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神が住む天国と言う国 
 

 Lesson 授業 Page, 頁 

1 The Five Steps to Heaven 天国への五階段 1 

2 What is God Like? 神とはどのような存在？ 5 

3 The Way of Victory 勝利への道 8 

4 The Word of God 神の言葉 12 

5 When Jesus Comes ジーザス（イエス）が来る時 15 

6 Salvation and Rewards 救いと報い 18 

7 Four Things God Wants You to Know 神が貴方に知って欲しい四項目 22 

8 My Great Savior 私の偉大な救い主 25 

9 A New Family 新しい家族 29 

10 A New Person in Christ キリストにある新しい身体 33 

11 Christ is My Righteousness 私の義はキリストにある 37 

12 Christ Lives in Me! キリストが私の中に住む 41 

13 I am a Son（child）of God! 私は神の子共です 46 

14 Victory over Circumstances 境遇を乗り越えた勝利 50 

15 How to Enjoy God 神を喜び楽しむ方法 55 
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授業#1：  天国への五階段 
親愛なる友へ 

貴方は天国がどのような所か知りたがりますか？  天国は私達が想像出来るどんな所よりもっと美しいところ

です。神の都は純金とあらゆる高価な石で作られ、十二の門がその都を案内します。聖書曰く「それぞれの門

には一つの真珠がある｡」 

天国では 神の栄光がその国土を明るく照らすので太陽も月も必要ありません。其処には水晶のように澄み

きった命の水の川が神と主イエスの御座から流れ出ています。 
天国では 病い･ 痛み･ 罪･ 死などは有りません。そして悲しみも有りません。何故なら神が私達の涙を拭い

てくださるからです。そこで私達は愛し合った人々に出合い互いに知り語り合います。何よりも一番良い事

は,この天国行きを可能にして下さった私達の救い主イエス(ジーザス) に会えることです。 

天国では 皆それぞれ主イエスを愛し崇拝します。貴方は天国の都通りを数百万回歩いてもイエス(ジーザス)を

称賛する言葉以外の何事も聞かないでしょう。 

天国はジーザスが居る所です。彼はこの天国を「私の父の家」と呼びました。主イエス･キリストを愛する者

はすべて此の素晴らしい「父の家」に彼と共に永久に居られるのです。ジーザスを拒む者,又は無関係だとす

る者には天国は有り得ない。ジーザス御自身がその天国への道､唯一の道です。彼がキリス

ト十二使徒等に天国について話した時、その一人のトーマスが「どうしてその道を知るの

ですか？」と尋ねると、キリスト曰く「私が道であり、真理であり、命なのです。私を通

してでなければ、誰一人，父のみもとに来ることはありません。」ヨハネの福音書 14:6 

では次のような大変大事な問いについて考えてみましょう: 

● 何処（どこ）から、私達は来たのか？ 

● 何故（なぜ）、私達は此処（ここ）に居るのか？ 

● 何処に、私達は行くのか？ 

たくさんの質問が人生にはあるけれど一番大切な問いは此の三つです、そして聖書はこれ

らの質問に答えを与えています。私達は神から来た。 この宇宙は偶然に在るのでは無い、

人間もまた同じ。神がこの宇宙と人間を創造されました。聖書曰く「その後、主なる神は

土地のちりで人を形造り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで、人は生きものとなった｡」創世記 2:7 

人間は造られた生き物です。人は下級の姿の生物から来なかった。生きている人とし

て神の生き物として人間は最高です。何故なら人は神の姿に造られたからです。聖書

曰く「神はこのように、御自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに

彼を創造し、男と女とに創造された。」創世記 1:27 

初めのうちは全て､ことごとく良く、素晴らしかった、何故なら神がその様に造った

からだ。神はその申し分のない働きに満足されました。聖書曰く「そのようにして神

は、お造りになったすべての物をご覧になった。見よ。それは非常に良かった。こう

して夕があり、また朝があった。第六日である。」創世記 1:31 

現代では何もかもがその良さ美しさを失くしている。この世

の中には､憎しみ､争い､盗み､偽り､殺し､戦い､病い､罪業､死亡

などがある。何が堕落したのだろうか？  人間は神から顔を背

けた！  人々は神の道を選ばず各々自分の道を選んだ。それに

もかかわらず神は今まで通り人を愛し恵みを授けようと望んでいる。人は神が特別に

神の形に創造された存在です。神は人を行方不明にしたが何時までもそのままにして

おく事には耐え切れません。神は私達を仲間として互いに喜び楽しむよう､その相手

として造られた。然し人の罪がその計画を神から切り離した。だから神は私達が神に

帰る道を捜せるよう聖書を下さった。私達は来世を目指して此処に居る。貴方も私も

永遠の天国か、地獄か、二つの内の一つに住もうとしている。どちらに永遠に住むか

は私達の今の生き方の選択次第です。神は私達に神に帰る選択を望んでいる。 

神は私達が天国に行くよう望んでいる！ 
  

天国は 

何処に？ 

私達は何処か 

ら来たのか？ 

私達は何故ここ 

に居るのか？ 

私達は何処に 

行くのか？ 
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授業#1：  天国への五階段（続く） 
二つの道 

キリストが私達に言うには、二つの道が人生にはあると言う。一つの道

は幅広く下の方に導かれる。大勢の人は此の道を通る。もう一つの道は

幅狭く上の方に導かれている。小数の人が此の道を通る。 

キリストが私達に言う、これらの道は何処に導くのか。幅の狭い道は天

国に通じます。幅の広い道は神から切り離された永遠の地獄へ通じま

す。なんと恐ろしい事か！  幅の狭い道に乗り換えるには私達は先ず過ち

を悔い改め 主イエスを私達の救い主として受け入れることです。聖書曰

く「神は、そのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今は、

どこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。」使徒行伝 17:30 

悔い改めとはどういう意味？ 悔い改めとは振り向いて一変することで

す。振り向かなければならない理由は私達が誤った道に行っているか、

行こうとしているからです。私達は神の道ではなく自分自身の道をある

いている。聖書は云う「私達はそれぞれ自分自身の道に向かった｡」 
心から正直に「私が間違った道に向かっていた事を認め、神の助けによ

って、私は神にふり向き一転する｡」と言える時、私は悔い改めている。

これには、ちょっとの間､ 時間がかかるが､それは神を心から喜ばせる。 

もし貴方がまだ救われていないなら、親愛なる友よ、貴方は神から行方不明になっている。然し神は貴方を愛

し何時までもそのままにしておく事には耐え切れません。貴方は神にとって大変貴重な存在です。神が貴方を

取り戻す為に何をしようとしたかで神がどれだけ貴方を大切に思ったか貴方は知らされます。神は自分の息子

を貴方の為に与え十字架に架けられ死すことによって偉大な愛情を貴方へ示されました。然し神は貴方を神の

もとに故意に引き戻すことはしません。貴方が自分の意志で戻る選択をしなければなりません。多分、今この

時、神は貴方の心に話しかけて居ます。若し貴方が間違った道にいると解ったら振り向いて「主よ、私はこれ

以上、罪の道を行きたくない。私は貴方の道、天国への道に行きたい｡」と神に言いなさい。 
 

天国への五階段 

五つの階段が案内する幅狭い道·天国への道です。其処にはそれぞれの

階段の名前·言葉がついています。どんな言葉か見てみましょう。下か

ら初めて上に読み上げてみましょう。ちょっと休んでまた読んでみま

しょう。静かに口に出して自分に言いましょう。ではこれらの言葉に

ついて話しましょう。聖書の節がそれぞれあります。 
 

「すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉

を受けることができず、ただ神の恵みにより、イ

エスキリストによる贖いのゆえに価なしに義と認

められるのです」ローマの信徒への手紙 3:23-24 
 

第一段階で神の子になるには私が何者であるのか神の見解で知るこ

と、そして神が言う事を受け入れること。私達は皆、罪人だと神は言

う。私達は皆、間違ったことを言う、間違ったことをしてきた。罪業は恐ろしいことです。それは私達を傷つ

け他人をも傷つける。一番悪い事にそれは神の心を傷つけます。如何して神の心を傷つけるか分かりますか？  

神は聖なる者で私達をすごく愛しているからです。私達は過去の不正行為を元に戻すことは出来ません。私達

は過去にした間違いを、なおしたいと思うがそれは不可能です。然し、私達は それをゆるされます。主イエ

ス（ジーザス）は貴方の全ての罪を許すことができます、そして許してくれます。彼は罪人の友達です。彼は

誰でも彼の所にやって来る者を決して追い払わない。彼は言う「父が私にお与えになる者はみな、私の所に来

ます。私の所に来る者を私は決して見捨てません。」ヨハネの福音書 6:37 
  

1. 私は罪を犯した 

天国 
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授業#1：  天国への五階段（続く） 
 

「神は実に、その一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる

誰もが、滅びることなく、永遠の命を持つためである。」ヨハネの福音書 3:16 
 

「世」とは誰を意味するのでしょうか？  それは貴方も私も含んだ世の中の全ての人々を

意味します。「誰も」は誰でも、貴方でも、を意味します。貴方の名前をこの節に入れ

替えてもう一度その意味を確認しましょう。「神は実に、その一人子をお与えになったほどに、_____を愛さ

れた。それは御子を信じる_____が、滅びることなく、永遠の命を持つためである。」貴方の名前をこの空白

のスペースに入れ替えて声を挙げてもう一度読んでみましょう。これは良いニュースですね。 
 

「然し、私達がまだ罪人であった時、キリストが私達の為に

死んでくださったことにより、神は私達に対する御自身の愛

を明らかにしておられます。」ローマの信徒への手紙 5:8 
これは良いニュースですね：神は罪人を愛されます！ 

神は私達に「私は貴方を愛す！私の息子を貴方の罪の為、死

によって贖うほどの愛を、私は貴方に現わしています。」 

神は私達の罪を見落とす事は出来ない、言い換えれば神はその罪に関して知らな

いふりをする事が出来ません。神は私達の罪に関して何をしましたか？ 神は私達

の罪の為、自分の息子を人として その罰則金を支払われました。 

主イエスキリストは私達の罪の為に死なれました。キリストは貴方の為に、又私

の為に死んだ。ただ私達の罪の為に死すばかりかキリストは死からよみがえっ

た。彼は生きる救い主！  彼は天国でも、地上でも、全ての力を持っています。彼

は貴方の罪を許すことが出来ます、そして貴方を神の子とすることができます。 
 

次の節は如何にして神の子になれるか聖書曰く「しかし、この方（主イエス）を受け入れ

た人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになっ

た。」ヨハネの福音書 1:12 

神の子になるには、私は罪人として主イエスの下に来て彼を救い

主として受け入れることです。神は私にイエスを私の救い主として

くださった、然し私は彼を受け入れなければならない。ということ

は、私は彼を私の救い主として求め得なければならない。ただ「私達は皆罪人だ」で

はなく「私は罪人だ」と自分に言い聞かせる、ただ「イエスは罪人の為に死んだ」で

はなく「イエスは私の為に死んだ。」です。そして「私はイエスキリストを私の救い

主として受け入れる、そして私は神の子になる。」です。貴方が彼を救い主として受

け入れることは丁度、家の戸（貴方の心）を開くことです。キリスト曰く「見よ、私

は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入

って彼とともに食事をし、彼も私とともに食事をする。」ヨハネの黙示録 3:20 
 

「御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は、命を見ることがな

く、神の怒りがその上にとどまる。」ヨハネの福音書 3:36 

貴方は天国へ導く道を選ぶことを望んでいますね？  今すぐにキリス

トを貴方の救い主として受け入れられます。そうしたことを貴方は

常に喜ぶでしょう。(これは本当に貴方と主イエスの関係なので貴方

が一人で静かにちょっとの間、主イエスと共に居られる場所があれ

ば、そこで次のように主イエスと話したらどうかと思う。)   この祈りは貴方が彼と話す

のに役立つでしょう：「主イエス（ジーザス）私は罪人だとわかっています。私は間違

った道を歩いていました。私は貴方が神の子で私の罪の為に十字架で死なれたことを信

じます。その私への愛情を心から感謝いたします。どうぞ私の心の内に来られこの私の

全ての罪を許してください。只今、私は貴方を私の救い主として受け入れます。」  

2. 神は私を愛する 

3. キリストは私の 

  罪の為に死んだ 

4. 私はキリストを 

    受け入れる 

5. 私は永遠の 

     命を持つ 
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授業#1：  天国への五階段（続く） 
私は救われていることを知っている。 

神が私達の為に自分の息子を人としてなされた事で私達は救われている。イエス（ジーザス）が私の罪の為に

死にそして私の救い主として私が彼を信じて受け入れる時、私は救われている。神は私の全ての罪を許し私を

神の子となされる。私は永遠の命を持っている。どうして永遠の命を持っていると分かりますか？  何故なら

神がそのように言葉にして言っているからです、それに彼は嘘を尽きません。 
 

聖書曰く「私が神の御子の名を信じている貴方に対してこれらのことを書いたのは、貴方方が永遠の命を持っ

ていることを、貴方方に良く解らせるためです。」ヨハネの手紙第一 5:13 
 

これは誰の言葉ですか？  それは神の言葉です、だからそれは真実だと解ります。 

神がそう言った！ 私はそれを信じる！ それで解決する！ 
 

神の子であることはこの世で大変素晴らしいことです、然し、隠れた秘密を貴方に言いましょう：この世で

クリスチャンの生活は容易なことではありません。イエスは曰く「私がこれらのことを貴方方に話したのは、

貴方方が私に会って平安を持つためです。貴方方は、世にあっては苦難があります。然し、勇敢でありなさ

い。私はすでに世に勝ったのです。」ヨハネの福音書 16:33 
 

私達が天国に行く道のりには沢山の悩みや試練が待ち受けています。然し、もし主イエスが私達の心に住むな

らば私達は怖がることはない。彼は約束された「金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので

満足しなさい。主御自身がこういわれるのです『私は決して貴方を離れず、また、貴方を捨てない。』」 
ヘブライ人への手紙 13:5 
 

若し貴方が救われていることが確かでなければ、この授業#1 を何度も読んではっきり解るように主イエスに

訪ね求めなさい。覚えていますか、救われていると言うことがこの世で一番大切な事だと言うのを！  イエス

曰く「人は例え全世界を得ても、命を損じたら、何の得がありましょう。」マルコの福音書 8:36 
 

授業#2：神とはどのような存在？ 
親愛なる友へ 

授業#2 は神についてです。私達は彼を必要とするので、誰もみんな神について知る

必要があります。この世で一番大切なことは神を知ることです。主イエス、天の父

に曰く「その永遠の命とは、彼等 (使徒十二弟子, 信者) が唯一のまことの神である貴

方(神)と、貴方の遣わされたイエスキリストを知ることです。」ヨハネの福音書 17:3 
 

神はとても偉大で素晴らしく、彼について聖書にある全てのことを知ることはなか

なか難しくて出来ない。聖書から言うと、神は一つなのに三人居るようです－父と

子と聖霊。 父は神、子も神、そして聖霊も神。父の神は 天国にいます。子の神はこ

の世に私達の救い主として父が送った主イエス キリスト。そして、聖霊の神は主イ

エスを救い主として受け入れた全ての人の心の中に住みます。聖書はま

だ他にも沢山、神についての真実を告げています。この授業#2 で私達は

そのうちの十の真実を考えてみましょう。 
 

この地球や、太陽、月、そして星らはどうして出来

たか不思議に思いませんか？  神がそれらを創造し

ました!  この宇宙はひとりでに出来たものではあり

ません。  神がそれを創造されました!   聖書の一番、

最初に「初めに、神が天と地を創造した」とあります。創世記 1:1 
 

私達は神が居ることを知っている、何故なら、彼がした素晴らしい創造

物を見るからです。聖書曰く「天は神の栄光を語り告げ、大空は御手の

業を告げ知らせる。」詩編 19:1  
.  

1. 神は創造者 

三人で唯一神 

三人とも同じ神 

父 

聖霊 息子 

神 

神が天と地を創造した。創世記 1:1 

初めに、．．． 
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授業#2：神とはどのような存在？（続く） 
 

神は私達も創造されました!   私達はとても特殊の生き物です、何故なら、私達は神の姿に創造されたからで

す。聖書曰く「神はこのように、人を御自身の形に創造された。神の形に創造し、男と女とに創造された。」 
創世記 1:27 

神が創造された偉大な素晴らしものの中で神が一番愛されたのは何か貴方は知っていますか？それは人です。 

神は人々を一番愛しています!  私達一人一人，全てを良く知るほど彼は非常に偉大なのです。彼は貴方を知っ

ている、そして貴方を愛しています!   貴方は彼にとって，この全世界のことよりもっと価値があります! 

この意味は神には初めも終わりも無いとい言うことです。この宇宙で他の全ての物には初

めがあった、然し神が存在しなかった時は決して無かった。聖書曰く「山々が生まれる前

から、貴方（神）が地と世界とを生み出す前から、誠に、とこしえからとこしえまで貴方

は神です。」詩編 90:2 
 

この意味は 彼の創造したこの宇宙において神は何処でも何時でも同時に貴方の内に存在

すると言うことです。神はとても偉大で素晴らしい!.  聖書曰く「主は言う、人は隠れた所

に身を隠し、私に見られないようにする事が出来ようか、主は言う、天にも地にも、私は

満ちているではないか。」エレミヤ書 23:24  

神は私達が何処に居ようか、何処に行こうか、そこに居られます。多分、貴方は 「如何

して私達には彼を見ることが出来ないのか？」と不思議がるかも知れない。 

神が私達に見えない理由は、それは神が 靈だからです。私達は霊を見ることは出来ません。貴方は私達が見

える身体を持っています。 だが貴方は私達に見えない靈も持っています。私達は貴方の身体は見えるが誰も

貴方の靈を見ることは出来ません。神は全てが聖です。彼は身体を持っていません、だから見ることが出来ま

せん。然し、彼は私達を見、聞き、そして愛します。彼は常に私達が何処に居ようと一緒に居ます。 

この意味は神は何でも出来る。そこには彼の力、能力に制限は無

い。彼は全能の神です。彼は全ての力を天国にも地上にも持って

います。この世で一番、有力な人でも神の力と比べ物になりませ

ん。聖書曰く「地に住む者はみな、無き者とみなされる。彼は天

の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあしらう。誰も彼の手を押さえて、『貴方は

何をされるのか』と言いうる者はない。」ダニエル書 4:35 

この意味は 神は全ての事を知っている。彼はすでに起こった事

や今に起ころうとしている事など全て知っている。神は空に幾つ星が在るか知っている。

彼はそれらを名前で呼ぶ。彼は貴方の髪の毛の数まで知っている!   イエス曰く「それどこ

ろか、貴方の髪の毛さえも、皆数えられています。…」ルカの福音書 12:7 

神は私達が言うこと、すること、又思う事までも、そして全ての秘密ごとを知っている。そして彼は常に私達

を見ている。聖書曰く「…『私を顧みてくださる神様』と言った。…」創世記 16:13 
 

この意味は神は罪無しです。神は全て光と栄光です。何故なら、神は聖で

罪を嫌い義を愛します。聖書では、暗やみは罪を表象します。神のことを

聖書曰く「神は光であって、神の内には暗いところが少しも無い。…」 
ヨハネの手紙第一 1:5 

神は一度、預言者イザヤに、幻影(まぼろし)の中で話されました。 イザヤは神がその中で

王座にあるのを見ました。その神の王座の周りで御使いたちが神を称賛していました。彼

らは言う「…聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に滿…」 
イザヤ書 6:3 
 

イザヤはその場で土下座して泣いた。何故なら、彼は罪人だと知って神を恐れたからです。私達も罪人です。

それでも神は私達に神に戻るよう望んでいます。彼はその戻る道を作られた。私達が主イエスを私達の救い主

として受け入れる時、神は私達が キリストの中 にあると知る。神は言う、私達は神の前に潔白できれいだ

と、何故なら私達は キリストの中 にあるからだ。  

2. 神は永遠です 

3. 神は何処にでも 

    同時に内在する 

4. 神は全能です 

5. 神は全知です 

6. 神は聖なり 
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授業#2：神とはどのような存在？（続く） 
 

この意味は、神は常に正しい事をする。何故なら、彼は神聖で義であり、罪を罰しなけれ

ばならないからです。私達は罪人で、神は私達の罪を見逃し、それらについて知らなかっ

た振りをすることが出来ません。良いニュースは、私達が神に帰り、主イエスを私達の救

い主として受け入れる時、神は私達の全ての罪を許すことです。神がそうするのはイエス（ジ－ザス）が私達

の為、十字架での死によって私達の罪を贖って下さったからです。聖書曰く「…主の御名によって、貴方方の

罪が赦されたからです。」ヨハネの手紙第一 2:12 

この意味は、神は私達を愛し私達の為に最善を欲すること。神は御自分の一人子、主イエスを

この世に送り、私達の罪を贖う為に十字架で死なせるほどの偉大な愛をお示しになった。聖書

曰く「然し、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの為に死んでくださったことに

より、神は私たちに対する御自身の愛を明らかにしておられます。」ローマの信徒への手紙 5:8 

神は私達を非常に愛する見返りとして、彼を愛し、また彼を信じて欲しいと願っている。人々は時々こう言う

かもしれません「若し神が私を愛するなら、如何して病気や、怪我、そして 悩み事をもたらすのか？」如何

してこのようなことが起こるか知らないだろうが私達は神の愛を信じなければならない。 

この意味は、神は常に言葉の約束を守る。彼はすると言った事は必ずする。貴方は約束をし

た事がありますか？  貴方は約束をいつも守りますか？  残念ながら、私達は約束を忘れた

り、出来ない約束をしたり、なかなか守れません。然し、神は決して忘れません!  神は必ず

約束を守ります。聖書曰く「約束された方は忠実な方ですから、私たちは動揺しないで、し

っかりと希望を告白しようではありませんか。」ヘブライ人への手紙 10:23 

この意味は、神は常に変わらない聖なる本質と性格を持っている。神は常に聖、義、公正で

私達を常に愛しておられます。神は御自分のことをこう言う「主である私は変わることがな

い。…」マラキ書 3:6 

ところで、私達は驚くべき真実に帰着する:  貴方は神が一度、人となっ

たことを知っていましたか？  そうです、これは真実です。神の子(キリスト) は、小さな赤

子としてこの世に生まれました。聖書曰く「一人の嬰児が私たちの為に生まれる。一人の

男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は『不思議な助言者、力のあ

る神、永遠の父、平和の君』と呼ばれる。」イザヤ書 9:6         貴方は「キリストは本当

に神か」と訪ねるかも、その答えは確かに「ハイ」です!  彼は馬小屋で小さな赤子とし

てこの世に生まれました、然し彼は全能の神です。主イエスは人であり、その上に神

です。聖書曰く「…キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、御使いたちに

見られ、諸国民の間に伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに天に上げられ

た。」テモテへの手紙 第一 3:16   さて私達は大変大切な質問にたどり着きました： 

主イエスは何故この世に来たのか？  彼は私達に救い主が必要だったので来ました。 

私達は罪人です。私達は間違ったことを言い、間違ったことをしてきました。神は聖

で正しいので罪を罰しなければならない。聖書で一番貴重な真実は神が御自分の息子を人として又、救い主と

して天から遣わし、私達を愛するが故、主イエスの十字架での死によって私達の罪を贖って下さったことで

す。今や、主イエスを私達の救い主として受け入れる全ての者はその罪を神が許されます。神は私達の罪を見

過さないが、その罪の為に血を流して犠牲になった息子の血を見るから神は私達の罪を許します。 聖書曰く

「この御子の中にあって、私たちは、贖い、即ち罪の赦しを得ています。」コロサイ人への手紙 1:14 

主イエスを貴方の救い主として信じましたか？  若し信じたら貴方は全ての罪を許され貴方は神の子供で、神

は貴方の天の父親です、そして貴方は必要な物事で神に頼ることが出来ます。これは素晴らしいことです!    

貴方はそこで神を礼拝し称賛したいと思うでしょう。神はただそれだけを望んでいます。知っていましたか？ 

今すぐ祈りの中で神に話せるように静かな場所を見つけましょう。貴方が主をどんなに偉大で素晴らしかと思

っていることを伝えなさい。もし罪があればそれを神に告白して許され救われることに感謝し主イエスを称賛

しましょう。聖書曰く「主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを測り知ることができませ

ん。」詩編 145:3  

7. 神は義です 

8. 神は愛です 

9. 神は忠実です 

10. 神は不変です 
神の子 

神は 

聖 神は 

愛 
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授業#2：神とはどのような存在？（続く） 
 

救いになる確信は正確に述べられている神の言葉を注意深く気配りすることからです。

私達が神の為にと思ってする事ではなくて、神が私達の為に御自身の息子を通してした

ことによって私達は救われたことを理解することが大切です。次に，神の言葉、聖書の

節を読んで下記の問いに答えてみましょう。聖書曰く：「…義人はいない、一人もいない。」「全ての人は罪

を犯したので神からの栄誉をうけることができず、」ローマ人への手紙 3:10,23 

どれだけの人々が義ですか？ ________.  誰が罪を犯したか？ ________.  貴方は罪を犯したか？ ________ 

「神は、実に、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅

びることなく、永遠の命を持つためである。」ヨハネの福音書 3:16 

神は罪人を愛しますか？ ______.  貴方への神の贈り物とは？ ________.  罪人は見失われるか？ __________ 

「然し、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちの為に死んでくださったことにより、神は私たち

に対する御自身の愛を明らかにしておられます。」ローマ人への手紙 5:8 

誰のためにキリストは死んだか？ ___________.  キリストは貴方の為に死んだか？ ________ 

「然し、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えにな

った。」ヨハネの福音書 1:12 

神の子共になるには何をしなければならないか？ ___________.  貴方はその方を受け入れましたか？ _______ 

「御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。」ヨハネの手紙第一 5:12 

誰が永遠の命を持ちますか？ ________________.  誰が永遠の命を持ちませんか？ ______________ 

貴方は永遠の命を持っていると確認できますか？ _____ 

貴方は「私は今、神の子、イエスキリストを、私の救い主として受け入れたので、私は永遠の命を持ってい
ることを知っています」と言うことができますか？ 
 

授業#3：勝利への道 
 

親愛なる友へ 

貴方が主イエスを貴方の救い

主として受け入れた瞬間から

貴方は幅の狭い天国への道に

います。その道に沿って貴方

も私も同じ天国への道を歩い

ている他のクリスチャンに巡り合うでしょう。クリスチャンであるこ

とは素晴らしいがその天国への道は容易ではないことを私達は悟らな

ければなりません。何故なら私達は多くの敵を持つからです。 
 

クリスチャンに関して大きな三つの敵を聖書は次のように述べます: 

(1) この世·世界 (2) 肉·情欲的な人々 (3) 悪魔·サタン 
 

これらの敵は何をしますか？ それらは私達に罪を犯すよう試します。 

然し、神はそれらの誘惑に打ち勝つ方法を私達の為に備えています。

授業#3 では、如何してこの三つ敵に打ち勝つかについて調べてみま

す。聖書はこの言葉「世界」を色々違った面につかいます。時にはそ

れは地球 この世、時には人々、時には

サタン。例えば、ヨハネの福音書 3:16 

の「神は実にその一人子をお与えにな

ったほどに世を愛された。…」の世は人々を指します。ヨハネの手紙第一 2:15

の「世をも、世にあるものをも、愛してはなりません。…」の世は悪い人々や

サタンが私達を神から引き裂く魅力的な物事を指します。 
  

救いの確信が 

有りますか？ 

１．世界 

勝利への道 
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授業#3：勝利への道（続く） 
 

神は私が心から神を愛することを望んでいる。サタンは私が神を愛して貰いたくないのでこ

の世の魅力的な物事を使って私を神から引き離してサタンの思い道理にさせようとする。ど

の様な物事をサタンは使って私を神から遠ざけるのでしょうか？  サタンは テレビとか、映

画とか、ある種のミュージックとか、又は 何かそれ以外の物で私が好む物を使って 誘惑し

ます。これ等の幾つか、其等自体は、罪のある物では無いかもしれないが、もし其等が私の

人生で一番大切なものに成る時、其等は私にとって罪のあるものになります。もし其等が聖

書を読んだり、教会へ行ったり、神に祈ったりする時間を無くする原因となれ

ばそれは私にとって罪をおかしています。聖書曰く「世をも、世にあるものをも、愛してはなり

ません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父(God, the Father)を愛する愛はあり

ません。」ヨハネの手紙第一 2:15 

聖書は言う、「キリストは私達の罪の為に、この悪い世から私達を救い出そうと、自分を投げ打

って下さった。」神は私達にこの世の悪い誘惑に打ち勝って欲しいと望んでいる。 

どうやって私はこの世の誘惑に打ち勝てるだろうか？ 

私は主イエスを心から愛することでこの誘惑に打ち勝つ。この世は沢山の魅力的な物や罪深い快楽なことで

いっぱいですが、其等は私の心を満足させません。イエスキリストが貴方の救い主なら、彼が貴方の中に住ん

でいることを覚えてください。貴方が聞くことは何でもイエスも聞いています。もし貴方が彼を愛するなら彼

の心を痛めることを貴方はしないでしょう。 

クリスチャンにとって第二の大変な敵は肉欲 情欲です。肉欲 情欲とは私達の罪

深い人間の性質です。別の名称はセルフ(自己)。それは私達の中にある自我で

す。私が救われるまでは、私は自分の為に生きました。私は私がやりたいことを

欲するママにやりました。私は自分自身を喜ばせるよう生きました。セルフが

私の心の王座になっていた。セルフとはどのようなものか見てみましょう。 

セルフは大変自慢する。 事実上、彼は自分が一番この世で大切だと思う、そし

て自分を皆から見上げて欲しいと思う。 

セルフは完全に利己的でわがままです。 彼は自分を喜ばせる為にいきる、いつ

も自分の思い道理にする、そして彼は誰かほかの人に従うことを嫌う。 

セルフは自分が間違っていることを決して認めない。彼はいつも自分より誰か

ほかの人を咎めようとする。 

セルフは容易く怒ったり怪我をさせたりする。彼は人々の感情を傷つけ、他人

を許すことをきらい、そして与えるのを惜しむ。 

セルフは自分の思い道理にする。セルフは言う「私は他人が何と言うても私の

したい事をする。」 

セルフは神を憎み神に従わない。セルフは言う「私は神の言うことを気にしな

い；私は自分の思い通りにする！」 

この心理的な反抗の態度はどこから来るのでしょうか？  それはサタンから来ます。神に反抗したのはサタン

が最初でした。私が救われた時には、もう一人、主イエスキリストが来て私の心の中に住みました。私はとて

も嬉しかった！  然し間もなく私は一つ問題を持っていることに気が付きました。セルフが外に出なかった。  

それどころかセルフが私の心の中で私を支配続けようとしている。もしセルフに私の命の支配を許すなら私は

不幸なクリスチャンになるでしょう。これが原因で多くのクリスチャン (神の子供たち) は本当に幸せではあ

りません。彼らはセルフに自分の人生·命を支配させ続けてきたからです。セルフに打ち勝つ秘密は何です

か？その秘密はキリストを私の君主にすることです。私はセルフをその王座から取り除いて、そこにキリスト

を置かなければならない。主イエスが君主として私の人生を支配する権利があります。何故なら私は彼のもの

だからです。聖書曰く「貴方方の身体は､貴方方の内に住まれる神から受けた聖霊の宮であり､貴方方は､最早

自分自身のものではないことを知らないのですか。貴方方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分

の体をもって、神の栄光を現しなさい。」コリント人への手紙第一 6:19,20 
  

２．肉·情欲的な人々 
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主イエスが私達に払った代価は何でしたか？  その代価·代償·犠牲は彼自身の血でした。私達を身請けするのに

彼は自分の命を与えました。さて私達は誰のものですか？  私達はキリストのものです。彼が君主として私達

の心の中に住む権利があります。それにもかかわらず私達の為に、彼は私達が「彼を君主として私達の人生を

支配して欲しい」と彼に告げるのを待っています。 

キリストが私達の心の中の座につけば､彼の愛情とか､喜びとか､平和など私達の心に味わえます。そして､私達

はセリフの罪を犯すことは無くなるでしょう。 

貴方はセルフか、それともキリストか、どちらかを選ばなければなりません。誰が貴方の心の中の座につく

か貴方は決めなければなりません。もし貴方がキリストを貴方の人生の君主にすると決めるなら、それは貴方

が彼に従わなければならないことを意味します。貴方はキリストを君主に望むでしょう？  ここに一つの祈り

をまとめてみました。一緒に祈ってみましょう:  「主イエス（ジ－ザス）、私の為に死ぬほどまでに愛して下

さった貴方に深く感謝いたします。私は今や貴方のものです、どうか私の心の中の座にいて、そして私の人生

の君主となってください。私は貴方に従い，貴方の意を全うします。」 

もし、キリストが貴方の君主なら貴方は彼を喜ばせるよう生きなければなりません、貴方のセルフを喜ばせ

ることでは無いことを良く覚えてください。 
 

クリスチャン最大の敵は悪魔です。

彼はサタンとも呼ばれます。聖書は

「この世はサタンに支配されてい

る」と言う。サタンはこの世の神と

呼ばれています：「…この世の神 (支

配者) が不信者の思いをくらませて

…」コリント人への手紙第二 4:４ 

サタンの目的は人々を駄目にする；彼は貴方の計画･希望などを打

ち砕く事を望んでいる。彼について聖書曰く「身を慎み､目を覚ま

していなさい。貴方方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のよう

に、食い尽くすべきものを探し求めながら、歩き回っています。」 
ペテロの手紙第一 5:8 

サタンは人々を欺いて打ち砕くのに，この世の魅力的な物事を使い

ます。サタンは若い人達をその主な目標として誘惑します。サタン

は彼らをだまして麻薬や，酒や，タバコを 飲ませます。サタンは下

品な音楽や，下劣なテレビのショーや，セクシーな映画などを使っ

て間違った考えを彼らの心に植え付け，そして性行為を促がし夢中

にさせる。サタンは子供たち·ティーンエイジャーが両親に反抗するのを見るのが好きだ。 

サタンはどの様にして人々の計画･希望などを打ち砕くのでしょうか？ 彼は人々を騙すことで滅ぼします。サ

タンは人々に嘘を信じさせる事によって人々を欺きます。ジ－ザスがサタンに曰く「貴方方は自分の父である

悪魔から出た者であって、その父の欲望どおりを行おうと思っている。彼は初めから、人殺しであって、真理

に立つ者ではない。彼の内には真理がないからである。彼が偽りを

言う時､いつも自分の本音をはいているのである。彼は偽り者であ

り、偽りの父であるからだ。」ヨハネの福音書 8:44 

何がサタンの一番大きな嘘でしょうか？ それはこれです:  罪は貴方

を喜ばし悪い結果を及ぼさない。映画やテレビなどで、貴方は人々

が色んな罪深いことをするのを見るが、でも皆､嬉しそうで誰もその

罪で結果的に苦しまない。これは嘘です!  罪の為に必ず悪い結果があ

ります。聖書曰く「思い違いをしてはいけません，神は侮られる様

な方では有りません。人は種をまけば、その刈り取りもすることに

なります。」ガラテヤ人への手紙 6:7  

 

罪は貴方を喜ばし 

悪い結果を及ぼさない 

3．悪魔·サタン 

 

サタンの大噓付き： 
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サタンは実に嫌な敵です!    私達は彼を自分自身で負かす事が出来ません。然し、キリストが既にサタンを私

達の為に打ち負かしている良いニュースがあります。サタンはキリストが十字架で死んだ時，大勝利をしたと

思ったが、それは間違いだった!    何故なら、キリストはサタンや，邪悪の全ての力を超えて，力強い勝利者

と成って死体を埋めた穴から立ち上がりよみがえったからです。 
 

主イエス(ジーザス) を信じて従っているクリスチャンはサタンを恐れることは有りま

せん。私達の中に住んでいるキリストはこの世に住むサタンよりも,もっと偉大で強い

からです。聖書曰く「子友達よ、貴方方は神から出た者です。そして彼等 (サタン) に

打ち勝ったのです。貴方方の内に居られる方が、この世の内にいるあの者 (サタン) よ

りも力があるからです。」ヨハネの手紙第一 4:4 
 

サタンに勝つ秘訣は主イエス(ジーザス) に従い、主が必ず私達に勝利をもたらすと信

じることです。この秘訣を学んだ一人の少女が 言う「サタンが私の心の扉を叩いて悪

い事をするように促した時，私は主ジーザスに『その戸を開けてくれませんか？』と

お願いします。戸を開けてサタンが主ジーザスを見た時、彼は深くお辞儀して『ごめ

んなさい、場所を間違っていた』と言って立ち去ります。」 
 

何がこの少女の秘訣でしたか？  それはこれです：—  キリスト(ジーザス) が彼女の心の中に住んでいることを

彼女は認め，サタンの誘惑に負けず勝利が与えられることを信じていたからです。私達がしなければならない

のは，正にこれと同じことです。サタンが私達をまた誘惑するかもしれません，しかし彼は私達に罪を犯させ

ることは出来ません。私達はサタンに「いいえ、ノー」と言えます。聖書曰く「ですから、神に従いなさい。

そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔は貴方方から逃げ去ります。」ヤコブの手紙 4:7 
 

もし私達が罪を犯したらどうなるだろう？ 

私達が罪を犯した時，何が起こるだろう？  神は罪を犯した神の子供たちの世話をする計画を持っています

か？  はい､持っています。聖書曰く「もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は忠実で正しい方ですか

ら、その罪を許し、全ての悪から私を清めてくださいます。」ヨハネの手紙第一 1:9 
 

聖書のこの節は何を言っていますか？  こう言っています「もし私たちが自分の罪を神に告白するならば、神

は私たちの罪を許し、清めて下さる。」   私たちが罪を犯した時，何をすべきですか？   先ず自分の罪を神に

告白することです，それから、神が私たちを許してくださったことを信じることです。 

罪を告白すると言うことはその罪の名を正しく読み上げることで，言い訳をすることではありません。もし私

たちが嘘を言ったらそのことを神に告白する必要があります。もし私たちが怒って，かっとなった時，それを

神に告白する必要があります。私たちは又，ほかの人々とも間違いのない正しい関係を作るべきです。私たち

がこれを成し遂げた時，神から許されたことを信じるべきです。 

神は私達が自分の人生に勝利して欲しいと願っています。私達が自分の内に在る､ 主イエス (ジーザス) をもっ

と信じて従うよう習い覚えるほど，私達は強くなり (1) この世・世界、(2) 肉欲・情欲，(3) 悪魔・サタン，に

向かって「いいえ, ノー」と言うことが出来ます。 
 

神は私達の主イエスキリストを通して勝利を与えてくださいます。聖書曰く「しかし神に感謝すべきです。

神は私達の主イエス・キリストによって、私達に勝利を与えて下さいました。」コリント人への手紙第一 15:57 
 

神は私達が救われた後、他の人々をも救うよう私達に願っています。聖書曰く「正しい者の結ぶ実は命の木で

ある。知恵のある者は人の心を捉える。」箴言 11:30 
 

私が自分の罪の為に死んだ、ジーザスを、私の救い主として信じて受け入れる時，私は永久に続く命を持つ。

私はこの真実を知っている、何故なら、神がそう言うからです! 

神がそう言った！   私はそれを信じた!  これで落ち着く！  
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親愛なる友へ 

これまでの授業で私達はいろんなことを学んできた。 私達は主イエスキリストを救

い主として受け入れることで神の子となれることを学んできた。私達は神について

沢山のことを学んできた。そして私達、クリスチャンの敵にどうしたら打ち勝てる

かについて学んできた。如何してこれ等のことを私達は学びましたか？私達はそれ

らを聖書 (神の書物) から学びました。聖書とは何ですか？  如何して聖書を手に入れ

ますか？  聖書は何についてですか？  聖書をどのように理解できますか？ 

聖書とは何ですか？ 

聖書とは神の聖なる言葉です。それは神

が私達に書かれたメッセージなのでこの

世で最も重要な書物です。聖書は二つの

主な部分からなっています。第一部は旧

約聖書と呼ばれキリストがこの世に来た

前に書かれています。第二部は新約聖書

と呼ばれキリストがこの世に来てそして

天国へ帰った後に書かれています。聖書

は 66 編（39 編の旧約聖書と 27 編の新

約聖書）からなっています。 

どんなにして聖書を手に入れたのか？ 

たぶん貴方方が不思議がっている事は

「誰がその聖書を書き､どのようにして

それを手に入れたか?」でしょう。神は大勢､人を使ったけれど、神御自身が聖書の真の著者です。神はそれら

の人に何と書くか、どんな言葉を使うかまで伝えました。聖書曰く「何故なら預言は決して人間の意志から出

たものでなく聖霊に動かされた人々が神からの言葉を語ったのだからです。」ペテロの手紙第二 1:21  ずっと以

前に神はジェレミア(Jeremiah) にその聖書の一部を書くよう申し付けました。神はジェレミアに言った「2 イ

スラエルの神、主はこう仰せられる。『私が貴方に語った言葉を書物に書き記せ。3見よ，その日(主の御告げ

の日)が来る。その日，私は私の民イスラエルとユダの捕らわれ人を帰らせると主は言う。私は彼等をその先

祖達に与えた地に帰らせる。彼等はそれを所有する。』」エレミヤ書 30:2,3 

ジェレミアは神に従ってエレミヤ書を書いた。神の聖霊がジェレミアに何を書くか正確に言ったので彼はその

言葉を書いた。聖書が「神の霊感によって書かれた」という事は、このことを意味します。 聖書曰く「聖書

は全て、神の霊感によるもので、教え・戒め・矯正・義 の訓練の為に有益です。」テモテヘの手紙第二 3:16 

この様にして聖書は書かれ、世代から世代へと伝えられた。「神の霊感によっ

て書かれた」書物は、聖書のみです。 最後の編、ヨハネの黙示録、が書かれ

た時点で、聖書は完成しました。聖書は、付け加えることや、除きとることに

関して厳しく警告しています。(ヨハネの黙示録 22:18, 19. を参照) 

聖書は何についてですか？ 

聖書は伝えます;  人が如何して罪を犯し神から遠ざかったかを、そして神がど

のようにして御自身の息子を私達の罪のために死をもって与えたかを。それは

神が私達を愛していることを伝えイエスキリストを私達の救い主として受け入

れ神の子となるよう神が望んでいるからです。聖書はこの世で一番大切な書物

です。何故なら、私達がどう救われるかを告げているからです。使徒パウロは

書く「…聖書は貴方に知恵を与えてキリスト・イエスに対する信仰による救い

を受けさせることができるのです。」テモテヘの手紙第二 3:15 
 

神がくださったこの素晴らしい聖書から、私達は自分自身についての真実・罪・サタン・救い・そして神に

ついて知ることができます。  

神の言葉 

旧約聖書 
39 編 

新約聖書 
27 編 

聖書は 

神から 

私達への 

恋文 
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授業#4：  神の言葉（続く） 
 

どうやって聖書を理解できますか？ 

私達にとって理解するのに難しい沢山のことが聖書にあります。神と神の言葉に

ついて全て知っている先生が私達に付いて居たら、それは素晴らしいと思いませ

んか？  ところで、そのような誰かが居ます！  彼は聖霊です。神は私達に聖書を

教える為に聖霊を下さいました。私達がキリストを救い主として受け入れるその

瞬間、聖霊が私達の中に住み込んできます。聖霊は全ての信者の内に住み神につ

いて教えます。主イエス曰く「しかし助け主、即ち、父 (神) が私 (イエス) の名に

よって使わせる聖霊は、貴方方に全てのことを教え､又私が貴方方に話した全て

のことを思い起こさせてくださいます。」ヨハネの福音書 14:26 
 

その聖霊無しでは、私達は神の言葉を理解出来ませんでした。私達が聖書を読むたびに、教えてくれるその聖

霊に私達は頼るべきです。これがダビデの祈った時の思いでした「私の目を開いて、貴方のお言葉の中に隠さ

れているものを見させて下さい。」詩篇 119:18 
 

私達に聖書で神は何を望んでいるのでしょうか？  次のことを神は私達にして欲しいと掲げています: 

(1)  毎日, 聖書を読みなさい。 (2)  聖書を信じなさい。 (3)  聖書の節を覚えなさい。 (4)  聖書に従いなさい。 
 

なぜ毎日、聖書を読むべきですか？  私達は毎日、聖書を読むべきです。何故

なら、この方法で神が私達に話し、何を知って欲しいか、何をして欲しいか

告げるからです。私達の物質的生活に欠かせない食べ物を食べるように、聖

書を読むことは、精神的･霊的生活に欠かせない大切なことです。聖書を研究

するのに最も重要な道理は主イエスをより良く知ることです、そして少しでも多く彼の様に成ることです。 
 

信仰無しで 私達は神を喜ばせることは出来ません。聖書曰く「信仰が無くて

は神に喜ばれることは出来ません。神に近づく者は神が居られることと神を

求める者には報いて下さる方であることとを信じなければならないので

す。」ヘブル人への手紙 11:6 

信仰とは何ですか？ 

信仰とは神の言葉を神とみなすことです。 信仰とは聖書を信じることです。他の人達は聖書を疑うかもしれ

ないが、聖書は神の聖なる言葉だと貴方の心の中に置き止めなさい。聖書曰く「主よ、貴方の言葉は、とこし

えから、天において決まっています。」詩篇 119:89 

昔ある時、ム－ディ－と言う人がもっと信仰を持ちたいと思ったから彼は偉大な信仰を下さいと神に祈りまく

った、然しその信仰は得られないように見えた。そしてある時，彼はこの節を聖書の中で読んだ「…信仰は聞

くことから始まり，聞くことはキリストについての御言葉によるのです。」ローマ人への手紙 10:17 

ム－ディ－さんは真理を見た!   信仰とは神の言葉にある事実上正確な声明を注意深く気配りすることからくる

ものだと見た。ム－ディ－が聖書を勉強しその正確な声明を信じ始めると彼の信仰は日に日に増していった。 

貴方はもっと信仰を持ちたいですか？其れなら神の言葉を注意深く読んで

信じて実行しなさい。聖書は聖霊の刀です。それはサタンに備えての武器

です。主イエスが荒れ野でサタンに誘惑された時，彼は神の言葉を使っ

た。彼は聖書の中の言葉を知っていた，それを使ってサタンに打ち勝った。

何時もサタンが彼を誘惑する時，彼は聖書の中の言葉の節を引用して言う「それはこう書かれている。」  サ

タンはその度に打ち負かされた!  もし私達がサタンの誘惑に打ち勝つには神の言葉を憶えなければならない。

聖書曰く「貴方 (神) に罪を犯さないように，私は貴方の言葉を心に蓄えました。」詩篇 119:11 

神の言葉を覚えて使うことは生きているキリストの良い証人として役

に立ちます。もし貴方が自分自身の言葉を使うなら彼等は「それはた

だ貴方の意見だ」とか「私に何をすべきと言う貴方は誰か?」と言う

だろう。然し、貴方が聖書を引用すれば、その言葉はもっと力強く響

くでしょう。  

1．毎日聖書を読みなさい 

２．聖書を信じなさい 

３．聖書の節を覚えなさい 

聖書は聖霊

の刀です、

身に付けて

なさい。 
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授業#4：  神の言葉（続く） 
 

聖書の内容には信じるべき事実、要求すべき約束，そして従うべき命令，など

が含まれています。主は私達が神に従うよう望んでいます。ジーザス曰く「私

に向かって『主よ、主よ』と言う者が皆天国に入るのではなく、天に居られる

私の父の御心を行う者が入るのです。」マタイの福音書 7:21    

神が貴方に何をするべきだと言葉の中に言っている時、貴方はそれに従いなさ

い。神はその言葉に従う者に恵みを授けます。主イエス曰く「いや，幸いなのは

神の言葉を聞いてそれを守る人達です。」ルカの福音書 11:28 

直ちに始めよう！ 

今から毎日、神の言葉を読みましょう。良いプリントで貴方が読み易い聖書を手

に入れましょう。聖書を毎日読んで祈る時間を取り決めましょう。ほとんどのク

リスチャンは早い朝方が祈りをするのに一番良い時間だと分かっています。 

ヨハネの福音書から先ず始めましょう。 

貴方がこの福音書を読む時「信じる」とか「信者」と言う言葉に目を止め下線を

引きましょう。ヨハネの福音書は私達がイエスキリストを、神の子、私達の救い

主、と信じるよう手助けするように書かれています。使徒ヨハネはこの様に書い

た「しかし、これらのことが (神によって) 書かれたのは、イエス (ジーザス) が神

の子キリスト (メシヤ＝救世主) であることを、貴方が信じるため、また、貴方が

信じて、イエスの御名によって命を得るためである。」ヨハネの福音書 20:31   

ヨハネの福音書を､数回､読んだ後､貴方は新約聖書の全部を読みたいでしょう､それから全体の聖書。 

貴方が特に好きな聖書の節を見出した時、それを覚えなさい。神の言葉を敬愛し昼も夜もそれについて考える

人に神は特別な祝福を約束します。貴方が神の言葉から素晴らしい真実を学んだ時､それを貴方の友達と分か

ち合いなさい。覚えておきなさい，聖書を勉強する一番大事な理由は，主イエス (ジーザス)・キリストを より

良く知って出来るだけ､もっと彼のようになることです。 

貴方は救われている事を知ることが出来る。 

この授業を終える前に神の言葉からくる三つの素晴らしい節を見てみましょう。これが最初の二つの節です： 

「11:その証とは、神が私達に永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということ

です。12御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たないものは命を持っていません。」 
ヨハネの手紙 第一 5:11, 12 

この二つの節は何を言おうとしていますか？  聖書は神が言ったことの記録であるということです。その聖書

の中に神は告げています「神は私達に永遠の命を与えた、その命は御自身の息子 (イエス·キリスト) にあ

る。」貴方がもしキリストを貴方の救い主として受け入れるなら永遠の命を持つが、そうでなければ、永遠の

命を持たない。ここに神が信者に知ってもらいたい 第三番目の節 があります、それは： 

「私 (God, the Father) が神の御子の名を信じている貴方方に対して、これらのことを書いたのは、貴方方が永

遠の命を持っていることを、貴方方に良く解からせるためです。」ヨハネの手紙 第一 5:13 

神は貴方に何を知って欲しいですか？ 

貴方は永遠の命を持っていることを神は貴方に知って欲しいと言っています。本当の信者は私が救われている

と思うとか、それを願うとか言わない。彼は「私は救われているのを知っている」と言う、何故なら「神がそ

う聖書の言葉の中に言っているからです」と言う。この神の言葉は何とありがたいことか! 

聖書朗読: 神との連帯感・親睦.  神の言葉を読むに当たって彼との連帯感を持

つのに役立つある考えがここにありなす。 

如何して聖書を読むのか？ 

私達は神との連帯感を持つ為にまず聖書を読みます。聖書は私達への神の言葉です。彼 (神) は私達に大声で話

し掛けませんが、彼の書いた言葉によって私達の心の中で私達に話します。もし彼が私達の心に何を言おうと

しているか聞きたければ私達は聖書を読まなければなりません。聖書を読んで勉強する一番大切な理由はその

主イエス (ジーザス) をより良く知り、少しでも彼 (ジーザス) のように自分が成ることです。 
  

４．聖書に従いなさい 
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授業#4：  神の言葉（続く） 

聖書の読み方 

声を出して読みなさい。そうすれば貴方が読んでいる事を記憶しやすくします。考えて!  

急がないで!  時間をとって貴方が読んでいる内容を考えてみなさい。神と話しなさい。貴

方が何を読んでいるかについて神と話しなさい。もし何か解らなければ彼にそう告げな

さい。貴方が理解できるように助けを求めなさい。貴方が何か有益なことを読んだ時､そ

れを彼に告げ､そのことに感謝しなさい。貴方が何か神について素晴らしことを読んだ

時､直ちにそれを彼に、何と素晴らしいことかと貴方が思っていることを伝えなさい。 

神を待ち続けなさい。この意味は神の前に貴方の心が今読んだ神の言葉と神御自身にあ

るように静かに保つことです。それが貴方の生活の身に付くように神に求めなさい。 
 

それについて何をする 

神が貴方に特別な何かを話す時､その聖書の言葉にアンダーラインを引きなさい。それは個人的に貴方への神

の言葉です。 色鉛筆がこのアンダーラインを引くのに良いです。(ボールペンやインク・ペンは使わないこと

何故なら、此れらのペンは、たいていの聖書の紙を通ってにじみ出てしまうからです。)  神が貴方に示す特別

なことは手帳に取っておくよう貴方はおそらく望むだろう。 

神が貴方にするよう告げることをしなさい。時には、私達が犯している罪を神に告白する必要があります，そ

の罪を彼 (神) は私達に見せ示します。時には、ほかの人に対して私達の間違いを正さなければならない何かを

示します。速やかにその示しに応じて従いなさい。 

貴方が神の言葉を読んで神が貴方に与える恵みをほかの人達と分かち合いなさい。それは、ほかの人達を助

け、また貴方をも助けます。常に貴方の心を、神が貴方に話しかけた、言葉に振り返ってみましょう。貴方の

心の中でそれについて彼に話しなさい。これが神との連帯感です。 
 

授業#5:  ジーザス（イエス）が来る時 

親愛なる友へ 

前の授業で私達は聖書について沢山、素晴らしいことを知り

ました。聖書で驚くべきことは未来について私達に語ってい

ることです。神は将来を知っています、そして彼は言葉の中

で未来に起こる多くの事を私達に話伝えました。 

たぶん貴方が知りたいと思う一つはこれでしょう「主イエス

は再びこの地上に来るのだろうか？」  その答えは「はい，来

ます。」主イエス曰く「2 私の父の家には、住まいが沢山あり

ます。もしなかったら、貴方方にいっておいたでしょう。貴

方方の為に、私は場所を備えにいくのです。3 私が行って、貴

方方に場所を備えたら、また来て貴方方を私のもとに迎えま

す。私のいる所に、貴方方をも居らせる為です。」ヨハネの福音書 14:2,3 
 

この授業で私達は主イエスが今度来る時、何が起きるのか調べてみます。然し、先ず

その前に、彼が最初に来た時、何が起こったかについて手短に思い出してみましょ

う。主イエスはこの地上にいた間、沢山の素晴らしいことをしましたが、彼が来た主

な理由は私達の為に死ぬことでした。朝の 9 時頃、主イエスは十字架の上ではりつけ

にされました。キリストの死体はヨセフと名のつくアリマタヤの人の頼みに寄って十

字架から降ろすことを許されヨセフと彼の友達ニコデモが埋葬式の準備をしました。

彼らはその体をリネンの布にそっと包んだ。その体を、ヨセフの新しい墓場 (岩を刳り

貫いた、その大きな丸い石が入口を塞ぐ仕組み) に彼等は置き入れました。 

キリストは死んでしまった。弟子達はとても悲しかった。主イエスが死から三日目によみがえって来ると彼等

に言われたにもかかわらず、彼等は、その時、本当にそれを信じなかった。  

ジーザス 再来します！ 

来る 

ジーザスが 

時 
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授業#5:  ジーザス（イエス）が来る時（続く） 
 

三日目の朝早く, 三人の女が香料を体に塗る為にやって来ました。彼女たち

がその墓場の前に着いた時，彼女等はその丸い石の扉が転がり開いているの

を発見しました。一人の御使いが彼女達に話して言いました:「5御使いは女

たちに言った。『恐れてはいけません。貴方方が十字架に付けられたイエス

を探しているのを私は知っています。6 ここには居らせません。前から言っ

ておられたように、よみがえられたからです。来て、納めてあった場所を見

てごらんなさい。』…」マタイの福音書 28:5,6 

女達はイエスの体がすでにその場所に無いことを知った。女達は驚き途方に

暮れました。女達は走ってこの事を使徒たちに言いに行った。 マグダラの

マリアがペテロとヨハネに会った時、彼女は何が起こったかを彼等に話し

た。ペテロとヨハネはその墓場に走って行った。彼等もそこにある重々しい

衣類を除いてはその墓場は 空になっているのを見た。 

少し遅れて、マリアが墓場に帰ってきた。彼女が墓場の外で泣きながら立っている時、主イエスが現れ彼女に

話しかけてきた。彼女は彼をガ－デナ－だと思った。彼女は彼に言った「あんた、もし貴方が彼を運び去った

のなら何処に彼を埋めたのか言ってくれ。」  ジ－ザス (キリスト) 曰く「マリア」  彼女が振り返って彼をはっ

きり知った時、彼女は驚きで「主イエス様！」と叫びました。その日の夜、十人の使徒が閉じた部屋に集まり

ました。彼等はその日に起こった不思議なことについて話し合いました。そこには、ト－マスは彼等と一緒で

はありませんでした。突然 キリストが彼らの中に現れて「平安があるように」と言いました。使徒達は驚き

ました。彼等は多分霊魂を見たのだと思いました。主イエス曰く「38 何故取り乱しているのですか。如何して

心に疑いを起こすのですか。39 私の手や私の足を見なさい。正しく私です。触ってよく見なさい。霊ならこん

な肉や骨はありません。私は持っています。」ルカの福音書 24:38,39  

主イエスは肉も骨も復活した体で死からよみがえった！  如何して使徒達は彼が生きた体を持っていたか知っ

ていますか？  彼等はまず見た、触った、話した、そして一緒に食べた。ジ－ザスは生きていた！  彼等はト－

マスにこの素晴らしいニュ－スを伝えようと待ちきれなかった！  彼等がト－マスに話した時、彼はそれらの

ことを信じなかった。ト－マスは言う「私はその手に釘の跡を見、私の指を釘の所に差し入れ、また私の手を

その脇に差し入れてみなければ決して信じません。」ヨハネの福音書 20:25 
 

使徒達は八日後、再び同じ部屋で今度はト－マスも一緒に集まっ

た。再び、主イエスが現れた。それからト－マスに，主イエス曰

く「貴方の指をここに付けて私の手を見なさい。信じない者に成

らないで信じる者に成りなさい。」ヨハネの福音書 20:27 

ト－マスは最早、疑わなかった。  彼は「私の主よ、私の神よ」と

言ってジ－ザスを崇拝しました。主イエス曰く「貴方は私を見た

から信じたのですか。見ずに信じる者は

幸いです。」ヨハネの福音書 20:29 

主イエスは復活後、四十日の間この地上

出現しました。多くの人々が、彼を見ま

した。ある時は五百人以上の信者の前に

現れました。主イエスが天国へ帰ってしまわれる前、彼は使徒達に言った「私には

天においても地においても一切の権威が与えられています。」マタイの福音書 28:18 

そしてある日、使徒達が一緒にいる時、主イエスは空に向かって上へ上へと登って

行かれた。使徒達は彼が雲に隠れるまでそれをじっと見張った。キリスト(ジーザス) 

は天国へ帰って行きました。彼等が空の方を上向きに見ながら立っている間、白い

衣を着てそばに立っていた二人の男が言った「ガリラヤの人達、なぜ天を見上げて

立っているのですか。貴方方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行

かれるのを貴方方が見た時と同じ有様で、叉おいでになります。」使徒行伝 1:11  
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授業#5:  ジーザス（イエス）が来る時（続く）  
 

この節は何と言っていますか？  「主イエスは、また来る」と言っています。ジーザス (イエス) が再び来る時

まだ生きている信者達はその時彼に会うでしょう。主イエスは私達の為に素晴らしい住処を用意し、そして、

ある日彼は私達と一緒に住むよう迎えに来ます。イエス曰く「2 私の父

の家には、住いが沢山あります。もしなかったら、貴方方に言っておい

たでしょう。貴方方の為に、私は場所を備えに行くのです。3 私が行っ

て、貴方方に場所を備えたら、また来て、貴方方を私のもとに迎えま

す。私の居る所に、貴方方も居らせる為です。」ヨハネの福音書 14:2,3 

主イエスは、また来ます！ 

私達は彼がまた来ることを知っています、何故なら、彼が「また来る」

と言ったからです。キリストを私達の救い主として受け入れる人達にと

って彼の再来は大変な喜びの時でしょう。如何して？  何故なら、彼は

私達と一緒に居る為に迎えに来るのだからです。ここに聖書がその栄光

ある素敵な日について語っている節があります: 

「16主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうち

に、御自身 天から下って来られます。それからキリストにある死者 (先

に死んだクリスチャン) が、先ず初めによみがえり、17次に、生き残っ

ている私達が、たちまち彼等と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空

中で主と会うのです。このようにして、私達は、何時までも主と共に居

ることになります。」テサロニケ人への手紙 第一 4:16,17 

ジーザスが再来する時、全ての神の子は彼に会うため一緒に雲に包まれ

て引き上げられます。全ての神の子とは、その再来日の前に亡くなっているキリスト信者と、今地上に生き残

っている信者·私達、を含む。こうなることは何と幸せで嬉しい時です！   もちろん、私達の体は変わり、キリ

ストの見事な復活した体のように作られます。 

キリストを救い主として受け入れなかった人達はどうなるのでしょうか？ 

その人達は後に残され、大きな苦難に直面するでしょう。これは七年間

続き、この世が今まで見た中で最も恐ろしい時間になるでしょう。ジ－

ザス曰く「その時には、世の初めから、今に至るまで、今だかって無か

った様な、又これからも無い様な、ひどい苦難があるからです。」 
マタイの福音書 24:21 

これ等の出来事の後に、主イエスは信者達と一緒に地上に戻ってくださ

います。主イエスと天国に居た全ての人々は彼と共に統治する為に (地

上) に戻ってきます。第一に彼は私達の為に迎えに来る、そして彼は私達

と一緒に帰る。これは何と重大な時か！  「いつどんな時にキリストが来

るのだろうか？  誰か知っていますか？」と貴方は訪ねるだろう。主イエ

スが、正確に、いつ再来するのか誰も知りません。ジ－ザス曰く「ただ

し、その日、その時が何時であるかは、誰も知りません。天の御使い達

もまた子も知りません。ただ父だけが知っておられます。」 
マタイの福音書 24:36 

ジ－ザスはどんな時でも来るかもしれない。これが真実だから、私達は

何時でも彼に会えるよう用意をしておくべきだ。主イエス (ジーザス) の

再来に備えて、どんなふうに準備が出来ますか？  私達は彼の再来に備えて (聖書を通して) 次のことが出来ま

す：(1)  彼を愛すること,  (2)  彼に従うこと,  (3)  彼に奉仕すること,  (4)  彼の帰りを見つめて期待すること。も

し私達がこの様なことをすれば、彼が来た時、私達は何も恥ずかしくないでしょう。聖書曰く「これらのこと

を証しする方がこう言われる。『しかり、私はすぐに来る。』アーメン。主イエスよ、来てください。」 
ヨハネの黙示録 22:20  

ジーザスは間もなくやって来ます 
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授業#5:  ジーザス（イエス）が来る時（続く） 
 

クリスチャン (キリストの信者) が死ぬ時に何が起こりますか？ 

私達の体は、私達が住んでいる「建物」だと聖書は言います。私達の体は実際に私達ではありません。それ

は私達が住むただの家です。私達は家に住んでいるので、このことは理解できます。建物は私達ではありませ

ん。それは私達が住む、ただの場所です。 

クリスチャンが死ぬ時に何が起こりますか？  彼の魂がただ住んでい

た家から主イエスと一緒になるよう引っ越して行きます。使徒パウロ

は言った「私にとって生きることはキリストにあることで、死ぬこと

は大事なものを得ることだ。」  どうして彼は死ぬことが「得る」こと

と言ったのでしょうか？  死ぬことはキリストと一緒になる事なので、

これが 此処に居るより遥かに良いことです。私達は愛する人達 (クリ

スチャン) が亡くなると、もう会えないので悲しみます。これは自然

ですが、私達クリスチャンは死んだらここに居るより遙かに良い所で

ジ－ザスと一緒であることを心に留めていなければなりません。もし

私達が、天国が、いかに美しい所か見ることが出来れば、亡くなった

人々をこの地上に呼び戻したくは無いでしょう。 
 

私達は死を恐れ無くても良い。 クリスチャンについて、聖書は死を、

ただの「ジ－ザスの内に眠りに付く」と呼んでいます。主イエス曰く

「私は、よみがえりであり、命です。私を信じる者は、例え死んでも

生きるのです。」ヨハネの福音書 11:25 
 

ジ－ザスが来る時、彼は自分に属する人達 (亡くなったクリスチャン) 

の体を生き返らせ、決して死ぬことの無い新しい復活の体を彼等に与える。聖書曰く「私達の住いである地上

の幕屋が壊れても、神の下さる建物 (新しい復活の体) が有ることを、私達は知っています。それは人の手によ

らない、天にある永遠の家です。」コリント人への手紙第二 5:1 
 

その時、私達は何の様ですか？  私達はジ－ザスのようですね！  聖書曰く「愛する者たちよ。私達は今すでに

神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかり、キリストが現れたなら、私達はキリストに

似た者となる事が解っています。何故ならその時、私達はキリストの有りのままの姿を見るからです。」 
ヨハネの手紙第一 3:2 
 

次の授業において、私達はこれ等の大切な質問に対する答えを学ぶでしょう： 

私達は良い行為によって救われますか？ 

グレイス (神の恵み) とは何ですか？ 

如何したら報酬を受けることが出来ますか？ 

神が喜ばない事をし続けるクリスチャン (神の子) には何が起こるのでしょうか？ 
 

授業#6：  救いと報い 
 

親愛なる友へ 

いつの間にか、今ではもう私達は友達になっています。私達は神の言葉

を勉強して沢山の素晴らしいこと学びました。この授業は恵みと報酬に

就いてです。私達がどう救われるのかに関して神の言葉は、何と言って

いるのか私達は、はっきり理解したい。私達が救われた後、受け得られ

る素晴らしい報酬についても私達は学びたいと思います。しかし、第一

に貴方に個人的な質問をしてもいいですか？ 
  

キリストと一緒

に 

ジーザスに 

属して眠る 

クリスチャン 

救いと報い 
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授業#6：  救いと報い（続く） 
 

その質問とは何ですか？   それは世の中で一番大切な質問です。それは非常に個人的で貴方しか答えられない: 

貴方と神との関係・成り行きはどんな具合ですか？ 
言い方を変えて尋ねましょう。もし貴方が今晩死んで、神の前で､「何故、私が貴方を

天国に入れるべきですか？」と訪ねられたら、どう答えますか？  たぶん貴方はこう言

うだろう「私はそんなに悪くなかった、ほかの人達と同様でした。」又は「私はいつも

教会へ行っていた。私は沢山、他の人達に良い事をしました。」 

貴方は何と言うだろうか？ 

もし貴方が上記の様な答えを言おうと思っているなら、それは大間違いです。然し、

「如何して？  これ等は良いでしょう？」と貴方は尋ねる。「はい」良いことですが、

聖書曰く「誰も良い行いをする事で天国には入れません｡」  どんなに一生懸命、私達が

良い事を試みても、私達の良さは決して救われる程、十分ではありません。 
 

クリスチャンの両親を持っている事では救われません。 

教会に行くことや献金する事では救われません。 

良い行為をする事では救われません。 

聖書にあるモーセの十戒を守る事では救われません。 

教会に加わり、洗礼を受ける事では救われません。 
 

これ等の事は良い事ですが聖書曰く「しかし、人は律法の行い

によっては義と認められず、ただキリスト･イエスを信じる信

仰によって義と認められる、…」ガラテヤ人への手紙 2:16 
 

私達はどんなふうに、どうやって救われるのでしょうか？   私

達の良い行いでは無くて、神のグレイス (恵み) に寄って、その

信仰によって私達は救われます。聖書曰く「8 貴方方は､恵みの

故に、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出た

のではなく、神からの賜物です。9 行いによるのではありませ

ん。誰も誇ることの無い為です。」エペソ人への手紙 2:8,9 
 

恵みとは何ですか？  恵みとは､神が私達を愛するが故に､神が私達の為になさったある事です。神は私達を愛

するが故に、救われるよう望むが故に、素晴らしい救いの手段を与えて下さいました。それは何ですか？ 

それは賜物としての永遠の命です！ 

そうです－それは賜物です。天国で永遠の命を持つことは誰もが抱く最も素晴らしいことです。神の言葉によ

ると、それは賜物です。聖書曰く「罪から来る報酬は死です。しかし、神の下さる賜物は、私達の主イエス・

キリストにある永遠の命です。」ローマ人への手紙 6:23 
 

賜物 (ギフト) を受け取るのにどのくらいかかりますか？  

ちょっとの時間です。誰かが貴方にギフトを与える時、

貴方は手を伸ばして取ればそれは貴方の物です。貴方は

働きもせず、お金も払わず、ただ受け取る，それが貴方

の物です。しかし、貴方は「永遠の命のギフトをどう受

け取れるのか？」と質問するだろう。貴方が主イエス 

(ジーザス) を貴方の救い主として受け入れる時、貴方は永遠の命のギフトを

受け取ります。永遠の命は主イエス(ジーザス)･キリスト､御子御自身の内に

あります。貴方が彼を受け入れた時、貴方は永遠の命を受け取ります。聖書

曰く「11 その証とは、神が私達に永遠の命を与えられたと言う事、そしてこ

の命が御子の内にあると言うことです。12御子を持つ者は命を持っており、

神の御子を持たない者は命を持っていません。」ヨハネの手紙･第一･5:11,12  

教会に行くこと 洗礼を受けること 

両親がクリスチャン 善い行い 

これ等の 

ことでは 

救われ 

ません 

イエス·キリスト

を通しての 

救い は 

神の賜物です 

命をギフトとして 

受け取ります 

キリストを救い主 

として受け入れる 

時 私達 は永遠の 
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授業#6：  救いと報い（続く） 
 

だが、貴方は「私が死ぬ時、確かに天国に行くと言う保証が出来ますか？」と尋ねる。「はい」確かに！  も

し貴方がキリストの内にあれば、貴方は永遠の命を持っています。貴方は永遠の命を持っていることを知って

います、何故なら、神が言葉の中でそう言っているからです。聖書曰く「私が神の御子の名を信じている貴方

方に対してこれ等の事を書いたのは、貴方方が永遠の命を持っている事を、貴方方に良く分らせる為です。」
ヨハネの手紙･第一･5:13 

もし神が「なぜ私が貴方を私の天国に入れさせなければならないのか？」と尋ねたら、貴方は「御自身の御

子、イエス･キリスト、が私の救い主で，私の罪の為に死んで下さいました。だから私は永遠の命を持ってい

るとの貴方の言葉です。」と答えられます。神の救いは賜物 (ギフト)であることを覚えておきなさい。貴方が

主イエスを貴方の救い主として受け入れる時､貴方は永遠の命をギフトとして受け取る。では、報酬について

考えてみよう。 

報酬·褒美（ほうび）についてはどうでしょうか？ 

報酬は稼いでもたらせます。貴方は何かを上手にしたことで報酬を貰った事が有りましたか？  神は彼の子 (私

達) に良い事をしたら褒美を与えます。神は救われて無い人達には褒美を与えません、ただ救われた子供たち

だけです。神の救いと報酬 の二つの間に次の大きな違いを見出せば、理解するのに役立つでしょう： 

1.  救いは、無料ですが、報酬 は稼ぎ得なければなりません。 

2.  私達は今、救われるが、報酬 は天国に行くまで与えられません。 

救いはギフトで、貴方はそれを今持っていることを覚えておきなさい。報酬

は稼ぎ得なければならず、それらは私達が天国に行った時、与えられます。 

如何して報酬を稼ぐのですか？ 

私達はキリストに忠実に奉仕する事で報酬を稼ぎます。救われた人々は主の

為にする事で素晴らしい報酬を稼ぎ得られます。主イエス (ジーザス) に忠実

に仕えた人々の為に聖書は幾つかの特別の報酬をについて語っています。そ

れらは「クラウン」と呼ばれています。王冠 (クラウン) とは栄光を与えるもの ― 主イエスと共に主権を握る

ものです。五つの美しいクラウンが救われた信者に報酬として与えられるのです。それは次のものです： 

もし私達が主の為に生きなかったらどうなりますか？ 

もし私達が私達の為に生きて主イエス

(ジーザス) に仕え無かったら私達は少し

も報酬を受け取れません。その代わりと

して、主の前に立った時、私達は恥さら

しになるでしょう。たぶん、貴方は自分

自身に「私は主を喜ばせる人生を送りた

いが、どうすれば、何をすれば、叶えら

れるか知りたい」と言っているかもしれ

ない。神が聖書でそれについて何と言っているか私達は調べるべきです。例えば、人を罵ったり、嘘をついた

り、物を盗んだりしないように神は警告しています。だから、私達はこういう事をすべきではない事を知って

います。では、聖書に述べられていない事は如何しますか？  この場合、私達は自分自身に質問します「ジ－

ザスはこうする事を好んでいるのだろうか？」  もし、そうして欲しくないと思うなら、するな！ 
  

正義 の栄冠 
 

報酬は 

 

忠実に奉仕する事で稼ぎます 

歓喜 の栄冠 栄光 の栄冠 
 

生命 の栄冠 
 

清廉 の栄冠 
 

神の言葉を忠実に

教え説教する人々 
 

ペテロの手紙第一 5:4 

キリストの再来を 

待ち望む人々 
 

テモテの手紙第二 4:8 

クリスチャンの 

人生を欲無く清く 

謙遜に生きた人々 
 

テサロニケの手紙第一 2:19 

他人の魂を 

キリストに 

導いた人々 
 

テサロニケの手紙第一 2:19 

キリストに忠実で

死も含む苦難の試

練に生きた人々 
 

ヨハネの黙示録 2:10 
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授業#6：  救いと報い（続く） 
 

神が喜ばない事をし続けているクリスチャン(神の子) はどう成るのでしょうか？   神は丁度、良い父親が悪い

ことをした子供を正す為に叱るように、その人を懲らしめます。それはその子を愛しているからです。天の父

は良い父親です。彼は私達を非常に愛するが故に、私達が、むやみに反抗したり、人生を破滅に追いやった

り、名を汚したりする事に、我慢出来ません。神は私達が悪い事をすると私達の心に話しかけますが、耳を傾

けず、その反抗心を変えなければ、神は私達を懲らしめます。 

神はどの様にして私達を懲らしめますか？   彼は私達の生活に心配事をもたらして懲らしめます。天の父が私

達を懲らしめる時は、私達を愛するからと言うことを覚えておきましょう。聖書曰く「主は其の愛する者を懲

らしめ、受け入れる全ての子に、鞭を加えられるからである｡」ヘブル人への手紙 12:6 

クリスチャンは皆、審査されます（裁かれます）！ 

すでに、貴方は人生をクリスチャンとして如何に生きるかが大変大切だ

と確かに悟ったことでしょう。何時か私達が主イエスの前に立って裁か

れることは聖書に書かれています。全ての信者は救われた後の自分の行

いが良いか悪いかについて裁かれます。この裁判は「キリストの裁きの

座, "the Judgment Seat of Christ."」と 呼ばれます。聖書曰く「何故なら、

私達はみな、キリストの裁きの座に現われて、善であれ悪であれ、各自

その肉体にあってした行為に応じて報いを受ける事になるからです。」
コリント人への手紙 第二 5:10 

この裁きは私達が天国に行けるか行け無いかではありません。全ての信

者 (クリスチャン) は天国に行きます。この裁きは報酬の為です。 

もし私達が誠実に主イエス (ジーザス) に仕えていたら私達は主より褒美

が貰えるので､これは偉大な歓喜の時です。もし主の為に生きず、この

世の中の面白くて楽しい時間に、私達が生きてきたならば、それは恥じ

られます。たぶん私達のある者は、私達が初めから、もう一度生活をや

り直せたらと望むだろうが、それは不可能な事です。主イエス（ジーザス）の為に生きるのは今です。 

「人生はただ一度、それは間も無く過ぎて仕舞う、キリストの為にした事だけが持ちこたえ生き続ける。」 

貴方は魂の勝利者に成るかも知れない！ 

貴方はキリストが救い主だとは知っていない人々を知っていますか？  貴方はその人達

にその救いを勝ち取らせてあげたいと思いますか？  模しそうなら、その人達の為に祈

ることを始めなさい。その人達にその救い主について話しなさい。 

もし貴方がその人達をキリストに導いて勝ち取らせたら貴方は 天国で報いられます。

貴方は魂の勝利者としての王冠 (クラウン) を受け取り、貴方は星の様に永遠に輝きま

す。聖書曰く「思慮深い人々は大空の輝きの様に輝き、多くの者を義とした者は、世々

限りなく、星の様になる。」ダニエル書 12:3 
 

救いは 賜物 (ギフト) で報酬は忠実な奉仕で勝ち取ります。 

次のこれ等の聖書の節を覚えなさい： 

「罪から来る報酬は死です。然し、神の下さる賜物は、私達の主イエス・キリストにある永遠の命です。」 
ローマ人への手紙 6:23 
 

「8 貴方方は､ 恵みの故に、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神から

の賜物です。9 行いによるのではありません。誰も誇ることの無いためです。」エペソ人への手紙 2:8,9 
 

「主はその愛する者を懲らしめ、受け入れる全ての子に、鞭を加えられるからである。」 
ヘブル人への手紙 12:6 
 

「何故なら私達はみな、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に

応じて報いを受ける事になるからです。」コリント人への手紙 第二 5:10 
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授業#7:  神が貴方に知って欲しい四項目 
 

親愛なる友へ 

全ての貴方の罪は貴方がキリストを救い主として受け入れ信じた時、許されたのです。

貴方が犯したどの罪もことごとく十字架でのキリストの死によって買い取られたので

す。聖書曰く「子供たちよ、私がこれを書き送るのは、主の御名によって、貴方方の罪

が許されたからです｡」ヨハネの手紙 第一 2:12 

これは素晴らしい事ですが、貴方は恐ろしい敵､サタン､を持っていることを忘れてはい

けません。貴方はサタンを大変怒らせる方向に，歩む道に、踏み込んだからです。貴方

は彼から離れて主イエスに属する人々に加わったからです。誰もキリストの為に生きよ

うとする者は、間もなくサタンに攻撃されます。サタンは神の家族から貴方を手に入れ

ることは出来ませんが､ 彼は貴方を思いとどませるよう出来る事は何でもします。彼は

貴方が救われた事について疑いを貴方にもたらします。彼は貴方に決して誘惑には勝て

ないと言うだろう。彼は神の愛が貴方に在る事を疑わせようと色々試みる。然し、神は

すでに貴方の内に良い業を働き始められました。そして貴方は神が其の良い働きを続けられる事を確信出来

る。聖書曰く「貴方方の内に良い業・働きを始められた方は、キリスト・イエスの日が来るまでにそれを完成

させて下さることを私は固く信じているのです｡」ピリピ人への手紙 1:6 

この授業#7 では、神が私達に知って欲しい四つの事を貴方に話します。それぞれの聖書の節を先ず与えまし

ょう。サタンの誘惑に答えるのに、これ等の節を私達がどう使うか貴方に示します。それぞれの節を必ず覚え

てください。 

1.  貴方が救われていることを、神は貴方に知って欲しいと 思っています。 

「11 その証とは、神が私達に、永遠の命を与えられたということ，そしてこの命が御子の内にあると言うこと

です。12 御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません｡」 
ヨハネの手紙 第一 5:11, 12 

貴方が救われた後、まず一つ最初にサタンが貴方にする事は､貴方自身に貴方が救われた事に疑いをもたらし

ます。 たぶん、次の様な質問を貴方の心に投げ掛けるでしょう：「ただキリストを信じることで救われたと

は思わないでしょう？  それは簡単すぎる。その上、貴方はまだ前と同じ

だ。誰も如何して救われたか､その確証を知らないではないか？」 サタン

がこの様な思考を貴方の心に投げ入れた時､貴方は何と答えますか？  貴方

は「私が､このように気持ちが良いので､救われている」とは言えません。

何故なら、明日はその気分は変わるかもしれません。 

私達が救われていることを知る方法は神の言葉に

よるもので、私達の感情·感じではありません。

私達の感情は毎日変わりますが神の言葉は常に同

じです。神は言葉で何と言っていますか？  彼はこう言っています「もし貴方がキリ

ストを貴方の救い主として受け入れるならば、貴方は永遠の命を持ちます｡」  貴方は

こう言えます「私は救われていることを知っています、何故なら、神がそう言葉で

言っているからです｡」 

主イエス (ジーザス) は私達を救うだけでなく、彼は私達のその状態を守ります。彼

は私達を「羊, シープ」と呼び、決して失わないと言います。ジーザス曰く「27 私の

羊は私の声を聞き分けます。また私は彼等を知っています。そして彼等は私に付いて来ます。28 私は彼等に永

遠の命を与えます。彼等は決して滅びる (失われる) ことがなく、また、誰も私の手から彼等を奪い去るような

ことはありません｡」ヨハネの福音書 10:27,28 
 

ここの「滅びる」と言う言葉は「失われる」と言う意味です。私達は決して失われることはないとキリストは

言っています。何故なら、彼の父の手の内に私達は居るのですから。ジ－ザス曰く「私に彼等をお与えになっ

た父は、全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼等を奪い去ることは出来ません｡」 
ヨハネの福音書 10:29  

今, 私は救われて居ます 

何故なら、神がそう言われた 
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授業#7:  神が貴方に知って欲しい四項目（続く） 
 

2. 貴方は誘惑に打ち勝つ事が出来るという事を神は貴方に知って欲しい｡ 

「貴方方の会った試練は皆､人の知らない様なものではありません。神は忠実な方ですから、貴方方を耐える

ことの出来ないような試練に会わせる様な事は無さいません。むしろ、耐えることの出来るように、試練とと

もに、脱出の道も備えて下さいます｡」コリント人への手紙 第一 10:13 
 

ここにもう一つサタンが貴方を攻撃する方法があります。彼は貴方の心に次の様な考えを植え付けます： 

「結構なことだ，いかにも貴方は神の子かも、然し、貴方は敗北したクリスチャンで常に失敗する。貴方は如

何しようもない確実な罪を人生に背負っている。貴方は過去に失敗した、そして失敗し続けるだろう｡」 

私達のサタンに対する武器は言うまでもなく神の言葉です。ここで上記の聖書の長い節を四つに分けて何と

言っているか見てみましょう： 

 「貴方方の会った試練は皆、人の知らない様なものではありません｡」この意味は「他の人々も貴方と

同じ様にその誘惑·試練を受けている」と言うことです｡ 

 「神は忠実な方ですから」この意味は「神は､すると言ったことは必ずする。貴方はそれを事実と見な

せる」と言うことです｡ 

 「貴方方を耐えることの出来ないような試練に会わせる様な事は無さいません｡」この意味は「神は貴

方が耐え切れない試練を敢えてさせようとはしない」と言うことです。 

 「むしろ、耐えることの出来るように、試練とともに、脱出の道も備えて下さいます｡」この意味は

「神は常に貴方が罪を犯さずにその試練に耐えられるよう、その道を作っている」と言うことです｡ 
 

この聖書の節を確かに覚えなさい。それは長い節です。それを完全に学び覚えるには､ちょっと時間がかかる

が心で知り覚えるまで頑張りなさい。そして誘惑の魔手·試練に会った時その言葉を使いなさい。私達はいつ

も酷いことをするように､そそのかされるので､時々サタンは私達が罪を犯したように思わせます。然し､誘惑

は罪ではありません。私達は誘惑に屈服･降参･負ける時､罪を犯します。主イエス (ジーザス) は私達と同じよ

うに何度も誘惑されましたが決して罪を犯しませんでした。 
 

貴方がこの世に住む限りこの誘惑の問題 は避けられません。しかし、神の助けで貴方はこの誘惑に打ち勝つ

事が出来きます。神は貴方に､この誘惑･サタンのことを恐れ無いで欲しいと言っています。聖書曰く「神が私

達に与えて下さったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊です｡」テモテヘの手紙 第二 1:7 
 

罪を犯す必要が無いように神は誘惑に耐える力を貴方に与えます。 

3. 貴方が罪を犯した時､神が貴方に知って欲しい事は彼はそれを許

すと言うことです。聖書曰く「もし私達が自分の罪を告白･言い

表わすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、全て

の悪から私達を清めて下さいます｡」ヨハネの手紙 第一 1:9 
 

私達が罪を犯す必要は無いと言う理屈は本当です。私達は罪深い本

性を持ち､よく失敗する事も本当です。聖書曰く「もし罪は無いと

言うなら､私達は自分を欺いており､真理は私達の内にありませ

ん｡」ヨハネの手紙 第一 1:8 
 

私達が罪を犯した時､何が起こりますか？  直ちに､サタンが来て私

達を強く非難します：「そら見ろ、やってしまった！ 君はクリスチ

ャンの筈なのに君がやった事を良く見ろ。クリスチャンはそんな事

をしないはずだ。そら､神は今､不機嫌で君を許さないだろう｡」 

私達が罪のことを考える時､それが間違いであり又､神がそれを嫌う

ことを認め無ければなりません。しかし、神は言葉で何と言ってい

ますか？  聖書曰く「もし私達が自分の罪を告白･言い現すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦

し、全ての悪から私達を清めて下さいます｡」ヨハネの手紙 第一 1:9 
  

悪魔の誘惑に勝てるように神の鎧兜 

(よろいかぶと) を身に着けなさい 

神の 

救い 
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何度も失敗しても私達がその罪を神に告白すれば彼は許すことを約束します。神は私達の罪を嫌いますが､私

達を愛しています。私達への神の愛は決して変わりません。神は言葉·聖書でこう言います「…永遠の愛をもっ

て私は貴方を愛した。それ故、私は貴方に誠実を尽くし続けた｡」エレミヤ書 31:3 

神は全ての人を愛すが特に彼の子供 (神の子) クリスチャンを愛す。貴方は、如何して神

は､私達がそんなに弱く罪深いのに､私達を愛することが出来るのか不思議に思うだろ

う。神がそんなに私達を愛する､その理由は､私達はキリストに属するからです。神が私

達を見る時､彼は私達を「キリストの中」に見ます。神は自分の息子を愛する様に私達

を愛します。これは私達にとって信じ難いが事実です。主イエス (ジーザス) 曰く「それ

は貴方方が私 (ジーザス) を愛し､又、私を神から出て来た者と信じたので、父御自身が

貴方方を愛して居られるからです｡」ヨハネの福音書 16:27 

4.  神は礼拝･祈祷する者に耳を傾けそれに応じることを貴方方に知って欲しいと思う。 

ジーザス曰く「貴方方は今まで、何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば与え

られるのです。それは貴方方の喜びが満ち満ちたものとなるためです｡」ヨハネの福音書 16:24 

クリスチャンに成ると言うことはもはや問題が無いという意味では有りません。主イエス (ジーザス) は彼の

言葉の中に、こう言っている「私達はこの世の中に沢山の心配事や問題を持っている｡」 

貴方方が大変な問題を抱えている時、サタンは何をしますか？  彼は貴方方に神の愛とか忠実性というものを

疑わせ、色々と試みる。サタンは貴方方の心に､こんな考えを植え付ける：「神は貴方方のことを気に掛けて

はいない。もし気にするなら貴方方にこんな事を起こさないだろう｡」又は、何かこんな事を言うかも：「神

は遠くに居て､もっと大切な事に関心を持っている。彼は忙しくて貴方方の問題に係わっている暇は無い｡」 

然し、聖書は何と言っていますか？ 

聖書曰く「神は私達の天の父で､御自身の子供達の礼拝･祈祷に耳を傾け応じて下さいま

す｡」神は私達を愛しています、そして彼は私達が全ての問題を持って相談に来る事を

望んでいます。聖書曰く「貴方方の思い煩いを、一切神に委ねなさい。神が貴方方の事

を心配して下さるからです｡」ペテロの手紙第一 5:7 

私達の必要·要求について私達は何をするべきですか？  私達はそれについて天の父に、

ジーザスの名によって、祈るべきです。神は天の父で在ることをジーザスが教えて下さ

いました。私達は彼に近づき必要なものを彼に尋ねる事に成っています。ジーザス曰く

「貴方方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれ

ば与えられるのです。それは貴方方の喜びが満ち満ちたものとなるためです｡」ヨハネの福音書 16:24 

私達が人生に､ある罪を犯していて、其れを諦めるか･改め無いでいるなら､神は私達の祈りを聞く耳を持ちま

せん。しかし、私達が何時も彼に従い、彼を喜ばす事をするならば、神は私達が頼む事を聞いてくださいま

す。聖書曰く「また求める物は何でも神から頂くことが出来ます。何故なら、私達が神の命令を守り､神に喜

ばれることを行っているからです｡」ヨハネの手紙 第一 3:22 

これ等の事を記憶しなさい。この授業で四つの素晴らしいことを学びました。それらを復習しましょう： 

1.  神が貴方方に知って欲しいのは「貴方は救われている」ヨハネの手紙 第一 5:11, 12 

2.  神が貴方方に知って欲しいのは「貴方は誘惑に打ち勝つ事が出来る」コリント人への手紙 第一 10:13 

3.  神が貴方方に知って欲しいのは「罪を犯した時､神は貴方を許す」ヨハネの手紙 第一 1:9 

4.  神が貴方方に知って欲しいのは「神は貴方の祈りを聞きて答える」ヨハネの福音書 16:24 

主が貴方の為になさったこんな素晴らしい事を考えたら、その見返りに貴方は何をしたいと思いますか？  そ

の見返りとして主を愛したく思うでしょう？  ただそれを主が貴方に望んでいます！  貴方の中に住んでいる､

主イエス (ジーザス) は人です。彼は，貴方を愛し、貴方が彼を力いっぱい心から愛することを望んでいます。

聖書曰く「私達は愛し合っています。神がまず私達を愛して下さったからです｡」ヨハネの手紙第一 4:19 

「力いっぱい心から主イエスを愛する」という意味は貴方の人生の第一番に彼を考えると言うことです。貴方

が彼を力いっぱい愛し、彼の喜ぶ事をすれば、それは彼の心に喜びをもたらします。神は私が救われていて､

いつも気を付けて貰っている事を私に知って欲しいと思っています。  
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どうやって神 (God The Father) を喜ばすか､その方法 

私達が本当に救われている事を知る方法の一つは，私達が神を喜ばしたいと望む事です。如何したら貴方が

彼を喜ばせるか知りたいとは思いませんか？  その幾つかの方法をここに掲げて見ました： 

1．私達が彼を愛する時、神は喜ぶ。心の底から力いっぱい彼を愛することを神は私達に望んでいる。聖書に

書かれているある出来事で、一人の男がジーザスに「全ての掟で一番大切で重要なのは何ですか？」と尋ね

た。ジーザス曰く「心 (heart) を尽くし、思い (soul) を尽くし、知力 (mind) を尽くして、貴方の神である主を

愛せよ｡」マタイの福音書 22:37 

2．私達が彼御自身の息子を愛する時、神は喜ぶ。神は全ての人を愛すが、特に彼御自身の息子を愛する人々

を愛す。ジーザス曰く「それは貴方方が私を愛し、また、私を神から出てきた者と信じたので、父御自身が貴

方方を愛しておられるからです｡」ヨハネの福音書 16:27 

3．私達が彼に従う時、神は喜ぶ。聖書曰く「神を愛することは、神の命令を守ることです。その命令は重荷

とはなりません｡」ヨハネの手紙第一 5:3 

4．私達が彼を信じる時、神は喜ぶ。神は愛を 信じて待つ人々を喜ぶ。聖書曰く「主を恐

れる者と恵みを待ち望む者とを主は好まれる｡」詩篇 147:11 

5．私達が彼に感謝する時、神は喜ぶ。聖書曰く「全ての事について、感謝しなさい。こ

れが、キリスト・イエスにあって、神が貴方方に望んでおられることです｡」 
テサロニケ人への手紙 第一 5:18 

6．私達が彼の言葉を学び彼に祈る時、神は喜ぶ。神は彼の言葉を通して私達に話す。私

達が時間を取って聖書(彼の言葉) を読み彼に祈る事を神は喜ぶ。聖書曰く「貴方方が私に留まり、私の言葉が

貴方方に留まるなら、何でも貴方方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、貴方方の為にそれがかなえられ

ます｡」ヨハネの福音書 15:7 

7．私達が、私達の中にキリストを住ませる生き方をする時、神は喜ぶ。ジーザスは私達の全ての罪を私達の

為に拭い去る、その為に死にました。今や、彼が私達の中に住むので、多少なりとも、私達は神を喜ばせる生

活が出来ます。使徒パウロは言った「私にとっては、生きることはキリスト、死ぬこともまた益です｡」 
ピリピ人への手紙 1:21 

キリストは全ての信者の内に住みます。 

全ての信者は「キリストが私の中に住んでいる！」と言えます。今それを貴方自身言ってごらんなさい。 

私を通してキリストの生き方を生きるようにする新しい特権を私は持っています。これが、主イエス (ジーザ

ス) が全ての信者に勤めて欲しい事なのです。使徒パウロは言った「私はキリストと共に十字架に付けられま

した。もはや私が生きているのではなく、キリストが私の内に生きて居られるのです。今私が、この世に生き

ているのは、私を愛し私の為に御自身をお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです｡」 
ガラテヤ人への手紙第一 2:20 

私は新しい目的を持っています。今の私の目的は主イエス･キリストを喜ばせる事です。彼は神です､そして私

の内に住んでいます。私がする全ての事で彼を喜ばすのが私の生涯のゴールです。信者の為に、使徒パウロは

次の様に祈っています：「また、主に叶った歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行の内に実を

結び、神を知る知識を増し加えられますように｡」コロサイ人への手紙 1:10 
 

授業#8: 私の偉大な救い主 
 

親愛なる友へ 

「イエス (ジーザス)・キリストは神の子で、私達の罪の為に十字架にかけ

られ死んで、三日目に再びよみがえった｡」と言うことは信者達、誰もが

知っています。然し、神の子が天国に返った時、何が起きたか全ての信

者達は知っていません。第一に、ジーザスが地上にいた時､彼がどんなふ

うに受け入れられたか、そして､天国に帰って行った時、何が起こったの

か見てみましょう。  私の偉大な救い主 
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ジーザスはこの世で､のけ者にされた。 

主イエスが生まれる何百年前に、聖書は彼が地上で､のけ者にされることを預

言している。聖書曰く「2 地の王達は立ち構え、治める者達は相ともに集ま

り、主と主に油を注がれた者とに逆らう。3『さあ、彼等の枷を打ち砕き、彼

等の綱を、解き捨てよう｡』」詩篇 2:2,3 

預言者イザヤ (Isaiah) もキリストの拒絶を預言しました。イザヤ 曰く「彼は蔑

まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で、病を知っていた。人が顔を背け

るほど蔑まれ、私達も彼を尊ばなかった。」イザヤ書 53:3 

神の子がこの世に入り来た時, 何が起きましたか？  彼はのけ者にされました。

彼の民族·ユダヤ人達でさえも彼をのけ者扱いにしました。聖書曰く「この方は

御自分の国に来られたのに、御自分の民は受け入れなかった｡」 
ヨハネの福音書 1:11 

ジ－ザスは弟子達に彼は宗教上の先導者達に拒否されるだろうと言った。聖書

曰く「それから, 人の子 (ジーザス) は必ず多くの苦しみを受け, 長老, 祭司長, 律

法学者たちに捨てられ, 殺され, 三日目の後に, 蘇られなければならないと、弟

子達に教え始められた。」マルコの福音書 8:31 

キリストは死から蘇った (よみがえった)。 

イエス (ジ－ザス) キリストは、正に彼が言った様に、私達の罪の為に十字架に

かけられ死にました。然し、彼は再び肉と骨のある本当の体になって三日目に

よみがえった。彼の復活は彼が本当に神の子であった事を証明した。聖書曰く

「聖なる御霊によれば、死者の中からの復活により、大能によって公に神の御

子として示された方が、私達の主イエスキリストです｡」  ローマ人への手紙 1:4 

ジ－ザス御自身、三人の人々を死者からよみがえらせましたが、これらの人々

は単に彼等の体に命を取り戻されただけです。やがて時が来れば、彼等は他の

誰かの様に死んでしまわなくてはならなかった。然し、ジ－ザスは、前例と違

って、栄光ある､新しい復活した体として死からよみがえったのです。ジ－ザ

ス曰く「生きている者である。私は死んだが、いつまでも生きている。また、

死と黄泉 (よみ＝ハデス) との鍵を持っている｡」ヨハネの黙示録 1:18 

ある日、ジ－ザスは永久に信者達と一緒になる為に迎えに帰ってくる。 彼が

私達の為に迎えに来る時、主イエス (ジ－ザス) が私達に彼のような栄光ある､

新しい､復活した体を与えてくださる。使徒パウロは言った「20 けれども、私

達の国籍は天にあります。そこから主イエス･キリストが救い主としてお出で

になるのを、私達は待ち望んでいます。21キリストは、万物を御自身に従わせ

る事の出来る御力によって、私達の卑しい体を、御自身の栄光の体と同じ姿に

変えて下さるのです｡」ピリピ人への手紙 3:20,21 

キリストは勝利者として天国に返った。 

古代ロ－マ帝国の将軍は彼等の勝利の獲得を示し英雄を歓迎しながらロ－マに

帰ってくるのが常であった。都市全体が彼等の名誉･対面に備えて巨大な祝賀

会に進展したものだった。勝利した将軍は、チャリオットに敗北した敵兵を鎖

でつないで 都市中を馬で乗り回ったものでした。キリストが天国に帰られた時、彼は、罪､死､サタン､そして

暗闇の全ての力にまさって強力な勝利者として帰参されました。彼は敗北した敵を大衆に見せ示されました。

聖書曰く「神は、キリストにおいて、全ての支配と権威の武装を解除してさらし者とし、彼等を捕虜として凱

旋の行列に加えられました｡」コロサイ人への手紙 2:15 
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キリストは天国の王座に上げられました。 
天の父は愛しい息子の帰りを心から喜んで歓迎し、最高の名誉と力のある

地位･資格を与えました。ジ－ザスは彼の地上での生活を通して、天の父

の栄光を讃えました。十字架にかけられた直前に、このようにジ－ザスは

天の父に祈りました､「4 貴方が私に行なわせる為にお与えになった技を私

は成し遂げて、地上で貴方の栄光を現しました。5 今は父よ、御傍で、私

を栄光で輝かせて下さい｡」ヨハネの福音書 17:4,5 

天の父はジ－ザスに世界で一番高い地位を与えてこの祈りに答えられまし

た。その人、イエス (ジ－ザス) キリストは今、神の父の右側に座られて居

ます。聖書曰く「20 神はその全能の力をキリストの内に働かせて、キリス

トを死者の中からよみがえらせ、天上において御自身の右の座に着かせ

て、21 全ての支配､権威､権力､主権の上に、また、今の世ばかりでなく、

次の来る世においても唱えられる、全ての名の上に高く置かれました｡」エペソ人への手紙 1:20,21 

イエス·キリストに与えられた地位は、天使よりも、霊的な力を持った宇宙の誰よりも、ずっと上です。聖書

は言う「…全てのものは彼の足下・権威の内に有る｡…」エペソ人への手紙 1:22 

聖霊の到来 

張り付けにされる前、ジ－ザスは彼の弟子達 (12 人の使徒) に次の様に教えました「私は人々にのけ者にさ

れ、多くの事で苦しみを受け、そして貼り付けにあいます。然し、三日目に死から甦り、天国へ帰って行った

時、私は神の栄光を讃えられます｡」 

彼が天で栄光を讃えられた時、素晴らしい出来事が起こると彼は言った。それは彼の信

者に全て、聖霊が与えられると云う事です。ジ－ザス曰く「38 私を信じる者は、聖書が

言っているとおりに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。39

これは、イエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イ

エスはまだ栄光を受けて居られ無かったので、御霊はまだ注がれて居なかったからであ

る｡」ヨハネの福音書 7:38,39 

ジ－ザスは弟子達に彼が天国で神の栄光を讃えられた時、聖霊が彼等に与えられるだろ

うと言われました。その日を指さしてジ－ザス曰く「その日には、私が父に居り、貴方

方が私に居り、私が貴方方に居ることが、貴方方に解ります｡」ヨハネの福音書 14:20 

キリストが死からよみがえってから五十日目の後、ペンテコステ (聖霊降臨
こうりん

) の祝祭日

に、ジ－ザスの弟子達百二十人がエルサレム神殿の二階の部屋に居ました。突然、天か

ら強大な風の様な音が来て彼らが座っている議事堂を一杯に満たしました。聖書曰く

「3 また、炎の様な分かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。4 すると、皆なが聖

霊に満たされ、御霊が話させて下さる通りに、他国の言葉で話し出した｡」使徒行伝 2:3,4 
聖霊がやって来た！  これは何を弟子達に証明しますか？  それはその人、イエス (ジ－ザス) キリスト、が今､

天国で神の栄光を讃えられ最高の地位を高められたことを証明しました。間もなく、とても大勢の人々が集ま

りました。どの国からもユダヤ人がいました。彼等は多くの違った言語で喋りましたが、皆それぞれの言語で

弟子達の話を聞いたので彼等はびっくりしました。ペテロが立ち上がり､その大衆に言いました「32 神はこの

イエスを蘇らせました。私達は皆、そのことの証人です。33 ですから、神の右に上げられたイエスが、父から

約束された聖霊を受けて、今貴方方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです｡」 
使徒行伝 2:32,33 

ペンテコステの本当の意味は、この不思議な奇跡では無く、イエス キリストが天地万物の王位に高められ、

その栄光を与えられたキリストから聖霊が地上に降りて来た事です。ペテロ曰く「ですから、イスラエルの全

ての人々は、この事をはっきり知らなければなりません。すなわち、神が今や主イエス･キリストとして、お

立てに成った方を貴方方は十字架に付けたのです｡」使徒行伝 2:36  
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私達はこの世が何も知らない偉大な秘密を学びました。それはイエス (ジーザス)･キリストがこの世で、のけ

者にされたが、彼は天国で一番高い地位に上げられたことです。もし私達がこの世から持ち上げられ天国に連

れて行かれたとしたら、この事､すなわち、キリストが一番優れた名誉と力を持つ地位に在ることに、非常に

私達は感銘させられます。彼は、神の天地万物の中で、一番高い地位に在ります。 

これは私 (クリスチャン) にとって何と言う意味でしょうか？  それは次の四つの事を意味します。 

1.  私は栄光の内にある救い主を持っている。 

一人の若い男が自分の魂を非常に心配して「私は十字架に向かってイエス 

(ジ－ザス) に祈ろうと思う｡」と言った。それを聞いた一人のクリスチャン

の女が「でも彼は今ではもう其処にはいない｡」と言いました。 

この若い男が、その救い主は今､神の右側に居ることを悟った時、それは彼

の生活に大きな変化をもたらしました。そして、それは同じく大きな変化

を私達の生活にもたらすものです。栄光のキリストと結びついた霊的な分

野で神の素晴らしさを見られることは偉大な祝福です。この世で救われて

いない人々は、まだジ－ザスを知りません、彼の偉大な力と栄光について

も彼等は知りません。彼等にとって「キリストは、ただの人間で、少しは

きれいな事を教えて、そして自分の信じたことで死んでしまった。」と思

っている。しかし私達はイエスキリストが、今は天国で神の右側の座に座

り、栄光と名誉の冠を頂いていることを知っている。聖書曰く「ただ、御使いよりも、暫くの間、低くされた

方であるイエスのことは見ています。イエスは、死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりまし

た。その死は、神の恵みによって、全ての人の為に味らわれたものです｡」へブル人への手紙 2:9 

2.  私の救い主は私を愛しています。 

イエス (ジーザス)･キリストは彼の信者を愛しています。彼は常に私達を愛してきま

した。彼は常に私達を愛し続けるでしょう。彼の命を私達の為に葬ることで私達への

愛を彼は証明なさいました。私達はどうでしょう？  貴方は「はい、私は過去､何度も

見捨ててきました。今も私の救い主を見捨てています｡」と言うかも知れない。その

ことは本当かも、然し、貴方に対するキリストの愛はそれに影響を及ぼしません。 

キリスト (ジーザス) は弟子達に言いました「父が私を愛された様に､私も貴方方を愛

しました。私の愛の中に留まりなさい｡」ヨハネの福音書 15:9 

その弟子達は三年間ジ－ザスと一緒に居ました。彼等はジ－ザスが素晴らしい業をして来た事を知っていま

す。彼は彼等を愛し，彼等は彼を愛した，この事を彼等は知っていました。それなのに、彼がユダに裏切られ

逮捕された時、弟子達は皆、彼を見捨てました。聖書曰く「すると、皆がイ

エスを見捨てて、逃げてしまった｡」マルコの福音書 14:50 

ジ－ザスは弟子達を愛することを止めましたか？   いや、止めなかった。 聖

書曰く「さて、過ぎ越しの祭りの前に、此の世を去って父の身元に行くべき

自分の時が来た事を知られたので、世に居る自分のものを愛されたイエス

は、その愛を残るところなく示された｡」ヨハネの福音書 13:1 

主イエスは私について全て知っています。彼は私の失敗について全て知っ

ていますが私を愛することを止めません。ジ－ザスが私を心から愛して下さ

っていることを知る時、私にとって、この瞬間はとても素晴らしい。 

3.  私の救い主は私の為です。 

イエス (ジ－ザス)･キリスト、神の子、は彼の栄光を一時的に傍らに置いて

私達の為にこの世に来ました。聖書曰く「人の子 (キリスト) が来たのも、

仕えられる為ではなく、かえって仕える為であり、また、多くの人の為の、

贖いの代価として、自分の命を与える為なのです｡」マルコの福音書 10:45 
  

…イエスは

死の苦しみ

のゆえに栄

光と誉れの

冠をお受け

になりまし

た ……………  

へブル人へ

の手紙 2:9 

キリスト

は彼の信

者達の為

にある 
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イエス (ジ－ザス)･キリストは私達の為に苦しんで死にました。私達が神の聖なる法律を破った罪人でした。

然し、ジ－ザスがその立場を取り私達の為に死んでくださいました。聖書曰く「キリストも、貴方方を神の身

元に導く為に、義なる方であるのに不義なる人々の為に一度、罪の為に死なれました。但し、肉においては殺

されたが、霊においては生かされたのです｡」ペテロの手紙第一 3:18 

イエス·キリストは私達のため死からよみがえりました。 聖書曰く「主イエスは、私達の罪の為に死に渡さ

れ、私達が義と認められる為に、よみがえられたからです｡」ローマ人への手紙 4:25 

イエス (ジ－ザス)･キリストは今、天国で神の右の座に居ます。彼はそこに栄光を讃えられた人として、また

私達 (彼の信者) の為に居ます。聖書曰く「キリストは本物の模型 (モデル) にすぎない、手で造った聖所に入

られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして、今､私達の為に神の御前に現れて下さるのです｡」 
へブル人への手紙 9:24 

これはどういう意味でしょうか？  それは、その人、イエス (ジ－ザス) は今や天国で王位に有り､この世 (地球) 

にいる信者･クリスチャン の為に存在することを意味します。 

4.  私と私の救い主は聖霊で結ばれています。 

私達の偉大な救い主は天国に居るが、その聖霊はこの地上に居ます。彼は全ての信者の中に住んでいて、私達

の為に次の三つの事をするため天国に居ます： 

(1)  聖霊は私達を慰める為に此処に居る。聖霊は栄光に満ちた高貴な私達の救い主との繋がりです。私達がキ

リストと離れている間、聖霊は私達を慰める為に、此処 (地上·貴方の心の中) に居ます。キリスト曰く「私は

父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主を貴方方にお与えになります。その助け主が何時まで

も貴方方と、共におられるためにです｡」ヨハネの福音書 14:16 

(2)  聖霊は私達を教える為に此処に居る。この宇宙において、霊的な真理を私達に明らかにする人がただ一人

います、その人は聖霊です。キリスト曰く「然し、助け主、すなわち、父が私の名によってお遣わしになる聖

霊は、貴方方に全ての事を教え、また私が貴方方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます｡」 
ヨハネの福音書 14:26 

(3)  聖霊は私達にキリストと彼の栄光について話す為に此処に居る。聖霊は自分自身を語らない、また自分自

身を褒める事もしない。聖霊はキリストのことを証言し彼を誉めそやす為に、此処に居る。彼は神の右の座に

居られるキリストの栄光を証明します。キリスト曰く「私が父のもとから遣わす助け主、すなわち、父から出

る真理の御霊が私について明かします｡」ヨハネの福音書 15:26 

また、キリスト曰く「御霊は私の栄光を現わします。私のものを受けて、貴方方に知らせるからです｡」 
ヨハネの福音書 16:14 

私の救い主が天国で栄光に湛えられ、最高の地位に高められ、そして私の為に居ることを知るのはとても偉大

で素晴らしいことです。そして、その聖霊が､今私の中に住んでいることを知ることは素晴らしい事です。 
 

授業#9 :  新しい家族 

親愛なる友へ 

聖書を理解する秘訣は神が二人の男による人間の人生行路を論じて

いることに目を止めることです。その男はアダム と キリスト です｡ 

聖書の中では、アダムが「第一の人」と呼ばれ、キリストが「第二

の人」と呼んでいます。人の罪と死は、アダム (神の第一の人) が神

に従わなかった事でこの世にやって来ました。救いは、イエス (ジ

－ザス)･キリスト(第二の人) が神に従った人生行路を通して私達にや

って来ました。授業#9 で私達は、この二人の男について学びます。 

神の第一の人 

アダムは「神の第一の人」と呼ばれます。何故なら、彼がこの世で最初の男、すなわち、家族の長･頭(かし

ら) だったからです。人は 生き物でも下級の形からやって来たのではなかった。神が彼を神の形に創造された

のです。聖書曰く「神は人を御自身の形に創造された。神の形に彼 (アダム) を創造し､男と女に彼等を創造さ

れた｡」創世記 1:27  

人はアダムの 

人種から来た 新しい家族 
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授業#9 :  新しい家族（続く） 
 

神はこの地上を満たすほど沢山の人々をお造りには成らなかった。神はただ一人の男、アダム とそして彼の

女を創造された。彼女の名はイブだった。このアダムとイブから全ての人の人種が出てきました。 

如何して神は人を創造されたのでしょうか？  神は自分の栄光と喜びの為に人を造られました。神は民族の全

ての人種を神御自身の形にと望まれたのです。全ての人種が神の栄光を讃えて､喜びに満ちてほしいと思われ

たからです。聖書曰く「主よ。我等の神よ。貴方は栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。貴方は万

物を創造し､貴方の御心ゆえに、万物は存在し､また創造されたのですから｡」ヨハネの黙示録 4:11 

人間は特別に神の形に造られ神の聖霊が彼の中に住み,その人の魂に命が与えられるように出来でいます。 

アダム がこの世に罪と死をもたらしました。 

神は アダム と イブに美しいエデンの園の世話を任せました。満足するよ

うに必要な物は何でも与えましたが一つだけ制限、やってはいけない事を

言いました。それは「善と悪を知る木になるもの」を食べてはいけない事

です。神は曰く「もしこの命令に従わなかったら死ぬだろう｡」  イブはサ

タンに騙されその木の果物を取り食べてしまいました。アダムは騙されな

かったが神に背く事にして彼もその禁じられた果物を取って食べました。 

アダムは、彼が神に従わなかった時点で、罪を犯しました。彼が罪を犯

したその時、彼は肉体的にでは無く精神的･霊的に死んだのです。神を心に持つ代わりにアダムはその時、神

に逆らうこと、罪を選びました。罪と死が、アダムの神への反抗によって、同時にこの世にやって来ました。

アダムが人間の子孫の頭･首席であるから、彼が全ての人類の家族にその罪と死を持って来ました。聖書曰く

「そういうわけで、一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった

のです。何故なら、全人類が罪を犯したからです｡」ローマ人への手紙 5:12 

アダムが罪人の子孫を作り出しました。 

アダムが神に反抗した時、彼はサタンの側に付いた。彼はサタンの支配下にある暗やみ

の権力を掴んだ。アダムが人類の子孫の頭･首席であるから、彼が全ての人類の家族にサ

タンの暗い、罪で強いられた支配下に置きました。 

何か他の事が起きました。アダムの性質が変わりました。神を愛し神の意を望む代わり

に、アダムは今や罪深い性質を持ってしまいました。彼はその罪深い性質を彼の子供達

と全人類に引き継ぎました。聖書曰く「すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって

多くの人が罪びととされたのと同様に､一人の従順によって多くの人が義人とされるので

す｡」ローマ人への手紙 5:19 

アダムの家族は神の喜びを持たらせ無かった。 

アダムの家族が増えるに従って人々は益々邪悪に成っていきました。彼等は全ての種類

の悪行･ひどい事をやってきました。聖書曰く「主は、地上に人の悪が増大し､その心に

思い計ることが皆、いつも悪い事だけに傾くのをご覧になった｡」創世記 6:5 

この世に生れ出た全ての人はこのアダムの 一族の中に生まれました。だからこの世で産まれた全ての人は罪

深い性質を持っています。私達は神の道ではなく、それぞれ自分自身の好きな道を行こうと望みます。聖書曰

く「私達は皆、羊の様にさ迷い、各々、自分勝手な道に向かって行った。然し、主は私達の全ての咎･不義･不

正行為を彼 (主イエス) に負わせた｡」イザヤ書 53:6 

神を尊敬し栄光を与える人類を神はずっと望んでいたが、神の第一の人､アダム、は罪人の人種を造り出して

しまいました。これでは神は満足できませんでした 

キリスト (ジーザス) は神の第二の人です。 

人種のその状態は絶望的でした。私達は神の生活から切り離されていた。私達はサタンが支配する暗い場所に

いた。私達は皆、本質的に罪人であった。 

然し、神は私達を無条件に愛するが故に、第二の人、愛する御自身の息子を私達の救い主としてこの世に送

りました。聖書曰く「第一の人は地から出て、土で造られた者ですが、第二の人は天から出た者です｡」 
コリント人への手紙第一 15:47  

アダムが罪人の 

子孫を造った 

http://ubdavid.org/youth-world/youth.html#country
file:///C:/Users/Ted/AppData/Roaming/Microsoft/Word/口語訳聖書
http://bible.salterrae.net/kougo/html/


聖書研究（若い十代の為の）  神が住む天国と言う国 ファイル: 神の国 

取得元の記事:  http://ubdavid.org/youth-world/youth.html#country 
口語訳聖書ウエブサイト:  http://bible.salterrae.net/kougo/html/ 

2/2/2019-Ted、8/2/19 Page 31 of 58 
 

 

授業#9 :  新しい家族（続く） 
 

誰が神の第二の人ですか？   彼は天からの主です。彼が主イエス (ジーザス) キリスト御自

身です。ジーザス は神の子、天からの神の第二の人です。 

第二の人、ジーザスは、神、彼の父を常に喜ばせました。 

第一の人、アダムは神に従わずこの世に罪と死をもたらしました。然し、第二の人、イエ

ス (ジ－ザス) キリストは常に神､御自身の父に従いました。彼は一度も､決して､罪を犯さな

かった。彼はいつも御自身の父を喜ばす事をしました。ジ－ザス曰く「私を遣わした方は

私と共に居られます。私を一人、残される事はありません。私がいつも、その御心に叶う

事を行うからです｡」ヨハネの福音書 8:29 

二回にわたって神、御自身の父、が天から話かけました「彼がまだ話している間に、見

よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、『これは私の愛する子、私はこれ

を喜ぶ。彼の言う事を聞きなさい｡』と言う声がした｡」マタイの福音書 17:5 

神の第二の人はキリストです。 

イエス (ジ－ザス) キリストは、私達の罪を片付け、新しい命を与える為にやって来ました。 これをするのに

彼は私達の身代わりになりました。私達の全ての罪が彼の上に被された。それが理由で、罪の無い潔白な神御

自身の子が、そんなひどい死に方をしました。ジ－ザスは十字架に掛けられて死に埋葬されましたが、三日目

に再びよみがえりました。復活した後、四十日を越える期間、何回も彼は信者･弟子達の前に現れました。そ

して、彼は天国へ帰って行きました。 

神は今その第二の人、イエス (ジ－ザス) キリストを目の前にして喜びに満ちている。神は全ての事を彼に任

せた。神は彼をこの宇宙の「全ての主」としての権限を与えた。聖書曰く「父は御子を愛して居られ、万物を

御子の手にお渡しになった。」ヨハネの福音書 3:35 

イエス (ジ－ザス) キリストは新しい神の家族の頭です。 

神はキリストを「全ての主」とすると同時に「神の子の頭」とさ

れました。神の子とは神の家族のことです。私達はアダムの罪深

い家族に生まれました。肉体的な出産においては、全ての人はア

ダムの家族に入ります。この家族は神の裁きの内にあります。聖

書曰く「全ての魂･命は私のもの。父の命も、子の命も私のも

の。罪を犯した者は、その魂は死ぬ｡」エゼキエル書 18:4 

如何したらアダムの罪深い家族から抜け出して神の新しい家族に移り住むことができようか？ 

それにはただ一つの方法しかありません。私達はもう一度、生まれなければなりません。ジ－ザス曰く「イエ

スは答えて言われた｡『よくよく貴方に言っておく。人は新しく生まれ無ければ、神の国を見ることは出来ま

せん｡』」ヨハネの福音書 3:3 

全ての人がもう一度生まれる必要があります。如何して？  何故なら、皆、神の裁き下にあるアダムの罪深い

家族に生まれて来たからです。誰とも問わず、もし貴方が天国に行きたければ、貴方は二度生まれ無ければな

りません。ジ－ザス曰く「貴方は二度生まれ無ければなりません｡」どう私達は二度生まれるのか？  神の子を

信じて彼を私達の救い主として受け入れることによってです。聖書曰く「しかし，この方を受け入れた人々即

ち，その名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった｡」ヨハネの福音書 1:12 

私は新しい家族を持っています。 

私がイエス (ジ－ザス) キリストを私の救い主として受け入れた瞬間､何もかもが変わりました！  私の全ての

罪が許されました。私は神の家族に生まれ出ました。私は最早サタンの暗黒の支配下には居ない。その代わり

に、私は親愛なる神の御子の支配下に居ます。その聖霊が私の中に住み込んでいます。 

私は神の愛を知っています。 

十字架の上での神の子･イエス·キリストの死は、私達の為への偉大な神の愛の永久の証です。神は愛する御自

身の息子を私達の罪を償うため身代りとしてこの世に与える事で神の偉大な愛を示された。聖書曰く「然し、

私達がまだ罪人で会った時、キリストが私達の為に死んで下さった事により、神は私達に対する御自身の愛を

明らかにしておられます｡」ローマ人への手紙 5:8  

アダムの罪深い家族                            神の子供たち 

神の最初の人 

アダム 
神の二度目の人 

キリスト 
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授業#9 :  新しい家族（続く） 
 

神は喜んで私達を受け入れる。 

ジ－ザスは霊的な真実を教えるのに、例え話をよく使いました。その 例え話は素

晴らしい意味を持った､この世の中の物語です。ルカの福音書の十五章に､素晴ら

しい「放蕩息子」の例え話を、ジ－ザスが私達に与えてくれました。その放蕩息

子は私達を代表し、その父は神を意味します。この 例え話においては、ある男が

二人の息子を持っていました。年下の息子は家を出て自分のしたいことをやりた

いと思いました。彼は父親に、家の財産の自分の部分だけ、分けて貰うように頼

んだ。父親が留まるよう請い求めたが、その息子は自分自身の道を行く決意を曲

げなかった事を私達は想像できます。 

父親はその息子に彼の財産の分け前を与えました。その息子はその財産を貰

って遥か遠い国へ行ってしまいました。其処で彼はその相続財産を罪深い暮

らしに浪費して仕舞いました。 

持っていた全てを使い果たしたその時期に、大変な飢饉がその地にやって来

ました。その息子は今ひどい状態に自分自身が置かされて居ることに気づき

ました。彼は汚く､ぼろを着ていました。彼はひどく、お腹を空かし豚にや

る穀物を欲しがって食べていました。 

ある日、その息子は父親の家での事、そこでは全てが良かった事など思い始

めていました。自分に言い聞かせました「父の所では沢山の雇われた召使い

が居て十分なパンも有ろうが自分は空腹で死にそうだ！ 立ち上がって父の所

に行き父にこう言おう『お父さん、私は天に､そして貴方に､罪を犯しまし

た。最早、貴方の息子としての価値は有りません。どうぞ、私を貴方の召し使い

として雇って下さい｡』」 

彼は起き上がって父親の元へ帰り始めました。これを聖書はレペンタンス (悔い

改め) と呼びます。それは元に振り向くことです。貴方が悪い道へ向かって居た

と気が付いた時、振り返り、神の元に行く事がレペンタンス (悔い改め)です。 

長い道程を帰る途中、その息子は父親が彼をどう受け入れるだろうか、と言うま

でもなく思案しました。彼は怒っているだろうか？  自分が勝手なことをしたので

帰るところは無いと言うだろうか？ 

父親は彼を受け入れましたか？  聖書曰く「こうして彼は立ち上がって、自分の

父の元に行った。ところが、まだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけ、可哀

想に思い、走り寄って彼を抱き口づけした｡」ルカの福音書 15:20 

神御自身が「急いでいた」と言う状態は、この光景しか、聖書には見られませ

ん。父親は走って行って、キリストを救い主として信じ悔い改めて父の元に、、

帰って来た罪人 (息子) に会う。 

もしかしたら貴方は決して救われないかも。貴方は自分が罪人である事を知って

いる。サタンは言います「お前の様な奴に神から何か貰えると思うな｡」然し、

サタンは嘘つきです。神は何と言いますか？  彼は言います「さあ、来たれ。論

じ合おう。たとい、貴方方の罪が緋の様に赤くても、雪の様に白く成る。たと

い、紅の様に赤くても、羊の毛の様になる｡」イザヤ書 1:18 

もしかしたら、いつか前に、貴方はキリストを救い主として信じ受け入れた、然

し、今は彼から背き自分自身の道に進んで行った。貴方は少しの間、神から離れてしまったが、今、貴方は自

分の人生にうんざりしている。貴方は神の元に帰って来たいが神が自分をどう受け取るか疑問に思います。こ

の例え話は神が貴方をどう受け入れるかを目に見えるよう現わしています。 

最早これ以上、待つのは止めなさい。神の元に今､そのままの貴方で来なさい。貴方が想像しているより､もっ

と神は優しく慈悲深ことに気づくでしょう。彼は貴方を喜んで歓迎するでしょう。  
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授業#10: キリストにある新しい身体 
 

親愛なる友へ 

前の授業では、神がアダムとキリストの二人の男によって人類を

取り扱っている事を私達は学びました。アダムが神の一番目の人

で、キリストが神の第二番目の人です。 

神の第一人者、アダム、は神に背きこの世に罪と死をもたらしま

した。この事は、貴方も私も含んだ、全ての人類に影響をおよぼ

しました。何故なら、アダムは人類の、先祖の頭だからです。 

神は何を私達に見ましたか？ 

神が罪深い状態にある私を見られた時、何を見られましたか？ 次の事を見られました: 

● 神は私の数々の罪を見ました。 ● 神は罪人を見ました。 

● 神は私がサタンの暗黒の支配下に居るのを見ました。 

私の状態は絶望的に思われた。私は悪い事を沢山した、私は間違っていた、罪人です､

そしてサタンの暗黒の支配下に居ました。私達は神と正しく接するよう求めるのに、

大抵は間違った末端･突き当りから始めます。私達は先ず私達自身から始めて、その道

を神に近づけようと働きかけます (哲学者の様に) 。然し、これは間違った方法です。 

神は救い主の神です；神御自身の息子を通して私達になさった事を私達が神と一緒

に考え始める時、私達はすでに正しい道から始めています。神と私達との間に立ち

塞がった全ての事･問題から神がどの様にして私達を救ったか見てみましょう。 

神は、私の罪から、どの様にして私を救ったのでしょうか？ 

神は御自身の息子を十字架の上に横た

え私の罪を被ることで許される罪とし

て取り扱いました。聖書曰く「キリス

トは十字架の上で御自身の体に私達の

罪を被った｡」イエス (ジ－ザス) キリ

ストのその血は私の全ての罪を拭い去

ります。神は私の罪を見落さないが許してくれます。何故な

ら、神は御自身の息子の血がその罪の為に流された事を見て知

っているからです。 

神は罪人である私をどう取り扱って下さいましたか？ 

主イエス (ジ－ザス) が私達の罪の為に死なれた理由で神は全て

の私達の罪を永久に許して下さった。聖書曰く「…御子イエスの

血は全ての罪から私達を清めます｡」ヨハネの手紙第一 1:7 

しかし、私はもっと深い問題を持っています：  私は罪人です。

その罪を犯すのは、いつも､この私です。聖書曰く「見よ、全て

の魂は私のもの。父の命(魂)も、子の命(魂)もわたしのもの。罪

を犯した者 (魂)は、その魂が死ぬ。」エゼキエル書 18:4 

私の罪は何処から来るのですか？ それらは私の心から来ます。

それらは私の罪深い本性から来ます。全ての種類の罪は私の心

からその中から来ます。ジ－ザス曰く「21内側から、すなわち

人の心から出て来るものは、悪い考え､不品行､盗み､殺人､22 姦

淫､貪欲､邪ま､欺き､好色､妬み､謗り､高ぶり､愚かさであり、23

これらの悪はみな内側から出て人を汚すのです。」 
マルコの福音書 7:21-23 

もし神が私の全ての罪を許してサタンの暗黒の支配下に罪人として私を置き去りにされれば何か良いことにな

りますか？  神は私のもっと深い問題、私は何であるか、について論じ扱わなければなりません。  

私の罪は重い 

私の罪はキリストに 
負わせた 

不正行為 

姦淫 

姦通, 密通, 不義 

貪欲 

好色 

冒涜, 不敬 

悪考 

 

愚行 

 

 

人殺し 
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神は私の問題を如何に取り扱ったか？  神は十字架の上で私をキリストの中に入れて私の罪を処理されまし

た。キリストがはりつけにされた時、私も彼と一緒にはりつけにされまし

た。私の、何時もの古い･老いた人、聖書で言う「古い人」はキリストと一

緒にはりつけにされました。聖書曰く「私達の古い人がキリストと共に十

字架に付けられたのは、罪の体が滅びて、私達が最早此れからは罪の奴隷

では無くなる為である事を、私達は知っています｡」ローマ人への手紙 6:6 

貴方は「然し、キリストは約二千年前に貼り付けにあった。どうして 

私がキリストと一緒に？」と思って居るかも知れない。 

これを理解するのに役立つよう、一枚の紙

に小さな人を書いて、これを切り抜きまし

ょう。では、その小さな人を取って本の中

に置いて見ましょう。その小さな人は今､何

処にいますか？  彼はその本の中に居ます、

そして、其処に留まるでしょう。 

もし、私達がその本を床の上に置いたと仮

定します。その小さな人は今､何処にいま

すか？   彼は床の上のその本の中に居ます。 

もし、私達がその本をテーブルの上に置いたと仮定します。その小さな人

は今､何処にいますか？  彼はテーブルの上のその本の中に居ます。 

もし、私達がその本を包んで別の都市に送ったと仮定します。その小さな

人は今､何処にいますか？  彼はその都市に居て、その本の中に居ます。もし、私達がその本を水の中につけた

と仮定します。その小さな人は今､何処にいますか？  彼は水の中で、今まで通り本の中に居ます。 

この説明において、その本はキリストを意味し、その小さな人は私を意味します。丁度、私達がその小さな人

を、その本の中に乗せたように、そのように、神が私をキリストの中に乗せるのです。一度その小さな人がそ

の本に乗せられたら、その本に起こった事は何でも、その小さな人にも起こります、何故なら、彼はその本の

中に居るからです。同じ事が私にも起こります。神は私を十字架に付けられたキリストの中に乗せます、する

と、彼に起こった事は何でも、私にも起こります、何故なら、私はキリストの中に居たからです。 

キリストがはりつけにされた時、私は彼と一緒に貼り付けにされました。彼が死んだ時、私も一緒に死にまし

た。彼が埋葬された時、私も一緒に埋葬されました。そして、彼が甦った時、私も再び甦りました。何でも彼

に起こった事は私にも起こりました。 

私自身については､ 死んではいません、然

し、キリストの内にあって、私にとって、こ

れ等のことは本当です。神が私を十字架に付

けられたキリストの中に乗せられたのです。

神の視界から見て、それが私の古い人生の終

わりです。キリストが甦った時、私も新しい

人として甦りました。神が私をキリストの中

に在る新しい人として創造されました。私は

まだ同じ体を持っていますが中身は新しい人

です。聖書曰く「誰でもキリストの内に在る

なら、その人は新しく造られた者です。古い

ものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくな

りました｡」コリント人への手紙第二 5:17 
  

神は私と 

取引します... 

私を十字架の 

キリストの中 

に置くことで 

サタンの暗い支配下 

キリストと一緒に 

十字架に付けられた 

 

 

キリストと 

埋葬された 

神の子 

キリストが 

支配下する 

新しい人 

http://ubdavid.org/youth-world/youth.html#country
file:///C:/Users/Ted/AppData/Roaming/Microsoft/Word/口語訳聖書
http://bible.salterrae.net/kougo/html/


聖書研究（若い十代の為の）  神が住む天国と言う国 ファイル: 神の国 

取得元の記事:  http://ubdavid.org/youth-world/youth.html#country 
口語訳聖書ウエブサイト:  http://bible.salterrae.net/kougo/html/ 

2/2/2019-Ted、8/2/19 Page 35 of 58 
 

 

授業#10: キリストにある新しい身体（続く） 
 

私は新しい場所に居る新しい人です！ 

私は最早サタンの暗黒の支配下に居りません。私は新しい場所に居る新しい人です!   私は今神の御子の支配下

にいます。聖書曰く「12光の中にある、聖徒の相続分に預かる資格を私達に与えて下さった父なる神に、喜び

を持って感謝を捧げる事が出来ますように。13 神は、私達を暗闇の圧制から救い出して、愛する御子の御支配

の中に移して下さいました｡」コロサイ人への手紙 1:12,13 

キリストは私に逆らうすべてのものから私を救ってくださいました。 

キリストが私の為に成さった事を学んだその時はいつも幸せでした。神と私の間に立ち塞ぐ何もかもことごと

く神が取り除いて下さいました。私の罪に関しては如何しましたか？  私の罪はジ－ザスに課せられました。

彼は私の罪の為に尊い血を流してくれました。神はそのジ－ザスの御名によって私をお許しになった。聖書曰

く「子供達よ。私が貴方方に書き送るのは、主の御名によって、貴方方の罪が許されたからです｡」 
ヨハネの手紙第一 2:12 

私の古い･昔の罪深い生活に関しては如何しましたか？  私の古い人生はキリストと一緒に死んだ事で終わりま

した。使徒パウロは言った「私はキリストと一緒に､はりつけにされた｡」私も同じ事が言える、何故なら、キ

リストは私の救い主だからです。私は最早､昔の私ではありません。私はキリストにある新しい人です。サタ

ンの暗闇の支配下は如何成りましたか？  私は最早サタンの暗闇の支配下には居ません。神がそのサタンの暗

闇の支配下から神の御子の支配下に私を乗り換えさせて頂きました。 

神はキリストの中に居る私を見ます。 

私が生まれた時は、私はアダムの罪深い家族に生まれました。神は私をアダムとして見ます。まだ救われて居

ない全ての人を神はアダムとして見られます。 

キリストを私の救い主として私が信じた時、神は私を十字架の上のキリストの中に置かれた。私は彼と一緒

に､はりつけにされた。それがアダムに在った私の古い人生の終わりでした。 

神が私をキリストにある新しい人として創造されたのです。私は最早アダムの中に居ない。私はキリストの

中に居る。私は最早アダムの家族と関係ない。私はキリスト･神の子と関係を持

っています。神は最早私をアダムの家族とは見なさない。彼は今私をキリストの

中に見ます。彼はその調子で何時迄も私をキリストの中に居ると見ます。 

私はキリストの中に居る新しい人である事を勘定に入れる。私は罪と自分自身の

古い罪深い習慣に「ノ－」と言える。聖書曰く「この様に、貴方方も、自分の罪に

対しては死んだ者であり、神に対してはキリスト･イエスにあって生きた者だと思

いなさい｡」ローマ人への手紙 6:11 

放蕩息子 

放蕩息子の話によると、ジ－ザスを私達の救い主として信じ父に接す

れば、如何にして、その父親が私達を受け入れるかについて、ジ－ザ

スがその例え話で表現しています。 父は私達を完全に惜しげ無く許し

ます。父は私達を許すのを好みます！  放蕩息子が帰ってくる時、父は

彼がまだ、ずっと遠くに居る内に彼を見つけました。父は走って行っ

て息子を抱きしめ首にキスをしました。それはただのほおへの軽いキ

スでは有りませんでした。   その瞬間、放蕩息子は二つの事を知りました。第一に、彼は

完全にまた、惜しげ無く、許されたと言う事を知りました。第二に、彼に対しての父の

愛情･心構えを彼は知りました。父の行為によって、彼の父は「君を愛しているよ！…君

を愛しているよ！君を愛しているよ！」と何度も言っていました。これは私が悔い改めて神を信じて近ずく時

この様にして神が私を受け入れてくれる美しい画像です。全ての信者は「神が私の全ての罪をキリストの故に

お許しになった｡」と言えます。私は許されたばかりか、神が私をどう思っているか私は知っている。彼は私

を心の底から愛している！  神の寛大さはキリストの内にある私の為に、無限の愛として流れあふれている。

丁度、父親が哀れな放蕩息子の両腕を巻き付け、心に抱きしめた様に、その父が神なのです。神は言っていま

す「私は貴方を愛しています!  貴方が私に帰って来た事が嬉しくて、嬉しくて」と。  
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神は私に対しての御自分の愛と感情を私に知って貰いたく、聖霊が私の中に住むようにしてくださいまし

た。その聖霊が第一にすることは貴方の心を神の愛で満たして呉れる事です。聖書曰く「この希望は失望に終

わる事が有りません。何故なら、私達に与えられた聖霊によって、神

の愛が私達の心に注がれているからです｡」ローマ人への手紙 5:5 

その例え話の秘訣とは 

放蕩息子の例え話について驚くべきことは私達にその話の秘訣が告げ

られて無い事です。その秘訣とはキリストが十字架に架けられ死にて

葬られた事です。 

神は如何して私の様な罪人を受け入れるのでしょうか？ 

神はキリストが私の為になさったことによって私を認め受け入れられ

ます。キリストの十字架での死は神にとっても、とても偉大で貴重な

ことで、神は私の全ての罪を永遠に取り除くのにこの事で十分だとさ

れました。旧約聖書で、神は罪を償うのに普通には羊を生け贄として

天に捧げるよう信者達に言われた。この様にして、羊が毎日､次々と

生け贄に成っていった、何故なら、それらは不完全な生け贄で決して

罪を取り除くことが出来ませんでした。ジ－ザスが洗礼者ヨハネの前

に現れた時、彼は大声で叫びました。「その翌日、ヨハネは自分の方にイエス (ジ－ザス) が来られるのを見て

言った。『見よ、世の罪を取り除く神の子羊。…』…」ヨハネの福音書 1:29 

ジ－ザスは「神の子羊」とも呼ばれています。— 神御自身が私達の罪の為に用意された生け贄 (犠牲)です。神

御自身の息子が私達の罪の為に死なれたので、もうこれ以上の生け贄は必要ないとされました。神の子に成っ

た、ある信者達の中には自分の全部の罪が許されたかどうか確信する事無く人生を生き長らえています。しか

し私達は今その罪が赦されて居ることを知りました。私の罪に関して心から安心させられる事は、神が用意さ

れた生け贄に神が本当に満足されたことを理解することです。 

神は私に何をして欲しいか？   神は私がイエス (ジ－ザス)・キリストを愛し、私の

為に死んで下さった事に感謝して欲しいと願っています。 

神の偉大な救い 

私自身では恐らく不可能だった事を私の為にして下さったその救いは強大な神の

力によるものです。神は私に逆らう全ての物事を払い除けて下さいました。神は

私をアダムの罪深い家族から連れ出してキリストの家族に入れて下さいました。 

私の罪は全て死んで亡くなりました。私の古い人生はキリストの死と共に終わり

ました。神は私をキリストにある新しい人に創造されたのです。何よりも第一

に、私は 神の心·気持ちが私に向けられている事を知っています。彼が私につい

て、どの様に感じているか私は知っています。神は私を無限に愛しています。 

私達の心配事についてはどうしますか 

クリスチャンに成ると言うことで貴方が楽な生活をするという事は有りません。 

クリスチャンも、不信者と同じ様に、色々な問題、負担、心配事を持っています。神の言葉は私達の心配事に

ついて何をするか私達に告げています。 聖書曰く「何時も主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜び

なさい｡」ピリピ人への手紙 4:4   －これは主からの命令です。私達は常に喜ぶ事にある。私達の状況·境遇に喜

ぶのでは無く、主イエスに喜び感謝するのです。聖書曰く「貴方方の寛容な心を、全ての人に知らせなさい。

主は近いのです｡」ピリピ人への手紙 4:5   私達はいつも喜びに溢れる沢山の原因を持っています。どういう理由

で？  それは主の存在からの理由です。主は私達の中に生きています、だから何時までも私達と一緒です。聖

書曰く「何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、貴方方の願い事を

神に知って頂きなさい｡」ピリピ人への手紙 4:6   

心配事は毎日私達にやって来ます。小さい心配、仲程の心配、そして大きな心配事。私達は案じて、悩んで、

そして、私達の喜びをそれが奪います。  

 

多くの不完全な犠牲 
 

一回の完全な犠牲 
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私の心配事を如何するのか？  主はその心配事を彼に委ねるよう言っている。聖書曰く「貴方方の思い煩い

を、一切､神に委ねなさい。神が貴方方の事を心配して下さるからです｡」ペテロの手紙第一 5:7 

「一切・全て」－ 小さな事も、大きな事と同じ様に、私の願いを知って貰うよう神に祈りましょう。祈りで

一番重要なことは自分の立場に神を連れて来る事です。神は、私の願う全ての事を叶えられると、約束される

だろうか？  いや、神はこれを約束されませんが、もっと良い、あることを約束します。それは「神の秩序｡」  

聖書曰く「そうすれば、人の全ての考えに勝る神の平安が、貴方方の心と思いをキリスト・イエスにあって守

ってくれます｡」ピリピ人への手紙 4:7 

私が何かで悩んでいる時、第一の質問は： その事について主イエスを訪れましたか？  全ての事について私は

彼の所に行く。その困った事を彼の手に委ね、私はこう祈る「主よ、どうぞこの問題が貴方を喜ばす方法で解

決して下さい｡」  私の境遇を神の前にさらし出し、彼が喜ぶような事をするよう任せる時、彼の親切さにおい

て私は、神への私の愛と完全な信頼を示します。私は彼に何をせよとは言いません。 

私が祈りを捧げたその後すぐに、その境遇が変わりましたか？  たぶん、変わらない。然し、素晴らしい変化

が私の中に起こりました。自分の心配事や必要な物について、私が父親･God the Father に近付いた事で、私が

変えられた事です。これまでは、私は心配で不安でしたが、今ではそうではありません。素晴らしい変化が私

の環境にでは無く、私自身に起こりました。私は自分の心に「神の平和」･「神の秩序」を貰いました。 
 

授業 #11:  私の義はキリストにある 
 

親愛なる友へ 

私達は神の栄光を讃えて神と一緒･仲間で在るこ

とを喜ぶように創造されました。神が私達を救う

目的は、私達を神にふさわしい、互いに喜び合

う、神との正しい関係をもたらす事にあります。 
 

神は偉大な宇宙の支配者です。彼は全て光かる

栄光です。彼は完全に純粋で神聖で罪深い生き物を寄せ付けません。 

預言者イザヤはかって一度、王座にある凄く神聖な神を目の前に見ました。直ちに､イザヤは跪いて叫びまし

た「そこで私 (イザヤ) は言った『あゝ、悲しいかな､私はもう駄目だ。私は唇の汚れた者で、唇の汚れた民の

間に住んでいる。しかも万軍の主 (神に対する呼び方) である王を、この目で見たのだから｡』」イザヤ書 6:5 

何が原因でイザヤは泣き叫んだのでしょうか？  それは彼の罪深さの意識からです。イザヤは彼がどんなに罪

深いか知っていた。神の栄光と神聖な面前に無ければ成らない義を彼は持ち合せていない事を知っていた。 

神と仲間であることが喜びと成るには、自分の罪を全部、許されるだけでは無く、私自身が神に満足して貰え

る義を持つこと、又それを培わなければ成らない。許されると言う事は丁度、風呂に入って汚れを落とす様な

事で、義を持つ事は丁度、適切な衣類を正しく身に着ける様な事です。もし私が偉大な殿様、又はキングに面

会するなら、私はそれに、ふさわしい、適当な衣類を着るよう望むでしょう。 

仲間入りをするのに神聖なる神の面前に行こうと思う時、私は特別な着物を自分の身に着けなければ成らな

い事を認めます。私は神に喜ばれる義を身に着け無ければ成りません。 

どの様な義を神は認めますか？  神が認める義はただ一種類、完全な義です。完全な義人に自分自身を創造す

ることは私には出来ません。神がこの完全な義を私の為に規定し提供しなければなりません。 

神の視界から見て、神はどの様に私を完全な義に在る者にするのでしょうか？ 

神はそれをする為に三つの素晴らしい事をして下さいました: 

1. 彼は私の古い人生を終りにしてくださいました。 

2. 彼は私にキリストの内にある新しい人生を下さいました。 

3. 彼は私にキリストを私の義として下さいました。 

簡単に言えば、神は私の自分自身から出た自我･自尊心と言うものを取り除いてキリストを義として学ぶ様に

私にキリストを下さいました。神がどの様にそれを成し遂げるか見てみましょう  

キリスト 
 が私の義です 
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授業 #11:  私の義はキリストにある（続く） 
 

1. 彼は私の古い人生を終りにしてくださいました。 

全ての信者にとって真実である二つの偉大な事実があります: 

それは、キリストは私の為に死にました、そして私はキリストと

共に死にました。如何してキリストが私の為に死んだと解ります

か？ 神の言葉がそう言っているので私はそれを信じます。聖書曰

く「然し、私達がまだ罪人であった時、キリストが私達の為に死

んで下さった事により、神は私達に対する御自身の愛を明らかに

しておられます｡」ローマ人への手紙 5:8 

如何して私がキリストと一緒に死んだと解りますか？  神の言葉が

そう言っているので私はそれを信じます。全ての罪の元である私

の古い罪深い自我･自尊心はキリストと一緒に、はりつけにされま

した。聖書曰く「私達の古い人がキリストと共に十字架につけら

れたのは罪の体が滅びて私達が最早、此れからは罪の奴隷で無く

なる為である事を私達は知っています｡」ローマ人への手紙 6:6 

2. 彼は私にキリストの内にある新しい人生を下さいました。 

私はキリストと一緒に死にました。私は彼と一緒に埋葬されました。神の視界から見て、それが私の古い人生

の終わりでした。今、神が私にこう言います「私が貴方をキリストにある新しい人に創造しました｡」 聖書曰

く「私達は神の作品であって、良い行いをする為にキリスト･イエスにあって造られたのです。神は、私達が

良い行いに歩む様に､その良い行いをも、あらかじめ備えて下さったのです｡」エペソ人への手紙 2:10 

3. 彼は私にキリストを私の義として下さいました。 

自分自身に関して私は義ではないが、神が私を彼から見て完全な義として下

さいました。神は如何したのですか？ 彼は私をキリストの中に置きました。

私はキリストによる神の義に造られたのです。聖書曰く「神は罪を知らない

方を、私達の代わりに罪とされました。それは私達が、この方にあって、神

の義と成る為です｡」コリント人への手紙第二 5:21 

この節は「私はキリストの中に居て、神の義と成された」と言っています。

丁度、神がキリストを見て、完全な義と見られるように、その様に神は私を

見て、自分をキリストに在る完全な義と見られるのです。 

放蕩息子は自分の父親にふさわしく扱われました。 

その放蕩息子が父の元に帰った時、彼は父親

からどう受け入れられるか見当も尽きません

でした。父は走って行って彼を抱きしめキス

をした。その瞬間、その息子は父が彼に対し

てどう感じたかを知った。彼は愛されて居

た、そして心よく受け入れられた事を知っ

た。彼が許され父に受け入れられたにも拘ら

ずその放蕩息子は、完全に幸せであるとは保

証できなかった。見た彼の状態からして彼は

嬉しそうでは無かった。彼はまだ埃だらけの

ぼろ服を着ていた。放蕩息子は父にこう言い

たかっただろう「貴方が私をそんなに愛し、

こんな風に受け入れてくださるのは素晴らし

いけれど、私はそれを喜べない、何故なら、

私は貴方に相応
ふ さ わ

しく在りません｡」 
  

私は彼と 

共に死んだ 

二つの偉大な事実 

キリストは 

私の為に死んだ 

私はキリストの 

中にあって 

神の義とされる 
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授業 #11:  私の義はキリストにある（続く） 
 

父は何をしましたか？   彼は召し使いにこう言った「一番良いローブを持ち出して彼に着

せなさい｡」  この新しいローブがその放蕩息子の汚い服の上に着せたのでは無い事が直

ぐに明らかになります。彼は入浴が与えられ古い衣類は取り除かれました。それから、

その召使が彼にそのベストローブを着せました。それは「べスト ローブ」と呼ばれま

す。何故なら、それ以上の良いローブはそこには無かったからです。 

その息子の立場･境遇は今､どうですか？  彼は汚れ･垢･埃からきれい

に洗われ、清潔な衣服に包まれて、べスト ローブを着ています。彼

は今お父さんの対面に相応しい事を知りました。彼は今では父と一緒に喜び合う事が出来

ます、何故なら、お父さんが彼に相応しくして呉れたからです。息子は「私はこの様に価

値の無い卑しい者だからこのローブを受け入れる気に成れません｡」とは言わなかった。

彼は喜んで父が与えて呉れた物を受け取り, 父を尊敬した。そのべスト ローブは息子を父

親に相応しくしただけで無く、その息子に、それが自分に似合うことを意識させました。 

その べスト ローブ はキリストです。 

この物語は深い絶妙な意味を持っています。 主イエス (ジーザス) は私達にこの物語を語りました。何故な

ら、神の父に相応しく成る様に彼の父が成さった事を彼は私達に知って欲しいと思うからです。神は私の全て

の罪を洗い清められたばかりか、私をキリストにある新しい人に創造されました。そして彼のべスト ローブ

を私に下さる事によって、私の為に完全な義を与えて下さいました。神の「べスト ローブ」とは何ですか？  

神の「べスト ローブ」とは キリストのことです。事実、神は他に私達を神に相応しくするローブは持ち合わ

して居ません。誰もキリストに依らずして神に近づく事は出来ません。 

神は私にキリストを私の義として下さいました。キリストが私の義で在るから、私は神の前に完全な義を持っ

ています。神は私を御自身に相応しくして下さり、それ（キリストに在ること）が似合うと意識して欲しいと

願います。神の前で、私の儀とはその、よみがえられた栄光あるキリスト御自身です。主イエス (ジーザス) は

「主・私達の義」と 旧約聖書のある節に書いています。キリストを聖書曰く「その日、ユダは救われ、イス

ラエルは安らかに住む。その王の名は、『主は私達の正義』と呼ばれよう｡」エレミヤ書 23:6 

私はキリストにあって受け入れられました。 

私がキリストと一緒に死んで復活した事によって、私は今、神と一緒に新しい地面に居る。私は最早アダムの

中に居ない。私は今キリストの中に居る。私はキリストの中に居るから神に受け入れられた。聖書曰く「それ

は神がその愛する方によって私達に与えて下さった恵の栄光が褒め讃えられる為です｡」エペソ人への手紙 1:6 

私がキリストを受け入れる事と、その義を身に付ける事で完全かつ完璧になるのです。私はそれを稼ぎ得なか

った。私がキリストを救い主として受け入れた瞬間、神が私にそれを下さいました。  こ

の神の受諾を私は改良する事は出来ません、そして、その受諾を私は失う事も出来ませ

ん。私はキリストにあって常に神に受け入れられています。 

私達が完全かつ完璧なクリスチャンに成る事のこの意味は、もう罪を犯さない事です

か？  いや、そうではありません。パウロがコリントに住む信者に書いた手紙の中に、私

達に理解し難い様な、ある事を見出します。パウロはこう言う信者を「セイント・聖

徒」、神に忠実な人、と呼びます。同じ手紙の中で、パウロは彼らの生活の中にある恐

ろしい罪業を見出し、その事に付いて語ります。ある者は誇らしげに自慢する、ある者

は争い戦う、そして、ある者は不道徳・不品行な行為で罪を犯しています。 

この説明はどう就けますか？  彼等は信者で在ると同時に信者らしく生きて無いのに、パウロはどんな意味で

彼等を聖徒と言ったのだろうか？  これ等の問いに答えるのに、私達は先ず私達の心的な「姿勢･態度」と「歩

行･振舞」の違いを理解しなければ成りません。 

私の姿勢･態度とは何ですか？ 

私の姿勢･態度とは神がキリストにある私を見る方法·見方です。私の心的態度は完全ですか？ それは常に何

時も完全ですか？  何故完全ですか？ 完全です。何故なら、キリスト御自身が完全であった様に私も彼にあっ

て完全だと神が私を見るからです。  

キリストにある私を

見る神はその姿勢·

態度の完全性を見る 

ベストローブを着せる 
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授業 #11:  私の義はキリストにある（続く） 
 

私の歩行･振舞とは何ですか？ 

私の歩行･振舞は私の行為です。日々､毎日暮らしている生き方です。私の生き方･行為

は完全かつ完璧ですか？  いや、そうではありません。如何して？  何故なら、それは

何を言い，何をするかに掛かって居り、私が完全で無い為、確かな事が出来無いから

です。もし私達の歩む道と方向があらかじめ分かり、その行動行為がこの世での生き

方と言う事を心に留めていたならば、それは大変助かります。私達は私達の姿勢態度

がキリストに在ることを心に留めて置かなくては成りません。 

神は私達のその姿勢態度によって受け入れられます。 

神は常に私のキリストに在る姿勢態度により受け入れて

下さいます。私の行動行為によってではありません。私

がこの世でどう言う風に生きて居るかに依ってではあり

ません。聖書曰く「5 神はただ御心のままに、私達をイエス·キリストによって

御自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めて居られたのです。  6それ

は、神がその愛する方によって私達に与えて下さった恵の栄光が、褒め讃えら

れる為です｡」エペソ人への手紙 1:5,6 

神の前に私の義はキリスト御自身です。キリストは私の「べスト ローブ」で，

神は決して彼のべスト ローブを私から取り戻すことはしません。私の失敗はキ

リストの影響を及ばしません。彼の完全かつ完璧さに何も付け加えたり、取り

除いたりすることは出来ません。私がいくら失敗しようとも神の前にキリスト

は常に私の義であり、彼は何時も完全完璧です。 

私のポジション (姿勢態度) を失う事が出来ますか？ 

私のポジションは，神がキリストにある私を見る方法·見方です。それは私が私である事に依るものでは無

く，キリストが私にとって何であるかに依るものです。 

私はキリストにあるポジションを失う事が出来ますか？   いや、それは決して出来ません。然し、私はそのポ

ジションの喜びを失う事は出来ます。もし私が神を怒らせる事をし続ければ私は自分の喜びを失うでしょう。 

自分の喜びを失う事は、丁度、車の警告の明かりがつく様なものです。それは直ちに訂正する必要のある重大

な問題を持っている事を意味します。神と一緒に私達の問題を如何して正しますか？  私達の罪を神に告白し

その悪い習慣を止める事によって私達はそれを正す事が出来ます。神は聖なる神です。彼は人々の毎日の生活

において聖であって欲しいと思っています。聖書曰く「貴方方を召して下さった聖なる方に習って、貴方方自

身も、あらゆる行いにおいて聖なる者とされなさい｡」ペテロの手紙第一 1:15 

神を喜ばす方法 

どうやって私が神を喜ばす生活が出来るかについて神は言葉で話して下さいまし

た。私が信仰によって歩く時、彼は喜びます。パウロは言った「確かに、私達は見

る所によってでは無く信仰によって歩んでいます｡」コリント人への手紙第二 5:7 

「信仰によって歩く」とは，私がキリストにあって何を期待するか、如何に生きる

か、その神の真実に生きる事を意味します。これに反して、「見た目によって歩

く」とは見解･感情･環境等に縛られた それによって生きる事を意味します。クリ

スチャンとして生きる日々の闘いはこの二つの道のどちらを選ぶかです。 

神は私が彼の真実によって生きる事を願っています。それと言うのは、私がキリストにあってキリストが私

の義である事を知り神に受け入れられる事です。私達がキリストにあってキリストが私達の義である事を聖書

で知ることほど大切な真実はありません。貴方がキリストを貴方の救い主として受け入れた時、この事を神が

貴方の為に成さったのです。もし貴方がこの事に付いて確信出来無ければ、この授業#11 を何度も読んで理解

して下さい。神の前に、貴方が確かにキリストにあり、キリスト御自身が貴方の義、で在るか如何か、貴方に

示すよう神に訪ねてみなさい。私はキリストにあり、キリスト御自身が私の義であり、それで私は神に受け入

れられました。  

日々の暮らし方 

私の 

歩行は 

愛を持って受け入れられた 

私は 
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授業#12:  キリストが私の中に住む！ 
 

親愛なる友へ 

旧約聖書の時代に、神は人々に十戒の掟を与えたり、預言者や教師

達を送ったり、或いは信仰深い国王などを与えました。しかし、ど

の事態にも皆、人は神の栄光を讃たえ讃美する事が出来なかった。 

今、神は御自分の息子、キリスト･イエス (ジーザス) を彼の右の座

に与えている。この人、ジーザス、は彼が地上で成し遂げた事で神

を喜ばしその栄光を讃えました。今は、神が彼を褒め讃たえ彼を通

して私達に恵みを授け様と働き掛けています。神の偉大な救いの全

てがこの讃えられたキリストを通して私達にやって来ます。この偉大な救いを二つの見地･角度から見ると次

の様な二つの簡単な陳述で現せます： 

1) 私がキリストの中に居ます。そして 2) キリストが私の中に居ます。 

私がキリストの中に居るから神が私を心から愛し私を受け入れて下さった

と知ることはとても素晴らしい。しかしながら、私の問題はこれです: 

この世で、クリスチャン生活を如何言う風に生きたら良いのか？ 

その答えは：  私自身一人ではクリスチャン生活は出来ません。クリスチ

ャン生活が一人で出来る人はこの世でただ一人キリスト御自身です。主イ

エス (ジーンズ) は私達にこう言います「私は知っている、貴方は私を愛し

私を喜ばせ様とする、しかし貴方はクリスチャン生活が出来ない事も私は

知っている。だから私が貴方の中に住みにやって来るのだ｡」と。 

クリスチャンに成ると言う事は、宗教的に成るとかクリスチャンの様にふ

るまうよう努める事ではありません。クリスチャンに成る事は、一人の人

を受け入れる事です。その人はこの世で一番素晴らしい人、キリストで

す。クリスチャンとはキリストが住んでいる体を持った人です。 

キリストは弟子達へ帰って来る様に約束しました。 

ジ－ザスが弟子達に彼等から去ることを話した時,彼等は大変悲しみました。だがジーザス曰く「16 私は父に

お願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主を貴方方にお与えになります。その助け主が何時までも貴

方方と、共に居られる為です。17 その方は、真理の御霊です。世はその方を見もせず、知りもしないからで

す。しかし、貴方方はその方を知っています。その方は貴方方と共に住み、貴方方の内に居られるからで

す｡」ヨハネによる福音書 14:16,17 

その聖霊がやって来ると言う事は彼等 (弟子達) の内にキリストがやって来ると言う意味です。ジ－ザスは「私

は貴方を侘びしい目にはさせない。私は必ずやって来る｡」と言われた。ペンテコステ の日、聖霊降臨の祝

日、を参考にすれば、ジ－ザス曰く「その日には、私が父におり、貴方方が私におり、私が貴方方におること

が、貴方方に分かります。」ヨハネによる福音書 14:20 

キリストの復活後四十日間、ジ－ザスは十回以上、弟子達の前に現れました。

ジ－ザスは会う機会ごとに弟子達と話しました、そして又、立ち去りました。 

主は何をしていたのでしょうか？  彼は信者達に彼が前とは違うもう一つの

形、復活した体、である事に慣れて貰う為でした。彼は、今や栄光ある新しい

霊的な体を持ったキリストで、弟子達が愛し知っていた同じジ－ザスでした。

その後で、ジ－ザスは天国に帰って行きました。其れから十日過ぎて、ペンテ

コステ (聖霊降臨)の日に、弟子達は二階の部屋で聖霊が降り下って来るのを待

って居ました。突然、その聖霊が栄光を讃えられたキリストからやって来て皆

座って居る部屋一面を満たしました。弟子達は全てその聖霊に満たされました。 

弟子達は二つの事が起こった事を知りました:  彼等はジ－ザスが栄光を讃えられ天国に上げられ、代わりに彼

の霊を彼等の内に聖霊･ヘルパ－としてくださった事を知りました。彼等はキリストの中にあった、そしてキ

リストは彼らの中にあった。 
  

私の中に 

キリスト 

が住んで 

居る！ 

私はキリストの中に 

キリストは私の中に 

住んで居る！ 
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授業#12:  キリストが私の中に住む！（続く） 
 

キリストは私達の中に彼の霊として住んでいる。 

キリストは弟子達に「自分が此処を去って、代わりに聖霊を皆に送る方が良い｡」と

言いました。如何してこの方が良いのでしょうか？  何故良いかと言うと、聖霊を持

って来ると言う事は主ジ－ザス御自身が弟子達の中に住みにやって来る事を意味した

からです。それはこの世のキリストでは無く栄光を讃えられたキリストが彼等の中に

住みに来る事だからです。ジ－ザス(イエス)･キリストがこの世に人として来られた

時、神として彼はその栄光と特権を其処に(地上に) 置いて来ました。しかし、彼が天

国に帰った時、彼は神として全ての特権を再開しました。彼は今や父の右の座に居

て、天と地に於ける全ての力を持った、栄光を父から与えられた人です。 

ジ－ザス (イエス) キリストは「神であり，人でもある」栄光を讃えられた人として，彼は天国で，肉と骨を

持った本物の体を持ち，父 (ガッド-ざ-ファーザー) の右の座に居ます。神として，彼は何処でも，至る所に居

ます。復活された以前までの，この世の形では，キリストは彼の信者達全てと同時に一緒に居ることは出来な

かった。だが今では彼は同時に一緒に居られるばかりか、私達の中に彼が住む事が出来ます。 

キリストは全ての信者の中に住んでいます。この意味は全ての信者が自分自身、其々、キリストの全部を持つ

事が出来ると言う事です！  彼はいつも居合わせ全てを満たす友達として常に私と一緒です。私は彼に私の全

ての問題や重荷について話す事が出来ます。 

如何してキリストが私の中に来ましたか？ 

キリストが何故，彼の信者達の中に住みに来られたかの理由として色々上げられますが，そ

のうちの次の様な事を考えて見ましょう。 

キリストが私の中に住みに来られた、何故なら神が私に望まれる様な人に私が成れる様に。

私はクリスチャン生活を自分自身では生きられないが「私は来る、そして貴方の中に生き

る」とキリストが言われた様に、キリストと一緒ならクリスチャン生活が出来るかも。 

キリストが私の中に住みに来られた、何故なら私が身近に彼の栄光･名誉を讃たえ讃美する事が出来る様に。

キリストは私達に愛と力を与え、正しい生き方を証明しました。私達は同じ様に他人の人生を変える彼の技

量･業を分かち合い、義の生き方を証明し、彼の栄光を讃たえる、その為に私達は此処に居ます。 

キリストが私の中に住みに来られた、何故なら私が此処で彼の仕事を受け継いで行く事が出来る様に。サタン

がキリストを殺す為に悪意のある人々を扇動した時，サタンは此処地上でのキリストの仕事は此れで終わりを

告げたと思った。しかし彼はそれ以上の間違は無かった (それは大きな間違いだった)。神がキリストを死から

蘇らせて天国で一番高い地位に上げられました。それからキリストは彼を信じる全ての人々の心に霊と成って

帰って来ました。今では信者には皆ことごとくキリストが住んでいます。この地上で一人のキリストを取り扱 

う代わりに、サタンは 今では数百万のキリストが住む信者達を取り扱うことになります。 

神はキリストを私達に与える事で私達の全ての要求を満たします。 

この世で私が神を喜ばせる人生を送るのに必要な事をリストして頼ま

れたなら、次の様な事がリスト出来るでしょう： 私が必要なのは 

知恵・愛・平安・喜び・強さ・忍耐力・満足・能力 などなどと． 

私のリストはもっと多くの事を含むでしょう。いや全く、私は自分が

必要なもの全てを知って居ません。しかし、神は私が何を必要として

いるか全て知って居ます，自分が思っても見無かった事までも。 

神は如何して私の霊的な要求に対処するのでしょうか？  それは私に

キリストを与え私の中に住み込むことによってです。私達は神から 

全ての事を会得しますが、それは自分がもう一人の人に在る時です｡

私達はキリストに在ってそれを得られるのです。聖書曰く「私達の主

イエス・キリストの父なる神が褒め讃えられますように。神はキリス

トにおいて、天にある全ての霊的祝福をもって私達を祝福して下さい

ました｡」エペソ人への手紙 1:3  

善·良さ 

義·正しさ 

力·強さ 

全能力·権力 

愛·愛情 

喜び·楽しさ 

希望·望み 

純潔·純粋 

勝利·優勝 

私は 

貴方の 
優しさ 

柔和さ 

神聖さ 

真実さ 

道則·方法 

人生·命 

平安·安らぎ 

知恵·知識 

忍耐·我慢 
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授業#12:  キリストが私の中に住む！（続く） 
 

私達は神の右に座しているキリストの中に万事全てが在ると言う事を見抜く必要があります。私達にキリスト

を与えることで、神は私達がいずれ必要なものを全て下さいました。聖書曰く「9 キリストの内にこそ、神の

満ち満ちた性質が形を取って宿って居ます。10 そして貴方方は、キリストに在って満ち満ちて居るのです｡」 
コロサイ人への手紙 2:9,10 

キリストは私の知恵です。知恵を必要とする時，私は彼に振り向くべきです。彼は私が何をすべきか確実に知

っています、そして彼は私の中に居ます。  聖書曰く「このキリストの内に、知恵と知識との宝が全て隠され

て居るのです｡」コロサイ人への手紙 2:3 
 

キリストは私の力･強さです。ダビデ曰く「主は私の人生の強さです。誰を私は恐れようか？ 誰も恐れずに足

らない｡」 私の中に住んで居るのは神だからです。彼は天と地における全ての権力を持っています。使徒パウ

ロ曰く「私は、私を強くして下さる方によって、どんな事でも出来るのです｡」フィリピ人への手紙 4:13 
 

キリストは私の愛です。愛はその人･ジ－ザス (イエス)･キリストです！  キリストは全ての人々を愛する人で

す。彼は今、私の中に住んでいる私の愛人です。キリストの愛は私達が経験した何ものにも及ばない愛です。

キリストの愛について聖書に書かれた節があります。それはコリントへの手紙第一 13:1-13 です。この節を読む

とき、愛という言葉をキリストに置き換えて読んでみて下さい。 
 

キリストは私の平安です。「キリストは私達の平安」だと聖書は言います。キリストがこの世を去った前、彼

は弟子達にこう言いました「私は貴方方に平安を残します。私は貴方方に私の平安を与えます。私が貴方方に

与えるのは、世が与えるのとは、違います。貴方方は心を騒がしては成りません。恐れては成りません｡」 
ヨハネの福音書 14:27 
 

キリストは私の喜びです。 

聖書曰く「いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい｡」フィリピ人への手紙 4:4 

私達はその時の環境によって必ずしも喜ぶとは限らない、しかし、常に主において喜ぶことが出来る－主イエ

ス (ジ－ザス)・キリスト、誰が彼であるかで、彼が私達の為に成さったことを思えばです。 
 

キリストは私の忍耐力です。自分自身では、私は他の人々に対して辛抱強さを持っていませんが、キリストと

一緒なら我慢出来ます。彼は私の忍耐力です。聖書曰く「又、神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って

強くされて、忍耐と寛容を尽くし，又、光の中に在る聖徒の相続分に預かる資格を私達に与えて下さった父な

る神に、喜びを持って感謝を捧げる事が出来ますように｡」コロサイ人への手紙 1:11,12 
 

キリストは私の満足感です｡ 

キリスト曰く「私は、天から下って来た生けるパンです。誰でもこのパンを食べ

るなら、永遠に生きます。又私が与えようとするパンは、世の命の為の、私の肉

です｡」ヨハネの福音書 6:51 

パンは、私達を支え満足させて呉れるものを意味します。キリストは私達の「生

きるパン､」私達を完全に支え満足させて呉れる唯一の人です。 
 

キリストは私の全能力･です。 

聖書曰く「しかし今から後、人の子 (キリスト) は、全能の神の右の座に着きます｡」ルカによる福音書 22:69 

キリストが神の右の座に着いて神の全ての力､全能力を持って居ることを考えて見ましょう。私達は、聖霊に

よって、この全能力に繋がれて居るのです。私達がこの世で経験する災害･難儀･困難を乗り越えるために必要

な能力､その全ての備えをキリストから私達は引き出しています。 
 

何でも皆､万事､キリストにあります。 

私がクリスチャン生活に必要な全てはキリストにあります。 問題は如何にして､それらの事を私が此処に居て

得られるのでしょうか？ 

その答えは： 私はそれを聖霊によって得られます。その聖霊とはキリストの霊魂です。キリスト御自身と全

く同じ霊が私の中に住むことです！  
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授業#12:  キリストが私の中に住む！（続く） 
 

私が必要な全てはキリストにあり、キリス

トは私の中に聖霊として住んでいます。キ

リストは私の新しい人生の源であり、喜び

であり、力です。私は彼を信頼する信仰に

よって生きています。使徒パウロ曰く「私

はキリストと共に十字架に付けられまし

た。もはや私が生きて居るのではなく、キ

リストが私の内に生きて居られるのです。

今私がこの世に生きて居るのは、私を愛し

私の為に御自身をお捨てに成った神の御子

を信じる信仰によっているのです｡」 
ガラテヤ人への手紙 2:20 

自分自身において私は弱い、私に逆らう多

くの事が存在する罪深い世の中に私は住ん

でいます。しかし、私の為に、二つの偉大

な事を私は持っています： 

1) 聖霊によって私はキリストと一体です。 

彼は何処にいる？  彼は神の右の座にいて､

天と地における全ての力を持っています。

私が助けを必要とする時、ただ彼を見て頼

みます。彼は常に其処に居ます。 

2) その聖霊によって、私はキリストの全能力をこの場でもっています。 

私の全ての要求をキリストに依存する事によって私は困難に打ち勝つ万能

者に成れます。使徒パウロ曰く「私は私を強くして下さる方によって､ど

んな事でも出来るのです｡」フィリピ人への手紙 4:13 

私の人生にこんな素晴らしい真実をどう適用されるのでしょうか？ 

それには貴方の人生を変える三つの簡単な段階があります： 

先ずは真理を知れ、真理を求め、そしてその真理に生きることです。此れ等の事を考えて見ましょう。 
 

ジ－ザス曰く「貴方方は真理を知り、真理は貴方方を自由にします｡」ヨハネの福音書 8:32 

その真理とはその人､イエス (ジ－ザス)・キリストが天地万物の王座に高め上げられ､彼の霊

が私の中に住んでいると言う事です。私は此処で彼の為に生きるに必要な全てを彼の内に持っています。聖書

曰く「9 キリストの内にこそ、神の満ち満ちた御性格が形を取って宿って居ます。10 そして貴方方は、キリス

トに在って、満ち満ちて居るのです。キリストは全ての支配と権威の頭です｡」コロサイ人への手紙 2:9,10 
 

私の救い主､イエス (ジ－ザス)・キリストは今や栄光を讃えられ神の右の座に高め上げられま

した。彼は私の偉大な救い主だけでは無く、彼は私の友達であり、私の新しい人生の源、喜

び、力です。私は、ただその真理を知るだけでは無く、それを自分のものにする為にその真理を探求しなけれ

ば成りません。個人的に考え応じ無ければ成りません。「キリストが信者達の心に住む」ではなく、「キリス

トが私の心に住む」です。「キリストは信者達を愛す」ではなく、「キリストは私を愛す」です。信徒パウロ

曰く「神の子 (ジ－ザス) は私を愛した、そして私の為に自分を投げ与えた｡」 

私の中にキリストが住んでいる と言う意味は「私は主イエス・キリスト御自身と暖かい個人的な関係に在り

日々瞬間を共に生きる特権を持っている。」と言う事です。彼は私の友達であり、彼は神の右の座に居ます。

私は他人が私の事を何と思うと､その事を気にしません。キリストが私を愛して居ます、そして私も彼を愛し

て居ます。何でもこの世が提供出来るものより彼を知る方が増しです。  

真理を知れ 

真理を求め 
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授業#12:  キリストが私の中に住む！（続く） 
 

この意味は、簡単に言うと、私の内にあるキリストに頼って私は生きて行くと言う事で

す。彼は神です。彼がこの天地万物を創造なさった方です。私の中に居るキリストは何

にとっても十分です！  サタンはこう言う「貴方はクリスチャン生活で人生を楽しめない！  成功しない｡」 

私はこう言う「主よ、貴方は神です、貴方は私の中に住んでいます。今日、自分に起こる何事にとっても、貴

方は十分です。私を通して貴方の生活･暮らし方が出来るよう私は貴方を信じています｡」 

人生勝利の一つの偉大な秘訣は､毎日、主と共に一人で彼の言葉を勉強したり、祈ったりする時間を過ごす事

です。これを「静かに寛ぐ時･平穏無事な時」と言います。又は此れを「主を待つ時間」とも言います。聖書

曰く「誠に貴方 (キリスト) を待ち望む者は誰も恥を見ません。故無く裏切る者は恥を見ます｡」詩篇 25:3 

キリストが私の内に住む。満ち満ちた神の性格全てが彼の中に住む。彼は私が直面する何にでも十分です。 

神と一緒に寛ぐ時間 

この時間を作るには三つの事が必要です：一定の場所、一定の時間、そして一定の計画 (プラン) です。 

1. 場所：貴方が本を置き記録が出来る机と心地良い明かりが有る場所。 

2. 時間：殆どの人にとって最も良い時間は何はともあれ朝です。偉大な音

楽家は何時もコンサートの後ではなく前に楽器の調子を合わせます。とに

かく 朝一番に主と会って彼に私達の心を合わせることの方が、その日の後

で失敗した事を告白するより、ずっと増しです。各日の最初の時間を主と

費やす事の重要さは強調し過ぎるに足りません。主ジ－ザスについて聖書

曰く「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

こで祈って居られた｡」マルコの福音書 1:35 

3. 計画：貴方の寛ぐ時間を､先ず彼の言葉を通じて貴方の心に話し掛けるよう主にお願いする短い､お祈りから

始めなさい。そして聖書を開いて読み始めて下さい。急がなくて、貴方が読んでいる事について考えながら時

間を取って読んで下さい。貴方が読んでいる事について神とお話をしなさい。よくあることだが、ある特別の

節が貴方に特に意味深く感じるでしょう。其の節をカードに書いて覚えましょう。 
 

「どの位、時間を費やすべきですか？」 

此れは貴方によります。費やす時間は 少なくとも半時間、一時間の方がもっと良いかも。各日は二十四時間

あります、ほんの半分のこの内の一時間を真面目なクリスチャンは神の為に取っておく事は出来るはずです。

最初の半分の時間は聖書を読むのに費やし、そして後は主に向けて祈りを捧げましょう。貴方の罪を告白しな

さい。彼が貴方にとって全てである事を褒め讃えなさい。彼の恩恵に感謝しなさい。貴方の心に彼が連れて来

る人々の為に祈りなさい。一日を通しての彼の指導を求めなさい。貴方が彼を愛して居ることを伝えなさい。 
 

それを忠実にやれ！ 

一度､貴方がその場所、時間、計画を決めたなら、それを忠実にやりなさい！  若し貴方がその時間を中断させ

るような事を許すなら、そのうち貴方はその時間を持たない事に成るだろう。私達が最初にする事はまずしな

ければ成りません。ジ－ザス曰く「だから、神の国とその義とを、第一に求めなさい。そうすれば、それに加

えて、これ等のものは全て与えられます｡」マタイの福音書 6:33 

全てのクリスチャンは神に奉仕するよう呼び掛けられます。貴方は自分自身､彼に仕える用意がありますか？

若しそうなら、今から毎日､彼との寛ぎの時間を始めなさい。若し貴方が朝の時間を選ぶなら良い目覚まし時

計を手に入れ､其れを使いなさい。朝、何時に起きる必要があるか決めたら、其れを実行して、その時間に起

きなさい。此れは、貴方が主を如何に愛して居るか彼に示す一つの現実的な方法です。クリスチャンとして成

功する鍵は常に神を一番に置くことです。神曰く「…私は、私を尊ぶ者を尊ぶ。私を蔑む者は軽んじられ

る｡」サムエル記第一 2:30 

警告： 主と寛ぎの時間を成立させるのに色々な邪魔が入ら無い様に前以って用意して置きなさい。サタンは

此の毎日の寛ぎの時間がサタンに打ち勝つ能力を神の子 (私達) の生活にもたらす事を知っていて、貴方の生活

に、この習慣を付けさせまいと、あらゆる手段で邪魔をします。 
  

真理に生きる 
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親愛なる友へ 

小さな赤子は本人自身において、そんなにも大切な人ではではない；何故なら、何も

かも彼が産まれた家族·両親によるからです。 
 

王の家族に産まれた最初の息子は「皇太子」と呼ばれます。彼は直ちに王の相続人と

して偉大な富や栄光全てを受け継ぎます。ちっぽけな赤子の時には，彼は自分に属す

る全ての富や地位に関して何の考えも持っていません。それでも、それは皆彼のもの

で，ある日、その王が持っている全てを受け継ぎます。 
 

信者についても其れと同じことです。彼がキリストを救い主として受け入れた瞬間，

彼は神の家族に生まれ変わったのです。キリストの内にある、ちっぽけな赤子の時は、彼は自分に属する全て

の富や地位に関して何の考えも持っていません。それでも、それは皆彼のもので，ある日、全てを受け継ぐ時

が来ます。信者達は生きている神の息子達や娘達の事です。聖書曰く「ですから、誰も人間を誇ってはいけま

せん。全ては、貴方方のものです｡」コリント人への手紙第一 3:21 
 

神の偉大な救い 

私達は神の為と思ってする事では救われません。神が私達の為に御自分の息子を人として遣わして何をしたか

によって私達は救われます。彼が私達の為に成さったその素晴らしい事について見てみましょう。 
 

1. 私の全ての罪が許されました｡ 

私の罪を全て被って下さったその人御自身は今､神の右の座に居ます。 此れは (聖書にあるように) 真実だか

ら、その罪は皆，過ぎ去って，永久に亡くなって仕舞いました。 
 

2. 私は神の国が支配する新しい人です。 

キリストは私の罪を取り除いたばかりか「古い私－罪人」をも取り去って下さいました。私の古い人生はキ

リストの死と共に終わりました。私は彼と一緒に埋葬され，神の国が支配する新しい人として彼と一緒に甦り

ました。— 「神の大事な息子､キリスト、が支配する神の国」 
 

3. 私は天国の場所でキリストと一緒に座っている。 

一度、神が私をキリストの内に置くと、彼に起こっ

た事が又、私にも起こりました。何故ならば、私は

キリストの中に居るからです。彼が死んだ時､私も彼

と一緒に死にました。彼が埋葬された時､私も一緒に

埋葬されました。彼が死から甦った時､私も彼と一緒

にキリストにあって新しい人として甦りました。 
 

しかし、それが全てはありません。 キリストが天

に登り上がって帰られた時､私も一緒に天に登り上

がりました。彼が神の右側に座られたとき、私も

一緒に座りました。此れが私の新しい霊的な姿勢･

立場です。これは神が私を見る見方です。 
 

如何して神がこんなに素晴らしい事をするのでしょうか？ 

彼が私達を愛するが故にそうするのです。聖書曰く「4 しかし、憐れみ豊かな神は、私達を愛して下さったそ

の大きな愛の故に、5 罪過の中に死んで居たこの私達をキリストと共に生かし、貴方方が救われたのは、ただ

恵みに依るのです。6 キリスト･イエスにおいて、共に甦らせ、共に天の所に座らせて下さいました｡」 
エペソ人への手紙 2:4,5,6 
  

キリストと一緒に埋葬された 

キリスト 

と一緒に 

貼り付けにされた 

キリスト 

と一緒に 

居る 
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4. 私は神の視界から見て完全に義である。 

あの放蕩息子はベスト ローブを稼いで受け取ら無かった、彼はその代金を支払わなかった。そのローブは彼

の父から与えられた。神は、私がキリストを私の救い主として受け入れた瞬間、私に完全な義を与えて下さい

ます。私はこの義を決して無くする事はありません、何故なら、それが物では無く人だからです。神は私にキ

リストを私の完全なる義として下さいました。そして私は彼から切離される事は決してありません。 

5. キリストが私の中に住んでいます。 

私がキリストの中に居るから､ 私は天に居る神から受け入れられています。キリストが私の中に住んで居るの

で、私はこの地上でキリストの為に生きて行く力･能力を持っています。「私はキリストと一緒に貼り付けに

されました; 私は最早この体に住んで居ない､住んで居るのはキリス

トです｡」と貴方が言える時が来たなら、それは素晴らしい日です。 

息子･娘･関係の賜物 (神から見て) 

神の偉大な意図･目的は、私達が神の前に、彼の息子･娘として，非

難される事のない聖なる人であるよう働きかける事です。神がそう

する理由はただ私達の幸せの為だけで無く、彼自身の楽しみ､満足感

から来るものです。 

神の僕として彼と一緒に居る事は大変な誉れです。私達は永久に神

に仕える僕であることに満足し幸せに思っていますが、此れだけで

は神の私達への偉大な愛の心を満足させません。神は御自身の前

に、私達を彼の息子･娘の関係である事を望んでいます！  聖書曰く

「4 しかし、定めの時が来たので、神は御自身の御子を遣わし、この

方 (キリスト) を、女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。5 此れは律法の下にある者を贖

い出す為で、その結果、私達が子としての身分を受ける様に成る為です｡」ガラテヤ人への手紙 4:4,5 

放蕩息子 

この例え話で放蕩息子の父親が自分の息子にベストローブをどの様に与えたか私達は見てきました。息子は彼

が今、父にとって相応しい事、そして父の対面に合う事を実際に意識させられました。 

父は息子に指輪と靴 (サンダル) を与えました。父は召使に「彼の指に指輪を付け、足に靴を

履かせ」と言いました。これらは何を意味するのか見てみましょう。 

「指輪」 

その指輪は名誉と権力を示します。王が誰かに指輪を与えた時、彼は「私を代表す

る貴方に私は名誉･栄光を与えます」と言っていた。 

神は此の世で私達信者をキリストの代表者に選ばれました。神が私達に授けたその

偉大な名誉･栄光の事を考えて見たまえ！  － 此処でキリストを代表する様、神が私

達を選ばれたことを！－   聖書曰く「こう言う訳で、私達はキリストの使節･代表な

のです。…」コリント人への手紙第二 5:20  

「靴」 

その靴 (サンダル) は息子･娘･の関係を示します。召使達は家の中でサンダルを

履かず裸足でした。息子･娘達だけが家の中でサンダルを履きました。 父は息

子に「貴方は私の召使ではなく息子として一緒に居ます。貴方は私を喜ばせる

息子である事を常に忘れ無いで欲しい」と言いました。 

ローブ､指輪､サンダルは、父が息子を喜んで愛している事を認識させました。 

放蕩息子の父は彼の息子に大喜びしました。彼はこんな素晴らしい事を全て息

子の幸せの為にだけではなく自分の喜びと満足感の為にしました。 

神は此処で何を私達に言おうとしていますか？  彼は「貴方は私の息子として一

緒に居ます。貴方は私が愛し喜んで居る私の息子である事を常に覚えて居てほ

しい」と言っています。  

救われた 

キリストにあって アダムにあって 

貴方はどちらの方ですか？ 

暗黒サタン 

の支配下 
神の御子 

の支配下 

許されない 

罪人 

非難される 

迷った 

永久に許された 

キリストの義 

受け入れられた 
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神は私達を御自分に和解･一致･調和させています。 

和解･一致･調和させると言う意味は、私達が神に全く相応しく創造され

て居る事です。神はキリストの働きを通して私達を神の面前に相応しく

なさったのです。 

如何して神は私達にそんなに慈悲深いのでしょうか？  何故、彼は私達

にその「ベスト ローブ、指輪、サンダル」を与えるのでしょうか？  神

はキリストの為にそうします。聖書曰く「もし敵であった私達が、御子

の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私達が、彼の

命によって救いに預かるのは、なお更の事です｡」ローマ人への手紙 5:10 

親愛なる友よ、貴方がキリストの内にある事で、貴方が神に相応しくさ

れて居る事を今まで悟った事がありますか？  神は貴方を彼御自身に相

応しく創造されました。神は今、貴方を自分の子として、喜んで居る事を貴方は知って居ますか？ 

神がこの様な､あらゆる素晴らしい事を､ただ私達の為にだけではなく、御自分の喜びの為にも、なさって居る

事実を把握するのには長い時間が掛かります。私達を彼の子として目の前に見るのは神の喜び･光栄です。私

達が神の面前に子供の席･資格を持とうとする意向·意思を除いて、神の偉大な愛の心を満たすものは有りませ

ん。聖書曰く「私達が神の子供と呼ばれる為に、事実、今私達は神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛

を与えて下さった事でしょう。世が私達を知らないのは御父を知らないからです｡」ヨハネの手紙第一 3:1 

神の子供である事が何であるか貴方は知って居ますか？  それは神の愛と喜びの対象になる事です。「私は貧

乏で弱い人だ。神の息子とか娘とかには見えも感じもしない｡」と思うかもしれない。 

はい，私は時々そんな風に感じて居るかもしれません、しかし、感情は事実と違います。神の面前に居られ

る資格についての事実とは何ですか？  その事実とは、私は神の子供であり、神の愛と喜びの対象と言う事で

す。聖書曰く「愛する者達よ、私達は今既に神の子供です。後の状態はまだ明らかにされて居ません。しか

し、キリストが現れたなら、私達はキリストに似た者になる事が分かっています。何故ならその時、私達はキ

リストの有りの儘の姿を見るからです｡」ヨハネの手紙第一 3:2 

私達は今、神の子供です。神の面前で私が何で在るか、それは私の本当の霊的な態度･姿勢そして尊厳です。

私がこの視界を失う時、私の中に住んでいる聖霊を私は哀しませます。 

神は御自分の子供として私達が住める様に、私達にキリストの霊を与えます。 

もし偉大な王が私に貴族の資格･権利と大きな財産を呉れたとします、もし私が

その財産を維持する金銭を持たなかったらどんな利益を私は得るでしょう？ 

神は私にこう言っています､「私は貴方を私の子供にした、貴方が神の子供の様

に生きる能力を持たせるよう固く決心している。貴方を引き摺り下す悪い習慣や

心の罪から自由になれる様に貴方の中に住む聖霊を私は貴方に与えます｡」聖書

曰く「何故なら、キリスト･イエス (ジーザス) にある命の御霊の原理が罪と死の

原理から、貴方を解放したからです｡」ローマ人への手紙 8:2 

私達はキリストを代表して此処に居ます。 

神の子供として、私達はこの地上で、のけ者にされた主イエス (ジ－ザ

ス)・キリストを代表する為に居ます。この地上で、私達の主な仕事は素晴

らしいキリストの良さを示す事です。聖書曰く「しかし貴方方は、選ばれ

た種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは貴

方方を闇の中から御自分の驚くべき光の中に招いて下さった方の素晴らし

い御業を貴方方が宣伝える為なのです｡」ペテロの手紙第一 2:9 

神の子供で或る事の名誉と威厳を考えて観なさい！  もし私達が誰で在るか

を悟るなら、私達は決して卑劣な事や､子供染みた事や､神に相応しく無い

事をしようとは思わないでしょう。 
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聖書曰く「14 全ての事を、つぶやかず、疑わずに行いなさい。15 それは貴方方が非難されるところのない純真

な者となり、又、曲がった邪悪な世代の中にあって傷の無い神の子供となり、16 命の言葉をしっかり握って、

彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私達は、自分の努力した事が無駄ではなく、苦労した事

も無駄で無かった事を、キリストの日に誇る事が出来ます｡」ピリピ人への手紙 2:14,15,16  

何でも私達がする事に、私達は、神の栄光を讃たえ賛美する機会を持っています。聖書曰く「こう言う訳で、

貴方方は、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表す為にしなさい｡」 
コリント人への手紙第一 10:31 
 

私達はどうやって生活すべきか？ 

この世は私達の住み家ではありません； 私達が通り過ぎる所で

す。今にもその時が来れば、主イエス (ジ－ザス) が偉大なる力と

栄光を携えて、ここに来て私達を連れて行きます。まさしく今

は、彼が永久に私達を天国に連れて行く日が来る迄、この世で私

達が忠実に主イエスの代表者と成る事です。聖書は、私達がキリ

ストの帰りを待っている間に、私達がどう生きるべきか話伝えて

います。聖書曰く「11 と言うのは、全ての人を救う神の恵みが現

れ、12 私達に、不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって

慎み深く、正しく、敬虔に生活し、13 祝福された望み、すなわ

ち、大いなる神であり私達の救い主であるキリストの栄光ある現

れを待ち望む様にと教え諭したからです｡」テトスへの手紙 2:11-13 

神の恵みは私達に救いをもたらしたばかりか、私達がこの世で如

何して生きるか教えています。 
 

私達は「不敬虔とこの世の欲」を否定･拒む為に居る。 

自尊心､富､肉欲､華麗な呼物､などで溢れるこの世 は、まだ救われて無い不信者を強い力で握って手放しませ

ん、しかし信者はこれ等の全てに背を向けます。救い主が来て栄光ある天国へ連れて行って呉れる､その一時

を頻繁に待ち続ける人に対して、世間の人を引き付けるこんな魅力はその力を失います。 
 

私達は冷静で真面目に生きる為に居る。 

この意味は、謙遜した思いやりのある生き方をする事です。自尊心はこの世で多くの問題を起こす根源です。

神は自尊心を嫌います。聖書曰く「同じ様に、若い人達よ、長老達に従いなさい。皆互いに謙遜を身に着けな

さい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みお与えられるからです｡」ペテロの手紙第一 5:5 
 

私達は正しく義を全うして生きる為に居る。 

この意味は、神にとって義であり、他人にとっても義である事です。この世でまだ救われて無い不信者達は聖

書を読みません。彼等は私達､クリスチャンを読み取ろうとします。彼等は、クリスチャンで借金を払わない

人や、自分のした間違いを正しいと誤魔化す人達を尊重しません。 
 

私達はキリストの再来を待ち望みながら生きる為に居る。 

主イエス (ジーザス) は信者達の為に再来します、もう直ぐです！  何時、彼が来ますか？  キリストが再来する

その正確な時間は誰も知りません。しかし、私達は彼が何時来ても良い様に，いつも用意が出来ていることで

す。聖書曰く「だから、目を覚まして居なさい。貴方方は、自分の主が何時来られるか、知らないからで

す｡」マタイの福音書 24:42 
 

神は、私が彼の子供の様に生きられるよう、私に御自分の息子を創造して下さいました、そして御自分の息

子の霊を私に下さいました｡ 
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親愛なる友へ 

私達は、神の子供として、過去の事は処理され、素敵な将来を携えます。私達

は天国の家に行く途中です。しかし今の現在に付いては如何でしょうか？  今の

この生涯で私達の境遇を乗り越えて勝利を得ることが出来るでしょうか？  「は

い、出来ます｡」  使徒パウロ曰く「しかし、神に感謝します。神はいつでも、

私達を導いてキリストによる勝利の行列に加え、至る所で私達を通して、キリ

ストを知る知識の香りを放って下さいます｡」コリント人への手紙第二 2:14 

私達が知らなければ成らない事は、 

私達が人生の試練に合う間の道のりです｡   それは私達が心の中で観たり、将来のことを信じたりする手段に

依ります。もし私達が物事を単に人間的な観点から見れば、私達は落胆させられ、打ち負かせられてしまう。

勝利は神の観点からそれを見る事から来ます。それが何で有るか私達は知らなければ成りません。 

私達はこの生涯で何が起きるか予期しなければ成りません。 

悩み･苦しみ･心配事はこの人生の一部分です。聖書曰く「人は生れると苦

しみに合う。火花が上に飛ぶように｡」ヨブ記 5:7 

あるクリスチャンは時には神が悩み･苦しみ･難儀などから守って呉れると

期待しているが、神はこれを約束しては居ません。試練･苦しみ･心配事な

ど、クリスチャンも経験します。 

間違った教えが、この世に循環しています。それは、「ジ－ザス･キ

リストの信者に成れ、そうすれば、貴方の心配事は皆終わりになる｡」

又は「もし貴方が正しい事を信じて､それを求めれば神が貴方を病から

守り貴方を成功させます｡」 しかし神は聖書の何処にもこんな事を約

束して居ません。聖書曰く「これ等の事を貴方方に話したのは、貴方

方が私にあって平安を持つ為です。貴方方は世にあっては患難がありま

す。然し、勇敢で在りなさい。私達は既に世に勝ったのです｡」 
ヨハネの福音書 16:33 

試練や苦しみがやって来てもクリスチャンはきっと驚かされない。私達は

神の裁きを受ける堕落した民族の一部です。私達はキリストがのけ者にされた、すなわち、神をのけ者にし

た、この世に住んで居ます。聖書曰く「弟子達の心を強め、この信仰に確りと留まる様に勧め『私達が神の国

に入るには、多くの苦しみを経無ければ成らない』と言った｡」使徒行伝 14:22 

私達の身勝手や不従順が理由で、しばしば、私達は苦痛･不快な事を経験し、困難な境遇に置かれます。神は

苦しみを与えて私達を鍛えます。彼は愛を持って私達を正します。聖書曰く「主はその愛する者を懲らしめ、

受け入れる全ての子に、鞭を加えられるからである｡」へブル人への手紙 12:6 

私達は神の手の内･やり方を知っておく必要が有ります。彼が私達を叱って居る時、神の愛を感じなさい。神

が私達を愛でもって正そうとして居る時、私達が出来る一番良い事は、神と同意して、彼が正しいと話しかけ

ることです。この事をダビデがしました。聖書曰く「主よ、私(ダビデ) は貴方の裁きの正しい事と、貴方が真

実を持って私を悩まされた事とを知っています｡」詩編 119:75 

神が私達を愛し私達の為に最善の事を望んでいると言う事を私達は知らなければ成らない。 

神は、御自分の息子を愛する様に私達をも愛する、と聖書は言っています。彼が御自分の

息子､キリスト､を私達の為に与えた事がこの大きな証拠です。これより偉大な愛は他に有

りません。聖書曰く「私達全ての為に、御自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方

が、如何して、御子と一緒に全てのものを、私達に恵んで下さらない事が有りましょう｡」 
ローマ人への手紙 8:32 

神は私達を愛して居るが故に常に私達の為に最善の事を望んでいます。私達がより少ない

事で喜んで満足する時でも、神は常に永遠の報いが得られる様、この世の事だけに限ら

ず、一番良い事を考え探し求めています。  

境遇を乗り越えた勝利 

http://ubdavid.org/youth-world/youth.html#country
file:///C:/Users/Ted/AppData/Roaming/Microsoft/Word/口語訳聖書
http://bible.salterrae.net/kougo/html/


聖書研究（若い十代の為の）  神が住む天国と言う国 ファイル: 神の国 

取得元の記事:  http://ubdavid.org/youth-world/youth.html#country 
口語訳聖書ウエブサイト:  http://bible.salterrae.net/kougo/html/ 

2/2/2019-Ted、8/2/19 Page 51 of 58 
 

 

授業#14:  境遇を乗り越えた勝利（続く） 
 

私達は、神の目的･目標が、今この時刻で、私達にとって、何であるかを知らなければ成りません。 

神の目標は私達を満足させ、この人生において成功させる事では有りません。彼の目的は私達をジ－ザス に

似せる人材を造る事です。聖書曰く「神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ

定められたからです。それは、御子が多くの兄弟達の長子と成られる為です｡」ローマ人への手紙 8:29 

神はどの様にして私達を彼の子に似た人に創造しますか？   彼はそれを困難な境遇に晒し聖霊の規律を通して

成し遂げます。他に方法は有りません。此れには試練･悩み･苦痛などが絡み合うので

す。これは、私達をキリストに似せる為に、神が私達を取り扱うのに必要な手段の

部分です、だから私達はこう言う事を予期しなければ成りません。 

勝利への 階段： 

クリスチャン生活を楽しみ、神が私達の為に用意された万

事に加入するには、私達が取らなければ成らないある一定

の段階があります： 
 

段階第一：神が主権者･君主である事を信じなさい。 

この意味は、この世と宇宙において神が何もかも万事全てを支配すると言う事で

す。神が何をしようと決意してやる事を妨げる者は誰も居ません。聖書曰く「地に

住む者は皆、無き者とされる。彼は、天の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあ

しらう。御手を差し押さえて、『貴方は何をされるのか』と言う者も無い｡」ダニエル書 4:35 

神は宇宙の創造者です。彼は何でも好きな事が出来る正義･知恵･能力を持っています。聖書曰く「私達の神は

天におられ、その望むところをことごとく行われる｡」詩篇 115:3 

神は目標を達成するのに全てのものを彼に役立たして結果をもたらす。聖書でダビデ曰く「それらは今日も、

貴方の定めに従って固く立っています。全ては、貴方の僕だからです｡」詩篇 119:91 

ダビデはこの偉大な真実を悟りました：   全てのものが神の僕 (しもべ) だから彼

の意に従います。嵐･地震-飢饉のような凶暴で残酷なものでも、神に仕えて彼の

目的を果たします。ただ自然の事に対してだけでは無く、人･王･国民に対して

も、これは真実です。全てが神の支配下あります。聖書曰く「王の心は主の手の

中にあって、水の流れの様だ。御心のままに向きを変えられる｡」箴言 21:1 

それどころか、サタンまでも、そしてサタンに仕える者たちまでも、神によって

利用され神の意志が成し遂げられます。邪悪な人々を扇動して神御自身の息子、

キリストを貼り付けに追いやったのは、このサタンでした。それでも、彼等は使用人として、神 (キリスト) が

完全な人類の救い主として復活する目的を果たすのに、使われました。聖書曰く「26 地の王達は立ち上がり、

指導者達は、主とキリストに反抗して、一つに組んだ。27 事実、ヘロデ と ポンテオピラトは、異邦人やイス

ラエルの民と一緒に、貴方が油を注がれた、貴方の聖なる僕 イエス に逆らってこの都に集まり、28 貴方の御

手と御心によって、あらかじめお定めになった事を行いました｡」使徒行伝 4:26,27,28 

この宇宙-天地万物に起こること全ては、神の用心深い目と注意深い管理の内にあります。神は私達の境遇を

知っています。ジ－ザス曰く「私達の髪の毛の数までも知っている」と。 

段階第二：神の道は完璧だと信じよ。 

存命中には私達が説明出来ない多くの秘密が有ります。クリスチャンは他の人々

と同じ様に不運不幸で悩みます。大きな悩みある時こそ、私達は神の言葉を聞く

必要が有ります。聖書曰く「やめよ。私こそ神であることを知れ…」詩篇 46:10a 

神の意は二つの形で私達にやって来ます —直接の意と寛容の意。神の直接の意と

は彼が起こす意。神の寛容の意とは起こっても良いと許される意。神の意から外

れた事が神の子に起こり来ることは絶対にありません。—この直接か寛容の意の

どちらかしか起きません。  

私達をイエス 

の様にする事 

神の 

目標は 

http://ubdavid.org/youth-world/youth.html#country
file:///C:/Users/Ted/AppData/Roaming/Microsoft/Word/口語訳聖書
http://bible.salterrae.net/kougo/html/


聖書研究（若い十代の為の）  神が住む天国と言う国 ファイル: 神の国 

取得元の記事:  http://ubdavid.org/youth-world/youth.html#country 
口語訳聖書ウエブサイト:  http://bible.salterrae.net/kougo/html/ 

2/2/2019-Ted、8/2/19 Page 52 of 58 
 

 

授業#14:  境遇を乗り越えた勝利（続く） 
 

私達にとって理解するのに難しい事が沢山あります。何故なら、私達は神御自身の観点からで無く、私達自

身のこの世の観点から見るからです。神は誤りを作りません。この世で、如何に事が運んで見えるとも問題で

はありません。何故なら、神の行為行動は確かで完全だからです。彼の道を改良することは出来ません。 聖

書曰く「神こそ、その道は完全。主の御言葉は純粋。主は全て彼に身を避ける者の盾｡」詩篇 18:30 

時計を作る男の噂話があります。その男は時計を未だ見た事も聞いた事も無

い友達に、それをある製造品として見せました。最初に、その製造品の後ろ

側に回って、彼に良く見て貰い、彼がそれを何と思うか聞きました。彼は見

ました：幾つかの車輪、或る物は大きく、或る物は小さく、やや大きく、や

や小さく、回り動いている車輪、或る物は右回り、或る物は左回り、或る物

はゆっくりと、或る物はやや早く、やや遅く…。この表面だけの混乱した光

景を見て彼はこう言いました「これを作った人は気違いだと思う」と。 
 

それから、その創造者は彼を時計の表側に連

れて行って同じことを尋ねました。彼は見ま

した：二つの時計の針、大きい (長い) 方も小

さい (短い) 方も円周上を指し、長い方が早

く、速度は違うが規則正しく一定して、長い針

が一周回るのに短い針が一目盛り動く、そして

此れが一日の時間を正確に告げる。彼はこれを

見てこう言いました「これを作った人は凄い知

恵者だと思う」と。 

この噂話は､人生について偉大な真理を理解す

るのに役立ちます。私達は今地上に居て神の業

をこの世の側からしか見ていません。だから彼の完全な計画を私達は見落とし

ます。時計の歯車は刻々と動いて居ます。どう言う風に、計画的に、それとも

目的無しに動かして居ますか？  しかしある日、私達は神の側から彼の働きを見

るように成るだろう。ある日、私達の為の彼の完全な計画を見て私達はこう言

うだろう「主よ、私は貴方を褒め讃えます、有難う｡」 

段階第三：神は良いと信じなさい。 

試練や窮地に陥った時、サタンは私達の心に間違った考えを植え付けたがりま

す。例えば、この様に「神は貴方に良くない、又は、貴方を愛して居ない。如

何して良い神が貴方にこんな事を起こさせるのか？」 

もし私達がサタンの間違った考えを受け入れたなら、その思考は私達を自己憐

憫 (れんびん) や意気消沈 (憂うつ) に導くだろう。真実、神は私達を愛し、何が私達

の境遇で在ろうと構わず常に神は良い、そして偉大です。聖書曰く「ハレルヤ！主

に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで｡」詩篇 106:1 

段階第四：貴方の意志を神に委ねなさい。 

私達の意志が全ての事を決めて、支配して、私達は行動します。 

神に私達の意志を委ねるって何を意味しますか？  それは神が意図すること、神が

望む事に、どんな事にも、どんな時にも、望んで従うと言う事です。こうする事に

よって、神の完全な計画が私達の生活の中に成し遂げられます。 

段階第五：神を愛する人には､全ての働き事が益となると信じなさい。 

神の子の人生に起こる事で偶然に起こるものは何も無い。私達に起こる事､全ては神から起こす直接の意か、

それとも神から許された寛容の意から来るものです。もし私達が本当に神を愛すなら､私達に起こる全ての事

は永久の益として下さいます。聖書曰く「神を愛する人々、即ち、神の御計画に従って召された (呼ばれた)

人々の為には、神が全ての事を働かせて、万事を益として下さる事を知っています｡」ローマ人への手紙 8:28 
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神を愛する人々に万事を益として全ての事を働かせる理由は神が主権者だからです。彼が僕を使うことで、

その全ての事を働かせます。彼は僕を使って神の子供達の為に益に成るよう働き掛けるのです。ヨセフの物語

を例えて見ましょう。ヨセフはヤコブの十二番目の一番若い息子から一つ前の子でした。彼は神を敬う若い男

の子でお父さんにとても可愛がられました。しかし年上の兄達がヨセフを嫉妬して、ひどく嫌いました。彼等

はヨセフをエジプトの奴隷制度に売り飛ばして、自分達の父に確かに野獣が彼を殺したと言いました。 

エジプトで奴隷だった間、ヨセフは恐ろしい損害をこうむりまし

た。 彼の主人の妻によって、彼は誤って告訴され、二年間自分はし

なかった事で刑務所の中で暮しました。 

神はヨセフを忘れて仕舞いましたか？  いや少しも忘れていません

でした。やがて､ヨセフはファラオ (古代エジプト王の称号) に名誉

を与えられエジプト全てを任せられました。後で、酷い飢饉がやっ

て来た時、ヨセフは自分の兄弟･家族を餓死から救う立場に巡り合

いました。ヨセフは彼等をエジプトに連れて来て面倒を見ました。 

何でも神が私に起こさせる事を許すのは、それが私に及ぶ頃までに

は、それが私にとっての益になるからです。ちょっとした事はヨセ

フの兄達がした事よりも悪かったかも知れない。ヨセフを憎み奴隷

制度に売る事は酷い罪でした。これ等の行いはヨセフには悪く見え

たが神はそうなるのを許し、それがヨセフに及ぶ頃までには、それ

がヨセフにとっての神の意であったのです。 

ヨセフはその時それを見抜け無かったけれど、それは彼の全人生に

とって最も偉大な神からの恩恵であることが分かりました。やが

て､ヨセフは全ての物事に神の支配下を感じ見ました。彼は惜しげ

なく兄達を許してこう言いました「貴方方は、私に悪を計りました

が、神はそれを、良い事の為の計らいとなさいました。それは今日

の様にして、多くの人々を生かして置く為でした｡」創世記 50:20 

喜ばしい生涯が送れるクリスチャンの秘密： 

ジ－ザス (イエス) が人として地上に住まれた時、彼は苦難･試練･苦

痛等に耐え忍びました; 其れにも拘らず、彼は今までに無いほど一

番喜ばしい人でした。彼の秘密は何でしたか？   彼は父 (God the Father) を信じ、感謝して御自身の為、父の意

である彼の境遇を受け入れました。私も、この二つの事を習って人生の喜びと安らぎを知ることができます。 

1.  私の天の父を信じる事。 

神を信じるという事は私の境遇を超えてその向こうに在る神を見ることです。神から

離れては何も起こりません。彼は最高権威の持ち主です。神の子の生涯に、二番目

の、もう一つの、いや別の、とか言う理由･主張･言い訳等は有りません。私は自分の

仕事や、人々や物事に頼らず神と直接に自分の問題に取組みます。全ての事が私の天

の父に基づいて私にやって来ます。私は彼の言葉を信じます。万事を益と成る様に神

を愛する人々に、彼は全ての事をひっくるめて働かせて居ます。 

福音の中でキリストの証言は、彼は何時も一緒にいる天の父を持って居たと言う事で

す。一つの出来事の中に、キリストと弟子達が小さなボ－トに乗っていて猛烈な嵐に襲われた時が有りまし

た。弟子達は命を取られるかと心配したがジ－ザスは 穏やかにボ－トの中で眠って居た。彼は天の父を信じ

ていた。私も天の父を持って居るから彼を信じてこの様な人生の嵐に対して備えられます。 

2.  感謝して自分の為、父の意である私の境遇を受け入れる事。 

主イエスはバプテスマのヨハネに疑われた; 彼は人々に除け者にされた; 宗教の指導者達から不敬な事を言われ

た。しかし彼はイライラしたり怒ったりし無かった。彼は言った「有難う､お父さん､天と地の主よ｡」 
  

主権者 

悪 善 神は 
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授業#14:  境遇を乗り越えた勝利（続く） 
 

私達の主イエス (ジ－ザス) はこんな難しい状況にあって如何して有難うと父に言うことが出来たのでしょう

か？  彼は全て此れ等の状況を自分の為の父の意と見たからです。ジ－ザスは言いました「そうです、父よ。

此れが御心に叶ったことでした｡」マタイの福音書 11:26 

十字架の死に直面しても、主イエス (ジ－ザス) は彼を憎み、殺しをたくらんだ悪い人達に目を向け無かっ

た。彼はこの全ての後ろに居るサタンにも目を向け無かった。その代わりに、彼曰く「…父が私に下さった杯

を､如何して飲まずに居られよう｡」ヨハネの福音書 18:11b 

もし私 (ジ－ザス) が喜びと安らぎを欲し望むなら､ 私はぶつぶつ呟いたり､不平を言ったりしては成らない。

しかし私の父にこう言います、「父よ、私は貴方に感謝します。貴方が私に起こる様、許した全ての事は貴方

の寛容の意で有って、その意は思いやりの有る良い事です｡」 

喜ばしい人生を送る秘訣はどんな境遇に会っても神を探し求める事です。 
 

静かで穏やかな時間—ヨハネの福音書 

「もし貴方がもっとキリストの様に成りたいなら、貴方はもっとキリストと一緒でなければ成らない｡」 
 

静かで穏やかな時間は､キリストと単独で彼から学ぶ様に時間を取って置くことです。彼と毎日会う習慣を付

けなさい。1) 聖書の他に紙とペンが要るでしょう。 

2) 貴方が毎日聖書の言葉を読む前に､主が常に貴方と一緒に居ると約束された事を主に感謝しましょう。 

3) 少なくとも三回､聖書のその節を読みましょう。 

4) 注目: 何と言ってますか？何を意味しますか？キリストに付いて､この一節一句は何を私に教えますか？ 

5) これを､どの様に､私の生活に応用出来ますか？ 

6) 以下の事項に従って心から願い祈りましよう： 
 

A. 神をあがめ礼拝しよう。 

B. 罪を告白しましょう。 

C. 主が主で在り彼の成さった事全てに感謝しましょう。 

D. キリストの御名によって天の父に貴方の要求が満たされるか懇願しましょう。 
 

聖書曰く「貴方方は今まで、何も私の名によって求めた事は有りません。求めなさい。そうすれば受けるので

す (与えられるであろう) 。それは貴方方の喜びが満ち満ちたものとなるためです｡」ヨハネの福音書 16:24 

見本(サンプル): 「初めに …光が世に来ようとしていた｡」ヨハネの福音書 1:1-9 

注目： キリストは「言葉､」彼は「神と一緒､」彼は神､彼が全てを作った。 

どの様に私の生活に応用出来ますか？ 私はキリストが神であることを悟らなければ成らない。彼は今日私の

行く手に起こる全ての事よりも重要であり､優れて居ます。 
 

聖書朗読計画－ヨハネの福音書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1:1-9 
1:10-13 
1:14-18 
1:19-28 
1:29-34 
1:35-42 
1:43-51 
2:1-11 
2:12-25 
3:1-15 
3:16-21 
3:22-30 
3:31-36 

4:1-26 
4:27-42 
4:43-54 
5:1-15 
5:16-30 
5:31-47 
6:1-14 
6:15-21 
6:22-29 
6:30-35 
6:36-40 
6:41-59 
6:60-71 

7:1-13 
7:14-24 
7:25-36 
7:37-53 
8:1-11 
8:12-20 
8:21-30 
8:31-41 
8:42-47 
8:48-59 
9:1-12 
9:13-23 
9:24-34 
9:35-41 

10:1-10 
10:11-21 
10:22-30 
10:31-42 
11:1-16 
11:17-19 
11:30-37 
11:38-44 
11:45-57 
12:1-11 
12:12-19 
12:20-36 
12:37-41 
12:42-50 

13:1-17 
13:18-30 
13:31-38 
14:1-14 
14:15-31 
15:1-17 
15:18-27 
16:1-16 
16:17-24 
16:25-33 
17:1-19 
17:20-26 

18:1-18 
18:19-27 
18:28-40 
19:1-16 
19:17-27 
19:28-42 
20:1-18 
20:19-31 
21:1-14 
21:15-25 
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授業#15:  神を喜び楽しむ方法 
 

親愛なる友へ 

私達への神の愛の偉大さと、その目的の偉大さを私達は理解しな

ければ成りません。彼の目的は私達を自分の子供として彼が居る

所の傍に置くことです。ジ－ザスはこの場所·天国を「私の父の

家」と呼びました。神は私達をその「父の家」に自分の子供とし

て一緒にいて欲しいと思っています。 

その「父の家」とは、私達が永遠に住む家です。 

主イエス (ジ－ザス)・キリスト が十字架に掛けられ苦しんで死ん

だのは、私達を地獄から救い出す為だけで無く、私達を神に連れ

戻す為です。聖書曰く「キリストも一度罪の為に死なれました。

正しい方が悪い人々の身代わりと成ったのです。それは肉におい

ては死に渡され、霊においては生かされて、私達を神の身元に導

く為でした｡」ペテロの手紙第一 3:18 

私達はキリストの張り付けの記述に此の右の光景をよく見ます。

二人の泥棒が彼と一緒に張り付けに晒されました。この中の一人

がジ－ザスを信じました。彼は言いました「主よ、貴方が貴方の

神の国に入った時に、私を覚えて居て下さい｡」 ジ－ザスは振り

返って彼に言いました「今日この時より、貴方は天国で私と一緒

にさせよう｡」 ジ－ザスはこの男を救ったばかりか天国の父の家

へ一緒に連れて行きました。 

この男は惨めで苦しい一番低い､深い､そして暗い地位から、キリ

ストと永久に続く幸せと喜びの有る、輝いた、聖なる、そして最

も恵まれた地位に行きました。此れが全ての信者の為にキリストが死によって手に入れた神の救いです。 

その「父の家」は、私達の住む家です、今もそうです。 

神の言葉からクリスチャンは死ねば直ぐキリストと一緒になることを私達は知っています。然し、次の素晴ら

しい真実を私達は知って無いかもしれない。それは、キリストの死によって、私達はその「父の家」に今、現

在、住む資格が与えられて居ることです。聖書曰く「主が私達の為に死んで下さったのは、私達が目覚めて 

(生きて) いても、眠って (死んで) いても、主と共に生きる為です｡」テサロニケ人への手紙第一 5:10 

キリストは私達の為に死にました: 私達は生きようと死のうとにかかわらず彼と一緒に生きるべきです。 

主イエスは今何処に住んで居ますか？  彼は「父の家」に住んで居ます。ジ－ザスは言いました「父の家に貴

方の場所があります。私が私の血で貴方に買い取った場所です。貴方が私と一緒にその家に住むのは父の意だ

からです。それは、ただ貴方が死んだ時からでは無く、ずっと今からです。」 

貴方にとって「父の家」とは、今、何と見ますか？  それは愛に包まれ神の面前でジ－ザスと一緒に住むこと

です。何時か、私は天国に居るだろう、然し、私は今此処で、父の家を喜ぶ権利と能力を持っています。 

「階上」と「階下」 

クリスチャンは二つの世界に住む人です。 彼は身体でこの世に住み、霊で天国に居るキリストへ合体されて

います。彼はキリストと一緒に死に、一緒によみがえり、そして一緒に天国に座しています。 

クリスチャンの生活には、階上と階下 があります。階上は父の家で、そこで私は

霊的な恵みを受けます。階下はこの地上で私が今住んでいます。私は此処で何を

持っていますか？  私は聖霊と神の人々の親交そして神の情けを持っています。ま

た私は数々の試練や悩み事も持っています。 

主イエス (ジ－ザス) は私に何をして欲しいと思いますか？   霊で彼は私と

一緒に階上に住み、階下で私が彼に奉仕出来るよう願っています。私達は

こう言う信者の様に住宅と仕事を兼ねた同じ建物の中で住みたいもので

す。その信者は右にある此の標識をその戸口に付けます。  
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授業#15:  神を喜び楽しむ方法（続く） 
 

私達は主イエスを十分に愛して居るだろうか？  

二階で主と一緒に住むけれど、この世の罪深い

楽しみに返って行く私達は大丈夫だろうか？  本

当に二階に主と一緒に住んで居たと言う人の噂

話があります。その人は靴の修理屋です。彼の

妻がこう言いました「彼は天国に住んで居て、

此処に降りて来る時は靴をなおす為だけです｡」 

私は「父の家」を今どう楽しく過ごしますか？ 

聖霊が父の家に私の手を取って階上へと私を連

れて行きます。聖霊はキリストが私の為に成し

遂げられた全ての喜びを天国から降りて来て私

に持って来ました。聖霊は此処に居てキリスト

を 讃たえ彼 (キリスト) を私に現実に見せます。 

神の言葉の勉強で私が一人で主と時間を費やして居る時、聖霊はキリストを引き立て彼を私への全てにす

る。私の役割は信じることです。 聖書曰く「どうか、望みの神が、貴方方を信仰による全ての喜びと平和を

持って満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせて下さいますように｡」ローマ人への手紙 15:13 

私達が父の家に今此処で楽しく過ごせれば、天の父は大いに喜ばれます。 

私達が救世主の神の側から見れば、それは私達にとって素晴らしい日です。神が私達を息子や娘にして彼の

家に連れて来る、それは、ただ私達の喜び･幸せの為で無く、彼自身の偉大な愛の心を満足させる為にです。

もし私が父の望む場所･「父の家」に彼と一緒に居なければ、私は決して完璧に幸せとは言えない。 

放蕩息子の物語は 偉大な救いがキリストの内にあることを示しています。神は私達に息子 (子供) としての居

場所を下さいました。その居場所は「父の家」です！   神は私達がその家で、彼の面前で、彼の御馳走など楽

しむことを望んでいます。 

この物語の終わりはどう成りますか？  何を私達

は見出しますか？   放蕩息子は父に受け入れら

れ､息子として認められ､父に相応しいとされ、

父のテ－ブルの傍に座り父と楽しみました。聖

書曰く「彼等は陽気に騒ぎ始めた｡」 

この絵は神の子供達の霊的な部分です。神は私

達の為に御自身の愛の心を満足させる為にこの

全てを行っています。彼が私達の為に用意した

全てを彼の家で、彼の面前で、私達と一緒に味

わう事は彼にとって歓喜です。私が父の家に訪

れ彼を喜ばせるまでは、私は父の心を満足させ

て居ません。 

神を喜ぶ手段･方法： 

神を喜ぶ､言い換えれば、神を喜ばせる方法として幾つかの現実的な事があります。 

１．貴方自身に付いて正しく考えて見なさい。 

私達がキリストにあって、彼と共に死に、共に蘇り、共に天に上り、そして共に神の右に座して居ると考え

るならば、神は満足です。これが私達の本当の霊的な立場･態度です。まだ救われて無い凡人にとって、これ

は馬鹿げた事かも知れないが、神の子 (信者) にとって、これは神の心理です。 

放蕩息子の父は息子が、ベスト ローブ、指輪、サンダル、を受け入れたとき満足そうでした。彼が愛する息

子の為に用意した全てを受け入れて、テ－ブルに座って楽しんで食べて居る息子を見て彼は満足でした。神も

同じ様に私達が彼の用意した物を楽しむのを見る時、彼は満足します。 
  

放蕩息子の物語の様に「父の家」は霊的です 
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授業#15:  神を喜び楽しむ方法（続く） 
 

２．全ての問題･論争を神と一緒に解決しなさい。 

何か貴方の生活において、神が貴方の面前で繰返し齎(もたら)す事が有りませんか？  若し

かしたら、それは神に「ノー」と言っている様な間違った関係に有るかも知れません。も

し貴方が安らぎも喜びも持って無いなら、たぶん貴方は、神が諦めて手放すよう望んでい

る物に､しがみ付いて放さないに違いない。この問題に関しては、貴方が神に「イエス」と

言えるまで、貴方は自分のクリスチャン生活に進歩は見られず、神を楽しむ事は出来ませ

ん。若しそうであれば、貴方は此の事実に今、向き合う方がましです。 

若し神が貴方にするよう言う事に貴方の気が向か無いならば、少なくとも、貴方は彼に「主よ、私はそうす

る事に気が乗りません。反対です。然し、私は、貴方が私をそうさせる様に仕向ける事には厭 (いと) わない、

そうして下さい｡」と言いなさい。若し貴方が誠実なら神は貴方の心を変えるよう働き始めるでしょう。 

３．罪と､その責任を処理しなさい。 

私達がある罪を背負って生きて居るならば私達は神を喜ぶ事は出来ません。神は私達を愛しますが､神の子の

生活において罪を嫌います。どんな罪でも、惨めな事でもそれは神を非常に不愉快にするので止めなさい！さ

もなければ、それが貴方の喜びを奪い取ってしまうでしょう。若し貴方が罪を犯してしまったなら、神にその

罪を告白して神に頼りなさい。聖書曰く「若し私達が自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですか

ら、その罪を許し、全ての悪から、私達を清めて下さいます｡」ヨハネの手紙第一 1:9 

神を楽しむには、貴方は先ず神に正しくなければならないが、他の人々とも正しくなければなりません。使徒

パウロ曰く「その為に、私 (パウロ) は何時でも、神の前にも、人の前にも、責められる事のない良心を保つ様

に最善を尽くして居ます｡」使徒行伝 24:16 

若し貴方が誰かに悪いことをしたなら、その人の所へ行って事を正しなさい。言い訳をしてはいけません。こ

の様に言ってはなりません「私が悪かったが、貴方も悪い｡」  次の様に言って見て下さい「神が私に_______ 

(罪の名称) をしたのが悪かったと指摘されました、この事で、私を許して呉れますか？」  貴方の部分を十分

に告白しなさい。若し彼等が「はい、yes」と言うなら、貴方はこう訪ねて見る「もっと、これに付いて言う

必要があるだろうか？」  その問題を徹底的に取り扱って終わりに持ち込みなさい。若し貴方が何か盗んだ

り、人の物を損失させたりしたら貴方はそれを弁償すべきです。事を正しく行って其れから前に進みなさい。

同じ事を繰り返して自分自身を責め鞭打つのは止めなさい。 

４．他人を許して上げなさい。 

他人を咎める心は、特にクリスチャン生活にとって、神の見解では許し難い罪です。(マタイの福音書 18:21-35) 

神は私達を愛するが故に許された、そして、この様に、私達に他人を許す特権をくださいました。 

５．貴方の信仰･信条を毎日、宣言しなさい。 

私の知っている最も幸せなクリスチャンの内の一人が彼の秘訣を私に呉れました。彼は毎日、主に次の意の

言葉を使って宣言します「主ジ－ザス、貴方は私の為に死にました、そして貴方と共に私も死にました、だか

ら罪･サタン･浮世に対して縁を切りました。私は貴方と共に葬られ、キリストにあって新しい人として甦りま

した。私は貴方と共に天に上り神の国に永遠の市民権を得ました。貴方が私に聖霊を下さり今のこの世の人生

は貴方の復活の人生で仮の住いです。私が此処で生きる目的は貴方の様に神の恵･力によっ

て、生き生きと、生きることです｡」キリストが私の中に住んで居る事に､そして彼が居る

事で今日、私に起こる全てを満たして呉れる事に自信を持って、私は毎日励んで居ます。 

６．忠実にキリスト教会へ通い､教会を支えて下さい。 

信者が他の信者と規則正しく集まって神の言葉を教え､伝道､親睦､礼拝を持つ事は神の意

です。此れに変わるものは何も有りません。聖書曰く「23 約束された方は真実な方ですか

ら､動揺しないで、しっかりと希望を告白しようでは有りませんか。24 また互いに勧め合っ

て、愛と善行を促す様に注意し合おうでは有りませんか。25 ある人々の様に、一緒に集ま

る事を止めたりし無いで、替えって励まし合い、かの日が近ずいているのを見て、益々そ

う仕様では有りませんか｡」へブル人への手紙 10:23-25 

キリストを (クリスチャンに成る事を) 恥じてはなりません。彼に対する貴方の信仰を貴方

の言葉と行為で告白しなさい。若し貴方が水での洗礼式で彼にまだ告白して無かったら、直ちにしなさい。  
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授業#15:  神を喜び楽しむ方法（続く） 
 

７．主に従いなさい。 

どんな犠牲でも貴方は主に従う意志を定めなさい。今始めなさい！  貴方がすべき次の事をしなさい。信者は

服従者です。主イエス (ジ－ザス) は彼を愛し従う人々に御自身を現わせます。聖書曰く「私の戒めを保ち、そ

れを守る人は、私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその

人を愛し、私自身を彼に現します｡」ヨハネの福音書 14:21 
 

８．貴方の愛情を上位観念に置くこと。 

若し私達が喜びを持つよう望むならば、私達はそれが何処に有るか知らなけれ

ば成らない。私達にとって、本当の喜びはこの世では見出せ無い。私達の喜び

は私達の救い主が居る所です—  死の向こう側です。私達の人生･喜び･未来･そ

して富等は全て、栄光を讃えられ神の右の座に上げられたキリストの中にあり

ます。聖書曰く「貴方方はイエス·キリストを見たことは無いけれども愛してお

り、今見てはい無いけれども信じており言葉に尽くす事の出来無い､栄に満ちた

喜びに溢れている｡」ペテロの手紙第一 1:8 

神が与えるその新しい人生は復活の人生です。若し私達がこの人生を喜ぼうと

望むなら､私達の愛と愛情をキリストのことに置かなければなりません。聖書曰

く「1 こう言うわけで、若し貴方方が､キリストと共に甦らされたのなら、上に

在るものを求めなさい。其処にはキリストが、神の右に座を占めて居られま

す。2 貴方方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい｡」コロサイ人への手紙 3:1,2 

９．キリストをこの上なく最高に愛せ。 

キリストが天国の中心であり栄光を放って居ます。天国に居る全て

の生き物はキリストを愛し､崇拝し､称賛･褒め讃えます。私達が神の

家族に生まれた証明の一つとして、私達はキリストを愛してそして

彼がなさったことに感謝します。 

神はキリストが私達にとって全てであるよう望みます。私達の霊的

な目が開いて キリストの偉大さを理解して彼を心から愛する時、私

達は神の心に喜びをもたらします。ジ－ザス曰く「それは貴方方が

私を愛し､また､神から出て来た者と信じたので、父御自身が貴方方

を愛して居られるからです｡」ヨハネの福音書 16:27 

もし私達がキリストを愛するなら、キリストについて出来るだけ多

くのことを知るよう欲する事で、その愛が証明されます。若し信者

が聖霊を無視したり、キリストと一緒に言葉の研究や祈りに時間を

かけなかったり、主にある他の人々との親睦を怠ったりすれば、その信者はキリストを愛して居ません。これ

等のことは貴方がキリストを愛して居るか、それとも愛して居ないかのテストになります。 

１０．毎日、神の為に時間を取って置きなさい。 

神との毎日の静かで穏やかな時間は、取ったり取らなかったりするものでは有りません。若し貴方が神を喜び

貴方の人生を彼の為に託すよう望むなら、この時間は欠く事が出来ません。名誉ある神の僕の一人がこう書き

ました「人生の勝利には三つの事が要点に成って要る：最初の行為、動かない目的、毎日の習慣｡」 

最初の行為 はイエス (ジ－ザス)・キリストを主として任せることです。 

動かない目的 は神が喜ぶことを、其れだけを至る所で絶えず､どんな事でも､結果にこだわらず､やる事です｡ 

毎日の習慣 は静かで穏やかな時間を取って主と共に神の言葉に接し親しみ祈る事です。 

神を喜び彼の愛を今から楽しみ始めましょう！  貴方はキリストに属するので、神は貴方を愛し受け入れま

す。神は貴方を御自身の息子の様に愛します。神は今、貴方が彼 (キリスト) の愛を喜び楽しむよう望んでいま

す。ジ－ザス父に曰く「私は彼らにおり、貴方は私に居られます。それは､彼等が全うされて一つと成る為で

す。それは､貴方が私を遣わされた事と、貴方が私を愛された様に彼等をも愛された事とを、この世が知る為

です｡」ヨハネの福音書 17:23 
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