
ボンヘッファー選集3「キリストに従う」（新教出版社刊・森 平太訳）より

̶ Disc1 ̶
第1部　恵みと服従
 〈1.高価な恵みと服従〉
01. はじめに 
02. キリストの荷は軽い
03. 高価な恵み①
04. 高価な恵み② 
05. 高価な恵み③
06. 服従への招き① （マルコ2：14）
07. 服従への招き② （ルカ9：57～62）
08. 服従への招き③ （マタイ14：22～31）
09. 服従への招き④ （マタイ19：16～22）
10. 服従への招き⑤ （ルカ10：25～37）
11. 単純な服従
12. 服従と十字架① （マルコ8：31～38）
13. 服従と十字架② （マタイ26：39～42）
14. 服従と単独者 （ルカ14：26）
〈2.山上の説教〉
15. 祝福 （マタイ5：1～12）
16. 見える教会 （5：13～16）
17. キリストの義 （5：17～20）
18. 兄弟 （5：21～26）
19. 女 （5：27～32）
20. 真実 (5：33～37）
21. 報復 （5：38～42）
22. 敵ー「特異なもの」 （5：43～48）
23. 隠れている義 （6：1～4）
24. 隠された祈り （6：5～15）
25. 断食について （6：16～18）
26. 思い煩いのない生活の単純さ （6：19～34）

̶ Disc２ ̶
27.  裁くな （7：1～12）
28.  大いなる分離 （7：13～23）
29.  山上の説教の結び （7：24～29）
〈3.使者〉
30.  収穫 （マタイ9：35～38）
31.  使徒の働き （10：1～10）
32.  弟子達の苦難 （10：11～23）
33.  決断の時 （10：26～39）
第2部　イエス・キリストの教会と服従
34.  イエス・キリストの教会と服従
35.  洗礼の意味 
36.  キリストのからだ
37.  一つのからだ、多くの肢体
38.  見える教会① 説教と聖礼典
39.  見える教会② 教会の秩序
40.  見える教会③ 世からの自由 
41.  見える教会④ まとめ
42.  聖徒① 義とされる罪人の教会
43.  聖徒② きよくされる教会
44.  聖徒③ 福音にふさわしい教会 
45.  聖徒④ 戒規について
46.  聖徒⑤ キリストの再臨の日をめざして
47.  キリストのかたち①キリストに似る
48.  キリストのかたち②人となったキリスト
49.  キリストのかたち③十字架のキリストに似る
50.  キリストのかたち④復活のキリストに似る 
51.  おわりにーキリストに従う私たち             　

キリストに従うーボンヘッファーの信仰に学ぶー 　　村上 伸（日本基督教団元教師）
〈1990年4月～1991年3月放送〉
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