
M28	 バイブル	 スタディー	 

（進行役、ファシリテーターのためのガイド）	 

	 

Connect	 つながる	 

・ 今週一週間の中で、感謝したことはありましたか？	 

・ この一週間で、何か困難やストレスを経験しましたか？	 

・ 今週あなたの人生で神様の働きを体験したことがありましたか？	 

・ 先週ディスカバーした（発見した）ことをどのように人生に適応

しましたか？その結果、何が起きましたか？	 

・ 先週学んだことを、誰とシェアしましたか？彼等の応答はどんな

感じでしたか？	 

	 

Discover	 発見する	 

・ 読む：参加者みんな聖書を開き、一人ひとり順番に聖書の箇所を

数節ずつ音読する。	 

・ 明らかにする：参加者に、聖書の言葉で分からない言葉があるか

尋ねる。	 

・ 聴く：一人が聖書の箇所を全部音読し、グループのみんなは聖書

を閉じて、それを聴く	 

・ 自分の言葉で：グループメンバーの一人に、この箇所を自分の言

葉に言い換えて語っていただく。（聖書は開いて）	 

・ 尋ねる：グループメンバーに（もしパスしたい人が居たら、パス

を促す。）	 

・ 「自分の言葉で話したもの」に何か加えたり、変えたりする

べきところはありましたか？	 

・ この箇所から「神様」について、「人」について、どんなこと

がわかりますか?	 

・ この箇所はどんなことを意味しているのでしょう？	 

・ この箇所でどんなところが気に入り、心に来ましたか？また、

重要なところだと思いましたか？	 

・ この箇所で気に入らないところや、理解出来ないところは何

ですか？	 

・ この箇所において、何か他の質問はありますか？	 

	 

Respond	 応答	 

・ この箇所が真実なら、神様を見る目、人を見る目は、どう変

わるでしょう？	 

・ この箇所が真実なら、あなたの生き方はどう変わるべきでし

ょうか？どう適応できますか？	 

・ この箇所が真実なら、あなたの人生をどのように変えていく

べきでしょうか？	 

・ この箇所が真実なら、今週生活の中で何を変えて行こうと思

いますか？	 

・ このグループ以外で助けを必要としている人を知っていま

すか？もしいるとしたら、どのようにこのグループは、彼ら

を助けることができるでしょうか？	 

	 

Close	 閉会	 

・グループの誰かに祈ってもらって、バイブルスタディを閉じまし

ょう。	 



M28	 バイブル	 スタディのための 10 ルール	 

(お約束事)	 

	 

グループルール	 

1) みんなが数節で短い言葉で話す。（誰も独占しないため）	 

2) この箇所の言っていることだけに焦点を合わせる（他の箇所

を引用しない）	 

3) このグループの観ていることだけに焦点を合わせる（他の人

の意見や参考書を用いない）	 

4) メンバーが応えるのに時間が必要なら待つこと（沈黙を恐れ

ないこと。もし何もシェアすることが無い場合は誰でも「パス」

することができる。）	 

	 

進行役のルール（進行役のためのガイドライン）	 

5) 教えるのはなく、ファシリテートする。（進行役のガイドを

用いる）	 

6) スケジュールに沿って会を進める－可能ならば、全セクション

を終らせる。	 

（記：これは一番難しい課題。箇所を短くしたり、シェアする人

数を少なくする必要があるかもしれない）時間内の 25%をつなが

る（Connection）に、50%を発見する	 (Discover)、そして 25%を

適応に用いる。最も重要なのは応答する(Respond)のセクショ

ン。全員がシェアできるように励ます。	 

7) 質問に答える－「今日の箇所のどの部分がその質問の答えに

なりますか？」と問いかける。（目標はグループの皆が「自分た

ちでも聖書を理解できる」ということを分かってもらうこと）	 

【進行役の方へ：進行役がすべての質問に答えたり、コメントす

るのではなく、グループの皆に答えを発見してもらうよう促す】	 

8) もし質問が箇所に関することではないならば「そのことについ

てはバイブルスタディ後に話しましょう」と応答する。もし真

摯な質問なら、グループが終わった後、質問してくるでしょう。

もし答えがわからず、だれも答えることができない場合は、「その

質問の答えになる箇所について別の機会を設けて学びましよう」

と伝える	 

9) “おかしな”また	 “間違った”解釈、または、妨げになる

質問やディスカッション（関係のないことや主題からずれたこ

と）：「それはこの箇所のどこに書かかれていますか？」と尋

ねる。グループの人たちに同じ解釈をしているかどうかを尋ねる。

（自分達で間違いを直す雰囲気を築く）。もし（上記の試みが）上

手く行かなかった場合、「今日の目標はこの箇所を読んで発見

することに焦点を当てています」と言って、あなたとその人が

会の後、改めてその解釈について話し合いましょうと提案する。	 

10）２週か３週でそのグループを一旦、固定したものにする。

もしその後からグループに友達を誘いたい人がいたら、その人がそ

の友達と、新しいグループを始められるように手助けをする。	 

	 

記:「応答する」の項目にある質問が「もしこの箇所が真実なら・・・」

とあるのは、まだ完全に聖書に信頼を置いていない人たちも居心地

良く、この聖書の学びに参加出来ることを目的としています。	 

	 



神を発見するシリーズ	 (セット1)	 

神様が創造した	 

・ 創世記	 1:1-25	 ‒	 神様が全てを創造	 

・ 創世記	 2:4-24	 ‒	 神様が人を創造	 

人が背いた	 

・ 創世記	 3:1-13	 ‒	 人の神様への不従順	 

・ 創世記	 3:14-24	 ‒	 神様の応答	 

神様が立ち戻れる道を作った	 

・ 創世記	 6:5-22,	 7:17-24,	 8:18-22	 ‒	 神様が創造物を裁く	 

・ 創世記	 9:1-19	 ‒	 神様が全ての創造物に約束した	 

・ 創世記	 12:1-8,	 15:1-6,	 17:1-8	 ‒	 ある家族に対しての神様の特別

な約束	 

・ 創世記	 21:1-7,	 22:1-19	 ‒	 アブラハムの大きな試練	 

・ イザヤ	 52:13-53:12	 ‒	 神様の約束の苦悩した仕え人	 

キリストの人生	 

・ ルカ1:26-38,	 2:1-20	 ‒	 イエスの生誕	 

・ ヨハネ	 3:1-21	 ‒	 イエス様が神様を求める人に会う	 

・ ルカ	 5:17-26	 ‒	 イエス様が麻痺した人を癒す	 

・ マルコ	 4:35-41	 ‒	 イエス様が嵐を沈める	 	 

・ マタイ	 26:17-30	 ‒	 イエス様の最後晩餐	 

・ ルカ	 23:32-49	 ‒	 イエス様が十字架で死ぬ	 	 	 

・ ルカ	 23:50-24:12	 ‒	 	 イエス様が死から蘇る	 

・ ヨハネ	 1:1-18	 ‒	 シリーズのまとめ:	 神様の子となる	 

(重要)	 

	 

神を発見するシリーズ	 (セット	 2)	 

神様が創造した	 

・ 詩編	 19	 ‒	 創造:	 神様の証、神の言葉が知恵をくれる	 

・ 詩編	 139:1-18	 ‒	 人の神様との特別な関係	 

人が背いた	 

・ 詩編	 14	 と	 53	 ‒	 	 全てのものが神様から背いた	 

神様が立ち戻れる道を作った	 

・ 申命記	 5:1-21,	 5:32-6:2	 ‒	 神様の命令	 

・ レビ記	 4:13-31	 ‒	 罪のための犠牲	 

・ 詩編	 32	 ‒	 赦しの祝福	 

・ 詩編	 2	 ‒	 我々がどのように救い主、イエス様を知るか	 

キリストの人生	 

・ ヨハネ	 1:19-34	 ‒	 イエス様の洗礼	 

・ マタイ	 4:1-22	 ‒	 イエス様の試練	 

・ ヨハネ	 4:1-26,	 39-42	 ‒	 イエス様がサマリアの女に会う	 

・ マルコ	 5:1-20	 ‒	 イエス様の霊的権威	 

・ ヨハネ	 11:1-44	 ‒	 イエス様の死に対しての権威	 

・ ヨハネ	 19:28-42	 ‒	 イエス様の死と墓	 

・ ルカ	 24:13-35	 ‒	 イエス様が、蘇り弟子達に再会する	 

・ ヨハネ	 1:1-18	 ‒	 シリーズのまとめ:	 神の子となる	 	 

	 

	 

イエス様に従うシリーズ	 

・ ルカ	 5:1-11	 ‒	 全てを置いてイエス様に従った弟子	 

・ ヨハネ	 14:14-31	 ‒	 弟子は、従って愛を現す	 



・ ピリピ	 2:1-13	 ‒	 イエス様と同じ見解を持つ弟子	 

・ ルカ	 4:1-13	 ‒	 神様の言葉で試練を乗り越える弟子	 

・ ヨハネ	 1:35-51	 ‒	 人にイエス様を紹介する弟子	 

・ 使徒	 4:23-31	 ‒	 弟子が迫害を体験する	 

・ マタイ	 6:5-18	 ‒	 イエス様の祈りと断食の模範を適応する弟子	 

・ マタイ	 5:38-48	 ‒	 敵を愛する弟子	 

・ ルカ	 8:22-25	 ‒	 状況を恐れない弟子	 

・ マタイ	 18:15-35	 ‒	 赦し、壊れた関係を建て直すことを求める弟子	 

・ I	 コリント	 7:1-17;	 2	 コリント	 6:14-18	 ‒	 結婚においてイエス

様に従う弟子	 

・ マタイ	 19:1-12;	 エペソ	 5:21-33	 結婚においてイエス様に従う

弟子	 パート２	 

・ マタイ	 5:33-37	 ‒	 きちんと公言を守る弟子	 

・ エペソ	 4:15-31	 ‒	 キリストにあって成長する中で行動に変化が出

る弟子	 

	 

成長して歩んでいくシリーズ	 

・ マタイ	 22:34-40	 ‒	 神と人を愛する弟子	 

・ マタイ	 28:16-20	 ‒	 全ての国で弟子を作る	 

・ ルカ	 14:25-35	 ‒	 	 弟子訓練への犠牲	 

・ ルカ	 15‒	 失われた魂を求める弟子	 

・ ルカ	 16:1-9	 ‒	 永遠に投資する弟子	 

・ 2	 コリント	 5:11-21	 ‒	 キリストの使節である弟子	 

・ ヨハネ	 4:4-26,	 39-42	 ‒	 証を分かち合う弟子	 

・ 使徒	 8:9-13	 ‒	 信じて、洗礼を受ける弟子	 

・ ルカ	 22:14-23	 ‒	 聖餐でイエス様のことを覚える弟子	 

・ I	 コリント	 12:12-30	 ‒	 キリストのからだの一部だと理解する	 

・ ヘブル	 10:23-25;	 使徒	 2:42-47	 ‒	 コミュニティに属する弟子	 

・ 詩編	 139:1-8	 ‒	 「天の父」の役割を理解する弟子	 

・ コロサイ	 1:15-20	 ‒	 「人の子」の役割を理解する弟子	 

・ I	 コリント	 2:10-16	 ‒	 「聖霊」の役割を理解する弟子	 

・ ヨハネ	 17	 ‒	 神様との関係を礎に祈りを捧げる弟子	 

・ エペソ	 1:3-14	 ‒	 イエス様との関係において位置づけられた生活	 

・ ヨハネ	 10:25-30	 ‒	 キリストとの関係の中にある保証	 

・ ヘブル	 12:5-11	 ‒	 神様からの鍛錬を受け止める弟子	 

・ マルコ	 12:28-34	 ‒	 神を愛し、人を愛する弟子	 

・ エペソ	 4:1-6	 ‒	 キリストにおける一致を保つ弟子	 

・ 詩編	 1	 ‒	 人生を賢明に生きることに導く神様のことばを大切にす

る	 

	 


