途上の歩み

２０１１年１２月

－ 1－

途上の歩み

２０１１年１２月

－ 2－

１２月１日(木)【
１２月１日(木)【#151】
#151】 コリント第一 １６：５－９

１２月２日(金)【
１２月２日(金)【#152】
#152】 コリント第一１６：１０－１１

《牧会者の心》
①パウロはどこでこのコリント第一の手紙を執筆したのでし
ょうか(8)。そこから_______を通って、コリントに行く予定
で計画を立てました。何の目的で__________を通るのでしょ
うか。【適用】あなたは主にある交わりを大切にしています
か。自分から信仰の友を訪ねたり、メールを書いたりしてい
ますか。あなたに______の心がありますか。

《主の働き人に対する心》
①パウロは、コリント教会の信徒達が、テモテに対して、ど
んな対応をするように願っていますか。その理由は何だと思
いますか。またパウロのテモテに対するどんな心がそこに表
わされていますか。【適用】あなたは主の________に励んで
いる人達に対して、特別な心をもって接していますか。また
ふさわしいもてなしをしているでしょうか。彼らの必要を満
たすために、心を配っていますか。

②パウロはマケドニヤの場合と異なり、なぜ旅の_______、
コリントに立ち寄るのではなく(7)、そこにしばらく_______
することを計画していることを伝えるのでしょうか。パウロ
のどんな心がその背後にありますか。また、パウロはなぜ「主
が_________になるなら」と書いているのでしょうか。
【適用】
あなたは相手の________に対して喜んで多くの時間やお金や
労力を与えていますか。相手にあわせて自分の計画を変更す
ることができますか。自分の計画を押し通そうとするよりも、
主のみこころに従う心をもっていますか。

②なぜ、パウロは「彼を________はいけません」と書いてい
るのでしょうか(テモテ第一 4:12)。【適用】あなたは若い牧
師や神学生に対して、どんな態度をとっていますか。どんな
言葉遣いをしていますか。また、パウロの命令(テモテ第一
5:17)をどのように実践していますでしょうか。若い牧師だ
けでなく、多くの欠点や弱さをもつ牧師に対してはどうでし
ょうか。評論家や採点者になっていませんか。 悔い改めま
しょう。

③エペソでどんな広い_____が開かれているのでしょうか。
と同時に_______が大ぜいいることを書いたのはなぜでしょ
うか。【適用】あなたに、今、どんな働きの門が開かれてい
ますか。それは困難を伴うものですか。神様はあなたにどん
な新しい働きを担わせようとしているのでしょうか。あなた
を必要としている働きに喜んで答える時ではないでしょう
か。

③テモテを「______のうちに」にパウロのところへと送り出
すためには、具体的にはどのようなことをすることがコリン
トの信徒達に求められているのでしょうか。【適用】あなた
は主に仕える器に対して、ストレスやプレッシャーばかり与
えていませんか。あなたの存在が心配の種になっていません
か。また牧師が不安を感じている事柄について、どうしたら
安心を与えられるか考えましょう。

②週の初め/収入 ③承認/エルサレム

①マケドニヤ/マケドニヤ/牧会者/ ②途中/滞在/お許し/必要 ③門/反対者
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途上の歩み

２０１１年１２月

－ 3－

途上の歩み

２０１１年１２月

－ 4－

１２月３日(土)【#153
１２月３日(土)【#153】
#153】 コリント第一１６：１２

１２月４日(日)【#154
１２月４日(日)【#154】
#154】 コリント第一１６：１３

《兄弟アポロ》
①アポロは____________生まれの_______で________に精通
していた主の器です(使徒 18:24-28)。彼はその優秀さの故
に、コリントの教会ではどのような人物として認められてい
たでしょうか(1:12)。そのアポロに対して、パウロはどうし
て、
「_______」と呼ぶのでしょうか。

《最後の命令》
①パウロは手紙を終える最後に大切な命令を信徒達にしてい
ます。どうして、目を_________いなさいと命じるのでしょ
うか。また、なぜ、堅く_______に立ちなさいと命じるので
しょうか。【適用】あなたも今日、主から同じ命令を受けて
いませんか。霊的に鈍感になっていませんか。この世に_____
を合わせ、流されていませんか(ローマ 12:2)。主よりも他
のものに心を奪われていませんか。

②なぜ、アポロに兄弟達と一緒にコリントに行くことをパウ
ロは強く________たのでしょうか。パウロの心の中には、ア
ポロに対する嫉妬心やライバル意識はなかったのでしょう
か。彼はアポロをどのようにみていたと思いますか。
【適用】
あなたは主の交わりの中であまり好きになれない人がいませ
んか。それは何が原因でしょうか。自分の心を点検しましょ
う。どうしたら正しい思いをもって、その人のことを見るこ
とができるでしょうか。パウロから学びましょう。

②なぜ______らしくあれと、命じるのでしょうか。コリント
の信徒達はどんな現実に直面していますか。その状況におい
て彼らはどう決断し、行動すべきなのでしょうか。【適用】
あなたはいつまでも問題を先送りにしていませんか。躊躇し
て二の足を踏んでいませんか。自分の身を守ることだけを考
えていませんか。

③コリントに行こうとしないアポロの事を、パウロはどんな
ふうに伝える誘惑に勝利したと思いますか。「________があ
れば行くでしょう」と書いた所に、どんなパウロの心が示さ
れていますか。【適用】あなたは「その人がマイナス評価を
されるような仕方で人のことを伝える誘惑」に負けてはいま
せんか。人の欠点や弱点を見つけ、人々に吹聴していません
か。あなたは_______をもって(ガラテヤ 5:22)相手の言動を
受けとめ、また相手を自分より________者とみなし(ピリピ
2:3)、謙遜な心で接していますか。

③パウロは_____こそ最も大切なものであり(13:13)、追い求
めるべきものである(14:1)と語っています。そして、パウロ
の手紙は______を土台に書かれています。彼は、書いている
こと、語っていることを実際に生きている人でしょうか(ピ
リピ 1:21)。【適用】あなたは_________の事を____をもって
行っていますか。どうしたら、そのような生き方ができるの
でしょうか。パウロのように生きさせてください(ガラテヤ
2:20)と心から祈り求めていますか。すべての言動を祈りつ
つしていますか。

①みわざ ②軽んじて ③平安

①アレキサンドリヤ/雄弁/聖書/兄弟 ②勧め ③機会/善意/すぐれた
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途上の歩み

２０１１年１２月

－ 5－

途上の歩み

２０１１年１２月

－ 6－

１２月５日(月)【#155
１２月５日(月)【#155】
#155】 コリント第一１６：１５－１８

１２月６日(火)【#156
１２月６日(火)【#156】
#156】 コリント第一１６：１９－２４

《服従し、ねぎらう》
①アカヤの________である__________の家族は、どんな点で
パウロの大きな励まし手となりましたか。なぜ、彼らはそお
ような働きができたのでしょうか。【適用】あなたは牧師か
ら「熱心な_______者である○○さんです」と、紹介される
歩みをしていますか。どうしたら、_______する事が自然な
事、当然な事、好きな事、また喜びとなるのでしょうか。

《愛の交わりの中に》
①アクラと__________とは、どんな人達ですか(使徒 18:2~)。
彼らはどんな働きをしていますか。彼らはどんなライフスタ
イルを生きていますか。【適用】あなたはテントメーカーと
しての働きに召されていませんか。アクラ達のように____を
開放し、福音宣教の拠点とするビジョンを祈り求めませんか。

②パウロはコリントの信徒達に対して、どのような人達に
________しなさいと命じていますか。なぜ、そのように命じ
るのでしょうか。コリントの信徒達に必要なことは何なので
しょうか。【適用】あなたは教会の中で従順に_____う心をも
って歩んでいますか。上に立つことや自分を主張することで
はなく、______る者となることが求められていませんか(マ
タイ 20:26~)。

②礼拝の時に女性達が___________をしている人達は、自分
達こそ聖書に忠実だと主張していますが(11:5~)、彼らは「聖
なる_________をもって挨拶しなさい」との命令に従ってい
るでしょうか。なぜ、この命令を日本のクリスチャン達は字
義通り従わないのでしょうか。どのような行為が、この命令
に従う事なのでしょうか。【適用】あなたは御言葉の心、精
神、いのちをしっかりと汲み取り、従っていますか。律法主
義と決別し、御霊様に従う歩みをしていますか。

③パウロはどんな人によって______な心をもつことができる
と言っていますか。彼らは、どのようにしてコリントの信徒
達の__________分を補う事ができるのでしょうか。彼らの労
を_________には、どうしたらよいのでしょうか。【適用】あ
なたは言葉や口先だけの信仰になっていませんか。もっと主
の器のために具体的に、また個人的に心を用い、励まし、支
え、感謝を表す事が求められていませんか。愛と感謝を形に
表すことを今日、祈り求めましょう。

③ ど う し て 締 め く く り の 部 分 に 「 主 を ____さ な い 者 は
________よ」とパウロは書くのでしょうか。またアラム語の
__________によってどんな心を示していますか(22 脚注)。
そして、最後の最後に「私の_____」について語るのはどう
してでしょうか。【適用】あなたは心から主の再臨を慕い求
めていますか。何よりも主を愛していますか。主に仕える人
々にあなたの愛を惜しみなく注いでいますか。

①覚まして/信仰/調子 ②男 ③愛/愛/いっさい/愛

①初穂/ステパナ/奉仕 ②服従/従/仕え ③安心/足りない/ねぎらう
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途上の歩み

２０１１年１２月

－ 7－

途上の歩み

２０１１年１２月

－ 8－

１２月７日(水)【#1
１２月７日(水)【#1】
#1】 マルコ １：１－５

１２月８日(木)【#2
１２月８日(木)【#2】
#2】 マルコ １：６－８

《道備え》
①なぜ、マルコは福音の________と記したのでしょうか。ま
た、最初に、イエス様より約_______年前の預言者________
の言葉を引用したのでしょうか。なぜ、救い主に先立つ使い
は、都市ではなく________に遣わされたのでしょうか。【適
用 】 あ な た は イ エ ス 様 が ________で あ り 、 預 言 さ れ た
_________として来られたことを信じていますか。また、あ
なたはどんな人生の局面において、主を求める心へと導かれ
ましたか。

《バプテスマのヨハネ》
①ヨハネはどんな生活をしていましたか。それは彼のどんな
生き方、価値観を明らかにしていますか。イエス様の生き方
(ルカ 7:33~)との違いは何を意味していますか。【適用】ヨ
ハネと自分を比較する時、あなたは何を強く感じますか。あ
なたはヨハネの語る言葉を素直に聞けますか。それはなぜで
しょうか。では、あなたの言葉は周囲の人にとってどれくら
い重みがあるでしょうか。その理由は何でしょうか。

②__________のヨハネは、何を人々に語りましたか。それは
どうしてでしょうか。人は主を心に迎え入れるために、まず
何が必要なのでしょうか。【適用】あなたは何を通して自分
の_____について考えるようになりましたか。自分は______
る必要のあるとどうして認める事ができたのでしょうか。

②ヨハネはだれからイエス様の事を教えられたのでしょう
か。彼とイエス様とはどんな関係にありましたか(ルカ
1:35~)。ヨハネは自分の事、他の人の事を、どのように受
けとめることができる人と言えますか。
【適用】あなたは「教
えられやすい人」ですか。他の人の素晴らしさを喜んで_____
られますか。

③人々が、________にいるヨハネの所に出かけて行った事、
そこで自分の罪を________し、バプテスマを受けた事は、私
達が救われるために必要な事が何である事を示しています
か。【適用】あなたは自分の慣れ親しんだ場に留まり続けて
いませんか。どこに出て行くべきでしょうか。今日、素直に
自分の罪を告白しませんか。心にある思いを形として表現す
べき時ではありませんか。

③____のバプテスマと_______のバプテスマの違いを、ヨハ
ネはどのように理解していたと思いますか。イエス様はヨハ
ネにまさったどんな_____をもっていたのでしょうか。
【適用】
あなたｈ味分の役割を正しく把握していますか。ヨハネは主
の___________の役を果たしました。あなたはどんな役をど
のように果たすように召されたのでしょうか。漫然と生活し
ていませんか。ヨハネのように、あなたらしさを生活の中で
どのように表現していますか。

①プリスカ/家 ②かぶり物/口づけ ③愛/のろわれ/マラナ・タ/愛

①はじめ/７百/イザヤ/荒野/神の子/救い主 ②バプテスマ/罪/赦され ③荒野/告白
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途上の歩み

２０１１年１２月

－ 9－

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 10－
10

１２月９日(金)【#3
１２月９日(金)【#3】
#3】 マルコ １：９－１１

１２月１０日(土)【#4
１２月１０日(土)【#4】
#4】 マルコ １：１２－１３

《御霊が鳩のように》
①イエス様は__________のナザレから、どこにいるヨハネの
所に行きましたか。その距離は何を示しているでしょうか。
主がヨハネから___________を受けた事について、マルコは
何の説明もしていません。なぜでしょうか。【適用】あなた
の________さは口先だけではありませんか。どのような態度、
行動が実としてあなたの生活の中に現れていますか。また、
御言葉に従順に従う生き方が日常生活の中に見られますか。

《荒野の誘惑》
①御霊様は____________を受け、公生涯に入ったばかりのイ
エス様を、なぜ、多くの人々の前で福音を語るように導くの
ではなく、_______に追いやり、ひとりで_____日間過ごすよ
うにされのでしょうか。【適用】パウロは_________途上で復
活の____に出会った後、どこで_____年間をすごしましたか
(ガラテヤ 1:17-18)。主の器として用いられるために、何が
必要なのでしょうか。あなたも同様の期間を通されましたか。

②だれが天から御霊様が________のように下るのを見たので
すか。なぜ、目に見える形で、それも______のように御霊様
はイエス様の所に下られたのでしょうか。ペンテコステの時
の現象(使徒 2:1~)と違うのはなぜでしょうか。それぞれ何
が強調されているのでしょうか。【適用】あなたに御霊様が
内住して下さった時はいつでしたか。何か特別な現象が伴い
ましたか。あなた自身、また周囲の人々はあなたの内に御霊
様がおられるのをどのようにして知る事ができるのでしょう
か(ガラテヤ 2:22~)。なぜ、イエス様や使徒達のような形を
神様は採用されないのでしょうか。

③なぜ、天からの_____があったのでしょうか。誰の____で
すか。また、なぜ「私の________子」とイエス様を呼んだの
でしょうか。その事によって何が明らかになりましたか。一
体何を_____んでおられるのでしょうか。
【適用】あなた自身、
神様からこの言葉を受けましたか。あなたにとって神様はど
のようなお方ですか(ヨハネ 1:12。ヨハネ第一 3:1-2)。そ
の事実を神様が_____でいると確信していますか。自分が神
様から____されている事を実感していますか。それはどんな
時ですか。

②認め ③水/聖霊/力/道備え

②なぜ、________の誘惑を主は受けたのでしょうか。主が最
後の_______と呼ばれている事(コリント第一 15:45)から考
えましょう。また出エジプトした民達の______年間の______
の旅との関係からも考えましょう．【適用】あなたは、現代
の荒野をどのように歩んでいますか。この世の目に見えるも
のに心を奪われてしまっていませんか。神様を信頼し続ける
よりも、状況の変化に翻弄されて、つぶやいたり、疑ったり、
不平を言ったりしていませんか。あなたは、だれに従って、
どんな思いをもって、日々を生きていますか。

③野の_____がいることは何を示していますか。また______
達はどんな役割をもって、主に仕えたのでしょうか。
【適用】
あなたの荒野の旅は、どんな危険に満ちていますか。あなた
はひとりで旅をしているのでしょうか。どんな守りや助けを
神様は与えて下さっていますか。その事を実感していますか。
主に感謝しましょう。

①ガリラヤ/バプテスマ/謙遜 ②鳩/鳩 ③声/声/愛する/喜/喜/愛
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 11－
11

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 12－
12

１２月１１日(日)【#5
１２月１１日(日)【#5】
#5】 マルコ １：１４－１５

１２月１２日(月)【#6
１２月１２日(月)【#6】
#6】 マルコ １：１６－１８

《時が満ちて》
①「ヨハネが捕らえられて後」とだけマルコは書いています
が、彼はなぜ捕らわれたのでしょうか(6:17)。また、その後、
どのようになりましたか。この事は、道備えとしての役割を
ヨハネがどのように全うした事を示しますか。【適用】ヨハ
ネの人生は長かったですか、短かったですか。どう生きる事
が主に従う者の生き方でしょうか。あなたがヨハネのように
生きるためには、何が必要とされていますか。もっと真剣に
あなたの人生を考える時ではないでしょうか。

《すぐに》
① 16 節のシモンとは誰のことでしょうか。なぜ、イエス様
は兄弟二人が____を打っている時に、彼らを弟子として召し
たのでしょうか。また、なぜ_______である彼らを選んだの
でしょうか。【適用】あなたは自分は牧師や宣教師の働きに
は召されていないと思っていませんか。今の職業以外に自分
にふさわしい働きはないと思っていませんか。主は今日、あ
なたに何と語りかけているでしょうか。今まで懸命に一途に
その働きに尽くしてきたからこそ、主は今、あなたに呼びか
けていませんか。

②なぜイエス様は__________に行かれたのですか。エルサレ
ムとどのように違いますか。その土地は____________を主が
宣教するのになぜふさわしかったのでしょうか(イザヤ 9:1)。
神様の目はどこに向けられていますか。【適用】あなたは周
囲で起こる事柄の中に、あなたに対する神様のお心を受け取
っていますか。もっと敏感にあなたの使命をキャッチすべき
ではないでしょうか。あなたはどこで、何をするように、主
に召されましたか。

③____は誰が支配していますか。この１世紀こそ、「____が
満ちた」時と言える理由をあなたはいくつあげられますか。
神の国とはどういう領域の事を言いますか。なぜ、「近くな
った」と主は言われたのでしょうか。福音を信じるために、
まずすべきことは__________です。なぜですか。【適用】あ
なたにとって、今日こそ、主の時ではありませんか。あなた
の人生が神の国そのものになるために、今日、あなたは何を
決断しますか。

①バプテスマ/荒野/４０/ダマスコ/主/３ ②サタン/アダム/４０/荒野 ③獣/み使い

- 11 -

②宗教や律法などに全く無関係な歩みをしてきた無学な漁師
である二人は、イエス様のために役立つ働きができると思っ
ていたでしょうか。なぜ、主は、彼らを「_______をとる漁
師」に召したのでしょうか。【適用】あなたは勝手に、自分
は主の役に立たない者と思い込んでいませんか。主はあなた
が「自分にはできない」と思っている働きに召していません
か。あなたの思いではなく、主の招きの言葉に耳を傾けませ
んか。

③二人は主に声をかけられた時、どのように反応しましたか。
どうして、いろいろと考え、悩むような事がなかったのでし
ょうか。「______を捨て置いて」との表現は彼らのどんな心
を表しているでしょうか。【適用】あなたはすべき事を示さ
れながら、なお躊躇し続けていませんか。神様よりも、____
に頼っていませんか。神様の計画よりも、自分の経験に縛ら
れ、新しい歩み、働きを拒んでいませんか。あなたの信仰は、
御言葉よりも、目に見える_____に支配されていませんか。

②ガリラヤ/神の福音 ③時/時/悔い改め
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 13－
13

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 14－
14

１２月１３日(火)【#7
１２月１３日(火)【#7】
#7】 マルコ １：１９－２０

１２月１４日(水)【#8
１２月１４日(水)【#8】
#8】 マルコ １：２１－２２

《舟に残して》
①なぜイエス様は二組の兄弟を召したのでしょうか。そこに、
主のどのようなお心が示されていますか。召された兄弟達の
立場に立って考えましょう。【適用】あなたが召された時、
どのような主のご配慮を感じましたか。教会の交わりの中に
「兄弟よりも______な者」(箴言 18:24)がいますか。親しい
信仰の友となるように、あなたの方から働きかけるように導
かれている相手がいませんか。一緒に分かち合い、祈り合い、
支え合う相手を得るには、どうしたらよいでしょうか。

《権威ある者ように》
①__________はガリラヤ湖畔の町です。イエス様はそこの
_______に入り、何をしましたか。主はどんな宗教生活をし
ていたことがわかりますか。それは、どんな理由からでしょ
うか。【適用】あなたは主の模範に従っていますか。教会生
活を忠実にしていますか。日々の歩みの中で、御言葉と祈り
の生活を追い求めていますか。点検しましょう。

②ヤコブと________は、何をしている時に召されましたか。
ペテロ達との対比には、何か意味があるのでしょうか。【適
用】あなたは自分の過去を振り返る営みの中で、主の招きの
声を聞いた経験はありませんか。あなたの人生は、今のまま
でよいのでしょうか。主が新しい働きのために召していませ
んか。

②人々はイエス様の何に驚いたのでしょうか。主の______の
内容のユニークさは特にどんな点だと思いますか。それは現
代の思想に染まっている人々にとって、どのように感じるも
のだと思いますか。【適用】イエス様のどの言葉があなたの
心に強く響きましたか。それはどうしてですか。またイエス
様のどんな視点、物の見方に驚きを覚えますか。あなたの生
き方に主の教えはどのように反映しているでしょうか。

③_______とヨハネ達が主に従うために捨てたものは何です
か。その決断は、簡単なものだったでしょうか。その理由は
なんですか。また、なぜ、ふたりは、主と一緒に生きる事を
選ぶ事ができたのでしょうか。【適用】あなたは主の弟子と
なるために、何を捨てましたか。今なお、捨てられず、握り
しめているものがありませんか。あなたの信仰生活を不徹底
なものにさせている原因は何でしょうか。今日、主の前に捨
てる祈りをささげませんか。

③イエス様は___________者のように教えられたとあります
が、どのように___________達とは違ったのでしょうか。そ
の違いは何から生じているのでしょうか。【適用】あなたの
言葉には________がありますか。それはどうしてでしょうか。
あなたの言葉がイエス様のような力を持つためには、何が必
要でしょうか。主に祈り求めましょう。

①網/漁師 ②人間 ③網/網/網

①親密 ②ヨハネ ③ヤコブ
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 15－
15

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 16－
16

１２月１５日(木)【#9
１２月１５日(木)【#9】
#9】 マルコ １：２３－２８

１２月１６日(金)【#10
１２月１６日(金)【#10】
#10】 マルコ １：２９－３１

《主のひとこと》
①汚れた_____につかれた人が、すぐに主に向かって叫んだ
のは、なぜですか。どうしてイエス様が__________であるこ
とを彼は見抜くことができたのでしょうか。【適用】イエス
様が救い主である事を、あなたが知る事ができたのはなぜで
すか。________様は、あなたにイエス様がどのようなお方で
あることを明らかにされましたか。あなたは、_______に信
じることができましたか。それはどうしてですか。

《癒され、もてなす》
①主は、________を出た後、何のためにシモンと_________
の家に入られたのでしょうか。人々はなぜ、シモンの______
が________であることを主に知らせたのでしょうか。
【適用】
主はあなたの_____に来て下さっていますか。何のために、
主はあなたの所に来られるのでしょうか。あなたは自分の抱
えている問題を主に告げていますか。主はあなたの____で何
をして下さいますか。

②なぜ、主は「______れ」と言われたのでしょうか。また、
「____て行け」との主の一言は、どんな結果をもたらしたか。
それは、何を表していますか(創世１章)。
【適用】あなあは、
主に何を期待していますか。イエス様があなたに求めている
ものは、何ですか。聖書の言葉はあなたにとって、どんな力
をもっていますか(ヘブル 4:12)。主は今日、あなたに何を
命じていますか。

②イエス様は________につかれた人をどのようにして、癒さ
れましたか。なぜ、ここでは_______を用いず、_____を取っ
て起こす行為によって、しゅうとめの_______を癒されたの
でしょうか。【適用】主はどんな方法を用いて、あなたの問
題を解決して下さるでしょうか。主はどのようにあなたに
________て、あなたの_____を取って下さると思いますか。
あなたは主の扱いを素直に受ける準備ができていますか。

③人々は何をもって主の教えを______________もの、また
___________ものと判断したのでしょうか。なぜ、主のうわ
さは____________全地に広まったのでしょうか。人々は、何
に心ひかれるのでしょうか。【適用】今の現代、教会は、ど
うしたらキリスト教に無関心な人達の心をひきつける事がで
きるのでしょうか。私達が証人となるためには、教会がどの
ように変えられていく必要があるでしょうか。

③なぜしゅうとめは、熱がひいた時、すぐに主を_________
たのでしょうか。奉仕とはどのようなものですか。【適用】
あなたは、主に何をしていただきましたか。あなたは何が得
意でしょうか。その賜物を生かして用いていますか。あなた
は信仰生活は、このしゅうとめの心と同じ心が土台となって
いますか。

①カペナウム/会堂 ②教え ③権威ある/律法学者/権威

①悪霊/神の聖者/聖霊/すぐ ②黙/出 ③権威ある/新しい/ガリラヤ
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 17－
17

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 18－
18

１２月１７日(土)【#11
１２月１７日(土)【#11】
#11】 マルコ １：３２－３４

１２月１８日(日)【#12
１２月１８日(日)【#12】
#12】 マルコ １：３５

《夕方に主は働かれる》
①人々が病人達を主のもとに連れて来たのはいつですか。ど
うしてその時刻を選んだのでしょうか。マルコはなぜ、______
の者が戸口に集まったと表現したのでしょうか。【適用】教
会は人々の必要に対してふさわしい対応をしていますか。い
つ、どのような形ならば人々は主のもとに集まってくるでし
ょうか。「主の所に人々はこぞってやってくる」と今も期待
できるでしょうか。

《ディボーションの時》
①主はなぜ、__________く、まだ暗いうちに起床されるので
しょうか。【適用】あなたはいつディボーションの時をもち
ますか。その時間は必ず確保できますか。あなたにとって、
主の模範に従うことは、難しいですか。あなたにとって、
_______の前に出て、御言葉を読み、祈るために、一番よい
時間帯はいつでしょうか。主が励行していることは、あなた
にとっても必要ではありませんか。

②主にとって、_______はどんな時だったと思いますか。主
はみもとに来た人々に対して、どうされましたか。そこに主
のどんなお心が現れていますか。【適用】あなたは人の必要
を満たすために、神様によって召され、生かされているのだ
という自覚をもって生活していますか。自分のスケジュール
にない事でも、求める人を心から迎える気持ちをもっていま
すか。それとも自分の事だけでいっぱいでしょうか。主に何
をあなたは祈りますか。

②主はなぜ_________所に、ひとりで行かれるのでしょうか。
【適用】あなたはディボーションに集中できる場所を確保し
ていますか。誰にも邪魔されない時や場所を決めて、毎日、
その時を聖別して主の前に出る努力をしてみませんか。いろ
いろと試みて、一番自分に合ったやり方を見出す努力をして
みませんか。ひとりでは難しいなら、週に一度でも、シンフ
ォニーの祈りをスカイプや電話で誰かとしてみませんか。

③主はどうして_______どもに何も言わせないのでしょうか。
主は何を大切にされていたのでしょうか(ヨハネ 4:34)。
【適
用】あなたは自己顕示欲が強くありませんか。主よりも自分
が先だって行動していませんか。神様の時を待つ心をもって、
今を生きていますか。

③イエス様は何を_______ておられたと思いますか。この一
連の行為を通して、あなたはイエス様から何を学ぶことがで
きましたか。【適用】主は自分のことだけを祈っていたと思
いますか。あなたは「途上の祈り」を用いて、_________の
祈りを実践していますか。あなたは正直に自分の気持ちを主
の前に祈りを通して、注ぎだしていますか。お行儀の良い祈
り、形式的な祈りの繰り返しになっていませんか。

①会堂/アンデレ/しゅうとめ/病気/家/家 ②悪霊/言葉/手/熱病/近寄っ 手 ③もてなし

①町中 ②夕方 ③悪霊
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 19－
19

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 20－
20

１２月１９日(月)【#13
１２月１９日(月)【#13】
#13】 マルコ １：３６－３９

１２月２０日(火)【#14
１２月２０日(火)【#14】
#14】 マルコ １：４０－４３

《福音を知らせるために》
①シモン達はなぜイエス様を捜したのでしょうか。イエス様
が何をしておられるのかを知らなかったのでしょうか。彼ら
は何が大事だと考えていたのでしょうか。【適用】あなたは
神様の前に静まる時を持つ事よりも、別の事を大切な事と思
っていませんか。多くの必要、仕事がたまっている時、あな
たのすべき事は何ですか。思うだけでなく、実行しましょう。

《お心一つで》
①らい病人(三版はツァラアト)にとって、イエス様のみもと
に行く事は、簡単な事だったでしょうか。彼はどんな思いを
もって、主の所に来たのでしょうか。_________て言った彼
の言葉には、彼のどんなイエス様への信仰が表現されていま
すか。【適用】あなたは、どんなリスクをおかして、主に近
づき、主に従いましたか。主の_________にかなった事なら、
主が自分の願いをかなえて下さると信じて、主の前に心の内
にある思いを率直に祈りによって伝えていますか。

②イエス様を捜していた人々の所に、主は行かれたのでしょ
うか。なぜ主は「____の村里に行こう」と言われたのですか。
【適用】あなたは今、目の前にある事にばかり心を奪われて
いませんか。あなたのすべきことは、もっと別の事ではない
ですか。_________を知らせるために、あなたは何を新しい
事にチャレンジすべきではありませんか。別のやり方を試み
てみませんか。

②_________ひとつで何でもできるのに、なぜ主は手を____
し、彼に_______たのでしょうか。そこに主のどんな心が、
また使命が明らかにされていますか(イザヤ 53:4)。
【適用】
あなたは、主が自分を深く___________、扱って下さってい
る事を実感していますか。主はあなたの罪をどのようにして
下さいましたか。あなたは主の愛の_______の感触を心にし
っかりと覚えていますか。

③イエス様は首都_____________のあるユダヤではなく、東
北地方である____________に宣教の拠点をおいたのはどうし
てでしょうか。主の伝道方法の特徴は何ですか。【適用】日
本宣教に関して、どんな戦略をとるべきだと思いますか。人
の考え、この世の方法論が先立っていませんか。宣教の目的
を果たすために、あなたの教会に今、求められている事は何
でしょうか。

③なぜ、らい病は_____に消え、彼は______れたのでしょう
か。この奇蹟を実現に至らしめたものは一体なんでしょうか。
【適用】なぜ、あなたの問題は、即座に解決せず、繰り返し、
同じ悲しい現実が起こるのでしょうか。あなたの心のらい病
はどうしたらいやされますか。今日、彼の心を心とし、彼の
祈りを祈りとしませんか。

①朝早/神様 ②寂しい ③祈っ/とりなし

②別/福音 ③エルサレム/ガリラヤ
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 21－
21

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 22－
22

１２月２１日(水)【#15
１２月２１日(水)【#15】
#15】 マルコ １：４２－４５

１２月２２日(木)【#16
１２月２２日(木)【#16】
#16】 マルコ ２：１－４

《主に従う時》
①主はなぜ、らい病が___________たことを誰にも言わない
ように厳しく______たのでしょうか。一方、なぜ、_______
の所に行って見せ、きよめの供え物をするように命じたので
しょうか。【適用】主は今日、あなたに何をするように命じ
ていますか。主に聞き従う心でもって、日々、自分のすべき
ことを尋ね求めていますか。それとも、自分だけでスケジュ
ールをたてていますか。

《中風の人と共に歩む人》
①数日間、イエス様は何をしていたのですか(1:39)。主にと
って__________はどんな意味をもった町ですか。_______の
所まで集まった人々の目的は何でしたか。どうして、それほ
どの人々が集まってきたのでしょうか。
【適用】あなたの___
は主のお言葉が語られる所になっていますか。人々は何を願
っていますか。_______の交わり、_______の学びのために、
あなたのいる所が用いられるように祈りませんか。

②らい病を癒された人は、主の________を守りましたか。な
ぜ、自分に起こったことを、_______り、言い広めたのでし
ょうか。彼のした事は主に喜ばれる事でしょうか。【適用】
あなたは、すべての事に神様の____がある事をいつも意識し
ていますか。今日、あなたは黙すべきですか。語るべきです
か(伝道)。あなたの感情に従わず、何に従う時(ガラテヤ
5:16)、時にかなって美しい出来事を経験できるのでしょう
か(伝道 3:11)。

②____人の人達は、中風の人をどのように運んできましたか。
また、何のために主の所に連れてきたのでしょうか。なぜ、
ふたりではなく_____人だったのでしょうか。彼らはどんな
心、動機から、このような行動をとったのでしょうか。それ
は簡単に決断できることですか。誰にでもできることですか。
【適用】あなたは、一人で主のために労そうとしていません
か。助けを必要とするをのせる______を一緒にもつ３人の信
仰の友を与えて下さいと祈りませんか。愛のわざを行ってい
る人の同労者になる決断をしませんか。

③主はなぜ町はずれの________所に留まっているのですか。
にもかかわらず、人々はどうして__________所から主の所に
来るのでしょうか。この事実は何を表していますか。
【適用】
人々が教会にやってくるために必要なことは何ですか。他の
所にない何を教会は人々に提供すべきでしょうか(使徒 3:6)。
どうしたら、その力をもつ存在として歩むには、つねに何が
求められているでしょうか。

③なぜ____人は主に近づけない状況に直面した時、あきらめ
なかったのですか。群衆が_____まで待たなかったのですか。
なぜ人の家の_______をはがし、_____をあける非常識な行動
に出たのでしょうか。そのすべての行為は何を源としていま
すか。【適用】あなたはあまりにも物事を常識的に考え、「で
きない。無理だ」と簡単にあきらめていませんか。人間の知
恵ではなく、主の知恵が与えられる事を祈っていますか。あ
なたは本当に____と________をもって問題に立ち向かってい
ますか。主に求めましょう。祈りましょう。

①ひざまずい/おこころ ②お言葉/伸ば/さわっ/あわれみ/御手 ③すぐ/いやさ

①いやされ/戒め/祭司 ②命令/ふれ回/時 ③寂しい/あらゆる
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 23－
23

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 24－
24

１２月２３日(金)【#17
１２月２３日(金)【#17】
#17】 マルコ ２：３－５

１２月２４日(土)【#18
１２月２４日(土)【#18】
#18】 マルコ ２：５－９

《屋根をはがす非常識》
①４人の人が、主がおられる家の_______をはがす行為にで
るためには、何が必要でしたか。一人でもノーという人がい
たらどうなりましたか。なぜ、______できたのでしょうか。
【適用】教会がいろいろな問題に対して、いつも______した
対応ができるには、どうしたらよいのでしょうか。あなたは、
砕かれた心をもって謙遜に人の意見に耳を傾けていますか。
常識ではなく_______によって判断していますか。

《心の中を見抜く方》
①律法学者達は、なぜその家の中にいたのでしょうか。主は
彼らをなぜ拒絶せず、受け入れたのでしょうか。一方、彼ら
は主の言葉を聞いて、どんな思いを持ちましたか。なぜ、
「________で」と書かれているのでしょうか。【適用】あな
たは自分の方から人を拒んでいませんか。むしろ可能な時は
交わりを持つように心がけていますか。また素直な心ではな
く、いつも批判的な目で物事や人を見ていませんか。神様の
働きを人の常識で裁いていませんか。

②「彼らの________を見て」とありますが、この彼らとは誰
のことでしょうか。_____人の人はどんな________をもって
いましたか。もし、中風の人に信仰がなかったら、どうなっ
ていたと思いますか。【適用】あなたの信仰は行動と結びつ
いていますか。愛に基づいていますか。_______を捨て、主
に委ねる_______ですか。

②律法学者の理屈はどこが正しく、どこが間違っていますか。
主はどうして彼らの________の思いを見抜く事ができたので
しょうか。主の発言(5)に接し、彼らの出すべき結論は何だ
ったのでしょうか。【適用】あなたの心の中を見抜かれる主
の前に、今、何をすべきですか。あなたは心の中で屁理屈を
言い続けていませんか。もっと、主の言葉に素直に耳を傾け、
教えられる事が必要ではありませんか。

③主は、なぜ、彼らの________を見て、中風の人を癒すので
はなく、彼に「_____の赦し」を宣言したのでしょうか。人
にとって一番重要な事は何でしょうか。【適用】あなたは、
この地上の事柄にだけ目を向けていませんか。目に見える豊
かさ、業績、地位を得る事が第一になっていませんか。あな
たにとって大事なことは何ですか(マタイ 6:20)。神様はあ
なたに何を与えて下さいましたか(ヨハネ 3:16)。

③ 9 節の主の質問に対する正解は何ですか。人の目にはどち
らが簡単ですか。「罪を______」ために、神様は一体、何を
して下さったでしょうか。中風の人に対する主の宣言は、何
を根拠になされたのでしょうか。【適用】病気の癒しや物事
がうまくいくことばかりをあなたは求めていませんか。あな
た自身に与えられた_____の赦しの大きさを、どれだけ認識
していますか。あなたにとって十字架はどんな意味をもって
いますか。主の十字架を見上げましょう。

①カペナウム/戸口/家/信仰/聖書 ②４/４/床 ③４/去る/屋根/穴/愛/信仰

①屋根/一致/一致/信仰 ②信仰/４/信仰/信仰/愛/自我/信仰 ③信仰/罪
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 25－
25

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 26－
26

１２月２５日(日)【#19
１２月２５日(日)【#19】
#19】 マルコ ２：９－１２

１２月２６日(月)【#20
１２月２６日(月)【#20】
#20】 マルコ ２：１３－１４

《中風の人、癒される》
①イエス様がこの時、中風の人をいやされたのは、何のため
ですか。実際に中風の人がいやされた時、人々はどのような
反応を示しましたか。【適用】今もイエス様は病気の人々を
癒されるでしょうか。ある人達は「今も癒しがあって初めて
キリスト教が本物であることが明らかになるのです。病気の
癒しこそ伝道の中心におくべきである」と考えています。あ
なたはどう思いますか。

《取税人レビの召し》
①主は群衆に向かって教えられました。と共に________に座
っていた_____に対して、直接声をかけられました。この事
からあなたは何を学ぶ事ができますか。【適用】あなたはな
ぜ、いつまでも_______のひとりとしてしか、主とかかわろ
うとしないのですか。今日、あなたの霊の耳に、あなたひと
りに語りかける主の________の声が聞こえませんか。

②ここではイエス様はどのようにして中風の人を癒されまし
たか。なぜ手を差し伸ばし、彼が立ち上がれるように支える
ことをなさらなかったのでしょうか。この事によって、イエ
ス様はご自身を誰だと主張しているのでしょうか。【適用】
なぜ今もこのような______的癒しが日常的に教会の中で行わ
れないのでしょうか。あなたはどう説明しますか(マタイ
12:39 を参照)。肉体の病の癒しではなく、主は何をもって
ご自身が救い主であることを今も明らかにしておられます
か。

③中風の人は、主の言葉に対して、どのように応答しました
か。彼はこれまでどんな日々を送ってきましたか。今、彼は
______に、何をしましたか。それは彼にとってこれからの人
生がどのようなものである事を示すシンボルとなっています
か。【適用】あなたは主のお言葉に今日、どう応答していま
すか。自分のやり方、自分の考えを正しいとして、自分の床
にしがみついていませんか。それが自分を不自由にしてきた
ことをなぜ認めないのでしょうか。今日、素直に主の言葉に
従い、握りしめてきた生き方を捨て、立ち上がりませんか。

①心の中 ②心の中 ③赦す/罪

②レビは主の言葉によって、これまでの______いる人生から、
_________って従う人生に大転換しました。具体的にどのよ
うな変化が彼の日常生活、価値観、人生の目的などの領域に
生じたでしょうか。それはなぜですか。【適用】あなたも古
いマンネリ化した主に喜ばれない閉ざされた場に座り続けて
いませんか。あなたを広い働きの場へと招く主の声が、心の
内に聞こえませんか。

③レビはなぜ、即座に立ち上がり、______う事ができたので
しょうか。その決断のもたらす結果を十分に考えた末の事で
しょうか。【適用】あなたにとって、今日が、人生の転機と
なる日ではありませんか。あなたも主の器として新しい働き
に召されていませんか。なぜ、躊躇するのでしょうか。

②奇蹟 ③すぐ
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 27－
27

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 28－
28

１２月２７日(火)【#21
１２月２７日(火)【#21】
#21】 マルコ ２：１５－１６

１２月２８日(水)【#22
１２月２８日(水)【#22】
#22】 マルコ ２：１７

《主は誰の友ですか》
① 15 節の彼とは誰の事ですか。なぜ、彼は自分の家におお
ぜいの__________や_________を招いたのでしょうか。そこ
には、彼のどんな性格、生き方が現れていますか。【適用】
あなたは、自分が________________である事をどのように人
々に知らせていますか。旗幟鮮明にしていますか。自分の人
生の中心に________がおられることを明らかにしています
か。そして、同じ________を持つようにと、勧め、祈ってい
ますか。

《罪人を招くために》
①イエス様はなぜ医者と_______との関係を取り上げたので
しょうか。主はどんな意味で医者なのでしょうか。また、誰
が______なのでしょうか。【適用】あなたは体の健康のため
にはどの位、心と時間と労力を注いでいますか。またどんな
時、医者に行きますか。同じ位、自分の心、魂、霊の事に心
を用いていますか。問題を感じた時、どこに行きますか。

②イエス様は_________や_______と一緒に________の交わり
を持つ事を通じ、何を明らかにしているのでしょうか。彼ら
が大勢、主に_____ったのは、なぜだと思いますか。【適用】
あなたは家の________に人々を招いていますか。心打ち解け
て、語り合う交わりを築いていますか。人を差別していませ
んか。人々から嫌われている人達の友にさせて下さいと祈っ
ていますか。

②主は___________達を健康な_______人と認めているのでし
ょうか。なぜ正しい人を招くために来たのではないと言われ
たのでｙそうか。自分を正しい人と思う人達は主に対してど
のような態度を取りましたか。【適用】あなたは自分をどの
ように評価していますか。周囲の人達との比較で考えていま
せんか。あなたがどんな人かは、何によって正確に知ること
ができるのでしょうか。今日、自分の心を見つめましょう。

③パリサイ人や____________達は、どのように人を見ていま
すか。彼らはなぜイエス様の行動を非難するのですか。どう
して、自分達と違った行動をする主の心を理解しようとしな
いのでしょうか。【適用】あなたも、人を固定観念をもって
見ていませんか。自分を高い所に置いていませんか。自分と
違った判断、行動をしている信仰者から学ぼうとする謙遜な
心をもっていますか。自分のやり方を絶対化し、人に押しつ
けていませんか。反省しましょう。

③なぜ主は_________を招くのでしょうか。主の招きに応じ
た人はどのような結果を手に入れることができますか。主は、
_____の医者として、どのような癒しを与えて下さいますか。
【適用】あなたはどうして主を救い主として信じるようにな
ったのですか。パウロのように、自分を________のかしら(テ
モテ第一 1:15)と認めていますか。どこからその認識は与え
られるのでしょうか。律法学者達と比較して考えましょう。
また、主によって、あなたは何を与えられましたか。数えて
みましょう。そして、主に感謝しましょう。

①収税所/レビ/群衆/招き ②座って/立ち上が ③従

①取税人/罪人/クリスチャン/イエス様/信仰 ②取税人/罪人/食卓/従/食卓 ③律法学者
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 29－
29

途 上の歩 み

２０１１年 １２月

－ 30－
30

１２月２９日(木)【#23
１２月２９日(木)【#23】
#23】 マルコ ２：１８－２０

１２月３０日(金)【#24
１２月３０日(金)【#24】
#24】 マルコ ２：２１－２２

《花婿と共にある日々》
①なぜ、ヨハネの弟子達は_________をしていたのでしょう
か。彼らとイエス様の弟子達とは立場がどのように違ってい
たのでしょうか(ルカ 16:16)。____________のヨハネは、ど
のように主の道備えの役目を果たしていましたか。【適用】
あなたの歩みの中にも、ヨハネの弟子的な理解からイエス様
の弟子的生き方へと帰られていくプロセスはありませんでし
たか。律法的生き方から________的生き方へ変えられません
でしたか。

《新しい主の導きのままに》
①イエス様は真新しい______によって、何を表し、古い_____
を何にたとえていますか。このたとえで、イエス様はご自分
がなさることはどのような事でなく、どのような事であると
語っているのでしょうか。【適用】教会は_______的だと言わ
れます。時代に_________ていると指摘されます。なぜ、教
会は、旧態依然としたあり方を続けてしまうのでしょうか。
何が問題なのですか。コリント第二 4:16 から考えましょう。

②なぜ花婿と_________の事を持ち出したのでしょうか。花
婿とはだれのことですか。なぜ、花婿と一緒にいると________
をしないのでしょうか(伝道者 3:1)。
【適用】あなたは自分を
花婿と共にいる友達だと感じていますか。それとも葬儀に列
席している者のように感じながら生活していますか。あなた
のクリスチャン生活のベースは何ですか(詩篇 16:11)。パリ
サイ 人やヨ ハン の弟子 の基本と何 が違うので しょうか。
______福音的な歩みをしていますか。

②新しい_______の特徴は何ですか。どうして古い_______に
入れてはいけないのですか。主を信じたと告白しながら、今
までの生活を続けることは可能ですか。なぜ、バプテスマを
受け公にクリスチャンとして生きる事を躊躇する人がいるの
でしょうか。【適用】あなたの内におられる_______様は、生
き生きとされていますか。あなたの頑なな_____の心が、「変
わらないあなた」にしていませんか。今日、御言葉に素直に
従って、________様に満たされる事を追い求めませんか(エ
ペソ 5:18)。

③花婿が____________る時とはいつの事を指しているのです
か。なぜ、その日には_________をするのですか。【適用】あ
なたは、__________にかけられた主をどんな思いで見つめま
すか。主がそこで語られた_____つの言葉をどう受けとめて
いますか。_________した主の前にどんな思いをもってひれ
伏し、主と共に今をどんな心で歩んでいますか。あなたの日
々は主といつもつながっていますか。

③【適用】問題の解決は________案にはありません。むしろ、
いつも、教会はどの原則に従って決断すべきでしょうか。
「_______がありません」と反対したり、
「リスク」を恐れず、
教会は大胆に新しい________を採用する事が求められていま
す。あなたは変化を____ぶ体質になっていますか。どうなる
かわからないからこそ、一歩踏み出す積極さをもっています
か。パウロの見本に従って、あなたは過去に縛られず、前に
向かって一心に走っていますか(ピリピ 3:13-14)。

①病人/病人 ②律法学者/正しい ③罪人/魂/罪人

①断食/バプテスマ/福音 ②友だち/断食/福音 ③取り去られ/断食/十字架/７/復活
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途上 の歩み

２０１１年１２月

－ 31－
31

１２月３１日(土)【#25
１２月３１日(土)【#25】
#25】 マルコ ２：２３－２６
《規則を破る》
①弟子達は、なぜ_____の穂を摘み始めたのでしょうか。そ
の行為が____________達から非難される行為だと知らなかっ
たのでしょうか。そうならば、なぜ知らなかったのでしょう
か。それとも知りながら、あえてしたのであれば、その理由
は何でしょうか。【適用】主の弟子として、時には、古い間
違った教えや規則は、あえて破る事が必要だと思いますか。
アメリカの公民権運動の発端は、黒人差別の規則を一人の黒
人女性が破った事から始まりました。あなたも大胆な行動を
主から求められていませんか。

②____の____を摘む事がなぜ__________を破ることになるの
でしょうか。なぜ、このような考え方が正しく、神様に忠実
な事と考えられるようになってしまったのでしょうか。第
_____戒め(出エ 20:8)の中心点は何でしょうか。【適用】あ
なたも規則の_______を忘れ、規則を杓子定規に人を____き、
自分の____を主張するための道具にしていませんか。また人
を_______し、自分を誇る材料にしていませんか。

③イエス様が取り上げたダビデの行動は、______以外に食べ
てはならない______に献げられたものを、規則を破って自分
達が食べたということでした。なぜ、それは正しいのでしょ
うか。神様にとって大切なことは何ですか。【適用】あなた
は、規則を守る方を人の必要に応える事よりも大事に思って
いますか。もっと臨機応変に人が_______ることを第一に、
対応すべきではありませんか。自分が責められる事を覚悟し
て、_____による決断をすべきではありませんか。

①布切れ/着物/保守/乗り遅れ ②ぶどう酒/皮袋/御霊/御霊 ③折衷/前例/あり方/喜
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