
関係を通して認める： 
Recognize Through Relationship 

私たちは羊であり、羊は羊飼いの声を聞く。私
たちが彼の友であるゆえに、神は私たちに語り
かけられる。神の御声を聞くことを重んじ、生活
の中で聞くための時間を作らなければならない。
神との個人的関係を築くことは、第一の優先事
項であり、追い求めるものであり、情熱である。
We know we are sheep, and sheep hear the Shepherd’s 
voice. God speaks to us because we are His friends. We must 
value hearing God’s voice and make time in our lives to 
listen to Him. Our personal relationship with God is our 
highest priority, pursuit, and passion.  



鍵となるみことば：Key Scripture 

• 創世記Genesis 3:8–10 

• ルカLuke 10:38–42  



考える3つのポイント： 
3 Things to Think about 

• 第一の優先事項Our Highest Priority 

• 第一に追い求めるものOur Highest Pursuit 

• 最も大きな情熱を注ぐことOur Highest Passion 



第一の優先事項：Our Highest Priority 

• 神との個人的関係は私たちの第一の優先事項で
ある。A personal relationship with God is our highest priority.  

• 神は人を神と個人的関係をもつように造られた。
God created us to have a personal relationship with Him. 

•  神はエデンの園でアダムとエバと歩き、話された。
God walked and talked with Adam and Eve in the Garden of Eden.  

• 神は彼らと個人的関係を持ち、彼らは主の御声を
知り、認識していた。He had a personal relationship with them, 
and they knew and recognized His voice.  

• アダムとエバは神との個人的関係を失った。しか
し、イエス様が建て直してくださった。Adam and Eve lost 
that personal relationship with God, but Jesus restored it. 



第一に追い求めるもの：Our Highest Pursuit 

• エデンの園には2本の木があった。In the Garden of 
Eden, there were two trees.  

• 神はアダムとエバにいのちの木から食べるよう
語られた。善悪の知識によって生きることは、死
の木によって生きること。God told Adam and Eve to eat from 
the Tree of Life. Living by the knowledge of good and evil is living by the 
tree of death.  

• 神は私たちが良いか悪いかによって決断するこ
とを願われていない。God doesn’t want us to make decisions 
based on good and bad.  

• 神は、その御声によって決断することを願われ
ている。He wants us to make decisions based on His voice.  



最も大きな情熱を注ぐこと： 
Our Highest Passion 

• 神の御声に聞き従うために、立ち止まり、聞く時間
を作らなければならない。In order to follow His voice, we must 
take time to stop and listen.  

• イエスはただ一つのことが必要だと語られた。主
の足元に座り、御声を聞くこと。Jesus said only one thing is 
needed: sitting at His feet and hearing His word.  

• ロバート牧師と他の働き人が神の御声を聞くことを
教えてくれた。自分自身と神との個人的関係を築く
ことができるのは自分だけである。Pastor Robert and 
other ministers can teach us how to hear God’s voice, Open Focus Fun 
Review but only we can develop our personal relationship with God.  

• 神の御声を聞くことは、つまり神との個人的関係を
もつこと。Hearing God is about having a personal relationship with 
Him.  



分かち合い：Discussion 

1. ルカ10:38-42を読みましょう。この箇所から特に目が留まるところはど
こですか？このテーマはどのように私たちの毎日の生活の中に適用さ
れますか？Read Luke 10:38–42  What stands out to you about this passage? How does this issue look in our 
lives on a daily basis?  

2. 神が個人的に語られることを信じますか？なぜそう思いますか？あな
たにとってそれはどのようにですか？Do you believe God speaks to us personally? Why or 
why not? If, yes, what does this look like for you?  

3. 善悪の知識の木からでなく、いのちの木から生きるよう学びました。こ
の教えからの意図は何ですか？現代においてはどのように適用され
ますか？Pastor  talked about living from the Tree of Life, instead of living from the Tree of the Knowledge 
of Good and Evil. What do you think he meant by this statement? What does this look like in modern times?  

4. 意識の役割は何ですか？神の御声によって生きることと自分の意識
によって生きることの違いは何ですか？What purpose does our conscience serve? What 
is the difference between living by God’s voice versus living by our conscience?  

5. 神の御声を聞き、従った経験を分かち合ってください。その結果はど
のようでしたか？Can you share an example of a time you heard God’s voice and then obeyed? What 
was the result?  

6. 神との個人的関係を深めていくためにできるすべてのことをする時間
を確保してください。立ち止まり御声を聞くための毎日の時間を予定に
いれてください。Take time to commit to God that you will do everything you can to develop your 
personal relationship with Him. Set a time each day for you to stop and hear His voice.  



共に祈りましょう：Pray Together 

 父なる神様、今日も語りかけてくださり感謝します。イエス様によっ
てあなたとの個人的関係が回復されたことを心から感謝します。
毎日、あなたの御声を聞く時間を確保することを決断します。新し
い方法で御声を聞くために私の耳を開いてください。あなたを理解
するため私の心を開いてください。あなたに完全に服従し、あなた
との愛の関係において成長できるよう力づけてください。イエスの
御名により、アーメン。 

   
  Heavenly Father, thank You that You still speak to us today. We are 

so grateful that through Jesus our relationship with You has been 
restored.  

 We commit to spend time with You each day and to listen for Your 
voice. Please open our ears to hear You in new ways.Open our 
hearts to understand You. Empower us to fully submit to You and to 
grow in our love relationship with You. In Jesus name, Amen. 


