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イエス様に従おうという新たな決意
「自分の十字架を負ってわたしに従って来ない者は、わたしにふさわしい者ではありません。
自分のいのちを得る者はそれを失い、わたしのために自分のいのちを失う者は、それを得るの
です。」（マタイ 10：38～39）
「それからイエスは弟子たちに言われた。『だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を
捨て、自分の十字架を負って、わたしに従って来なさい。25 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。26 人は、たとえ全世界を手
に入れても、自分のいのちを失ったら何の益があるでしょうか。そのいのちを買い戻すのに、人
は何を差し出せばよいのでしょうか。』」(マタイ 16:24～26)

1. 人生において、
大切にすると決意する

という卓越した価値を

「しかし私は、自分にとって得であったこのようなすべてのものを、キリストのゆえ
に損と思うようになりました。8 それどころか、私の主であるキリスト・イエスを知っ
ていることのすばらしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリスト
のゆえにすべてを失いましたが、それらはちりあくただと考えています。それは、
私がキリストを得て、9 キリストにある者と認められるようになるためです。私は律
法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち、信仰に基
づいて神から与えられる義を持つのです。」 (ピリピ 3：7〜9 新改訳)

2.良い時だけでなく、困難な時にも

ことに全力を注ぐ

「私は、キリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にもあずかって、キリスト
の死と同じ状態になり、11 何とかして死者の中からの復活に達したいのです。」
(ピリピ 3：7〜9 新改訳)

3. あなたの人生における
と決意する

に向かって前進し続ける

「私は、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ
捕らえようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリスト・イエ
スが私を捕らえてくださったのです。13 兄弟たち。私は、自分がすでに捕らえたな
どと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち、うしろのものを忘れ、前のも
のに向かって身を伸ばし、14 キリスト・イエスにあって神が上に召してくださるとい
う、その賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。」
(ピリピ 3:12～14 新改訳)
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A RENEWED COMMITMENT TO FOLLOW JESUS
“Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who
loves their son or daughter more than me is not worthy of me. 38 Whoever does not take
up their cross and follow me is not worthy of me. 39 Whoever finds their life will lose it, and
whoever loses their life for my sake will find it.” (Matthew 10:38-39 NIV)
“Then Jesus said to his disciples, ‘Whoever wants to be my disciple must deny themselves
and take up their cross and follow me. 25 For whoever wants to save their life will lose it,
but whoever loses their life for me will find it. 26 What good will it be for someone to gain
the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their
soul?’” (Matthew 16:24-26 NIV)

1.

COMMIT TO TREASURING THE SURPASSING WORTH
OF
IN YOUR LIFE

“But whatever were gains to me I now consider loss for the sake of Christ. 8 What is more,
I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my
Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ.
9

and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but

that which is through faith in Christ—the righteousness that comes from God on the basis
of faith.“ (Philippians 3:7-9 NIV)

2.

COMMT TO
NOT ONLY IN GOOD
TIMES, BUT IN CHALLENGING TIMES

“I want to know Christ—yes, to know the power of his resurrection and participation in his
sufferings, becoming like him in his death,
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and so, somehow, attaining to the

resurrection from the dead.” (Philippians 3:10-11 NIV)

3.

COMMIT TO KEEPING MOVING FORWARD TO
IN YOUR LIFE

“Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press
on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. 13 Brothers and sisters, I do
not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is
behind and straining toward what is ahead,
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I press on toward the goal to win the prize

for which God has called me heavenward in Christ Jesus.” (Philippians 3:12-14 NIV)

