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Nisbett/Masuda Research Findings 
ニスベット＆松田氏による研究結果 

アメリカ人 Americans 日本人 Japanese 

More “Specific Thinkers” 
より「詳細を考える」 

More “Holistic Thinkers” 
より「全体から考える」 

Focus on individual items separate from 
environment. 
環境から離れた個々に焦点をあてる 

Give more attention to backgrounds and 
to the links between the objects 

背景を考えてから、物との関係に留意す
る 

Likes to know detailed information 
詳細の情報を知りたがる 

Want to understand the big picture.  
大きな背景を理解しようとする 

Works best when description is given for 
each individual’s task. 

個々の役割がはっきりと示されたときに
最も効果的に働くことができる 

Work best when knowing how all pieces 
work together. 

すべてのことがどのように共に働くのか
わかるときに最も効果的に働ける 
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Acts 8:26-40 
New International Version (NIV) 
Philip and the Ethiopian 
26 Now an angel of the Lord said to Philip, “Go south to 
the road—the desert road—that goes down from 
Jerusalem to Gaza.” 27 So he started out, and on his way 
he met an Ethiopian[a] eunuch, an important official in 
charge of all the treasury of the Kandake (which means 
“queen of the Ethiopians”). This man had gone to 
Jerusalem to worship, 28 and on his way home was sitting 
in his chariot reading the Book of Isaiah the 
prophet. 29 The Spirit told Philip, “Go to that chariot and 
stay near it.” 
30 Then Philip ran up to the chariot and heard the man 
reading Isaiah the prophet. “Do you understand what you 
are reading?” Philip asked. 
31 “How can I,” he said, “unless someone explains it to 
me?” So he invited Philip to come up and sit with him. 
32 This is the passage of Scripture the eunuch was 
reading: 
“He was led like a sheep to the slaughter, 
    and as a lamb before its shearer is silent, 
    so he did not open his mouth. 
33 In his humiliation he was deprived of justice. 
    Who can speak of his descendants? 
    For his life was taken from the earth.”[b] 
34 The eunuch asked Philip, “Tell me, please, who is the 
prophet talking about, himself or someone else?” 35 Then 
Philip began with that very passage of Scripture and told 
him the good news about Jesus. 
36 As they traveled along the road, they came to some 
water and the eunuch said, “Look, here is water. What 
can stand in the way of my being baptized?” [37] [c] 38 And 
he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and 
the eunuch went down into the water and Philip 
baptized him. 39 When they came up out of the water, the 
Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the 
eunuch did not see him again, but went on his way 
rejoicing. 40 Philip, however, appeared at Azotus and 
traveled about, preaching the gospel in all the 
towns until he reached Caesarea. 
 

使徒8：26～40 

フィリポとエチオピアの宦官 

さて、主の天使はフィリポに、「ここをたって南に向かい、エルサレム
からガザへ下る道に行け」と言った。そこは寂しい道である。 

 フィリポはすぐ出かけて行った。折から、エチオピアの女王カンダケ

の高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官が、
エルサレムに礼拝に来て、 帰る途中であった。彼は、馬車に乗って
預言者イザヤの書を朗読していた。 

すると、“霊”がフィリポに、「追いかけて、あの馬車と一緒に行け」と
言った。 

フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえ
たので、「読んでいることがお分かりになりますか」と言った。 

宦官は、「手引きしてくれる人がなければ、どうして分かりましょう」と
言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。 

彼が朗読していた聖書の個所はこれである。「彼は、羊のように屠り
場に引かれて行った。毛を刈る者の前で黙している小羊のように、口
を開かない。卑しめられて、その裁きも行われなかった。だれが、そ
の子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるから
だ。」 

宦官はフィリポに言った。「どうぞ教えてください。預言者は、だれにつ
いてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。だれかほか
の人についてですか。」 

 そこで、フィリポは口を開き、聖書のこの個所から説きおこして、イエ
スについて福音を告げ知らせた。 

 道を進んで行くうちに、彼らは水のある所に来た。宦官は言った。「こ
こに水があります。洗礼を受けるのに、何か妨げがあるでしょうか。」 

そして、車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入って行
き、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。 

彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官は
もはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。 

フィリポはアゾトに姿を現した。そして、すべての町を巡りながら福音
を告げ知らせ、カイサリアまで行った。 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+8:26-40#fen-NIV-27204a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+8:26-40#fen-NIV-27210b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+8:26-40#fen-NIV-27214c


The Ethiopian Eunuch—A “Specific Approach” 
エチオピアの宦官 ー 詳細を見る 



• “minor character” 脇役 

• “known to be full of God’s 
Spirit and wisdom.”      

「霊と知恵に満ちた評判の良
い人」 

• Hand out food for widows 
and needy people.   

  やもめや必要ある人々に食
糧を配給していた。 

• God uses for a big job   

 大きな仕事のために神様に用
いられた。 

 

• In charge of all the Queen’s 
treasury—Important job!   

  女王の全財産の管理をしていた。 

• Queen had powerful role  

  女王は大事な仕事をしていた。 

• Could not have children  

  子供を持つことができなかった。 

• Loyalty to Queen 女王に忠実 

• Expendable 取り変えられる存在 

• Different/ Outcast.  人と違ってい
た/よそ者。 
 

Philip フィリポ Ethiopian エチオピアの宦官 

The Ethiopian Eunuch—A “Specific Approach” 
エチオピアの宦官 ー 詳細を見る 



• Insert Map of Gaza 



• Isaiah 53:7-8 “He was led like a sheep to the 
slaughter and as a lamb before the sheerer is silent 
so he did not open his mouth. In his humiliation he 
was deprived of justice. Who can speak of his 
descendants? For is life was taken from the earth.” 

• イザヤ書53:7-8 「屠（ほふ）り場に引かれる小羊の

ように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、
彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、
彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたで
あろうか。」 

 





 





1) Jesus accepts everyone—even 
you. 

イエス様はすべての人を受け入
れる―あなたのことも。 
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2) Philip had a big impact he 
didn’t see in his lifetime. 

フィリポは自分の人生では  
見ることのなかった大きな  
影響を及ぼした。 

 

 



1) Jesus accepts everyone—even 
you. 

イエス様はすべての人を受け入れ
る―あなたのことも。 

2) Philip had a big impact he didn’t 
see in his lifetime. 

フィリポは自分の人生では見ること
のなかった大きな影響があった。 

3) Your life is a part of the bigger 
story of the Gospel 

あなたの人生は、福音の大きなス
トーリーの一部である。 
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