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成長する
人々

ペテロ編

• 特別にとりえのない

• 裏切り者

• 選ばれ、仕える

• 仕えつつも、間違いを
犯し続ける

• 私達とペテロとの類似
点は？

• Ordinary

• Betrayer

• Selected and served

• As he served, he made 
mistakes

• Similarities with Peter?

第２ペテロ１：５－８

それだから、あなたがた
は、力の限りをつくして、
あなたがたの信仰に徳を
加え、徳に知識を、知識
に節制を、節制に忍耐を、
忍耐に信心を、信心に兄
弟愛を、兄弟愛に愛を加
えなさい。これらのもの
があなたがたに備わって、
いよいよ豊かになるなら
ば、わたしたちの主イエ
ス・キリストを知る知識
について、あなたがたは、
怠る者、実を結ばない者
となることはないであろ
う。

2 Peter 1:5-8

For this very reason, make 
every effort to add to your 
faith goodness; and to 
goodness, knowledge; and to 
knowledge, self-control; and 
to self-control, perseverance; 
and to perseverance, 
godliness; and to godliness, 
mutual affection; and to 
mutual affection, love. For if 
you possess these qualities 
in increasing measure, they 
will keep you from being 
ineffective and unproductive 
in your knowledge of our 
Lord Jesus Christ.

求めつづける心

• 第２ペテロ１

• 目標：４節：世にある
欲のために滅びること
を免れ、神の性質にあ
ずかる者となるためで
ある

• 力の限りを尽くす

• 信仰、徳、知識、節制、
忍耐、信心、兄弟愛、
無条件の愛

• 信ずるだけで終わらず
続けて求めつづけてい
るでしょうか？

Seeking

• 2 Peter 1

• Goal: V. 4: Through these he 
has given us his very great 
and precious promises, so 
that through them you may 
participate in the divine 
nature, having escaped the 
corruption in the world 
caused by evil desires.

• With everything

• faith goodness; 
knowledge; self-control; 
perseverance; godliness; 
mutual affection; love

• Are we seeking continually 
beyond believing?
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行動を伴う信仰

• マタイ１４ 水の上を歩く

• ルカ５ ＆ ヨハネ２１：漁
に行って網をおろす

• 心から行動に移す：本当
の信仰

– 奇跡

– 勝利

– 問題解決

• 信仰を告白するだけでな
く、行動に起こせている
でしょうか？

Active Faith

• Matt 14: Walking on the 
water

• Luke 5 & John 21: Fishing

• From the bottom of heart, 
activate our faith = real

– Miracles

– Victories

– Solutions

• Is our faith beyond our 
mouth? Is it activated 
followed by actions?

従順な姿勢

• 第一ペテロ１：１４

• 従順：第一ペテロのテー
マ

• 従順な人間であったから、
心も行動もついていけた

• 全てを捧げる » 従順な
姿勢 » 聖め

• 使徒１０章：型破り

• 全てを神にささげている
でしょうか？

Obedient attitude

• 1 Peter 1:14

• Obedient attitude: the 
theme of 1 Peter

• Because his obedient 
attitude, he was able to 
follow by his heart and 
actions

• Giving all » Obedient 
attitude » Holiness

• Acts 10: unorthodox

• Are we giving all to God?

生まれ変わる

• 使徒２章

• たった数日前までは裏切
り者：従順でなかった

• 聖霊からくる大胆さ

• ３８節：悔い改め、バプテ
スマ、聖霊の満たし

• 霊的な生まれ変わりを体
験していますか？古きも
のを捨て新しい神による
人生を歩んでいますか？

Born-Again

• Acts 2

• Few days ago: Betrayer 
(because of 
disobedience)

• Bold through the Spirit -
Empowered

• V 38: Repentance, 
Baptismal, Holy Spirit

• Born-again? Living a life 
of letting go of your 
pasts and living new life 
in God?

• 裏切り者から使徒へと

• 成長へ

– 求め続ける心を与え
て下さい

– 信仰を行動に起こす
力を与えて下さい

– あなたに全てを捧げ
ます。そして、従順
な姿勢を持ってあな
たに仕えます

– あなたによる新しい
人生を生かせて下さ
い

• From a betrayer to an 
apostle

• To grow

– Help us to seek you 
more

– Strengthen us to 
activate our faith

– We give all to you, and 
we commit to serve 
you with obedient 
attitude

– Let us live a new life in 
You


