


ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。
あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げな
さい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です。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 12:1,2]

“Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer
your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true
and proper worship. 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 12:1-2 NIV



地上の人生において、私たちは学生です
We are students in this life!



あなたがたが経験した試練はみな、人の知らないもので
はありません。神は真実な方です。あなたがたを耐えられ
ない試練にあわせることはなさいません。むしろ、耐えら
れるように、試練とともに脱出の道も備えていてください
ます。[コリント人への手紙第一10:13]

“No temptation has overtaken you except what is common 
to mankind. And God is faithful; he will not let you be 
tempted beyond what you can bear. But when you are 
tempted, he will also provide a way out so that you can 
endure it.” 1 Corinthians 10:13 NIV



試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は、神
を愛する者たちに約束された、いのちの冠を受ける
からです。[ヤコブの手紙 1:12]

“Blessed is the one who perseveres under trial 
because, having stood the test, that person will 
receive the crown of life that the Lord has promised 
to those who love him.” James 1:12 NIV



地上の人生において、私たちは管理者です
We are Stewards in this life



地とそこに満ちているもの世界とその中に住んでい
るものそれは主のもの。[詩篇 24:1] 

“The earth is the Lord’s, and everything in it. The 
world and all its people belong to him.” 
Psalms 24:1 NLT



主人は彼に言った。『よくやった。良い忠実なしもべ
だ。おまえはわずかな物に忠実だったから、多くの
物を任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれ。』
[マタイの福音書 25:21]

“The master was full of praise. ‘Well done, my good 
and faithful servant. You have been faithful in 
handling this small amount, so now I will give you 
many more responsibilities. Let’s celebrate 
together! ’”  Matthew 25:21 NLT



最も小さなことに忠実な人は、大きなことにも忠実

であり、最も小さなことに不忠実な人は、大きなこと
にも不忠実です。[ルカの福音書 16:10]

“If you are faithful in little things, you will be
faithful in large ones. But if you are dishonest in little 
things, you won’t be honest with greater 
responsibilities.” Luke 16:10 NLT



地上の人生において、私たちは寄留者です
We are Visitors in this life



主よ、地上で生きる年月などわずかであることを私
にわからせてください。 ここにいるのもあとほんの少
しだと、思い知らせてください。 [詩篇 39:4 JCB]

“ Lord, remind me how brief my time on earth will be. 
Remind me that my days are numbered— how 
fleeting my life is.” Psalms 39:4 NLT



あなたがたには、明日のことは分かりません。あな
たがたのいのちとは、どのようなものでしょうか。あ
なたがたは、しばらくの間現れて、それで消えてしま
う霧です。[ヤコブの手紙 4:14]

“How do you know what your life will be like 
tomorrow? Your life is like the morning fog—it’s here 
a little while, then it’s gone.” James 4:14 NLT



節操のない者たち。世を愛することは神に敵対する
ことだと分からないのですか。世の友となりたいと思
う者はだれでも、自分を神の敵としているのです。
[ヤコブの手紙 4:4]

“You adulterers! Don’t you realize that friendship 
with the world makes you an enemy of God? I say it 
again: If you want to be a friend of the world, you 
make yourself an enemy of
God.” James 4:4 NLT



私たちは見えるものにではなく、見えないものに目
を留めます。見えるものは一時的であり、見えない
ものは永遠に続くからです。
[コリント人への手紙第二 4:18]

“So we don’t look at the troubles we can see now; 
rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. 
For the things we see now will soon be gone, but the 
things we cannot see will last forever.”
2 Corinthians 4:18 NLT



これらの人たちはみな、信仰の人として死にました。約束のものを手
に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎
え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。。。

しかし実際には、彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち
天の故郷でした。ですから神は、彼らの神と呼ばれることを恥となさ
いませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。
[へブル人への手紙 11:13,16]

“All these people died still believing what God had promised them. 
They did not receive what was promised, but they saw it all from a 
distance and welcomed it. They agreed that they were foreigners and 
nomads here on earth...... But they were looking for a better place, a 
heavenly homeland. That is why God is not ashamed to be called their 
God, for he has prepared a city for them.” Hebrews 11:13, 16 NLT



「地上の人生は一時的な務めである」
という事実は、今のあなたの生き方を

どのように影響しますか？
How should the fact that life on earth is just a temporary

assignment change the way I am living right now?




