
̶ Disc1 ̶
052.  それぞれの持ち場で （ルカ8：26～39）
053.  伸ばされた手  （8：40～56）
054.  信仰への招き  （8：40～56）
055.  何一つ持たないで  （9：1～6）
056.  戸惑いを越えて  （9：7～9）
057.  ささげる信仰  （9：10～17）
058.  成長する信仰  （9：18～20）
059.  主に従う者  （9：21～27）
060.  山上の変容  （9：28～36）
061.  信仰によって、主と結ばれ  （9：37～43）
062.  二度目の受難予告  （9：43～45）
063.  最も偉い者  （9：46～48）
064.  多くの味方に囲まれて  （9：49～50）
065.  歓迎されない道を歩む  （9：51～56）
066.  求められる勇気  （9：57～62）
067.  主に遣わされる者たち  （10：1～12）
068.  主と弟子たちはひとつ  （10：13～16）
069.  命の根っこ  （10：17～20）
070.  弟子たちの幸い  （10：21～24）
071.  善いサマリア人（１）見出された旅人  （10：25～37）
072.  善いサマリア人（２）聞いて行う信仰  （10：25～37）
073.  マルタとマリア  （10：38～42）
074.  祈るときには  （11：1～13）
075.  信頼と真心で祈る  （11：1～13）
076.  神の国は来ている  （11：14～23）
077.  不在の家  （11：24～28）
078.  しるしにまさる者  （11：29～32）

̶ Disc2 ̶
079.  あなたの中にある光  （11：33～36）
080.  真実な信仰への招き  （11：37～44）
081.  問われる責任  （11：45～54）
082.  誰を恐れるのか  （12：1～7）
083.  聖霊に導かれて  （12：8～12）
084.  神の前の豊かさ  （12：13～21）
085.  心はどこにありますか  （12：22～34）
086.  用意をしておきなさい  （12：35～40）
087.  主人の思いを知る  （12：41～48）
088.  投じられた火  （12：49～53）
089.  時を逃すな  （12：54～59）
090.  主イエスの強い招き  （13：1～5）
091.  主キリストの努力  （13：6～9）
092.  束縛から解く  （13：10～17）
093.  小さなはじまり  （13：18～21）
094.  主に従う道  （13：22～30）
095.  主イエスの道、私たちの歩み  （13：31～35）
096.  安息日を取り返す  （14：1～6）
097.  宴会のたとえ(1) 招かれた人  （14：7～14）
098.  宴会のたとえ(2) 招く人  （14：7～14）
099.  まだ席があります  （14：15～24）
100.  弟子の歩み  （14：25～33）
101.  塩ひとつまみ  （14：34～35）
102.  失われた羊  （15：1～7）
103.  見つけた銀貨  （15：8～10）
104.  放蕩息子のたとえ(1) 帰って来た息子  （15：11～24）

※ 第80話で一部音声不備がございますことをご容赦下さい。
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