
日付
2012年4月29日2012年4月29日2012年4月29日2012年4月29日

単元 ペンテコステ

テーマ 内住され共にいてくださる聖霊

タイトル いつも一緒（共にいてくださる聖霊）

テキスト ヨハネ14:16-17、14:26、15:26、16:7-8、16:13-15、Ⅰコリン

ト6:19、12:3

参照箇所

暗唱聖句 Ⅰコリント6:19

導入導入導入導入 あなたは一人ぼっちだなと感じたことはありますか？どんな

気持ちでしたか？イエス様はわたしたちが一人ぼっちにな

らないで、神様に従っていくことを助けることができるように

聖霊を遣わすと約束して下さいました。聖霊とは一体どうい

うお方なのでしょうか？

ⅠⅠⅠⅠ イエス様は助け主である聖霊を遣わすと約束してイエス様は助け主である聖霊を遣わすと約束してイエス様は助け主である聖霊を遣わすと約束してイエス様は助け主である聖霊を遣わすと約束して

くださいましたくださいましたくださいましたくださいました

Ａ． イエス様はご自分が昇天された後に助け主聖霊を父に遣わ

してもらうことを約束されました

Ｂ． 聖霊は私たちの内にある罪を示してくださいます

Ｃ． 誰でも聖霊によらなければイエス様を救い主として認め信じ

ることはできません

ⅡⅡⅡⅡ 聖霊はイエス様を信じる人の内に住んでください聖霊はイエス様を信じる人の内に住んでください聖霊はイエス様を信じる人の内に住んでください聖霊はイエス様を信じる人の内に住んでください

ますますますます

Ａ． イエス様を信じた人は聖霊がその人の内に住んでください

ます

Ｂ． 聖霊はイエス様を信じるすべての人々の内に住んでおられ

ます

Ｃ． イエス様を信じた人は神様のものであってもはや自分自身

のものではありません

ⅢⅢⅢⅢ 聖霊は私たちといつも共にいて助け導いてくださ聖霊は私たちといつも共にいて助け導いてくださ聖霊は私たちといつも共にいて助け導いてくださ聖霊は私たちといつも共にいて助け導いてくださ

いますいますいますいます

Ａ． 聖霊はいつでもどこにいても私たちと共にいてくださいます

Ｂ． 聖霊は私たちを助け導いてくださいます

Ｃ． 聖霊は私たちを通してキリストを証しされます

結論結論結論結論 イエス様を信じる人々の内には聖霊が共に住んでイエス様を信じる人々の内には聖霊が共に住んでイエス様を信じる人々の内には聖霊が共に住んでイエス様を信じる人々の内には聖霊が共に住んで

いてくださいますいてくださいますいてくださいますいてくださいます

適用適用適用適用
イエス様はよみがえられて天におられる父なる神様の元に戻られました

が、代わりに助け主として聖霊が遣わされました。現代は目には見えな

い聖霊が信じるすべての人々と共にいてイエス様がこの地上でなされた

と同じように働いておられるのです。あなたは自分が一人ぼっちだと思っ

たことはありませんか？イエス様を信じるなら、あなたの内にはすでに聖

霊が住んでいてくださっています。そして聖霊はあなたを助け導き、あな

たを通してイエス様を証しするために遣わされているお方なのです。内

住しておられる聖霊を感謝し、聖霊を信頼しませんか？聖霊の声に耳を

傾けていきましょう。そして聖霊の導きに従う者になりましょう。

備考備考備考備考

メッセージアウトライン



日付
2012年5月6日2012年5月6日2012年5月6日2012年5月6日

単元 ペンテコステ

テーマ キリストの証人となる力

タイトル えっ、あの人が（サウロの回心）

テキスト 使徒の働き９：１－２２

参照箇所

暗唱聖句 使徒の働き１：８

導入導入導入導入 あなたは久しぶりに友達に会って相手がずいぶん変わった

なと感じたことはありませんか？あなたはどのようにしてイエ

ス様に出会いましたか？また、イエス様に出会って自分が

変わったと思うところはありませんか？

ⅠⅠⅠⅠ サウロはよみがえったイエス様にお会いしましたサウロはよみがえったイエス様にお会いしましたサウロはよみがえったイエス様にお会いしましたサウロはよみがえったイエス様にお会いしました

Ａ． サウロはクリスチャンを迫害していました

Ｂ． サウロはダマスコに行く途中迫害しているイエス様に出会い

ました

Ｃ． サウロは三日間目が見えず食事もできませんでした

ⅡⅡⅡⅡ 神様はサウロが聖霊に満たされるためにアナニヤ神様はサウロが聖霊に満たされるためにアナニヤ神様はサウロが聖霊に満たされるためにアナニヤ神様はサウロが聖霊に満たされるためにアナニヤ

を遣わされましたを遣わされましたを遣わされましたを遣わされました

Ａ． 神様は幻の中でアナニヤにサウロのところに行って祈るよう

に言われました

Ｂ． アナニヤは神様の命令に従いサウロが聖霊に満たされるよ

うに祈りました

Ｃ． するとサウロの目は開かれイエス様を信じてバプテスマを受

け食事をして元気になりました

ⅢⅢⅢⅢ サウロは力強くイエス様は救い主であることを証しサウロは力強くイエス様は救い主であることを証しサウロは力強くイエス様は救い主であることを証しサウロは力強くイエス様は救い主であることを証し

するように変わりましたするように変わりましたするように変わりましたするように変わりました

Ａ． 聖霊に満たされたサウロはただちにイエス様は救い主であ

ることを宣べ伝え始めました

Ｂ． クリスチャンを迫害していたサウロが全く変わってしまったの

を見て人々は驚きました

Ｃ． サウロはますます力強くイエス様が救い主であることを人々

に証ししていくようになりました

結論結論結論結論 聖霊は人を造り変えキリストの証人となる力を与え聖霊は人を造り変えキリストの証人となる力を与え聖霊は人を造り変えキリストの証人となる力を与え聖霊は人を造り変えキリストの証人となる力を与え

てくださるお方ですてくださるお方ですてくださるお方ですてくださるお方です

適用適用適用適用
１．聖霊は私たちがイエス様に従い、イエス様を力強く証ししていく力と

勇気を与えてくださいます。サウロのようにイエス様に従い、イエス様のこ

とを力強く証ししていく力を神様に求めて祈りましょう。あなたも変わるこ

とができます。

２．サウロはイエス様を迫害していましたがイエス様に出会い聖霊に満た

されてイエス様が大好きな人に変えられました。あなたの周りにイエス様

のことを信じない人や嫌っている人はいませんか？神様はその人を造り

変えることができると信じてイエス様を証ししませんか？

３．サウロが聖霊に満たされるために神様はアナニヤを遣わされました。

あなたも聖霊の満たしを求めて誰かに一緒に祈ってもらいませんか？ま

た、あなたが一緒に祈ってあげられる人はいませんか？

備考備考備考備考

メッセージアウトライン



日付
2012年5月13日2012年5月13日2012年5月13日2012年5月13日

単元 ペンテコステ

テーマ 行くべき道に導いてくださる聖霊

タイトル 聖なるナビゲーション（ピリピにて）

テキスト 使徒の働き16:1‐15

参照箇所

暗唱聖句 Iコリント2:11　or　ヨハネ16:13

導入導入導入導入 あなたは迷子になったことはありますか？迷子になると本当

に大変ですね。最近の自動車や携帯電話には目的地まで

導いてくれるナビゲーションがついているものが多くなりまし

た。私たちの人生も迷子になったら大変です。毎日私たちと

一緒にいてくれて幸せな人生へと歩むべき道を導いてくれ

るナビゲーションがあったら欲しいと思いませんか？

ⅠⅠⅠⅠ パウロはアジヤでみことばを語る予定にしていましパウロはアジヤでみことばを語る予定にしていましパウロはアジヤでみことばを語る予定にしていましパウロはアジヤでみことばを語る予定にしていまし

たたたた

Ａ． パウロはユダヤ人だけでなく異邦人にも神様のことを伝えた

いと願っていました

Ｂ． パウロは神様のことを人々に伝えるために仲間たちと第二

回目の伝道旅行に出かけました

Ｃ． パウロはアジアでみことばを語る予定にしていました

ⅡⅡⅡⅡ 聖霊はパウロたちを予定とは違うマケドニヤへと導聖霊はパウロたちを予定とは違うマケドニヤへと導聖霊はパウロたちを予定とは違うマケドニヤへと導聖霊はパウロたちを予定とは違うマケドニヤへと導

きましたきましたきましたきました

Ａ． 聖霊はパウロたちがアジヤでみことばを語ることを禁じまし

た

Ｂ． 聖霊はパウロたちがビテニヤの方に行こうとした時もそれを

お許しになりませんでした

Ｃ． 聖霊はパウロたちをマケドニヤ地方へと導かれました

ⅢⅢⅢⅢ マケドニヤの街ピリピでルデヤと出会いその家族マケドニヤの街ピリピでルデヤと出会いその家族マケドニヤの街ピリピでルデヤと出会いその家族マケドニヤの街ピリピでルデヤと出会いその家族

が救われましたが救われましたが救われましたが救われました

Ａ． パウロはマケドニヤの地方都市ピリピに行き川岸で集まって

くる女たちと話をしました

Ｂ． パウロはそこで紫布商人でルデヤという女性に出会いまし

た

Ｃ． ルデヤもその家族もパウロの話を聞いて神様を信じバプテ

スマを受けて救われました

結論結論結論結論 聖霊は私たちが進むべき道を示し導いてくださる聖霊は私たちが進むべき道を示し導いてくださる聖霊は私たちが進むべき道を示し導いてくださる聖霊は私たちが進むべき道を示し導いてくださる

お方ですお方ですお方ですお方です

適用適用適用適用 聖霊はパウロが行くべき道を確かに示してくださり導いてください

ました。聖霊の導きに従った時に、パウロは救われるべき魂に出

会うことができたのです。あなたはいつも聖霊の声を聞いていま

すか？聖霊の導きに従っていますか？聖霊は聖書のみことばを

土台として、祈りの中や人からのアドバイス、環境などを通してあ

なたを正しい方向へ導いてくださるお方です。行くべき道がわか

らず迷っていることはありませんか？不安なことはありませんか？

祈りとみことばの中で聖霊の声に耳を傾けましょう。示されたこと

を牧師先生や先生に相談してみるとよいでしょう。

備考備考備考備考

メッセージアウトライン



日付
2012年5月20日2012年5月20日2012年5月20日2012年5月20日

単元 ペンテコステ

テーマ 人間の限界を超える力を与える聖霊

タイトル 聖霊の愛は国境を越えて（異邦人コルネリオの救い）

テキスト 使徒の働き10:1-48

参照箇所

暗唱聖句 ルカ18:27　or　ガラテヤ5:22-23

導入導入導入導入 陸上の世界では100ｍを9秒台で走るのは理論的に無理だ

と考えられていました。しかしそのような考えを気にせず「で

きる」と信じる男が現れました。そして彼は本当に９秒台の記

録を出したのです。さらに、その後続々と９秒台をマークす

る選手が現れたのです。「できない」と決めつけていることは

ありませんか？神様にできないことはありません。

ⅠⅠⅠⅠ 神様は異邦人コルネリオに幻の中で語られました神様は異邦人コルネリオに幻の中で語られました神様は異邦人コルネリオに幻の中で語られました神様は異邦人コルネリオに幻の中で語られました

Ａ． 百卒長コルネリオはユダヤ人が差別していた異邦人でした

Ｂ． コルネリオは神を敬う敬虔な人でした

Ｃ． コルネリオは幻の中でペテロを招くように示されヨッパに人を

送り出しました

ⅡⅡⅡⅡ 神様はペテロにも幻の中で語られました神様はペテロにも幻の中で語られました神様はペテロにも幻の中で語られました神様はペテロにも幻の中で語られました

Ａ． 幻の中で天から大きな布に入れられたきよくない物や汚れ

た動物が下りてきました

Ｂ． 神様はそれをほふって食べるように命じましたがペテロはで

きないと答えました

Ｃ． 神様は「神がきよめたものをきよくないと言ってはならない」

とペテロに言われました

ⅢⅢⅢⅢ 聖霊はペテロを異邦人コルネリオのところへ遣わさ聖霊はペテロを異邦人コルネリオのところへ遣わさ聖霊はペテロを異邦人コルネリオのところへ遣わさ聖霊はペテロを異邦人コルネリオのところへ遣わさ

れましたれましたれましたれました

Ａ． コルネリオの使いがやってきた時に聖霊は一緒に行くように

とペテロに言われました

Ｂ． ペテロは聖霊の導きに従いコルネリオたちに神の言葉を語

ると彼らは聖霊を受けました

Ｃ． 異邦人にも聖霊が与えられたのを見てペテロ達はとても驚

き神様を賛美しました

結論結論結論結論 聖霊は人の考えや限界を超える力を持っておられ聖霊は人の考えや限界を超える力を持っておられ聖霊は人の考えや限界を超える力を持っておられ聖霊は人の考えや限界を超える力を持っておられ

るお方でするお方でするお方でするお方です

適用適用適用適用
１．聖霊はペテロを通して異邦人であったコルネリオにも神様の福音を伝えるよう

に導かれました。ユダヤ人は異邦人は神様の祝福を受けることはできないと考え

ていましたが、聖霊によってユダヤ人と異邦人との間にあった厚い壁は取り除か

れました。こうして福音はエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリヤの全土、さらに

地の果てまで聖霊の力によって大きく広まっていきました。あなたは人の考えで

無理だろうと限界をつくっていることはありませんか？神様の力は無限大です！

２．愛せない人、この人とはうまくできないと自分で壁を造ってしまっている人は

いませんか？決して超えることはないと思われたユダヤ人と異邦人の壁は聖霊

の力によって打ち破られました。聖霊による愛の力をいただきたいと思いません

か？愛は聖霊が結ばせる実です。聖霊の力と導きを祈り求めませんか？

備考備考備考備考

メッセージアウトライン



日付
2012年5月27日2012年5月27日2012年5月27日2012年5月27日

単元 ペンテコステ

テーマ 異言のしるしを伴う聖霊のバプテスマ

タイトル 聖霊のバプテスマ（ペンテコステの日の出来事）

テキスト 使徒の働き1:4‐5、1:8、1:12‐14、2:1‐47

参照箇所 使徒の働き4:31、8:14‐24、10:44-48、19:6

暗唱聖句 ルカ11:13　or　ヨエル2:28

導入導入導入導入
今日はペンテコステの日です。ペンテコステとはユダヤの収穫をお祝い

するお祭りの一つですが、神様はこの日に聖霊を弟子たちにお与えに

なりました。聖霊に満たされたペテロたちはイエス様を力強く証しし3000

人が救われて最初の教会が誕生したのです（魂の収穫の始まりです

ね！）。ペンテコステの日に何が起こったのか見てみましょう。

ⅠⅠⅠⅠ イエス様は弟子たちに聖霊のバプテスマを約束さイエス様は弟子たちに聖霊のバプテスマを約束さイエス様は弟子たちに聖霊のバプテスマを約束さイエス様は弟子たちに聖霊のバプテスマを約束さ

れましたれましたれましたれました

Ａ． イエス様は天に昇られる前に弟子たちに聖霊のバプテスマ

を約束されました

Ｂ． 聖霊のバプテスマとは聖霊に満たされる（浸される）というこ

とです

Ｃ． 聖霊に満たされると地の果てまでキリストを証しする力（情

熱、熱心）が与えられます

ⅡⅡⅡⅡ 弟子たちは約束を信じて心を合わせ、熱心に祈り弟子たちは約束を信じて心を合わせ、熱心に祈り弟子たちは約束を信じて心を合わせ、熱心に祈り弟子たちは約束を信じて心を合わせ、熱心に祈り

求めました求めました求めました求めました

Ａ． 弟子たちは命じられたとおりエルサレムにとどまりました

Ｂ． 弟子たちは泊っている家の屋上の間で一緒に集まって心を

合わせて祈りました

Ｃ． 弟子たちは熱心に祈り求め続けました

ⅢⅢⅢⅢ ペンテコステの日に約束通り弟子たちは聖霊に満ペンテコステの日に約束通り弟子たちは聖霊に満ペンテコステの日に約束通り弟子たちは聖霊に満ペンテコステの日に約束通り弟子たちは聖霊に満

たされ変えられましたたされ変えられましたたされ変えられましたたされ変えられました

Ａ． ペンテコステの日に炎のような分かれた舌が現れ弟子たち

は聖霊に満たされました

Ｂ． 聖霊に満たされた弟子たちは異言で話しだしました

Ｃ． 聖霊に満たされた弟子たちは大胆にイエス様を救い主であ

ることを証しし始めました

結論結論結論結論 神様は求める者に異言の伴う聖霊のバプテスマを神様は求める者に異言の伴う聖霊のバプテスマを神様は求める者に異言の伴う聖霊のバプテスマを神様は求める者に異言の伴う聖霊のバプテスマを

与えてくださいます与えてくださいます与えてくださいます与えてくださいます

適用適用適用適用
イエス様は求める者を聖霊で満たしてくださると約束して下いました。聖霊に満

たされる時、私たちの内から湧き上がる神様に従いたい、神様を証ししたいとい

う情熱、熱心さが与えられるのです。弟子たちは神様から与えられるそのエネル

ギーによって大胆にキリストに従い、キリストを証しする人へと変えられたので

す。祈りと賛美とみことばの約束を握って神様に近づきましょう。心を神様の前に

開きましょう。あなたの心を聖霊に委ねましょう。大切なことは神様に向かってあ

なたの心が解放され自由にされていくことです。また誰かにお祈りしてもらうこと

は良いことです。しかし、何よりもあなた自身の唇を開いて神様に求めましょう。

唇を神様に委ねきる時、神様があなたの舌をコントロールしてくださり、神様が与

えて下さる言葉（異言）で自由に祈らせてくださるでしょう。聖霊のバプテスマを

求めて心を合わせて祈る時間を持ちましょう。（霊が解放される雰囲気を作るよう

に導きましょう。神様を求める賛美を何曲かしてもよいでしょう。）
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