途上の歩み

２０１２年２月

－ 1－

途上の歩み

２０１２年２月

－ 2－

２月１日(水)【#57
２月１日(水)【#57】
#57】 マルコ ５：３２－３４

２月２日(木)【#58
２月２日(木)【#58】
#58】 マルコ ５：３５－４３

《真実を余すところなく》
①なぜ、イエス様は女性が応答するまで、ずっと周囲を_____
しながら待っていたのでしょうか。女性が人々の前で話す習
慣が当時はなかった事から考えましょう。応答するまで女性
にはどんな葛藤があったと思いますか。にもかかわらず、主
はどうして自分に起こった事を言い表すことを女性に求めた
のでしょうか(5:19)。【適用】あなたは神様から受けた恵み
をどれだけあかししていますか。恵みを独り占めしていませ
んか。主はあなたに今日、何を誰にあかしする事を求めてい
るでしょうか。

《タリタ、クミ》
①なぜ、主が女性とまだ_______いる時に会堂管理者ヤイロ
の娘が死んだことがヤイロに伝えられたのでしょうか。ヤイ
ロはどう思ったでしょうか。______で聞いていたイエス様は
何と命じましたか。何を________ことが求められたのでしょ
うか。
【適用】あなたは自分の計画通りに行かなかったとき、
どう思いますか。その時、主に目を向けますか。主は今、何
をあなたに求めていますか。

②女性は、どうして__________つつも、主の前に出る決意が
できたのでしょうか。またなぜ________したのでしょうか。
なぜ、女性は単に、一部を抽象的に語り、感謝するのではな
く、_______を_______ところなく_________たのでしょうか。
【適用】あなたはこの女性と同じように心で_____て、口で
______していますか(ローマ 10:9-10)。自分の真実を素直に
人々の前に言い表していますか。「____はわがもの、栄光は
____に」との思いがあなたの基本となっていますか。

②主はなぜ三人の弟子だけ連れて行くことにしたのでしょう
か。主はどうして死んだ女の子について、「_____っている」
と表現したのでしょうか。泣いていた人達は、主の言葉を信
じるのではなく、_________ったのはどうしてでしょうか。
ヤイロや彼の妻はどう主の言葉を聞いたでしょうか。
【適用】
あなたが神様の働きを生活の中で味わえないでいるとした
ら、どこに問題があるのでしょうか。聖書の言葉よりも、こ
の世の考え方、常識があなたの判断基準になっていませんか。
今日こそ、アブラハムの信仰に立つ時ではありませんか(創
15:6,ヘブル 11:19)。

③主はどんな思いで「____よ」と言ったのでしょうか。なぜ、
「私が癒したのだよ」と言わず、「あなたの________があな
たを直したのだ」と語られたのでしょうか。どうして主は最
後の言葉を付け加えたのでしょうか。【適用】あなたと主の
関係はどんな関係ですか。イエス様の力をあなたはどれだけ
自分の歩みの中で経験していますか。日々、どんな点を大切
にして信仰生活を送っていますか。

③なぜ主は、みんなを_____に出したのですか。よみがえり
の_______を目の当たりに経験できた人達は誰ですか。なぜ、
主は_____歳の少女の____を取り、___________と言ったので
すか。彼女に______を与えた理由は何ですか。どうしてこの
素晴らしい出来事を知らせないように_______く命じたので
しょうか。【適用】主のみわざを見るために、あなたに必要
なものは何ですか。主はあなたにどんな暖かさと配慮をして
下さっているでしょうか。主の優しき御手の扱いを数えまし
ょう。

①力/着物 ③見回

①見回 ②恐れおののき/ひれ伏/真実/余す/打ち明け/信じ/告白/恥/主 ③娘/信仰
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 3－

途上の歩み

２０１２年２月

－ 4－

２月３日(金)【#59
２月３日(金)【#59】
#59】 マルコ ６：１－６

２月４日(土)【#60
２月４日(土)【#60】
#60】 マルコ ６：７－９

《大工ではないか》
①主の故郷とはどこですか。人々はイエス様の何に驚いたの
でしょうか。彼らの質問に対して、あなたはどのように答え
ますか。一方、故郷の人々はどうして主に____________ので
しょうか。【適用】あなたは人を正しく評価していますか。
神様に用いられている器を素直に認める心をもっていますか
牧師から何も学ぶことができない信徒とは、どんな人でしょ
うか。

《伝道旅行》
①なぜ主は１２弟子を________伝道旅行に遣わしたのでしょ
うか。また、_________霊を追い出す力を与えた理由は何で
しょうか。
【適用】あなたはひとりで何でもしていませんか。
天の故郷への旅を一緒に歩める_______の友がいますか。深
い霊的な交わりを教会の中でもつことができるようになるた
めに、あなたがすべき事は何でしょうか。

②________を尊敬しない人達とはどんな人達ですか。なぜ尊
敬しないのでしょうか。【適用】あなたの身近にいる人は、
あなたの優れた点を認め、あなたを______していますか。そ
れとも、あなたの欠点や弱点、能力のない点ばかりを指摘し
ますか。あなたが________されない原因は、相手にあります
か、それともあなたにありますか。

②なぜ、持って行くべきものは_____一本だけなのでしょう
か。パンやお金は旅にとって不可欠なものなのに、なぜもっ
ていってはいけないのでしょうか。【適用】あなたはあれも
これもと、できるだけたくさんのものをもっていこうとして
いませんか。今、あなたになによりも必要なものは何でしょ
うか(ルカ 10:42)。

③なぜ主は、_________わざを故郷では行えなかったのでし
ょうか。主は、故郷の人達の_________に直面し、何をどう
して驚いたのでしょうか。【適用】あなたの生活の中に主の
働きが見えないのは、なぜですか。あなたは主の力ある働き
を求めず、願わず、信ぜず、人間的な視点から見て、現状や
周囲の人達に文句や批判ばかりしていませんか。

③なぜ、靴をはくように命じたのでしょうか。なぜ______を
２枚着てはいけないのでしょうか。これら細かな注意事項を
イエス様はどんな主旨で命じたのでしょうか。【適用】主の
弟子として主のみわざを行う働きにつく場合、どんな心構え
が必要でしょうか。主のお言葉に従う時、どんな結果を経験
することができるでしょうか。今日、あなたも自分の行動に
主の命令を適用すべきではないでしょうか。

①話して/そば/信じる②眠/あざ笑③外/奇蹟/１２/手/タリタ、クミ/食事/厳し

①つまずいた ②預言者/尊敬/尊敬 ③力ある/不信仰
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 5－

途上の歩み

２０１２年２月

－ 6－

２月５日(日)【#61
２月５日(日)【#61】
#61】 マルコ ６：１０－１３

２月６日(月)【#62
２月６日(月)【#62】
#62】 マルコ ６：１４－１６

《留まれ、去れ》
①なぜ、主は、弟子達に自分達を受け入れてくれた家に、ず
っと留まるように命じたのでしょうか。その事は、_____旅
行の目的に関して、どんなプラス面を生み出しますか。【適
用】この主の命令は、あなたのクリスチャンライフでのいろ
いろな人との出会いに関して、どのように適用できるでしょ
うか。あなたには、あなたの働き、歩みを理解し、協力して
くれる信仰の友がいますか。

《うわさ》
①イエス様の名前はなぜ__________地方に広まったのでしょ
うか。どうして、ある人々はイエス様をヘロデ王に斬首され
たバプテスマの______がよみがえった人だと思ったのでしょ
うか。民衆達のどんな心を表していますか。【適用】クリス
チャンが人口の１％にも満たない日本において、今、何が求
められていますか。日本の人々は何を求めているのでしょう
か。教会は宣教に関して、どう決断し、行動したらよいので
しょうか。

②弟子達から_____を聞こうとしない人達、あるいは村、土
地に対しては、どうしなさいと主は命じていますか。いつ「出
て行く」のでしょうか。なぜ_______のちりを払い落とすの
でしょうか。【適用】どんなにアプローチしても主の言葉を
聞こうとせず、拒絶する人に対して、あなたはいつまで関わ
ろうと考えていますか。より多くの人達に______を伝えるた
めには、どんな決断が求められていますか。耳を傾けてくれ
ない人達がいるとの主の言葉はあなたにはどう響きました
か。

②主を______の再現と考えたり、__________だと判断する人
達の良い点と悪い点は何でしょうか。【適用】「生半可な知識
はマイナスに働く」と思いますか。聖書をしっかりと学ばな
いとどんな危険に陥りやすいでしょうか。あなたは総合的に、
バランスよく聖書を学んでいますか。あなたに足りない点は
何ですか。どうしたら補うことができるでしょうか。

③福音＋______追い出し＋_____癒し＝伝道旅行との図式は
正しいですか。なぜ_____を塗ったのでしょうか。現代の教
会は１２弟子達のやり方を踏襲する必要がありますか。【適
用】「新約時代に帰れ」とのスローガンをあなたはどう思い
ますか。「新しいぶどう酒は新しい皮袋に」との考え方と対
立しませんか。あなたは教会はどう進んでいくべきだと思い
ますか。

③ヘロデ大王の息子で____________の領主であったヘロデ・
____________はイエス様のうわさを聞いた時、なぜヨハネだ
と思ったのでしょうか。彼はどんな思いから、そう感じたの
でしょうか。【適用】あなたも思い出す度に、心に痛みを感
じる事がありませんか。どうしたら過去の失敗や苦しみから
解放されるでしょうか。主に素直に祈り求めましょう。

①ふたりずつ/汚れた/信仰 ②杖 ③下着

①伝道 ②福音/足の裏/福音 ③悪霊/病人/油
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 7－

途上の歩み

２０１２年２月

－ 8－

２月７日(火)【#63
２月７日(火)【#63】
#63】 マルコ ６：１７－２０

２月８日(水)【#64
２月８日(水)【#64】
#64】 マルコ ６：２１－２６

《優柔不断なヘロデ》
①バプテスマのヨハネは、なぜ、ヘロデ・___________が兄
弟_______の妻__________を妻としたことを_______と責め続
けたのでしょうか。その結果、牢に入れられること、あるい
は殺される可能性もあることを考えなかったのでしょうか。
ヨハネはどんな心で生きていたのでしょうか。【適用】あな
たは、義に立って行動していますか。「____い物には巻かれ
ろ」式に生きていませんか。叫ぶべき時に黙していませんか。
主に従うよりも、自分を守ることを第一にしていませんか。
静まって、振り返りましょう。

《娘の願い》
①誰にとって、______機会が訪れたのですか。その機会はヘ
ロデのどんな態度、生き方から生じた機会でしょうか。どん
な時、人は_______に利用されてしまいますか(箴言 18:12)
【適用】あなたのどんな点が_______に利用されやすいと思
いますか。あなたにとって必要なことは何でしょうか(ペテ
ロ第一 5:8)

②ヘロデの妻_________はなぜヨハネを恨み、殺したいと思
うのでしょうか。彼女はどんな人の性質を明らかにしていま
すか。【適用】あなたにとって「目の上の____」的存在はい
ませんか。その人はなぜ置かれているのでしょうか。もう一
度、自分を見つめ直して見ませんか。

②なぜ少女は母________の所に尋ねに行ったのですか。母親
の応答の仕方、内容から、母親がどんな人物であることがわ
かりますか。また、娘が_____に、ヘロデのところに行き、
彼に願った時の内容や態度から、母と娘の関係、また彼女達
の心についてどんな事がわかりますか。【適用】子どもは親
に似るものです。あなたは親からどんなマイナス面を引き継
いでいると思いますか。また子どもにどんな影響を与えてい
ると思いますか。あなたは親から受けた性質をどのように扱
うべきでしょうか。良い影響を子どもに与えるにはどうした
らよいでしょうか。

③ヘロデはなぜ妻の願いを聞き入れなかったのでしょうか。
彼はどうして、自分自身の内にある思いに正直に従うことが
できなかったのでしょうか。彼の真理に対する態度は、どん
な人達に似ていますか。どうして、_____で聞きながら、ま
た_______いと認めていながら、ヨハネに従わないのでしょ
うか。【適用】あなたにも、ヘロデのような所がありません
か。自分が間違っていると知っていながら、従わないのは、
どうしてですか。優柔不断なままでいいでしょうか。今日、
ヘロデの生き方からヨハネの生き方へと変わる決断をしませ
んか。

③少女の願いを聞いたヘロデは、なぜ心を______たのでしょ
うか。また、自分が人々の前でした______をどう思ったでし
ょうか。ヘロデは、何を最も大事なこと、重要なことと判断
したのでしょうか。そこに現れている罪の特徴は何でしょう
か。【適用】あなたは人々の前で自分の罪を認めたり、自分
の主張が間違っていたこと、あるいは愚かだったことを素直
に認める勇気がありますか。あなたにとって、最も大事なこ
とは何ですか。

①ガリラヤ/ヨハネ ②エリヤ/預言者 ③ガリラヤ/アンテパス

①アンテパス/ピリポ/ヘロデヤ/不法/長 ②ヘロデヤ/こぶ ③喜ん/正し
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 9－

途上の歩み

２０１２年２月

－ 10－
10

２月９日(木)【#65
２月９日(木)【#65】
#65】 マルコ ６：２６－２９

２月１０日(金)【#66
２月１０日(金)【#66】
#66】 マルコ ６：３０－３４

《バプテスマのヨハネの死》
①少女もヘロデヤもヘロデも、ヨハネの首を切る事について、
何の躊躇もしませんでした。「_______に」という言葉が 23
～ 28 節の間に何回ありますか。この事から知る事ができる
ことは何ですか(14:45)。一方、多くの人達が「______に」
主に従うことをしないのはどうしてでしょうか(9:59,61)。
【適用】あなたも_____を犯す事についてははやく、主に喜
ばれる事を行う事については優柔不断ではありませんか。あ
なたに求められていることは何ですか(1:18,ヤコブ 1:19)。

《羊飼いのいない羊》
① 30 節は 12 節につながっており、バプテスマのヨハネの
出来事は挿入節と考えられます。そうしますと、_________
から帰ってきた１２使徒達は、まず何をしましたか。それは
どうしてですか。また「_____ず」という言葉からはどんな
主の配慮を汲み取ることができますか。【適用】あなたは人
が一生懸命にした事について、どれだけ関心をもって、時間
をとり、耳を傾けていますか。自分の言いたい事だけ言って、
相手の気持ちを無視していませんか。主のために働いた人の
労苦に対して、あなたはどんな態度をとる必要がありますか。

②バプテスマのヨハネは_____歳位でなくなりました。ヘロ
デの戯れによって斬首されてしまいましたが、なぜ神様はヨ
ハネを救い出さなかったのでしょうか。彼の死は、犬死にだ
ったのでしょうか。ヨハネは、もっと巧みに行動し、長生き
し、大きな影響力を人々に与えるべきだったと思いますか。
【適用】彼はどんな思いで処刑の時を迎えたと思いますか。
ヨハネのような生き方をしたいと思いますか。あなたは自分
はどんな生き方をするように召されていると思いますか。

③ヨハネの弟子達は、どんな気持ちでヨハネの遺体を引き取
り、墓に納めたと思いますか。弟子達は希望をどこに見出す
事ができるでしょうか。ヨハネの働きは何でしたか(1:2-3)。
その使命を全うしたと思いますか。【適用】あなたには、あ
なたの死を悼む人達がいますか。丁重に弔ってくれる人達が
いますか。あなたの歩んだ人生を尊び、一筋に貫かれた人生
として大切に思う人が、あなたの葬儀にどれだけ集まるでし
ょうか。自分の生き方を見直しましょう。

②なぜ主は弟子達に、「_________だけで」_______所に行く
ように命じたのでしょうか。弟子達が出かけた後、なぜ、多
くの人達は______で先回りして到着する場所に行ったのでし
ょうか。群衆の気持ちはどのようなものだったのでしょうか。
【適用】主があなたのために休息の時、静まる時を備えてく
ださった時の事を思い出せますか。どんな形で今も主はあな
たの事を思いやり、あなたに安らぎを与えてくださいますか。
素直に主の扱いを感謝して受けていますか。

③舟に乗ったは、弟子達だけでなく、イエス様も一緒でした。
どうしてですか。舟から上がった時、イエス様の目に、どん
な群衆の姿が飛び込んできましたか。イエス様はどんな気持
ちでどんな対応をされましたか。それはどうしてでしょうか。
【適用】あなたは自分が意図していた事と逆の状態に遭遇し
たとき、どんな気持ちになりますか。主のように_______者
として相手の必要を最優先にしていますか。相手のずうずう
しさ、配慮のなさ、愛のなさを責める気持ちに支配されてし
まいますか。深い同情心を与えて下さいと祈りましょう。

①良い/悪魔/悪魔 ②ヘロデヤ/すぐ ③痛め/誓い
①すぐ/すぐ/罪 ②３２
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 11－
11

途上の歩み

２０１２年２月

－ 12－
12

２月１１日(土)【#67
２月１１日(土)【#67】
#67】 マルコ ６：３４－３８

２月１２日(日)【#68
２月１２日(日)【#68】
#68】 マルコ ６：３７－４４

《非常識な命令》
①疲れていたイエス様は、何をしておられましたか。一方弟
子達は何か疲れる仕事をしていましたか。彼らはその間、群
衆に対して、また主に対して、どんな気持ちでいたと思いま
すか。その事はどこからわかりますか。【適用】あなたはイ
エス様の心をもって物事に対応しているでしょうか。自分の
感情が中心になっていませんか。疲れている時、なぜイライ
ラしたり、人に当たったりしてしまうのでしょうか。どうし
たら、イエス様のような対応ができるようになるのでしょう
か。

《男が５千人》
①弟子達は自分達で食べ物をあげることができると思ってい
ましたか。なぜ、そう思ったのでしょうか。一方、イエス様
はどうして「_____はどれぐらいありますか」と弟子達に尋
ねたのでしょうか。確かめたら、どれぐらいあったのですか。
それは、十分でしたか。不十分でしたか。【適用】あなたは
委ねられた仕事、責任に対して、自分の力は十分だと思いま
すか。あなたは何かするとき、自分の能力を第一に考えます
か、それとも、それが主が求めているものかどうか考えます
か。するしないの決断の土台をどこにおいていますか。

②弟子達がイエス様にお願いしたことは非常識なことでしょ
うか。それとももっともなことでしょうか。なぜ、イエス様
は弟子達の願っている通りになさらず、逆に「________で食
べ物をあげなさい」と命じたのでしょうか。【適用】人間的
には非常に理屈にあった常識的な事柄を願っても、神様がか
なえて下さらない事に出会ったことはありませんか。むしろ
非常識と思われる事を決断して行うように導かれた事はあり
ませんか。主はあなたに何を知ってほしいのでしょうか。

②弟子達にとって、
「これ_____ない」と思っていた____つの
パンの_____匹の魚は、イエス様にとっては「こんなにも____」
と思える量であり、それを天の父に献げ、祝福を求めた時、
どんな結果が起こりましたか。【適用】あなたは「_____」こ
とに目を向け、何もせずにいますか。それとも「_____」こ
とに感謝して、主に献げ、主のために働いていますか。事を
成し遂げるのはどなたですか。あなたのすべきことは何です
か。

③イエス様の命令を、弟子達はどのように感じたでしょうか。
______デナリものパンをすぐに用意できますか。そもそも弟
子達はそれだけのお金をもっていたでしょうか。彼らの計算
からはどんな結論がでるでしょうか。しかし、なぜ彼らはイ
エス様を計算の中に含めなかったのでしょうか。【適用】あ
なたは物事を考え、決断するとき、イエス様の存在を計算に
いれていますか。また誰の命令かを明確に把握して決断して
いますか。御言葉を心に刻み(ローマ 8:28,31-32)、自分の
力ではなく、主の力に信頼して行動していますか。

③なぜ群衆を_____にして、席に着かせたのでしょうか。な
ぜ、群衆は_______できたのでしょうか。男性___千人ですか
ら、女性や子どもをいれたら何人になると思いますか。主は
どうして余った________を集めたのでしょうか。【適用】神
様は混乱ではなく(Ⅰコリ 14:33)______を求めます(Ⅰコリ
14:40)。またケチな神様ではありません(ヨハネ 10:10)。____
も好みません(ヨハネ 6:12)。あなたは同じ姿勢で生活して
いますか。浪費生活を送っていませんか。無計画でだらしな
い日々を歩んでいませんか。献げることに消極的ではありま
せんか。生き方を変えようではありませんか。

①伝道旅行/残ら ②あなたがた/寂しい/徒歩 ③仕える

②あなたがた ③二百
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 13－
13

途上の歩み

２０１２年２月

－ 14－
14

２月１３日(月)【#69
２月１３日(月)【#69】
#69】 マルコ ６：４５－４９

２月１４日(火)【#70
２月１４日(火)【#70】
#70】 マルコ ６：４７－５０

《強いる主、祈る主》
①なぜ「_______て」弟子たちを舟に乗せたのでしょうか。
また、ご自分で群衆を解散させたのは、どんな理由からでし
ょうか。その事から、イエス様がどんな方であることがわか
りますか。【適用】あなたは他の人の事を配慮するタイプで
すか。仕えられる事を求めず、仕える事を自然に行うタイプ
ですか。主にならう者となっていますか。

《幽霊か真実の主か》
①弟子達は湖のどの辺で___________のために前進できなか
ったのでしょうか。そのような状態が何時間ほど続いたと考
えられますか。また弟子達は自分勝手に舟を出し、湖を渡ろ
うとしたのでしょうか。この時の弟子達のイエス様に対する
思いはどんなものだったでしょうか。【適用】あなたは主の
お言葉に従って行動したのに、うまく事がいかないことに遭
遇していませんか。なぜ困難や失敗ばかり起こるのだろうか
と思っていませんか。この時の弟子達と自分を同一視できま
すか。どう事態を受け取ることが求められているのでしょう
か。

②主はなぜ、_____の方に行かれたのでしょうか。どんな事
を主は____られたと思いますか。47 節は、何を意識させる
ためにマルコは記したのでしょうか(4:38 と比較)。【適用】
あなたは主が遠くにおられるように感じていませんか。自分
の事を忘れてしまっていると思ったことはありませんか。主
とあなたはどんな関係にあるのでしょうか。思いめぐらしま
しょう。

③なぜ、イエス様は舟のそばを__________るつもりだったの
でしょうか。弟子達がどのような反応を示すことを求めてお
られたのでしょうか。しかし、実際はどんな反応を弟子達は
示しましたか。弟子達のイエス様に対する理解は前回(4:38)
より進歩していたでしょうか【適用】あなたは困難や辛い事
に遭遇した時、イエス様について、どんな思いを持ちますか。
聖書の言葉をあなたはどのように受け取りますか。

①パン ②しか/５/２/ない/ある ③組/満腹/５/パン切れ/秩序/無駄
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②なぜ、主は夜の８時頃、あるいは１２時頃ではなく、夜中
の________頃に湖の____を歩いて弟子達の方にやってこられ
たのでしょうか。それまで弟子達の状況を主は知らなかった
のでしょうか。【適用】あなたが考える時とイエス様の考え
る時との違いを認めていますか。あなたは自分の時が主の
______の中にあることを信じ(詩篇 31:15)、主が働かれる時
を期待し、待ち望んでいますか。

③どうして弟子達は______の上を歩く主を______だと思って
______てしまったのでしょうか。彼らはどうにもならない状
態にあったとき、主の助けを期待していたでしょうか。【適
用】あなたは自分で何とかしようと力みすぎていませんか。
空回りしてませんか。どこに目を向けるべきでしょうか。ど
のような心で今を過ごすべきでしょうか。主はあなたの場に
いつ、どのようにやってきて下さると信じますか。

①強い ②山/祈 ③通り過ぎ
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 15－
15

途上の歩み

２０１２年２月

－ 16－
16

２月１５日(水)【#71
２月１５日(水)【#71】
#71】 マルコ ６：４９－５２

２月１６日(木)【#72
２月１６日(木)【#72】
#72】 マルコ ６：５３－５６

《わたしだ。恐れることはない》
①水の上を_____主を_______だと思い込み、おびえる弟子達
に対して、主は、なぜ_______に話しかけたのでしょうか。
彼らの反応を主はどのように思われたのでしょうか。主は弟
子達の________を責めているのでしょうか。それとも･･････
【適用】神様はあなたをどのような目でご覧になっているで
しょうか(ヘブル 4:15)。今こそ、「_______ことはない」と
の主の励ましの言葉をそのままあなたも受けとめるべき時で
はありませんか。主はあなたがどうすることを願っているで
しょうか。信仰の目をもって主を見上げましょう。

《イエス様の回りには》
①イエス様が_______の地についた時、人々はどうしました
か。なぜ、そのような行動をとったのでしょうか。彼らの心
に目を向けましょう。【適用】あなたはどれだけ他の人たち
の事を考えていますか。特に弱い人、苦しんでいる人、傷ん
でいる人の事に心を用いていますか。あなたはその人たちに
なにを知らせる役割を担っているでしょうか。祈りましょう。

②主は「_____だ」と力強く語りました。この言葉を出エジ
プト記 3:14 の神様の名前と関連して考えると、イエス様は
弟子達に何を知らせたかったのでしょうか。また、主が舟に
乗った時、_____がやんだ事実は、何を意味しますか。
【適用】
あなたはイエス様をあまりにも小さく考え過ぎていません
か。主を本来の主としてあなたの心に迎えるならば、あなた
の心はどうなるでしょうか。今、主を迎え入れませんか。

③弟子達は______人の給食の出来事から何を_____るべきだ
ったのでしょうか。激しい_________に出会った時、彼らは
なぜ主に期待しなかったのでしょうか。彼らの心は何に対し
て_______(脚注)で堅く_____されていたのでしょうか。【適
用】あなたも何度も何度も主の働きを見ながら、今も現実の
問題の下敷きになっていませんか。なぜ大きく主を信じよう
としないのですか。あなたの信じる主はどんなお方ですか。

①向かい風 ②３時/上/御手 ③湖/幽霊/おびえ
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②多くの人々にとって、イエス様はどんな方でしたか。主の
行く所、どこにでも回りに________達が集められる現実はな
にを表していますか。【適用】なぜ今は、人々が主の所にこ
ないのでしょうか。問題は何でしょうか。今、人々は何を必
要としているでしょうか。教会はその必要にどう応えること
ができるでしょうか。

③イエス様の着物の____に触った人達はどうなりましか。イ
エス様はどのような心を持ったお方ですか。なぜ、_______
を求めて来る人達の願いをかなえてあげるのでしょうか。
【適
用】あなたはどんな事をどんな思いをもって、日毎主に祈り
求めていますか。主は具体的にあなたの祈りをかなえて下さ
っていますか。

①歩く/幽霊/すぐ/不信仰/恐れる ②わたし/風 ③五千/悟/向かい風/鈍感/閉ざ
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 17－
17

途上の歩み

２０１２年２月

－ 18－
18

２月１７日(金)【#73
２月１７日(金)【#73】
#73】 マルコ ７：１－５

２月１８日(土)【#74
２月１８日(土)【#74】
#74】 マルコ ７：６－１３

《言い伝え》
①なぜ、律法学者や________達は_______からわざわざイエ
ス様の回りにやってきたのでしょうか。彼らは何を大事にし
ている人達ですか。なぜ、彼らは人の作った________を大事
にしているのですか。それは人々の生活にどんな影響を与え
ていたと思いますか。【適用】あなたの周囲にも伝統や習慣
を何よりも大事な事と考えている人達がいますか。その問題
点はなんですか。あなたは教会の伝統に縛られていませんか。

《神様のことばの空文化》
①イエス様はパリサイ人達を_______と断言します。彼らは
どんな特徴をもっていますか。
なぜ神様の______を捨てて、_________の教えに縛られてし
まうのでしょうか。どうして、神様の______を理解できない
のでしょうか。
【適用】あなたの信仰も_____だけになってい
ませんか。み言葉の心、精神に従わず、見える外側の事だけ
を立派にみせていませんか。誰の目を気にしていますか。

②イエス様の弟子達みなが____を洗わずに食事をしていたの
ですか。なぜ、そうだったのでしょうか。どうして、彼らは
_______を破るのでしょうか。知らないからですか。意図的
にですか。イエス様はこの問題についてどのように弟子達を
指導していたと思いますか。【適用】あなたはどこまで異教
社会のやり方に従うことにしていますか。きっぱりとした境
界線を敷いて、旗色鮮明にしていますか。

②パリサイ人達は、どのような方法で__________をないがし
ろにしていますか。_____________と言うことでなぜ子とし
ての責任を負わないで済むのでしょうか。このような教えは
誰のためのものですか。【適用】あなたも自分に________が
よい方法を考えたり、自分を正当化する言い訳を用いたりし
ていませんか。主の心を無視し自分の利益を第一にしていま
せんか。

③パリサイ人達は、どんな気持ちで弟子達が_________でパ
ンを食べている事を主に指摘したと思いますか。彼らにとっ
て、その行為は軽いものだったでしょうか。なぜ、問題提起
者のような生き方を主はとられたのでしょうか。【適用】あ
なたは問題を起こさない事や問題に巻き込まれない事、矢面
に立たない事ばかり考えて行動していませんか。主はあなた
に問題提起者になることを求めておられませんか。自己保身
をせず、主の______としてあなたも大胆に行動、発言すべき
ではないでしょうか。

③なぜ、パリサイ人達は先祖から受け継いだ_________を吟
味せず、そのまま踏襲してしまうのでしょうか。自分達がし
ている事が神様のことばを_______にしているかどうか、検
討する事は難しいことでしょうか。【適用】あなたも理由も
わからず、説明もできない事を前からやっているから、とい
う事で何も考えず踏襲していませんか。神様のお心と照らし
あわせる努力をしていますか。今までしてきたから、という
理由は理由になるでしょうか。考えましょう。

①ゲネサレ ②病人 ③端/いやし

①エルサレム/言い伝え ②手/しきたり ③汚れた手/弟子
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 19－
19

途上の歩み

２０１２年２月

－ 20－
20

２月１９日(日)【#75
２月１９日(日)【#75】
#75】 マルコ ７：１４－１９

２月２０日(月)【#76
２月２０日(月)【#76】
#76】 マルコ ７：２０－２３

《人を汚すものとは》
①パリサイ人達が手を洗う理由は正しいでしょうか。彼らの
根本的な間違いは何でしょうか。彼らは自分をどんな存在だ
と考えていたのでしょうか。弟子達はイエス様が言われた事
を理解できましたか。それはどうしてですか。【適用】あな
たも物事を考えるとき、根本的な自己理解がずれていること
がありませんか。あなたはパウロと同じ思いをもって歩んで
いますか(テモテ第一 1:15)。それとも今もなお自分の正し
さに立って生きていますか。

《内側の汚れ》
①イエス様は人間をどのような存在として理解しています
か。日本のお祓(はら)いの考え方とどのように違いますか。
【適用】あなたは自分の内側の汚れは、教育や環境によって
教え込まれ、すり込まれた結果だと思いますか。それとも生
まれながらの性質だと思いますか。どうしたら、内側の汚れ
をきよめることができるのでしょうか。

②イエス様は、なぜ外側から入ってくるものは、人を汚すこ
とができないと述べていますか。その理解から、イエス様は、
これまでユダヤの人達が一生懸命に守ってきた律法と真反対
のどんな革命的な主張をされたのでしょうか。そのような主
張がどんな結果を生みだしましたか。なのになぜ主ははっき
りと宣言するのでしょうか。【適用】あなたは周囲の人と違
う意見を、はっきりと確信をもって表現できますか。どうし
たらイエス様のような生き方ができるのでしょうか。新しい
時代はどんな人によってもたらされますか。あなたはそのよ
うな人でしょうか。

②なぜ、一番最初に_________が置かれているのでしょうか。
また、性的な汚れとしてあげられているものは何ですか。犯
罪に関係する汚れはどれですか。【適用】あなたは「自分は
すぐに__________をいだいてしまう」と感じますか。性的な
誘惑に弱いと思いますか。自分と犯罪を犯した人との違いは
どこにあると思いますか。自分の内に汚れがある事をあなた
は認めますか。

③どのような心になると、主の言われる革命的な言葉を悟れ
るようになるのでしょうか。【適用】主の言葉を知ることに
よって、あなたは以前のあなたとどう変化しましたか。主の
言葉によってあなたにも新しい態度、行動がもたらされまし
たか。御言葉の知識が増えても、生活や品性が変わらないと
したら、あなたのどこに問題があると思いますか。あなたは
主の弟子、しもべとなっていますか。

③人間関係におけるどんな心、態度、思いを、主は内側の汚
れと断定していますか。【適用】あなたは、自分を他の人と
常に比較していませんか。ねたみや高ぶりの思いが絶えず内
側から生じてきませんか。もし、あなたの内側から汚れでは
なく、きよめられ思い、願い、態度が自然と生じてくるとし
たら、それはどうしてですか(ガラテヤ 5:22-23)。______の
実をもつ者になるには何が必要でしょうか(ヨハネ 15:5-8)。

①偽善者/戒め/人間/戒め/形 ②神様の戒め/コルバン/都合 ③言い伝え/空文
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 21－
21

途上の歩み

２０１２年２月

－ 22－
22

２月２１日(火)【#77
２月２１日(火)【#77】
#77】 マルコ ７：２４－３０

２月２２日(水)【#78
２月２２日(水)【#78】
#78】 マルコ ７：３１－３７

《食卓の下の小犬》
①ツロとはどこにありますか。なぜ、その地方へと主は行か
れたのでしょうか。どうして、__________霊につかれた娘の
いる女性は、主のところにやってきたのでしょうか。________
人である彼女にとって、主はどのような人だったでしょうか。
【適用】あなたは自分の意図に反した事が起こったとき、ど
んな思いになりますか。また、この女性のように、必死な気
持ちで主の前にひれ伏したことはありますか。どんな時でし
ょうか。

《エパタ》
①人々は、なぜ耳が聞こえず、口がきけない人の上に____を
置いてくださいと主に願ったのでしょうか。なぜ、主は彼ら
の言うとおりにしなかったのでしょうか。【適用】あなたは
イエス様に対してパターン化した求めをしていませんか。ま
た、他の人と比較して自分も同じ扱いをしてほしいと願って
いませんか。

②彼女が______にやってきた点と主の足もとに________た
点、そして願い________た点から、どんな彼女の心がわかり
ますか。一方、イエス様はどうしてすぐに彼女の願いをかな
えてあげなかったのでしょうか。何か意図があったのでしょ
うか。【適用】心は形に現れる、と言いますが、あなたの主
への献身の心は具体的にどのように現れていますか。また即
座に祈りが答えられない時、あなたは主の意図を思いめぐら
しますか。祈りの中で主にどう訴えますか。

③女性は主の言葉になぜ反発しなかったのでしょうか。なぜ
「__________です」と言ったのでしょうか。また、自分を
________にたとえたのはどうしてでしょうか。主が娘をいや
されたのはなぜですか。【適用】あなたは現実に見下された
り、非難された時、どんな思いになり、どんな反応を示しま
すか。彼女のような心になるには、どうしたらよいのでしょ
うか。主はあなたに何を求めていますか。

②悪い考え/悪い考え ③御霊

②イエス様は、どんな方法を用いて癒やされましたか。この
特別な方法は何か意味があるのでしょうか。なぜ、
「________」
とだけ言って、癒さなかったのでしょうか。【適用】あなた
は、主の扱いについてあまりにも注文をつけていませんか。
主があなたになさった扱いは、あなたにとって意味あるもの
ではないでしょうか。人と比較するのではなく、自分に対す
る主のお心を受けとめましょう。

③なぜ、イエス様は________をされたのでしょうか。にもか
かわらず、どうして人々はこの癒しの出来事を_________し
たのでしょうか。その事によって、どんな結果が生じたと思
いますか。また、主は彼らのしたことをどのように思われた
と思いますか。【適用】あなたは主の言葉と自分の感情と、
どちらを優先させていますか。今がどのような時かを決定す
るのは誰でしょうか。今、あなたは何をすべき時でしょうか。

①汚れた/ギリシャ ②すぐ/ひれ伏し/続け ③そのとおり/小犬
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 23－
23

途上の歩み

２０１２年２月

－ 24－
24

２月２３日(木)【#79
２月２３日(木)【#79】
#79】 マルコ ８：１－７

２月２４日(金)【#80
２月２４日(金)【#80】
#80】 マルコ ８：７－１０

《主の心と弟子の心》
①イエス様の所に集まった群衆は、何の目的で集まっていた
と考えられますか。_______間、彼らは何をしていたのです
か。どうして_________がなくなってしまったのですか。彼
らの心はどんな心だったと言えますか。【適用】あなたは、
彼らのような心をもって、主の言葉に耳を傾けたことがあり
ますか。集中して主のメッセージを聞きたいと願いますか。
あなたが第一に求めていることは何でしょうか。

《四千人の給食》
①イエス様は群衆に対して何と命じましたか。弟子達はいつ、
以前イエス様がなさった________の給食の出来事(6:35~)を
思い出したと思いますか(ルカ 24:30-31)。なぜ弟子達はイ
エス様の力ある奇蹟のわざをこんなにも簡単に忘れてしまう
のでしょうか。【適用】あなたも神様の愛のわざをすぐに忘
れてしまっていませんか。イエス様と共にいる事を忘れ、不
安と焦りと自信のなさの虜になっていませんか。主の恵みを
数えていますか。繰り返し証していますか。

②イエス様は群衆に対してどんな思いをもたれましたか。イ
エス様の心はどんな心ですか。どんな気持ちで弟子達に群衆
達の現状を伝えたと思いますか。それに対して、弟子達はど
んな気持ちで答えていますか。この時、彼らはなぜ、以前、
イエス様がなされた事(6:35~)を思い出せなかったのでしょ
うか。【適用】あなたは主の心をもって、他の人の状態を見
ていますか。弟子達と同様、_________がおられる事を全く
考えず、自分には何も________いし、関わる_______も責任
もないと思っていませんか。本当にそうでしょうか。主はあ
なたに何を望んでいるのでしょうか。

②なぜ主は______だけでなく、少しばかりの_____をも_____
して配ったのでしょうか。また今回も_____のパン切れを____
つのかごに集めさせたのはなぜでしょうか。群衆はどうなり
ましたか。彼らはこの事から、どんな真理を体験したと言え
ますか(マタイ 6:33)。【適用】あなたも群衆と同じ経験をし
たいと思いませんか。そのためにあなたは何をすべきでしょ
うか。御言葉を実生活で体験する信仰の歩みを切に追い求め
ていこうではありませんか。

③イエス様はなぜ、______の数を尋ねたのでしょうか。弟子
達は_____つと答えましたが、彼らは本来、どう応答すべき
だったのでしょうか。なぜ、彼らは主の問いかけの意味が理
解できなかったのでしょうか。【適用】今、必要とされてい
るお金、能力とあなたの持っているものと比較して、あなた
は簡単に結論をだしていませんか。主はあなたに今、何に気
づくことを願っているのでしょうか。あなたには何がありま
すか。

③なぜ群衆の数が_______であることがわかったのでしょう
か。どうして数が記されているのでしょうか。主は群衆を
_______しましたが、彼らはどんな思いをもって家へと戻っ
たと思いますか。一方、弟子達はこの出来事を通して、何を
学ぶ必要があると思いますか。【適用】あなたはこれまで主
がして下さった事を、曖昧にしか受けとめていなかったので
はないでしょうか。主があなたにして下さったみわざを忘れ
ないためには、どうしたらよいでしょうか。霊的な_______
感をあなたはどれだけ経験してきたでしょうか。

①手 ②エパタ ③口止め/言いふら

①三日/パン ②イエス様/できない/義務 ③パン/７
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途上の歩み

２０１２年２月

－ 25－
25

途上の歩み

２０１２年２月

－ 26－
26

２月２５日(土)【#81
２月２５日(土)【#81】
#81】 マルコ ８：１１－１３

２月２６日(日)【#82
２月２６日(日)【#82】
#82】 マルコ ８：１４－１７

《議論をしかける人達》
①イエス様は_________地方(10)でパリサイ人達から_______
をしかけられました。彼らの意図は何ですか。そんな彼らの
行動に対して主はどう思われましたか。また、実際に主はど
のように対応しましたか。【適用】あなたはクリスチャンで
ない人と________をしがちではありませんか。主の見本に従
うとしたら、どんな対応をとるべきなのでしょうか。質問す
る人の真意をあなたは見極めて応答していますか。

《二種類のパン種》
①弟子達は、せっかく残りの_________をもって___________
地方に行ったのに、そこにほとんど全部を_______てしまっ
たようです。そこで主が_________の事を語った時、彼らは
どんな気持ちになり、どんな_______をしたのでしょうか。
それは主の問いかけの意図に合致したことでしたか。
【適用】
あなたは自分の落ち度に気づく時、どんな気持ちになります
か。主の言葉を自分の状況から判断し、全く本質とずれた事
で悩んでいませんか。御言葉を、まずは、その語られた場に
おいて聞いていますか。

②パリサイ人達は________を求めましたが、これまでイエス
様は________となる事柄を何もしてこなかったでしょうか。
彼らの求める__________とは何でしょう。どうして主は____
の時代には________は絶対に与えられないと断言したのでし
ょうか。【適用】あなたは、イエス様が救い主である証拠を
聖書以外に求めていませんか。あなたの信仰は何を土台とし
ていますか。あなたはどうして主を信じる事ができたのです
か。

②パリサイ人のパン種、ヘロデのパン種はそれぞれ何を意味
していますか。それぞれが関係している出来事
(11-13,6:14-29)から考えてみましょう。そして、なぜ、
主はこの時、それらのパン種に十分に_________るように命
じたのでしょうか。【適用】あなたの心の内にもこれらの二
種類のパン種がありませんか。それらに影響されていません
か。では、どうしたらそれらを取り除くことができるでしょ
うか。

③イエス様は、なぜわざわざこの地方に来られたのでしょう
か。この地方来た主は、何か大いなる______を行いましたか。
それはどうしてでしょうか。13 節を読む時、主のどんな気
持ちが響いてきますか。【適用】あなたの日々にもし主の働
きがないとしたら問題はどこにありますか。あなたの家に主
の臨在がないとしたら、何が問題ですか。あなたは主をあな
たから______れさせていませんか。悔い改めましょう。

③イエス様は何を悟ることを弟子達に求めているのでしょう
か。なぜ、弟子達はイエス様が教えようとしていることがわ
からないのでしょうか。どうして彼らの心は堅く_______(脚
注：______なって)いるのでしょうか。【適用】あなたは自分
を守ることばかり考えていませんか。主のことばをあなた自
身の文脈の中で聞いていますか。信仰とみことばと生活がバ
ランスよく相互に結び合っていますか。点検しましょう。

①五千人 ②パン/魚/感謝/残り/７ ③四千人/解散/満腹

①ダルマヌタ/議論/議論 ②しるし/しるし/しるし/今/しるし③みわざ
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