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３月１日(木)【#86】 マルコ ８：２７－３０
《キリストです》
①イエス様はなぜ、人々が自分をどのように評価しているか
を尋ねたのでしょうか。人の評価が気になったからでしょう
か。弟子達はイエス様に対する世の中の評価をどの程度、把
握していましたか。【適用】あなたの周囲の人々はイエス様
やキリスト教をどのようなものと評価していますか。そう考
えるのはなぜだと思いますか。彼らの評価は正しいでしょう
か。

②どうして主は「__________はどう思うか」と弟子達に尋ね
たのでしょうか。主にとって何が一番大事なことだったので
しょうか。__________とは、どういう意味ですか。【適用】
あなたにとって、イエス様はどんなお方ですか。どんな状況
に置かれても、どんな時代になっても、どんな思想が社会を
支配しても、あなたは主の質問に対してペテロと同じ告白が
できますか(13:11)。

③この告白をした後、ペテロはどうなりましたか(14:66~)。
その事は何を意味していますか。また、なぜ主はもっとも大
事な真理を誰にも言わないように______めたのでしょうか。
【適用】あなたはこの時のペテロとどう違いますか(コリン
ト第一 6:19)。今はどんな時ですか(伝道 3:7b)。神様は何と
あなたに命じていますか(テモテ第二 4:2)。

①両眼/木 ②っかり/っきり/霊 ③村/家に

途上の歩み ２０１２年３月 －1－
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３月２日(金)【#87】 マルコ ８：３１－３３
《下がれ、サタン》
①ペテロが「あなたは________です」と素晴らしい告白をし
た後、イエス様はすぐに何を弟子達に教えましたか。それは
なぜでしょうか。________とは、誰のことですか。またマル
コはどうして「_________と話された」と記したのでしょう
か。【適用】あなたはイエス様を主と信じることをどのよう
に理解していますか。すべてを願い通りにかなえて下さる優
しい方としてですか。あなたは聖書がはっきりと教えている
_______に従っていますか(34~)。

②ペテロは、なぜイエス様をわざわざ_____に連れていった
のでしょうか。またどのように_____たのでしょうか。その
時のペテロの気持ちはどのようなものだったと思いますか。
【適用】あなたも自分の思いと違った現実に遭遇した時、神
様に対して、どんな態度になりますか。どんな思いがわき起
こってきますか。それはなぜでしょうか。

③どうして_______を見ながらペテロを_______ったのでしょ
うか。なぜ「________」と彼のことを呼んだのでしょうか。
人が間違え失敗するのはどんな考え方をするときですか。【適
用】あなたはどんな事も神様を計算にいれて考えていますか
(コリント第一 10:31,マタイ 6:33)。________の考えが自分
の考えとは異なる事を(イザヤ 55:8)、素直に認めますか。

②あなたがた/キリスト ③戒

途上の歩み ２０１２年３月 －2－
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途上の歩み ２０１２年３月 －3－

３月３日(土)【#88】 マルコ ８：３４
《もしついて行きたいなら》
①なぜ、イエス様は______を弟子達と一緒に呼び寄せたので
しょうか。この「彼ら」とはどのような人の事を指していま
すか。主は彼らに何を示したかったのでしょうか。【適用】
あなたは１２弟子達と自分を比較して見たことがあります
か。主はなぜ１２弟子を召されたのでしょうか。あなたは、
彼らから何を学ぶ必要があるでしょうか。

②イエス様に「______て行く」とは、具体的には、どのよう
な生き方を指していると思いますか。群衆はこの言葉を聞い
て、どんなイメージをもったと思いますか。【適用】あなた
は生涯、主に______て行きたいと思いますか。それとも自分
には無理だと感じますか。この招きは特別な人になるように
との特別な招きだと思いまますか。それともクリスチャンと
して生きていきたいと願うすべての人に対する勧めでしょう
か。

③主は強制的に人を_______にしますか。「______になるぞ」
との思いがあれば、誰でも主の_____になれるのでしょうか。
「______を捨てる」とはどういう意味でしょうか。【適用】
あなたは今なお自分が生きていませんか。自分の思い、感情、
目標、立場、能力などに束縛されて、あなたを通して主が働
く事を妨げている状態になっていませんか。

①キリスト/人の子/はっきり/命令 ②わき/いさめ ③弟子達/しかっ/サタン/神様
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３月４日(日)【#89】 マルコ ８：３４－３５
《自分の十字架を負う》
①どうしたら、「自分を捨てる」事ができるのでしょうか。
その事と「自分の_________を負う」とは、どんな関係があ
るのでしょうか。また、「自分の_________を負う」とは、実
際にはどのような事を意味していますか。【適用】あなたは
自分の心に怒りや欲望、悪い思いが起こった時、すぐに何を
しますか。主の________に自分の情欲も罪も一緒にかけられ、
すでに自分は主と共に______だと信じていまか(ローマ
6:6-11)。日々、主の十字架を______の十字架として受け取
っていますか。

②イエス様について行くとは、_________の死に至るまで、
________の道を進んで行くことです(ピリピ 3:13-14)。その
覚悟を、なぜ主は求めるのでしょうか。【適用】主はあなた
が________を通して従順に主に従うことを求めていますか。
あなたはその思いを持って今を歩んでいますか。

③ 35 節の「いのち」とは、何を指しますか。「それ」とは
何ですか。主は、どんな時、どんな場面を想定して、この言
葉を語ったと思いますか。【適用】今のあなたにとって、い
のちとは何を指していますか。あなたが今、主のために、ま
た________のために失うべきものは何でしょうか。正しい選
択をあなたはしていますか。

①群衆 ②つい/つい ③弟子/弟子/弟子/自分

途上の歩み ２０１２年３月 －4－
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途上の歩み ２０１２年３月 －5－

３月５日(月)【#90】 マルコ ８：３６－３８
《全世界より価値あるもの》
① 36 節の「いのち」とは、何を指していますか。そのいの
ちを得ることは、どうして「__________を得る」ことよりも
価値があるのでしょうか。多くの人達はこの「いのち」を追
求せず、何を必死に求めていますか。それはどうしてですか。
【適用】あなたは自分の時間や力を何に費やしていますか。
本当のいのちのために、どれだけ心を注いでいますか。点検
しましょう。

②ひとたび、いのちを失ったら、_________す事ができます
か。私達がこのいのちを得るための唯一の道、方法は何です
か。【適用】あなたは主の十字架を自分がかかるべき十字架
として、素直に信じていますか。古い自分はすでに主と共に
死んで、今、あなたの内に、_________の主が生きているこ
とを確信していますか(ガラテヤ 2:20)。

③「姦淫と罪の時代」とは、どのような状況を意味するので
しょうか。主のことばを______る人とはどんな人でしょうか。
彼らはどんな結果を刈り取りますか(ガラテヤ 6:7)【適用】
相対主義の今、あなたは唯一絶対の救いの道としてイエス様
の十字架を告白していますか(使徒 4:12)。誰の前にもクリ
スチャンであることを言い表していますか。パウロと同じ心
で生活していますか(ローマ 1:16)。

①十字架/十字架/十字架/死ん/自分 ②十字架/不退転/生涯 ③福音
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３月６日(火)【#91】 マルコ ９：１－３
《主の変貌》
①彼らとは誰のことですか。「神の国が____をもって到来す
る」時とは、どの出来事を指しているでしょうか。変貌山の
出来事ですか。主の十字架と復活の出来事ですか。聖霊降臨
の事ですか。再臨の事ですか。どうして、そのように理解し
たのでしょうか。また、何のために主はこのような預言をし
たのでしょうか。【適用】解釈が何通りもある難しい箇所に
関しては、あなたはどのように理解し、受けとめていますか。
「すべてがわからないと聖書は信頼できない」と思いますか。

②なぜ、主は________、________そして________の３人だけ
を連れて山に行かれたのでしょうか。なぜ、１節の言葉を語
った後、____日たった時にそうしたのでしょうか。【適用】
主が特別にあなたを選んで、神様の_____ある働きを示され
た経験がありますか。主が、あなた自身を、この３人のよう
に特別に扱って下さる事を信じますか。

③主ご自身が変化したのですか。それとも主が着ていた____
だけが______く_____輝やいたのでしょうか。この事で主は
弟子達に何を教えたかったのでしょうか。【適用】あなたは
自分が_______の子(エペソ 5:8-9)となり、イエス様の似姿
へと________ていく事を信じていますか(コリント第二
3:18)。どうすれば、その事が実現するのでしょうか。

①全世界 ②買い戻/復活 ③恥じ

途上の歩み ２０１２年３月 －6－
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途上の歩み ２０１２年３月 －7－

３月７日(水)【#92】 マルコ ９：４－８
《３つの幕屋》
①なぜ、エリヤはひとりではなく、________と一緒に現れた
のでしょうか。この二人は何を示すために現れたのでしょう
か。また、彼らはイエス様と何を話していたと思いますか。
【適用】あなたは主が_______聖書の中心であり、_____と
________からなる______聖書全体が主の_________に焦点を
当てている事を知っていますか。_______聖書をどれだけ読
んでいますか。

②ペテロは、なぜ_________して３人の会話を妨げてしまっ
たのでしょうか。彼はふたりが誰であるかをどうして知るこ
とができたのでしょうか。なぜ、_________を３つ造ること
を申し出たのでしょうか。【適用】あなたは聞くべき時に、
_________に流され、よく考えもせずに行動してしまってい
ませんか(ヤコブ 1:19)。まず何をすべきですか。

③なぜ、_____が３人を覆い、声だけが響いたのでしょうか。
その声は誰の声ですか(1:11)。またイエス様だけをそこにお
られた事実は、何を意味しますか。【適用】あなたはイエス
様だけを自分の主として従っていますか。人をあまりに重く
見すぎていませんか。指導者の言葉が、御言葉以上の権威を
もってしまっていませんか。あなたが従うべき方は誰ですか。

①力 ②ペテロ/ヤコブ/ヨハネ/６/力 ③衣/白/光り/光/変えられ
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３月８日(木)【#93】 マルコ ９：９－１３
《エリヤはもう来たのです》
①________が________るまで、なにを、なぜ、話してはなら
ないと主は命じたのでしょうか。弟子達はどの言葉を心に
________たのでしょうか。彼らは主の真意を理解できました
か。それはどうしてですか。【適用】あなたは御言葉の意味
がわからない時どうしますか。その言葉を、_______できる
時がくるまで、心にきちんと留めていますか。

②弟子達がエリヤの事を主に尋ねたのは、なぜでしょうか。
主がエリヤが来る役割と人の子の_______の事をとりあげた
のはなででしょうか。【適用】あなたも律法学者の同様、バ
ランスよく聖書を理解せず、自分の都合に従って勝手に解釈
していませんか。__________の働きを求めて祈りつつ、御言
葉を思いめぐらしていますか。

③主はエリヤがすでに来たと宣言しましたが、どういう意味
でしょうか。また、「___________とおりに」とありますが、
実際にどこに書いてあるとおり、何を人々はしたのでしょう
か。この事は主ご自身のこれからにとって、何を意味してい
ますか。【適用】起こっている事を神様の視点から正しく理
解していますか。御言葉を離れる時、人はどんな生き方にな
ってしまいますか(イザヤ 53:6)。あなたにとって、聖書は
どんな意味をもっていますか。

①モーセ/旧約/律法/預言者/旧約/十字架/旧約 ②口出し/幕屋/感情 ③雲

途上の歩み ２０１２年３月 －8－
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途上の歩み ２０１２年３月 －9－

３月９日(金)【#94】 マルコ ９：１４－１８
《議論でなく祈りを》
①「彼ら」とは、誰達のことですか。彼らが山の上で経験し
た事と他の弟子達が直面している事とはどのような対比を示
していますか。主が______山に______人の弟子達を連れてい
った目的は何だったと思いますか。【適用】あなたは現実の
困難さや自分の無力さに意気消沈していませんか。責められ、
攻撃され疲れていませんか。あなたは今、どこに行くべきで
しょうか。何を必要としているでしょか。目を_____に向け
ましょう。

②群衆はなぜイエス様が来られたのを知って、_______き、
どんな気持ちで主に_______寄ったのでしょうか。【適用】あ
なたも、主が最もよい____________で、助けや知恵・人を与
えて下さった事を経験しましたか。主はあなたにとってどん
なお方ですか(詩篇 46:1)。今、主に助けを求めませんか。

③イエス様は誰に質問しましたか。主は弟子達に__________
する事を求めていたのでしょうか。なぜ弟子達は__________
に時間を費やす結果になってしまったのでしょうか。弟子達
がなすべき事は何だったのでしょうか。【適用】あなたも
____________を抜きにして、自分の知恵や力で相手を
__________しようとしていませんか。あなたが現実を打破す
るために求めるべき事は何でしょうか。祈り求めましょう。

①人の子/よみがえ/留め/理解 ②受難/御霊様 ③書いてある
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３月１０日(土)【#95】 マルコ ９：１６－２０
《不信仰な世》
①弟子達が直面した難問は何でしたか。なぜ、彼らは
___________する霊を追い出す権威も経験もなかったのでし
ょうか(6:7)。なぜ、この時、弟子達はできなかったのでし
ょうか。【適用】あなたも神様から与えられた________を信
頼せず、祈り求める事もやめてしまっていませんか。あなた
の人生を主が用いて下さる事を信じ、期待していますか。

②主は誰に向かって「_________な世だ」と言ったのでしょ
うか。彼らのどんな点に関して、主は__________してこられ
たのでしょうか。【適用】あなたも主を_________させていま
せんか。どうして、___________な心になってしまうのでし
ょうか。あなたの信じる主はどんなお方かもう一度、思い巡
らしましょう。

③主はどうして_______にとりつかれた子を________て来る
ように命じたのでしょうか。その時、その子はどんな状態に
なりましたか。それはなぜでしょうか。【適用】あなたは自
分で問題を抱え込んでいませんか。癒されるために、今日、
主の前に自分にどうにもならない現実を素直に告白しましょ
う。主の力を期待しましょう。

①高い/３/主 ②驚/走り/タイミング ③議論/議論/イエス様/論破

途上の歩み ２０１２年３月 －10－
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途上の歩み ２０１２年３月 －11－

３月１１日(日)【#96】 マルコ ９：２１－２４
《信じる者には》
①イエス様はなぜ父親に、いつからこのような状態になった
のかを尋ねたのでしょうか。知らなかったからですか。この
質問を通して父親は何を深く感じたと思いますか。【適用】
あなたはずっと抱え続けてきた未解決の問題をもっていませ
んか。今こそ、主にあなたが負い続けてきた悩みを注ぎ出す
時ではありませんか。

②なぜ父親は「もし、おできになるなら」と言ったのでしょ
うか。一方、主は父親に何を求めましたか。何をどのように
_______る事が必要なのでしょうか。また「_______るなら癒
されます」と言うのではなく、「どんなことでも________の
です」と言われたのは、どうしてですか。【適用】あなたは、
主の____と_____をどんな時でも信じていますか。自分では
______る事ができない時、どこに希望がありますか。

③なぜ「______に」(23)と書かれているのでしょうか。なぜ
父親は_______だのでしょうか。「_______ます」と言いなが
ら、自分の事を「__________な私」と呼ぶのでしょうか。ど
うしてこのような応答ができたのでしょうか。【適用】あな
たは、自分でもどうして言い表すことができたのかびっくり
するような信仰の言葉を語った経験がありますか。_______
様に押し出された事がありますか。自分の内に_________様
が生きていて下さる事を体験しましたか。

①口をきけなく(３版)/権威 ②不信仰/がまん/がまん/不信仰 ③霊/連れ
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３月１２日(月)【#97】 マルコ ９：２５－２７
《御言葉と御手》
①群衆はどこに、何のために__________ようとしたのでしょ
うか。それを見た主は、___________た霊に対して何をしま
したか。それはどうしてですか。【適用】あなたは主を無視
して、何とか自分で問題を解決しようとやっきになっていま
せんか。今、あなたに必要なのはどうする事ですか。

②主はどのようにして___________た霊を追い出しましたか。
なぜ、_________と________が起こったのでしょうか。その
事によって、何が明らかになりましたか。【適用】あなたは
天地万物が神様の________によって造られた事を信じていま
すか。同じ神様の________があなたを新しく造り変える力を
持っている事を信じていますか。あなたの存在がその事を明
らかにしていますか。

③汚れた霊から解放されたゲラサ人の場合と違って(5:15)、
なぜ、その子は_______のようになったのでしょうか。彼の
新しい人生は、主の_____に支えられ、_________る事によっ
て始まりました。これは何を表していますか。【適用】あな
たは古い自分に_____で、新しい自分によみがえった事実を
確信していますか。自分がかつての自分ではなく、新しく創
造された神の__________である事を感謝し(コリント第二
5:17,エペソ 2:10)、主に従っていますか。

②信じ/信じ/できる/愛/力/信じ ③すぐ/叫ん/信じ/不信仰/御霊/御霊

途上の歩み ２０１２年３月 －12－
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途上の歩み ２０１２年３月 －13－

３月１３日(火)【#98】 マルコ ９：２８－２９
《祈りなくしては》
①なぜ、弟子達はイエス様が______に入られた後、_____と
尋ねたのですか。彼らには何が重要だったのですか。【適用】
あなたも主が行って下さったみわざに目を向けるよりも、
______の事がいつも気になっていませんか。人の______ばか
り考えていませんか。どうしたら焦点を変えることができる
のでしょうか。

②なぜ弟子達は_________た霊を追い出せなかったのでしょ
うか。彼らの行動、考え方の何が間違っていたのでしょうか。
【適用】あなたは、自分の_______を過信し、_____る事もせ
ず、事を行っていませんか。あなたの日々の歩みは_____る
事なくして可能でしょうか。あなたは_____り心をもって、
一つ一つの事を行っていますか。

③この種のものとは、どのようなものを指していますか。な
ぜ、____りなくして、それらは不可能なのでしょうか。___
りにはどんな力があるのでしょうか。【適用】あなたは____
との戦いに敗北していませんか。あなたの戦いはどのような
ものですか(エペソ 6:12)。勝利は何によって与えられます
か。

①駆けつけ/汚れ②汚れ/叫び声/ひきつけ/お言葉/お言葉③死人/手/起こされ/死ん/作品
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３月１４日(水)【#99】 マルコ ９：３０－３１
《無理解と静まり》
①１。イエス様はどうして「人に___________ない」と思わ
れたのでしょうか。人に_______てしまうとどんな状況にな
ってしまいますか。主が人として、この時、望んでいた事は
何ですか【適用】あなたも普段の忙しい日々と違う、神様の
前に十分に________る時を今、必要としていませんか。走り
続けるのを一端やめる事があなたにも必要ではありません
か。それはどうしてですか。

②主がどんな気持ちでいるかを弟子達は理解していたと思い
ますか。そのような弟子達の________に接し、イエス様はど
こに心を向けたと思いますか。【適用】あなたも、親しい者
にも_______されず、ただ神様の前に歩むほかない時があり
ませんでしたか。あるいは、今が、主に従うゆえに、主と同
じ______を経験させられつつ、神様だけに拠り頼んでいくべ
き時でしょうか。

③３１節は弟子達全員に対しての第 ____回目(8:31)の
_______の予告です。イエス様はどんな思いで、自分の_______
と______の出来事を弟子達に教えられたと思いますか。また、
主はどうして、このように弟子達に何度もこれから起こる事
を予告したのでしょうか。【適用】あなたは自分の将来に関
して、この世の価値観から言えば喜べない事柄が起こる事を
感じていますか。自分に襲いかかる病気、失業、挫折、別離
などをどう受け止めていますか。直視せず、いつも避けてば
かりいませんか。今日、あなたの現実をはっきりと主の前に
みつめませんか。

①家/そっ/自分/評価 ②汚れ/経験/祈/祈/祈 ③祈/祈/霊

途上の歩み ２０１２年３月 －14－
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途上の歩み ２０１２年３月 －15－

３月１５日(木)【#100】 マルコ ９：３０－３２
《恐れの源泉》
①なぜ、弟子達は主の予告を理解できなかったのでしょうか。
彼らの心の状態から考えてみましょう。【適用】あなたも、
自分の考えや予想と違う事柄に対しては、____を閉ざし、聞
く_____をもたない事がありませんか。神様があなたに教え
ようとしている新しい事柄を_______していませんか。主に
従う者の心はどうあるべきでしょうか。

②なぜ、弟子達は、主の言葉が理解できなかったのに、______
る事をしなかったのでしょうか。主は弟子達に何を求めてい
たと思いますか。【適用】あなたは、痛みを伴う現実がやっ
てくるのではないかと、さまざまな状況の変化や出来事を通
して感じているのに、つきつめて考える事をせず、不安感を
募らせていませんか。今日こそ、主に自分の心の内を注ぎ出
す時ではありませんか(ペテロ第一 5:7)。

③ペテロ・_______・ヤコブの三人にとって、主の_________
の予告を聞いたのは______度目でした(9:9-10)。しかし、彼
らもまた_____をいだくだけでした。誰が主の言葉を正しく
理解できるのでしょうか。【適用】あなたにとって主の
________と______はどんな意味をもっていますか。なぜ正し
く受け取ることができたのですか。あなたとこの時の弟子達
との違いは何ですか。

①知られたく/知られ/静ま ②無理解/理解/孤独 ③２/受難/十字架/復活
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３月１６日(金)【#101】 マルコ ９：３３－３４
《何を論じ合っているのか》
①イエス様は、弟子達が道々、何を論じ合っていたか知らな
かったのでしょうか。なぜ、その場で弟子達に尋ねず、____
の中に入った後に、尋ねたのでしょうか。【適用】あなたは、
日々、何に心を注ぎ、何を追い求めていますか。主が、会堂
における主日礼拝において、あなたに問いかけておられる事
に気づいていますか。あなたは、日々の歩みに関して、自分
が主から_______る存在であることを知っていますか。

②イエス様はどうして「あなたがたは、誰が_________かを
論じ合っていたでしょう」という質問をせず、「何を論じ合
っていたのですか」と尋ねたのでしょうか(創 3:9,4:9)。ま
た弟子達はなぜ、主に答えず、黙っていたのですか。【適用】
あなたは主に問われたくない事をしていませんか。良くない
と思いながら、し続けている事がありませんか。主はその事
をご存じです。なぜ、主の前に黙り続けているのですか。あ
なたが今すべきことは何ですか(ヨハネ第一 1:9)。

③この出来事がイエス様の________の予告の後であったこと
は、弟子達に関してどんな事を明らかにしていますか。彼ら
の関心事は何ですか。彼らは、イエス様と体は一緒にいなが
ら、どうして心は主の心から遠く離れてしまうのでしょうか。
【適用】あなたは主の________のもとに生かされている事を
忘れていませんか。自分のプライドやメンツあるいは自己卑
下・劣等感に縛られた生き方をしてませんか。主の言葉を聞
きながら、主と無関係な生活をしていませんか。あなたの目
を正しい方向に向ける時ではありませんか(ヘブル 11:2)。
そのとき、あなたの心はどう変えられますか。

①心/耳/拒絶 ②尋ね ③ヨハネ/受難/３/恐れ/十字架/復活

途上の歩み ２０１２年３月 －16－
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途上の歩み ２０１２年３月 －17－

３月１７日(土)【#102】 マルコ ９：３５
《しもべとして生きる》
①弟子達が主の質問を_______し、取り合わなかった事は、
どこでわかりますか。主はなぜ__________になってから、語
られたのでしょうか(マタイ 5:1-2)。なぜ____弟子達を_____
で語られたのでしょうか。弟子達に必要な事は何ですか。【適
用】あなたはどんな心をもって、主の________に耳を傾けて
いますか。主のもとに_____出された者として、礼拝・ディ
ボーションの場に臨んでいますか。あなたに_______をもっ
て語りかける主の言葉を真正面から聞いていますか。あなた
が変わらないのはどこに原因がありますか。

②イエス様は「人の____に立ちたい」との願いを肯定してい
るのでしょうか。「______になりたい」との思いを持つ人は、
_______となることを願うでしょうか。ここで主は弟子達に
何を教えておられるのでしょうか。【適用】あなたは今も____
ばかり見ていませんか。人が作った序列にとらわれていませ
んか。あなたの悩み苦しみの大半は周囲の人の_______から
きていませんか。

③「しんがりになりなさい」とは、実際にはどんな人になる
ことでｓか。主の語るリーダー像はこれまでのものとどのよ
うに違いますか。どうしたら「みなに________者となりなさ
い」との命令に喜んで従える者となれるのでしょうか(マル
コ 10:45)。「_____としてのリーダー」とは、どんな生き方
をする人のことですか。【適用】あなたは人を_____しようと
していませんか。自分の思い通りに、妻や子どもが従う事を
要求していませんか。交わりの中で進んでしもべの役目を果
たしていますか。自然い自分から人のために下働きをしてい
ますか。あなたがリーダーとして、まずすべき事は何でしょ
うか(ペテロ第一 5:3)。

①家/問われ ②一番偉い ③受難/十字架

- 18 -

３月１８日(日)【#103】 マルコ ９：３６－３７
《幼子を受け入れる》
①誰が一番かを競い合っている弟子達は、どこに目を向けて
いますか。彼らは何に価値があるとみなしていましたか。そ
のような考え方、生き方をしている弟子達にとって、イエス
様が連れてきたひとりの幼子はどんな意味や価値があるでし
ょうか。なぜ主はわざわざ幼子をみなの真ん中に立たせ、腕
にでき寄せたのでしょうか。【適用】あなたは人を何によっ
て評価していますか。失敗ばかりする人、能力のない人、世
話のかかる人、仕事を任せられない人達に対して、どんな態
度をとっていますか。彼らを、友として、大切な人として、
親しい交わりをもつべき人としていますか。

②こんな幼子とはどんな幼子ですか。また、「イエス様の名
のゆえに、幼子を受け入れる」とは、どういう事でしょうか。
マタイ 19:14の主の言葉とどのようにつながっていますか。
イエス様は弟子達にどんな生き方をすることを求めているの
でしょうか。【適用】あなたは自分を幼子と思っていますか。
今、主の前に安心して歩めるのはどうしてですか。主によっ
て扱われているように、あなたもまた、あなたと同じような
人と交わりをもっていますか。

③なぜ、幼子を受け入れることが、そのままイエス様を受け
入れることになり、天の_________を受け入れることになる
のでしょうか。【適用】あなたの小さな者に対する態度が、
あなたがどのような者であるかを明らかにするのです。いい
加減な態度をとっていませんか。鼻であしらうような_______
な態度をとっていませんか。イエス様に対する心をもって、
幼子のような人達に接していますか。

①無視/おすわり/12/呼ん/言葉/呼び/権威 ②先/一番/しんがり/上/評価 ③仕える/しもべ/支配

途上の歩み ２０１２年３月 －18－
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途上の歩み ２０１２年３月 －19－

３月１９日(月)【#104】 マルコ ９：３８－３９
《仲間でないので》
①ヨハネは、どんなイエス様の返答を期待して 38 節の言葉
を語ったと思いますか。ヨハネは、主の御名を唱えて______
を追い出している人達の事を知った時、どんな感情をもった
と思いますか。ヨハネは彼らをどのような人達だとみなした
のでしょうか。【適用】あなたは、自分達と違った流れの人
達が主に尊く用いられているのを見て、どう思いますか。そ
の思いはどこからくるものですか。また、彼らから学ぶこと
を願うより、彼らを批判することに熱心になていませんか。
あなたのどこが問題なのでしょうか。

②ヨハネは、自分には彼らの行為をやめさせる権限があると
どうして思ったのでしょうか。一方、イエス様は、なぜ、自
分に一言も相談もせず、勝手に働いている人達の行動を禁じ
ないで、そのまま許したのでしょうか。弟子達にどんな心を
もつことを願ったのでしょうか。【適用】あなたは自分達だ
けが正統なクリスチャンだと思っていませんか。自分達の伝
統や神学や強調点の違う働きに対して、否定的な態度をとっ
ていませんか。聖霊様の働きの自由さ、大きさ、豊かさをあ
なたは認めようとせず、硬直化した狭い心で生活していませ
んか。なぜ主と同じ広い心を持とうとしないのですか。

③イエス様は主の名を唱えながら宗教活動をしている人はす
べて自分の_______だと言っているのでしょうか。ここでい
う主に_______しない人とはどんな人達のことでしょうか。
【適用】自分勝手に主の御名を利用している異端の活動やイ
エス様という言葉は使ってもまったく聖書の教えと違うこと
を語り、行っている人達も主の_______なのでしょうか。無
差別に誰でも受け入れなさいと主は言っているのでしょう
か。正しい識別力はどうしたら与えられるのでしょうか(ヨ
ハネ第一 4:1,6)。

③父なる神様/高慢


