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ちいさな証

The last 6 months has been a life 
changing phase in my life 
including a learning, healing, 
receiving, challenging and trusting 
time. I am grateful to God that I 
was able to take a pause after high 
school and dig deeper in my faith 
and to get to know more about 
Him. 

DTS stands for Discipleship training school and is a 6 
months program from Youth with a mission, in short 
YWAM, which you can find worldwide. The moto of this 
program is "To know God and make 
Him known". My school in Germany 
was a very nice and small class which 
consisted 9 students from ages 1 to 64. 
The first 3 months of the program is 
the lecture phase where you get taught 
different topics every week such as 
Father heart of God, Identity or 
Mission from international guest 
speakers. During this first half of the 
school, there was also a special ministry 
week included. 

In the city I was staying in, there was a reformation week, 
where we were able to help out the churches in the city by 
mainly doing Martin Luther tours for elementary and junior 
high students. 
The other half of the school is for the outreach phase, where 
our heart is to serve God and the people in the country. We 
had 3 outreach teams in our school, one stayed in Germany 
to serve in schools, another went to Uganda for Kids 
ministry and farming and the team I was in went to Jordan 
to mainly work with Syrian refugees. 
In the last 3 weeks of the school we will go around to 
churches and schools to share how God has worked through 
us. Again, I am grateful to God, family, friends and churches 
who made this possible. 

　この６ヶ月間と言うものは、神様からの学び、癒し、受け
取った事、チャレンジを与えられた事、神を信頼する事を通し
て、わたしの人生を変えるものでした。高校を卒業後、主との深
い交わりを持ち、主を良く知り、信仰を深めるという機会を与え
られた事に篤く感謝しています。

　 DTSは弟子訓練学校です。６ヶ月間のユースミッションプロ
グラムで、略してYWAMとよばれ世界中に点在しています。こ
の学校のモットーは「神を知り、神を知らせる」です。私が参加
したドイツの学校は、とてもこじんまりしていて、すてきなとこ
ろです。生徒は９人、年齢は１歳から６４歳の人が参加していま
した。最初の３ヶ月は外国からのゲストスピーカーを迎えてレク
チャーを聞いたり、神の御心、ご性質、宣教活動等々様々なテー

マで学び話し合いました。

　 また時には、特別なミニストリーツ
アーをもちました。私のいた町では宗教
改革週間があり、マルチンルターをテー
マに小学生や中学生に町の中のツアーガ
イドをする事で町の教会を手伝いまし
た。その３ヶ月の学びの後はアウトリー
チの期間でした。それは神と人に仕える
と言う事を心に持って行います。私たち

は３つのグループに分かれました。一つのグループはドイツに残
り地域の学校で奉仕しました。

　二つ目はウガンダへ送られました。そこでは子供達に伝導をし
て農業にも携わりました。そして私が参加した最後のグループ
は、ヨルダンへ送られました。そこでは、シリアからの難民に対
して働きを行いました。アウトリーチを終えてドイツに戻り、最
後の３週間は教会や学校を訪ねて、私たち
を通して神がなされた御業を証してい
ます。

　 最後にもう一度、このプログラム
への参加を可能にしてくれた神様、
そして家族や教会の兄弟姉妹方達に心
から感謝いたします�

Serving God and people
Johanna Thomsen      
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ユース・ウィズ・ア・ミッションは、国際的なキリスト教徒
の宣教団体。略称はYWAM（ワイワム）。1960年にローレ
ン・カニンガムにより開設された。現在150以上の国で活動
しており、20000人のスタッフが存在する。

Youth With A Mission is an evangelical inter-
denominational, missionary organization. Founded by 
Loren Cunningham in 1960, YWAM's stated purpose is to 
"know God and to make Him known".
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