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弟子として、私たちはこの世にいるべき！ 
 

AS DISCIPLES, WE ARE MEANT TO LIVE IN THE WORLD! 
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１〜２、９〜１１節： 生き方の教えを 
v. 1-2, 9-11 : instructions about living habits/lifestyle 

３〜７節： 神様の「土台」に 
v. 3-7 : built on a foundation of God 

８、１４節： 目的（世の宣教）のために 
v. 8, 14 : for a deeper purpose/goal (global mission) 



テトスへの手紙と公現節  
Titus & The Season of Epiphany 

• イエス様が何（誰）であるかを公現し、 
そして世にイエスを表すことを教会が 
召されている 
 

• revelation of who Jesus is, and to call            
the church to the mission of revealing it 
to the world 



私たちの行動、態度、と生き方 
（ライフスタイル）によって、他人に 
自分は神様に属していることを表します。 

「あなたがたを召してくださった聖なる方に
ならって、あなたがた自身も、あらゆる行い
において聖なるものとされなさい。それは、
「わたしが聖であるから、あなたがたも、 
聖でなければならない」と書いてあるから 

です。」 〜１ペテロ１：１５−１６ 



Our actions, attitude, and lifestyle 
really tell others to Whom we 
belong. 

“But just as he who called you  
is holy, so be holy in all you do;  

for it is written: ‘Be holy, because  
I am holy.’” – 1 Peter 1:15-16 







神様が与えている聖霊の導きで、イエス様
による良い国民・市民、ご近所さん、と労働
者（生徒・家族）になります。 

ローマ人への手紙１３章 
＊権威に従う 

＊義務を果たす 
＊互いに愛し合う 

＊悪を捨てる、良い行いをする 



Be a good citizen, neighbour, and 
coworker (student, family member) 
for Christ, by the Spirit whom God 
gives. 

Romans 13 
•submission to authority 

•be responsible (pay taxes etc) 
•love one another 

•put aside evil, rather do good 





何よりも神様を優先し、教会の一致を
守ります。 

「そこで、イエスは彼に言われた。『心を 
尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、 

あなたの神である主を愛せよ。これが大切な
第一の戒めです。あなたの隣人をあなた  
自身のように愛せよという第二戒めも、  

それと同じように大切です。』」 
〜マタイ２２：３７ー３９ 



「わたしは…お願いします。それは、父よ、
あなたがわたしにおられ、わたしがあなたに
いるように、彼らがみな一つとなるためです。
また、彼らもわたしたちにおるようになる 
ためです。そのことによって、あなたが  
わたしを遣わされたことを、世が信じる  

ためなのです。」 
〜ヨハネ１７：２１ 



Make God your first priority, and 
protect the unity of the church. 

“Jesus replied, ‘Love the Lord your God 
with all your heart and with all your soul 

and with all your mind.  This is the  
first and greatest commandment.   

And the second is like it: Love your 
neighbour as yourself.” 
- Matthew 22:27-39 



“My prayer is…that all of them  
may be one, Father, just as you are  

in me and I am in you.  May they also be 
in us so that the world may believe  

that you have sent me.” 
- John 17:21 



「私たち一同も、なくてならないものの 
ために、正しい仕事に励むように教え 

なければなりません。それは、実を結ばない
者にならないためです。」〜 テトス３：１４ 

“Our people must learn to  
devote themselves to doing what is good, 

in order that they may provide  
for daily necessities and not live 

unproductive lives.”  - Titus 3:14 



質問  Question 

• わたしはどんな生き方（行い）を通して    
イエス様を他人に伝えていますか？ 

 

• What am I TELLING others about Jesus by 
what I am SHOWING them? 



祈り： ヨハネ１５：１〜１７ 

Prayer:  John 15:1-17 


