
 

「神様が人の考え方を 

変えられる方法」 

“How God Changes Our Thinking” 

使徒言行録11:1～18 
Acts 11:1-18 





ローマ12：2 

「あなたがたはこの世に倣（なら）って
はいけません。むしろ、心を新たにして
自分を造り変えていただき、何が神の
御心であるのか、何が善いことで、神
に喜ばれ、また完全なことであるのか

をわきまえるようになりなさい。」 





Romans 12：2 
“Do not conform to the pattern of 
this world, but be transformed by 
the renewing of your mind. Then 

you will be able to test and 
approve what God’s will is—his 
good, pleasing and perfect will.” 



使徒10:45 
「割礼を受けている信者で、ペトロと 

一緒に来た人は皆、異邦人にも聖霊の
賜物が注がれたのを見て、驚いた。」 

使徒11:2～3 

「ペトロがエルサレムに上って来たとき、
割礼を受けている者たちは彼を非難し
て、『あなたは割礼を受けていない者た
ちのところへ行き、一緒に食事をした』 

と言った。」 



Acts 10:45 
“The circumcised believers who had 

come with Peter were astonished that 
the gift of the Holy Spirit had been 

poured out even on Gentiles.” 

Acts 11:2-3 
“So when Peter went up to Jerusalem, 

the circumcised believers criticized 
him 3 and said, ‘You went into the house 

of uncircumcised men and ate with 
them.’” 



１．宣教は、神の働き。しかし神は、その
働きのために、私たちを用いられる！ 

異邦人の救いのイニシアティブを 
とられたのは、神様である！ 



17節 

「こうして、主イエス・キリストを信じた 

私たちに与えてくださったのと同じ賜物
を、神が彼らにもお与えになったのなら、
私のような者が、どうして神のなさること
を邪魔することができたでしょうか。」 

18節 

「この言葉を聞いて人々は静まり、 

『それでは、神は異邦人をも悔い改めさ
せ、命を与えてくださったのだ』と言って、

神を崇めた。」 



  1. Mission is what God is doing,  
              but He uses us in the process! 

It was God who took the initiative  
in the salvation of the Gentiles! 



v.17 
 “So if God gave them the same gift he 
gave us who believed in the Lord Jesus 
Christ, who was I to think that I could 

stand in God’s way?” 

v. 18 
 “When they heard this, they had no 
further objections and praised God, 

saying, ‘So then, even to Gentiles God has 
granted repentance that leads to life.’” 



 ２．神様が救いの使命を成し遂げられる 
  ためには、間違った考え方が変えられる 
  必要がある！ 

間違った考え方（１） 



Wrong Thinking (1) 

 2. To accomplish His purpose in salvation,  
 God changes the wrong thinking of His people. 



 ２．神様が救いの使命を成し遂げられる 
  ためには、間違った考え方が変えられる 
  必要がある！ 

間違った考え方（２） 



Wrong Thinking (1) 

 2. To accomplish His purpose in salvation,  
 God changes the wrong thinking of His people. 



３．神の働きのために用いられる器となる 
ために、神は私たちの考え方を変えられる。 

「主よ、とんでもないことです！」
（使徒10:14） 

 3. God changes our thinking so that  
       we can be His instruments in His work. 

“By no means, Lord!” 
(Acts 10:14) 



1) 神様と共に歩むことを求めるとき 

使徒10:9 

「翌日、この三人が
旅をして町の近くま
で来た頃、ペトロは
祈るために屋上に

上がった。」 



1) When We Seek to Walk with Him 

Acts 10:9 
“About noon the 

following day as they 
were on their journey 
and approaching the 

city, Peter went up on 
the roof to pray.” 



２) 居心地の悪い(と思われるような） 
          状況を通して 

「主よ、とんでもないことです！」
（使徒10:14） 



2) Through Uncomfortable Circumstances. 

“By no means, Lord!” 
(Acts 10:14) 



３) 同じ教訓を繰り返されることによって。 

 「こういうことが三度あり」（10:16） 
 使徒10章、11章 
 エルサレム会議（使徒16章） 
 ガラテヤの信徒への手紙 
 ペトロの失敗（ガラテヤ2:11～15） 



3) By Repeating the Lesson. 

 “This happened three times” (10:16) 
 Acts 10, 11 
 The Jerusalem Council（Acts 16） 
 Galatians 
 Peter’s failure（Galatians 2:11-15） 



４) 神の御言葉を通して 

使徒11:15～16 

「私が話しだすと、聖霊が最初私たち
の上に降ったように、彼らの上にも
降ったのです。その時、私は『ヨハネ
は水で洗礼を授けたが、あなたがた
は聖霊によって洗礼を受ける』と言わ
れた主の言葉を思い出しました。」 



4) With His Word. 

Acts 11:15-16 
“As I began to speak, the Holy Spirit 

came on them as he had come on us at 
the beginning. 16 Then I remembered 

what the Lord had said: ‘John baptized 
with water, but you will be baptized 

with the Holy Spirit.’” 



５) 神様に主権がある。私たちにはない。 

使徒11:17 

「こうして、主イエス・キリストを信じ
た私たちに与えてくださったのと同じ
賜物を、神が彼らにもお与えになっ
たのなら、私のような者が、どうして
神のなさることを邪魔することができ

たでしょうか。」 



5) By Getting us See that He is Sovereign 
and We are not. 

Acts 11:17 
“So if God gave them the same 

gift he gave us who believed in the 
Lord Jesus Christ, who was I to think 

that I could stand in God’s way?” 
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イザヤ書43:19 

「見よ、私は新しいことを行う。今や、
それは起ころうとしている。あなたが

たはそれを知らないのか。」 

Isaiah 43:19 
“See, I am doing a new thing! Now it 
springs up; do you not perceive it?” 


