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•"さて、イエスは、朝早くまだ暗い
うちに起きて、寂しい所へ出て⾏
き、そこで祈っておられた。”

マルコの福⾳書　1章35節
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イエス様のQT

•時間：朝早くまだ暗いう
ち

•場所：寂しい所
•すること：祈る
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•QTは　時間をたっぷり使って　
リラックスして　一人で神様と
話して　神様の声を聴くことに
集中すること。
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電話を受けたとき、相⼿（あい
て）が名前を言わなくても、声
を聞けば相⼿が誰かわかること
があります。
同じように、神様が私たちに語
られるとき、すぐに神様の声が
わかります。 7



わたしのQTする方法：
1.  賛美します
２.  聖霊さまが導いてくださいと祈る、きよい心のために祈ります
３.  聖句を声に出してゆっくり３回読む
４.  印象に残った所をノートに書く
５.  神様の言いたいことがわかるまで静かに聞き続ける
６.  神様からの返事を書く
７.  聖句から、今日しなければならない事を聞く
８.  行動のための力を求めて、祈り、行います
９.  分かち合いします。
　 8



  
   心に届く３つの声：
•1.  神様の声
•2.  悪魔の声
•３. 自分の声（世の声）
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神様の声
•1.     神様の声は聖書と同じ価値観です
•２.　　神様の声は私達の霊を立て上げ
るためです。

•３．　神様が彼に語りかけたかどうかは、
彼らの実によって見分けることになるの
です。 10



悪魔の声
•１. 悪魔の声の特徴は嘘です。
•２. 悪魔の声の特徴は試みです。
•３. 悪魔の声の特徴は告発です。
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•もし悪魔から　嘘や疑いなどの悪
い言葉がきたら、神様の言葉で立
ち向かいます。

•ボールをバットで打ち返すような
イメージです。

12



神様の言葉
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　　　　　　　⼼の傾向について紹介します。
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あなた
の心

神
様
の
声

悪
魔
の
声

あなたの⼼はどこ
に傾いていますか？

自分の声、世の声
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•赤ちゃんは毎日ママの声を聞きま
す。

•ですから自然にママの声がわかり
ます。
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今日のメッセージは

•QTの交わりについて、話します。
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•そして、彼らは使徒たちの教え
を堅く守り、交わりをし、パン
を裂き、祈りをしていた。"

•使徒の働き　2章42節
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「交わり」と　
「QTの交わり」の違いと
は？
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•交わり：　クリスチャン同士のコミニ
ュケーションのことです。

•QTの交わり：聖書を読んで、感動した
事をお互いに話し合うことです。

あなたは生活の中で、
「交わり」　と　「QTの交わり」は　

どちらが多いですが？ 21



•そして、彼らは使徒たちの教えを
堅く守り、交わりをし、パンを裂
き、祈りをしていた。"

•使徒の働き　2章42節
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　QTの交わり:

•なぜQTの交わりが大切です
か？
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•日本のキリスト教会では、交わりが少
ないと言われています。

•なぜでしょうか？
•ヒントは日本で教会がはじまった時に
あります。
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教会はなぜ「教会」と呼ぶので
しょうか？
昔、日本に宣教師が来ました。日本人は聖書
のことを全然知りませんでした。ですから、
宣教師は聖書のことをずっと教えました。
一人の専門家が教えて、たくさんの人が黙っ
て話を聞いていました。それは教える会みた
いでした。そこから、教会と呼ばれるように
なりました。
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•神様の声は誰でも聞くことが
できます。

•専門家だけではありません。
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•神様の声を聞いたなら、
誰でも教えることができます。
•専門家だけではありません。
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•教会の本当の意味は
なんでしょうか？
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教会の意味：ECCLESIA エクレシア

•エクレシアには　二つの意味が
あります。

1.  呼び出された者
２.  集まる
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•教会の本来の意味は　

•神様に呼び出された人が、
　集まることです。
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オンライン教会のデメリット：

•教えを聞くだけで、
•人と交わることがないです。
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•交わりをしましょう。

•直接、人と会うのが一番
ですが、電話や、オンラ
インでもいいです。
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QTの交わりとは　何をします
か？
１.  自分でQTをやります。
２.  友達と集まります。
３.  お互いにQTしたことを話しま
す。
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QTの交わりのメリット
•１.  みんなで一緒にやると　続けることができます。
友達のファンさんはクリスチャン１０年以上になったけど、
聖書を全部読んだことはありませんでした。そして毎日の
QTもやったりやらなかったり不安定でした。
しかし、QTを一年間続ける「QTチャレンジ」に参加しま
した。
２１人のメンバーが毎日QTをしたかどうかSNSで確認し
ます。
それで、初めて　聖書全部一年間で読むことができました、
QTも毎日続けることができました。
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分かち合いのメリット

•２. お互いに励ましあって、サポート
します。

•落ち込んでるときや、悩む時に、他
の兄弟姉妹からの証や慰めの言葉を
聞いたら、力を得ることができます。
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分かち合いのメリット
•３. 神様の言葉と御心を良く分かるようになり
ます。

•一人の理解には限りがあります。他の人から
学ぶことができます。

•自分の理解だけじゃなくて、他の人のことも
聞きます。
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QT 分かち合い方法

•QTのノート を書く

•セルや兄弟姉妹との間で分かち合い
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•QTのノートは自分がやりやすい方
法や自分のスタイルを作りましょ
う。

•私のQTのノートの例を紹介します。
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9⽉28⽇

• 今日の聖句：使徒の働き2:37-47

• 最初印象に残った所：　 賜物として聖霊を受けます（使徒の
働き2:38）

• 　　　　神様、感謝します。今日、この聖句から、私に言い
たい事はなんですか？

• 　　　　人間の力じゃなくて、聖霊は神様からの賜物です。
• 　　　　どういう意味ですか？
• 　　　　神様の前で時間を過ごします。
• 　　　　今日私は何がしなければならない事はなんですか？
• 　　　　１回３０分でやります。話すことを減らし、もっと
聞く。

• 　　　　　はい、わかりました。今日夜９：３０ー１０：０
０にやります。
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QT 分かち合い方法

•QTのノート を書く

•セルや兄弟姉妹との間で分かち合い
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QTの分かち合いは二人だけや、夫婦
で行ってもいいです。
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•1. できれば一週間に一回ぐらい
交わりしましょう。あまり長く期
間が空くと、感動が薄れてしまい
ます。
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•集まるときには、自分のQTのノートを
忘れずに持って行きましょう。
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•2. 直接に会えない時は、ZOOM
や、電話などを使ってもいいで
す。
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•集まって何をするか？
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•３.  あなたが特に目に止まった聖
書箇所を話します。

•神様から教えられたことを分かち
合いましょう。
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•４. 相手の話しを聞いて、感動した
所や、言いたい所などを続いて話
します。
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•５.  最後の祈り
•お互いに祈りの課題がないか聞きま
しょう。

•神様に任せて、祈ります。
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QTチャレンジやりませんか？　
•今週のセルグループの中で一緒に話しまし
ょう。

•いつから、いつまで。
•どこの聖書をQTしたいか。
•次にいつ会うか。
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•今日のまとめ
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•１. なぜQTの交わりが大切ですか？
•２. QTの交わりのメリット
•３. QTのノート を書く方法
•４. 分かち合いの方法
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暗唱聖句
•そして、彼らは使徒たちの教
えを堅く守り、交わりをし、
パンを裂き、祈りをしていた。
"

•使徒の働き　2章42節 58


