
「選ぶことができる！」 
ペテロの手紙 一 ３：８〜２２ 

“We Have A Choice” 
1 Peter 3:8-22 















質問：  QUESTIONS: 
 
コントロールできない問題にどのように向き合いますか？ 

How do you face problems that are out of your 
control? 
 

ストレスがあったり、感謝されなかったり、批判を受けたり
する時、自分はどのような人になりますか？ 

When you feel stress, a lack of appreciation, or you 
receive criticism, what kind of person do you 
become? 



間違い OUR MISTAKE: 
いいことがいい人に起こる（起こるべきだ）。 

でも、反対のこともありえる。 
Good things happen (or should happen) to 
‘good’ people.  The opposite is also true. 

 
 真実は INSTEAD: 
祝福と苦しみは私たちの人格や行いに関わり
なく起こる。この両方が私たちの成長と 

神に近づくために必要。 
Blessing and suffering do not depend on who 

we are or what we do.  Both need to be 
accepted as a part of growing closer to God. 

 
 



ペテロの手紙 一 ３：１３〜１４、１７〜１８ 
  

1 Peter 3:13-14, 17-18 



間違い ANOTHER MISTAKE: 
神に全部委ねれば、神は私を変えてくださる。

わたしは何もする必要はない 
「棚（たな）からぼたもち。」 

I can just leave everything about changing me 
to God.  I don’t have to do anything. 

 
 

真実 INSTEAD: 
救いは神の業。しかし、弟子としての成長は 

聖霊なる神と私の共同作業。 
Salvation is the work of God,  

but growth as a disciple is the joint work of  
the Holy Spirit and me. 

 
 



ペテロの手紙 一 ３：８〜１２、１５−１６ 

1 Peter 3:8-12, 15-16 
 

ユダの手紙 ２０〜２１ 

Jude 20-21 
 

テモテの手紙 一 ４：１５〜１６ 

1 Timothy 4:15-16 
 

ローマの信徒への手紙 １２：２ 
Romans 12:2 



選ぶことができる！ 
We DO have a choice! 

 
•心を一つにする Live in harmony 
•同情し合う Be sympathetic 
•兄弟愛を示す Love as brothers 
•あわれみ深く、謙遜である Be compassionate & 
humble 
•悪から遠ざかり、善を行う Turn from evil & do good 
•平和を求める Seek & pursue peace 
•弁明できる用意をする Be prepared 
•優しく、慎み恐れる Be gentle & respectful 
•正しい良心を持つ Keep a clear conscience 

 



苦しみの中で… 
 
私たちの業: 
•苦しみを避けるか向き合うか 
•苦しみの中でどうあるべきか、だれといる べ
きか選ぶ 

•神様が私たちの心に働きかけてくださること
を選ぶ 

 

神の業: 
•私たちの心を変えてくださる 
•私たちが必要としているもの（人、力）を    備
えてくださる 



In our struggle… 
 
Our work: 
•Choose to avoid or face struggle 
•Choose how to be and with Whom/whom to 
be in the struggle 
•Choose to allow God to work in our hearts 

 
God’s work: 
•To bring the actual change to our hearts 
•To provide us with what and whom we need 



成したまえなが旨 （聖歌２９５） 
 
 

なしたまえながむね すえつくりわが主よ 
われはただなが手の 
うちにあるつちくれ。 

Have Thine Own Way (SFP 552) 
 

Have thine own way, Lord!  Have Thine own way! 
Thou art the Potter; I am the clay. 
Mold me and make me after Thy will, 
While I am waiting, yielded and still. 


