
スモールグループは私たちがクリスチャンとして神様の聖書を従うこと、
そして、神様の使命を行うことという2つの分野において成長するために
作られました。  

神様の聖書 
日曜日、私たちはイエスの有名なたとえ話、良いサマリア人の話を聞き、愛について
話しました。 

ルカ10:25-29を読みましょう。 

この男の人は、律法は要約すると、神様を愛し、他の人々を愛することを私たちに教
えていると、正しく理解していました。イエス自身もマタイ22:37-40で同じように答え
ています。 

旧約聖書から、参照できる箇所を読みましょう。 
申命記6:4-5を読みましょう。 

レビ記19:17-18を読みましょう。 

イエスが「それを実行しなさい。そうすれば、いのちを得ます。」と言ったように、
律法学者は正しい答えを知っていましたが、これらの戒めを実際に行うことができて
いないことを知っていました。ですから、彼は聖書箇所10:29で自分を正当化しようと
しました。彼は戒めの度合い（誰を愛するべきか）と質（どのように愛するべきか）
を下げようとしました。 

話し合い：自分を正当化するために、愛の立法の度合いを下げたことはありますか。
（自分の隣人はだれかという定義を狭めたことはありますか。） 
ルカ10:30-37を読みましょう。 

イエスは「私の隣人は誰ですか」という質問を、「私は誰の隣人になれますか」と変
換しました。 

話し合い：これら２つの質問の違いはなんですか。それぞれの質問の裏にある、心の
動機や考え方はなんですか。 

「私の愛を受ける価値がある人はだれか、私の隣人はだれか。」ではなく、イエスは
「自分が出会う人すべてにとって私は隣人になれるか。」と自分に尋ねるようにイエ
スは私たちを呼んでいます。 

ルカ6:27-36を読みましょう。 

話し合い：自分の敵を愛するというイエスの教えを、今のあなたの人生にどのように
適応できますか。 

イエスは、「もっとがんばりなさい」と私たちを叱っているのではなく、むしろ神様
の私たちへの愛を知って、それによって生まれ変わりなさいと教えています。 

1ヨハネ4:19-21を読みましょう。 

話し合い：福音がどのように私たちの他の人への愛を変えてくれますか。自分の人生
でこの変化を体験したことはありますか。 

全体的に、ルカの福音書では社会から取り残された人々を愛し、気にかけ、大切にす
るイエスの教えが特に強調されています。私たちは、以下の例えのように隣人を愛する
べきです。 

社会的にあなたよりも低いところにいるひと 
金銭的にあなたよりも恵まれていないひと 
人間関係で孤立しているひと 
あなたと人種が違うひと 
抑圧の被害を受けているひと 

私たちは感情（ルカ10:33）、行動(10:34)、時間(10:34)、お金(10:35)、フォローアップ
(10:35)を与えることによって愛することができます。 

話し合い：あなたが愛するべき人は誰で、どのように愛するべきですか。

In Small Groups, we seek to grow as Christians, in the context of 
Christian community, by focusing on two categories: obeying 
God’s Word and doing God’s Mission.  

God’s Word 
On Sunday we looked at Jesus’ famous parable of the Good Samaritan 
and discussed the topic of love. 

Read Luke 10:25-29 

This man knew correctly that the sum of the law teaches us to love God 
and love others. Jesus himself answered in the same way in Matthew 
22:37-40.  

Let’s read the referenced passages from the Old Testament: 
Read Deuteronomy 6:4-5 
Read Leviticus 19:17-18 

Though the lawyer had the correct answer, he knew he failed to live up to 
actually doing these commands as Jesus says, “Do this, and you will live.” 
This is why he sought to justify himself in verse 10:29. He sought to reduce 
the extent (who to love) and quality (how to love) of the commandment. 

Discussion Question: Have you reduced the extent of the law of love in 
order to justify yourself? (Have you narrowly defined who your neighbor 
is?) 

Read Luke:30-37 

Jesus turns the question, “Who is my neighbor?” into “To whom can I 
become a neighbor?” 

Discussion Questions: What is the difference between these two 
questions? What is the heart-motivation or mindset beneath each 
question? 

Instead of asking, “Who is worthy of my love, who is my neighbor?” Jesus 
calls us to ask, “Am I being a neighbor to everyone I encounter?” 

Read Luke 6:27-36 

Discussion Questions: How does the teaching of Jesus to love your 
enemies apply to your life right now? 

We know that Jesus is not scolding us to “try harder,” but rather to know 
and be transformed by God’s love for us. 

Read 1 John 4:19-21 

Discussion Questions: How does the gospel change our love for others? 
Have you experienced this transformation in your own life? 

As a whole, the gospel of Luke specifically highlights Jesus’ teachings on 
loving, caring for, and valuing the marginalized. We should love our 
neighbors which include: 
People who are societally lower than you 
People who are financially less fortunate than you 
People who are relationally isolated 
People who are ethnically different than you 
People who are victims of oppression 

We can love by giving our emotions (Luke 10:33), actions (10:34), time 
(10:34), money (10:35), and following up (10:35). 

Discussion Question: Who do you need to love and how? 

スモールグループ　Small Group 

ルカの福音書 Luke 10  



God’s Mission 
In order to make a disciple you have to share the gospel. 
One helpful transition in conversation to introduce the 
gospel is sharing your personal testimony of how you 
encountered Jesus and became a Christian. It’s helpful if 
you can share an abbreviated version of your testimony in 
under 3 minutes.  
Brainstorm for a few minutes. You can share your 
testimony by answering these three questions:  
• What was your life like before you became a Christian?  
• How did you encounter Christ and become a Christian?  
• What is your life like now that you are a Christian?  
  
Remember to imagine sharing this in an everyday 
conversation with a friend or family member. Share your 
testimony with a partner in your group. Help each other to 
improve or streamline your testimonies. Practice sharing 
your testimony again (with another partner in the group, if 
possible).  

Encourage One Another:  
What opportunities has God provided to lead others 
closer toward knowing Christ?  
How have you seen God working in the lives of those you 
want to lead to Christ?  

Pray for One Another:  
Share at least one name of someone you want to win to 
Christ. If you know, share your next action step in leading 
them closer to knowing Christ (for example: invite them to 
church, take them out to dinner and share your testimony, 
study First Steps together, give them a Bible or Christian 
resources, etc.).  
Commit to praying for one another every day: (1) For 
boldness and wisdom, (2) for opportunities, (3) for other’s 
open hearts.  

Other Prayer Requests:  
How can we pray for you?  

Pray together about God’s Mission and other requests 
and thanksgivings.  

神様の使命 
あなたは弟子を作るために、福音を伝える必要があ ります。なにげな
い会話の中で福音を紹介する助け になる話題は、あなたがどのように
個人的にイエス と出会い、クリスチャンになったかを証言すること で
す。あなたが自分自身の証を3分以内で伝えるこ とができるなら、とて
も助けになるでしょう。  

しばらくの時間をとってブレインストームしてみま しょう。あなたは
自分自身の証を以下の質問に答え ることによって伝えることができま
す。  

「あなたがクリスチャンになる前の人生はど のようなものでしたか?」   

「あなたはどのようにキリストと出会い、ク リスチャンになりました
か?」  

「クリスチャンになった今の人生はどのようなものですか?」 
  
このことを友達や、家族との毎日の会話の中で分か ち合うことを想像
することを忘れないようにしましょ う。あなたの証をあなたのスモー
ルグループのメン バーの一人に伝えてみましょう。あなたの証の内容 

や、流れがより分かりやすいものになるように助け 合いましょう。そ
の後、もう一度あなたの証を喋る 練習をしましょう。(もし可能であれ
ば、スモール グループ内の別の人に喋ってみましょう)  

互いに励まし合いましょう  

あなたが誰かにキリストを伝えるために、神はどのような機会を与え
てくださいましたか？  

あなたがキリストのもとに導きたいと思っている人に対して、神はど
のように働きかけられておられますか？  

互いのために祈りましょう  

あなたがキリストのもとに導きたいと思っている人のうち、少なくと
も１人の名前を分かち合いましょう。その人がもう一歩キリストに近
づくことができるように、あなたが次にしようと思っていることがはっ
きりしていれば、それを分かち合いましょう（例：教会に誘う、夕食
に招待してあなたの証を分かち合う、ファースト・ステップの学びを一
緒にする、聖書またはクリスチャン書籍をプレゼントするなど）。  

互いのために日々祈るようにしましょう。（１）大胆さと知恵が与え
られるように。（２）良い機会が与えられるように。（３）相手の心
が開かれるように。  

他の祈りの課題  

何か祈って欲しいことはありますか？  

神の使命と、その他の祈りの課題、感謝していることについて、共に
祈りましょう。 




