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８月１日(月) コリント第一 ４：３
《正しくさばかれるお方は》
①パウロはなぜコリントの教会の人達の評価、判定を重要視
していないと断言するのでしょうか。「私にとって」という
単語が 初に置かれ、強調されていますが、誰と対比して述
べているのでしょうか。【適用】あなたは周囲の人の評価を
気にし、人にどう思われるかが行動の基準になっていません
か。なぜ、そのような周囲に隷属した生き方になってしまう
のでしょうか。どうしたら、パウロのような生き方ができる
のでしょうか。

②「人間による」判決の直訳は「人の日による」判決です。
これは何と対比して書かれた言葉ですか。パウロが何よりも
重要視している「判決」「評価」は何だと思いますか。【適用】
あなたは、いつ、誰のさばきの座につきますか(ローマ
14:10)。その時、誰に対して申し開きをしなければなりま
せんか(ローマ 14:12)。「_______のさばき」(ヘブル 9:27)の
時、何が問題になるか知っていますか。あなたの学力、能力、
地位、富、容姿ですか。周囲の人の評価ですか。あなたは人
の前ではなく、________の前に生きていますか。

③「_______で______をさばくことさえしません」とパウロ
は言います。どういう意味でしょうか。なぜ、パウロは自分
自身に対してこのような態度を持つことができるのでしょう
か。【適用】あなたは自分を卑下し過ぎていませんか。自分
の無力を責め、自分を価値のない者と考え、自分を受け入れ
られない気持ちになっていませんか。神様の奥義を知る時、
あなたは自分をどのように受け止めることができるようにな
りますか。あなたはイザヤ 43:4 の聖句にアーメンと言えま
すか。誰があなたを何を基準に評価するのでしょうか。

①しもべ/しもべ/しもべ/しもべ ②奴隷/自尊心 ③神/忠実

途上の歩み ２０１１年８月 －1－
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途上の歩み ２０１１年８月 －2－

８月２日(火) コリント第一 ４：３－５
《すべては明らかにされる》
①パウロは自分のした事はすべて正しいと確信しているの
で、「自分で自分をも_______かない」と主張しているのでし
ょうか。また、なぜ「悪意や不信仰から____________事を行
わなかった」としても、_________とは言えないとパウロは
言うのでしょうか。パウロはどこに心の平安を見いだしてい
るのでしょうか。【適用】あなたを 終的に________方がイ
エス様である事は、あなたにとって、慰めとなっていますか。
それはなぜでしょうか。

②パウロは人間の評価をなぜ________な事(3)と断言するの
でしょうか。また、具体的にどんな__________たさばきを禁
じたのでしょうか。その理由は何でしょうか。【適用】あな
たはいろな事や人について_________家のように批評し、評
価し、さばいていませんか。人をさばく心が取り除かれ、柔
和で寛容な優しい人に、どうしたらなれるのでしょうか。

③主のさばきは、なぜ絶対に正しいのでしょうか。この世の
_____によって隠されてしまう真実や見えない人の_____の中
の真実は、何のために明らかにされるのでしょうか。主がひ
とりひとりを_______される事を特記したのはどうしてでし
ょうか。【適用】あなたにとって、すべての事が明らかにな
ることは嬉しい事ですか。それともいやな事ですか。主のさ
ばきを信じる時、あなたはどんな希望と励ましと力を与えら
れますか。

②死後/神様 ③自分/自分
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途上の歩み ２０１１年８月 －3－

８月３日(水) コリント第一 ４：６－８
《バランスよく自分を見る》
①パウロは______る人、アポロは__________ぐ人と賜物や使
命が違うふたり(6)は、共に神の________の管理者であり、
キリストの________(1)であって、それを_______て崇拝され
てはならないのです。一方にくみすることはなぜ良くないの
でしょうか。【適用】あなたは牧師達を比較し、評価し、ラ
ンク付けをしていませんか。その行為自体、________な態度
です。どのような心をもってタラントの違う牧師達を受けと
める事が必要でしょうか。

②自分を他の者より_______た者と思い込んでいる人はどこ
が愚かなのでしょうか。どんな視点を持つとき、人は_____
の罪から解放されるのでしょうか。【適用】「_____はわがも
の、_________は主に」という言葉にあなたは従っています
か。あなたは自分を神様の前に_______と等しき者(イザヤ
41:14)だと認めていますか。神様の______によって今の自
分になった(15:10)と感謝していますか。

③)パウロは高慢な態度をとる人達の特徴をどのように指摘
していますか(8)。大教会の牧師達、また大教会に属する信
徒はどんな誘惑に陥りやすいでしょうか。【適用】あなたも
他の人と目に見える業績、豊かさ、影響力などを比較し、高
ぶった態度や卑屈な気持ちになっていませんか。何に目を向
けるべきでしょうか(7)。12:27 の聖句はあなたをどんな思
いへと導いてくれますか。

①さば/やましい/無罪/さばく ②小さ/先走っ/批評 ③やみ/心/称賛
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８月４日(木) コリント第一 ４：９－１１
《どちらの生き方をしてますか》
①教会の交わりの中で誇り高ぶるコリントの教会の人達に対
して、パウロは________が________によってどのような扱い
を受けているかを語ります。パウロ達はどんな点が、多くの
________が見ている中、________囚として闘技場で死ぬまで
格闘する剣闘士に似ているのでしょうか。【適用】あなたは、
牧師達がどんな中を通されているかを考えた事があります
か。牧師を責めるのではなく、牧師と共に生きる者となるた
めに、あなたは何をすべきでしょうか。

②なぜコリントの人達は自分を_____者、______い者、
_______ を持つ者と思っているのでしょうか。一方、パウロ
はどんな自己理解をもって歩んでいるでしょうか。この違い
はどこから来るのでしょうか。【適用】あなたはどちらの感
覚をもって生活していますか。誰の前に、何を目標に、どん
な姿勢をもって歩むことが求められているのでしょうか。

③パウロは福音の宣教者として、たくさんの教会を生み出し
ました。が、どうして_______まで、苦難の中にあるのでし
ょうか(11)。大教会の牧師として君臨する事もできたのに、
なぜ、ひどい扱いを受ける働きをし続けているのでしょうか。
【適用】あなたは自分の安楽を求めていませんか。主に従う
故に引き受ける大変さを 初から避けていませんか。あなた
の使命は何でしょうか。一筋の道を信徒として歩んでいます
か。

①植え/水を注/奥義/しもべ/越え/高慢 ②すぐれ/高慢/恥/栄光/虫けら/恵み

途上の歩み ２０１１年８月 －4－
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途上の歩み ２０１１年８月 －5－

８月５日(金) コリント第一 ４：１１－１３
《この世のちり、あらゆるもののかす》
①パウロが 11 節にあげた状況は、イエス様のたとえに似て
います(マタイ 25:35)。コリントの人達はそのようなパウロ
達にどう対応したでしょうか。どこが_______________の諸
教会と違っているのでしょうか(コリント第二 8:1~5)。【適
用】あなたは羊の歩みをしていますか。自分が富むことに心
奪われていませんか。自分の生活の事でいっぱいで、主の働
き人の事を忘れていませんか。進んでサポートする心はどう
したら与えられるのでしょうか。

②奴隷のように_______の手で働くパウロは、ギリシャ人に
とって軽蔑の対象でしたが、彼はどんな心で働いたと思いま
すか。またひどい扱いを受けた時、どんな対応をしましたか。
当時の価値観とどう違っていたでしょうか。パウロはなぜ、
そのような対応ができたのでしょうか。【適用】大工だった
イエス様は、迫害、ののしり、はずかしめに対してどのよう
に対応しましたか(マタイ 6:44,ルカ 23:34,ペテロ第一
2:23)。あなたも同じ対応ができると思いますか。なぜです
か。

③パウロが命をかけて主に従う歩みは、この世の人にとって
は_______や_______のような無価値なものに過ぎません。し
かし、パウロにとってはどのようなものでしたか(ピリピ
3:7~9)。【適用】あなたは、いつ、パウロのような価値観の
___________的転回を経験しましたか。それは具体的にどん
な生き方によって証明されますか。天に宝を蓄える生き方を
していますか。

①使徒達/神様/見物人/死刑 ②賢い/強/栄誉 ③今に至る
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８月６日(土) コリント第一 ４：１４－１６
《私にならう者となりなさい》
①パウロはこれまで厳しい口調でコリントの信徒達に語って
きました。しかし、彼はどんな気持ちで語ってきたと言って
いますか。________子に対して、どのような態度を取ること
が求められているのでしょうか(ヘブル 12:5-8)。【適用】あ
なたは子どもに甘過ぎませんか。信仰の友に対して_____の
ない無関心な態度を取っていませんか。神の家族に対して、
パウロのようにしていますか(箴言 27:5)。彼の命令に従っ
ていますか(エペソ 4:25)。

②パウロとコリントの信徒達とはどんな関係ですか。_______
とは主人の息子を教育する________の(ガラテヤ 2:24）奴隷
です。大切な働きをしますが、一時的で代替可能な存在です。
一方、父親は子どもに対してどんな立場にあり、どんな責任
をもっているでしょうか。【適用】あなたの霊の父は誰です
か。あなたは教えられる事を願っていますか。指導を受け、
主の器として整えられることを求めて、霊の父に訓練される
ことを求めていますか。霊の父をもつ者は幸いです。

③パウロは高慢だから、「私に________者となりなさい」と
命じるのでしょうか。彼がこのように大胆に言えるのは、ど
うしてでしょうか。彼のどこを________ることを願っている
のでしょうか。【適用】あなたはパウロのように後に続く信
仰者に言えますか。どうしたらこのように言える者になれる
のでしょうか。あなたはパウロから何を学ぶ必要があると思
いますか(ピリピ 3:13-14)。

①マケドニヤ ②自分 ③ちり/かす/コペルニクス

途上の歩み ２０１１年８月 －6－
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途上の歩み ２０１１年８月 －7－

８月７日(日) コリント第一 ４：１６－１７
《パウロに忠実なテモテ》
①パウロは「私に________者になりなさい」とコリントの信
徒に命じましたが、その_________としてテモテをすでに彼
らの所に送りました。それはどんな理由からですか。コリン
トの信徒達には何が必要だったのでしょうか。【適用】あな
たには模範とすべき信仰の先輩がいますか。「あの人のよう
になりたい」との志を持つ時、人はその人のようになってい
きます。今日、見本とすべき人を与えて下さいと祈り求めま
しょう。

②テモテの特徴は何ですか。彼のどんなパウロに対する姿勢
がパウロの__________を人々にそのまま示すことを可能にし
たのでしょうか。【適用】あなたは立てられた器に_________
に従っていますか。自分がリーダーに_________ていると感
じていますか。あなたの信仰の成長は目に見える信仰の先達
との霊における豊かな関係によるのです。心と信仰において
しっかりとリーダーと結びついていますか。

③パウロはぶれない人でした。彼はどこにおいても、同じ事
を語り、同じ生き方をしました。それはイエス様が父なる神
様の_________に_________の死に至るまで従順であったよう
に(ピリピ 2:8)、パウロはイエス様の________を負ってイエ
ス様と共に歩み続けたからです(マタイ 11:29)。テモテはそ
のパウロの言動一致の生き方の証人だったのです。【適用】
あなたは一貫した生き方をしていますか。信仰と生活が一つ
となっていますか。あなたが主に忠実であることを誰が証言
してくれますか。みことばを_______する人になりましょう。

①愛する/愛 ②養育係/家庭教師 ③ならう/まね
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８月８日(月) コリント第一 ４：１８－２１
《神の国はことばでなく力にある》
①コリント教会の人達の特徴は、何だと言えますか。彼らは
どんな思い上がった考え方をしていたのでしょうか。彼らは
何を誇り、自信満々な態度を取っていたのでしょうか。そこ
に_____に属するクリスチャンの姿があるのです(3:1)。一方、
パウロの行動の原点は何ですか。【適用】あなたは物事を信
仰で見ていますか。御霊様に従う決断をしていますか。頭で
はなく、心を大事にしていますか。口先ではなく行いを大切
に思っていますか(ヨハネ第一 3:18)。

②神の国がそこにあることを明らかにするのは、何でしょう
か。パウロの言う______とは、具体的にはどのような事を指
しているのでしょうか。【適用】あなたはどんな神様の_____
を人々の前に現していますか。あなたの教会に主がおられる
ことは、何によって明らかにされていますか。_____のない
信仰、教会から、神様が生きて働くクリスチャン、教会とな
るには、どうしたらよいのでしょうか。

③パウロが_____を与えるのか、____と優しい心で関わるの
か、それを決定するのは、誰ですか。神様のあなたへの対応
を決定するのは、誰ですか。【適用】神様はあなたに何を与
えようと願っていますか(ローマ 8:32)。神様にあるすばら
しさ(詩篇 16:11）を経験するか、しないかは誰によるので
しょうか。神様の愛の注ぎを妨げているのは誰ですか(イザ
ヤ 59:1-2)。

①ならう/模範 ②生き方/忠実/愛され/③みこころ/十字架/くびき/実行

途上の歩み ２０１１年８月 －8－
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途上の歩み ２０１１年８月 －9－

８月９日(火) コリント第一 ５：１－３
《受容でなく、戒規を》
①なぜ、教会の中で近親相姦の罪(レビ 18:8,申命記 22:30)、
それも____________の中でも見られないような_________が
受け入れられてしまうのでしょうか。また、なぜそのような
教会の信徒達をパウロは_________と呼ぶのでしょうか(2)。
【適用】ヨーロッパの中世は暗黒の時代と言われます。教会
が堕落する原因は何だと思いますか。あなたは教会の罪を知
っていながら、そのままに見過ごしていませんか。あなたの
責任は何でしょうか(エゼキエル 33:7-9)。

②彼らは、現実に継母と性的関係をもっている信徒を受容す
る______を犯していながら、なぜ______り_______るのでし
ょうか。パウロの対応(3)と彼らの対応の違いはどこから生
じるのでしょうか。【適用】同性愛者を牧師に任命する教会
があります。若い人達にセーフセックスを呼びかける教会が
あります。どう思いますか。あなたは、何を基準に判断して
いますか。

③不品行を行っている者を__________くとはどういう意味で
しょうか。それは、怒りではなく悲しみの行為としてパウロ
が記しているのはなぜですか。【適用】教会が教会である証
拠は_______が語られている事、_______が行われている事、
そして_______が執行されている事といいます。なぜ処罰は
必要なのでしょうか(ペテロ第一 1:15-16)。あなたは教会の
きよめについて真剣に考えていますか

①肉 ②力/力/力 ③むち/愛
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８月１０日(水) コリント第一 ５：３－５
《厳しさと愛》
①パウロはコリントの教会を______していることをどのよう
に表現していますか(3)。なぜ、主イエス様の________によ
って不品行を行っている人をすでにさばいたと過去の事とし
て記したのでしょうか。【適用】あなたは真剣に教会がどう
あるべきかを考えていますか。________はそこにいなくても、
メンバーの一員としてあなた自身の信仰による________をは
っきりと示していますか。誰はばかることなく、あなたの確
信を表現していますか。愛とは何でしょうか(エペソ 4:25)。

②パウロは不品行を行っている人を主イエス様の_______に
よって、また_________によって裁き、_________に引き渡し
たと書くことによって、何を強調しているのでしょうか。【適
用】あなたは自分の意見、判断が_____からのものでなく、
______様に導かれてのものであるかどうか、常に点検してい
ますか。感情的に対応していませんか。み言葉と関わりなく、
感覚や常識から判断していませんか。どうしたら、パウロの
ようにたった一人であっても、確信をもって行動できるよう
になれるのでしょうか。

③_______に引き渡すとはどういうことですか。また、その
事がどうしてその人の_____の滅びと____の救いにつながる
のでしょうか。パウロはどんな心で彼に対しているのでしょ
うか。【適用】教会から去って行く人、主から離れていった
人をあなたはどんな心でみていますか。パウロのように、主
にある________と_____とをもって対応していますか。

①異邦人/不品行/聖徒 ②罪/誇/高ぶ ③取り除/福音/礼典/戒規

途上の歩み ２０１１年８月 －10－
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途上の歩み ２０１１年８月 －11－

８月１１日(木) コリント第一 ５：６－８
《古いパン種と祭り》
①コリントの教会の信徒達は、どんな考え方、態度、行動を
もって、その________さを明らかにしているのでしょうか。
なぜ、それが________だとパウロは指摘するのでしょうか。
彼らの欠けたる点、愚かな点は何ですか。【適用】現代も許
容社会と言われどんな行為も受容され、市民権を得てしまい
ます。婚前交渉、同棲は若者達には常識となっているとのこ
と。教会の中にまでどんなこの世の価値観が入り込んでいる
でしょうか。どんな______があるでしょうか。

②パウロは現実に腐敗しているコリントの教会に対して、彼
らは本来どんな群であることを指摘していますか。それはど
うしてでしょうか。【適用】あなたの属している教会の中に
ある古い________は何でしょうか。またあなた自身に対して
は、神様はどんな____いパン種を取り除くように命じていま
すか。具体的に考えてみましょう。

③古い腐敗したパン種の特徴は_______と_______です。それ
らが御霊の実である________(ガラテヤ 5:22)と_______ を喜
ぶ愛(13:6)に置き換わり、 ________で________な天からの
生けるパン、イエス様が生き生きと働く群こそ、祝された教
会です。【適用】あなたは教会の交わりを葬式のように感じ
た事はありませんか。本来、_______こそ教会で経験する交
わりです。喜び楽しむ教会生活はどうしたら与えられるので
しょうか。

①愛/御名/からだ/確信 ②御名/権能/サタン/肉/御霊 ③サタン/肉/霊/厳しさ/愛
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８月１２日(金) コリント第一 ５：９－１３
《教会をきよめる》
①コリントの信徒達は、パウロが前に送った手紙でどんな事
を自分達に命じていると受け取りましたか。それはパウロの
主旨とは違います。なぜ、彼らは誤解したのでしょうか。【適
用】あなたは先入観をもって人を見ていませんか。色眼鏡で
人の言動を見て、間違った判断をしていませんか。私達に常
に必要なのは、どんな見方、受けとめ方でしょうか。

②１１節に列挙されている人達は、クリスチャンであると自
称しながら、なぜそのような行為を日常的にできてしまうの
でしょうか。またなぜコリントの信徒達は彼らを受け入れ、
何も罪を指摘せず、むしろ親しくつきあったり、食事を共に
するのでしょうか。信徒達のどこがずれてしまったのでしょ
うか。【適用】あなたは教会のメンバーが１１節の行為をし
ている事を知ったら、どうすべきでしょうか(エペソ 4:25・
マタイ 18:15以下)。

③イエス様は_______はいけないと命じ(マタイ 7:1~)、パウ
ロ自身も________ってさばいてはいけない(4:5)と命じてい
ますが、ここでは_________内部の人をさばき、_________を
取り除く事を命じています。矛盾しませんか。なぜ内部の人
をさばく必要があるのでしょうか(ペテロ第一 1:15-16)。【適
用】_______の執行はキリストの教会である証拠とも言われ
ます。牧師・長老の不品行や教会の私物化、パワハラ・セク
ハラなどのスキャンダルが、なぜ教会の中に起こるのでしょ
うか。どうしたら教会の腐敗を阻止できるでしょうか。

①高慢/高慢/パン種 ②パン種/古い ③悪意/不正/善意/真理/純粋/真実/祭り

途上の歩み ２０１１年８月 －12－
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８月１３日(土) コリント第一 ６：１－４
《裁判沙汰》
①教会内の問題をすぐにこの世の裁判で決着をつけようとす
ることは、なぜクリスチャンにふさわしくないのでしょうか
(ローマ 12:18-21)。また、なぜ、教会に自浄能力の欠如が
起こるのでしょうか。【適用】教会にさまざまな問題が起こ
るのはなぜでしょうか。私達はそれらの問題を通して、何を
学ぶできでしょうか。あなたの問題に対する態度は_______
にふさわしいものでしょうか。

②なぜ、パウロは_______が世界をさばく事実に、さらに
______をもさばく者である事に言及するのでしょうか。何を
強調したかったのでしょうか。イエス様はなんと言っていま
すか(マタイ 18:18)。【適用】あなたは自分がどんなに尊い
立場を与えられているか自覚していますか。その立場にふさ
わしい判断はどうしたらあなたのものとなるのでしょうか
(エペソ 4:24,ヨハネ 16:13)。あなたは肉に死んで______様
にあって生活していますか。

③「教会のうちで無視される人達」とは、どんな人の事をさ
しますか。なぜ、教会は彼らを無視するですか。なのに、問
題が起こると、彼らを裁判官に選ぶのはなぜでしょうか。コ
リントの信徒達は何を忘れてしまうのでしょうか。【適用】
牧師が訴えられたり、会堂の所有権争いが裁判沙汰になった
りします。その様なことが起こらないようにするにはどうし
たらよいのでしょうか。あなたはクリスチャンは_______で
あると共に________である事をいつも自覚していますか。

③さばいて/先走/教会/悪い人/戒規

途上の歩み ２０１１年８月 －13－
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８月１４日(日)【#42】 コリント第一 ６：５－８
《イエス様に従う対応》
①コリント教会は何を誇っていましたか(4:10)。しかし裁判
沙汰を起こしている事実は、何を明らかにしているとパウロ
は指摘していますか。クリスチャンは______を作り出す存在
であり(5:9)、_______の使節(コリント第二 5:1~ )、また神
の_______であって、何を通して_________様の弟子(ヨハネ
13:35)、また________である(使徒 1:8)ことを明らかにする
のでしょうか。【適用】どうしたら教会の中に争いがなくな
りますか。______を保ち続けるには何が必要でしょうか(エ
ペソ 4:1-3,ヤコブ 4:16)。

②パウロは、クリスチャンは____えるのではなく、不正を
_____じ、だまされるままでいなさいと命じるのでしょうか
(マタイ 5:39~)。イエス様はどんな模範を示しましたか(ペ
テロ第一 2:23)。【適用】「こんな対応をしたら義がなりたた
ず、教会が悪に支配されてしまう」と言う人になんとあなた
は答えますか。_____清め(マタイ 21:12~)とどう調和できる
でしょうか。

③争いを引き起こす信徒に対して、教会は、外部の裁判所に
訴えるのではなく、どう対処すべきでしょうか(8,マタイ
18:15~)。【適用】パウロはどんな事も裁判に訴えてはいけ
ないと言っているのでしょうか。「異邦人か取税人のように
扱いなさい」とはどう理解すべきでしょうか。「蛇のように
______(マタイ 10:16)」とはどういう態度をいうのでしょう
か。

①聖徒 ②聖徒/御使い/御霊 ③聖徒/罪人

途上の歩み ２０１１年８月 －14－
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８月１５日(月)【#43】 コリント第一 ６：９－１１
《神の国を相続する者》
①コリント教会では、「たとい_________者であっても、一度
信仰を告白しバプテスマを受けた者は_______を相続できる」
との考えが、神様の_____の強調から受け入れられていたの
でしょう。しかしパウロはなんと言っていますか。パウロは
律法主義者で結局、_______による救いを主張しているので
しょうか。【適用】パウロは 7 節ではだまされていることを
よしとしながら、なぜ、9 節では逆の事を命じるのでしょう
か。彼は何を大事なこととしているのでしょうか。あなたは
どうですか。「 後には神様の愛によって_______は空になり、
全人類みな_______に行ける」との教えをどう思いますか。

②リストに挙げられている____種類の人達は、クリスチャン
なのでしょうか。なぜ彼らは神の国に行けないのでしょうか。
【適用】神の民であることは何によって明らかになるのでし
ょうか(マタイ 7:16~)。イエス様とつながった枝はどんな実
を結びますか(ヨハネ 15:5)。あなたはどんな実を結んでい
ますか(ローマ 6:22,ガラテヤ 5:22,エペソ 5:9,ピリピ
1:11)。

③クリスチャンは何を洗われ、どのように変化した存在でし
ょうか。主の______と_______様は私達を内側から変え、
_________者(どんな心、願いを与えられた人ですか)、____
なる者としてくださったのです(コリント第二 5:17) 。もは
や______の生き方はできないのです。【適用】あなたは以前
と以後に明確な違いを経験していますか。あなたの価値観、
求め、喜びは１８０度変えられましたか。内に住む御霊様に
よってあなたは罪を知らされ、_________へと導かれていま
すか。

①平和/和解/家族/イエス/証人/一致 ②訴/甘ん/宮 ③さとく

途上の歩み ２０１１年８月 －15－

- 16 -

８月１６日(火)【#44】 コリント第一 ６：１２
《自由を与えられた故に》
①パウロは「すべてのことが私には____されたことです」と
書いています。この事で彼はこれまで人々を束縛してきたど
んな生き方から解放された事を述べているのでしょうか。ま
た、なぜ、________という言葉を用いたのでしょうか。コリ
ント教会の一部の信徒との違いは何だと思いますか。【適用】
あなたは、クリスチャンになった時、どんな束縛からの解放
を味わいましたか。自由を感じましたか。

②パウロのいう「すべて」のなかには当然、どんなことが除
外されているのでしょうか。パウロは無律法主義者ではあり
ません。人間の作り出した束縛からの______(マルコ 7:6~)
と共に、何への_______を得たのでしょうか(ローマ 12:1-2)。
【適用】あなたが束縛から解放されたのは、何によってでし
ょうか(ヨハネ 16:13,8:32)。あなたは、自分にとって益と
なることと害になることを何によって正しく判断しています
か(詩篇 25:4-5)。その判断に従って歩むことのできる力は
どこからきていますか(ピリピ 2:13)。

③パウロは_____なる者、____なる者とされたクリスチャン
(11)は、どんな事にも________されないと断言します。なぜ
ですか。また、主を知らない人々は何に支配されていますか
(エペソ 2:1-3)。一方、自由を得たパウロはどんな生き方を
していますか(コリント第一 9:19)。【適用】あなたは進んで
しもべになっていますか。置かれた______や人の______の奴
隷になっていませんか。また感情に_______されていません
か。与えられた素晴らしい力を地中に埋めていませんか。

①正しくない/神の国/愛/行い/地獄/天国②十③御名/御霊/聖なる/義/以前/悔い改め

途上の歩み ２０１１年８月 －16－
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途上の歩み ２０１１年８月 －17－

８月１７日(水)【#45】 コリント第一 ６：１３－１４
《主と私達のからだ》
①食物と腹との関係は________(性的欲望)と_______との関
係と同様であるとコリントの教会の一部は考え、_________
は人間にとって自然な行為だと主張していました。それに対
してパウロはどう反論していますか。【適用】人間の内にあ
る欲望をすべて_______なものとして肯定し、自分が欲する
ままに生きることが人間の本来の生き方だと考える人もいま
す。その考えに、あなたはどう反論しますか。

②食物も腹も________もので、一時的なものです。一方、か
らだは主の_____によって_______らされ、永遠のものであっ
て、ただ____のために造られたのだとパウロは言います。で
は、人はどのようにからだを扱うべきでしょうか。【適用】「死
んだらすべて終わりで、何も残らない」と考える人はどんな
生き方に陥りやすいですか。死後の世界を信じ、永遠に生き
ることを信じる者はどんな生き方へと導かれますか。

③「主はからだのためです」とはどんな意味ですか。食物の
役割と比較して考えましょう。【適用】あなたはからだを他
施設にしていますか。自分の力で自制、節制しようとして失
敗を繰り返していませんか。からだを健全に保つために、主
の_____を求め、祈りましょう。

①すべて ②自由/自由 ③聖/義/支配/環境/評価/支配
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８月１８日(木)【#46】 コリント第一 ６：１５－１７
《一つからだとなる》
①信仰とは霊的な事柄で、物理的な体とは無関係なのでしょ
うか。パウロはクリスチャンの肉体はキリストの_______(原
文には「からだ」という単語はない)であると主張します。
この事から読者は何を知る必要がありますか。【適用】あな
たは自分のからだをいい加減に扱っていませんか。不品行は
行っていなくても、暴飲暴食や偏食、不摂生によって体を壊
していませんか。体を主のものとして大切にするために、あ
なたは何を決断すべきですか。

②なぜ_______と交わる事は______に許されないのでしょう
か。愛人や恋人ならば良いのでしょうか。「一つからだにな
る」とはどんな意味でしょうか。【適用】「妊娠しないように
気をつければ、その時に愛さえあれば、自由に誰とでもセッ
クスしてもよい」との考え方をする若い人になんとアドバイ
スしたらよいのでしょうか。婚外交渉はなぜ______に許され
ないのでしょうか。

③ひとつからだになる性的交わりは、どんな影響を不品行を
行った者に与えるでしょうか。一方、クリスチャンは____と
の交わりを通してどんな影響を受けるのでしょうか。【適用】
あなた自身のどの部分に主と_______になった影響が具体的
に現れていますか。あなたはどうしたらもっともっと____と
の交わりを深め、成熟したクリスチャンになれるでしょうか。
不品行からの解放はどうしたら実現しますか。真剣に祈り求
めましょう。

①不品行/不品行/自然 ②滅ぶ/御力/よみがえ/主

途上の歩み ２０１１年８月 －18－
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途上の歩み ２０１１年８月 －19－

８月１９日(金)【#47】 コリント第一 ６：１８－１９
《買い取られた聖霊の宮》
①不品行の罪は「からだに_______」であって、「からだの____
のもの」である他の罪と違うとパウロは述べています。どの
ように違うのでしょうか。【適用】あなたは不品行の罪の重
大さを自覚していますか。この罪が若い人々の間に蔓延して
いると言われる現実に対して、あなたのなすべき事はなんで
すか。

②クリスチャンのからだのなかには、どなたが住んでいます
か。その事はどのようにして知ることができるのでしょうか。
また、_______の宮とされた事について、どうしたら心から
の感謝と喜びをもつ者となれるのでしょうか。【適用】あな
たは内住してくださっている_______様の存在を意識してい
ますか。自分の言動が_______様を悲しませていないか、ど
うか、随時チェックしていますか。どんな時、_______の宮
である事への感謝を深く感じますか。

③クリスチャンはだれのものですか。そうなるためには、ど
んな______が支払われましたか。クリスチャンのからだは、
神様の______を現すためにあると言います。では、その目的
を果たすために、何をすべきでしょうか。【適用】「俺の人生
は俺の自由だ」と言う人の生き方はどうなりがちですか。あ
なたは自分の_______を用いて、どのように神様の______を
現していますか。反省すべき点はありませんか。

①一部 ②遊女/絶対/絶対 ③主/一つ/主
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８月２０日(土)【#48】 コリント第一 ７：１－２
《独身か結婚か》
①パウロはコリントの教会から質問された問題に対して具体
的に答えます。 初は男女の性関係についてです。「触れな
い」とは性関係をもたないことを意味します。それでＮＩＶ
は「________しないことは良いことである」と訳しています。
パウロは結婚しないように勧めているのでしょうか(32~)。
【適用】クリスチャンにとって結婚しないことがみこころで
ある場合があることをあなたは認めていますか。自分にもそ
の道が示される可能性があることを受け入れていますか。

②パウロは普通のクリスチャンに対しては、結婚することを
単に勧めるのではなく、______ています。その理由は何です
か。パウロは性欲についてどのような理解をもっていたと思
いますか。【適用】独身であることは、________に陥るリス
クが極めて高いとパウロは考えています。あなたは、どう思
いますか。また、どんな人がパウロの命令に従うべき人だと
思いますか。独身の兄姉は結婚についてどう向き合う必要が
あると思いますか。

③パウロはなぜ「自分の妻」「自分の夫」という表現を用い
ているのでしょうか。また、結婚を命じるパウロは、クリス
チャン同士の結婚を前提にしているでしょうか。なぜ、そう
思いますか。【適用】「不品行を行う結果になることよりも、
クリスチャンでない異性であっても、ひとりの夫(妻)を持つ
事が大事だ」とパウロは言っているのでしょうか。パウロは
奴隷や異教徒の両親のもとで信仰をもった者達の結婚につい
て、どう対処したと思いますか。パウロの心を思い巡らしま
しょう。

①対して/外 ②聖霊/聖霊/聖霊/聖霊 ③代価/栄光/からだ/栄光

途上の歩み ２０１１年８月 －20－
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途上の歩み ２０１１年８月 －21－

８月２１日(日)【#49】 コリント第一 ７：３－５
《義務を果たす》
①パウロは夫と妻にまったく______に「相手に対して______
を果たし続けなさい(現在命令形)」と命じています。この義
務とは________を持つことを意味します。この事から、パウ
ロは結婚生活において、何が大事だと語っているのでしょう
か。【適用】結婚外における________を絶対に許さなかった
パウロは、結婚生活における_______の重要さを強調してい
ます。キリスト教は決して性を汚れたものとしていません。
あなたはどう感じていますか。率直に分かち合いましょう。

②夫も妻も自分の______を主張するのではなく、結婚によっ
て「ふたりの者は__________となった」(16)事実に基づいて、
相手の意向を無視しては何もできない存在であることを認め
るべきです。【適用】結婚していながら、いまだに自己主張
ばかりしていませんか。あなたは誰のものですか。あなたは
自分の______を放棄して、_______を果たすことに心を注い
でいますか。相手に願い否定する生き方から、相手を助け生
かす生き方へと前進していますか。

③パウロは______があることと_____び一緒になる事が定ま
っている時にのみ、性生活を一時控える事が許されると述べ
ています。どうしてここまで厳密に指導するのでしょうか
(4)。【適用】どんな時、人は自制心を欠いてしまいますか。
パウロの命令を無視する時、どのような_______の誘惑が夫
婦を襲うでしょうか。あなたは自分の弱さを自覚しています
か。性の問題に対して、常にどうあるべきでしょうか。

①結婚 ②命じ/不品行
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８月２２日(月)【#50】 コリント第一 ７：５－７
《それぞれの行き方》
①パウロが「______であって命令ではない」と書いたのは、
____節の事と理解できます。なぜ、命令ではないのでしょう
か。パウロ自身の願っていることは何だと思いますか。【適
用】あなたは、霊的なこと(_____に専念すること)の理由で
あっても、基本的には夫婦は常に共に生活し、一心同体であ
ることを_________を通して確認しあうべきだと思いますか。
あなたは、霊的なことと主から与えられた人としての歩みと
をバランスよく判断していますか。

②なぜ、パウロは______の人が、自分のように結婚をせず、
_______のまま主に従うことを願うのでしょうか(32~)。彼は
不品行に陥る危険性を感じたことはなかったのでしょうか。
「キリストの_______」としての自覚は彼の生き方、心にど
んな影響を与えたと思いますか。【適用】独身の兄姉はパウ
ロの願いを他人事とせず、真剣に考えましょう。既婚者はパ
ウロの願いをどのように自分の今の生活の場でかなえること
ができるかを、具体的に考えましょう。

③なぜ人には「それぞれの行き方」があるのでしょうか。教
会は_________を頭とした_________のからだです。パウロは
常に器官の多様性を認めていました。【適用】あなたは____
からどんな賜物をいただきましたか。その賜物を用いて、神
様の_______を現すどのような具体的な行き方をすべきだと
教えられていますか。また実践していますか(10:31)。

①平等/義務/性行為/性行為/性行為 ②権利/一心同体/権利/義務 ③合意/再/サタン

途上の歩み ２０１１年８月 －22－
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途上の歩み ２０１１年８月 －23－

８月２３日(火)【#51】 コリント第一 ７：８－９
《結婚しなさい》
①「結婚していない男」は、原語では、男に限定されない言
葉だといいます。それで新共同訳では「未婚者」と訳されて
います。そうであるならば、パウロはなぜ彼らに自分と同じ
状態(つまり_______しないで生きること)に留まることを勧
めるのでしょうか。また、「_______の女」が取り上げられて
いるのはどうしてでしょうか。【適用】結婚がすべてのよう
に考えているクリスチャンにどうあなたはアドバイスできま
すか。あなた自身、パウロの願いを真剣に受けとめられます
か。それはどうしてですか。

②何を_______できないならば________しなさいとパウロは
命じるのでしょうか。その理由は何ですか。「情欲に身を焦
がすよりは」(新共同訳)の訳を参考に考えましょう。【適用】
パウロの勧めから、自分に独身の_______がない事を自覚し
(7)、結婚への思いを_______できないクリスチャンに対して、
あなたはどう対処すべきだと思いますか。

③欄外注に従って「燃えるよりも」と理解すると、9 節はど
んな危険性をパウロは覚え、結婚するように命じたと考えら
れるでしょうか。これまで取り上げてきた問題とのつながり
で考えましょう。【適用】あなたは、結婚願望の強いクリス
チャンで、_________な生き方になったり、________を捨て
る結果になる危険性がある時、教会としてどんな指導、対応
が必要だと思いますか。

①容認/５/祈り/性行為/②すべて/独身/花嫁 ③キリスト/キリスト/神様/栄光
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８月２４日(水)【#52】 コリント第一 ７：１０－１１
《別れてはいけません》
①パウロはどんな気持ちから、「命じるのは_____ではなく
_____です」と書いたのでしょうか。イエス様は結婚につい
て、どのように語っていましたか(マルコ 10:2~12)。なぜ、
妻は夫と別れてはいけないのでしょうか。【適用】協議離婚
が増大しています。アメリカでは結婚した人の５０％は離婚
すると言います。あなたはこの現実の中で、パウロの言葉を
どう受けとめますか。

②【適用】______(ドメスティックバイオレンス＝夫婦間暴
力)の被害者であっても、妻は離婚してはならないのでしょ
うか。ギャンブル狂・薬物依存症・アルコール依存症の夫と
の離婚をクリスチャンの妻は考えてはならないのでしょう
か。あなたはどう思いますか。

③夫から離婚させられた妻、あるいは自分から離婚した妻は、
どんな理由であっても、再婚してはいけないのでしょうか。
前夫との________が不可能であっても、再婚は認められない
のでしょうか。【適用】離婚した妻あるいは夫に関して、9
節は適用されないのでしょうか。「________は殺し、御霊は
生かす」(コリント第二 3:6)の言葉をこの箇所の解釈に適用
できないでしょうか。イエス様はどんなお方ですか(ヘブル
4:15)。私達に深い_________を身につける事を求めるパウロ
は(コロサイ 3:12)、再婚の問題について私達がどうあるこ
とを願っていると思いますか。

①結婚/やもめ ②自制/結婚/賜物/自制 ③不品行/信仰

途上の歩み ２０１１年８月 －24－
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途上の歩み ２０１１年８月 －25－

８月２５日(木)【#53】 コリント第一 ７：１２－１４
《共に生活する信者でない配偶者》
①なぜ、パウロは「これを言うのは______ではなく、_____
です」とわざわざ書くのでしょうか。この事は彼の命令が一
ランク劣ることを意味しているのでしょうか。【適用】あな
たは、様々なものを利用して、なんとか自分の主張や言葉を
_______付けようとしていませんか。パウロのように_______
に生きることができるには、何が必要ですか。

②「そのほかの人々」とは、これまでの人と何が違う人達を
指していますか。彼らはどんな場合、______してはならない
のでしょうか。なぜパウロはそのように命じるのでしょうか。
エズラの場合とどう違いますか(エズラ 10:10-11)。【適用】
自分の信仰を認め、教会生活を 優先にする生き方を受け入
れてくれる信者でない人と結婚することに、この箇所を適用
できるでしょうか。それともあくまで結婚した後に一方がク
リスチャンになった場合のことに限定すべきでしょうか。

③信者である伴侶を持つ者は「______られている」とは、ど
んな意味ですか。救われているということでしょうか。それ
ともマルコ 9:40 に似た意味でしょうか。ふたりの間の子ど
もは「_____に聖い」とパウロは言いますが、どういう意味
でしょうか。【適用】この聖められている配偶者とは、どの
ような態度を信者である配偶者にとる人のことだと思います
か。パウロにとって子どもは_______として扱うべき対象の
ようです。あなたはどう思いますか(マタイ 19:14,18:3)。

①私/主 ②DV③和解/文字/同情心
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８月２６日(金)【#54】 コリント第一 ７：１５－１６
《もはや縛られない》
①クリスチャンが離婚できるのは、15 節から、どんな時だ
と言えますか。「離れて行く」とは、どんな事を意味してい
ますか。また、クリスチャンは自分から離婚を決断し、自分
から離婚手続きをとって良いのでしょうか。それとも、自分
からは一切、離婚へ向けての行動はとってはならないのでし
ょうか。【適用】信者でない人達が離婚する事に関して、聖
書は何も禁じていないのでしょうか。離婚が許されないのは
信者同士の場合だけなのでしょうか。

②【適用】信者同士で結婚した後、不和になり、そのような
状況から夫が棄教し、離婚を要求した場合、信者である妻は
どうすべきでしょうか。また離婚となった場合、信者である
妻は 10節の命令に従うことが求められるのでしょうか。

③「縛られることはありません」とは、どのような意味でし
ょうか。再婚してもよいということでしょうか。【適用】信
仰を捨てた伴侶から離婚請求がだされ、離婚が成立したとき、
信者である夫(妻)は、再婚の自由があるでしょうか。それと
も相手が死ぬまで、再婚は許されないのでしょうか(ローマ
7:2-3)。

①主/私/権威/正直 ②離婚 ③聖め/現/信者

途上の歩み ２０１１年８月 －26－
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８月２７日(土)【#55】 コリント第一 ７：１５－１６
《自分を手放し、ただ受ける》
①「_______を得る」状態とはどのような状態を意味するで
しょうか。なぜ 15 節の理由で離婚した信者に対して、パウ
ロは________せずにいるか、______をするように命じなかっ
たのでしょうか(11)。【適用】離婚・再婚の問題について、
あなたはどのように考えていますか。クリスチャンは離婚も
再婚も許されないと思いますか。傷ついた人は、どのように
して_______を得ることができるでしょうか。

②信者でない者が離婚を望むなら離婚することをよしとした
パウロは、そのもう一つの理由を 16 節においてどのように
言っていますか。【適用】離婚するかどうかは、自分ではな
く、信者でない相手の決断によると語るパウロの考え方を、
あなたは受け入れることができますか。また相手の願うまま
に、捨てられることを受け入れることをなぜパウロはよしと
するのでしょうか(マタイ 6:33)。説明できますか。

③【適用】「結婚して信者でない相手を生涯かけて救いへと
導きたい」と考えるクリスチャンに対して 16 節は有効なみ
ことばですか。一見、相手への_____と見える決断が、実は
自分の執着に過ぎない場合もあります。結婚や離婚を考える
時に、クリスチャンにとって大事な事は何でしょうか。

途上の歩み ２０１１年８月 －27－
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８月２８日(日)【#56】 コリント第一 ７：１７－１９
《割礼・無割礼》
①ユダヤ人は自分達が_______を受けている事を誇り、異邦
人を_________の人達と軽蔑しました。一方、当時のヘレニ
ズム文化においては、________を受けている者は愚かな者と
軽蔑されたので、あるユダヤ人達はその跡を消していました。
そのような状況において、「神様に____された時の状態のま
ま歩むべきだ」とのパウロの命令の中心点は何でしょうか。
【適用】あなたは周囲の目を気にし、自分の過去を隠してい
ませんか。あなたは世の価値観に従って自分が評価されるこ
とを今も追い求めていませんか。あなたはどう生きるべきで
しょうか。

②パウロは重要な事は、神様の_______を守ることであり、
この世の評価ではないと言います。では、具体的にどんな生
活が神様の________を守る生き方なのでしょうか。【適用】
あなたは自分の判断や行動、態度が何を基準になされている
かを、いつも自覚していますか。この世の流れに流されてい
ませんか。流れに抗して今、あなたがすべき決断、行動は何
でしょうか。

③ある人は「召された状態にとどまれ、とはあまりにも保守
的な考え方だ」と言います。そうでしょうか。パウロはどこ
の______においても一貫して同じ事を命じているのです。な
ぜ、この事がそんなにも重要なのでしょうか(ガラテヤ 5:1)。
【適用】あなたは主からどんな______を与えられ、どのよう
な働きに____されましたか。与えられた今の場から逃げず、
むしろ、目標目指して大胆に力強く、歩んでいますか。

①平和/結婚/和解/平和 ③愛

途上の歩み ２０１１年８月 －28－
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８月２９日(月)【#57】 コリント第一 ７：２０－２４
《奴隷・自由人》
①パウロは、なぜ奴隷解放の先頭に立たず、むしろ、奴隷制
度を容認するようなかたちで「おのおの自分の________時の
状態」に留まるように命じたのでしょうか。もし、奴隷解放
を主張したらどのような結果になったでしょうか。【適用】
あなたはパウロは福音に不徹底だと思いますか。真の救いを
経験した時、人はどのような自己認識、また状況認識をもつ
のでしょうか。あなたの場合はどうでしたか。

②どうしてクリスチャンは_______であることを気にしなく
なるのでしょうか。彼にとって何が重要なことなのでしょう
か。主に属する_________とはどんな心をもって生きる人で
すか。また_________に属する奴隷とはどんな価値観をもっ
て歩む人ですか。【適用】あなたは自分が置かれている外側
の環境に不平不満をもっていませんか。あなたにとって何が
一番重要な事柄となっているでしょうか。社会的評価ですか。
それとも･･････。

③クリスチャンは、「________をもって買い取られた者」と
の認識をはっきりと持つとき、どんな生き方を実践できるよ
うになりますか。【適用】あなたは今も_______の評価や考え
方の_______になっていませんか。あなたは______の前にク
リスチャンであることを喜んで生きていますか。

①割礼/無割礼/割礼/召 ②命令/命令 ③教会/賜物/召

途上の歩み ２０１１年８月 －29－
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８月３０日(火)【#58】 コリント第一 ７：２５－２８
《現在の危急の時》
①パウロはなぜコリント教会の創始者としての権威と威厳を
もって命じるのではなく、主の__________によって初めて自
分が_________されるに足る者とされた事実に立って語るの
でしょうか。【適用】あなたは意見を述べる時、どんな心で
述べますか。パウロを模範とした時、どんな態度で意見を述
べる者へと変えられていくでしょうか。

②「現在の______の時」がどんな時なのか特定できません。
しかし、結婚に関して、「_______の状態にいなさい。_____
を求めてはいけない」とパウロが勧めている点と結婚する事
が_______を招く事になる点を指摘している事から、どんな
時と考えられますか。【適用】あなたは____を見極めて、行
動していますか。すべきでない事に時間を取りすぎていませ
んか。あなたにとって、今は何をすべき時でしょうか(ロー
マ 13:11)。

③パウロはなぜ「結婚することは____を犯すことではない」
と書いているのでしょうか。またパウロが予想している結婚
によって起こる_______とは何だと思いますか。【適用】パウ
ロは結婚を理想化しません。あなたは結婚に伴う責任と大変
さを理解していますか。独身でいることの方が良い点もしっ
かりと把握していますか。現実をきちんと見つめていますか。

①召された ②奴隷/自由人/キリスト ③代価/人間/奴隷/神様

途上の歩み ２０１１年８月 －30－
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８月３１日(水)【#59】 コリント第一 ７：２９－３１
《時は縮まっています》
①この「時は縮まってます」の時とは主の________の時と考
える人がいます。そう断定できるでしょうか。この時とは、26
節の「______の時」を指しているとしたら、どのようにこの
箇所を理解できるでしょうか。【適用】聖書には、誰にでも
明確に主旨がわかる箇所と意味が特定されない箇所がありま
す。あなたは、判然としない箇所の場合、どう理解し、受け
とめ、自分の生活に適用していますか。

②それぞれの人達に、妻のない者のように、あるいは泣かな
い者のように、そして喜ばない者のように歩むことをパウロ
は命じています。それぞれどのような生き方をすることをパ
ウロは願っているのでしょうか。【適用】あなたにとって、
今はどんな「___」ですか。また、どのように生きるべき時
でしょうか。神様は、あなたに、どんな「___」が縮まって
いると意識して生きるように願っているでしょうか。具体的
に考えましょう。

③買う者や世の富を用いる者に対して、パウロは何を気づい
てほしいと願っているのでしょうか。【適用】あなたの目は
この______の事にとらわれすぎていませんか。あなたに、今、
必要とされていることは何ですか(コロサイ 3:2)。あなたは
神様を知らない人達と違うお金の用い方をしていますか。点
検しましょう。

①あわれみ/信頼 ②危急/そのまま/変化/苦難/時 ③罪/苦難

途上の歩み ２０１１年８月 －31－


