


この世の視点はどうでしょう？
WHAT ARE SOME OF THE VIEWS

FROM THIS WORLD?



“そして人々に言われた。「どんな貪欲にも気をつけ、警
戒しなさい。人があり余るほど持っていても、その人のい
のちは財産にあるのではないからです。」
[ルカの福音書 12:15]

“Then he said to them, “Watch out! Be on your guard
against all kinds of greed; life does not consist in an 
abundance of possessions.”” Luke 12:15 NIV



自分のいのちを救おうと思う者はそれを失い、わたしのた
めにいのちを失う者はそれを見出すのです。
[マタイの福音書 16:25]

“If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you 
give up your life for my sake, you will save it.”
Matthew 16:25 NLT



“毎日遊び暮らしていると貧しくなります。酒やぜいたく品
は富をもたらしません。”箴言 21:17 JCB

“Loving pleasure leads to poverty. Wine and luxury will 
never make you wealthy.” Proverbs 21:17 ERV



人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道
がある。[箴言 14:12]

“There is a way that appears to be right, but in the end it 
leads to death.” Proverbs 14:12 NIV



神の、目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性
は、世界が創造されたときから被造物を通して知られ、
はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありませ
ん。[ローマ人への手紙 1:20]
“For ever since the world was created, people have seen 
the earth and sky. Through everything God made, they can 
clearly see his invisible qualities—his eternal power and 
divine nature. So they have no excuse for not knowing 
God.” Romans 1:20 NLT



“キリストは、目には見えない神のかたちであり、神がすべてのも
のをお造りになる前からおられました。 事実、キリストはすべて

のものの創造者なのです。天にあるものも地にあるものも、目に
見えるものも見えないものも、霊の世界の王座も主権も支配も権
威もすべて、この方がご自身の目的と栄光のために造られたの
です。” コロサイ人への手紙 1:15-16 JCB

“No one can see God, but the Son is exactly like God. He rules over
everything that has been made. Through his power all things were
made: things in heaven and on earth, seen and not seen— all
spiritual rulers, lords, powers, and authorities. Everything was 
made through him and for him.” Colossians 1:15-16 ERV



私が「信じていること」は
なぜ大切なのでしょうか？

WHY DOES IT MATTER WHAT I BELIEVE?



何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。いのちの泉はこれから
湧く。[箴言 4:23]

“Above all else, guard your heart, for everything you
do flows from it.” Proverbs 4:23 NIV



むしろ、心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなたが
たのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでも、
いつでも弁明できる用意をしていなさい。
[ペテロの手紙第一 3:15]

“But keep the Lord Christ holy in your hearts. Always be ready to
answer everyone who asks you to explain about the hope you
have.” 1 Peter 3:15 ERV



どうすれば正しい価値観を
養えるでしょうか？

HOW CAN I DEVELOP BIBLICAL VALUES?



どうすれば正しい価値観を養えるでしょうか？
HOW CAN I DEVELOP BIBLICAL VALUES?

1. 何が真理かを知る
LEARN WHAT IS TRUE.



“どんな犠牲をはらっても、ほんとうのことを知るよう努めなさい。
物事を正しく判断できる力を しっかりと身につけるのです。”箴言
23:23 JCB
“Get the truth and never sell it; also get wisdom, discipline, and
good judgment.” Proverbs 23:23 NLT



どうすれば正しい価値観を養えるでしょうか？
HOW CAN I DEVELOP BIBLICAL VALUES?

1. 何が真理かを知る
LEARN WHAT IS TRUE.

2. 何が間違いかを見分ける
DISCERN WHAT IS FALSE.



愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたく
さん世に出て来たので、その霊が神からのものかどうか、吟味し
なさい。[ヨハネの手紙第一 4:1]

“Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the 
Spirit. You must test them to see if the spirit they have comes 
from God. For there are many false prophets in the world.” 
1 John 4:1 NLT



どうすれば正しい価値観を養えるでしょうか？
HOW CAN I DEVELOP BIBLICAL VALUES?

1. 何が真理かを知る
LEARN WHAT IS TRUE.

2. 何が間違いかを見分ける
DISCERN WHAT IS FALSE.

3. この世でなく、神様の言葉に目を向ける
TURN FROM THE WORLD TO THE WORD.



この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにする
ことで、自分を変えていただきなさい。そうすれば、神のみこころ
は何か、すなわち、何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるの
かを見分けるようになります。[ローマ人への手紙 12:2]

“Do not conform to the pattern of this world, but be transformed 
by the renewing of your mind. Then you will be able to test and 
approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.” 
Romans 12:2 NIV



どうすれば正しい価値観を養えるでしょうか？
HOW CAN I DEVELOP BIBLICAL VALUES?

1. 何が真理かを知る
LEARN WHAT IS TRUE.

2. 何が間違いかを見分ける
DISCERN WHAT IS FALSE.

3. この世でなく、神様の言葉に目を向ける
TURN FROM THE WORLD TO THE WORD.

4. 神様のご計画に心を留める
CONCERN YOURSELF WITH GOD’S AGENDA.



むしろ、あなたがたは御国を求めなさい。そうすれば、これらのも
のはそれに加えて与えられます。[ルカの福音書 12:31]

“Seek the Kingdom of God above all else, and he will give you 
everything you need.” Luke 12:31 NLT


