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LIVING A FRUITFUL LIFE
“Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may
see your good deeds and glorify God on the day he visits us.” (1Peter 2:12)
“ For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good
things he planned for us long ago.”(Ephesians 2:10 NLT)
In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your
heavenly Father...(Matthew 5:16)

・HOW TO	
  PLATFORM 	
  OUR LIVES FOR PRODUCTIVENESS.
1. ACCOUNTABILITY	
 
“To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an
abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away.” –
(Matthew 25:29 NLT)

2. BENEVOLENCE	
 
“I am planning to send either Artemas or Tychicus to you. As soon as one of them arrives, do your
best to meet me at Nicopolis, for I have decided to stay there for the winter. 13 Do everything you
can to help Zenas the lawyer and Apollos with their trip. See that they are given everything they
need. 14 Our people must learn to do good by meeting the urgent needs of others; then they will
not be unproductive.” (Titus 3:12—14)

3. DILIGENCE	
 
“Take a lesson from the ants, you lazybones...Learn from their ways and become wise!
7Though they have no prince or governor or ruler to make them work,
summer, gathering food for the winter.
will you wake up?

8they labor hard all

9But you, lazybones, how long will you sleep?

10A little extra sleep, a little more slumber,

When

a little folding of the hands to

rest— 11then poverty will pounce on you like a bandit; scarcity will attack you like an armed
robber.” (Proverbs 6:6—11 NLT)

4. GENEROSITY	
 
“You must each decide in your heart how much to give. And don’t give reluctantly or in response
to pressure. “For God loves a person who gives cheerfully.” 8 And God will generously provide all
you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with
others.(2 Corinthians 9:6--8 NLT)

5. PERSISTENCE	
 
“Plant your seed in the morning and keep busy all afternoon, for you don’t know if profit will come
from one activity or another—or maybe both.” (Ecclesiastes 11:6NLT)

6. WISDOM	
 
“So be careful how you live. Don’t live like fools, but like those who are wise. 16 Make the most of
every opportunity in these evil days. 17 Don’t act thoughtlessly, but understand what the Lord
wants you to do. 18 Don’t be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled
with the Holy Spirit, (Ephesians 5: 15-16)
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実り多い人生にしよう
異邦人の中にあって、りっぱにふるまいなさい。そうすれば、彼らは、何かのことであ
なたがたを悪人呼ばわりしていても、あなたがたのそのりっぱな行いを見て、おとずれ
の日に神をほめたたえるようになります。(1ペテロの手紙2:12)	
 
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られた
のです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてく
ださったのです。(エペソ人への手紙2:10)	
 
このように、あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたがたの良い行いを見て、
天におられるあなたがたの父をあがめるようにしなさい。(マタイの福音書5:16)	
 

・実を結ぶ人生になるための	
  基盤作り	
  に必要なもの：	
 
1.	
 アカンタビリティー	
 
だれでも持っている者は、与えられて豊かになり、持たない者は、持っているものまで
も取り上げられるのです。(マタイの福音書25:29)	
 

2.	
  良い行い	
 
私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送ったら、あなたは、何としてでも、ニコポ
リにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています。13ぜ
ひとも、律法学者ゼナスとアポロとが旅に出られるようにし、彼らが不自由しないよう
に世話をしてあげなさい。14私たち一同も、なくてならないもののために、正しい仕事
に励むように教えられなければなりません。それは、実を結ばない者にならないためで
す。(テトスへの手紙3:12-14)	
 

3.	
  	
 勤勉さ	
  	
  	
 
なまけ者よ。蟻のところへ行き、そのやり方を見て、知恵を得よ。7蟻には首領もつかさ
も支配者もいないが、8夏のうちに食物を確保し、刈り入れ時に食糧を集める。9なまけ
者よ。いつまで寝ているのか。いつ目をさまして起きるのか。10しばらく眠り、しばら
くまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。11だから、あなたの貧しさは浮浪者
のように、あなたの乏しさは横着者のようにやって来る。(箴言6:6-11)	
 

4.	
  寛大さ	
  	
 
私はこう考えます。少しだけ蒔く者は、少しだけ刈り取り、豊かに蒔く者は、豊かに刈
り取ります。7ひとりひとり、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた
とおりにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。8神は、あなたがたを、
常にすべてのことに満ち足りて、すべての良いわざにあふれる者とするために、あらゆ
る恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。	
 
9「この人は散らして、貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまる。」と書いてある
とおりです。(2コリント人への手紙9:6-8)	
 

5.	
  粘り強さ	
 
朝のうちにあなたの種を蒔け。夕方も手を放してはいけない。あなたは、あれか、これ
か、どこで成功するのか、知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわから
ない。(伝道者の書11:6)	
 

6.	
  知恵	
 
	
  そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるか
どうか、よくよく注意し、16機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。	
 
(エペソ人への手紙5:15-16)	
 

