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自分の態度や考えを新たにするために
「その教えとは、あなたがたの以前の生活について言えば、人を欺く情欲によっ
て腐敗していく古い人を、あなたがたが脱ぎ捨てること、23 また、あなたがたが霊
と心において新しくされ続け、24 真理に基づく義と聖をもって、神にかたどり造ら
れた新しい人を着ることでした。」（エペソ 4：22～24 新改訳）
「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 12:2 新改訳）

態度や考えを新たにするためにすべき３つのこと:
1. あなたの生活にみことばを
「さて、群衆が神のことばを聞こうとしてイエスに押し迫って来たとき、イエスはゲ
ネサレ湖の岸辺に立って、2 岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たち
は舟から降りて網を洗っていた。3 イエスはそのうちの一つ、シモンの舟に乗り、
陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、舟から群衆を教え
始められた。4 話が終わるとシモンに言われた。『深みに漕ぎ出し、網を下ろして
魚を捕りなさい。』」(ルカ 5：1-4 新改訳)

2. みことばによってあなた自身とあなたの状況に
「すると、シモンが答えた。『先生。私たちは夜通し働きましたが、何一つ捕れませ
んでした。でも、おことばですので、網を下ろしてみましょう。』 6 そして、そのとお
りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。7 そこで別の舟
にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやって来て、魚を
二艘の舟いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。」
(ルカ 5：5-7 新改訳)

3. みことばによって

を切る

「これを見たシモン・ペテロは、イエスの足もとにひれ伏して言った。『主よ、私から
離れてください。私は罪深い人間ですから。』9 彼も、一緒にいた者たちもみな、自
分たちが捕った魚のことで驚いたのであった。10 シモンの仲間の、ゼベダイの子
ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。『恐れることはない。
今から後、あなたは人間を捕るようになるのです。』11 彼らは舟を陸に着けると、
すべてを捨ててイエスに従った。」(ルカ 5:1～11 新改訳)
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RENEW THE SPIRIT OF YOUR MIND
“You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is

being corrupted by its deceitful desires; 23 TO BE MADE NEW IN THE ATTITUDE OF YOUR
MINDS; 24 and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and
holiness.” (Ephesians 4:22—24 NIV)
“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 12:2 NIV)

THREE THINGS TO DO TO RENEW OUR MIND:
1. LET THE WORD OF GOD

IN YOUR LIFE

“One day as Jesus was standing by the Lake of Gennesaret, the people were crowding
around him and listening to the word of God. 2 He saw at the water’s edge two boats, left
there by the fishermen, who were washing their nets. 3 He got into one of the boats, the
one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down
and taught the people from the boat. 4 When he had finished speaking, he said to Simon,
‘Put out into deep water, and let down the nets for a catch.’” (Luke 5:1-4 NIV)

2. LET THE WORD OF GOD
CIRCUMSTANCES

YOU AND YOUR

“Simon answered, ‘Master, we’ve worked hard all night and haven’t caught anything. But
because you say so, I will let down the nets.’ 6 When they had done so, they caught such
a large number of fish that their nets began to break. 7 So they signaled their partners in
the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that
they began to sink.” (Luke 5:5-7 NIV)

3. LET THE WORD OF GOD GIVE YOU
“When Simon Peter saw this, he fell at Jesus’ knees and said, ‘Go away from me, Lord; I
am a sinful man!’ 9For he and all his companions were astonished at the catch of fish they
had taken, 10 and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon’s partners. Then
Jesus said to Simon, ‘Don’t be afraid; from now on you will fish for people.’ 11So they
pulled their boats up on shore, left everything and followed him.” (Luke 5:8-11 NIV)

