
 

新しい家族訓練 
 

 

 



 

新しい家族訓練 時間表 

 5月3日（火） 5月4日(水) 

10:00－10:50 １講義 ７講義 

11:00－11:50 ２講義 ８講義 

12:00－12:50 昼食 昼食 

13:00－13:50 証し 証し 

14:00－14:50 ３講義 ９講義 

15:00－15:50 ４講義 １０講義 

16:00－16:50 ５講義 １１講義 

17:00－17:50 ６講義 １２講義 

  



講義内容 
 

１講 . 合宿訓練の意味 

２講 ．御言葉中心の信仰 

３講 ．未信者の問題 

４講 ．神の契約キリスト 

５講 ．原色福音 人生の答えイエス・キリスト  

６講 ．聖徒の祝福 

７講 ．祈りの奥義 

８講 ．サタンとの霊的な戦い 

９講 ・ 信仰の土台 

10講 ．使徒の働き 

11講 ．福音宣教教会のビジョン 

12講 ．箱舟運動 

 



1 講 合宿訓練の意味 使 1:12－14、マルコ３：１３－１５ 

１．合宿の意味 

  With Principle 

２．合宿訓練の内容 ３．合宿訓練の目的 ４．ペテロ 

 

(1)創1:26-28 

(2)創26:28、39:2 

(3)ヨシュ1:5、9 

(4)イザ7:14、マタ1:19－23 

(5)マタ4:19、マル3:14 

(6)マタ28:20、マル16:19－20 

(7)使1:3(40日)、12-14(10日) 

 

 

(1) キリスト(マタ16:13－20) 

(2)聖徒の祝福(Ⅰコリ2：10-12) 

(3)エペ2:Ⅰ－7  

伝道すべき理由 (エペ2:1-7) 

①未信者の状態 

(4)聖書的伝道方法 

(マタ28:18－20) 

(5)祈りの味わい(ダニ6:10) 

  

 

(1)キリストを体験(御国) 

①メッセージ整理 

②伝道(生活) 

③祈り 

(2)真の価値を発見 

①真の成功 

②真の希望 

(3)真の味わい 

①祈り 

②適用(御言葉)  

③伝道 

 

(1)マタ16:16 

(2)ヨハ21:15－19 

(3)使1:13－14 

(4)使3:1－12、4:12、12:1－25 

 

 

                                                                 

  

              



2 講 御言葉中心の信仰 

１．聖書(序論) ２．契約(信仰) ３．主題、核心 ４．基本メッセージ 
 

(1)旧約―39巻、新約－27巻 

(2)記録年代 BC1500―AD100 

(3)著者(記者) 

(4)記録目的 

①ヨハ5:39、ヨハ20:31 

②Ⅱテモ3:16－17 

③詩119:105 

④マタ4:4 

⑤エペ6:17 

 

(1)イザ40:8 

(2)マタ13:18-23 

(3)創21:1 

(4)ヘブ11:1-3 

(5)Ⅰペテ1:23 

(6)ルカ5:5 

黙1:3、22:18-19 

(7)詩1:1-3 

 

 

 

 

(1)キリスト 

(マタ16:16、ルカ24:27) 

旧約―来られるメシヤ 

新約―来られたメシヤ 

(2)神様の御国 

①マタ4:23、9:35 

②マル1:15 

③使1:3 

(3)世界福音化  

①マタ28:18-20 

②マル16:15-20 

③ヨハ21:15-18 

④使1:8 

 

(1)マタ16:13-20 

 解答―キリスト 

(2)エペ2:1-3 

なぜ、伝道すべきなのか？ 

未信者の六つの状態 

(3)Ⅰコリ2:1-10 

(聖徒の七つの祝福) 

エペ1:3、ローマ8:31-32 

(4)使1:1-11 

聖書的な伝道 

(5)マタ6:31-33、ダニ6;10 

 契約的な祈り 

                                                              

                                               

 



3講 未信者の問題 エペ2:1-3 

１．本来の人間 ２．人間の根本問題 ３．六つの問題 
 

(1)創1:27-28、31 

(2)創2:17(行為契約) 

(3)創3章の事件(創３：１－６) 

 

 

(1)人間の根本問題 

  創3:1-6、ローマ3:23、3:10 

(2)エペ2:1 

(3)ヨハ8:44 

 

 

(1)霊的な問題 創3:1-6、ローマ3:23 

       ヨハ8:44 

(2)偶像崇拝、堕落、欲望 

エペ2:2、出20:4-5、コロ3:5-6 

(3)心と精神の問題 

マタ11:28、使10:38、マル5:1-10 

創6:4 

(4)肉体の問題 

マタ4:24、使8:4-8 

(5)未来の問題 

ヘブ9:27、ルカ16:19-31、黙14:9-11 

(6)子孫の問題 

 マタ27:25、出20:4-5、民14:18 

 

 



4講 神の契約キリスト マタ16:13-20、ガラ3:15 

１．創造契約 ２．行為契約 ３．贖い契約 ４．惠み契約 
(神と被造物) 

(1)神様の創造 

(2)創造の原理 

(3)創1:27-28 

（神とアダム） 

(1)創2:17 

(2)創3:1-6 

①原罪      ローマ3:23 

②霊的な死    エペ2:1 

③サタンの奴隷  ヨハ8:44 

(3)未信者の運命、六つの問題 

 (神とイエスキリスト) 

(1)人間の方法では不可能 

 宗教、哲学、努力、善行 

(2)メシヤ―キリスト 

(3)新約の成就(油注がれた者) 

①真の祭司長、真の預言者、真の王 

②生きておられる神の御子 

(マタイ１６：１６) 

③全ての問題の解決者(ヨハ19:30) 

 創3:15、21 

 出3:18 

 レビ17:11 

 イザ7:14、53:5-6 

(神と救われる人々) 

(1)ローマ10:9-10 

(2)ヨハ1:12 

(3)エペ１:4－5 

(4)エペ2:8 

 

  



５講 原色福音 人生の答えイエス・キリスト マタ16:13-20 

１．誤解 ２．霊的な問題 ３．解答(マタ16:16) ４．祝福―五つの確信 

 

(1)バプテスマのヨハネ 

マタ3:1-12 

マタ14:1-12 

(2)エリャ 

Ⅰ列18:30-40 

(3)エレミヤ 

哀歌7:1-5 

(4)預言者の一人 

 

(1)罪 

ローマ3:23 

(2)霊的な死 

エペ2:1 

(3)サタンの奴隷 

ヨハ8:44 

(4)未信者の問題 

(1)真の祭司長 

イザ53:3-6、詩103:12 

ミカ7:19、イザヤ43:25 

イザヤ1:18 

ローマ5:8、ペテ3:18 

ヘブ9:12、10:12 

(2)真の預言者 

ヨハ5:24 

ヨハ14:6 

(3)真の王 

創3:15 

Ⅰヨハ3:8 

(4)ヨハ19:30 

ピリ3:8 

コロ2:3 

(5)コロ3:11 

 

(1)七つの祝福 

(2)五つの確信 

①Ⅰヨハ5:11-13(救い) 

②箴3:5-6(導き) 

③Ⅰコリ10:13(勝利) 

④ヨハ14:14(祈りの答え) 

⑤Ⅰヨハ1:9(赦し) 



６講 聖徒の祝福 

１．福音 マタ16:16 キリスト ２．聖徒の七つの祝福 

(マタ16:17-19) 

３．祈り(味わい) 

 

(1)創3:1-6、ローマ3:23 

→ローマ5:8、マル10:45(真の大祭司) 

(2)エペ2:1 

→ヨハ5:24、ヨハ14:6、(真の預言者) 

(3)ヨハ8:44 

 →Ⅰヨハ3:8(真の王) 

 

(1)聖霊の内住 

Ⅰコリ3:16、ヨハ14:16-17、 

マタ28:20、ローマ8:15 

(2)聖霊の導き 

ヨハ14:26、箴3:5-7、出13:21-22 

イザ43:1-3、詩119:105 

(3)聖霊の働き 

ヨハ14:14、16:24、使1:8、マタ7:7-9 

ルカ18:1-8、ヤコ5:17-18、エレ33:3 

詩81:10、エゼ36:36-38 

(4)サタンを縛る 

マタ10:1、マル3:15、16:17、ルカ9:1 

ルカ10:19 

(5)天使の助け 

ヘブ1:14、黙8:3-5、詩103:20-22、 

使12:1-25、ダニ3:8-24、6:10-22 

出14:19、創28:12、ダニ10:10 

(6)天国の市民権 

ピリ3:20、ルカ10:20 

(7)世界福音化 

マタ28:18-20、マル16:15-20 

使28:30-31 

 

(1)(1)-(3) 身分 

(4)-(7) 権威 

(2)(1)-(5) 得たもの 

(6)-(7) 得るもの 

(3)祈り―契約で味わう 

  定刻、常時、集中祈り 

 



７講 祈りの奥義 マタ6:24-33 

１．祈りの答えがない理由 ２．聖書の例え ３．契約の祈り ４．方法 

 

(1)考え 

(2)価値観 

(3)生活の目的 

(4)関心 

(5)祈りの題 

 

 

(1)Ⅰサム1:11 

①肉体的な祈り 

②ナジル人 

③Ⅰサム1:20、2:21 

(2)ソロモンの祈り 

  Ⅰ列3:4-15 

(3)エリヤ 

  Ⅰ列19:8-20 

 

 

(1)神様の願い、神様御旨 

(2)神様の契約 (ヨハ15:7) 

(3)主の祈り (マタ6:9-13) 

(4)マタ6:33(御国と義) 

(5)使1:1-14(契約＋祈り) 

(6)ヨハネ14:14(何か) 

(7)Ⅱコリント1:20 

  (ことごとく) 

 

(1)定刻祈り 

 マルコ1:35(早天祈り) 

ダニ6:10 (一日三回) 

使3:1 (午後３時) 

使10:9 (正午) 

(2)常時祈り 

エペ6:18、Ⅰテサ5:17 

(3)集中祈り 

Ⅱ列19:14-35 

使13:1-3(断食祈り) 

(4)心を合わせての祈り 

マタ18:18-20、使1:14 

使12:1-25(徹夜祈り) 

(5)権威の祈り 

使16:16-18、マル3:15、 

ルカ10:19 

(6)対話祈り(創18:22-32) 

(7)諦めない祈り 

 ルカ18:1-8、ルカ11:5-13 

 

 



８講 サタンとの霊的な戦い  エペ6:10-20 

１、敵―サタン ２、キリストだけが解決 ３、聖徒の権威 ４、伝道者の生活 

(1)正体 
①イザ14:12-14, 
②エゼ28:10-14 
③黙12:１-9、 
④ヨブ1:７ 
⑤創3:1-6、 
⑥ヨハ8:44 
⑦エペ2:2、 
⑧ヨハ16:11 
⑨Ⅱコリ4:4、11:14 
⑩エペ5:7-8、 
⑪ヨハ13:2 

(2)名前－サタン、悪魔、悪霊 
(3)目的 
①出20:4-5、 
②マタ4:1-10 
③Ⅰペテ5:7-8、 
④ローマ16:17-20 
⑤エペ4:27、 
⑥ガラ5:19-21 

(4)策略 
①使4:1-12(19) 
②使5:1-11  
③使6:1-6 
④マタイ4:1-11 
⑤Ⅰヨハネ2:16 
⑥キリスト× 

  伝道× 
礼拝・祈り× 

(5)滅びる 
①マタ25:41、 
②黙20:10 

 

(1)創3:15 

(2)Ⅰヨハ3:8 

(3)ヘブ2:14-15 

(4)ゴロ１:13 

(5)使10:38 

(6)黙12:1-9 

(7)黙19:19-20 

 

(1)マタ10:1、12:28-29 

(2)マル3:15、16:17 

(3)ルカ9:1、10:19 

(4)ヤコブ4:6-7 

 

(1)エペ6:10-20 

(2)伝道キャンプ 

  (イザ60:1－22) 

(3)御言葉運動 

  (ヘブ4:12) 



9講 信仰の土台 

 

 

１．神様の主権  

Ⅰ歴29:10－14、ローマ11:36 

６．宣教地 

          創45:1－5、使18:1－4 

２．主イエス・キリスト 

          ルカ24:27、エペ１:10 

７．生死禍福の主管者 

          Ⅰサム2:7－8、詩139:1-10 

３．聖霊の働き 

          使1:8、ゼカリヤ4:6 

８．死と裁き 

          ヘブ9:27、黙20:13-14 

４．聖書の権威 

          Ⅱテモテ3:16、ヘブ4:12 

９．来世 

          ルカ16:19-31、黙21:1-8 

５．聖徒は神の神殿 

          Ⅰコリ3:16、Ⅱコリ6:16 

10．伝道者の報酬 

          マタ10:40-42、マル10:29-30 



10講 使徒の働き 

１、契約と祈り ２、答え ３、証拠 ４、迫害、危機、内紛 

 

(1)使1:1 キリスト 

(2)使1:3 神の御国 

(3)使1:8 聖霊充満 

(4)使１:１３－１４ 

祈り  

   

 

(1)使2:1-4  

聖霊の働き 

(2)使2:9-11 

   伝道の門 

(3)御言葉成就 

 （１６－３６） 

(4)弟子（41） 

(5)現場の変化(42-47) 

 

 

(1)使3:2 

(2)使3:6 

イエス・キリストの御名 

(3)使3:15 

復活の証人 

 

(1)使4:12 

(2)使5:1-11 

(3)使6:1-7 

 

 



11講 福音宣教教会のビジョン 創41:28-36 

１、日本の問題 ２、日本の教会史 ３、福音宣教教会の契約 ４、今年の祈りの課題 

 

(1)精神問題 

(2)青少年問題(少子化) 

(3)災い 

 

 

(1)1859年 宣教師 

(2)1873年 キリスト教禁止令廃止 

(3)1885年 自由主義神学 

(4)1889年 大日本帝国憲法 

(5)1923年9月1日(５０年) 

  関東大震災 

(6)1945年8月15日 終戦 

(7)1995年1月17日(５０年) 

  阪神淡路大震災 

(8)2011年3月11日 

  東日本大震災 

(9)2017年―1％ 

200都市 

 

 

創41:35-36、使18:9-10 

(1)200都市(10万人口) 

五人一組―1000弟子 

(2)1000大学－1000ＲＴ 

(3)8000教会、神学校 

(4)2017年―1％日本福音化 

(5)2030年― 

  世界500都市(500宣教師) 

 

(1)御言葉の使役者 

(2)献身者―重職者(産業人) 

(3)一生の伝道計画 

  

 

 

 



12 講 箱舟運動  創 6:1-8 

１、時代分別 ２、人生の結論 (箱舟運動創6:14) ３、御言葉の内容 

 

(1)繁栄 

(2)神様の息子―人の娘 

(3)罪の増大 

(4)いつも悪しき考え 

(5)ネフィリム 

(6)神様の悔やみ、心を痛む、後悔 

(7)洪水の裁き 

 

(1)キリスト運動 

(2)御言葉運動 

(3)集まる教会、散らされる教会 

(4)一心、全身、持続 

(5)場所、時間、使役者、班長 

 

(1)個人伝道―救いの道 

(2)個人養育(EBS)(班長) 

①貴方の苦しみはどうなったのか？ 

②福音と宗教 

③貴方の敵を知りなさい 

④新しい葛藤に挑戦しなさい 

⑤祈りは霊的な科学である 

⑥神様に会おう 

⑦神様が用いられる働き人 

(3)御言葉の使役者 

①福音の手紙 

②新しい命、新しい生活 

③講壇メッセージ 

 

 

 


