Christian and Christian moms. Though you talk about 
many topics you casually and consistently talk about how your 
faith in Jesus is helping you as a mother and wife. Eventually a 
couple of the nonChristian moms begin to come to church and 
one becomes a Christian. The play-date evolves into a Christian 
Bible study but still welcomes all people.  At a party - You invite 
a few of your non-Christian friends from work and a few friends 
from church to a barbecue at the park. You purposefully tell 
everyone that some of you will be going to church together on 
Sunday. One of your coworkers who enjoyed spending time with 
your church friends decides to come to church where he hears 
the gospel.  In vulnerability - While at a cafe with your friend you 
share a difficult personal issue that you have and how your faith 
is helping you by giving you strength and granting you 
forgiveness.  Take a few minutes to brainstorm several other 
ways to move everyday interactions toward the gospel.   

Encourage One Another:  
What opportunities has God provided to lead others closer 
toward knowing Christ?  
How have you seen God working in the lives of those you want 
to lead to Christ?  
Pray for One Another:  
Share at least one name of someone you want to win to Christ. If 
you know, share your next action step in leading them closer to 
knowing Christ (for example: invite them to church, take them 
out to dinner and share your testimony, study First Steps 
together, give them a Bible or Christian resources, etc.).  
Commit to praying for one another every day: (1) For boldness 
and wisdom, (2) for opportunities, (3) for other’s open hearts.  
Other Prayer Requests:  
How can we pray for you?  
Pray together about God’s Mission and other requests 

and thanksgivings.  

神様の使命 
以下が、会話や日々の交流を福音へと向ける実際的 なアイデアです。 月曜の職

場で - 同僚が週末、あなたがどうしていた か聞きます。あなたは教会に行って、
「間違ったこ とをした人を赦すこと」を学んだと伝えます。同僚 が「面白そう

な内容だね」と言ったら、あなたを最 も助けてくれたものは、神様がまず自分自
身を無条 件に愛してくれ、イエスにある赦しを与えてくれた ことだと伝え、会話

を次の段階に進めます。  家で - 食べる前や夜寝る前に、子どもたちと祈りま 

しょう。家族で幾つかの聖句を声にだして読みましょ う。一緒に聖句を暗記して

みましょう。子どもたち に神様のことを教えましょう。あなたの子どもたち が
不従順な時、その機会を神様が彼らを愛しておら れ、彼らを赦しておられること

を教える機会として 用いましょう。  礼拝のあと - 教会に初めて参加した人に声
をかけま しょう。あなたも教会に始めてきた時沢山の質問を 持ったことを伝え

て安心してもらいましょう。そし て、なにか質問があるか聞いてみましょう。食
事に 誘い、基本的なキリスト教を、ファースト・ステッ プという聖書勉強会を

通して学ぶのをすすめてみま しょう。  友達の問題を聞く時 - あなたの友だち
が、何ヶ月も 仕事を見つけることへの心配と戦っています。彼女 は、あまりう

まく行かなかった面接のあとによく電 話してきたり、メールしてきます。そして
あなたは 彼女と時間を過ごすときに、彼女の悩みを親切に聞 きます。あなた

は、自分自身がクリスチャンになっ てから、心配事をすべて神様に祈りを通して
捧げる ので、平安を得て、心配事が減ったと教えてあげま す。あなたは、神様が

彼女を愛しておられ、彼女の 祈りも聞かれることも伝えます。友達と - 月に一回
ママ友たちとその子どもたちと遊 ぶ「お遊び会」を始めることを決めます。あな

たは あえてノン・クリスチャンとクリスチャンのお母さ んたちを招待します。た
くさんの話題を話す中で、 気軽に、そして絶えず、あなたのイエスへの信仰が、 

あなた自身が母親であり、妻であることをどのよう に助けてくれたかを話しま
す。結果的に、2、3人の ノン・クリスチャンの母親が教会に来始め、1人が クリ

スチャンになります。「お遊び会」はクリスチャ ンの聖書勉強会へと変化しまし
たが、今でも全ての 人を歓迎しています。  パーティーで - 仕事場の友達や教会

からの友達数人 を、公園でのバーベキューに誘います。あえてみん なに、何人
かは日曜日に教会に一緒に行くと伝えま す。あなたの教会の友達との時間を楽し

んだあなた の同僚の1人は、福音を聞くことが出来る教会に行 くことを決めま
す。  辛い状況にあるとき - 友達とカフェにいるとき、友 達にあなたが難しい個

人的な問題を持っていて、あ なたの信仰があなたに対して強さを与え、許す力を 

与えているかを伝えます。  数分取って、毎日の交流を福音へと導くほかの幾つ 

かの方法を考えてみましょう。  

互いに励まし合いましょう  

あなたが誰かにキリストを伝えるために、神はどのような機会を与え
てくださいましたか？  

あなたがキリストのもとに導きたいと思っている人に対して、神はど
のように働きかけられておられますか？  

互いのために祈りましょう  

あなたがキリストのもとに導きたいと思っている人のうち、少なくと
も１人の名前を分かち合いましょう。その人がもう一歩キリストに近
づくことができるように、あなたが次にしようと思っていることがはっ
きりしていれば、それを分かち合いましょう（例：教会に誘う、夕食
に招待してあなたの証を分かち合う、ファースト・ステップの学びを一
緒にする、聖書またはクリスチャン書籍をプレゼントするなど）。  

互いのために日々祈るようにしましょう。（１）大胆さと知恵が与え
られるように。（２）良い機会が与えられるように。（３）相手の心
が開かれるように。  

他の祈りの課題  

何か祈って欲しいことはありますか？  

神の使命と、その他の祈りの課題、感謝していることについて、共に
祈りましょう。 


