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クリスチャンとして生活するとは
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どうする？ 
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神の家族になられたのですね。

歓迎します。

あなたがイエス・キリストに従うと決められて、私たちも天使
も喜んでいます。そして誰より神が喜んでおられます（ルカ
15:10）。この決断によって、あなたはこれから神とともに冒
険に出るのです。

「これからどうすればいいんだろう？」と疑問に思っている
なら、この冊子はあなたにぴったりです。７つのレッスンに
わたって、どうすればイエスとの新しい信仰の旅を始められ
るのかを学びます。神が与えてくださるもの、自分でできるこ
ととしなくてよいことについても考えます。

クリスチャンになるとは、一度きりの出来事ではありません。
むしろ、それは新しい家族の一員として始める新たな生活
です。イエスを信じると、私たちは神の家族に加わります。赤 
ちゃんや子供が、成熟した家族の一員に成長するように、私
たちも信仰の上で「成長」するのが望ましいのです。神は私
たちが日ごとに神を愛し、神を知り、神に信頼し、神に従うこ
とを望んでおられます。

キリストご自身と、キリストの家族に属す喜びが、さらに神を
見いだし、みもとを歩む励ましとなりますように。

デイリーブレッド・スタッフ一同
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形式

ウォーミングアップ：

各レッスンのテーマに意識を向けるための質問です。自分で
考えるのに使ったり、グループで話し合うトピックとして使え
ます。

解説：

レッスンのテーマに関して、聖書が教える大切な真理を要約
しています。グループの学びを導いている場合は、テーマを
説明する補助資料として使えます。必要に応じて、実用的なヒ
ントを加えました。生活の中で聖書の教えを適用するためで
す。

祈り：

学んだことを神に話しましょう。あなたが理解し、神を喜ばせ
る生き方ができるように、そして神に従えるように助けを求め
ましょう。

今日のチャレンジ：

一日を過ごす中で、このチャレンジを心に留め、学んだことを
実践しましょう。

もう一歩先へ：

テーマと聖書をさらに深く掘り下げるため、これらの問いをよ
く考えましょう。聖書研究：

聖書個所を読んで、その後の質問に答えましょう。この簡単な
学びは、聖書を理解するのに役立ちます。聖書は、神について
語り、生活の中でどうやって神を最優先にするか教えてくれま
す。もし質問が難しすぎれば、聖書研究をする前に、先に解説
を読んでもよいでしょう。
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• クリスチャンとして信じていること   • 神の恵みが意味するものとは

今日学ぶこと：

あなたは救われました

	 ウォーミングアップ：

本当に救われているかどうやって分かりますか。神の恵みを受けるため
に私たちがしなくてはならないことは何でしょう。

	 聖書研究：

そのあかしとは、神が私たちに永遠のいのちを与えられたということ、
そしてこのいのちが御子のうちにあるということです。御子を持つ者
はいのちを持っており、神の御子を持たない者はいのちを持っていま
せん。私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのこ
とを書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを持っていることを、あ
なたがたによくわからせるためです。 Ⅰヨハネ5:11–13

1. 神はイエスを信じるすべての人に何を与えられましたか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. この賜物を私たちが持っていることをどうやって確かめられますか。

____________________________________________________

____________________________________________________
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この簡単ですが力強い真実とともに私たちは神との旅を始めます。神
を信じているので、私たちは永遠の命が与えられています。Ⅰヨハネ
5:11–13によると、この確信は本当に確かなものです。ヨハネ3:16は 

「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。
それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのち
を持つためである」とそれを明確にしています。

 私たちの救いの確信は、神の恵みによって得られるものですが、
これが福音の中心にあります（エペソ2:8–9）。恵みとは受けるに値し
ない恩恵です。私たちがそれに値しないにも関わらず、赦され、永遠
の有罪宣告から救われるために、神は御子であるイエスを、私たちの 
代わりに死ぬために送ってくださいました。私たちの「感情」がどうで
あれ、恵みによって、神による赦しと愛という永遠の確信が私たちには
あるのです。

 恵みをより理解するために、私たちが信じる重要な考えを簡単にま
とめましょう：

• 神は愛し愛される関係を築くために私たちをお造りになりました
（使徒17:26–27）。

• しかし、すべての人は自分の基準で生き、神の権威を受け入れ
ず、神に逆らいました。その結果、神が良いとする基準から外れて
しまいます（ローマ3:23）。

救われた

	 解説：あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、
自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのでは
ありません。だれも誇ることのないためです。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、その良い行いをもあらかじめ
備えてくださったのです。 エペソ2:8–10

1. 私たちが救われるためには「良い人」でないといけないのでしょうか。
またその理由も考えてみましょう。

____________________________________________________

____________________________________________________
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	 祈り：

神よ、あなたの恵み、あわれみ、赦しに感謝します。あなたの御子の犠
牲によって私たちに与えられた素晴らしい救いの確信に感謝します。
あなたの恵みを私が当たり前に思わないようにしてください。

	 今日のチャレンジ：

Ⅰヨハネ5:11–13をよく考える時間を持ちましょう。あなたが神の子
供である確信について考えてみましょう。

	 もう一歩先へ：

• あなたがしたことで神に赦してもらえないと思うものはあります
か。聖書は何と言っていますか（参照ローマ8:1、Ⅰヨハネ1:9）。

• 神の恵みによって何ができるようになりますか。それは、これ
からのあなたの生き方にどう影響しますか（参照テト2:11–14、 
Ⅰテモ1:12–14）。

• こ れ が 私 た ち を 罪 人 にし 、死 と い う 結 果 を 生 む の で す 
（ローマ6:23）。

• しかし、神は私たちの身代わりとなって死んで罰を受けるために
御子を送ることで私たちが脱出できる方法を与えられました（ヨ
ハネ3:16）。

• イエスは死にましたが、3日後によみがえられました。これは神が
イエスの犠牲を受け入れられたことを示しています（ローマ1:4）。

• 赦しと救いは私たちへの神の贈り物です。私たちはそれを受ける
に値しませんし、どんな方法によってもそれを自力で獲得するこ
とはできません。神の恵みによってのみ、私たちは赦され、救わ
れることができるのです（エペソ2:8）。

 私たちが救われるために、自分では何もしなかったことに目を留
めてください。神がすべてを行われました。私たちはただイエスを信
じ、イエスがしてくださったすべてを信じればよいのです。

 これは何を意味するのでしょう。恵みによって救われたということ
は、神の愛を得るために頑張らなくてもよいということです。神は私た
ちが神の家族でいるために、何かの儀式や立派な行いをすることを
必要とされません。むしろ、神が望まれるのは、私たちが神の愛を受け
入れて神を愛することです。神との関係は永遠です。そして私たちの生
き方を変えます。例えば、神の承認を得るためでなく、神への感謝と愛
から、良い行いがしたくなるでしょう。

 次のいくつかのレッスンでは、この関係が意味するものと、私たち
がそれをどう育んでいけるのかを学びます。神との関係を育む旅路
も、山あり谷ありです。難しい時もあります。しかし何が起ころうとも、
神の愛とあわれみは、あなたに常に保証されています。
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• なぜ私たちは神に祈るのか   • 神にどう祈ればよいのか

今日学ぶこと：

神と話す

	 聖書研究：

何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願
いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。そう
すれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思
いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。 ピリピ4:6–7

1. 私たちはどんなことを神に祈れますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. 神は私たちが願うすべてを与えてくださると約束しておられますか。
神は私たちに何を約束しておられますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

	 ウォーミングアップ：

あなたは友人とどうやって仲良くなりますか。愛し合うふたりはどうやっ 
てふたりの関係を築きますか。
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誰かと良い関係を築く方法のひとつは、その人と話すことです。話すこ
とは、私たちが胸の奥に秘めたすべてに関する考えや気持ちを分かち
合ったり、私たちの必要や欲求を互いに伝えたり、互いの存在をただ
喜んだりすることを可能にします。

 神は、神と近しい関係を築くように人間を造られました。イエスを
信じる時、私たちは神の子供になります。今すでに、神は私たちの天の
父です。この世の親のように、私たちが神と話し、神に信頼し、神から
学び、神に感謝する時、神は喜ばれます。私たちの天の父は、私たちを
大切に思い、私たちと時間を過ごされたいのです。これがピリピ4:6が
すべての信じる者に「あらゆる場合に」祈りなさいと念を押す理由で
す。神は私たちの恐れや、懸念、必要について聞かれたいのです。そし
て神は私たちに、神の慰めや、導き、平安をお与えになりたいのです 

（ピリ4:7）。

 祈りは私たちと神との関係を築きます。祈りで主と話す時間が増え
るほど、私たちは神を知り、神との関係が深まります。御子イエスでさ
え、祈りがどれだけ大切か知っておられました。この世での働きには、
助けと力が必要だと知っておられたので、イエスは常に必ず父に祈る
ようにしておられました（参照ルカ5:16）。

神は聞いておられます

 当然あなたは「私が祈る時、神は聞いてくださるだろうか」と疑問に
思うかもしれません。短い答えは「はい」です。聖書は、みこころにかなう

神と話す

	 解説：何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞い
てくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たち
の願う事を神が聞いてくださると知れば、神に願ったその事は、すで
にかなえられたと知るのです。 Ⅰヨハネ5:14–15

1. 神が私たちに耳を傾けてくださることを 
どうしたら確かめられますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. 神が私たちに耳を傾けてくださると知ると 
どんな確信が持てますか。

____________________________________________________

____________________________________________________
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祈り方

仲の良い友人や家族と話すのに決まったやり方がないように、神に祈
るのに決まったやり方はありません。祈れば祈るほど、自然に祈れるよ
うになります。神との会話が、願い事の羅列になるのを避けるため、祈
りを構成すると良いと考える人もいます。イエスは、マタイ6:9–13で私
たちに祈りに関して教えておられます。イエスが口にして祈られた事
柄の一つひとつや、それが神について私たちに何を教えているのかを

じっくりと考えるのもよいのでしょう。

ここに挙げる祈りの型を参考にして祈ることもできます。

賛美 神であるお方を賛美しましょう。

告白 日々新しい罪を認め、悔い改めましょう。神の赦しを求め、あな
たが罪を繰り返さないように助けてくださるように神に願いま
しょう。

感謝 あなたの人生にある神の恵みや、与えられたものに対して神
に感謝しましょう。

願い 神は何があなたにとって最善かをご存知なことを覚えて、あな
たの必要に答えてくださるよう神に願いましょう。

	 祈り：

神よ、祈りというこの素晴らしい特権に感謝します。私はいつでも、ど
こでも私の天の父と話すことができるのです。話すのと同じくらい聞く
ことも学べますように。時が経つにつれて、あなたが何を私に望まれ
るのかがもっと分かるように、みこころにかなう祈りを私に教えてくだ
さい。いつも聞いてくださり、ありがとうございます。

	 今日のチャレンジ：

今日、祈る時間を持ちましょう。

願いをするなら神は聞いてくださると言っています（Ⅰヨハネ5:14–15）。
しかし、神は私たちが願うすべてを与えてくださるとは約束しておられ
ないことにあなたは気づくでしょう。愛に満ちた父として、神は私たち
にとって何が良くて、何が良くないかご存知です。神はすべての願いに

「はい」とは言われないのです。時には「いいえ」や「待ちなさい」と言
われます。私たちのためのさらに良い計画をお持ちだからです。ある
いは、神は私たちの忍耐や、神に対する信頼を深められたいのかもし
れません。ですから、神が「いいえ」と言われる時、神が良い方であるこ
とを信頼し続けてください。

 聖書は「絶えず祈りなさい」と語ります（Ⅰテサ5:17）。私たちはいつ
でも、どこでも、何に関しても祈ることができます。実に、祈ることはた
だ神に何かをお願いするだけでなく、神と話をすることなのです。です
から、神と何でも話してください。神はあなたの話を聞くのが大好きで
す。

 また、私たちはできるだけ頻繁に父と話をするように勧められてい
ます。多くのクリスチャンは、祈りを日常生活の一部とするために、ある
程度習慣化するのが有益だと考えます。例えば、朝や寝る前など、毎日
決まった時間に祈る人もいます。時には祈ることが難しく感じてもがっ
かりしないでください。祈りは義務や面倒な仕事であるべきではあり
ません。神は、私たちが日々神と話をした数で、私たちの良し悪しを評
価なさいません。むしろ、私たちを愛する天の父との関係から、祈りが
あふれ出るようにしましょう。
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• なぜ私たちは聖書を読むのか    • 聖書をどう読み、理解するのか 
• 神とどう日常的に時間を過ごすのか

今日学ぶこと：

聖書を読む

	 聖書研究：

主のみおしえは完全で、たましいを生き返らせ、

主のあかしは確かで、わきまえのない者を賢くする。

主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、

主の仰せはきよくて、人の目を明るくする。

主への恐れはきよく、とこしえまでも変わらない。

主のさばきはまことであり、ことごとく正しい。

それらは、金よりも、多くの純金よりも好ましい。

蜜よりも、蜜蜂の巣のしたたりよりも甘い。

また、それによって、あなたのしもべは戒めを受ける。

それを守れば、報いは大きい。 詩篇19:7–11

	 ウォーミングアップ：

なぜクリスチャンは聖書を読むのでしょうか。

	 もう一歩先へ：

• ローマ8:26–27を読んでよく考えましょう。ここでは、祈りについ
て何と言っていますか。自分の祈りに、このレッスンをどう適用で
きますか。

• 祈るのは難しいですか。もしそうなら、理由は何でしょう。祈りを
よりいっそうあなたの生活の一部にするために、どんなことがで
きますか。
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聖書は、神からのラブレターだと考える人がいます。ある意味それは事
実です。聖書は、神が誰で、どのくらい私たちを愛しておられるのか、
神による私たちのための計画、私たちに何を求めておられるのかを教
えます。何千年も前に人の手で書かれましたが、神の霊感に導かれて
書くようにされたのは神です。そのため私たちは、それを「神のみこと
ば」と呼びます。

 キリストに従う者として、私たちは聖書の権威を完全に信じます。
それは人間の理解に頼るのではなく、神のきよい基準に関する最終
的な結論を、聖書から見いだすことを意味します。これはなかなかの
難題です。どのように生き、神と関わるべきかにおいて、自分の個人的
な信念や、主義、価値観を正当化するように聖書を解釈しがちだから
です。

 詩篇19:7–11は、聖書をよく知ればどのような恩恵があるかを説明
しています。それは私たちに、いのちと喜びを与え、私たちを賢くし、み
こころに従って生きることを教えます。Ⅱテモテ3:16は、聖書が真実と
偽りについて教えてくれると言っています。

 祈りとともに、聖書を読んだり、勉強したりすることは、神との関係
を成長させる上で重要です。聖書を読む時間を取ることは、神につい
て学び、神を理解し、神に従い、神を愛することを可能にします。詩篇
1:1–3は、「主のおしえを喜びとし」、「昼も夜も」思いめぐらすように勧
めています。聖書を読み、思いめぐらす時間が増えるほど、より神ご自
身や、神に喜ばれる生き方を見いだします。

聖書を読む

	 解説：1. みことばを描写しているすべての名詞を丸で囲みましょう（例「みお
しえ」）。これらは聖書について何を教えていますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2 すべての形容詞の下に線を引きましょう（「完全で」のような説明的
な言葉です）。これらは、聖書をどう説明していますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

3. みことばがもたらす効果や影響を説明している言葉を四角で囲み
ましょう（例「たましいを生き返らせ」）。みことばは何をするのでしょう
か。

____________________________________________________

____________________________________________________

聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練
とのために有益です。 Ⅱテモテ3:16

1. みことばは何に役立ちますか。

____________________________________________________



聖書を読むこと | 2322 | 聖書を読むこと

「静思の時」をどう持つか

神と定期的に時間を過ごすことは、神のみもとに近づく助けになりま
す。これは、よく「静思の時」と呼ばれます。聖書を毎日読み、神に祈る
時間を持つことです。デイリーブレッドのようなデボーションガイドを
利用することもできます。

静思の時を始めるヒント：

• 毎日聖書を読み、祈る時間を取りましょう。

• 気が散らない静かな場所を見つけましょう。

• 現実的なゴールを決めます。完璧にこだわらず、徐々に習慣づけ
ることを目指しましょう。

• 神の力により頼みましょう。神と時間を過ごしたいという願いが与
えられるように祈りましょう。神はそれを喜ばれます。

	 祈り：

天の父よ、聖書をくださり感謝します。あなたをもっと知るために、聖
書を読む情熱と自制心をください。みもとに近づけるように、みことば
にある素晴らしい真理に目を開かせてください。

始め方

聖書を読んだことがなければ、分からない個所もあるでしょう。心配し
ないでください。神は、私たちがみことばをすぐ完全に理解できるとは
思っておられません。祈りと同じように時間がかかります。それに、読
み続けていると、神が何を言われているのか、それをどう私たちの生
活に適用するかを、理解できるように聖霊が助けてくださいます。

 聖書はいろんな方法で入手できます。印刷された聖書を購入した
り、オンラインの聖書を利用したり、携帯に聖書アプリをダウンロード
したりすることができます。次の方法は、聖書を読み、理解し、適用す
る助けになります。今は大変そうに思えても、心配しないでください。
これは練習すれば上達することです。

• 観察（「何と言っているのでしょう。」）聖書個所を読み、「誰」、「何」、
「なぜ」、「どこ」、「いつ」、「どうやって」と質問します。例：神は誰と

話されているのでしょう。神は何と言われましたか。なぜそう言わ
れたのでしょう。

• 解釈（「どういう意味ですか。」）聖書個所の背後にある教えを理解
するには訓練が必要です。聖書のクラス、グループ討論、教会の
説教が役立ちます。聖書研究のノート、注解書、聖書辞典など、聖
書を解釈するのに役立つ資料が多く利用できます。

• 熟考（「神は何を私に言われているのでしょうか。」）聖書個所を思
いめぐらす時間を持ちましょう。頭と心の中でみことばに慣れ親
しみ、神があなたに語られる機会を持ちましょう。

• 適用（「これをどう実行できますか。」）最後に、学んだことを実行し
ます。実際に神の原則を生活に適用する時、聖霊は、あなたの考
えや、言動、振る舞いを、キリストの品性を表すものに変えられま
す。



弟子になること | 2524 | 聖書を読むこと

• 神のみこころに従うとは    • イエスのようになること 
• イエスに従うこと

今日学ぶこと：

	 ウォーミングアップ：

クリスチャンになることは、あなたの生活の仕方をどう変えるはずで
すか。

	 もう一歩先へ：

• マタイ4:1–11とルカ2:46–52を読みましょう。これらの聖書個所
では、イエスのみことばの知識や使い方、みことばの力について
何が分かりますか。

• 預言者エレミヤは、みことばを「食べた」と言っています（エレミヤ
書15:16）。食べ物をどんなふうに噛んで、消化して、エネルギー 
に変えるか考えてみてください。これをどう聖書を読むことに適
用できますか。

	 今日のチャレンジ：

祈りと聖書を読む静思の時を日常的に持ち始めましょう。

レ
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	 聖書研究：

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、自分の十字架を負い、そしてわたしにつ
いて来なさい。」 マタイ16:24

1. 誰がイエスに従う者になれますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. イエスに従いたい時、何をしなくてはいけませんか。

____________________________________________________

____________________________________________________



弟子になること | 2726| 弟子になること

	 解説：だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それ
に加えて、これらのものはすべて与えられます。 マタイ6:33

1. 私たちは何を求め、何を優先すべきですか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. 神は報いとして何をくださいますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

クリスチャンになるとは、神への信仰を確信したことで完結し、それま
でと変わらない生活を続けることではありません。むしろ、それは一生
涯続く神との歩みを始めることです。そのためクリスチャンは、イエスに

「従う者」とか「弟子」と呼ばれます。弟子が師から学び、師のように生
きるのを求めるように、イエスの弟子としての私たちの主な目標は、イ
エスのようになることです。私たちが信じ、行うすべては、この目標を
中心にしています。

 私たち現代人にとって、弟子となることは何を意味しますか。

 まず、これは簡単ではないことを知ってください。イエスの弟子に
なることは、自分のやり方で生きるのをやめて、自分の十字架を負い、
イエスに従うことです（マタイ16:24）。「自分の十字架を負う」とはどう
いう意味でしょう。イエスは、ご自身の十字架を負われた時、ご自分の
命に対する権利を喜んで明け渡され、私たちのための犠牲となって死
なれました。同じように、神に完全にゆだねて、権利や「古い」自分を捨
て、神が願われる者に変えていただく使命が私たちにはあります。

 最終的に、それは私たちの生活のすべての面で神の導きに従うこ
とを意味します。そうすれば、私たちの発言、考え、行動がみこころに
かなうものになるからです。イエスの近くを歩み続けていると、時とと
もに、聖霊が私たちをよりイエスに似た者に変えてくださいます（Ⅱ
コリント3:18）。私たちはイエスのように考え、話し、行動し始めます。 

弟子になる
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	 祈り：

父よ、私の人生のすべての面であなたに従いたいのです。あなたは私
を造られました。今の私のすべてや、私が持つすべてはあなたのもの
です。御子イエスの弟子として、イエスのようになりたいのです。みここ
ろに従って歩みたいという願いをください。

	 もう一歩先へ：

• クリスチャンとして何を捨てるのが一番難しいですか。なぜです
か。神は私たちに何を約束しておられますか。それらは、神が私
たちに捨てるように願われる物事と比べてどうですか（参照マル
コ10:29–30、Ⅰペテロ1:3–4）。

• イエスは、神を愛することと人を愛することとが一番大事なふた
つの戒めだとおっしゃいました。これらの戒めを理解し従えるよ
う助けてくれるのが、神によってイスラエルの民に与えられた十
戒です。出エジプト記20:1–17を読んで、これらが神の品性につ
いて語っていることや、現代にどう適用できるかを考えましょう。

	 今日のチャレンジ：

どうしたら自分の人生や行動をイエスに従わせることができるか考え
ましょう。

私たちの態度、視点、振る舞いがイエスの品性を表し始めます。そし
て、イエスが一番大事だと言われたふたつの戒めに従うことを求める
ようになります。それは「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あ
なたの神である主を愛せよ」と「あなたの隣人をあなた自身のように
愛せよ」です（マタイ22:37–40）。

犠牲を考えること

私たちがイエスに従うと決意する時、イエスとの歩みの妨げとなる癖、
好み、野心、願いに気づき、それらを捨てることを学びます。もちろん難
しい時もあります。そのためイエスは、従う上で生じる「犠牲を考える」
ようにと聞く人に言われます（ルカ14:28）。イエスは、クリスチャンに
なる前にすべての富、所有物、仕事、家族を捨てなさいとおっしゃった
わけではありません。必要なら人生設計も人間関係も財産も手放す
覚悟が必要だという意味です。イエスに従うことは、生活の中でイエス
を最優先にすることなのです。

 もしここまで読んで怖いと感じたら、イエスにはその価値があるの
で安心してください。マタイ6:33は、もし神を最優先にして、みこころに
従って生きれば、神は必要なすべてを与えてくださると言っています。
実に神が約束されるものは、私たちが捨てなければいけない何よりも
ずっと素晴らしいものです（マルコ10:29–30、Ⅰペテロ1:3–4）。私たち
は、イエスの弟子となるための力と忍耐、勇気、信仰を神からいただけ
ます。そして、私たちがやがて得るものは、今までいただいた何よりも
ずっと価値があります。それは神とともに過ごす永遠のいのちです。

 もしあなたが弟子になること自体、できるかどうかと不安に思って
いるとしたら、気を落とさないでください。弟子になることは一生涯の
旅です。あなたが祈り、聖書を読み、神のみもとに近づくにつれ、神を
もっとよく知り、理解するようになります。そして神に従うことはだんだ
ん自然になります。元気を出してください。自力で頑張ろうとする必要
はありません。イエスに人生をゆだねる時、聖霊があなたを内側から

変えられるとともに、イエスに従う力を与えてくださいます。



新しい生活をすること.| 3130 | あなたは救われました
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• どう神を敬う生活をするのか   • 誘惑をどう乗り越えるか 
• 罪や依存からどうしたら解放されるのか

今日学ぶこと：

新しい生活をする

	 ウォーミングアップ：

直したい癖や行動はありますか。なぜですか。

	 聖書研究：

私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望
を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊
に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立してい
て、そのためあなたがたは、自分のしたいと思うことをすることができ
ないのです。 . . .キリスト・イエスにつく者は、自分の肉を、さまざまの
情欲や欲望とともに、十字架につけてしまったのです。もし私たちが御
霊によって生きるのなら、御霊に導かれて、進もうではありませんか。
 ガラテヤ5:16–17, 24–25

1. 聖霊は何を望まれますか。私たちの罪の性質は何を望みますか。

____________________________________________________

____________________________________________________



新しい生活をすること.| 3332 | あなたは救われました

2. イエス・キリストに属する者である私たちは、 どう生きるはずですか。

____________________________________________________

____________________________________________________

ただし、ほんとうにあなたがたがキリストに聞き、キリストにあって教
えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。
その教えとは、あなたがたの以前の生活について言うならば、人を欺
く情欲によって滅びて行く古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた
がたが心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖を持って神に
かたどり造り出された、新しい人を身に着るべきことでした。ですか
ら、あなたがたは偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさ
い。私たちはからだの一部分として互いにそれぞれのものだからで
す。怒っても、罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままで
いてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをし
ている者は、もう盗んではいけません。かえって、困っている人に施し
をするため、自分の手をもって正しい仕事をし、ほねおって働きなさ
い。悪いことばを、いっさい口から出してはいけません。ただ、必要な
とき、人の徳を養うのに役立つことばを話し、聞く人に恵みを与えなさ
い。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなたがたは、贖いの日の
ために、聖霊によって証印を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、
叫び、そしりなどを、いっさいの悪とともに、みな捨てさりなさい。お互
いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなたがた
を赦してくださったように、互いに赦し合いなさい。 エペソ4:21–32

1. 私たちの古い罪の性質をどうすべきですか。私たちの新しい性質は
どう描写されていますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. パウロが読み手にしないように言ったこと、するように言ったことを
リストに書き出しましょう。

____________________________________________________

____________________________________________________
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	 解説：

これまで学んできたように、キリストの弟子になるとは、新しい生活の
始まりを意味します。それはみこころに従う生き方です。これは時に困
難な道のりです。そこには必ず過ちを犯させようという誘惑があるか
らです。自分を喜ばせようとする「古い」罪の性質と、神を喜ばせられる
ように私たちを助けてくださる聖霊との対立は避けられません。ガラ
テヤ5:16–17は、この対立を認め、ガラテヤ5:24–25は、それにどう対
処するかを示しています。

 神を敬う生活をするには、みこころをよく知る必要があるだけでな
く、積極的に、意識的にそれに従う必要があります。エペソ4:22–32で、
パウロは古い堕落した自分を「捨て」、新しいキリストのような自分を

「着る」ように勧めます。それは古い服を脱いで、新しい服を着る完全
なイメージチェンジにたとえられます。私たちは、無慈悲、憤り、怒りな
どの罪深い行動や習性を「脱ぎ捨て」ます（エペソ4:25–31）。そして親
切、あわれみ、赦しなどのきよい特性を「着」ます（エペソ 4:32）。 

 自分ひとりでこれをする必要はありません。罪を犯す誘惑に負け
ないようにする時（参照：「誘惑に屈しないこと」）、神は私たちが耐え
られるように、聖なる力をくださるのです。神は耐えられないほどの試
練に私たちを会わせることはないという保証もあります（Ⅰコリント
10:13）。そしてイエスは私たちの葛藤を理解してくださいます（ヘブル
4:15–16）。 

新しい生活をする

罪からの解放

みこころに従うことを求める時、なかなか直せない悪い癖や、性格の
特徴、依存傾向などあれこれ気づくかもしれません。それは、薬物、お
酒、性への依存、短気な性格、汚い言葉遣いのような悪い癖などさま
ざまでしょう。これらの行動が神を喜ばせないと分かっていても、どう
することもできないと感じるかもしれません。これらに対して私たちは
無力なのでしょうか。

 答えは簡単で、いいえです。もちろん、この世では常に罪に苦しみま
す。弱くて、傷つきやすい死にゆく体、心、感情を持っているからです。
しかしイエスは罪の裁きから私たちを救っただけでなく、罪の束縛か
らも救ったと保証しておられます。ローマ6:6-14は、キリストを信じる
時、私たちの古い人はキリストとともに十字架につけられたと説明し
ています。ですから罪は私たちの生活をもはや支配しません。「私たち
がもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを、私たちは
知っています。死んでしまった者は、罪から解放されているのです。」 

（ローマ6:6-7）。イエスの死は、依存や誘惑の支配から私たちを解放
します。それと同時に、もし聖霊にゆだねるなら、私たちを内側から変
えてくださいます。時間とともに、神を喜ばせることだけをしたいと自
然に思うようになります。

 現実的には、何度も罪を犯す自分がいるでしょう。でもがっかりし
ないでください。神はあわれみ深く、忍耐強く、思いやりがあるお方です

（詩篇145:8）。また、謙虚になって、正直に罪を悔い改めるなら、神は
赦してくださると保証されています（Ⅰヨハネ1:9）。神は私たちを愛し
ておられます。神が願われる人へと、毎日少しずつ私たちを変えたい
と強く望んでおられます。

誘惑に屈しないこと

過ちを犯させるような誘惑に屈しないことは、クリスチャンとして最も
難しいことのひとつです。聖書には、人々がこれに対処してきた例が多
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	 祈り：

主よ、自分の弱さや欠点に正直になれるように助けてください。そし
て、自分の罪の性質に打ち勝つために、あなたの聖なる力をくださ
い。罪の性質の支配から、あなたが私を解放してくださったと知ってい
ます。誘惑に屈しないように、あなたに対して何が罪であるかを敏感
に察知し、それらの物事を避けられるように助けてください。

	 今日のチャレンジ：

聖霊に変えていただく時、「脱ぎ捨て」なければならない物は何か考
えてください。

	 もう一歩先へ：

• あなたのどの態度、癖、振る舞いがみこころとは異なっています
か。どうしたらこれらを「脱ぎ捨て」られるか考えましょう。

• 抵抗するのが一番難しい誘惑は何ですか。これにどう対処でき
ますか（ 参照：創世記39:6–11; マタイ4:1–11）。

くあります。それにはイエスの例も含まれます。例：

• 誘惑から身を引く。罪につながる状況を避けましょう 
（Ⅱテモテ2:22; 箴4:14–15）。

• 神ご自身やみことばを知る。何が良くて悪いのか知るためです 
（ ヘブル5:14）。

• 神により頼む。自制心に頼るだけでなく、屈しない力をいただく
ためです（マタイ6:13; ヘブル 4:15–16）。

• 神ご自身やみこころに焦点を合わせる。自分やほしい物に注目す
るのではありません（コロサイ3:1–3）。

「あなたがたの会った試練はみな人の知らないものではありませ
ん。神は真実な方ですから、あなたがたを、耐えられないほどの試練
に会わせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練ととも
に脱出の道も備えてくださいます。」 Ⅰコリント10:13



教会に行くこと.| 3938 | 教会に行くこと
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• 教会とは何か                         • なぜ私たちは教会に行くのか

今日学ぶこと：

教会に行く

	 聖書研究：

また、互いに勧め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではあり
ませんか。ある人々のように、いっしょに集まることをやめたりしない
で、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそ
うしようではありませんか。 ヘブル10:24–25

1. なぜ私たちは集まるのですか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. 集まる時、何をすべきですか。

____________________________________________________

____________________________________________________

	 ウォーミングアップ：

クリスチャンは、自分の信仰をひとりで成長させ、成熟させられます
か。クリスチャンの仲間に会うことがどう助けになるのですか。



教会に行くこと.| 4140 | 教会に行くこと

神を信じるのは個人の選択ですが、そこから各々独立した生活を送る
という意味ではありません。神は、私たちが孤独なクリスチャンとして
生き、信仰の旅をひとりでたどることを決して意図されませんでした。
共同体として神を礼拝する大切さを聖書は繰り返し強調します （ヘブ
ル10:24–25）。神への信仰で団結し、私たちはともに信仰を成長させ、
神に仕え、互いに仕え、他の人に手を差し伸べるべきです。

 イエスに人生をゆだねる時、私たちは「教会」というクリスチャン全
員に共通するからだに加わります。教会は、ギリシア語のエクレシアか
ら発祥したもので、「召集する」という意味があります。教会は、イエス・
キリストと関係を築いたため、違う生き方をするように神に招かれた
人々で構成されています。神への共通した信仰によって団結した信徒
です。

 現代では、大抵の場合、特定の建物や会場で定期的に行われる正
式な集会、もしくは「礼拝」という意味で「教会」という言葉を使います。
しかし、教会はクリスチャン同士がともに神を礼拝するどんな集まりも
指す言葉です。家などで行われる非公式な集まりのことでもあります。

 礼拝はクリスチャンの生活には欠かせない部分です。「礼拝」とい
う言葉は、「worth-ship」という古典英語から発祥していると広く信じ
られています。あがめられている人に価値があることを意味します。神
に造られた者として、私たちは神の素晴らしさや主権を賛美し、敬意
を払います。神を創造主として認めます。私たちを支え、すべてを与え
てくださることに感謝します。そして、個人的にも、団体でも礼拝する

教会に行く

	 解説：ですから、ちょうど、からだが一つでも、それに多くの部分があり、から
だの部分はたとい多くあっても、その全部が一つのからだであるよう
に、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちはみな、ユダヤ人もギ
リシヤ人も、奴隷も自由人も、一つのからだとなるように、一つの御霊
によってバプテスマを受け、そしてすべての者が一つの御霊を飲む者
とされたからです。 Ⅰコリント12:12–13

1. キリストのからだは何に例えられていますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. キリストのからだとは誰のことですか。彼らに共通するのは何ですか。

____________________________________________________

____________________________________________________
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	 祈り：

主よ、あなたをどこでどうやって礼拝し、どうやってあなたとの歩みで
成長し、教会で他の人を助けられるか教えてください。あなたの死と
復活を通してあなたのからだに加えてくださり感謝します。クリスチャ
ンの仲間と自分のためにも祈ります。あなたのからだである私たちが
常に一致していられますように。

	 今日のチャレンジ：

教会に通い始めてください。もうすでに教会に行っているならば、そこ
で神があなたをどう用いられるか考えてください。

	 もう一歩先へ：

• キリストのからだの一員であることに思いをめぐらしましょう 
（Ⅰコリント 12:15–27）。これは、クリスチャンの仲間に対するあ

なたの言動や態度にどう影響するはずですか。彼らにどう接する
とよいでしょう。

• 神の家族に会うことに、どんな優先順位をつければよいでしょう。
これは、毎週の時間の過ごし方にどんな変化をもたらすと思いま
すか。

のです。人と人とのつながりを持つ存在として神が私たちを造られた
からです。

 クリスチャンの仲間に会うことは、霊的に成長する助けにもなりま
す。私たちは聖書を教える先生や、成熟したクリスチャンから学び、互
いに励ましや助けを得ます。重大な局面や困難に直面する時、ともに
助け、助言し、励まし、祈れます。また、神聖な道に忠実であり続けるた
めに助け合うのです。みこころに従って歩むように仲間同士で刺激し、
勇気づけます。誘惑に屈しないように助け、きよい生活をしているか
確認し合い、注意や励ましを受けます。

キリストのからだ

私たちがともに礼拝し、親睦を深めるという神のご指示の根底にある
のは、イエスが頭となられた教会はキリストのからだなのだという事
実です（Ⅰコリント 12:12–13;エペソ 1:22–23）。これにはいくつかの意
味が含まれます。

 まず、私たちは皆キリストによって治められています。人間の体の
すべての部分が脳によって管理されているように、 私たちは皆キリス
トのご支配に従うべきです。次に、私たちは協力し合うように召されて
います。人間の体のすべての部分が不可欠で、特定の役割があるよう
に、教会の全員が大切な存在です。私たちは皆、それぞれ違う形で支
え合うように神によってデザインされました。私たちが教会を強め、神
の働きができるように、神は各自に、才能、能力、技術、特性などで違う
霊的な賜物をお与えになります（エペソ4:11–13）。

 キリストのからだの一員として、家族の一員のように私たちは互い
に仕え、助け合います。次のレッスンでは、これに関して学びます。
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• どう神に仕えるか                        • どう人に仕えるか 
• どうキリストの証人となるか

今日学ぶこと：

神と人に仕える

	 聖書研究：

イエスは、彼らの足を洗い終わり、上着を着けて、再び席に着いて、彼
らに言われた。「わたしがあなたがたに何をしたか、わかりますか。あ
なたがたはわたしを先生とも主とも呼んでいます。あなたがたがそう
言うのはよい。わたしはそのような者だからです。それで、主であり師
であるこのわたしが、あなたがたの足を洗ったのですから、あなたが
たもまた互いに足を洗い合うべきです。わたしがあなたがたにしたと
おりに、あなたがたもするように、わたしはあなたがたに模範を示し
たのです。まことに、まことに、あなたがたに告げます。しもべはその
主人にまさらず、遣わされた者は遣わした者にまさるものではありま
せん。あなたがたがこれらのことを知っているのなら、それを行うとき
に、あなたがたは祝福されるのです。 ヨハネ13:12–17

1. イエスは私たちにどんな模範を示しましたか。

____________________________________________________

____________________________________________________

	 ウォーミングアップ：

教会では、どんな方法で神や人に仕えられますか。神への信仰をどう
やって人に伝えますか。
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キリストの弟子として生活するとは、神と話し、神について学び、神に従
い、ともに神を礼拝することだと学びました。今回は、どうやって私た
ちが神に仕え、神について人に伝え、人に仕えられるかを学びます。

 神に仕えるとは、神が願われる事柄を行い、何をしていても神に栄
光をもたらすことを意味します。実際、ここまでの６つのレッスンであ
なたが学んだ内容にも、すでに神に仕えることが含まれます。自分の
やり方を捨て、みこころに従って生き、神を礼拝することなどです。ま
た、神に仕えるとは、人の役に立つ働きも含みます。これは神に栄光を
もたらします。神のあわれみや優しさが現れるからです。また、これは
イエスの模範に準じています。イエスは弟子たちに「人の子が来たの
は、仕えられるためではなく、かえって仕えるため」であると言われま
した（マタイ20:28）。イエスが十字架に行かれる前に最後にされた行
動のひとつが、弟子たちの足を洗うことでした（ヨハネ13:12–17）。そ
の後、イエスは弟子たちに、自分がしたように互いに仕え合うように命
じられました。当時、これは主人ではなく、身分の低いしもべがする仕
事でした。ご自身の弟子にこうされて、イエスは謙虚さの模範を記憶
に残るかたちで与えてくださったのです。イエスは、私たちが人に仕え
る時、謙虚になるように願われます。

 私たちはいろんな方法で仕えられます。例えば教会では、祈ったり、
聖書を使ったりして、互いに励まし合えます。教会の外では、いろんな
実践的な方法で困っている人を助けられます。奉仕は、義務感からい
やいやするのではありません。喜んで愛し、役に立つように願う心から

神と人に仕える 

	 解説：2. なぜ「互いの足を洗い合う」のが当然なのですか。

____________________________________________________

____________________________________________________

3. 「互いの足を洗い合う」とは何を含みますか。現代において、それは
何を意味しますか。

____________________________________________________

____________________________________________________

イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしは天において
も、地においても、いっさいの権威が与えられています。それゆえ、あ
なたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、
子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、わたしがあなたがた
に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ。
わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。」

 マタイ28:18–20

1. イエスの弟子として、私たちは何をするのが望ましいですか。

____________________________________________________

____________________________________________________

2. 人に何を教えるべきですか。

____________________________________________________

____________________________________________________
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	 祈り：

主イエスよ、あなたがされたように人に仕える願いで心を満たしてく
ださい。あなたのような献身的な心で、喜んで仕えられますように。救
いの恵みにいつも感謝していられますように。驚きと感動でいつも胸
がいっぱいになり、あなたが与えてくださる救いについて話さずには
いられなくなりますように。今日、あなたについて語る機会や、勇気、
大胆さをください。

	 もう一歩先へ：

• 身の回りにどんな必要がありますか。教会や地域で人に仕えるに
は、実際にどんな方法がありますか。

• クリスチャンになる前の生活や、どうやって神を信じるようになっ 
たか、それがどうあなたの生活を変えたか思い出してください。
それをすべて書いてください。あなたの証になります。

	 今日のチャレンジ：

今日、福音を分かち合えるのは誰か考えてみましょう。

するのです。神の恵みを受けた者として、称賛を得るために良い行い
をするのではありません。神があり余るほど与えてくださったことに感
謝する心からするのです。

 神と人に仕える使命は、イエスが最も大切だと言われたふたつの
戒めに表現されています。「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、
あなたの神である主を愛せよ」と「あなたの隣人をあなた自身のよう
に愛せよ」です（マタイ22:37–39）。

イエスを人に伝える

ふたつの戒めに伴っているのが、全世界にイエス・キリストを伝えると
いう、イエスの大宣教命令です（マタイ28:18–20）。これは神に仕え、キ
リストの弟子となる上で、一番大切な要素のひとつです。主がこの世
に来られた目的は、迷える人を探し、救うことでした（ルカ19:10）。です
から、イエスについて人に話すのが、イエスに従う私たちの使命です。
人々が、イエスを信じ、従うようになるためです。目撃者のように、イエ
スについて、見たり、聞いたり、知った何かを、人に語るべきです（使徒
22:15）。それと同時に、私たちの変えられた生き方や、人を世話する様
子は、神の約束や変える力が本物だと人々に示します。

 いろんな方法でこれができます：

• 証を分かち合いましょう：なぜ、どうやってあなたがクリスチャン
になったか説明するのは、人生を変える神の力を明らかにする
上で、自分でもできる効果的な方法です。

• キリストの話をしましょう：福音を人に伝えましょう。キリスト
教の基本を要約したものを用意するとよいかもしれません。 
救いの道を語る一連の聖句（ローマ3:23; 6:23; 5:8; 10:9; 10:13; 
5:1; 8:1）が良い手始めです。

• 神の愛を示しましょう： 神の「大使」として、言葉や、行動、態度で
神の愛と品性を表せます。

• 神について語りましょう：いつも「説教」をする必要はありません。
神と築いた関係について人にただ話せば、あなたの信仰に興味
を持ってもらえます。
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前進あるのみ…
頑張りましたね。７つのレッスンをすべて学び終えました。こうして、キリ
ストに従う者として踏み出す初めの一歩について学んだのですから、神
との絆を深め、成長していきましょう。これからも継続して、祈り、聖書を読
み、クリスチャンの仲間と会いましょう。神と人を愛して生きましょう。

デイリーブレッド
japanese-odb.org

神とともに過ごす時間をお手伝いするデボーション誌です。日ごとに、聖
書のみことば、みことばと日常生活を結びつける短い記事、学んだ真理を
実践できるように励ます祈りや質問があります。あらゆる言語で提供され
たデボーション記事を、印刷版やEメール版の定期送付で、またはアプリ
をダウンロードしてお読みいただけます。

印刷版 Eメール版 アプリ



英語のサイトのご紹介
さらに学びを深めたい、またはこの冊子を使って求道者の学びを導いて
いる、という方で、英語をお読みになる方は、デイリーブレッド社が提供す
るオンライン講座 Our Daily Bread Christian Universityのサイトをぜひご
覧ください。受講スタイルは、動画、音声、文書の中からお選びいただけま
す。以下は講座の一例です。

神の臨在の中で ― 神と一緒に過ごす時間
https://japanese-odb.org/ds/in-his-presence/

日々の生活に追われて、神とともに過ごす時間がなお
ざりになってしまうことがあります。聖書を読み祈ると
いう習慣をつけていくためにはどうすればよいのでしょ
う。ここにある実践的なアドバイスを読むならきっと、デ
ボーションがいきいきとした時間になり、あなたとの対
話を待っておられる神とつながることができるでしょう。

なぜ信じられるのか～10の理由
https://japanese-odb.org/ds/なぜ信じられるのか～10の理由/

神は存在するのでしょうか。聖書は信じるに値するので
しょうか。きちんとした証拠をもとに、これらを論じるこ
とはできるのでしょうか。この冊子は、これらの考えてみ
るべき問いについて信頼に値する証拠を集めたもの
です。その証拠は信頼できるだけでなく、永遠の扉を開
く鍵を指し示しています。もしあなたが、信じるに値す
るものを捜しているなら、この冊子を読んでみてくださ
い。そして、これらの証拠の信憑性について考えてみて
ください。

First Steps in Understanding the Christian Faith
christianuniversity.org/programs/first-steps-in-understand-the-

christian-faith

Leading a Small Group
christianuniversity.org/courses/group-dynamics



当社の冊子は非売品です。デイリーブレッドの働きは、特定の教会や教団の支援によるも 
のではありません。読者のみなさまが、精いっぱいの献金をしてくださることによって、 
私たちは人生を変える聖書の英知を伝えつづけることができます。

重要：代理でお申込みされる場合は、必ず事前にご本人様の承諾を得てください。

私たちは、利用者のプライバシーを重視します。他の団体に個人情報をお伝え
することはありません。

ご氏名：_________________________________________ 性別：（男/女）

ご住所：_____________________________________________________

___________________________________ 郵便番号：_______________

日中の電話番号：______________________________________________

メールアドレス：______________________________________________

お誕生年：___________________________________________________

ご記入の上、最終ページの一覧からお近くの事務所までご返送ください。
✄
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	「デイリーブレッド」	を一冊送ってください。

			関連したクリスチャンの冊子を送ってください。

追加の冊子を希望します。



デイリーブレッドへのお問い合わせは、 
お近くの書き事務所までお願いいたします。
Japan   有限会社デイリーブレッド　 
〒630-0291奈良県生駒郵便局私書箱46号 • Email: japan@odb.org

Australia   Our Daily Bread Ministries 
PO Box 15, Kilsyth, VIC 3137, Australia 
Tel: (+61-3) 9761-7086 • Email: australia@odb.org 

Hong Kong   Our Daily Bread Ministries Ltd 
PO Box 74025, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong 
Tel: (+852) 2626-1102 • Fax: (+852) 2626-0216 • Email: hongkong@odb.org

Indonesia   ODB Indonesia 
PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia 
Tel: (+62-21) 2902-8950 • Fax: (+62-21) 5435-1975 • Email: indonesia@odb.org 

Malaysia   Our Daily Bread Berhad 
PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia  
Tel: (+60-7) 353-1718 • Fax: (+60-7) 353-4439 • Email: malaysia@odb.org 

New Zealand   Our Daily Bread Ministries 
PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand 
Tel: (+64-9) 444-4146 • Email: newzealand@odb.org 

Philippines   Our Daily Bread Ministries Inc 
PO Box 288, Greenhills 0410 Metro Manila 
Tel: (+63-2) 705-1355 • Fax: (+63-2) 725-5058 • Email: philippines@odb.org 

Singapore   Our Daily Bread Ministries Asia Ltd  
5 Pereira Road #07-01, Asiawide Industrial Building, Singapore 368025  
Tel: (+65) 6858-0900 • Fax: (+65) 6858-0400 • Email: singapore@odb.org 

Sri Lanka   Our Daily Bread Ministries 
PO Box 19, Dehiwala 10350, Sri Lanka 
Tel: (+94-11) 272 1252 • Fax: (+94-11) 271 7626 • Email: srilanka@odb.org 

Taiwan   Our Daily Bread Ministries Foundation 
PO Box 260 Taipei Datong, Taipei City 10399, Taiwan ROC 
Tel: (+886-2) 2585-5340 • Fax: (+886-2) 2585-5349 • Email: taiwan@odb.org 

Thailand Our Daily Bread Ministries 
PO Box 35 Huamark Bangkok 10243 
Tel: (+66-2) 718 5166 • Fax: (+66-2) 718 6016 • Email: thailand@odb.org 

Vietnam   Email: vietnam@odb.org


