
説教のディスカッション｜Sermon Discussion   

2018 年 5 ⽉ 13 ⽇㊐ シリーズ「キリストにある命」｜Series “Alive in Christ” 
キリスト者の喜び｜Christian Joy 
 

 
I. 聖書を読んでみよう   

 
1 ペテロ 1 Peter 1:3-9 

 
II. 話し合ってみよう Discussion Question 
 

1. This passage talks about joy quite a lot (vv. 3, 6, 8). Do you think there is a difference 
between joy and happiness? How are they different? How are they the same? What kinds of 
things bring you joy? What kinds of things make you happy? 

     この聖書箇所では喜びについて多く語られています。(3,6,8 節) 
     喜びと幸福にはどのような違いがあると思いますか︖どのような点で同じだと思いますか︖どのようなことにあなたは喜び 
     を感じ、どのようなことに幸福を感じますか︖ 

 
2. When are sometimes in your life that you have found it difficult to have joy? If you are able 

and willing to share, what was the reason it was hard to have joy? Family, work, marriage, 
parenting, health, community issue? Sometimes we don't know and that is okay too. This 
can be a very personal issues so don't feel pressure to share if you do not want to.  

     あなたの⼈⽣で喜びを感じることが難しい時はどんな時ですか︖もしよければ、その理由について分かち合ってみましょ 
     う。（家族や仕事、結婚、⼦育て、健康、コミュニティにおける問題や葛藤など）無理に分かち合う必要はありませ 
     ん。 
 

3. Read v. 4 together. Does the thought of going to Heaven to be with God ("our living hope", 
"inheritance") bring you joy? Why or why not? What do we know about Heaven from this 
passage or other parts of Scripture? 

     4 節を⼀緒に読んでみましょう。天の御国に⾏って主と共にいること(「⽣ける望み」「消えて⾏くことのない資産」)はあな 
     たに喜びをもたらしますか︖それはなぜですか︖あるいは、なぜそうではないですか︖今⽇の箇所やその他の聖書箇所 
     から、私たちは天の御国についてどのように知っているでしょうか︖ 
 

4. Read v. 3 together. Does the thought of having a new life in Christ ("being born again") 
bring you joy? Why or why not? What do we know about our new life in Christ from this 
passage of other parts of Scripture? 

     3 節を⼀緒に読んでみましょう。キリストにあって「新しく⽣まれ」ることはあなたに喜びをもたらしますか︖なぜですか︖ 
     また、なぜそうではないですか︖今⽇の箇所やその他の聖書箇所から、私たちはキリストにある新しいいのちについて 
     どのように知っているでしょうか︖ 

 
5. Read v. 5 together. Does the thought that we are guarded by the Holy Spirit through faith 

bring you joy? Why or why not? What do we know about the gift of the Holy Spirit in us 
from this passage or other parts of Scripture? Has there ever been a time when you 
doubted the Holy Spirit was with you (it is okay and very normal if you have!)? You don't 
have to share, just reflect on the time to yourself.  
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     5 節を⼀緒に読みましょう。「信仰により、神の御⼒によって守られて」いるということはあなたに喜びをもたらすでしょう 
     か︖なぜですか︖また、なぜそうではないですか︖今⽇の箇所やその他の聖書箇所から、私たちは私たちのうちに与え 
     られた聖霊についてどのように知っているでしょうか︖聖霊があなたと共にいてくださるということを受け⼊れられなかったこ 
     とはありますか︖(あって⼤丈夫です︕) 分かち合う必要はないので、⾃分⾃⾝で思い巡らしてみましょう。 
 

6. Read vv. 6-7 together. These are difficult verses to read. Peter is saying the trials they 
experience may be necessary to show they have genuine faith. Their genuine faith brings 
glory to Christ. Their genuine faith also enables them to "rejoice" in the midst of these 
trials.  

     6 節と 7 節を⼀緒に読みましょう。この箇所は読むのが少し難しいところです。ペテロは、キリスト者が経験する様々な 
     試練は、彼らが真実な信仰を持っていることがあらわされるために必要なことだと⾔っています。彼らの真実な信仰は 
     キリストに栄光をもたらすことになるのです。彼らの真実な信仰はまた、彼らが試練の真っただ中で「喜ぶ」ことを可能に 
     します。 
 
"Jesus loves you, you're saved so you shouldn't be sad or upset." This is so often what Christian's 
think of when they are told they should have joy in the midst of hardship. Christian joy in the midst 
of hardship is not the denial of the pain, but Christian joy is both what leads us to God with our 
pain and is the result when we take our pain to God in the midst of hardship. What do you think 
about this idea that you can "have joy" and still be hurting, sad or upset during hardship? What do 
you think joy during hardship looked like for the churches Peter was addressing? 
「イエス様が私を愛して、私は救われてるのだから、悲しんだり怒ったりするべきではない」というのは、クリスチャンが試練の中で喜
ぶように⾔われると、よく考えがちなことです。キリスト者の試練の中にある喜びというのは、痛みを否定することではなく、痛みと
共に神のもとに出ることであり、それによって得られるものです。試練の中で痛んだり悲しんだり怒りつつも、それでも喜びを得るこ
とができるという考えについてどう思いますか︖ペテロがここで教会に向けて書いた時の「試練にある喜び」とはどのようなものだった
と思いますか︖ 
 

7. Personal Reflection Question: Read vv. 8-9. Christian joy is connected to our faith in and 
love of God. If you don't see joy in your life start first by asking: how do I feel toward God 
right now? what do I believe God is doing right now? These are difficult questions to answer 
honestly. I encourage you each to take some time by yourself to reflect on these questions. 
It is okay if the answers are: "I don't like God right now" and "I don't believe he is doing 
anything." Once you've answered these questions. Take your answers to God in prayer and 
ask him address your concerns. Even better, find a close friend or mentor, tell them your 
answers and go to God in prayer together over them. 

      個⼈的な振り返りの質問︓8 節と 9 節を読みましょう。キリスト者の喜びは、神の愛への信仰とつながっています。 
      もしあなたが⼈⽣に喜びを感じられなければ、まずこのように問いかけてみましょう。今、神に対してどのように感じてい 
      ますか︖神様は今、何をしていると信じていますか︖これらは難しい質問かもしれませんが、それぞれ少し時間を取っ 
      てこれらの質問について思い巡らしてみましょう。正直な回答が「今神様のことを良く思っていない」、「彼は何もしてい 
      ないと思う」といったものでも⼤丈夫です。この質問への答えが分かったら、祈りのうちに神様に呼びかけ、あなたの⼼ 
     配や不安を聞いてもらいましょう。⾝近な友⼈やメンターにあなたの回答を聞いてもらって⼀緒に祈ってもらえると、 
     より良いでしょう。 
 


