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９月１日(木)【#60】 コリント第一 ７：３２－３５
《心が分かれていませんか》
① 32節の「あなたがた」とは、どのような人のことですか。
彼らは何について__________ってしまうのでしょうか。それ
はどうしてでしょうか。一方、独身の男性はなぜ、_____の
ことに心を配ることができるのでしょうか。【適用】あなた
は何を________っていますか。なぜその事にとらわれている
のですか。どうしたら、_____に喜ばれることを考える人に
なれるのでしょうか。マタイ 6:33の約束を信じていますか。

②独身者と既婚者の違いは何でしょうか。「心が_______」と
はどのような心の状態を指していますか。パウロは既婚者は
良くないと言うことを言いたいのでしょうか。彼の強調した
いことは何なのでしょうか。【適用】あなたは独身であって
も_____の事に心奪われていませんか。既婚者のあなたは自
分の心がほとんど______のことでいっぱいになっていません
か。主に______れる事を願う思いは、心の何％を占めていま
すか。今日、主の前に決断すべきことはありませんか。

③なぜ、既婚者はどのようにしたら______ある生活を送り、
________主に奉仕する生活を送ることができるのでしょう
か。既婚者を______するのでなく、彼らの_____となるパウ
ロの勧めとは何でしょうか。【適用】あなたはひたすら主に
奉仕していますか。その生き方を妨げているものは何でしょ
うか。あなたが真に____を得るために、捨てるべきものは何
でしょうか。主の前に考えましょう。

①再臨/危急 ②時/時 ③地上

途上の歩み ２０１１年９月 －1－
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途上の歩み ２０１１年９月 －2－

９月２日(金)【#61】 コリント第一 ７：３６－３８
《娘の結婚について》
①当時、娘の結婚を決めるのは親の責任でした。26 節の親
は娘の_______が過ぎようとする今まで、どんな扱い方をし
てきたのでしょうか。なぜそれを正しくないと思うようにな
ったのでしょうか。「やむをえないこと」とは何だと思いま
すか。この親の決断をパウロはなぜ受け入れたのでしょうか。
【適用】あなたは、パウロの判断の仕方をどう思いますか。
いろいろな問題に対する対処の仕方をパウロからどのように
学ぶことができますか。

②自分の娘を_______のまま結婚させないことを、パウロは
_______なことと評価しています。なぜでしょうか。娘はど
う親の判断を受けとめていると思いますか。【適用】この親
を、「不信者あるいは未信者との結婚をさせない教会」と置
き換えることができると思いますか。そのような指導ができ
る教会とは、どのような教会だと思いますか。

③結婚に関する対応について、38 節のパウロの言葉から、
どんな原則をくみ取ることができますか。【適用】あなたは
結婚問題で苦闘している兄姉に対して、深い同情心と理解を
もって対応していますか。裁判官になっていませんか。

①思い煩/主/思い煩/主 ②分かれる/世/家族/喜ば ③秩序/ひたすら/束縛/益/益
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途上の歩み ２０１１年９月 －3－

９月３日(土)【#62】 コリント第一 ７：３９－４０
《主にあってのみ》
①なぜ、妻が夫に________ているのは、夫が生きている間だ
けなのでしょうか(ローマ 7:2,ルカ 20:35-36)。また、なぜ
夫については何も記さず、妻の場合だけをことさら、書き記
したのでしょうか。【適用】配偶者と死別した男性と女性と
では、再婚する率は違うと思いますか。あなたは、パウロの
ような牧会者的心をもって様々な問題にかかわっています
か。あなたは弱者の側に立っていますか。

②配偶者と死別したクリスチャンは再婚する_______があり
ます。死別以外には再婚は許されないのでしょうか(15)。ま
た、再婚する場合、誰とでもよいのでしょうか。この「____
にあってのみ」という言葉はどんな意味を含んでいますか。
【適用】15 節は死別以外の理由で再婚が認められる例とし
て理解できますが、あなたはどう思いますか。また、再婚は
信者である相手とのみ許されるのでしょうか。新共同訳では
「ただし、相手は主に結ばれている者に限ります。」と訳さ
れています。

③パウロはなぜ再婚せず、_________、独身者として生きる
ことの方がもっと_____だと言うのでしょうか。8-9 節、
32-34 節と関連して考えましょう。また、なぜ自分が
__________をいただいていることを述べるのでしょうか。【適
用】結婚に関して一貫したパウロの主張は何ですか。彼の願
い通りに決断し、生きることを、あなたは素直に心から受け
入れることができますか。主にどのように従うかは、あなた
のみことばへの応答にかかっています。______様の導きに従
っていきましょう。

①婚期 ②処女/りっぱ
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９月４日(日)【#63】 コリント第一 ８：１－３
《愛は人の徳を高めます》
①コリント教会の人達は_______を誇り、自分達は文化人、
教養人だと自負し、________の心と態度をもっていました。
一方、パウロは人の______を建てあげるものは何だと言って
いますか。それはどうしてでしょうか。【適用】あなたの言
動・態度の中に_______の罪が入り込んでいませんか。「愛は
造り上げる」(新共同訳)のですが、何を造り上げるのでしょ
うか。____に生きるために、あなたに必要な事は何ですか。

②豊かな知識を持っていると自慢する人は、人として第一に
知るべき何を知らない人なのでしょうか。【適用】アウグス
チヌスは人が持つべき最大の徳は何ですか、と問われた時、
________だと答えました。どうしたら高慢さでなく、______
さを身につけることができるでしょうか。あなたは誰の前に
も________ですか。人によって態度が変わっていませんか。
それはなぜでしょうか。あなたは_____の前に生きてますか。

③パウロが言う「人を造り上げる愛」とは、どんな愛の事を
意味しますか。またその愛は人にどんな認識をもたらせます
か。【適用】あなたは神様を完全に____っていますか。あな
たにとって、神様に________ていることはどんな大きな慰め
ですか。あなたは聖書の______を豊かにもっていなくても、
神様を_____していますか。あなたに救いの確信を与えるの
は、どんな事実ですか。主に感謝しましょう。

①縛られ ②自由/主 ③そのまま/幸い/神の御霊/御霊

途上の歩み ２０１１年９月 －4－
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途上の歩み ２０１１年９月 －5－

９月５日(月)【#64】 コリント第一 ８：４－６
《唯一の神以外には神はなし》
①パウロは世の_______の神々の実在を認めていますか。彼
は、神様と呼ばれるに値するお方はどなたであると宣言して
いますか。【適用】________の神々が礼拝の対象とされてい
る日本において、「______が示す______の神様だけが存在す
る」と主張する時、どんな反応が起こりますか。一方、あな
たはどのようにして、そのお方を知り、信じ、確信する者と
なりましたか。パウロと同じ告白を誰の前にもできますか。

②神様はどんな意味で「____」なのでしょうか。偶像の神は
様々な役割を分業してもっているのに対して、_______のも
のの源である_____の神様は、どんな事もできる_________の
お方です。また人間は神様のために存在しているとはどうい
う意味でしょうか。【適用】あなたにとって、聖書の神様は
どんなお方ですか。自分が何の目的で今、生かされているの
か、はっきりと理解していますか。

③パウロは、唯一の神様と並列して、唯一の____であるイエ
ス様を紹介していますが、この事から何がわかりますか。ま
た、すべてのものはこの_____によって存在したとはどうい
う意味でしょうか。【適用】あなたがクリスチャンとなった
のはどうしてでしょうか。イエス様はあなたの人生の_____
となっていますか。

①知識/高ぶり/徳/高ぶり/愛 ②謙遜/謙遜/謙遜/主 ③知/知られ/知識/愛
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９月６日(火)【#65】 コリント第一 ８：７－９
《弱い良心》
①「この知識」とは何を指していますか。偶像に献げられた
肉を食べる事は、偶像になじんできた人には、どんな思いを
いだかせるのでしょうか。彼らの弱い________が_____れる
とは、どういう事を意味しているのでしょうか。【適用】あ
なたの行動が、他のクリスチャンの心を痛めている事はあり
ませんか。ピューリタンの流れを汲む教会において、飲酒・
たばこについて、また主日厳守・什一献金・質素な服装など
について、どう振る舞うと他の兄姉の心を傷つけ、つまずか
せる結果になるでしょうか。

②_______から解放された事実を示すために、肉を食べるク
リスチャンは、何を忘れているのでしょうか。彼らの行為は
何を動機としていますか。【適用】伝統や風習にとらわれて
いる人達がクリスチャンになったとき、どのような事を大事
にすべきでしょうか。葬儀や法事への参加する際のアドバイ
スはどうあるべきでしょうか。仏壇・神棚の処置の仕方につ
いては、どのように導いていったらよいのでしょうか。信仰
の強さを前面に出すべきでしょうか。____い信仰を配慮すべ
きでしょうか。

①偶像/八百万/聖書/唯一 ②父/すべて/唯一/全知全能/③主/主/主

途上の歩み ２０１１年９月 －6－
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途上の歩み ２０１１年９月 －7－

９月７日(水)【#66】 コリント第一 ８：１０－１３
《キリストに対する罪》
①どんな知識のある人にパウロは語っているのでしょうか。
彼らのどんな行動が______の弱い人を______へと導く結果に
なるのでしょうか(ローマ 14:23)。【適用】あなたは、信仰
の確信がない人に信仰の行為を強要していませんか。相手の
不安定さを無視して、クリスチャンならばこうあるべきだと
一方的に主張していませんか。あなたの立派な言動がかえっ
て信仰の弱い人にストレスを与えていませんか。

②信仰の強い人のどんな態度、行動が信仰の弱い兄姉に対す
る_____とされるのでしょうか。それはまた、だれに_____を
犯すことになるのですか。それはなぜですか。【適用】あな
たも、自分では善を行っていると思っていた行為が_____で
あった経験はありませんか。なぜ、そのような勘違いが起こ
るのでしょうか。あなたは____い信仰の人を深く思いやる心
をもっていますか。

③パウロは何を自分の言動の土台においていますか。なぜ、
_______に献げられた肉だけでなく、他の肉も______ないと
決断したのでしょうか(8:1)。【適用】あなたは、他者のため
に自分の_______を捨てた事がありますか。古いあり方に縛
られている人達に対して、_______をもって、彼らを______
せないように少しずつ変革していますか。それとも自分のや
り方を押し通していませんか。自分の心を吟味しましょう。

①良心/汚 ②偶像/弱
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９月８日(木)【#67】 コリント第一 ９：１－２
《実であり、証印である》
①パウロは___つの質問をコリントの信徒達に投げかけてい
ます。その答えはどうなりますか。パウロに与えられた自由
とはどんな自由ですか。またパウロはどのような使徒として
歩んできましたか。【適用】あなたは、イエス様を知ること
によってどんな自由を経験しましたか。あなたはクリスチャ
ンとしてどんな生き方を追い求めていますか。自分が自由を
得たクリスチャンであることを誰の前にも告白できますか。

②パウロと他の使徒達とは、どこが違うのでしょうか。なぜ
パウロの使徒性が疑われるのでしょうか。彼はいつ_______
の主を見ましたか(使徒 9:3~)。彼が使徒であることは何が
証明しているでしょうか。【適用】あなたは自分がクリスチ
ャンであることを、何によって周囲の人々に明らかにしてい
ますか。自分が神の子であることを、あなたは何によって確
信していますか。

③コリントの信徒達がパウロの_____の____であるとはどう
いうことですか。彼らがパウロが______であることの______
であるとはどういう意味でしょうか。なぜパウロは「____に
あって」と二度も語るのでしょうか。【適用】あなたは誰の
働きによる____でしょうか。あなたの存在は誰が主の器であ
ることを証する______となっているでしょうか。究極的には、
あなたの存在は、本当に、誰の目からも、_________の働き
といのちと力を証するものとなっているでしょうか。

①良心/滅び ②罪/罪/罪/弱 ③偶像/食べ/権利/忍耐/つまずか

途上の歩み ２０１１年９月 －8－
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途上の歩み ２０１１年９月 －9－

９月９日(金)【#68】 コリント第一 ９：３－７
《主の働き人の権利》
①ここでもパウロは自分に対する不当な攻撃に対して、___
つの質問をもって弁明しています。最初の________する権利
とは、献金によって生計を立てる権利のことです。5 節も、
献金を用いて_____をする権利を持っていることの訴えです。
なぜコリント教会はそれらを認めようとしなかったのでしょ
うか。【適用】あなたは牧師やフルタイムで主のわざを行っ
ている人達が働きにふさわしい報酬を得られるように配慮し
ていますか。ふさわしい報酬とはどのくらいだと思いますか。
それはなぜですか。

②主の_____たち(5)とは誰のことですか。私達とはだれのこ
とですか。このグループ間の違いは何ですか。パウロはなぜ
____を持たなかったのでしょうか(7:32)。【適用】あなたは
主に仕えるために、自分から_______を放棄した事がありま
すか。なぜ、かつて牧師達は赤貧に甘んじる生活をよしとし
たのでしょうか。本来、そのような牧師達に対して教会はど
う対応すべきだったと思いますか。

③パウロと________は自分で仕事をして収入を得ていまし
た。なぜそうしたのでしょうか。主の働き人が献金で生活す
ることは当然なことでしょうか。【適用】牧師の収入につい
て、あなたは真剣に考えていますか。今の金額は妥当ですか。
老後の生活の事を配慮していますか。この問題に関して、あ
なたに求められていることは何でしょうか。

①４ ②復活 ③働き/実/使徒/証印/主/実/証印/イエス様/

- 10 -

９月１０日(土)【#69】 コリント第一 ９：８－１０
《牛でさえ、ましてや》
①「こんなこと」とは、どういう内容を指しますか。パウロ
は常に自分の主張の根拠をどこに置いていますか。その事は
どうして大事なことなのでしょうか。【適用】あなたは、自
分が主張していることが。______に基づいているかどうか、
いつも吟味していますか。自分の感覚や周りの意見、マスコ
ミの情報だけを土台に、自分の意見を構築しようとしていま
せんか。______をもっと学ぶ機会を祈り求めましょう。

②くつことは牛馬の口にはめるかごのことです。何のために
______をこなしている時にはくつこを掛けてはいけないので
しょうか(申命記 25:4)。神様がこの命令をした意図はどこ
にあったとパウロは主張しますか。パウロの聖書理解から何
を学ぶことができますか。【適用】あなたは、聖書の言葉の
表面･外枠･字面にとらわれて、その精神、真の意図を見失っ
ていませんか。どうしたら聖書の意味を正しくとらえること
ができるのでしょうか(コリⅠ 2:14,コリⅡ 3:6)。

③牛ですら、自分が______した穀粒が地面に落ちていたら食
べる事が認められていました。ましてや______者や脱穀する
者が自分の労苦の結果を自分のために用いることは_____で
す。その事から何をパウロは主張しようとしたのでしょうか。
【適用】あなたは主の働き人が献金を得ることを当然と考え
ていますか。あなた自身、主の働き人の労苦に対し、ふさわ
しい報酬をささげているでしょうか。その働きを過小評価し
ていませんか。感謝を具体的に形として表していますか。

①６/飲み食い/旅 ②兄弟/妻/権利 ③バルナバ

途上の歩み ２０１１年９月 －10－
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９月１１日(日)【#70】 コリント第一 ９：１１－１４
《権利を用いず》
①パウロはコリント教会に対して________のものを蒔いたと
言っていますが、どういうことですか。物質的なものとは何
をさしますか。なぜ他の_______はその______を用いている
のに、パウロには許されないと判断されたのでしょうか。彼
らはどこがおかしかったのでしょうか。【適用】あなたは人
の行為を間違って受け取っていることはありませんか。どう
したら正しい認識をもて、相手の人の真意をくみ取ることが
できるのでしょうか。

②なぜパウロは_______を用いず、自分で_____いて生活費を
稼いでいたのでしょうか。どうしてパウロの意図をコリント
教会の人達は悟ることができなかったのでしょうか。【適用】
_______の実の６番目は______です(ガラテヤ 5:22)が、あな
たは人をその心をもって見ていますか。また_______の前進
のためにあなたはどんな________を放棄していますか。

③なぜコリントの人達は旧約の真理を新約に適用できなかっ
たのでしょうか。またイエス様ご自身が何を定めたとパウロ
は宣言していますか。その言葉自体は福音書のどこにもあり
ません。では、どう受けとめるべきでしょうか。【適用】聖
書の言葉をあなたは正しく実生活に適用していますか。主の
働き人が困窮している時、責任は誰にありますか。教会の経
済の悪化のしわ寄せが牧師給の減額になる事はよいことでし
ょうか。

①律法/聖書 ②穀物 ③脱穀/耕す/当然

途上の歩み ２０１１年９月 －11－
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９月１２日(月)【#71】 コリント第一 ９：１５－１６
《誇りとわざわい》
①これらの_________とは何をさしますか。「そうされたくて」
とは具体的にどうされることですか。パウロの「______」は
何ですか。なぜ、そのを奪われるより、死んだ方がましだと
パウロは思うのでしょうか。【適用】あなたは自分から権利
を放棄した経験はありますか。どんな心を持つとき、権利を
要求しない事を選ぶことができるのでしょうか。

②パウロは福音宣教の働きをしないとどんな__________に会
うと考えていたのでしょうか。彼は強迫観念から宣教活動を
していたのでしょうか。パウロはどんな思いから、宣教の働
きに従事しているのでしょうか。【適用】あなたはどんな気
持ちで教会の奉仕をしていますか。「奉仕をしてやってる」
のでしょううか。それとも「奉仕をさせていただいている」
のでしょうか。あなたになすべき力があるのに、主のために
用いないとしたら、どんな_________に会うと思いますか。

③パウロにとって、福音宣教の働きをしていることが、なぜ、
_______にならないのでしょうか。何を誇りとしていたので
しょうか(コリント第二 12:9,ガラテヤ 6:14)。そのような意
識もっていたパウロだからこそ、どんな使徒として生きるこ
とができたのでしょうか。【適用】あなた何を誇りとしてい
いますか。世的なプライドの高い人になっていませんか。何
を砕かれる必要がありますか。主の前に振り返りましょう。

①御霊/使徒達/権利 ②権利/働/御霊/善意/福音/権利

途上の歩み ２０１１年９月 －12－
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９月１３日(火)【#72】 コリント第一 ９：１７－１８
《務めと報い》
①「これ」とは何ですか。パウロは自発的にこの働きに従事
しているのではないでしょうか。彼はどんな点を強調してい
ますか。【適用】あなたは自発的に主のための奉仕をしてい
ますか。いつも強いられている意識をもってしていませんか。
そのように感じるのはなぜでしょうか。あなたに必要なのは、
_____から委ねられた務めとして受け取ることです。どうし
たら、そう受け取れるようになれるのでしょうか。

②受け取って当然な教会からの_______を受け取らず、また、
本来、神様から与えられた神の器としての_______を放棄す
ることを、パウロは自分の受ける報酬だといいます。どうし
てでしょうか。【適用】権利主張の強い現代、あなたは自分
の心にパウロと同じ思いがあることに気づきませんか。どう
して、そのような思いがあなたの内に存在しているのだと思
いますか。また、主はあなたにどのような模範を示してくだ
さいましたか。どのように主やパウロの模範を実践していま
すか。

①権利/誇り ②わざわい/わざわい ③誇り

途上の歩み ２０１１年９月 －13－
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９月１４日(水)【#73】 コリント第一 ９：１９
《自由と奴隷》
①パウロはどんな意味で「誰に対しても______である」と書
いたのでしょうか。この_______をどのようにして彼は手に
いれたのでしょうか(ガラテヤ 5:1)。【適用】あなたは、今も
誰かに隷属したり、依存したり、束縛を感じたり、素直に自
分を表せなかったり、心を悩まされたりしていませんか。そ
の原因は何ですか。それから解放されるために何を経験すべ
きでしょうか。

②「獲得する」とはどんな意味ですか。「すべての人の_______
となった」とは、具体的にどんな心、態度、行動を含んでい
ますか。【適用】あなたは人を主に導きたいとの思いを常に
持っていますか。主を知らない人のニーズを知る努力をして
いますか。あなたの教会は、キリスト教に無知、無関心な人
達を主に導くために、どのように彼らの________となってい
ますか。

③パウロはローマ 12:2 で何を命じていますか。その命令と
すべての人の_______となる生き方とは矛盾しませんか。【適
用】若い人達の聞き慣れている音楽を礼拝に用いる。キリス
ト教用語を一切用いないでわかりやすいメッセージをする。
形式張った礼拝をやめ、自由さに満ちた礼拝に変える。これ
らはパウロの未信者へのアプローチに従うものだと思います
か。その良さと危険性について考えてみましょう。

①主 ②報酬/権利

途上の歩み ２０１１年９月 －14－
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途上の歩み ２０１１年９月 －15－

９月１５日(木)【#74】 コリント第一 ９：２０－２１
《律法との関係》
①「______の下にある人々」とはどんな考え方、生き方をし
ている人を指しますか。パウロは_______を宣べ伝える彼ら
に対して、どんな対応、接し方をしたのでしょうか。【適用】
日本の風習(法事、お祭り、七夕、飲み会、お歳暮、お墓参
り、仏壇など)に従う人達に対して、あなたはどんな態度を
取ることがパウロの模範に従う事だと思いますか。

②「______を持たない人々」とは誰の事を指していますか。」
パウロは彼らを救いへと導くために、ユダヤ人から非難され
ること(安息日、食物、割礼、儀式などに関して)をどのよう
に実践したでしょうか。【適用】あなたは日曜日に仕事のあ
る人や教会に集う事に抵抗を感じる人、堅苦しい事が嫌いな
人、流行の服や化粧が好きな若い人、椅子に座っているより
動いていたい人、宗教の話でなく普通の話をしたい人には、
どんなアプローチをすべきだと思いますか。実践できますか。

③「______の律法を守る」とは具体的にはどういう生き方、
考え方を言いますか(ガラテヤ 6:2)。当時の宗教家にとって
イエス様のしていることはどのように思えたでしょうか。【適
用】聖書の学びのない食事と交わりだけの集会、説教者も司
会も普段着の礼拝。プログラムのない礼拝。日曜の夕方４時
からの礼拝。火曜日の礼拝。日曜日、山や川での礼拝など、
あなたはどう思いますか。人間中心だと思いますか。それと
も主の心にかなったものだと思いますか。

①自由/自由 ②奴隷/奴隷 ③奴隷
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９月１６日(金)【#75】 コリント第一 ９：２２－２３
《すべては福音のために》
①この弱い人とは、クリスチャンですか。未信者ですか。彼
らを________するとはどういう意味でしょうか。そのために
パウロはどんな配慮をしましたか。【適用】あなたは、礼拝
に遅刻する人、周囲の圧力に弱い人、心配性の人、信仰を人
々の前に告白できない人、人前で祈れない人、そのような人
達にどう対応していますか。どう対応すべきだと思いますか。

②すべての人に対して、相手に合わせた対応をしたならば、
その事で、混乱や妥協、信仰の不純化、世俗化が起こったり、
教会の中に不一致、不協和音が生じないでしょうか。パウロ
はどんな原則をもって他の人の______となったのだと思いま
すか。【適用】人を救いに導くためと、バーや飲み屋を開く
神父、居酒屋でお酒を飲みながら聖書の話をする牧師、葬儀
でお焼香をし、仏壇に手を合わせ、供え物をする信徒。地域
の祭りに参加し、礼拝よりもボランティア活動を大事にする
信徒。あなたはどう思いますか。また教会としてどう指導す
べきだと思いますか。

③_______のためになされたパウロの言動の特徴は何だった
と思いますか。【適用】律法的でもなく、放縦でもなく、妥
協でもないバランスのとれた考え方を持つには、どうしたら
よいのでしょうか。主によって与えられた自由をみこころに
かなって実践していくには、何が必要でしょうか。教会のあ
り方でもっともっと柔軟に変えられるべき点は何だと思いま
すか。

①律法/福音 ②律法 ③キリスト

途上の歩み ２０１１年９月 －16－
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途上の歩み ２０１１年９月 －17－

９月１７日(土)【#76】 コリント第一 ９：２４－２５
《賞と冠を目指して》
①パウロは徒競走(コリントでは２年ごとに運動競技会が開
かれた)で一番を目指す選手の例をあげ、何を信徒達に願い
求めたのでしょうか。互いに競い合うことでしょうか。それ
とも･･････【適用】あなたは自分に与えられた______や______
を最大限に生かして、主のために役立つ者になろうと努力し
ていますか。________なクリスチャン生活を送っていません
か。箴言 6:9-10を読みましょう。

②闘技をする人は、具体的にはどんな事に関して特に______
するのでしょうか。それは何のためですか。では、クリスチ
ャンは、何のために、どのような______をするのでしょうか。
【適用】あなたは、クリスチャンライフを競技や闘技として
理解していましたか。一体、誰と格闘するのでしょうか(エ
ペソ 5:10~)。あなたがすべき________はどんな領域ですか。
どうしたらその事が可能となるのでしょうか(ガラテヤ
5:23)。

③朽ちない_____とはなんでしょうか。それはただ_______に
よって与えられるものであって、努力やがんばりで得るもの
ではないのではないでしょうか。パウロはなぜ、このように
命じるのでしょうか(ヤコブ 2:17,26)。【適用】新生と聖化
とはどのように違うのでしょうか。あなたは自動的に
________に似る者となれるのでしょうか(コリント第二
3:18)。努力なしで成熟したクリスチャンになれるのでしょ
うか。あなたは真剣に上を目指して歩んでいますか。

①獲得 ②奴隷 ③福音
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９月１８日(日)【#77】 コリント第一 ９：２６－２７
《からだを打ちたたいて》
①クリスチャンの目指す_________はどこですか。そのレー
スはどんなレースにたとえることができますか。【適用】あ
なたは、ただ漫然とクリスチャン生活を送っていませんか。
霊的な面で、あなたは何を目標としていますか(ピリピ
3:13-14)。その目標に達成するために具体的に何をしよう
と思っていますか。

②パウロはどんな拳闘をしているのでしょうか。その拳闘に
勝利するために、パウロはどのような戦術をたて、訓練し、
実践したと思いますか。【適用】あなたは自分の弱点、欠点
が何か知っていますか。それを克服するために何をしていま
すか。クリスチャンとして充実した日々を生きるために、ど
んな訓練をしていますか。

③パウロは、何のためにからだを________くのでしょうか。
そうしないとどんな結果になってしまうのでしょうか。この
失格者とは信仰から脱落するという意味でしょうか。【適用】
キリスト教会にさまざまなスキャンダルが起こるのはなぜで
しょうか。あなた自身、罪と肉の力がどんなに強いか経験し
たことがありますか。どうしたら試練、誘惑に勝利できるの
でしょうか。

①賜物/機会/怠惰 ②自制/自制/自制 ③冠/信仰/キリスト

途上の歩み ２０１１年９月 －18－
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途上の歩み ２０１１年９月 －19－

９月１９日(月)【#78】 コリント第一 １０：１－４
《旧約を新約の光で読む》
①「そこで」とはどんな文脈の流れを指していますか。「次
のこと」とは、何をさしていますか。どうしてその事をコリ
ントの教会の信徒達に知ってもらいたいのでしょうか。【適
用】あなたは聖書の中に記されている事を自分に対する主か
らの問いかけ、警告、勧めとして受けとめていますか。それ
とも、昔の物語として読み過ごしてしまっているでしょうか。
コリントの教会の人と同じですか、違いますか。

②コリントの教会の人は大部分が__________人です。にもか
かわらずパウロは「私たちの________は」と書いているのは
どうしてでしょうか(ガラテヤ 3:28)。また、いつの時代の
誰のことについて言及しているのでしょうか。【適用】あな
たは自分が_____のイスラエルに属する者であることを自覚
していますか。あなたにとって旧約聖書の聖徒達はどんな存
在となっていますか。身近な信仰の先輩と感じていますか。

③モーセにつく__________とは、具体的にどんな事実を指し
ていますか。この雲と海は何を表していますか。なぜ、パウ
ロは旧約の出来事を異邦人達の救いの出来事と重ねて考える
のでしょうか。このように旧約を理解して良いのでしょうか。
【適用】旧約は新約の光をもって読むべきだと言います。あ
なたは自分の現実と旧約の出来事とを結びつけるような解釈
をしますか。それはあなたにとってどんな力、益となります
か。

①決勝点 ③打ちたた
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９月２０日(火)【#79】 コリント第一 １０：２－５
《荒野の旅をどう歩んでいますか》
①_______の食べ物、________の飲み物とは、具体的には何
を指していますか。それはコリントの教会の人達が経験して
いるどんな出来事とつながっているのでしょうか。「同じ」
という言葉を彼は用いていますが、この事で何を言いたかっ
たのでしょうか。【適用】あなたは、他のクリスチャンと共
に、どのような祝福を神様から与えられたのでしょうか。す
べてのクリスチャンと共通した経験とはどんな経験でしょう
か(エペソ 4:3-5)。その恵みを感謝していますか。

②御霊の____は、「彼らについて来た」と言われていますが、
そ れ は ど ん な 意 味 で し ょ う か ( 出 エ 17:1-7,民 数 記
20:2-13)。なぜ、この_____をキリストとパウロは語るので
しょうか。【適用】あなたの人生の旅は、どのように守られ
ますか(詩篇 23,マタイ 28:20)。あなたは常にイエス様から
生けるいのちの_____を受けていますか(ヨハネ 4:14)。

③荒野の旅をしたイスラエル人のうち、約束の地_______に
入る事ができた人は何人ですか(民数記 26:65)。なぜ、他の
人達は途中で______されてしまったのでしょうか。【適用】
あなたは神様から与えられた恵みをどれくらい日々、思い起
こし、感謝していますか。共にいて下さるイエス様を忘れて
いませんか。岩の上に家を建てていますか(マタイ 7:24)。

②異邦/先祖/霊 ③バプテスマ

途上の歩み ２０１１年９月 －20－
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途上の歩み ２０１１年９月 －21－

９月２１日(水)【#80】 コリント第一 １０：６－８
《裁かれる神様》
①「これらのこと」とは何を指しますか。旧約時代の出来事
が、なぜ私たちにとって________となるのでしょうか。イス
ラエルの民は何をむさぼったのでしょうか。【適用】あなた
は荒野を旅した民達の中に自分の姿を見出しませんか。どん
な所が似ていますか。心を点検しましょう。

②民達はどんな状況に置かれた時、____________の罪をおか
しましたか(出エ 32:1-6)。アロンはなぜ「____の祭り」と
言ったのでしょうか。【適用】あなたも、主に信頼するより
も、他の事に依存した生活をしていませんか。サタンは巧妙
な形で_____________の罪へとあなたを誘います。どうした
ら彼らの過ちを避けることができるのでしょうか。

③パウロがあげている________をした人達(8)とは、実際に
どのような判断と行動をとった人達ですか(民数 25:1-9)。
神様はなぜ、このような________をくだしたのでしょうか。
【適用】あなたは愛の神様、赦しの神様という面ばかりを見
ていませんか。神様は愛であると共に、どんなお方ですか。
本当にあなたは、神様が不義、不正、裏切りを_______かれ
るお方だと信じていますか。悔い改めるべき点はありません
か。

①御霊/御霊 ②岩/岩/水 ③カナン/滅ぼ
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９月２２日(木)【#81】 コリント第一 １０：９－１１
《旧約の教訓》
①旧約の民達は、どのように神様を_______たのでしょうか
(民数 21:4-6)。神様は何を民達に期待していたのでしょう
か。【適用】あなたは神様から与えられた今を「________な
状況」ととらえ、主の愛を_____っていませんか。霊の目が
閉ざされ、肉の目で物事をみていませんか。自分で苦々しさ
を引き寄せていませんか。主の恵みを数えましょう。

②イスラエルの民の特徴は神様に__________くことでした
(民数 14:2,27)。神様は不平を言う者に対して_________者
として断固たる処置をとりました(民数 16･･コラの滅び)。
【適用】あなたの心に不平とつぶやきが居座っていませんか。
人を責め、自分の不遇を嘆き、重荷を負わせる主に不満たら
たらではありませんか。出エ 16:8 のモーセの言葉を真摯に
受けとめるべきではありませんか。つぶやきではなく感謝を
主に人に表しませんか。

③聖書に記されている出来事は、今を生きる者に対する_____
であり、_________です。遠い国の昔の事ではないのです。
いつも御言葉を自分の生活の____において受けとめ、適用し
ていますか。【適用】御言葉を読むごとに素直に自己反省し、
主が求めている決断をしていますか。自己変革と無関係に御
言葉を読んでいませんか。心に突き刺す主の言葉に応答して
いますか。

①戒め ②偶像礼拝/主/偶像礼拝 ③姦淫/神罰/裁

途上の歩み ２０１１年９月 －22－
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９月２３日(金)【#82】コリント第一 １０：１２－１３
《試練と脱出の道》
①コリント教会の信徒達は自分に_______のある人達で、プ
ライドが高い信仰者でした。パウロが彼らに一番願っている
ことは何でしょうか。【適用】あなたは、自分が他の人達の
品定めができる者のように思っていませんか。人に注意ばか
りして、自分がどんな者か見失っていませんか。_______は
破滅に先立つ(箴言 18:12)事を自覚していますか。

②試練はだれが、何の目的で備えるのでしょうか。ペテロは
なんと言ってますか(ペテロ第一 1:7)。またパウロはどう考
えていますか(ローマ 5:3-5)。【適用】あなたは自分が直面
している試練、患難は不当だと思っていますか。それとも、
主が自分のために与えて下さったものと受け取っています
か。どうしたら主の御手から試練を受け取ることができるの
でしょうか。

③神様はどのような意味で_______な方なのでしょうか。ど
うしたら、「神様は必ず_________の道を備えて下さる」と信
じる事ができるのでしょうか。【適用】主はあなたにとって、
どんな方ですか(詩篇 23、ヨハネ 10:11)。幼子のようにロ
ーマ 8:28 の約束を信じていますか。あなたはヨシュア
1:1-9の言葉を自分への言葉と受け取っていますか。

①試み/みじめ/疑 ②つぶや/滅ぼす ③戒め/教訓/座

途上の歩み ２０１１年９月 －23－
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９月２４日(土)【#83】 コリント第一 １０：１４－
《偶像礼拝を避けなさい》
①偶像礼拝を「_______なさい」とは、ずっとその状態に留
まり続けなさいという意味だと言います。パウロはなぜそれ
ほど偶像礼拝を危険視するのでしょうか(エペソ 5:5,コロサ
イ 3:5)。_______人であるコリントの信徒達はその重要性を
理解できるのでしょうか。【適用】あなたは巧妙な形の偶像
礼拝に惑わされていませんか。どうしたら避けることができ
ると思いますか。先送りせず、今日、しっかりと考え、決断
いましょう。

②パウロは聖餐式の杯とパンのことを取り上げています。キ
リストの_____に、また________にあずかるとはどういう意
味でしょうか。そのことによってクリスチャンは何を経験し
ますか(17)。【適用】あなたは聖餐式の時、どれほどイエス
様の十字架の苦しみを心に覚えますか。自分が今、愛され、
赦され、生かされている土台がどこにあるかを思い、深い感
謝に包まれますか。世界中のクリスチャンと一つである恵み
を味わいますか。

③パウロはここでも旧約時代の事を持ち出しています(18)。
どのようにその事が聖餐式のこととつながっているのでしょ
うか。【適用】旧約は新約の型であると言われます。また影
であるとも。本体を正しく認識するためには、旧約も正しく
理解する必要があります。あなたは、いつもそのつながりを
考えていますか。旧約の上に新約があることを理解していま
すか。

①自信/高慢 ③真実/脱出

途上の歩み ２０１１年９月 －24－
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９月２５日(日)【#84】 コリント第一１０：１９－２２
《悪霊の食卓》
①「偶像は実在しないし、実在しないものに献げられた肉も
他の肉とかわりがないから、クリスチャンが偶像の宮の祝宴
に参加しようと何の問題もない」と知識と自由を誇る人達に
とって、偶像の宮での祝宴に参加することを避けるように命
じるパウロはどんな考え方をしていると思えたのでしょうか
(19)。それに対して、パウロはその祝宴に参加し、肉を食べ
る者はどんな結果を自分の身に引き寄せていると語っていま
すか(20)。【適用】クリスチャンの自由を謳歌していると主
張している人達の中に、実際には_______に欺かれている場
合があります(ヨハネ 8:44)。現代ではどんな例があるでし
ょうか。

②なぜ、_____の杯、食卓にあずかった者は_______の杯、食
卓にあずかることができないのでしょうか。神様の______や
怒り(申命記 32:21)を引き起こす権利があるほど、コリント
の信徒は神様の前に_____いのでしょうか。【適用】あなたも、
御霊様を無視し人間の知恵や知識を誇る愚かをしていません
か。霊的な事柄を正しく理解するには、どんな心で御言葉を
読む事が必要でしょうか。難しい聖書箇所は、どのように理
解する事が求められているでしょうか。

①避け/賢い ②血/からだ

途上の歩み ２０１１年９月 －25－
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９月２６日(月)【#85】 コリント第一１０：２３－２４
《自由をどう用いていますか》
①クリスチャンに与えられた_______の大きさ、広さをパウ
ロは知っていました。しかし、それはどのような点で、放縦
と全く異なっているのでしょうか。_______を行使するクリ
スチャンはどんな心をもっていますか。【適用】あなたは、
クリスチャンになってどれだけ______を味わいましたか。束
縛感や圧迫感、不自由さからどのようい解放されましたか。
あなたはどんな動機から決断し、行動していますか。

②どのような事が人や自分に_______なのでしょうか。また、
______を高める言動とそうでない言動とは何が違うのでしょ
うか。【適用】あなたは、どんなとき、自分の言動が人にと
って_______であり、お互いの人格の____を高める働きをし
ていると感じますか。また、どんな言動が人をも自分をも傷
つけ、マイナスを生み出すと思いますか。注意深く自分の言
動を神様の前にチェックしていますか。

③与えられた_____をクリスチャンが正しく用いるために必
要な事は何であるとパウロは言っていますか。【適用】あな
たの日常生活における言動は、_______の利益を第一にした
ものですか。それとも、いつも自分を第一にしたものですか。
主の前に正直に告白しましょう。どうしたら、パウロの勧め
に従って生活できるようになるのでしょうか。

①悪魔 ②主/悪霊/ねたみ/強

途上の歩み ２０１１年９月 －26－
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９月２７日(火)【#86】 コリント第一１０：２５－２７
《立つべき所に立つ》
①市場で売られている肉の中には________に献げられた肉も
混ざっていました。クリスチャンの中にはそのような肉を食
べる事は_______の汚れを身に引き受けることになると信じ、
注意深く肉の出所を調べようとする人達もいたのです。その
ような対処の仕方に対して、パウロはなんと命じていますか。
そう命じる理由は何でしょうか。【適用】

②パウロは 8:13 では「今後いっさい肉を食べない」と言っ
ていますが、10:25 では「どれも食べなさい」と命じていま
す。矛盾のように見えるこの違いを説明して下さい。【適用】
総論と各論の違いと言えるでしょうか。神様から与えられた
_______が正しく行使されるために、クリスチャンとしてど
のような配慮、またプロセスをとるべきでしょうか。

③クリスチャンでない人の食卓に招かれた時も、いちいち「こ
れは偶像に献げられた肉ですか」と尋ねず、どのようにすべ
きだとパウロは命じますか。それはどうしてですか。【適用】
あなたは今も周囲の人々の評価や意見に振り回されていませ
んか。あなたはどこに立つとき、大胆に、自由に、あなた自
身の生き方を推し進めていけるのでしょうか。あなたは、し
っかりと立つべき所に立っていますか。

①自由/自由/自由 ②有益/徳/有益/徳 ③自由/他人

途上の歩み ２０１１年９月 －27－
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９月２８日(水)【#87】 コリント第一１０：２８－３０
《確立と放棄》
①______に献げた肉であることを指摘した人は、どんな良心
から、どんな意味で、その事をパウロに告げたのでしょうか。
またパウロは、なぜその人の______のためにその肉を食べて
はいけないと命じるのでしょうか。パウロは何を大切にした
生き方をしていますか。【適用】あなたは自分のやり方を押
し通していませんか。もっと周囲の人の心配や不安を配慮し
た行動を取る必要があるのではないでしょうか。時を待つこ
とも大切だと思いませんか。

② 29 節後半は、市場や招待された家で出された肉を自由に
食べる事に対して、他の人の________によって制限されたり、
あれこれ言われる事はないとパウロは断言します。彼にとっ
て自分という存在はどんなものだったのでしょうか。【適用】
あなたは主の前にひとり立っていますか。いつも信仰の確信
をもって行動していますか。自立したクリスチャンとなって
いますか。

③パウロは 30 節でクリスチャンに与えられた_______は、
他の人に非難されたり、裁かれたりされる対象にはならない
事を断言します。それはどうしてですか。彼にとって「ひと
り」のもつ重みはどんなものだったでしょうか。一方、自分
からその_______を進んで放棄するよう命じるのはどうして
でしょうか。【適用】あなたは堅く信仰の_______を主張する
ことと惜しみなく________することを、時にふさわしく、ま
たバランスよく行っていますか。頑固さと柔軟さをあなたも
主からいただいていますか。

①偶像/偶像 ②自由

途上の歩み ２０１１年９月 －28－
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９月２９日(木)【#88】 コリント第一１０：３１－３３
《３つの行動原理》
①パウロはクリスチャンの行動原理を３つあげています。第
一に、私達が決断し、行動する目的は、____________を現す
ためです。肉を食べる事、あるいは食べない事は、それぞれ、
どうして___________を現すことになるのですか。【適用】あ
なたはどんな小さな行動でも、________の前に________に対
する心をもって行っていますか(コロサイ 3:23)。自分の____
の喜びを第一にしていませんか(マタイ 6:33)。

②第二に大事なのは、__________をあたえないように配慮す
ることです。この思い、行動の源は何でしょうか。【適用】
あなたは、場をわきまえて行動していますか。また行動すべ
き時を見極めるために祈っていますか。その人を愛し、その
人のために死なれたイエス様の心を与えてくださいと御霊様
に求めていますか。

③第三は_______る人が起こされるように、_______の利益の
ためでなく、_______のため役立つ事を最優先に考えて行動
することです。【適用】神様が一番喜ばれることは_________
る人が起こされることです(ルカ 15:7)。また教会のみなが
主にある交わりを_____ぶことです。あなたは、いつも主と
教会の兄姉や周囲にいる人に仕えさせて下さいと祈り求めて
いますか。その事を喜んで実践していますか。

①偶像/良心 ②良心 ③自由/自由/自由/放棄

途上の歩み ２０１１年９月 －29－
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９月３０日(金)【#89】 コリント第一１１：１
《キリストをみならう》
①パウロは自分をみならうようにと信徒達に勧めます。この
ように命じるパウロは高慢なのでしょうか。自分を完璧な存
在と思っているのでしょうか。どんな思いから、このような
命令を信徒にすることができるのでしょうか。【適用】あな
たは、若い人に対して、信仰の初歩の人に対して、このよう
に言えますか。なぜ言えないのでしょうか。どこがパウロと
違うのでしょうか。

②パウロは________を模範として、あらゆる時に、「イエス
様だったらどうするだろうか」と考えながら、使徒として歩
んできたのです。と言うことは、パウロを見習うとは、誰を
見習うことなのでしょうか。しかし、なぜ、__________を見
習いなさいと直接的に命じなかったのでしょうか。【適用】
あなたには、_______とすべき信仰の先輩、指導者がいます
か。理想とすべき________がいる人といない人とはどのよう
な違いがでてくると思いますか。主に「私にとってパウロと
なるべき人を与えて下さい」と祈り求めましょう。

③パウロはイエス様のどのような点を特に見習おうとして歩
んできたと思いますか。彼とイエス様の違いは何でしょうか
(ピリピ 3:12-14)。【適用】あなたはパウロのどんな点を見
習いたいと思いますか。どうしたらパウロのように、またキ
リストのようになれるのでしょうか(コリント第二 3:18)。

①神の栄光/神の栄光/神様/神様/肉 ②つまづき ③救われ/自分/みな/救われる/喜

途上の歩み ２０１１年９月 －30－


