
Small Group Discussion: “Gospel-Centered” 
スモールグループ・ディスカッション：「福音中心」

➢ Open with prayer: Ask God to help everyone be open with one another, and for Him to work 
powerfully through His word during the small group time. 
祈りをもって始める：祈りをもって始める:互いに心を開くことができるよう、神様がみことばを通して力強
く働いてくださるよ う、神様に祈り求めてください。 

➢ Introduction: The church’s job is to “make disciples of all nations” (Matthew 28:19) But we can 
never do this without the power of the gospel message! Most agree that the gospel is the power 
to save sinners; what many miss is that it is also the power for ongoing growth and transformation 
of Christians. Mustard Seed Network churches; therefore, value keeping the gospel at the center 
of all church life. This is the only way to fill our churches with strong and healthy worshippers, 
both new and old!  
導入：教会の仕事は、「あらゆる国々に弟子を作る」こと（マタイ28：19）です。しかし、私たちは、福音
のメッセージの力なしにこれをすることはできません！福音が罪人たちを救う力であることにはほとんどの
方が同意されるでしょう。しかし、多くの人が見逃しているのは、クリスチャンの継続的な成長と変革のた
めの力でもあるということです。マスタードシード・ネットワークに属する教会は、それゆえ、すべての教
会生活の中心に福音を保ち続けることを重視しています。これこそが、私たちの教会を、新しい人たち、古
くからの人たちにかかわらず、強く健全な礼拝者で満たす唯一の方法です。

Part 1: Only the gospel has the power to save sinners.　福音だけが罪人を救う力を持つ 

Please read Romans 1:16-17. This passage explicitly tells us that the power of God for salvation is in the 
gospel. There are many good approaches to answer that question. And as we strive to be “gospel-
centered,” it is important for us to see the gospel from many angles. Let’s look at two:  
ローマ1：16-17をお読みください。この箇所には、救いのための神の力は福音の内にあることがはっきりと述べられ
ています。この質問に答えるためには、多くの良いアプローチがあります。　私たちが「福音中心」に力点を置く時、
多くの角度から福音を見ることが重要になります。2つほど見てみましょう。

(1) The Bible’s big picture, which tells the story of our world. It is helpful to break it into 4 parts: 
Creation, Fall, Redemption, Consummation 
私たちの世界に関する物語を告げる聖書の大きな絵。4つの部分に分けることは助けとなります: 創造、堕
落、贖い、完成 

(2) Another way of defining the gospel is to focus on Jesus’ saving power for saving individuals: 
福音を定義するもう一つの方法は、一人ひとりを救うイエスの救いの力に焦点を当てることです。 

The gospel is the message that we are saved through faith in Jesus Christ 
who lived a sinless life, died for sinners, and rose again. 

福音は、罪のない一生を送り、罪人のために死なれ、再びよみがえられた

CREATION 
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FALL 
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God created 
the heavens 
and the 
earth from 
nothing. 
神は無から天
地を造られた

The first two 
humans, Adam & 
Eve, rebelled 
against God by 
eating the forbidden 
fruit in the Garden 
of Eden, thus 
leading to the 
entrance of sin and 
death into the 
world. 
最初の人アダムとエバ
が、エデンの園で禁じ
られていた実を食べる
ことによって神に反抗
した。これにより罪と
死が世に入った。

God set into action His plan of 
redemption especially through 
Israel, His chosen nation. This plan 
culminated in the arrival of the 
Savior, Jesus Christ who 
accomplished redemption through 
his sinless life and substitutionary 
death on a cross.  
神は、特にご自分のお選びになった民イ
スラエルを通して、ご自分の贖いのご計
画を始められた。この計画は、罪のない
生涯と十字架上での身代わりの死を通し
て贖いを成し遂げられた救い主イエス・
キリストをもって頂点に達した。

One day God will restore 
creation as he brings His 
plan of history to a close. 
All humanity will be judged, 
and those who have faith in 
Jesus will dwell with God 
forever in the new heavens 
and new earth. ある日、神は
歴史を閉じることによって、被
造物を回復される。すべての人
間は裁かれ、イエスを信じてい
る者は新しい天と新しい地にお
いて、神と永遠に共に住むこと
になる。



イエス・キリストへ信仰を通して、私たちは救われるというメッセージです。

10 let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you 
crucified, whom God raised from the dead—by him this man is standing before you well. 11 This Jesus is the stone 
that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. 12 And there is salvation in no one else, for 
there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” (Acts 4:12) 

• This passage is packed full of reasons why the power for salvation is ONLY in the gospel: The title, 
“Jesus of Nazareth,” reminds us that the gospel happened in real time and space: it is based on 
historical fact. “Crucified” reminds us that only Jesus died in place of sinners. Next, that Jesus 
was “raised from the dead” verifies his truthfulness, authority, power over death, and more. 
Notice that the biblical author also quotes the Old Testament, showing God’s stamp on Jesus’ life 
and death since He fulfilled what had been written centuries before He was even born. Finally, 
we are explicitly told that “there is no other name under heaven given among men by which 
we must be saved.” 

使徒4：10-12:
皆さんも、またイスラエルのすべての人々も、よく知ってください。この人が直って、あなたがたの前に
立っているのは、あなたがたが十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリス
トの御名によるのです。11 『あなたがた家を建てる者たちに捨てられた石が、礎の石となった』というの
はこの方のことです。12 この方以外には、だれによっても救いはありません。天の下でこの御名のほか
に、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。」

• この箇所には、なぜ救いのための力が福音の内にしかないのかという理由が満ちています：「ナザレ人イエ
ス」という称号は、福音が現実的な時間と空間の中で起こった出来事であることを思い起こさせてくれます：
すなわち、福音は歴史的な事実に基づいているわけです。「十字架につけ」という言葉は、罪人の身代わり
として死なれたのはイエスさまだけであることを思い起こさせてくれます。　次に、イエスさまは「死者の中
からよみがえ」られたことは、その真実さ、権威、死に打ち勝つ力などを証しています。聖書の著者が、イ
エスさまの生涯と死の上に神様の証印があったことを示すために、旧約聖書を引用していることにも注目し
てください。イエスさまは、ご自分がお生まれになる何世紀も前に記された事柄を成就されたのです。最後
に、「この御名のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていない」ということがはっきりと告げ
られています。

DISCUSSION　ディスカッション用質問 

1. Sometimes churches and Christians emphasize something other than the gospel. This can happen 
through teaching that is not gospel-centered, and through the way we relate to one another. 
Outsiders then may sense that we are offering something other than the gospel for salvation. 
What are some other things that churches might tend to emphasize besides the gospel? 
時として、教会やクリスチャンは福音以外の事柄を強調します。これは、福音中心でない教えを通して、また
私たちのお互いとの関わり方を通して起こり得ます。すると、外部の人たちは、救いのためには福音以外の
何かも必要なのだと捉えてしまうのです。福音以外のことで教会が強調してしまいがちな事柄には、どのよ
うなものがあるでしょうか？

2. Salvation is only in the gospel. Therefore, if we truly care about people we should do everything 
in our power to help them hear the gospel. Name 1 person in your life who needs to hear the 
gospel. What is your plan for how you will help make that happen? 
救いは福音の内にしかありません。それゆえ、もし私たちが人々のことを本当に気にかけているなら、私た
ちはその人が福音を聞くための手助けをするために全力を尽くすべきです。自分の人生に関わっている、福
音を聞く必要のある人の名前を挙げてください。彼らが福音を聞くことを、どのように助けることができる
でしょうか？

Part 2: Only the gospel has the power to transform believers.　福音だけが信じる者を変革する力を持つ  
“1 Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, 2 and by 
which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you—unless you believed in vain. 3   For I delivered to 
you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, 4 that he was 
buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures…” (1 Corinthians 15:1-4) 



In the passage above, Paul is recounting the simple gospel, saying things like, “Christ died for our sins,” 
and “was raised on the third day.” What is surprising for many is that he is not doing this to introduce 
the gospel to non-Christians, but to “remind” (verse 1) Christians! 

• What verbs do you see in verses 1 and 2 that show why Christians need to continue being 
constantly reminded of the gospel?    

「兄弟たち。私は今、あなたがたに福音を知らせましょう。これは、私があなたがたに宣べ伝えたもので、
あなたがたが受け入れ、また、それによって立っている福音です。2 また、もしあなたがたがよく考えもし
ないで信じたのでないなら、私の宣べ伝えたこの福音のことばをしっかりと保っていれば、この福音によっ
て救われるのです。私があなたがたに最もたいせつなこととして伝えたのは、私も受けたことであって、
次のことです。キリストは、聖書の示すとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、4 また、葬られたこ
と、また、聖書の示すとおりに、三日目によみがえられたこと…」(第一コリント15章1－4節) 

以上の聖句では、パウロは「キリストは私たちの罪のために死なれた」とか、「3日目によみがえられた」というよ
うな、シンプルな福音のメッセージを繰り返しています。多くの人にとって驚きなのは、パウロは未信者に対して福
音を紹介しているのではなく、クリスチャンたちに「思い起こさせている」ことです！

• クリスチャンがなぜ常に福音を思い出させてもらい続ける必要があるか、その理由を示している動詞にはど
んなものがありますか？（1-2節）

Referring to Jesus, Luke 24:27 says, “And beginning with Moses and all the Prophets, he interpreted to them in all the 
Scriptures the things concerning himself.” And John 5:39 says, “You search the Scriptures because you think that in them 
you have eternal life; and it is they that bear witness about me,” Given the context of these passages, we know that 
Jesus was talking specifically about the Old Testament. And who is Jesus saying the Old Testament is 
about? Answer: JESUS! And hardly anyone would argue against the statement that the New Testament 
focuses on Jesus. Therefore, it has been said that the Bible “Looks forward to Jesus, looks back to Jesus, 
and looks forward to Jesus again.” That is, the Old Testament looks forward to Him, the New Testament 
looks back to Him, and the whole Bible looks again to his return. This, in a nutshell, is a gospel-centered 
view of Scripture.   
ルカ24：27 - 「それから、イエスは、モーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分に
ついて書いてある事がらを彼らに説き明かされた。」 
ヨハネ5：39- 「あなたがたは、聖書の中に永遠のいのちがあると思うので、聖書を調べています。その聖書
が、わたし（イエス）について証言しているのです。」これらの箇所の文脈から、イエスさまはとりわけ旧約聖
書について語っておられることが分かります。イエスさまは、旧約聖書が誰に関して言及していると言っておられる
でしょうか？　答えはイエスさまです！　そして、新約聖書がイエスさまに焦点を当てているということに反論する
方はほとんど居られないでしょう。それゆえ、聖書は「イエスさまを期待し、イエスさまを振り返り、再びイエスさ
まを期待している」と言われているのです。これは、旧約聖書がイエスさまのことを期待し、新約聖書がイエスさま
のことを振り返り、聖書全体がイエスさまの再臨を期待しているということです。一言で言えば、これこそが聖書の
福音中心的見方です。

DISCUSSION　ディスカッション用質問 

1. One implication of the gospel is that we should be able to humbly acknowledge and confess our 
struggles with sin. If we cannot, we need to trust more in the gospel! What is one sin struggle 
that you continue to have?   
福音が指し示している一つのことは、私たちは、自分の罪との葛藤を謙虚に認めることができ、また告白す
べきであるということです。もし私たちにそれができないのであれば、私たちは福音をもっと信頼する必要
があります！　自分が葛藤し続けている罪には、どんなものがありますか？

2. James 5:16 says, “Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you 
may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.” Clearly, 
vulnerability and confession of sin is a great way to allow the gospel’s light into the still dark 
places of our heart. Is there a mature Christian of the same sex to whom you are able to confess 
your sins to and receive prayer whenever needed? If not, who might be that person for you?  
ヤコブ5：16：「ですから、あなたがたは、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。いやされるため
です。義人の祈りは働くと、大きな力があります。」　明らかに、弱さを認めることと罪の告白は、福音の
光が私たちの心の内の暗闇を照らすことを可能にする素晴らしい方法です。自分の罪を告白し、必要とする



時にはいつでも祈ってもらえる同性の成熟したクリスチャンはいますか？　もしいなければ、あなたにとっ
て、誰がその人になり得ますか？

3. Challenge: As you continue to read through both Testaments of the Bible in your daily life, do so 
with a gospel-centered lens. This means learning to answer the question, “What does this have to 
do with Jesus and the gospel” in every passage you read.   
チャレンジ：日々、新約でも旧約でも聖書をお読みになる時、福音中心のレンズを通して読むようにしてくだ
さい。これは、ご自分の読まれるすべての箇所において、「ここはイエスさまや福音とどのように関わってい
るのだろう？」と質問して、それに答えながら読むということを意味します。

Close with prayer　祈りをもって閉じる


