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召命を達成するための準備 
 

「実に、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、 
その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。」 (エペソ 2:10 新改訳) 

 
 
準備に必要な３つのこと： 
 

1.                                  にとどまる 

それからイエスは、悪魔の試みを受けるために、御霊に導かれて荒野に上って行

かれた。2 そして四十日四十夜、断食をし、その後で空腹を覚えられた。3 すると、試

みる者が近づいて来て言った。「あなたが神の子なら、これらの石がパンになるよう

に命じなさい。」 4 イエスは答えられた。「『人はパンだけで生きるのではなく、神の

口から出る一つ一つのことばで生きる』と書いてある。」 (マタイ 4:1～4 新改訳) 
 
   
2.                                 にとどまる 
すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、6 こう

言った。「あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。『神はあなたのために御使い

たちに命じられる。彼らはその両手にあなたをのせ、あなたの足が石に打ち当たら

ないようにする』と書いてあるから。」 7 イエスは言われた。「『あなたの神である主

を試みてはならない』とも書いてある。」  (マタイ 4:5～7 新改訳) 
 
   
3.                                 を続ける 
悪魔はまた、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその

栄華を見せて、9 こう言った。「もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたに

あげよう。」10 そこでイエスは言われた。「下がれ、サタン。『あなたの神である主を

礼拝しなさい。主にのみ仕えなさい』と書いてある。」11すると悪魔はイエスを離れた。

そして、見よ、御使いたちが近づいて来てイエスに仕えた。」  
                                  (マタイ 4:8～11 新改訳) 
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PREPARATION FOR YOUR CALLING  
 

“For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works,  
which God prepared in advance for us to do.” (Ephesians 2:10 NIV) 

 
 
THREE ESSENTIALS FOR OUR PREPARATION: 
 

1. Stay in                               
 
Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. 
2 After fasting forty days and forty nights,  he was hungry. 3 The tempter came 
to him and said, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.” 
4 Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every 
word that comes from the mouth of God.”      (Matthew 4:1~4 NIV) 

 
2. Stay in                              

 
Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point 
of the temple. 6 “If you are the Son of God,” he said, “throw yourself down. For 
it is written: “‘He will command his angels concerning you, and they will lift you 
up in their hands so that you will not strike your foot against a stone.” 7 Jesus 
answered him, “It is also written: ‘Do not put the Lord your God to the test.” 
                                 (Matthew 4:5~7 NIV) 
 

3. Stay in                             
 
Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the 
kingdoms of the world and their splendor. 9 “All this I will give you,” he said, “if 
you will bow down and worship me.”  10 Jesus said to him, “Away from me, 
Satan! For it is written: ‘Worship the Lord your God, and serve him only.’  
11 Then the devil left him, and angels came and attended him.  
                                            (Matthew 4:8~11 NIV) 
 
 
 
 


