途上の歩み

２０１２年１月

１月１日(日)【#26
１月１日(日)【#26】
#26】

－ 1－

マルコ ２：２７－２８

途上の歩み

２０１２年１月

１月２日(月)【#27
１月２日(月)【#27】
#27】

－ 2－

マルコ ３：１－３

《安息日の主》
①当時は、人間が、安息日のために造られたような状況にな
っていました。どんな点でしょうか。だれが、どんな理由で
安息日を人々の重荷にしてしまったのでしょうか(マタイ
23:4)。
【適用】それ自体は良い事であっても、人々に苦しみ
を与える結果になる事がたくさんあります。あなたの几帳面
さや潔癖さが弱い人の重荷になっていませんか。自分ができ
る事でもって、人を裁き、見下し、非難し、心を傷つけてい
ませんか。

《片手なえた人》
①イエス様は何のために_______に入られたのですか。イエ
ス様は当時の既成の宗教に対して、どんな態度をとっておら
れたのでしょうか。最初から対決姿勢でしたか。バプテスマ
のヨハネとの違いはどこにありましたか。【適用】あなたは
荒野に引きこもっていますか。それとも______や取税人の友
となっていますか。あなたはどのようにして世の____、地の
____となっていますか。

②どのような理由から人間のために安息日は造られたのでし
ょうか。安息日がある場合とない場合と比較して考えてみま
しょう。【適用】あなたは十分に神様が備えてくださった礼
拝の日を生かして用いていますか。自分の都合や肉の____に
左右された教会生活を送っていませんか。主のお心にふさわ
しく主日を尊び、生かすためにはどうしたら良いでしょうか。

②________達にとって_______なえた人はどんな対象でした
か。一方、イエス様にとってはどのような存在でしたか。な
ぜ、一人の人を見る見方がこのように真反対になってしまう
のでしょうか。
【適用】あなたは人を_______のために利用し
ていませんか。自分の_____に立つかどうかでランク付けし、
自己実現のための______のようにみなしていませんか。どう
したら主と同じ見方をもって痛んでいる人、弱い人、重荷を
負っている人に接することができるようになるでしょうか。

③人の子とは誰のことですか。その方こそ、安息日の_____
であり、安息日をどのように位置づけるか、その日に何をす
べきかを決定する_______があるのです。この事でイエス様
は弟子達を批判した___________達に何を示そうとされたの
でしょうか。【適用】安息日にも____であるお方は普段の日
もまた_____であります。あなたはそのお方に日々、従って
いますか。そのお方の権威を認め、そのお方の前にどのよう
に歩んでいますか。クリスチャンであることの意味をもう一
度思い巡らしましょう。

③片手なえた人はどこにいましたか。彼はどんな思いで_____
に集っていたと思いますか。主は、なぜ彼を人々の目が集中
する_________へ出てくるように言ったのでしょうか。
【適用】
あなたはどこが片手_______人と似ていますか。どんな気持
ちで礼拝に参加していますか。あなたは個人的に自分に呼び
かける主の声をメッセージの中から聞き取っていますか。会
堂の_______に閉じこもっていませんか。今日こそ、主の前
に人々の目を気にせず、出て行く時ではありませんか。

①麦/パリサイ人 ②麦/穂/安息日/４/精神/裁/義/見下 ③祭司/神様/生き/愛

②主 ③主/権威/パリサイ人/主/主
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途上の歩み

２０１２年１月

１月３日(火)【#28
１月３日(火)【#28】
#28】

－ 3－

マルコ ３：４－６

途上の歩み

２０１２年１月

１月４日(水)【#29
１月４日(水)【#29】
#29】

－ 4－

マルコ ３：７－１２

《手を伸ばしなさい》
①主の問いかけに対して、なぜ___________達は何も答えず
______ていたのでしょうか。彼らは自分達が何を考えている
かを主に見抜かれたと感じたでしょうか。彼らの心はどんな
心でしたか。【適用】あなたは自分の心にやましい思いがあ
るとき、どんな気持ちになります。その時、神様にどのよう
な態度をとっているでしょうか。今日、主の前に素直になり
ましょう(詩篇 139:1~)。

《みもとに来る大ぜいの人々》
①イエス様の身元に来た人達はどこからやってきましたか。
地図で調べ、その地域の広がりを把握しましょう。マルコは
_____度、__________という言葉を使用していますが、どう
してでしょうか。また 6 節の記述から何が対比されていると
言えますか。【適用】なぜ、今、教会に人々はやって来ない
のでしょうか。どうしたらイエス様の所に今も人々が来るよ
うになるのでしょうか。あなたに与えられた使命は何すか。

②イエス様は片手なえた人の手を触りましたか。薬を塗りま
したか。片手なえた人は「手を伸ばしなさい」と言われた時、
なぜ「そんな事言われても、私にはできません」と言わなか
ったのでしょうか。信仰とはどのようなものと言えますか。
【適用】あなたは主に従うより、従えない________をたくさ
ん言っていませんか。結局、あなたは________によって歩い
ているのではなく、目に見えるものや自分の力で生きている
のではありませんか。今日、伸びない手を伸ばしてみません
か。

②人々がやってきた理由は何ですか(8,10)。やってきた人達
の抱えていた大きな問題は何だったのでしょうか。なぜ、彼
らはイエス様に_________と押しかけて来たのですか。主が
________を用意させたのはなぜですか。それが可能だったの
はなぜですか。【適用】あなたは日々、どんな思いをもって
主のもとに行きますか。自分にはどうにもならない事柄があ
る事を認め、イエス様に助けを切に求めていますか。本当に
求めるべき事を見極めず、単なるその場、その場のうわべの
解決を求めていませんか。また、あなたのこれまでの経験は
主にどのように用いられていますか。

③パリサイ人達と________の者達との関係は、犬猿の仲でし
た。どうしてですか。なのに、なぜ、この時、_______に二
つのグループは一つになったのでしょうか。これは何を表し
ていますか。【適用】サタンはどんな方法を用いて、教会を
攻撃してきますか。あなた自身の心の中に、今もなお、同じ
傾向性がありませんか。自分の_____の思いを先立て、徒党
を組んだりしていませんか。

③ここでも主はご自身のことを__________ようにと_______
霊どもに厳しく命じていますが、なぜですか。おおぜい人々
が集まっている事と関連して考えましょう。【適用】主がご
自分が誰であるかを人々の前に証言してほしいと誰に願って
いますか。その証言が人々に受け入れられるためには、何が
必要でしょうか(マルコ 5:19,使徒 1:8)。あなたはその人と
なっていますか。あなたの言葉は信頼されていますか。

①会堂/罪人/光/塩②パリサイ人/片手/自分/役/道具③会堂/真ん中/なえた/片隅/

①パリサイ人/黙っ ②理由/信仰 ③ヘロデ党/すぐ/肉
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途上の歩み

２０１２年１月

１月５日(木)【#30
１月５日(木)【#30】
#30】

－ 5－

マルコ ３：１３－１５

途上の歩み

２０１２年１月

１月６日(金)【#31
１月６日(金)【#31】
#31】

－ 6－

マルコ ３：１６－１９

《召された弟子達》
①なぜ、イエス様は_____に登り、そこに_____弟子達を呼び
寄せたのでしょうか(出エ 19:20)。主はどんな人達を_______
になったのでしょうか。パウロは、______に任命されるべき
人達の資質について記していますが(テモテ第一 3:1-7)、な
ぜ、イエス様はどんな理由で_____人を選んだのかを明示し
なかったのでしょうか。【適用】あなたは自分が主によって
召し出された者と確信していますか。なぜ自分が召されたか
わかりますか(コリント第一 1:26-29)。あなたを通して、神
様はどんな事をされるのでしょうか。

《名前のリストから》
①なぜ、マルコはシモンの後に彼の________であるアンデレ
の名前を置かず、ヤコブと彼の________ヨハネの名前を置い
たのでしょうか(5:37,9:2,14:33)。また最初の三人について
は、イエス様は_________をつけました(マタイ 16:18,ルカ
9:54)。それぞれ、どんな意図からでしょうか。【適用】あな
たは神様に対して、不公平、不平等だと思っていませんか。
自分が神様に正当に評価されていないと思っていませんか。
神様の弟子達の扱い方について、あなたが肝に銘じるべきこ
とは何でしょうか。

②主が______人を召して、_______に置いた理由は何だと思
いますか。彼らの使命は何でしょうか。その使命を果たすた
めに彼らに何が与えられましたか。主は少人数の弟子達を訓
練し成熟した_________として整えるために、ご自分の多く
の時間と力を注ぎました。それはどうしてでしょうか。【適
用】あなたは主から訓練を受けたいと思いませんか。どうし
たら、主の器として整えられるでしょうか。何をどのように
祈り求めたらよいでしょうか。

②_______はこの箇所とマタイ 10:3 だけに名前が記されて
います。彼がどんな職業、人物であったか、また使徒として
どんな業績をあげたか、まったくわかりません。またもう一
人のシモンについては___________だったことだけがわかっ
ています。このような人達が１２弟子の中にいることは何を
表していますか。【適用】あなたはキリスト教界の中で知ら
れた存在ですか。あなたが主のために、教会のためにしてき
た事は、多くの人達から評価されましたか。あなたの慰めと
喜びはどこにありますか(ルカ 10:20)。

③【適用】教会が成長するためには、少人数の信徒が選別さ
れ、一定の弟子訓練を受けた後、教会内で特別な権威を与え
られる事が必要だといいます。あなたはどう思いますか。良
い点と危険な点をあげてみましょう。あなた自身は弟子訓練
を受けたいと思いますか。

③なぜ、____________のユダが選ばれたのでしょうか。マル
コはどんな思いをもって彼がイエス様を________事実を書い
たと思いますか。彼の存在は何を私達に教えてくれますか。
【適用】_______のたとえはこのユダの問題に示唆を与えて
くれますか(マタイ 13:24)。また、________網による天国の
たとえ(マタイ 13:47~)はどうでしょうか。あなたはあきら
めないでどこまでも愛を注いでいく心をもっていますか。

①３/大ぜい ②さわろう/小舟 ③知らせない/汚れた

①山/１２/お望み/監督/１２ ②１２/身近/リーダー
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途上の歩み

２０１２年１月

１月７日(土)【#32
１月７日(土)【#32】
#32】

－ 7－

マルコ ３：２０－２２

《うわさと偏見》
①この「家」とはどこの家のことですか(2:1)。その場所は
どんな役割を果たしていたのでしょうか。また「みな」とは
誰のことを指していますか。彼らはどんな気持ちで日々を歩
んでいたと思いますか。
【適用】あなたは自分の_____を主の
働かれる場所として提供しませんか。具体的にどんな事をそ
の場所を用いてできるか考えましょう。またあなたの忙しさ
は主の忙しさとどこが違いますか。自分の忙しさの理由、原
因、目的を主の前に点検しましょう。

②イエス様の________の者達は、何を根拠に、イエス様をど
のように評価しましたか。どこに主を__________そうとした
のですか。彼らの行動は正しかったですか。【適用】あなた
も人の_________を鵜呑みにして、間違った人物評価をして
いませんか。善意からであっても、自分が受け入れられる場
に人を留めるような働きをしてませんか。なぜ、________の
導きに従わず、肉で物事を見続けるのですか。

途上の歩み

２０１２年１月

１月８日(日)【#33
１月８日(日)【#33】
#33】

－ 8－

マルコ ３：２３－２７

《悪霊どもの追い出し》
①彼ら(23)とは誰のことですか。なぜ主は_______で語られ
たのでしょうか(4:33,マタイ 13:13)。そして、弟子に対し
てはどのようにされましたか(4:34)。【適用】今、主はたと
えの正しい理解をどのように教えてくださいますか(ヨハネ
16:13)。生活の中に起こる様々な事柄をあなたは正しく信
仰によって理解し、受け取り、決断していますか。

②__________達の理解は何が間違っていたのでしょうか。イ
エス様が_______どもを追い出した事の唯一の説明は何でし
ょうか。なぜ、その事を彼らは認めようとしないのでしょう
か。【適用】あなたも時々、自分でも屁理屈と感じている事
を頑なに主張し続けていませんか。なぜ、素直に自分の誤り
や失敗を認めないのでしょうか。今日、正直に神様と人の前
に自分の愚かさ、頑なさ、間違いを認めませんか。

③律法学者達は、何のために___________から来たのですか。
彼らはイエス様が________どもを追い出している事実を認め
ていますか。なぜ、そこに神様の働きを見ず、___________
に取りつかれた結果だと断定するのでしょうか。彼らの論理
は正しいでしょうか。【適用】あなたも偏見で物事を見てい
ませんか。結論が先にあって、人を評価していませんか。ど
うしたら神様の働きを神様の働きとして認め、受けとめるこ
とができるのでしょうか(ルカ 10:21)。あなたは_______の
心をもって歩んでいますか。

③強い人とは誰を指していますか(27)。_______を略奪する
行為は何をたとえていますか。究極的にこのたとえでもって
イエス様は何を明らかにしていますか。【適用】イエス様の
_________の死によって、あなたに何をもたらされたのでし
ょうか。あなたはもはや強い人に支配されることなく、個々
の戦いにおいて________を得る力を与えられたのです。なぜ、
敗北の日々を送り続けるのですか。今も単純に主はあなたに
何と呼びかけていますか(イザヤ 45:22)。信仰によって主を
________ましょう。

①兄弟/兄弟/あだ名 ②タダイ/熱心党員 ③イスカリオテ/裏切った/毒麦/地引き

①家 ②身内/連れ戻/うわさ/御霊 ③エルサレム/悪霊/ベルゼブル/幼子
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途上の歩み

２０１２年１月

１月９日(月)【#34
１月９日(月)【#34】
#34】

－ 9－

マルコ ３：２８－３０

《聖霊を汚す罪》
①この言葉は誰に語った言葉ですか。彼らに何を悟ってほし
いと願いながら、イエス様はこの言葉を語ったのでしょうか。
彼らは、今、どんな罪を犯したのでしょうか。その罪は赦さ
れるのでしょうか。【適用】あなたは自分が過去に犯した罪
を今も引きずっていませんか。主は「________な罪も赦され
る」と宣言しています。自分で自分を赦さない事は正しい事
でしょうか。信仰とはどのようなものですか。

途上の歩み

２０１２年１月

１月１０日(火)【#35
１月１０日(火)【#35】
#35】

－ 10－
10

マルコ ３：３１－３５

《私の母、兄弟、姉妹》
①イエス様の母________や_______達は、何のためにイエス
様の所に来たのでしょうか(21 節を参照)。集は自分が母達
に呼ばれた理由を知っておられたのでしょうか。【適用】あ
なたも今までと違ったやり方や行動を取る主の器に対して、
どん名気持ち、態度ををとりがちですか。新しい主の働きを
あなたの狭く無知な心が妨げていませんか。

②聖霊を________者とは、どのような人のことを言うのでし
ょうか。なぜ、その人は________に赦されないのでしょうか。
神様は愛であるのに、どうして、赦さないのでしょうか。
「神
様の愛があまりに大きいので、地獄は空っぽになってしまう」
という表現は正しいと思いますか。【適用】あなたは、主の
前で自分の罪を罪と認めていますか。主に自分の罪を素直に
告白していますか。その時、どんな結果を得ますか(ヨハネ
第一 1:9)。どうして自分の罪を認める事ができるのだと思
いますか。

②なぜ主は人々に「母とは、兄弟とはだれか」と尋ねたので
しょうか。これまでの概念と全く違う人間関係を主は打ち立
てるのです。どのようなものでしょうか。【適用】あなたは
今もなお_____の関係に縛られていませんか。主は何と語っ
ていますか(マタイ 10:34 以下)。大事なのは____のつながり
ですか。あなたは不徹底な生き方をしていませんか。

③_________の罪とは、_____に至る罪(ヨハネ第一 5:16)の
事です。誰が_______の地獄の苦しみを味わうのでしょうか。
イスカリオテのユダは、悔い改める機会をどの位、与えられ
ていたと思いますか(ヨハネ 13:25-27)。なぜ、彼は自ら____
をつって自死してしまったのでしょうか(マタイ 27:5)。彼
とペテロとの違いは何ですか。【適用】自分の______を主張
し続けている人は、なぜイエス様を救い主と信じる事ができ
ないのでしょうか。信じない者は自らに何をもたらしますか。
また自分を責め続けて、十字架の主の血による______を受け
入れない人はどうなりますか。十字架につけられた犯罪人は
どうして救われたのですか。あなたは救われていますか。

③誰を指して主は「わたしの母、兄弟達です」と語ったので
しょうか。私達が真に深い密接な切り離せない愛の関係をも
つ者となるためには、何が必要なのでしょうか。どのような
生き方が、神様の_________を行う生き方なのでしょうか。
【適
用】あなたにとって主に従うことは苦痛ですか。それとも喜
びですか。自分のために時間を使うことと主のために時間を
用いることとどちらを選びますか。知識でなく、行いをもっ
て、主の弟子であることを明らかにしていますか。肉の家族
との間に経験できなかった愛を____の家族の中に見出してい
ますか。あなたは誰の兄弟姉妹となっていますか。

①たとえ ②律法学者/悪霊 ③家財/十字架/勝利/仰ぎ見

①どん ②汚す/永遠 ③とこしえ/死/永遠/首/義/赦し
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途上の歩み

２０１２年１月

１月１１日(水)【#36
１月１１日(水)【#36】
#36】

－ 11－
11

マルコ ４：１－９

途上の歩み

２０１２年１月

１月１２日(木)【#37
１月１２日(木)【#37】
#37】

－ 12－
12

マルコ ４：１０－１３

《聞く耳のある人》
①なぜ、主は他の場所ではなく,湖の________で群衆に向か
って教えるのでしょうか。また_____に乗り、_____をおろし
て教えられたのでしょうか。主の行動の原則をみいだせます
か。【適用】あなたは考えて行動していますか。ただ惰性や
衝動、感情で行動していませんか。主のどんな点を弟子とし
て見習うべきでしょうか。

《たとえで語る》
①「いつもつき従っている人達(followers)」とはどんな人の
ことを指していますか。彼らは、なぜ、イエス様_____にな
った時に、質問したのですか。また、「________とともに」
と書かれているのは、どうしてでしょうか。【適用】あなた
は聖書の言葉の意味がわからないのに、_______がって、質
問せずにいませんか。大切なのは、どんな姿勢ですか。

②この章には、_______がいくつも記録されています。なぜ、
その最初に_________のたとえをマルコは載せたのでしょう
か。【適用】あなたはどんな心で主の教えに耳を傾けていま
すか。礼拝メッセージを聞く時、ディボーションの時、あな
たの心はどんな状態でしょうか。鳥が絶えず来てあなたの思
いを他に向けさせていませんか。幼子の心を失っていません
か。目に見える事に捕らわれ過ぎていませんか。

②神の国の________とは何を意味しますか。それは、どんな
人に明らかにされるのでしょうか(マタイ 11:12)。では、た
とえであることは、他の人達にとっては、どんな結果につな
がりますか。それは誰の責任でしょうか。【適用】あなたは
真剣に御言葉を知りたいと願っていますか。真理の深みへと
導いて下さいと祈っていますか。御言葉の真理を発見した喜
びを経験したことがありますか。それとも今も聖書は閉ざさ
れたままでしょうか。

③「_____のある者は聞きなさい」と主は言われますが、ど
んな人が_____のある人なのでしょうか。またイエス様のメ
ッセージに感動しない人、恵まれない人、批判的な気持ちに
なる人、３０点しかつけない人がいるのは、なぜでしょうか。
どうして、すべての人が悔い改め、恵みに満たされるメッセ
ージをイエス様はなさらないのでしょうか。【適用】あなた
は牧師のメッセージをどんな思いで聞いていますか。メッセ
ージから何も益を受けないとしたら、何が問題でしょうか。
語る者が問題ですか。聞く者が問題ですか。

③弟子達が_________のたとえの意味が理解できなかった事
は、彼らがどのような存在である事を明らかにしていますか。
また、このたとえを理解することはどれほど重要なことなの
でしょうか。【適用】あなたもこの時の弟子達と同じかもし
れません。しかし、彼らは後には奥義を知る者へと成長しま
した。どうしてですか。あなたも同じプロセスを通って行け
ますか。主はあなたにどうなることを期待していますか。

①マリヤ/兄弟 ②肉/血 ③みこころ/神

①ほとり/舟/腰 ②たとえ/種蒔き ③耳/耳
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途上の歩み

２０１２年１月

１月１３日(金)【#38
１月１３日(金)【#38】
#38】

－ 13－
13

マルコ ４：１４－２０

《種蒔きのたとえ》
①ある人がこのたとえを聞いて、
「種まきをする人が問題だ。
良い地にだけ種を蒔けばもっと効率的に良い結果が得られ
る。風習の強い田舎ではなく、伝統や地域の縛りのない都会
でこそ、福音を蒔くことに全力をあげるべきだ」と指摘しま
した。このようなたとえの理解は正しいでしょうか。

②別の人が言いました。「種蒔きのたとえは、福音は無差別
にあらゆる形で人々に提供すべきで、無駄とか効率とかは考
えるべきではない事を教えている。パンを_______に投げよ
(伝道 11:1)との命令と同じだ。とにかくトラクト配布、チ
ラシ配り、ラジオ放送等あらゆる媒介を用いて無差別に福音
を届ける努力をすべきだ。たくさん蒔く時にこそ、良い地に
落ちる可能性が増えてくるからだ。」と。その解釈はどう思
いますか。

③たとえの解釈は「中心点を的確にとらえること。すべての
言葉に意味を持たせたり、自分の考えを読み込むような事は
してはいけない」と言います。では、この種蒔きのたとえの
ポイントは何でしょうか。主はこのたとえを通して、誰が、
何に気づき、どのように決断し行動することを願っているの
でしょうか。【適用】あなたは自分に語りかけられているた
とえだと感じていますか。どうして、そのように感じるので
すか。あなたは耳ある者として、今、このたとえから何を聞
き、何を決断しましたか。

①だけ/１２弟子/恥ずかし ②奥義 ③種蒔き
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途上の歩み

２０１２年１月

１月１４日(土)【#39
１月１４日(土)【#39】
#39】

－ 14－
14

マルコ ４：１０－２０

《三種類の土地》
①________は、どのようにして、蒔かれた福音をすぐに持ち
去ってしまうのでしょうか。また________のような心とは、
どんな心を指すでしょうか。どのような人がその心をもって
いますか。【適用】クリスチャンホームで育った人の中にも
この部類に属する人がいます。どうしてそのような心になっ
てしまうのでしょうか。クリスチャンの中にもいます。何が
原因でしょうか。

②岩地の特徴は何でしょうか。なぜ______に喜んで受け入れ
るのに、また_______に聖書から離れてしまうのでしょうか。
彼らの御言葉を歓迎した目的、願いは何だったのでしょうか。
【適用】あなたはイエス様の招きの言葉を真剣に聞き、従う
事を決断しましたか(ルカ 9:23~)。御利益宗教とどこが違う
のでしょうか。人に優しいメッセージを聞いて、信じた人達
はどんな結果になりやすいですか。岩地でなくなる可能性は
あるのでしょうか。

③_______が育っている地とは、道ばたや岩地とどんな点で
違う心を示していますか。また岩地の場合は_______とか
______とか外側からくる攻撃が主に背く原因になりますが、
この３番目の人の場合は、______から出てくるさまざまな思
いが信仰の_______を妨げ、________の思いを引き出し、ど
んな実のない者に留まらせるのでしょうか。

②水の上
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途上の歩み

２０１２年１月

１月１５日(日)【#40
１月１５日(日)【#40】
#40】

－ 15－
15

マルコ ４：１４－２０

途上の歩み

２０１２年１月

１月１６日(月)【#41
１月１６日(月)【#41】
#41】

－ 16－
16

マルコ ４：２１－２３

《祝福される良い地》
①良い地とは、どんな土地の事ですか。これまでの３つと比
較して考えてみましょう。また、御言葉を____________ると
は、どういう事でしょうか。【適用】あなたは自分の考え、
感情、習慣等よりも、_________を第一に生きていますか。
自分の心を _________によって点検し、反省し、悔い改め、
新しい歩みをしていますか。

《あかりを燭台の上に置く》
①あかりとは何をたとえていますか。それが闇に輝く_____
であるイエス様であれば、どのように理解できますか。燈台
とはどこでしょうか。
【適用】あなたは日々の生活において、
イエス様をどこに置いていますか。主を心の________に迎え
ていますか。あなたを通して主の______が周囲の人々を照ら
していますか。

②一粒の種が実を結ぶのは、種自身の力によるのですか。良
い地は、種が実を結ぶまでの間、どのような状態に、誰によ
って保たれるのでしょうか。【適用】土地を群れとしての教
会に当てはめた場合、またあなた自身に当てはめた場合につ
いて、それぞれ考えてみましょう。教会やクリスチャンは何
も努力をしなくても、実は自動的に実っていくと、あなたは
考えていますか。あなたの役割は何ですか。

②主が来られたのは、何のためですか。主の語る_____は今
は_________によって語られ、多くの人々にとって________
いますが、主は______、現れると宣言します。実際、どのよ
うに明らかにされましたか。また、この地に来られた主(ヨ
ハネ 1:4)は、どのように________いるもの(即ち_____)を明
らかにしますか。また、何によってそれらは___________さ
れているのでしょうか。【適用】今日、あなたも主の前に素
直に告白しませんか。神様はどんな約束をして下さっていま
すか(ヨハネ第一 1:9)。

③なぜ、結実の結果が３０倍、_______倍、百倍と、三グル
ープに分けられているのですか。この実とは具体的に何をた
とえているのでしょうか。
【適用】あなたはどんな実を何倍、
結実していると考えられますか。他の人と比較して落ち込ん
でいませんか。どうしたら、今後、さらにその実が増える良
い地となることができるのでしょうか。

①サタン/道ばた ②すぐ/すぐ ③いばら/困難/迫害/内側/成長/つまずき
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③どうしたら_________のある者になれるのでしょうか。ま
た、聞いて、どうする事が求められているでしょうか(ヤコ
ブ 1:22,マタイ 23:3)。
【適用】あなたは聖書の言葉に心ささ
れた経験がありますか。御言葉の前に自分を振り返り、「お
言葉ですから」と従う決断をした事がありますか。どんな心
の状態の時でしたか。また聖書を読んでも字面を追うだけの
無味乾燥な時を味わった事はありませんか。どんな時だった
でしょうか。常に__________のある者として御言葉に向かう
ために、今日、あなたは何を決断すべきでしょうか。

①受け入れ/みことば/みことば ③６０
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途上の歩み

２０１２年１月

１月１７日(火)【#42
１月１７日(火)【#42】
#42】

－ 17－
17

マルコ ４：２４－２５

《人を量るはかり》
①主は「聞いていることによく___________さい」と命じま
した。一体、どのような聞き方をすることが大事なのでしょ
うか。【適用】あなたは、礼拝メッセージを評論家の聞き方
をしていませんか。求めも、真剣さもなく、惰性と慣れで聞
き流していませんか。今日こそ、主の命令を自分への個人的
な命令として誠実に受け取るべき時ではありませんか。

②主はどのような________で人を量ることが大事だと言って
いるのでしょうか。どうしたらさらに_________えられるの
でしょうか。【適用】あなたは非難の言葉、裁く言葉、見下
す言葉と人をほめるポジティブな言葉とどちらを多く使って
いますか。信頼の心よりも不信感で人を見ていませんか。イ
エス様はどんな人達を信頼し、大事な使命を託しましたか。
あなたも量りをイエス様の量りに替えませんか。

③何を持っている人の事を主は念頭においているでしょう
か。なぜ持てる者はさらに持てる結果になるのでしょうか。
それは不公平、格差社会を是認する言葉ですか。【適用】あ
なたは何を主から与えられていますか。それを用いています
か。あなたは自分のためにではなく、________のために、_____
や________を用いていますか。自分の世界に閉じこもってい
ますか。

①光/王座/光 ②真理/たとえ/隠されて/必ず/隠れて/罪/おおい隠 ③聞く耳/聞く耳
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途上の歩み

２０１２年１月

１月１８日(水)【#43
１月１８日(水)【#43】
#43】

－ 18－
18

マルコ ：２６－２９

《人知れず、人手によらず》
①神の国とは何を指していますか。種とは、どこに蒔かれた
種でしょうか。いつ、どのようにその種は_____を出します
か。ここでは、何が強調されていますか。【適用】あなたは
自分の努力で____をださせようとしていませんか。人が信じ
るプロセスで、あなたのすべきことは何ですか。

②種が実を結ぶまで、どんな過程を通りますか。それは、具
体的にどんな内容の事を意味しているのでしょうか。また、
その成長には、_________は全く不必要だと言っているので
しょうか。【適用】あなたの教会の働きに関して、この主の
言葉はどんな慰め、励ましとなりますか。あなたは種の中に
すでに含まれている神様の______、_____の偉大さを信じて
いますか。信じているなら、あなたのなすべき役割は一体、
何だと思いますか。焦らず、忍耐強く、あなたは何をし続け
ようと思いますか。

③実が_____す時まで、どんな心をもって____を蒔いた後の
過程を歩んで行くことが必要でしょうか。なぜ_______に、
かまを入れると述べるのでしょうか。この人とは誰を指して
いますか。
【適用】すべての営みには______がある（伝道者 3:1
）ことをあなたは信じていますか。今はどんな時でしょう
か。信仰の目をもって、今を見ていますか。そして、______
の時に備えて、あなたはどんな準備をしていますか。

①注意しな ②はかり/増し加 ③他者/愛/賜物
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途上の歩み

２０１２年１月

１月１９日(木)【#44
１月１９日(木)【#44】
#44】

－ 19－
19

マルコ ４：３０－３２

《生長するからし種》
①神の国はどんな意味で____________のようなものでしょう
か。その特徴から考えましょう。【適用】実際のキリスト教
の歴史を通して、このたとえが正しかったことを、あなたの
言葉で説明できますか。

②ある人が「_________種が一番_________種と言っているが、
もっと小さい種がある。聖書は________のない神の言葉とは
言えない」と指摘しました。あなたはどう答えますか。【適
用】あなたは、聖書の言葉が語られた時と場を理解して解釈
していますか。言葉の使用法、意図、強調などを考慮してい
ますか。もっと御言葉を解釈する学びをする必要を感じませ
んか。

③小さい_____が、大きく____を張るほどに大きくなるのは、
どうしてでしょうか。主はその事から何をしっかりと受けと
める事を弟子達に願ったのでしょうか。空の______が_____
を作るとは、特別な意味が込められているのでしょうか。ど
のように理解することが全体とマッチするでしょうか。【適
用】神の国とは神様の__________の領域のことを言います。
では、あなたの内にもこのたとえは成就していますか。今な
お______の支配下にある心の領域はありませんか。どうした
ら________の働きがあなたの生活に拡大できますか。決断す
べき時ではありませんか。

①芽/芽 ②人手/命/力 ③熟/種/すぐ/時/収穫
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途上の歩み

２０１２年１月

１月２０日(金)【#45
１月２０日(金)【#45】
#45】

－ 20－
20

マルコ ４：３３－３４

《たとえで語るのはなぜ》
①イエス様が多くのたとえを用いて、真理を教えられた理由
は何でしょうか。もし、哲学用語に溢れた講義だったらどう
でしょうか。抽象的な宗教概念を立て板に水のごとく語った
らどうでしょうか。【適用】あなたは聖書の内容や教会につ
いて語る時、どんな言葉を用いていますか。横文字が多いで
すか。____________用語が氾濫してませんか。議論のための
議論になっていませか。相手の生活の場の課題を取り上げて
いますか。あなたが語る時の目線はどこにありますか。

②なぜ、たとえだと耳を傾けている人達の_______に応じた
ものとなるのでしょうか。聞く人たちの理解や受け入れのレ
ベルによって、主のたとえはどのように評価されたと思いま
すか。【適用】あなたの_________のレベルはどのくらいだと
思いますか。メッセージから、聖書から、また日々の出来事
から、霊的な命の糧をどれだけ汲み取っていますか。どうし
たら高いレベルへと成長できるのでしょうか。求めましょう。

③どのような人には、主の真理は隠されたままになるのでし
ょうか。なぜ、弟子達には________の事を解き明かされたの
でしょうか。【適用】聖書を正しく理解するために必要なこ
とは何ですか(ヨハネ 14:26)。肉の思いでもって御言葉に耳
を傾けていませんか。________様に導かれる中で、御言葉に
触れる時、あなたはどんな経験をするでしょうか。問題はあ
なたと神様との関係ではないでしょうか。

①からし種 ②からし/小さい/誤り ③からし種/枝/鳥/巣/ご支配/肉/神様
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途上の歩み

２０１２年１月

１月２１日(土)【#46
１月２１日(土)【#46】
#46】

－ 21－
21

マルコ ４：３５－３８

《向こう岸へ渡ろう》
①「________へ渡ろう」と主はなぜ弟子達に言ったのでしょ
うか。途中で舟が激しい_______に遭遇することを、主は知
った上で命じたのでしょうか。主の目的は何だったのでしょ
うか。【適用】あなたの人生の中に起こる大変な事態は、偶
然の結果でしょうか。舟が沈みそうになる事態を通して、あ
なたは何を学んできましたか。主の扱いを振り返りましょう。

②イエス様は弟子達_____に、たとえの意味を_________しま
した(34)。同様に、________を後に残し、彼ら______を連れ
て、どんな実物教育をもって、何を教えられたのでしょうか。
【適用】あなたは、群衆の中の一人ですか。それとも弟子で
すか。主と共にいつも一緒にいますか。また、聖書から多く
の事を学ぶと共に、実生活を通して、_____されている弟子
として、主のどんな力、働き、愛を教えられていますか。

途上の歩み

２０１２年１月

１月２２日(日)【#47
１月２２日(日)【#47】
#47】

－ 22－
22

マルコ ４：３５－３９

《主は無関心なのですか》
①イエス様は舟が水で_________になるまで、とも(舟の_____
のこと)の方で眠り続けておられました。その理由は何でし
ょうか。弟子達はその主の姿を見て、何を知るべきだったの
でしょうか。彼らの問題点は何でしょうか。【適用】あなた
も自分で何とか問題を解決しなければと必死になっていませ
んか。主がおられることを忘れていませんか。なぜ主を見つ
めず、_______と______に心を支配されているのですか。主
はどこにおられますか。

②主に従って舟を出した彼らにとって、こんな________に遭
うことは_________のことでしたか。弟子達はどんな思いで
主をおこしたのでしょうか。どうしてそのような気持ちにな
ったのでしょうか。
【適用】あなたは主に不平不満を言って、
つぶやいていませんか。現状の厳しさ、辛さは主があなたを
____していない証拠ですか。あなたが主に対してすべきこと
は何ですか。

③弟子達が新しい主の____を経験できたのはどうしてです
か。一日の働きが終わった________に、「_______へ渡ろう」
と主に言われた時、弟子達がとる対応にはどんな選択肢があ
ったでしょうか。なぜ、弟子達は舟をだしたのでしょうか。
【適用】あなたもしばしば、同じ場面に置かれませんか。避
けたい、負いたくない働き、責任等を課せられた時、あなた
はどうしますか。主からの声として受けとめますか。それと
も、自分の感情に従いますか。弟子としての成長はどのよう
な対応の中にあるのでしょうか。今、どう応答しますか。

③イエス様は、なぜ風を_______つけたのでしょうか。また、
どうして、「_______、静まれ」とあたかも人に命じるように
語られたのでしょうか(創世記 1:3)。風がやみ、_________と
なった事は、イエス様がどなたである事を証明していますか。
【適用】あなたは、本当にイエス様が__________を創造され
た神様であると信じていますか(コロサイ 1:15-17)。自然界
を________する権威ある方と認めていますか。その信仰はあ
なたにとって、具体的にとんな時にどんな力となっています
か。

①キリスト教 ②聞く力/聞く力 ③すべて/御霊

①向こう岸/突風 ②だけ/解き明か/群衆/だけ/愛 ③力/夕方/向こう岸
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途上の歩み

２０１２年１月

１月２３日(月)【#48
１月２３日(月)【#48】
#48】

－ 23－
23

マルコ ４：４０－４１

途上の歩み

２０１２年１月

１月２４日(火)【#49
１月２４日(火)【#49】
#49】

－ 24－
24

マルコ ５：１－５

《主が求める信仰》
①ガリラヤ湖には、イエス様が乗った舟だけが________に遭
遇したのでしょうか(36)。彼らは、急に波が静まった理由を
すぐに理解できたでしょうか。彼らはどうしたら、他の弟子
達と一緒にイエス様をほめたたえることができるでしょう
か。【適用】あなたは福音記者やパウロ達の証言をどのよう
に受け取っていますか。主にある兄弟姉妹の証しをどのよう
な思いで聞いていますか。同じような主の働きがあなたの人
生の中に起こることを信じ、期待していますか。

《墓場に住む》
①_______人の地に着いて時、イエス様を迎えに出て来たの
は、村長や村の有力者ではなく、________霊につかれた人だ
ったのは、何を示していますか。主は何のために湖の_______
に来られたのでしょうか(ルカ 19:10)。【適用】主はいつ、
どのようにしてあなたの所に来て下さいましたか。あなたが
かつてと違って、今、自分をも人をも生かす歩みへと導かれ
た原点を思い起こし、主に感謝しましょう。

②漁師であった彼らが極度に________った状況は、どのよう
なものだったのでしょうか。その状況で、主が弟子達に求め
た________とは、どのようなものだったのでしょうか。【適
用】あなたは、不安や心配のとりこになっていませんか。こ
れまで経験したことのない事態の遭遇した時、あなたがすべ
きことは何でしょうか。あなたはイエス様を限られた範囲で
の主としてしまっていませんか。

②なぜ、この人は町ではなく、_______に住みついていたの
でしょうか。人々は何のために_____で彼を縛り付けようと
したのですか。結果はどうですか。彼はどんな霊的な状態の
人を示しているでしょうか。【適用】あなたはどんな人間関
係の中に住んでいますか。あなた自身も周囲の人も、何とか
しようとしても、どうすることができないあなたの直せない
性質、態度、思い、行動は何ですか。どうしてコントロール
できないのでしょうか。解決策は何でしょうか。

③弟子達は、イエス様が様々な病気を癒し、_______を追い
出される奇蹟は受け入れながら、なぜこの時は、________に
包まれてしまったのでしょうか。彼らのどこに問題があった
のでしょうか。【適用】あなたも、理屈の通らない不安や心
配に心を支配されていませんか。あなたの信じるイエス様は
どんなお方ですか。ローマ 8:32 のパウロの言葉に耳を傾け、
あなたの現実に適用しましょう。あなたの心から心配がなく
なるでしょう。

①いっぱい/船尾/不安/恐れ ②突風/想定外/愛 ③しかり/黙れ/大なぎ/天地万物/支配
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③なぜ、_______となく、彼は______続けるのでしょうか。
どうして________行為に陥ってしまうのでしょうか。
【適用】
あなたは彼に対してどのように思いますか。あなた自身の中
に同じものを感じませんか。どうしたら、人をも自分をも喜
ばせ、励まし、生かす生き方ができるのでしょうか。

①突風 ②こわがっ/信仰 ③悪霊/恐怖
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途上の歩み

２０１２年１月

１月２５日(水)【#50
１月２５日(水)【#50】
#50】

－ 25－
25

マルコ ５：６－１２

途上の歩み

２０１２年１月

１月２６日(木)【#51
１月２６日(木)【#51】
#51】

－ 26－
26

マルコ ５：１１－１５

《レギオン》
①なぜ、________は主のもとに_________って来て、どんな
目的で主を____したのでしょうか。また、主の言葉を受けた
時、即座にイエス様が________である事を告白したのは、な
ぜでしょうか。彼らにとって、イエス様はどんなお方なので
しょうか。多くの人達とどこが違うのでしょうか。【適用】
あなたの内におられる________の故に、日常生活の中で起こ
る出来事に際し、あなたはどのような理解、対応、行動を取
ることができていますか。また、
「イエス様は_____です」(コ
リント第一 12:3)と告白し、主の命令に従っていますか。

《悪霊追い出し》
①なぜ、イエス様は________霊どもの願いを許されたのでし
ょうか。彼らが乗り移った_______匹の_____の大群はどうな
りましたか。また墓場に住んでいた______につかれた男性は
どうなりましたか。この出来事を通して、イエス様について、
________について、また墓場に住んでいた男性について何が
明らかになりましたか。【適用】あなたは霊的な世界がある
ことを認めていますか。今もこのような出来事が起こると信
じますか。また、御名によって、悪霊を追い出す事(マタイ
10:8)は今も教会にとって大切な働きだと思いますか。

②なぜ、主は_______を尋ねたのでしょうか。_______とは軍
隊の意味しますが、彼のあだ名であったと理解する学者もい
ます。そのことによって、どんな事が明らかにされたのでし
ょ う か 。【 適 用 】 あ な た は 何 と 呼 ば れ て い ま す か ( 使 徒
11:26)。その事は、あなたについてどんな事を明らかにし
ていますか。名は体を表していますか。

②豚を飼っていた人達は、町や村でどのような内容の事をど
んな気持ちで伝えたと思いますか。______に憑かれた人の癒
しの事はどの程度、語られたと思いますか。また、人々はど
んな思いからやってきたと考えられますか。【適用】あなた
は周囲で起こっていることを週刊誌的に話していませんか。
重要で大事な事に目を向けず、表面的な事柄に心奪われてい
ませんか。私達がしっかり捕らえるべき事は何でしょうか。

③なぜ、汚れた霊達はこの_______から追い出さないで下さ
いと願ったのでしょうか。また、_____の大群に乗り移るこ
とを願ったのは、なぜでしょうか。では、聖霊様は何を願っ
ているのでしょうか。【適用】あなたは、主が喜ばない事に
執着していませんか。仕えることよりも支配することをいつ
も追い求めていませんか。その心はどこからくるか考えた事
がありますか。今日、主はあなたに何を求めていますか。

③人々は______に返った男性を見た時、喜ぶのではなく、
______しくなったのはなぜでしょうか。【適用】あなたは自
分の経験したことのない霊的な出来事・現象に出会う時、ど
んな反応を示しますか。どうしたら神様の働きに対して、も
っともっと柔軟に対応できるようになるのでしょうか。

①ゲラサ/汚れた/向こう岸 ②墓場/鎖 ③夜昼/叫び/自傷

①汚れた霊/走り寄/拝/神の子/聖霊様/主 ②名前/レギオン ③地方/豚
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途上の歩み

２０１２年１月

１月２７日(金)【#52
１月２７日(金)【#52】
#52】

－ 27－
27

マルコ ５：１４－１８

《願いに応じて》
①なぜ、村に人達はイエス様に自分達の地方から_______て
下さいと願ったのでしょうか。彼らは、_______につかれた
人が癒されたことと_____が________匹、湖になだれ落ち、
死んでしまったこととを、どのように感じとったと思います
か。イエス様の価値観と彼らの価値観とはどのように違いま
すか。【適用】あなたは、何を大事にしていますか。ビジネ
スですか。生活ですか。物ですか。自分のやり方ですか。あ
なたの生活・判断・行動などはイエス様の価値観に基づいて
いますか。見つめ直しましょう。

②一部始終を見ていた人は、どんな気持ちでどんなふうに村
人達に起こった出来事について話したと思いますか。その結
果、村人達にプラスをもたらしましたか。目撃者、伝達者に
とって大切なことは何でしょうか。【適用】あなたは、福音
を正しく他の人に伝達しているでしょうか。また目撃した事
などをどんな心で他の人に伝えているでしょうか。あなたは
宣伝カー・拡声器・トラブルメーカーになっていませんか。

途上の歩み

２０１２年１月

１月２８日(土)【#53
１月２８日(土)【#53】
#53】

－ 28－
28

マルコ ５：１８－２０

《知らせなさい》
①なぜ、_________に戻った男性はイエス様の______をした
いと申しでたのでしょうか。また、なぜ、イエス様はその事
を________にならなかったのでしょうか。村人達への対応の
仕方と比較して考えてみましょう。【適用】あなたは癒され
た男性と同じ心を経験しましたか。あなたは今、何を主に求
めていますか。主はどのようにすることをあなたに命じてい
ますか。あなたのすべき事は何ですか。

②イエス様は男性に何をすることを命じましたか。らい病が
癒された人に対する主の命令(1:44)となぜ違うのでしょう
か。__________の地方とはどんな人達が多くいた所でしょう
か。【適用】あなたも________の所に、また主を知らない人
達のいる所に帰る時ではありませんか。主はあなたにどんな
_______な事をして下さいましたか。証をすることは、あな
たにとって自発的な喜びの行為となっていますか。

③イエス様はなぜ、村人達の願いを聞き入れ、_____に乗っ
て________の地を離れることにしたのでしょうか。イエス様
の人々に対する態度はどのようなものと言えますか。またイ
エス様が向こう岸のゲラサの地に渡った目的は何だったので
しょうか。【適用】あなたは、主に何を求めていますか。村
人のように自分の生活にかかわってほしくないと思っていま
せんか。またあなたは人との関係において、基本的にイエス
様と同じ対応をしているでしょうか。

③この男性の行動を通して、弟子として生きるとはどういう
ことだとわかりますか。彼はイエス様をどのようなお方だと
信じましたか。また彼が語った内容は何ですか。人々は何に
驚いたのでしょうか。【適用】あなたは、自分の______がか
なう事ばかり求めていませんか。今日こそ、あなたも彼と同
じことをすべき時ではありませんか。

①汚れた/２千/豚/悪霊/悪霊 ②悪霊 ③正気/恐ろ

①離れ/悪霊/豚/２千 ③舟/ゲラサ

- 27 -

- 28 -

途上の歩み

２０１２年１月

１月２９日(日)【#54
１月２９日(日)【#54】
#54】

－ 29－
29

マルコ ５：２１－２４

《ヤイロの願い》
①なぜ、________の人達が集まってきたのでしょうか。ゲラ
サの地との違いは何ですか。またどうして主は_______に留
まっていたのでしょうか。【適用】あなたは日々の生活にお
いて、主のおられる所に出ていってますか。あるいは主を生
活から去らせていますか。また、日々、語ろうとする主のも
とに、留まり、耳を澄ませ、主の言葉を聞いていますか。

②____________のヤイロは、どんな目的で、どんな気持ち・
思いをもって主の所にやってきましたか。ヤイロはどのよう
な信仰をもっていましたか。【適用】あなたは今、主に何を
求めていますか。必死な思いをもって、へりくだった心をも
って、具体的な祈りの課題を祈っていますか。それとも何も
主に求める事も期待する事もなく、習慣的な祈りを唱えてい
るだけでしょうか。祈りの生活を吟味しましょう。

途上の歩み

２０１２年１月

１月３０日(月)【#55
１月３０日(月)【#55】
#55】

－ 30－
30

マルコ ５：２５－２９

《信じたように行動する》
①_____年間長血をわずらっていた女性は、どんな被害に会
いましたか。その事実から、彼女が人生についてどんな思い
をもっていたと推察できますか。また今、どんな気持ちで生
活していたと思いますか。【適用】あなたはこの長血の女性
の気持ちを理解できますか。あなた自身、努力しても、悪く
なる一方である問題を抱えていませんか。もうあきらめるほ
かないと感じていますか。それとも、今日、問題の解決を新
しい思いをもって、求めていこううと思いますか。

②彼女はイエス様について、どんな事を耳にしたと思います
か。また、正々堂々と真正面からイエス様の前に出て行くの
ではなく、彼女は、なぜ________にまぎれこみ、_______か
らイエス様の着物にさわったのでしょうか。【適用】あなた
の抱えている問題は、どうしたら解決されると思いますか。
あなたの祈りを神様は聞いて下さると信じていますか。今日
こそ、信じた通りに行動する時ではないでしょうか。

③主はなぜ、ヤイロに娘を連れて来るように命じないで、ま
た、ひとことで嵐をしずめたように、ひとことで娘をいやさ
ずに、わざわざ彼と________に出かけられたのでしょうか。
【適用】あなたはその時、その時に柔軟に対処する心をもっ
ていますか。相手の要望を最大限に生かす対応をしています
か。その心はどうしたら育つでしょうか。

③主の_______にさわると、_______にひどい_______が消え
てしまったのは、どうしてでしょうか。彼女はその事実を感
じた時、どう思ったと思いますか。なぜ、イエス様は彼女に
対してこのような対応をされたのでしょうか。【適用】あな
たは、「神様が働いて下さったからだ」と信じるほかない経
験をした事がありますか。その時、どんな気持ちになりまし
たか。

①正気/お供/おゆる ②デカポリス/家族/大き ③願い

①大ぜい/岸べ ②会堂管理者 ③いっしょ

- 29 -

- 30 -

途上の歩み

２０１２年１月

１月３１日(火)【#56
１月３１日(火)【#56】
#56】

－ 31－
31

マルコ ５：３０－３２

《だれがさわったのか》
①主のうちから_____が外に出た事実は、何を明らかにして
いますか。イエス様はそれがだれかが_______をさわったか
らだとなぜわかったのでしょうか。イエス様はそれがだれだ
かは知らなかったのでしょうか。【適用】主にとって、人の
病いを癒す事は簡単な事だったのでしょうか(イザヤ 8:17)。
なぜ主は問いかけたのでしょうか(創世記 3:9,4:9)。今日、
主はあなたにも問いかけていませんか。

②弟子達の言い分は妥当だと思いますか。彼らは、どんな思
いで主に質問したのでしょうか。また弟子達にとって、主の
言葉はどんなふうに思えたのでしょうか(6:37)。【適用】あ
なたにとって、主のお言葉が不合理に思えたり、現実無視の
言葉に聞こえたりする時がありませんか。主の言葉を聞く時、
どんな心が求められていると思いますか。

③イエス様はなぜ、群衆を________し続けたのでしょうか。
誰がさわったか知らなかったからでしょうか。それとも、別
の目的があったからでしょうか。【適用】主はあなたに何を
望んでいるのでしょうか。主は、あなたに対しても、忍耐強
く、あなたからの真実な応答を待っておられるのではないで
しょうか。主の前に正直に自分の思いを注ぎ出す時ではあり
ませんか。

①１２ ②群衆/うしろ ③着物/すぐ/痛み
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