
「あなたには使命がある」 
～聖霊に力注がれて～ 

 

“Faithful in Your Mission: 
Empowered by the Spirit” 

 
  

使徒言行録 Acts 1:3~14 



1.私たちには 使命がある。 
     Each of us has a mission.      

「あなたがわたしを世に遣わされ
たように、わたしも彼らを世に遣
わしました。」（ヨハネ17：18） 

“As you have sent me into the 
world, so I have sent them into the 
world.” (John 17:18) 



• 孤独感 
• 圧倒される 
• 恐れ 
• 限界 

• 小さな存在
に感じる 
 

• Lonely 
• Overwhelmed 
• Afraid 
• Limited 
• Small 

 
 



「むしろ、わたしがこれらのことを話し
たので、あなたがたの心は悲しみで
満たされている。しかし、実を言うと、
わたしが去って行くのは、あなたがた
のためになる。わたしが去って行か
なければ、弁護者はあなたがたのと
ころに来ないからである。わたしが行
けば、弁護者をあなたがたのところに
送る。」（ヨハネ16：6～7） 



“Rather, you are filled with grief 
because I have said these things. 
But very truly I tell you, it is for 
your good that I am going away. 
Unless I go away, the Advocate 
will not come to you; but if I go,  
I will send him to you.”  

(John 16:6-7) 











「あなた方の上に聖霊が降ると、
あなたがたは力を受ける。そし
て、エルサレムばかりでなく、ユ
ダヤとサマリアの全土で、また、
地の果てに至るまで、わたしの
証人となる。」（使徒1:8） 
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“But you will receive power 
when the Holy Spirit comes on 
you; and you will be my 
witnesses in Jerusalem, and in 
all Judea and Samaria, and to 
the ends of the earth.” 

(Acts 1:8) 
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「だから、あなたがたは行って、すべ
ての民をわたしの弟子にしなさい。
彼らに父と子と聖霊の名によって洗
礼を授け、あなたがたに命じておい
たことをすべて守るように教えなさい。
わたしは世の終わりまで、いつもあ
なたがたと共にいる。」 (マタイ28：19
～20) ＝大宣教命令 

2.教会には 使命がある。 



Therefore go and make disciples of all 
nations, baptizing them in the name of 
the Father and of the Son and of the 
Holy Spirit, and teaching them to obey 
everything I have commanded you. 
And surely I am with you always, to the 
very end of the age.” (Matthew 28:19-
20) = The Great Commission 

2. The Church has a mission.      



3.私たちには 広い意味での使命がある。 

「先生、律法の中で、どの掟が最も重
要でしょうか。」 イエスは言われた。
「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽く
して、あなたの神である主を愛しなさ
い。』 これが最も重要な第一の掟であ
る。第二も、これと同じように重要であ
る。『隣人を自分のように愛しなさい。』 
(マタイ22：36～39） 

＝最も大切な戒め 



「それゆえ、わたしは弱さ、侮辱、
窮乏、迫害、そして行き詰まりの
状態にあっても、キリストのため
に満足しています。なぜなら、わ
たしは弱いときにこそ強いからで
す。」 （2コリント12：10） 

3.私たちには 広い意味での使命がある。 



「わたしは、自分の置かれた境遇に
満足することを習い覚えたのです。
貧しく暮らすすべも、豊かに暮らす 

すべも知っています。満腹していても、
空腹であっても、物が有り余っていて
も不足していても、いついかなる場合
にも対処する秘訣を授かっています。
わたしを強めてくださる方のお陰で、
わたしにはすべてが可能です。」 

（フィリピ4：12～13）） 



3. We all have the broader vocation.      

“Teacher, which is the greatest 
commandment in the Law?” Jesus 
replied: “‘Love the Lord your God with 
all your heart and with all your soul and 
with all your mind.’ 38 This is the first and 
greatest commandment. 39 And the 
second is like it: ‘Love your neighbor as 
yourself.’ (Matthew 22:36-39) 

= The Greatest Commandment 



“That is why, for Christ’s sake,  
I delight in weaknesses,  
in insults, in hardships, in 
persecutions, in difficulties. 
For when I am weak, then I am 
strong.” (2 Cor. 12:10) 

3. We all have the broader vocation.      



“I have learned to be content 
whatever the circumstances. 12 I know 
what it is to be in need, and I know 
what it is to have plenty. I have 
learned the secret of being content in 
any and every situation, whether well 
fed or hungry, whether living in plenty 
or in want. 13 I can do all this through 
him who gives me strength.”  

(Philippians 4:11-13) 



「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。互
いに愛し合いなさい。これがわたし
の命令である。」 

（ヨハネ15：16～17） 



“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. 
17 This is my command: Love 
each other.” (John 15:16-17) 



1. 私たちには使命がある 
2. 教会には使命がある＝大宣教命令 
3. 私たちには広い意味での使命が
ある＝最も大切な戒め 

In order to bear fruit… 
1. Each of us has a mission. 
2. The Church has a mission.  
              = The Great Commission 
3.  We all have the broader vocation.      
              = The Greatest Commandment 

実を結ぶ人生のために・・・  



１．あなたは「大宣教命令」と「最も大切な戒め」

毎日どのくらい意識しながら生活していますか？  

２．あなたの使命が神の御心なのか、独り善がりな

欲望からなのか、どのように吟味しますか？ 

３．聖霊の存在、聖霊のされたこと、聖霊のして 

おられること、将来して下さろうとしておられること、

どのくらい理解していますか？ 
 

1. How much do you consider the Great 
Commission & the Greatest Commandment  
in your daily life? 

2. How do you discern whether your mission is 
His will or your selfish ambition? 

3. Are you fully aware of all that the Holy Spirit is, 
of all He has done, still does and will do? 
 


