
 語られた主の御声の良い管理者
Steward His Spoken Word 

神が私たちの心に何かを語られたと信じる時、
その言葉を管理することは私たちの責任。良
い管理者であることは単に経済を管理する以
上のものである。神が与える資源をよく管理
できればできるほど与えられる。同じように、
神からの言葉を管理できれば、もっと聞くこと
ができる。When we believe God has spoken something to our 
hearts, it is our responsibility to steward that word. Stewardship is 

more than just managing our finances. The better we manage God’s 
resources, the more we will have to manage. In the same way, if we 

steward or manage God’s spoken word, we will hear Him more. 



鍵となるみことば：Key Scripture 

• ルカLuke 6:38 

• マルコMark 4:24–25 

• 使徒Acts 21: 10-11 

• マタイMatthew 1: 20 

• ヨハネJohn 12:29 

• ローマRomans 10:17 

• Ⅰ列王記1King 19:12 

• ルカLuke 8: 18 

• ヤコブJames 4:6 – 7 

• ヨナJonah 1: 2 - 3 

 



考える3つのこと：3 Things to Think About 

• 聞くことを管理するSteward what you hear 

• どのように聞くかを管理するSteward how you 
hear 

• 聞くことを心に留めるHeed what you hear 



聞くことを管理する： 
Steward what you hear 

  イエスは私たちが聞いたことを心に留めしっかりと管理
するよう教えられた。聞いたことをよく管理できればもっ
と聞くことができる。さらに言えば、与えられたことばを
管理しなければ、取り去られてしまう。神はいつも語ら
れている。しかし、私たちは注意して聞く必要がある。主
の御声に調を合わせる。サタンも私たちに語りかけよう
とする。イエスは私たちが聞いていること、そしてそれを
どのように管理しているかにとても注意深くあるように
警告される。 

  Jesus taught that we must heed and steward what we 
hear. We will hear more if we steward well what we hear. 
Further, if we don’t steward the words God gives us, then 
even what we have will be taken away.God is speaking all 
the time, but we need to listen—tune into His voice. Satan 
is also trying to speak to us. Jesus warns us to be very 
careful what we hear and how we steward it.  



どのように聞くかを管理する： 
Steward how you hear. 

 
 良い管理者であるためには、謙遜に歩むことが要求さ
れる。主は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みを
与えられる。高慢な人々は神の御声を聞き逃していな
いと思っているが、彼らが本当に聞いていることは、
馴れ馴れしい霊となってしまうのである。私たちは何を
聞くか、どのように聞くか、つまり謙遜であることが重
要である。 

  Becoming a good steward requires us to walk in 
humility. God will resist the proud, but He will give grace 
to the humble. Prideful people think they never miss 
God’s voice, but what they are really listening to might be 
a familiar spirit.It’s important what we hear and how we 
hear—with humility 



聞くことを心に留める： 
Heed what you hear 

 
 私たちは神が語られたことばに従っていない(心に留め
ていない)時に、神から逃げたいと思うものである。ヨナ
はタルシシュに逃れた。神が語られたことばから逃れる
ことによって、私たちの生活の中において主の臨在なし
で生きることになる。神は私たちに語りかけたいと願っ
ておられる。私たちは聞く備えをし、そのことばに従う備
えをしなければならない。 

  
 We are essentially fleeing from God, in the same way Jonah 

fled to Tarshish, when we don’t obey (heed) what God has 
spoken to us.Fleeing from God’s Open Focus Fun Review 
spoken word causes us to live without His presence in our 
lives. God wants to speak to us, but we must be ready to 
hear and then to obey His word.  



分かち合い：Discuss 

• 神は今日も語られると思いますか？神があなたに語られる時
はどんな感じがするか(見る、聞く、感じる)表現してください。Do 
you think God speaks today? Describe what it looks like, sounds like, or feels like 
when God speaks to you.  

• 良い管理者であることはあなたにはどのような意味があります
か？良く管理することに、神のことばを含めるべきでしょうか？
また、なぜそう思いますか？What does stewardship mean to you? Do you 
think the principle of stewardship should include God’s spoken word? Why or why 
not?  

• 神があなたにするように言われたことの中で、もっとも恐ろしい
こと、もっともチャレンジなことは何でしたか？なぜ恐ろしかった
のでしょうか？What is the scariest or most challenging thing God has 
ever asked you to do? Why was it particularly scary for you?  

• 聞くことに注意することが重要であると学びました。それはなぜ
でしょうか？聞くことに注意する必要があった個人的な経験は
ありますか？Pastor spoke about the importance of being careful what 
we hear. Why do you think he said that? Have you ever had a personal 
experience where you needed to be careful about what you heard? 

 



分かち合い2：Discuss 2 

• 神が高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みを賜る
と学びました。どのように謙遜に歩むことができるで
しょうか？真の意味で謙遜に歩むとはどのようなもの
でしょうか？Pastor reminded us that God resists the proud but gives 
grace to the humble. How can we be humble or walk humbly? What does 
this look like and how do we know we really are being humble?  

• あなたが従わなかったことを主が語られたことはあり
ましたか？静まる時間を持ちましょう。グループで、聖
霊に他のメンバーについて何と言っているか聞きま
しょう。心に留める必要のあるどんなことが語られまし
たか？Has God spoken anything to you that you haven’t obeyed? Have 
a moment of silence. Give everyone in the group a moment to ask the 
Holy Spirit what He is saying to them. What is God speaking to you that 
you need to heed? 



共に祈りましょう：Pray Together 

 父なる神様、あなたが愛し心を配ってくださっているすべて
のことを感謝します。もっとあなたに聞くことができるように
耳を開いてください。へりくだった心であなたのことばを聞く
ことができるよう助けてください。あなたについていきたい
です。あなたに語られたことばを良く管理したいです。今日、
過去にあなたが語ってくださったけれども忘れてしまったこ
とを思い起こさせてください。あなたの聖霊によって力付け
てください。そしてあなたのことばに従うことができますよう
に。イエスの御名により、アーメン。 

  Heavenly Father, thank You for all the ways You love and care for us. 
Open our ears to hear You more. Help us to hear Your words with a 
humble heart.We want to follow You, and we desire to steward Your 
spoken word. Today, remind us of anything You have spoken to us in 
the past that we may have Discuss Prayer Take Home forgotten. 
Empower us by Your Holy Spirit to then heed and obey Your word.  

 In Jesus’ name, Amen. 


