
English below 
 

スモールグループ・レッスン 
2019/2/24- 
 

神のことば 
 

今日のSGレッスンのタイトルは、「どうしても必要なことは一つだ

け」です。この聖書箇所では、私たちが人生でもっとも優先すべき事柄

について見ていきます。 
 

忙殺の時代 
まずはグループで、次の聖書箇所をいっしょに読みましょう。ルカによ

る福音書10:38-42。 
 

[38]さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村にはいら

れると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。[39]彼女にマ

リヤという妹がいたが、主の足もとにすわって、みことばに聞き

入っていた。[40]ところが、マルタは、いろいろともてなしのた

めに気が落ち着かず、みもとに来て言った。「主よ。妹が私だけ

におもてなしをさせているのを、何ともお思いにならないので

しょうか。私の手伝いをするように、妹におっしゃってくださ

い。」[41]主は答えて言われた。「マルタ、マルタ。あなたは、

いろいろなことを心配して、気を使っています。[42]しかし、ど

うしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリヤ

はその良いほうを選んだのです。彼女からそれを取り上げてはい

けません。」 
 
私たちは忙殺の時代を生きています。テクノロジーが発達し、インター

ネットやスマートフォンを通しての情報のやりとりが加速し、私たちの

生活のペースも早くなりました。私たちは忙殺の時代を生きているがた

めに、生活のペースを落としてゆっくりと本当に大切なものについて考

えることができないのでしょうか？2000年前の時代を生きていたマルタ



の様子を見てみると、そうとも言えません。おそらく「頭を忙しさで満

たす」というのは、人間の性質なのかもしれません。 
 
［質問］2019年に生きる私たちにとって、「主の足もとにすわって、み

ことばを聞き入」る障害となっていることはなんですか？話し合いま

しょう。 
 

「どうしても必要なことは一つだけ」 
マルタはイエスを喜んで家に迎え入れました。しかし客人をもてなすた

めに、あれこれと家の中を走り回り、気が落ち着きませんでした。マル

タがイエスをもてなそうとしていることは、純粋な動機から出ているよ

うにみえます。しかしマリヤがイエスのことばに聞き入っているのを見

てよく思わなかったのを見ると、彼女は客人をもてなすこと（忙しさ）

がイエスのことばを聞くより大事だと考えていたことがわかります。そ

んなマルタに、イエスは「どうしても必要なことは一つだけです」と言

います。 
 
私たちの日常はさまざまな事柄であふれ返っており、私たちはそのどれ

をも大切に感じがちですが、その多くは最悪の場合なかったとしてもな

んとか生きていけるものです。イエスは神のことばに耳を傾けることこ

そがなくてはならないものだと言いました。私たちは忙殺の時代に生き

ながら、神のことばに耳を傾けて生きることを最優先しなければなりま

せん。 
 
［質問］「どうしても必要なこと」である神のことばに耳を傾けること

を最優先にすることで、私たちの生活はどのように変わるでしょうか？

話し合いましょう。 
 
［質問］スモールグループとして、私たちは神のことばに耳を傾けるこ

とをそれぞれの生活で最優先にするために、どのように励まし合うこと

ができるでしょうか？話し合いましょう。 
 
［祈り］今日話し合ったことを踏まえて祈りましょう。 
 



神の使命 
「忙しさ」に生活をコントロールされることに打ち勝ち、神のことばに

耳を傾けることで神が与えてくださる平安を分かち合いたい人はいます

か？職場や家庭、学校で今日の聖書箇所を分かち合いたいと思う人を最

低でも一人挙げ、次のスモールグループまでにぜひ分かち合いましょ

う。 
 
［祈り］神のことばを分かち合った人の心が開かれて、救いにみちびか

れるように祈りましょう。 
 
［祈り］そのほかにも日本の社会全体や教会、あなたの職場や学校で

「忙しさ」に囚われている人のために祈りましょう。 
  



Small Group Lesson 
2019/2/24- 

God’s Word 
 

The title of today’s small group lesson is “One Thing is Necessary”. In 
this Scripture passage, we’ll look at the one thing we should prioritize 
above everything else in our lives.  

 

An Era of Busyness 
First, read the following passage of Scripture together. Luke 10:38-42: 
 

38 Now as they went on their way, Jesus entered a village. And a 
woman named Martha welcomed him into her house. 39 And she 
had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to 
his teaching. 40 But Martha was distracted with much serving. And 
she went up to him and said, “Lord, do you not care that my sister 
has left me to serve alone? Tell her then to help me.” 41 But the 
Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and troubled 
about many things, 42 but one thing is necessary. Mary has chosen 
the good portion, which will not be taken away from her.” 

 
We live in an era so busy it’s killing us. As technology is developed and 
the flow of information accelerates through our phones and the internet, 
the pace of our lives has gotten faster. But is it because we live in this 
busy era that we’re unable to take a break from the pace of our lives and 
take time to think about what’s really important? Looking at the situation 
of Martha, who lived in an era two thousand years before ours, it doesn’t 
seem like it. Rather, it’s probably human nature to fill our heads with 
busyness.  
 
[Question] For us who live in 2019, what are some obstacles to “[sitting] 
at the Lord’s feet and listening to his teaching”? Discuss together.  



“One thing is necessary” 
Martha was excited to welcome Jesus into her home. But to entertain her 
guests, she rushed around her house taking care of things, completely 
unsettled. It looks like Martha’s desire to be a good host for Jesus was 
coming from pure motives. But looking at how she thought poorly of 
Mary sitting at Jesus’ feet and listening to his teaching, we realize she 
thought entertaining guests (being busy) was more important than 
listening to Jesus. To this Martha Jesus says, “One thing is necessary.” 
 
Our daily lives are overflowing with various things, some of which we 
tend to feel like are important, and the rest of which we could worst-case 
somehow live without. Jesus said the very act of listening carefully to 
God’s word is something we can’t go without. As we live in this crazy 
busy era, we have to make it our highest priority to live by listening 
carefully to God’s word. 
 
[Question] In what way do our lives change by making the “one thing 
which is necessary”, listening carefully to God’s word, our highest 
priority? Discuss together. 
 
[Question] How can we as a small group encourage each other to make 
listening carefully to God’s word the highest priority in each of our 
individual lives? Let’s discuss. 
 
[Prayer] Pray regarding the things discussed today.  
 
 
 

God’s Mission 
Is there anyone with whom you want to share the peace God gives from 
overcoming busyness’s control and turning our attention to God’s word? 
Try to come up with at least one person at your workplace, home, or 
school with whom you’d like to share this passage and share it with them 
by next small group.  



 
[Prayer] Pray God would open the hearts of the people we’ve shared his 
word with and lead them to salvation.  
 
[Prayer] Pray for all people in Japanese society, church, or your 
workplace or school who are trapped by busyness.  
 


