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Matthew 25:14
“For the kingdom of 
heaven is like a man 
traveling to a far 
country, who called his 
own servants and 
delivered his goods to 
them.

マタイ25:14

また天国は、ある人が
旅に出るとき、その僕
どもを呼んで、自分の
財産を預けるようなも
のである。

What God Has 

Entrusted 

You

あなたに任さ

れている物

• 3 servants: Entrusted
– 5 talents
– 2 talents
– 1 talent

• 1 talent=about lifetime 
income

• The master chose not to 
take them with him, but 
instead handed to others.

• Kingdom of heaven and our 
lives are like this. God 
(master) may not need us 
(servants) but He created 
us and entrusted with 
choice. Thus, we must be 
thoughtful on how are we 
going to respond to what’s 
given to us.

• 3 人のしもべ：任される

– 5タラント

– 2タラント

– 1タラント

• 1タラント=約：生涯賃金

• 主人はタラントをあえて自分
で持っていかず、他人の手に
渡した

• 天国もそして私達自身も同
じです。神様（主人）は人間
（しもべ）事態は不要がもし
れないが、人間を創造され、
行動の選択を任された。そし
て、与えられた物・人生をど
う活用するかを良く考えるべ
き。

God Has Left You in 
Charge

• What God has given to you 
= things He has entrusted 
you with

• There is no reason to “not 
to trust” God when He trust 
you so much

• believe=trust (John 3:16)
• Talents are not just talking 

about your abilities or 
money: time, family, God’s 
love, life, friends

• Basis of the life: Trust
• What has God entrusted 

you with?

あなたは神様から
信頼されています

• 今、あなたに与えられてい
る物=神様があなたを信頼
して任せて下さっている物

• そこまで信頼してくださっ
ている神様を信頼しない理
由はないのではないか

• 信じる=信頼する（ヨハネ
3:16）

• タラントというのは才能や
お金だけではありません：
時間、家族、神の愛、命、
周りの人々

• 人生の基礎：信頼
• あなたは神様から何を預
かっていますか？
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Be Faithful to What’s 
Already Given

Matt. 25:21
• Be faithful with small things
• What you have now is what 

God has given you, and let’s 
be grateful

• When we are faithful, God 
will give you what you don’t 
have now: Jacob, David 
(From being a shepherd)

• Not because of what was 
received but because of 
faithfulness

• Are you having a faithful 
faith trusting God fully?

まず今ある物に忠実に

マタイ25:21

• 小さな物からこつこつと
• 今、与えられている物は、
神様から与えられた物で
あって、これを感謝しよう

• 今、与えられていない物は、
与えられている物に忠実で
ある時、やがて与えて下さ
ると信じよう：ヤコブ、ダ
ビデ（羊飼いから）

• 倍返しだからではなく、忠
実だったから

• 忠実という信頼し切ってい
る信仰が持てていますか?

The Purpose is: to be 
Used

• Matthew=Commentary for 
Hebrews about Jesus

• The basic principle of 
Abrahamic covenant=The 
reason we are blessed is to 
bless others

• Freely you received, freely 
give (Matt. 10:8)

• God uses us to fulfill His 
mission: Path of blessing

• More we are used, more we 
will be blessed

• How can we share what God 
has given to us freely?

目的は用いられる為

• マタイ=ヘブル人の為のイ
エス・キリストの注解書

• アブラハム契約の根本的原
理=我々が祝福されるのは
他の人を祝福する為に

• 受けたのだから、与えるが
よい（マタイ10：8）

• 神様は、私達をあえて用い
て使命を達成される：祝福
の管

• 用いられれば用いられる程、
更なる祝福が

• どうすれば、神様から与え
らた物をわかちあう事がで
きるでしょうか?

Thank you for your 
wonderful blessings: 

– Give us Your wisdom as 
we will respond to your 
trust, and manage what 
we have entrusted us.

– Guide us to be faithfully 
seek you as we are 
grateful for what you have 
given to us.

– Help us to share Your 
blessing with others as 
You continue to fill us 
with Your wonderful 
blessings.

あなたのおおいなる祝福
に感謝します：

– あなたの信頼に素直に応
答し私達が任されている
物を運営できるようにあ
なたの知恵を与えてくだ
さい。

– あなたが既に与えてくだ
さっている物を感謝し、
あなたを忠実にもとめて
行けるよう導いてくださ
い。

– あなたの祝福で私達を
益々満たし、又それを自
由に分かち合えるように
助けて下さい。


