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勇敢に生きるために 
 

「いいですか。わたしは狼の中に羊を送り出すようにして、あなたがたを遣わしま

す。ですから、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。」 
                                               (マタイ 10:16新改訳) 
 
1.あなたの信仰を                                 よう 

「私は夜昼、祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように、

私もきよい良心をもって仕えている神に感謝しています。4私はあなたの涙を覚え

ているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。5私はあなた

のうちにある、偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は、最初あなた

の祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿ってい

ると私は確信しています。6そういうわけで、私はあなたに思い起こしてほしいの

です。私の按手によってあなたのうちに与えられた神の賜物を、再び燃え立たせ

てください。7神は私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださ

いました。」  (2テモテ 1:3～7 新改訳) 
 
2. 自分の信仰を                                   
「ですからあなたは、私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥

じてはいけません。むしろ、神の力によって、福音のために私と苦しみをともにし

てください。9神は私たちを救い、また、聖なる招きをもって召してくださいましたが、

それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。こ

の恵みは、キリスト・イエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられ、10今、私た

ちの救い主キリスト・イエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅

ぼし、福音によっていのちと不滅を明らかに示されたのです。」 
                                         (2テモテ 1:8～10新改訳) 
 

3.信じて、自分の信仰に                                  
「この福音のために、私は宣教者、使徒、また教師として任命されました。12その

ために、私はこのような苦しみにあっています。しかし、それを恥とは思っていま

せん。なぜなら、私は自分が信じてきた方をよく知っており、また、その方は私が

お任せしたものを、かの日まで守ることがおできになると確信しているからです。
13あなたは、キリスト・イエスにある信仰と愛のうちに、私から聞いた健全なことば

を手本にしなさい。14自分に委ねられた良いものを、私たちのうちに宿る聖霊によ

って守りなさい。」 (2テモテ 1:11～14新改訳) 
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LIVING BOLDLY 
 

“I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as 
snakes and as innocent as doves.” (Matthew 10:16 NIV) 
 

1.                                       your faith  
“I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as 
night and day I constantly remember you in my prayers. 4Recalling your 
tears, I long to see you so that I may be filled with joy. 5 I am reminded of 
your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your 
mother Eunice and, I am persuaded, now lives in you also. 6 For this reason, 
I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the 
laying on of my hands. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid 
but gives us power, love, and self-discipline.” (2Timothy 1:3-7 NIV) 
 
2. Be                                    of your faith  

“So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me his prisoner. 
Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. 9He has 
saved us and called us to a holy life—not because of anything we have done 
but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ 
Jesus before the beginning of time, 10but it has now been revealed through 
the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has 
brought life and immortality to light through the gospel.”  
                                              (2Timothy 1:8-10 NIV) 
 
3. Believe and be                            in faith 

“And of this gospel, I was appointed a herald and an apostle and a teacher. 
12That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame because 
I know whom I have believed and am convinced that he is able to guard what 
I have entrusted to him until that day. 13 What you heard from me, keep as 
the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. 14Guard the 
good deposit that was entrusted to you—guard it with the help of the Holy 
Spirit who lives in us.” (2 Timothy 1: 11-14 NIV) 
 


