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あなたの土台は 
どーだい？ 



「あなたがたがわたしを選んだのではない。 
わたしがあなたがたを選んだ。あなたがたが出
かけて行って実を結び、その実が残るようにと、
また、わたしの名によって父に願うものは何で
も与えられるようにと、わたしがあなたがたを 

任命したのである。」 
（ヨハネ15：16） 

 
“You did not choose me, but I chose you 

and appointed you so that you might go and 

bear fruit—fruit that will last—and so that 

whatever you ask in my name the Father will 

give you.” (John 15:16) 



「あなたがたが豊かに実を結び、 
わたしの弟子となるなら、それによっ

て、わたしの父は栄光を 
お受けになる。」 

（ヨハネ15：8） 
 

“This is to my Father’s glory, that 

you bear much fruit, showing 

yourselves to be my disciples.” 

(John 15:8) 



     種＝「神の言葉」。 

             Seed = “God’s Word” 

私たちが実り多き人生を 
送るために、主が用いられるの

は 「みことば」！ 
 

In order to live fruitful 
lives, God uses “the 

Word.” 



 ４種類の土地 
  ＝「その言葉を聞く人の 
          心の状態」。 
 

  Four kinds of soil  
    = “the condition of the heart of    
         those who listen to the Word.” 







悪い土から良い土地へ  
  From Bad Soil to Good Soil 

1. 時間をかけて、土地を耕して、石
を拾って、雑草を抜いていくからこ
そ、良い土地になっていく。 

1. Only because we spend time 

cultivating the soil, picking up 

stones, pulling weeds, the 

ground becomes good soil ! 



2. 柔らかい土地をつくる 
   Produce Soft Soil 

「聞く耳のある者は聞きなさい。」 

              （マルコ4：9） 

「神は、高慢な者を敵とし、 

 謙遜な者には恵みをお与えになる。」           

              （ヤコブ4：6） 

悪い土から良い土地へ  
  From Bad Soil to Good Soil 



2. 柔らかい土地をつくる 
   Produce Soft Soil 

悪い土から良い土地へ  
  From Bad Soil to Good Soil 

“Whoever has ears, let them hear.” 

               Mark 4：9） 

“God opposes the proud  

      but shows favor to the humble. “  

                                    (James 4:6)           



3．しっかりと根をおろす 
       Grow Deep Rootes 

  「主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ず

さむ人。その人は流れのほとりに植えられた

木。ときが巡り来れば実を結び、葉もしお

れることがない。その人のすることはすべて、

繁栄をもたらす。」 

          （詩編1：2～3） Psalm 1:2-3 

悪い土から良い土地へ  
  From Bad Soil to Good Soil 



4．焦らず、じっくりと待つ 

  「ある人たちは、遅いと考えているようです

が、主は約束の実現を遅らせておられる

のではありません。そうではなく、一人も滅

びないで皆が悔い改めるようにと、あなた

がたのために忍耐しておられるのです。」  

               （2ペトロ3：9） 

悪い土から良い土地へ  
  From Bad Soil to Good Soil 



4．Time is essential. 

“The Lord is not slow in keeping his 

promise, as some understand 

slowness. Instead he is patient with 

you, not wanting anyone to perish, but 

everyone to come to repentance.”  

               （2 Peter 3:9） 

悪い土から良い土地へ  
  From Bad Soil to Good Soil 



必ず、実を実らせる！ 

    「雨も雪も、ひとたび天から降れば、むな

しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、

芽を出させ、生い茂らせ、種蒔く人には種を

与え、食べる人には糧を与える。   

    そのように、わたしの口から出るわたしの

言葉も、むなしくは、わたしのもとに戻らない。

それはわたしの望むことを成し遂げ、わたしが

与えた使命を必ず果たす。」       

（イザヤ書55：10～11） 



必ず、実を実らせる！ 

   「良い土地に蒔かれたものとは、御言葉を聞

いて受け入れる人たちであり、ある者は三十倍、

ある者は六十倍、ある者は百倍の実を結ぶの

である。」（マルコ4：20） 



It Always Bear Fruits 

“As the rain and the snow come down from 
heaven, and do not return to it without 
watering the earth and making it bud and 
flourish, so that it yields seed for the sower 
and bread for the eater, 11 so is my word 
that goes out from my mouth: It will not 
return to me empty, but will accomplish 
what I desire and achieve the purpose for 
which I sent it.” (Isaiah 55:10-11) 



“Others, like seed sown on good soil, hear 
the word, accept it, and produce a crop—
some thirty, some sixty, some a hundred 
times what was sown.” (Mark 4:20) 
 
 

It Always Bear Fruits 


