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あなたの召命にある喜び 
 

「イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり

救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。 
2 神と、私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安が、あなたがたにますま

す豊かに与えられますように。」 (2 ペテロ 1:1～2 新改訳) 
 
 
あなたの召命にある喜びの３つの側面： 
 

1.あなたは、敬虔な人生を送るための          を与えられている 

「私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったこと

により、主イエスの、神としての御力は、いのちと敬虔をもたらすすべてのものを、

私たちに与えました。4 その栄光と栄誉を通して、尊く大いなる約束が私たちに与え

られています。それは、その約束によってあなたがたが、欲望がもたらすこの世の

腐敗を免れ、神のご性質にあずかる者となるためです。」(2ペテロ 1:3～4 新改訳) 
 
   
2.                       を深めるためのあらゆる努力をする 

「だからこそ、あなたがたはあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、 
6 知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を、7 敬虔には兄弟愛を、兄弟

愛には愛を加えなさい。8 これらがあなたがたに備わり、ますます豊かになるなら、

私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなたがたが役に立たない者とか実を結

ばない者になることはありません。9 これらを備えていない人は盲目です。自分の以

前の罪がきよめられたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。」 
                                          (2 ペテロ 1:5～9 新改訳) 

 
   
3. 自分の              を確かなものにするために全力を尽くす 
「ですから、兄弟たち。自分たちの召しと選びを確かなものとするように、いっそう励

みなさい。これらのことを行っているなら、決してつまずくことはありません。11 この

ようにして、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵

みを、豊かに与えられるのです。」 (2 ペテロ 1:10～11 新改訳) 
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THE JOY OF YOUR CALLING  
 
“Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, To those who, through the 

righteousness of our God and Savior Jesus Christ, have received a faith as 
precious as ours: 2Grace and peace be yours in abundance through the 

knowledge of God and of Jesus our Lord.”  (2 Peter1:1~2 NIV) 
 
 

 
THREE ASPECTS OF THE JOY OF YOUR CALLING: 
 

1. You have been given                   for godly life  
“His divine power has given us everything we need for a godly life through our 
knowledge of him who called us by his own glory and goodness. 4Through 
these, he has given us his very great and precious promises, so that through 
them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption 
in the world caused by evil desires.”  (2Peter 1:3~4 NIV) 

 
 

2. Make every effort to add to your                    
“For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to 
goodness, knowledge; 6and to knowledge, self-control; and to self-control, 
perseverance; and to perseverance, godliness; 7and to godliness, mutual 
affection; and to mutual affection, love. 8 For if you possess these qualities in 
increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive 
in your knowledge of our Lord Jesus Christ. 9 But whoever does not have them 
is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their 
past sins.” (2 Peter 1:5~9 NIV) 
 
 

3. Make every effort to confirm your                    
“Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling 
and election. For if you do these things, you will never stumble, 11and you will 
receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus 
Christ.”  (2Peter 1:10~11 NIV) 
 
 
 


