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改訂にあたって 
 

１９８１年に発行されて以来、『新しい人生のはじまり』は、聖書に基づいたクリス

チャン生活の基礎を学ぶための教材として、多くの方々に用いられてきました。今

回の改訂版でも基本的な内容はこれまでと変わりません。改訂したのは、主に、

以下のようなところです。 

第１課は、「神との関係」と「恵みによる救い」にフォーカスした内容にしました。

第３課では、「聖霊」がどのようなお方で、何のために来られたのかを学べるように

しました。第４課では、霊的成長に必要な４つの要素を紹介し、「恵み」と「真理」、

それに「時間」の重要性を補足しました。第６課では、聖書の学び方についての

説明を増やしました。第１課から第５課には、各課の理解を助けるための「読み

物」を載せています。そして各課の最後には、宿題としても役立つ、各課のテーマ

を掘り下げるための聖書の学びを加えました。 

改訂のあるなしに関わらず、このような教材を用いて人を成長させてくださるの

は神さまの働きです。そのことを心に留めつつも、この『新しい人生のはじまり-改

訂版-』が、これまで以上に神さまに用いられ、日本の諸教会、兄弟姉妹の皆様

のお役に立てればと、私たちは心から願っています。 
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「新しい人生」にようこそ 
  

私がイエス・キリストを信じたのは大学 1年の時です。進学した文系の学

部は 1学年 400人が在籍。授業の度に、教室も友だちも変わりました。教

室から出るとサークルの勧誘。居場所が見つからず、落ち着かない大学

生活の始まりでした。 

 

そんな５月、同じクラスで隣に座った友だちがクリスチャンで、学内のクリ

スチャン・サークルに誘ってくれました。クリスチャンではなかったので、誘

われた時は参加するつもりはありませんでした。しかしある昼休み、コンビ

ニで弁当を買い、食べる場所を探して歩いていると、ちょうどそのクリスチ

ャンの友だちに会いました。「一緒に飯を食おう」と誘われて行った先が、

クリスチャン・サークルの集まりでした。自然体で、心和む雰囲気の集まり

が好きで、続けて翌週もサークルの集まりに顔を出しました。 

 

サークルに通うこと数か月、ひとりの先輩が聖書の要点をまとめた小冊

子を読み、私に福音を説明してくれました。その時、イエスを信じる決心を

し、先輩のあとに続いてキリストを信じる祈りをしたのです。「わたしは決し

てあなたを見放さず、あなたを見捨てない」（ヘブル 13:5） このイエスのこ

とばが心に響きました。 

  

翌週から、その先輩は週一回、聖書を一緒に学ぶ時間を作ってくれま

した。６課のテキストに従って聖書を開き、質問に答えていくバイブル・スタ

ディでした。理解できないところは、その場で聞き、聖書が語る内容を理解

し、納得する…。毎回、自分の人生に役立つ発見がありました。この６回

のバイブル・スタディで学んだ、聖書の基礎が今の私の人生を支えていま

す。 

  

この『新しい人生のはじまり－改訂版－』は、私と同じように聖書の基礎

を学び、人生が変えられた仲間たちとの共同作業により作成されたもので

す。私たちの願いは、あなたがこの教材を学ぶ中で、より深く神を知り、神

の愛とゆるしを体験し、イエスに従う人として成長していくことです。 

 

毎回の学びをぜひ楽しんでください。人生に役立つ新しい発見がきっ

とあります。あなたのイエスと歩むワクワクした冒険の生涯―新しい人生―
の上に、神さまからの豊かな祝福をお祈りしています。 

 
教材開発チームを代表して 

スタッフ 原康平 
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本書の特徴と用い方 
 

本書は、イエス・キリストとの新しい人生を始められた方々が、どのように神

との関係を確信し、神と親しく歩むことができるのかを、順序立てて学ぶこ

とができる教材です。 

 

特徴： 

 

☆ 学びやすい 
 

テキストに沿って読み進むだけで、個人でもグループでもクリスチャン生活の基本を

学ぶことができます。 

 

☆ 自主的に取り組める 
 

聖書に書かれていることを自分の目で確かめながら進むので、信仰が強まるととも

に、学んだことを生活の中で活かすことができるようにもなります。 

 

☆ 理解を助ける読み物 
 

第１～５課には、国際キャンパス・クルセード・フォー・クライストの創設者であるビル・

ブライト博士のメッセージを載せています。各課の内容理解に役立つことでしょう。 

 

☆ 聖書をもっと学べる 
 

各課の終わりには、学んだ内容をさらに深めるための聖書箇所を載せています。次

の学びまでに自分で聖書を開き、質問を参考に取り組むことができます。 

 

 

用い方： 

 
 先にこのような教材を学ばれたクリスチャンの助けをもらいながら、毎週１時間から

１時間半ほど一緒に学ぶのがよいでしょう。 

 

 毎週ひとつの課を学ぶのなら、６週間で学び終えることができます。第３課は少し

長いので、前半（30-32 頁）と後半（33-34 頁）に分けて学ぶのがよいかもしれませ

ん。その場合は７週間となります。 

 

 ゆっくり学びたいのなら、各課の「成長に向けての宿題」も一回に数え、１２～１３週

かけて学ぶことも可能です。進むペースよりも、学んだことを自分の習慣として活

かすことを目標とし、互いに励まし合いながら進めていきましょう。 
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聖書クイズ 
（聖書はどのような書物か？） 

 

1. 聖書は大きく旧約と新約に区分できる。 
（正/誤） 

 

2. 旧約聖書には３９の書があり、新約聖書には 27の書がある。 
（正/誤） 

 

3. 聖書が完成するまでにかかった年数は？ 
（50年/150年/1500年） 

 

4. 聖書を記した人物（著者）は何人くらい？ 
（2人/12人/40人以上） 

 

5. 聖書はもともといくつの原語で書かれている？ 
（ １ / ２ / ３ ） 

 

6. 聖書は現在、何か国語に翻訳されている？ 
（20/２００/2000以上） 

 

7. 聖書を日本語に翻訳する試みはいつごろに始まった？ 
（12世紀/16世紀/19世紀） 

 

8. 聖書全体の中心テーマは「神による人類のあがない（罪からの救い）」

である。 
（正/誤） 

 

9. 聖書には数多くの人物が登場するが、主人公は常に、イエス・キリスト

を通して啓示された唯一のまことの神である。 
（正/誤） 

 

 

 

 

答えは 73頁に 
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第 1課 神との関係のはじまり 
 

中心聖句： エペソ 2:8-9 

キーワード： 恵み、信仰、救われた 

 

 

 

 
 

 

 

イエス・キリストを信じた人ならだれでも、神との新しい関係の中を生きる

ことができます。けれども神との関係に疑いや不安を持ったままならば、神

と歩む人生を十分に楽しむことはできません。 

 

 



8 

 

ヨハネの福音書 1章 12節1を読みましょう。 

 

しかし、この方(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、神の子どもとされる特権をお与えになった。（ヨハネ 1:12） 

 

イエスを信じた人にはどのような特権が与えられますか。 

 

 

 

 

あなたはもうイエスを信じ、受け入れましたか？  

 

もしそうなら、神はあなたの罪をゆるし、あなたをご自身と親しい関係を

持つ存在―神の子どもーとしてくださったのです。 

 

 

聖書によると、神はきよく（罪や悪がまったくない）、愛に満ちたお方で

す。罪ある私たち人間が神の子どもとしての関係に確信を持てるのは、罪

のないイエス・キリストが、十字架上で、私たちの罪の罰を身代わりに受け

てくださったからです。イエスの十字架を信じる私たちを、神は完全にゆる

し、ご自身の子どもとして迎え入れてくださるのです。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 以下、「ヨハネ 1:12」のように記します。 
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エペソ 2:8-9を読みましょう。 

 

この恵みのゆえに、あなたがたは信仰によって救われたのです。それは
あなたがたから出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではあり
ません。だれも誇ることのないためです。 （エペソ2:8-9) 
 

１． 「恵み」とはどのような意味でしょうか。 

 

 

２． 「信仰」とはどのような意味ですか。 

 

 

３． 「救われる」とはどういう意味ですか。あなたは何から救われたので

すか？（ローマ 6:23参照） 

 

なぜ、行いでは罪から救われないのでしょうか？ 

 
 

 

考えてみよう：  

 

机のライトはどうして光るのでしょうか。 

電力会社からの電気の供給があり、あなたがコンセントをつなぎ、スイ

ッチを入れたからではないでしょうか。 

 
電力会社からの絶え間ない電気の供給は、神の恵みに似ています。

ライトをコンセントにつなぎスイッチを入れることは、私たち人間の信仰

のようなものです。罪からの救いとは、電力供給とスイッチを入れ、結

果として明かりが灯ることにたとえることができます。 
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「信仰」と「感情」の関係 

 

神との関係を考えるときに、信じたからと言って感情が伴うとは限りませ

ん。「恵みのゆえに救われた」ことを信じたけれども、救われた喜びをあま

り感じない、ということもあるでしょう。個人差はありますが、だれでも感情が

伴わない体験はあるものです。 

 

あなたはどうでしょう？ 

 

覚えておいてほしいことは、神との関係の基盤にあるのは、あなたの感

情ではなく、神のことば（聖書）だということです。飛行機のたとえを心にと

めましょう。飛行機に乗って旅をするには、乗る飛行機とパイロットへの信

頼が必要です。たとえ高所恐怖症であっても、安全な飛行機に乗りさえす

れば、あなたの気分に関わらず、飛行機はあなたを目的地まで連れて行

ってくれます。 

 

 
 

これと同じように、イエスを信じた後も、自分のさまざまな感情にかかわ

らず、日々、神ご自身と神のことばに信頼を置いて歩むことを学びましょう。

神への信頼（信仰）が深まるにつれて、穏やかな感情があなたの内面に

育まれていきます。 
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今日のまとめ 

 

 聖書によると、イエスを信じたあなたは、もうすでに神の子どもです。

神と特別な関係を持つ存在とされています。 

 

 イエスの十字架という神の恵みがあり、あなたがそれを信じたので、

あなたはすべての罪の罰からすでに救われています。 

 

 疑いや不安の感情は誰にでも起こります。けれども、クリスチャンとし

て神と神のことばを信頼して生きていきましょう。 

 

 「私は恵みのゆえに救われた」「私は今、神の子どもとされている」 
― イエスを信じたあなたは今、神のことばに信頼して、こう確信して

もよいのです。 

 

 

Q. 第１課を学んで、特にどのようなことが印象に残りましたか？ 

 

 

 

 

発展学習 

 

最近クリスチャンになったばかりの A さんに、ある人がこう言ったとします。

「A さんは最近クリスチャンになったそうですね。それならいつも心に喜

びがありますか？もしないのなら、あなたはまだ救われてないのでは？」 

A さんはすっかり動揺しました。確かにいつも心に喜びがあるわけでは

ないのです。さあ、今日学んだことから、あなたは混乱するAさんの信仰

をどのように励ますことができるでしょうか。 

 

 

 

成長に向けての宿題  

 

 「クリスチャンである確信を持つには」を読みましょう。 

 １６頁の「聖書を読もう！」をやってみましょう。 
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『クリスチャンである確信を持つには2』 
 

 私はこれまで大勢の学生や教会に集う方々のカウンセリングをしてきましたが、この

経験から気づかされたことは、イエスを信じる祈りをしたことはあっても、自分が本当に

救われているのかどうか不確かなまま生きている人が多くいるということです。このよう

な人たちは、知識や経験が増え、よいクリスチャンとなる努力を重ねているにもかかわ

らず、心の深いところでは神との関係に自信が持てないでいるのです。 

 

 心から神を知りたいと願っているにもかかわらず、自分の救いに確信が持てないクリ

スチャンが多いのはどうしてでしょうか？ 私の個人的な見解としては、そのような不確

かさの根底には聖書の本質に関する誤解があるように思えます。聖書が伝える本質的

なメッセージは、いわゆる宗教、哲学、道徳の基準といったものではありません。それ

は、イエスを通して人類にご自身をあらわした創造主である神と私たち人間との、個人

的な関係に関するものです。 

 

皆さんの中には、クリスチャンの家庭に生まれ育ち神の存在は信じているけれども、

実は神との関係がはっきりしていない、という人もいることでしょう。あるいは、最近イエ

スを信じたばかりで、まだ自分に何が起こったのかをよく理解していない方もいるでしょ

うか。どちらであっても、あなたが神との関係に不安を感じているのなら、以下の内容

はきっと役に立つはずです。 

 

 

知的な面で理解すること 
 

 神との関係を確信するためには、聖書が伝える良き知らせ（福音）がどのような内容

であるのかを知る必要があります。クリスチャンは作り話を事実として熱心に信じている

わけではありません。聖書の記述には歴史的根拠があります3。数多くの優れた学者た

ちが生涯をかけて、ナザレという田舎町で育ったイエスの生涯、教え、死、復活、この

世に与えた影響について調べてきました。 

  

 エール大学大学院の宗教学部長であり、歴史家でもあるラトーレット教授は次のよう

に述べています。「人類史上に結んだ実から判断すると、彼（イエス）の短い生涯は、こ

の惑星上でかつてないほどの大きな影響を与えた。これまでも努めて指摘してきたこと

だが、彼の生涯が与えた影響は、時代が経過するにつれて、弱まるどころか、ますま

す大きくなっている。何百万もの人々がキリストを通して個人的に人生が変えられ、彼

の生涯を模範とした人生を歩み始めている。後の時代に及ぼした結果から見ると、イ

エスの誕生、生涯、死、復活は、人類史上の最も大切な出来事であったと言わざるを

得ない。その影響力から判断すると、イエスは人類の物語の中心人物である」 

 

 歴史にそれほど大きな影響を与えてきたイエスという人物は、いったい何者なのでし

ょうか？ 新約聖書によると、イエスは今から二千年ほど前に、聖霊によって処女マリア

から生まれました。イエスが生まれる何百年も前に、イスラエルの偉大な預言者たちは、

 
2 国際キャンパス・クルセード・フォー・クライストの創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ“How 
You Can Be Sure You Are a Christian”の日本語短縮版 
3 参考：「徹底検証キリスト教」（いのちのことば社）が詳しい。 
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キリスト（救い主）が来られることを預言していました。旧約聖書にはやがて救い主が来

られることが３００回以上も述べられています。そしてそれらの預言は、イエスの生涯を

通してことごとく成就したのです。イエスはご自身が神であることを宣言されました。「わ

たしと父（神）とは一つです」「わたしを見た人は、父（神）を見たのです」と言われたの

です4。 

 

 神との関係を確信するためには、イエスに関する聖書の主張を正面から受け止め、

イエスが神であり、私たちの罪の身代わりとして死に、葬られ、復活された事実を認め

る必要があります。イエスは今も生きていて、この時代に生きる私たちの心に住み、罪

からの救い主となってくださいました。神との関係を確信するために、まずはこれらの

基礎知識をしっかりと心に刻む必要があります。 

 

 

感情が果たす役割 
 

 神との関係に確信を持つためには、感情に対するバランスの取れた認識を持つこと

が重要です。感情とは、特定の行為、出来事、経験などに対する、感じ方や反応のこ

とです。人は生まれつき感情をもった存在です。朝起きた時から寝るときまで、人のす

ることすべてには感情が伴っています。 

 

 世の中にはいろいろなタイプの人がいます。積極的で外向的な人もいれば、静かで

内向的な人もいます。感情表現が豊かな人もいれば、そうでない人もいます。同じこと

を見、経験しても、人によって全く違った反応を示すことはよくあることです。 

 

 例えば、使徒パウロは神との出会いにおいて、非常に劇的な体験をしました。彼はそ

れ以前、イエスに従う者たちを撲滅することに専念していました。けれどもこの劇的な

体験のゆえに生き方が１８０度変えられ、イエスによる神の愛とゆるしのメッセージを至

る所で伝える偉大な使徒として、神に用いられるようになったのです。一方、パウロの

弟子のひとりであったテモテは、自分の母親と祖母からイエスについて学びました。幼

い頃からイエスが神の子であることを信じて成長したのです。 

 

 今日でも、劇的な体験の中でイエスに出会い、麻薬や不品行、その他の悪習慣から

急激に解放されたことを証しするクリスチャンたちがいます。彼らの生活が全く変わっ

てしまったという事実が、彼らの主張を正当づけます。その一方で、自分の部屋や教

会でひとり静かにひざまずき、何も劇的な体験を持つことなしに、イエスを心に迎え入

れる人も多くいます。私自身もそのようにしてクリスチャンになりました。 

 

 年を経ていくうちに、私はさまざまな感情の波を体験しました。喜びにあふれていた

時もあれば、悲しみや失望に打ちひしがれていた時もあります。けれども、私はこのよう

な感情を信仰の土台にはしませんでした。なぜなら、感情は人を惑わすことがあるから

です。 

 

 クリスチャンは「信仰によって生きる5」存在だと聖書は教えています。「信仰がなけれ

 
4 ヨハネ 10:30、14:9 
5 ローマ 1:17 
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ば、神に喜ばれることはできません6」とも書かれています。ですから、感情を土台とし、

感情体験を追い求める生活は、神が喜ばれる信仰による歩みと相反する生活といえま

す。信仰とは、別の言葉でいえば「信頼」です。私たちの信仰生活は、感情ではなく、

神ご自身と神のことば（聖書）を土台にする必要があるのです。 

 

 心深くに隠れているありのままの感情に気づくことは、霊的・情緒的な面での成長に

不可欠です。けれども、特別な感情をむやみやたらと求めることは健全とは言えません。

神が人に与えられる正当な感情の価値を無視してはなりませんが、信仰生活の土台

は神ご自身と神のことば（聖書）であることを、しっかりと心にとめてください。 

 

 

意志を働かせる 
 

 神との関係に確信を持つためには、知性や感情のほかに、意志を働かせることが重

要です。このことを理解するために、神との関係を結婚関係に置き換えて考えてみまし

ょう。 

 

ある男性が、結婚しようと思っている相手こそ自分にぴったりの人だと、頭の中で確

信しているとしましょう。感情面でも恋をしていて、心から愛しているかもしれません。け

れども、結婚関係はこのような知性上の思いや感情だけでは始まりません。結婚には、

結婚関係を始めようとする男女の「意志」が必要です。 

 

 教会の結婚式では、牧師が、結婚しようとしている二人に向かって、それぞれにこう

問いかけます。 
 

「夫たる者よ。汝、健やかなる時も、病める時も、常にこの者を愛し、慈しみ、守り、助

け、この世より召されるまで固く節操を保つことを誓いますか」 

 

「妻たる者よ。汝、健やかなる時も、病める時も、常にこの者に従い、共に歩み、助け、

固く節操を保つことを誓いますか」 

 

それぞれが自分の意志の表明として「はい」と答えることで、二人の関係は新しくなり

ます。誓約の「はい」という一語が、二人の関係を夫婦という新しい関係にするのです。 

 

 私たちと神との関係においても同じことがいえます。頭の中でイエスが神であり救い

主であると認めるだけでは十分ではありません。感情的な体験を持つだけでも不十分

です。これらの二つも大切な要素ですが、意志の行為として、イエスを自分自身の罪

からの救い主として受け入れて初めて、人は本当の意味でクリスチャンとして歩み始め

るのです。 

 

神との関係と結婚関係には違いもあります。結婚は、まず相手を知るという知性から

入り、次に感情がわき起こり、最後に意志による決断という順序で進んでいくのが普通

でしょう。しかし神との関係の始まりは、通常は知性から始まり、意志を働かせて信じ、

その後にふさわしい感情がついてくることが多いのです。このことを理解しておくことは

 
6 ヘブル 11:6 
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信仰生活を歩む上でとても役立ちます。 

 

 

 最後に短くまとめましょう。神との関係を確信するには、知性、感情、意志という三つ

の要素が絡んでいます。罪から救われ、神の子どもとしての新しい関係を始めるには、

まずは以下の基礎的な真理を知的なレベルで知る必要があります。 

 

⚫ 神は私たちを造り、私たちを愛しています。 

⚫ 人には罪があり、神との間に深い断絶ができています。そのため、人は神を知るこ

とができなくなっているのです。 

⚫ 人を罪から救うため、神は人となって来られました。それがイエス・キリストです。私

たちはイエスによって神を知り、神の愛を体験することができるようになります。 

⚫ あなたも、イエス・キリストを受け入れることによって、神を知り、神の愛を体験する

ことができるようになります。 

 

 この内容はおわかりでしょうか？ あなたはイエス・キリストをあなた自身の罪からの救

い主として信じ、受け入れたことはあるでしょうか？ あなた自身の罪が完全にゆるされ、

神の子どもとされ、永遠に神と生きることができる恵みを、心から信じているでしょう

か？ 

 

 もし、そのことに「はい」と答えることができないのなら、一人で静かになれる場所を見

つけ、イエス・キリストをあなた自身の罪からの救い主として信じ、受け入れることをお

勧めします。結婚関係を始めるように、あなたの意志を働かせてください。次の祈りを、

あなたの心からの祈りとして、神に祈ってみてください。 

 

 

神さま、私はあなたとの個人的な関係を始めたいです。私は罪ある人間です。イエ
スさまが私の身代わりに罰を受け、私の罪をゆるしてくださることを感謝します。あな
たが今も生きていて、私を見捨てず、いつまでもいっしょに生きてくださることを信じ
ます。どうかあなたとの新しい関係の中で、私のこれからの人生を導いてください。
私をあなたが望むような人に変えてください。アーメン 
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聖書を読もう！ 
テーマ： 救いの確信を深める。 

 

１． コロサイ２:13-14を読みましょう。 
 

a. 神はあなたの罪をいくつゆるしてくださいましたか。(13節) 

 

b. 神はあなたの罪の記録（債務証書）をどのようになされましたか。（14節） 

 

 

２． へブル 13:5を読みましょう。 
 

a. 主（イエス）が信じる者を見捨て、離れ去るということがあるでしょうか。 

 

b. では、神に見捨てられてしまったように感じるとき、あなたはどうしたらよいので

しょう。（飛行機の図を思い出しましょう） 

 

 

イエスはいつでも、どんな時でも私たちのそばにいてくださいます。実際、復活のイ

エスは、信じる者の心の中に住んでいてくださいます。この真理は、困難な時代を生

きる私たちにとっての希望であり、慰めです。（コロサイ 1:27、ガラテヤ 2:20参照） 

 

 

３． II コリント 5:17を読みましょう。 
 

a. イエスを信じる人は神によってどのような存在とされましたか。 

 

イエスを信じたことで、神と歩むまったく新しい生活が始まりました。神と歩む生活の

ことを、クリスチャンは「霊的生活」（spiritual life）と呼ぶことがあります。霊的生活が

豊かになるにつれて、あなたの内側には、だんだんと神が喜ばれるような性質が形

づくられていきます。 

 

 

４． I ヨハネ 5:11-13を読みましょう。 
 

a. 永遠のいのちはどこにありますか。（11節） 

 

b. イエスを信じた人にはどのようないのちが与えられていますか。（13節） 

 

c. 人は今、永遠のいのちを持っていると確信することができるでしょうか。（13節） 

 

 

あなたは今、永遠のいのちを持っていますか？ なぜそうだと確信できますか？ 
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第 2課 神との関係と交わり 
 

中心聖句： I ヨハネ 1：9 

キーワード： 告白 

 

 

 
 

 

 

イエスを信じ受け入れたとき、あなたは神との個人的な関係を持つ「神

の子ども」とされました。しかし、多くのクリスチャンは不安になることがあり

ます。それは、クリスチャンが罪を犯したらどうなるのか、つまり、神に見捨

てられ、関係も絶たれてしまうのか、という不安です。 
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関係と交わりの違い 

 

このような不安は、神との「関係」と「交わり」の違いを理解するなら消え

去ることでしょう。神との関係と交わりの違いは、人間の親子関係にたとえ

て考えると理解しやすいです。 

 

 

関係 Relationship 

 

ある家庭に子どもが生まれたとします。その子は両親のいのちを受け継

いだことで、息子（あるいは娘）という特別な関係を持つことになり、両親の

家に住み、愛や保護を受ける立場となります。では、もしその子が両親を

悲しませるような悪いことをしたとしたらどうなるでしょう。それでもまだ、そ

の子は両親の子どもなのでしょうか。そうです。一度できた親子の関係は

永遠に変わりません。子どもがどのような態度や行動をとったとしても、親

子関係は同じように存在し続けます。 

 

 

 

 

交わり Fellowship 

  

けれども、親子の間の交わり、親しさはどうなるでしょう。その息子（娘）のと

った悪い態度や行動の結果、親しい交わりは断たれてしまいます。親子

の交わりを回復するため、その息子（娘）はどうすればよいのでしょう。彼

（彼女）は両親のところに行き、自分の間違いを認め、ゆるしを受ける必要

があります。 

 

 このたとえを、私たちと神との関係に戻して考えてみましょう。私たちと父

なる神との関係は不変です。私たちクリスチャンは神の子どもであり、この

関係は決して変わりません。けれども、私たちが罪を犯し、神の御心に背

く態度や行動をとるのなら、神との交わりは断たれてしまいます。交わりを

回復するため、自分が間違っていたことを認め、神のゆるしをいただく必

要があるのです。（ルカ１５:１１-２４参照） 
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✟：イエスは心の外 

我：自我が心の中心 

●：関心事は自我に左右 

され、結果、不安や 

混乱に陥る。 

✟：イエスが心の中心 

我：自我はイエスに導かれ 

  る 

●：関心事はイエスに方向

づけられ、結果、安心

や調和を得る。 

✟：イエスは心の片隅 

我：自我が心の中心 

●：関心事は自我に左右 

され、結果、不安や 

混乱に陥る。 

I コリント２:１４-３:３を読み、以下の質問に答えましょう。３種類の人が出て

きます。 

 

１． まだクリスチャンではない人（2:14） 

 

このような人は何と呼ばれていますか？ 

 

 

この人は神との関係を持っていますか？ 

 

 

では、神との交わりはどうですか？ 

 
 

 

 

２．イエスに導かれているクリスチャン（2:15） 

 

このような人は何と呼ばれていますか7？ 

 

 

この人は神との関係を持っていますか？ 

 

 

では、神との交わりはどうですか？ 
 

 

 

 

３．自我に導かれているクリスチャン(3:1) 

 

このような人は何と呼ばれていますか？ 

 

 

この人は神との関係を持っていますか？ 

 

 

では、神との交わりはどうですか？ 

 

 

 
7 御霊とは聖霊のことで、父なる神、子なる神と等しく神である方です。聖霊はイエスを信じるすべてのク

リスチャンの内に住んでいます。聖霊については第 3課で詳しく学びます。 
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神の愛とゆるしを日々体験する 

  

クリスチャンとして生きるようになっても、心がイエスにではなく、自我に

支配されてしまうことがあるかもしれません。もし心の王座（中心）にあなた

自身がついていると気づいたら、「罪を告白する」ことで、神との交わりを回

復させることができます。 

 

I ヨハネ 1：9を読みましょう。 

 
もし私たち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、 
その罪をゆるし、私たちをすべての不義からきよめてくださいます。 

 

私たちが罪を告白するとき、神は何をすると約束していますか。 

 

１） 

 

２） 

 

 

罪の告白とは心に示された罪に関して「神に同意」することです。罪の

告白には次の 3つの側面が含まれます。 

 

 

罪の告白の３つの側面 

 

① 同意・・・その罪（悪い考え、態度、行い）が良くないことであり、神を悲   

しませている事実を認めましょう。 

 

② 感謝・・・イエスが私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださった 

ので、神はその罪をも完全にゆるしてくださることを感謝しま 

しょう。 

 

③ 方向転換・・・罪に対する考え方を変えましょう。罪に勝利する力は私 

自身にはなく、聖霊8に頼るしかないことを認めましょう。真の 

方向転換（悔い改め）には、態度と行動の変化が伴います。 

 

 

 

 
8 第 3課で学びます。 



21 

自分自身への適用 （１０分） 

 

１） しばらく静まり、神さまに心を探っていただきましょう。 
 

※ 数分間、学びを導く人を含め、みなが神の前にいることを意識し、

沈黙の時を持ちましょう。 

 

２） それぞれ一枚の紙に心に浮かんでくる罪を書き出し、神さまの前

で、それらが罪であることを認めましょう。 
 

※ このリストは自分だけのものです。他の人のことは気にせず、ただ

自分自身に示される罪に正直に向き合いましょう。 

 

３） I ヨハネ 1：9の約束をその罪のリストの全面を覆うように大きく書き、

十字架による神のゆるしを自分のこととして感謝しましょう。 

 

 

４） この紙を破り捨て、神のゆるしが完全であることを視覚的に体験し

ましょう。 

 

 

 

今日のまとめ 

 クリスチャンが罪を犯し、自己中心の生活におちいったときは、すぐ

にその罪を告白する必要があります。そうすれば、神との交わりは

回復します。このことは十分理解しておく必要があります。 

 

 

Q. 第２課を学んで、特にどのようなことが印象に残りましたか？ 

 

 

 

 

成長に向けての宿題 

 

 「神の愛とゆるしを体験するには」を読んでみましょう。 

 ２９頁の「聖書を読もう！」をやってみましょう。 
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『神の愛とゆるしを体験するには9』 

 

「みだらな思いで異性を見てしまった」「また相手を傷つけるようなことを言ってしまっ

た」 日々の生活の中で何らかの罪に気づくとき、「こんな自分の罪を神は本当にゆる

してくれるのだろうか」と思い悩むことがあなたにはあるでしょうか。頭ではイエスの十字

架によるゆるしを信じていても、ある罪に関しては、心の深いところで神のゆるしを体験

していない、ということがあるでしょうか。 

 

毎日の体のよごれは石鹸で洗うと落ちるでしょう。しかし、心のよごれはそうはいきま

せん。よい人になろうとする努力や、よい行い、哲学思想、宗教などでは決して洗い流

すことはできません。なぜなら、それは人間の本質の一部だからです。罪の性質をもつ

私たち人間にとって、神からの「超自然的なきよめ」だけが唯一の希望です。神のひと

り子イエスが十字架で流された血潮だけが、人間の罪の問題に根本的な解決を与え

てくれるのです。 

 

感謝なことに、私たちはイエスに信頼したことで、過去、現在、未来にわたるすべて

の罪がゆるされ、神の子どもとされ、永遠のいのちが与えられました。それらはイエスを

心に迎えた人たちへの神からの愛に満ちた贈り物です。そして、神が子とされた私た

ちを裏切り、見捨てることは決してありません。 

 

けれども、神の子どもとして生きることは罪の問題がなくなるということではありません。

イエスと親しく歩むことで、かえって罪に敏感となり、自分が「罪びと」であることをより意

識することもあるでしょう。このような体験はだれにでもあることです。しかし、毎日の生

活の中で自分の罪に適切に向き合わないと、神の子どもとしてのふさわしい心の状態

でなくなるということもあるのです。 

 

 

三種類の霊的状態 
 

I コリント 2:14-3:3には神の視点から見た人間の３つの霊的状態が描かれています。 

 

 

① 生まれながらの人 

 

生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れま

せん。それらはその人には愚かなことであり、理解することが

できないのです。御霊に属することは御霊によって判断するも

のだからです。 （2:14） 
 

 

「生まれながらの人」とは、まだクリスチャンではない人の状態

あらわしています。 

 

 
9 国際キャンパス・クルセード・フォー・クライストの創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ“How 
You Can Experience God’s Love and Forgiveness”の日本語短縮版 
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この人は、まだイエスを罪からの救い主として受け入れていません。神の視点では

罪の中に死んでいて、聖書の真理もさっぱり理解できません。自分の力だけで生きて

いて、神の愛とゆるしを体験することもありません。 

 

 

② 御霊に属する人 

 

御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人

自身はだれによっても判断されません。「だれが主の心を知り、

主に助言するというのですか。」 しかし、私たちはキリストの

心を持っています。 （2:15、16） 
 

御霊を受けている人、あるいは「御霊に属する人」（3:1）とは、

イエスに導かれた生活をしているクリスチャンの状態をあらわ

しています。 
 

この人は、イエスを罪からの救い主として受け入れ、神の子どもとして新しく生まれて

います。心の王座（中心）を自我にではなくイエスに明け渡し、神の愛と力を絶えず受

け取っています。聖書を読むことで、神の愛と目的がより分かるようになり、神に従う結

果として、神が願う実を徐々に結ぶようになります。 

 

 

③ 肉に属する人 

 

兄弟たち。私はあなたがたに、御霊に属する人に対するように

は語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対

するように語りました。私はあなたがたには乳を飲ませ、固い

食物を与えませんでした。あなたがたには、まだ無理だったか

らです。実は、今でもまだ無理なのです。あなたがたは、まだ

肉の人だからです。あなたがたの間にはねたみや争いがある

のですから、あなたがたは肉の人であり、ただの人として歩ん

でいることにならないでしょうか。 （3：1-3） 

 

「肉に属する人」とは、自我に導かれた生活をしているクリスチ

ャンの状態をあらわしています。肉に属する状態とは、罪深い

性質の影響や特徴に支配されている状態です。 

 

この状態でも、イエスを罪からの救い主として受け入れ、神の子どもとされたクリスチ

ャンであることに変わりはありません。しかし、この状態のクリスチャンは、基本的には自

分の力により頼んで生きていて、心をおさめているのは神ではなく「自分」です。表面

的にはクリスチャンらしくみえても、心では自分の願いばかりを求めていて、内なる聖

霊の働きを拒むこともしばしばです。当然、神が望んでおられるような人に内側から変

えられることもありません。そして不幸なことに自分が肉に属していると気付かない場合

が多いのです。 
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分裂の原因 

 

以前、あるクリスチャン実業家が私を訪ねてきたことがありました。彼は自分の教会

が分裂しそうだと悩んでいました。「教会員の半分が教会を出て、別の教会を始めよう

としているのです」と彼は言いました。私はそれを聞いて悲しくなりました。クリスチャン

の群れが争い、分裂することほど痛ましいことはないからです。 

 

その実業家と話し合っているうちに、彼は自分が肉に属するクリスチャンであること

に気づくようになりました。私は「神はあなたが御霊に属する人になるよう備えてくださ

ったのです」と言って、どうすれば御霊に属する人になれるのかを説明しました。彼は、

自分の罪をゆるしてください、そして聖霊に満たしてください、と心から神に願いまし

た。 

 

いっしょに神の愛とゆるしを体験したことを喜んでいると、彼はこう私に言いました。

「もう私の教会では分裂は起こらないでしょう。いま気づいたのですが、分裂を引き起こ

している一番の原因は、私の強すぎる主張にあったのです」 

 

 

神の備えた解決の道 
 

神はご自身の愛する子どもたちが肉に属した惨めな状態で生きることを望んでおら

れません。罪の束縛から自由にされ、御霊に属する状態で生きることを願っておられる

のです。では、神の備えた解決の道はどのようなものでしょうか。  

 

まず心にとめるべきことは、人間的な努力では根本的な解決に至らないということで

す。多くの場合、内面の罪との戦いは挫折に終わることでしょう。 

 

ローマ8:7には「肉の思いは神に敵対する」とあります。どんなに努力しても、人には

罪の性質があり、肉の思いをなくすることはできないのです。努力や頑張りはそれ自体

悪いものではありません。けれども、神に反抗する罪の性質から私たちを自由にする

道ではないのです。このことを思うとき、私の心は軽くなります。私にはできない、それ

でいいのです。ただイエスだけが、この罪の性質から私たちを自由にする道であり、力

なのです！ 

 

神は私たちの信仰を喜ばれます10。私たちは、信仰によって、罪の力に打ち勝つイ

エスの力を体験することができます。 

 

信仰とは感情や気分ではありません。単なる信じる心の強さでもありません。聖書の

いう信仰とは「信頼」のことです。信じる心の強さより、「何に信頼しているのか」がとても

重要なのです。 

 

氷の厚さと信仰 

 

私たちは何でも信じればいいというものではありません。そのような信仰は、信仰心

 
10 ヘブル 11：6 
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自体に信頼を置いているようなものです。たとえば、ある人が池の氷の厚みが自分の

体重を支えるのに十分だと心から確信したとしましょう。その人はその確信に基づいて、

薄い氷の上に飛び込んだとします。さあ、どうなるでしょう？ もちろん、氷は割れてび

しょぬれ、もしかすると溺れ死んでしまうかもしれません。 

 

ではその逆に、氷が厚いかどうかあまり確信を持てない人がいたとします。その人は、

実際の氷はとても厚いのに、ゆっくりと少しずつ体重を氷に乗せながら進んでいくこと

でしょう。そのうち、池の氷が自分を支えるに十分な厚さがあると悟ったなら、自分を支

える氷に対する確信もより強くなってくるでしょう。 

 

クリスチャン生活もそれと同じです。私たちは信頼に値する神と神のことばに信頼し

ます。最初はそれほど大きな信仰ではないかもしれません。けれども神を知れば知る

ほど、より神の支配に自分をゆだねることも多くなり、神にゆだねることが多くなればな

るほど、神の恵みの働きをリアルに体験するようになるのです。信仰は筋肉に似て、使

うことによって成長するのです。 

 

 

霊的呼吸 
 

あなたが今、自分が肉に属している状態だと気づいたとしましょう。そこから御霊に

属する状態になるためにはどうしたらよいのでしょうか。ここでは「霊的呼吸」という覚え

やすい概念で、その方法をお伝えしたいと思います。 

 

人が生きるためには呼吸が必要です。呼吸は体にとって汚いものを吐き出し、きれ

いなものを吸い込む大切な機能です。霊的に神の力を体験するにもそれと似たような

ことを続ける必要があります。 

 

吐き出す（罪の告白） 

 

霊的に「吐き出す」とは「罪を告白する」ということです。Iヨハネ1:9にはこのように書

かれています。 

 

もし私たち（クリスチャン）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、 

その罪をゆるし、私たちをすべての不義からきよめてくださいます。 

 

 「告白する」という言葉は、原語では「同意する」という意味です11。つまり、神があなた

に気づかせた罪に同意するというニュアンスです。この同意には少なくとも三つのこと

が含まれます。 

① 気づかされた罪が悪いことであり、神を悲しませていることに同意する。 

② イエスの十字架のゆるしは完全であり、神はあなたをすでにゆるしていることに同

意する。 

③ 悔い改める必要があることに同意する。 

悔い改めとは自己から神への「方向転換」のこと。聖霊に頼りつつ、その罪に対す

る態度と行動の変化に向き合うことを意味します。 

 
11 ホモロゲオー＝ホモ（同じ）＋ロゲオー（言う） 
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罪を告白することから霊的呼吸のプロセスが始まります。そして、霊的に「吸い込む」

（聖霊の満たし）ことによって、肉に属する状態から御霊に属する状態へと変えられて

いきます。このことについては、第3課の「聖霊に満たされるには」で詳しく扱います。 

 

ゆるしの根拠と告白という行為 

 

ところで、私たちのゆるしの根拠はどこにあるのでしょうか。告白という行為が、ゆるし

をより確実にするのでしょうか。いいえ、そうではありません。ゆるしの確実性は、イエス

の十字架上での「ただ一度の犠牲」（ヘブル10:10）に基づくからです。 

 

ではなぜ、神の前で罪を告白する必要があるのでしょうか？ 

 

罪の告白は、神との関係を大切にしていることの表現であると同時に、神の約束を

受け取るために必要な行為でもあります。Iヨハネ1:9にあるように、罪の告白は「ゆるし」

と「きよめ」をもたらします。イエスの死によって完成されたゆるしの効果が、神によって

私たちのうちに現実の体験としてもたらされるのです。 

 

「罪を犯している」という神の静かな語りかけに同意しないで歩み続けるのなら、私た

ちは肉に属する状態となり、神のゆるしと光の中を歩むかわりに、罪と闇の中を歩むよ

うになることでしょう12。 

 

あなたも罪を犯したことがあるでしょうか。その罪に対して、神のゆるしをあるいはま

だ体験していないでしょうか。友人や家族のだれかに腹を立てているでしょうか。神と

の関係に喜びはないと感じ、聖書を読んだり祈ったりすることをやめてはいませんか。

福音を伝える働きには意味がないと考えたりしていないでしょうか。たとえそれが小さな

罪であっても、神の愛と力が私たちにあふれる妨げとなることもあるのです。 

 

水道管を凍らせた氷 

 

ある冬の寒い朝、キッチンの蛇口から水が少しも出なくなりました。どうやら途中のパ

イプのほんの一部が凍結してしまい、水はそこまで来ているのに、その小さな氷のせい

で、私たちのもとに水は届きませんでした。私は部屋を暖め、凍結した部分の氷を溶

かしました。そうすることで、いつものように蛇口から水は勢いよく流れ出てきました。 

 

罪の告白を拒み続けることは、凍結したパイプをずっとほっておくようなものです。そ

れは神の恵みの力が私たちに届くのを妨げます。もちろん告白しない罪があっても、

あなたへの神の愛は変わりません。あなたの罪はイエスの身代わりの死によってすで

にゆるされています。あなたは神の子であり、永遠のいのちを持っています。神はあな

たを永遠の愛で愛しています。ですから、「叱られる」とおびえることなく、ただ神のもと

に行き、心に示される罪を告白しましょう。神はその罪をゆるし、すべての悪からあなた

をきよめてくださいます。 

 

 

 
12 Ⅰヨハネ 1：7-10 
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神の愛とゆるしを体験するためのステップ 
 

神の愛とゆるしを体験するのに役立つステップを紹介します。 

 

 

1. 心に浮かぶ罪を紙に書き出す 

 

聖霊に、あなたの生活にある罪を示してくださいと祈りましょう。紙とペンを取り、心に

浮かんでくる罪をひとつずつ書き出してみましょう。書きながら、それぞれの罪を神の

前で告白しましょう。 

 

これをしながら神の前で心からへりくだることを学んでください。静かな場所で、十分

に時間をとることをお勧めします。このリストは、あなたと神との間だけのものです。です

から正直に、すべての罪を神に告白しましょう。リストには、たとえば以下のようなことが

記されるかもしれません。 

 

心にある思いや態度： 

・ 自分は愛されていないと、神にも周りにも心を閉ざしている 

・ 自分にないものを持っている人に嫉妬している 

・ 周りを自分の力で支配したいと思っている 

・ 何かに、あるいは誰かに対する怒りに支配されている 

・ みだらな思いで他者（異性）を見ている 

・ 自分とは違うタイプの人を心の中でさげすみ、拒んでいる 

・ 神の働きや交わりに対する無関心、など 

 

実際にしてしまった行為： 

・ SNSで誰かを侮辱するコメントをあげてしまった 

・ 誰かを中傷するような話を広めてしまった 

・ 他の人の不利になるような嘘をついた 

・ テストでカンニングをしてしまった 

・ 暴力をふるった 

・ 盗んでしまった 

・ いじめをした、など 
 

 

 

 

2. リストの全面に神の約束を書く 

 

書き終えたら、罪のリストの全面を覆うように大きく、Iヨハネ1:9の神の約束を書き写し

てください。 
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3. リストを破り捨てる 

 

祈りつつ、信仰によって神のゆるしときよめを受けたことを感謝したなら、そのリストを

破り捨てましょう。これはゆるしを視覚的にとらえるためです。 

 

 

4. つぐないをする 

 

最後に、もし他の人に関することでつぐなうべきことがあるのならそうしてください。た

とえば、だれかを言葉や態度で傷つけていることに気づかされたなら、心から「ごめん

なさい」と謝り、同じようなことをしないよう心がけましょう。 

 

つぐないがどの程度できるかは、さまざまな状況にもよるでしょうが、だれかに対して

良心のとがめを持っているのなら、神の前でやましくない良心を保って生きることは難

しくなるでしょう。罪の告白につぐないが含まれることがあるのはそのような理由もある

のです。 

 

以上のようなプロセスで罪を告白した後にも、まだ罪責感が残ることがあります。その

ようなときの罪責感は神からくるものではありません。それはあなたのたましいの敵であ

る悪魔からくるものです。なぜなら、「東が西から遠く離れているように、主は私たちの

背きの罪を私たちから遠く離される」（詩篇103:12）と、神は約束しているからです。神

のゆるしは完全です。たとえ悪魔が「お前の罪はゆるされない」とあなたを責めたてたと

しても、真実な神の約束に信頼し、十字架の完全なゆるしをしっかりと握りしめて生き

ていきましょう。 

 

 聖霊が示してくれた様々な罪と正直に向き合い、信仰によって神の愛とゆるしを受け

取りましょう。御霊に属する（聖霊に満たされた）クリスチャン生活は、そこから始まるの

です。 
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聖書を読もう！  
テーマ： 神との交わりの回復 

 

 

① ルカ 15:11-24を読んでみましょう。 
 

a. このイエスのたとえを自分のことばで説明してください。 

 

 

 

b. 罪を犯した息子は、お父さんとの交わりをどのように回復させましたか。 

 

 

 

c. お父さんの息子への愛はどのようなものでしたか。 

 

 

 

d. このイエスのたとえは、あなたが神との交わりを回復することについてどのような

ことを教えていると思いますか。 

 

 

 

 

 

② 黙示録 3:14-20を読んでみましょう。 
 

a. 裕福な都市ラオデキアの教会にはどのような問題がありましたか？ 

 

 

b. 神はどのようなことをクリスチャンたちに気づいてほしいのでしょうか？ 

 

 

c. 神との交わりを回復するために、私たちの側ですべきことは何でしょうか？  

 

 

その時、神の側ではどのようなことを約束していますか？    （20節） 
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第 3課 聖霊：頼もしい助け主 
 

中心聖句： ヨハネ 14:16-17 

キーワード： 聖霊 

 

 
 

三年もの間、弟子たちはイエスと生活を共にし、旅をし、働き、親しく語

り合いました。しかし、ある晩突然、イエスは自分がまもなく死ぬことを予告

されたのです。それを聞いた弟子たちはどれほど驚いたことでしょう。あな

たがその中の一人だったら、どのような気持ちになったでしょうか。悲しみ、

落胆し、絶望したでしょうか。きっと彼らも同じように感じたことでしょう。（ヨ

ハネ 16:6参照） 

 

けれども、同時にイエスが次のように語っている場面を想像してください。

「私が父なる神のもとへ帰ることはあなたがたにとって良いことなのです。

なぜなら、もう一人の助け主が遣わされるから。この助け主はあなたがたの

心に住み、いつもあなたがたと共にいて、どんな時でもあなたがたを助け、

導くのです」（ヨハネ 14:16-17、26、15:26、16:7-14参照） 
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もう一人の助け主 

 

この「助け主」が聖霊です。「もう一人の（原語：アロス）」という言葉は、

聖霊がイエスと同じ性質（神性）を持っていることを示しています。イエスと

同じ性質を持つ聖霊が弟子たちの心に住まわれ、彼らを通してイエスの

働きを続けてくださるとは、なんと驚くべき真理でしょうか！ 

 

弟子たちは使命を果たすのに、イエスをまねて自分の力だけで頑張る

というような「不可能なわざ」に直面する必要はなくなりました。それどころ

か、心に住む聖霊の力によって、キリストご自身のいのち、品性、権威、力

が彼らの生活と個性の中に現わされていったのです。 

 

それから二千年たった現代でも、このイエスの約束が真実であることに

変わりはありません。イエスのような生涯を送りたいと願う人々にとって、こ

れは希望の知らせです。努力そのものは尊いにせよ、自分の力だけでイ

エスのような生涯を送ることは到底不可能だからです。今日でもイエスの

願う生き方は、聖霊の助けによって、「あなたの内で」、「あなたを通して」、

現実のものとなっていくのです。 

 

 

聖霊とはどのようなお方なのか 

 

ヨハネ 14:16-17を読みましょう。 

 

a. イエスは弟子たちに「聖霊」をどのような言葉で紹介しましたか。 

（2つ） 

 

 

b. 誰が聖霊を遣わしたのですか？ 

 

 

c. 聖霊はどこに住まわれるのでしょう？ 

 

 

 
 聖霊は神であり、父なる神、子なる神と等しく神です。伝統的なキリスト教では、

「聖霊は三位一体の神の第三位格である」と教えています。神は唯一の存在（本

質は一つ）であると同時に、その本質の中には３つの位格（人格）があり、互いの

間には親しい交わり（愛の関係）があるのです。 
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なぜ聖霊は来られたのでしょうか 

 

以下の聖書箇所を読み空欄を埋めてみましょう。 

 

聖書箇所 聖霊が来たのは・・・ 

ヨハネ１６:１３ あなたを          に導くため。 

ローマ８:２６ あなたの           を助けるため。 

使徒１:８ あなたに           する力を与えるため。 

ガラテヤ５:２２-

２３ 
あなたに              を結ばせるため。 

 

 

Q. ガラテヤ 5:22-23を読んで、クリスチャンに結ぶ９つの「御霊の実」を

書いてください。 

 

１．  ２．  ３．  

４．  ５．  ６．  

７．  ８．  ９．  

 

 

今のあなたが特にほしいと願う人格の実はどれですか？  

 

 

なぜそう思うのでしょう？ 

 

 

以下に、聖霊がどのような方であり、なぜ来られたのかについて、あなた

自身の言葉でまとめてみてください。 
 

 

 

 

（ここで学びを一区切りし、お互いの生活に御霊の実が

結ばれるよう祈りましょう） 
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どのように聖霊に満たされるのか  

 

復習（第 2課参照） 

 

１． 肉に属するクリスチャンは何に頼って生きていますか。（p.23） 

 

 

２． 御霊に属するクリスチャンは心の王座を誰に明け渡して生きています

か。（p.23） 

 

 
              

イエス               自分 

 

 

３． 罪の告白に含まれる３つの側面とは何でしたか。（p.20） 

 

①            ②           ③           .  

 

 
※ 自分の罪を告白することを拒み続けると､御霊に属するクリスチャン

も肉に属するクリスチャンとなってしまいます。 

 

 

以下の内容は、35 頁からの「聖霊に満たされるには」を読んで答えてくだ

さい。 

 

４． 霊的呼吸とは何ですか？（p35） 

 

a. 息を吐く⇒ 

 

b. 息を吸う⇒ 
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５． 聖霊に満たされるときに重要な原則は何でしょうか。（p.38） 

 

 

６． 聖霊の満たしに関する神の命令と約束とは何ですか。（p.39） 

 

a. 神の命令（エペソ 5:18）：  

 

b. 神の約束（I ヨハネ 5:14-15）： 

 

 
私たちはこの神の命令と約束に信頼し、信仰をもって心の王座をイエスに

明け渡すことで、聖霊に満たされていることを確信することができます。 

 

 

 

「聖霊に満たされる」とはどういう意味でしょうか？ 以下に、あなた自身の

言葉で定義してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分自身への適用 

 

❖ ４０頁にある祈りはあなたの心の願いを表わしているでしょうか。もし

そうなら、この祈りを自分のものとして祈りましょう。 

 

 

 

成長に向けての宿題 

 

 「聖霊に満たされるには」を読んでみましょう。 

 ４１頁の「聖書を読もう！」をやってみましょう。 
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『聖霊に満たされるには13』 
 

クリスチャンが神の愛と力を体験して生き続けるためには「霊的呼吸」が不可欠です。

呼吸は体にとってきたないものを吐き出し、きれいなものを吸い込む大切な機能であり、

人は生きている限り呼吸を続けます。同様に、クリスチャンは生きている限り霊的呼吸

を続けます。霊的に息を吐くとは、罪を告白することであり、霊的に息を吸い込むとは、

聖霊（御霊）に満たされることです。 

 

イエスと 3 年間ともに過ごした弟子たちについて考えてみましょう。弟子たちはみな

ごく普通の人でした。私たちと同じように弱さや欠点もあり、人間的にも未熟でした。弟

子たちのリーダー格であったペテロでさえ、イエスが捕らえられた直後には、３度も「イ

エスを知らない」とうそをつきました。彼らも私たちと同じように臆病な面を持っていたの

です。 

 

 ところが、この同じペテロが、わずか数か月後には大胆に福音を伝える人物へと変え

られていました。彼の力強いメッセージを通して、数千人のユダヤ人がイエスを信じ、こ

の世界に最初の教会が誕生したのです14。変えられたのは他の弟子たちも同じでした。

なにがペテロを、そして他の弟子たちを、これほど力強い人物に変えたのでしょうか？ 

 

しかし、聖霊があなたがた（弟子たち）の上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けま

す。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地の果てまで、わたし（イエ

ス）の証人となります。（使徒 1:8） 

 

１世紀の弟子たちを根底から変えた力は「聖霊」にあります。生前イエスが弟子たち

に約束された「もう一人の助け主」（ヨハネ14:16）のことです。そして、この聖霊の力は、

今日でもイエスを信じる人ならだれでも体験できるのです。 

 

あなたは聖霊についてどのくらいの知識があるでしょうか？ どのように聖霊に満た

されるのかについて話す前に、まずは、聖霊と聖霊の満たしについての基本を整理し

てみましょう。 

 

聖霊とはだれなのか 
 

聖霊は神です。自然界に宿る霊（精霊）とか幽霊のようなものではありません。神の

力とか影響力でもありません。聖霊には人格があり、神が持つ性質をすべて備えてい

ます。 

 

聖書全体を注意深く学ぶと、神は「本質はひとつ（唯一の存在）」であり、その本質の

中に「3つの位格（人格）」が存在していることが分かります。それを「三位一体」といい

ます。聖霊は三位一体の神の第三位格であり、父なる神、子なる神（イエス）と等しく神

です15。 

 
13 国際キャンパス・クルセード・フォー・クライストの創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ“How 
You Can Be Filled With the Spirit”の日本語短縮版 
14 使徒 2:14-42参照 
15 三位一体の詳しい解説はここではしませんが、大切な教理なので、他の機会にじっくり学ばれること

をお勧めします。 
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なぜ聖霊は来たのか 
 

聖霊は、イエスの栄光をあらわし、聖書の真理に私たちを導くために来られました。

十字架にかかる前の晩、イエスは聖霊について弟子たちにこう言われました。「しかし、

助け主、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊は、あなたがたにす

べてのことを教え、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思い起こさせてください

ます」 （ヨハネ1４：２６） 

 

聖霊は、私たちを新しく生まれさせ16、神を個人的に知ることができるよう助けてくれ

ます。神を知ることで人生は豊かになります。この豊かさを与えることは、イエスがこの

世界に来られた目的でもありました17。 

 

聖霊は、私たちの祈りの生活を導き、イエスについて話す力を与え、渇いたたましい

に潤いを与えます18。聖霊の働きなしには、神が願うようなきよい生活を送ることも不可

能です。聖霊は、クリスチャン生活のすべてを助け、導くために来られたのです。 

 

 

聖霊に満たされるとはどういう意味でしょうか 
 

聖霊に満たされるとは、イエスに満たされることです。「満たされる」とは「おさめられ、

導かれる」という意味です。つまり、聖霊に満たされたクリスチャンは、自我ではなく、イ

エスに心がおさめられ、導かれています。それは、復活のイエスが、私たちの内で、私

たちを通して生きているような体験です。 

 

ぶどうの枝が健康な幹につながり実を結ぶように、聖霊に満たされているクリスチャ

ンはイエスにつながり実を結びます19。イエスが私たちの内で、私たちを通して生きるな

ら、少なくとも二つの面での実を結ぶようになるでしょう。 

 

ひとつは私たちの内側で結ぶ実、「御霊の実」とよばれるものです。私たちの心の態

度、人格や品性にかかわる実のことです。「しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛

容、親切、善意、誠実、柔和、自制です」（ガラテヤ5：22～23a） 

 

もうひとつは私たちの外側で結ぶ実、「イエスに勝ち取られたたましい」です。イエス

は、私たちを通して、罪から救われる人々を起こされます。「わたしについて来なさい。

人間をとる漁師にしてあげよう」とイエスは漁師のペテロやアンデレを招きました20。彼ら

はイエスに従い、イエスは彼らをそのような人物へと変えられました。彼らの責任はイエ

スにつながり、イエスに従うことでした。彼らを通して他の人々をご自身に導くことは、イ

エスの責任でした。この原則は今日においても同じです。なぜなら、イエスは失われた

人を救うためにこの世界に来られたからです21。 

 
16 ヨハネ 3:1-8 
17 ヨハネ 10:10、17:3 
18 ローマ 8：26、使徒１：８、ヨハネ 7：37-39 
19 ヨハネ 15:5 
20 マルコ 1：17 
21 ルカ 19：10 
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 聖霊に満たされることと「イエスのことばを豊かに住まわせる22」ことには興味深い関連

性があります。両者は車の両輪のように働き、クリスチャンの共同体の中で、互いの成

長を助け、心から神を賛美し、あらゆる状況の中で神に感謝をささげる人々を生み出し

ていきます。 

 

聖霊に満たされることは、感情的、神秘的な体験を求めることではありません。日々

イエスに心の王座（中心）をおさめていただき、神が望まれるような者に内側からつくり

変えてもらうプロセスなのです。 

 

 

なぜ聖霊に満たされていないクリスチャンが多いのでしょうか 
 

クリスチャンが聖霊に満たされていない理由は大きく分けて二つあります。ひとつは、

どのように聖霊に満たされるのかを知らないため、もうひとつは、神に対する不信仰の

ためです。 

 

知らないことの問題 

 

西テキサスに、エーツ・プールという有名な油田があります。恐慌時代、この油田は

エーツという人の牧場でした。彼の牧場は経営困難に陥り、エーツ氏は莫大な借金を

抱え、家族を養うため、ついには国の生活保護を受けるようになりました。 

 

来る日も来る日も広大な牧場で羊たちに草を食べさせながら、エーツ氏はどうしたら

借金を返せるかと悩んでいたに違いありません。ところがある日、油田会社がやってき

て、エーツ氏の所有する土地を掘らせてくれというのです。 

 

300メートルの地下には大きな油田がありました。毎日1千万リットル以上もの石油が

採れました。その次に掘られた場所にはその2倍以上が採れる油田がありました。発見

後30年たってからの調査でもさらに多くの油田があることがわかりました。 

 

なんとエーツ氏はこれらの油田全部を所有する億万長者だったのです。それなのに、

生活保護を受けて貧しく暮らしていたのです。なにが問題だったのでしょう？ 自分の

土地の下に豊かな油田があることを知らなかったことが問題だったのです。 

 

クリスチャン生活を理解するのに、これ以上適切なたとえはないでしょう。イエスを信

じて神の子どもとされた瞬間から、私たちは神の相続人となり、天にある霊的祝福を受

け継ぐ存在とされました23。神の願う実を結ぶために必要なもの（恵み、愛、力、知恵な

ど）はすべて、神から私たちに提供されています。決して霊的貧困のなかを生き続ける

必要はないのです。けれども、神からの力をどうしたら受け取れるのかを知らないがゆ

えに、霊的貧困を生き続けるクリスチャンは多いのです。 

 

 

 

 
22 コロサイ 3:16-17 とエペソ 5:18-20 を比較参照 
23 エペソ 1:3-14 
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不信仰の問題 

 

神の愛を疑い、イエスに人生を明け渡すのを恐れているクリスチャンもいます。神の

性質に対して間違った思い込みを抱いているケースもあるでしょう。神に人生を明け渡

したら悪いことが起きるのではないか、好きでない人と結婚させられ、楽しみも奪われ、

みじめな人生を強要されるのではないかなど、口には出さなくとも心ではこのように思

っているのです。 

 

そのような心の声はどこから来るのでしょうか。少なくとも聖書からの語りかけでない

ことは確かです。神はご自身を求める神の子どもたちに、喜んでよいものを与えてくだ

さる方だからです。イエスは父なる神についてこう教えました。「このように、あなたがた

は悪い者であっても、自分の子どもたちには良いものを与えることを知っているのです。

それならなおのこと、天におられるあなたがたの父は、ご自分に求める者たちに、良い

ものを与えてくださらないことがあるでしょうか」（マタイ7:11） 

 

 イエスに人生を明け渡すのを恐れる必要はありません。神はあなたを愛しておられ、

イエスを通して、あなたの想像以上の豊かな人生を与えてくださるのです。もし神が何

かを手放すように導いたなら、それがあなたにとって最善であるからです。安心して、イ

エスを愛し、従う道を選び取ってください。 

 

以上が、聖霊と聖霊の満たしについての基本です。では、どのように聖霊に満たさ

れるのかについてお話ししましょう。 

 

 

どのようにして聖霊に満たされるのでしょうか 
 

私たちは「信仰によって」聖霊に満たされます。私たちが信仰によって罪から救われ

たのと同じ道理です24。クリスチャン生活は信仰によって始まり、信仰によって進んでい

きます25。「どうか御父が、その栄光の豊かさにしたがって、内なる人に働く御霊により、

力をもってあなたがたを強めてくださいますように。信仰によって、あなたがたの心のう

ちにキリストを住まわせてくださいますように」（エペソ3:16-17a） 

 

聖霊に満たされるために、断食をしたり、泣き叫んだり、神の同情心を乞い求めたり

する必要はありません。聖霊の満たしは自分の努力で獲得するものではなく、ただ信

仰によって神から受けるものだからです。 

 

たとえば、預金口座からお金を引き出すときに、私たちは銀行の受付の前でひざま

ずき、「どうか、私の口座にある現金をお恵みください」と懇願したりはしません。ただ信

じて銀行に出かけ、ATMにカードを差し、暗証番号を入れ、すでにあなたのものである

現金が引き出されるのを待つだけでよいのです。 

 

聖霊はクリスチャンの心にいつも住んでおられます26。私たちの心と生活をイエスが

おさめ導くよう、いつでも助けを与えてくださるのです。このような理由から、「聖霊を与

 
24 エペソ 2：8、9 
25 コロサイ 2：6 
26 ローマ 8：9、コロサイ 1：27、ヘブル 13：5 
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えてください」と神に懇願しなくともよいのです。 

 

必要なのは心の備えだけです。あなたはイエスに導かれて歩みたいですか？27 神

の願うような人につくり変えられたいですか？28 聖霊が気づかせてくれた罪を告白し、

神のゆるしときよめを受け取りましたか？29 聖霊の満たしを求める前に、神の前に静ま

り、自分自身の心が整えられているかどうかを確認することが大切です。 

 

神の命令と約束 

 

備えができたなら、２つのみことばに心をとめましょう。ひとつは神の命令です。エペ

ソ5:18には「また、ぶどう酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むし

ろ、御霊に満たされなさい」とあります。神は御霊に満たされることをクリスチャンに命じ
ています。聖霊に満たされることは神のみこころなのです。 

 

もうひとつは、神の約束です。Iヨハネ5:14-15にはこうあります。「何事でも神のみここ

ろにしたがって願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱

いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たち

は、神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります」 

 

 あなたが聖霊に満たされることは神のみこころですか？ もちろん、そうです。神がそ

う命じておられるからです。では、あなたが「聖霊に満たしてください」と神に願うなら、

神はその願いに答えてくださいますか？ そうです、あなたが聖霊に満たされることは

神のみこころですから、信じて求めるなら、必ずそうしてくださるのです。 

 

聖霊の満たしを願い求めるとき、以下のポイントにも心をとめてください。 

 

➢ あなたがクリスチャンなら、聖霊はすでにあなたの内に住んでおられます。呼吸

は体の外からきれいな空気を取り込みますが、聖霊はあなたの外から迎えるわ

けではありません。 

➢ 聖霊の満たしは、祈るという「行為」によってもたらされるわけではありません。神

と神のことばに信頼する「信仰」が大切です。 

➢ 「満たされなさい」は、原語では「満たされ続けなさい」という継続性のニュアンス

があります。ですから、一度満たされれば十分というものではなく、生涯呼吸の

ように続けていく性質のものです。 

➢ 感情体験を追い求めてはいけません。聖霊の来た目的は特別な感情体験を持

たせるためではなく、私たちの生涯に神の願う実を結ばせるためです。感情は

大切なものですが浮き沈みがあるものなので、信仰生活の土台に感情を据える

ことがないよう注意しましょう。 

 

では最後に、聖霊に満たされるため、以下のような信仰の祈りを紹介します。もしこ

の祈りがあなたの心を表しているのなら、神の前に静まり、あなたの信仰の表明として、

心から神に祈ることをお勧めします。 

 

 
27 マタイ 5：6 
28 ローマ 12:1、2 
29 I ヨハネ 1:9 
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神さま、私を愛してくださりありがとうございます。私は今、私の心を罪深い自我が支
配していることに気づきました。気づかせてくださり感謝します。いま私はもう一度、
イエスさまが私の心をおさめてくださるよう願います。あなたの命令と約束にもとづい
て、私を聖霊に満たしてください。あなたが願う実を結ぶよう、私を変えてください。 
アーメン 

 

 

 霊的呼吸のプロセスは、罪を告白することに始まり、聖霊の満たしを求めることで進

んでいきます。聖霊に満たされた歩みを日々続けていくと、あなたの内面に御霊の実

が見られるようになり、祈りの生活とみことばの学びが意味あるものとなります。他の人

に福音を伝えるときにも、聖霊の力を体験するようになるでしょう。神が用意されている

豊かな冒険の生涯は、ここからはじまるのです。 
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聖書を読もう！ 
テーマ： 実を結ぶ枝 

 

ヨハネ１５章１～５節を読んでみましょう。 
 

 「わたし」ということばに印をつけてみましょう。（例：丸で囲む） 

 

 「あなたがた」ということばに印をつけてみましょう。（例：四角で囲む） 

 

 「とどまる」ということばに印をつけてみましょう。（例：下線を引く） 

 

 

イエスさまはこのたとえの中で、ご自身を何にたとえていますか。（１，５節） 

 

 

では、ご自身に従う弟子たちのことを何にたとえていますか。（５節） 

 

 

枝（弟子たち）は自分の力だけで実を結ぶことはできますか。（４、５節） 

 

 

では、枝（弟子たち）が実を結ぶためには、どのようなことが必要でしょうか。（４，５節） 

 

 

 

 

「とどまる」とはどのような意味でしょうか？ 

 

 

 

 

あなたが聖霊に満たされて生活することと、クリスチャンとして豊かな実を結ぶことには

どのような関係があると思いますか。自分の言葉でまとめてみましょう。 
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第 4課 クリスチャンの成長に向けて 
 

中心聖句： I コリント 3:6 

キーワード： 恵み、真理、時間 

 
第１課～第３課では、あなたがクリスチャンとしてしっかりと立つための基

本を学んできました。ここまでのポイントを要約するとこうなります。 １）聖書

を根拠に罪からの救いを確信しましょう。 ２）神の前に自分をふり返り、霊

的呼吸を続けましょう。 
 

あなたは今すでに神の家族であり、神の愛とケアの中で、神の子どもとし

て成長できる存在です。肉体の成長に、食物、休息、運動が必要なように、

霊的成長にも必要不可欠な要素があります。 

 

 霊的成長は神に信頼することから始まります。日々、聖霊に満たされ、

信仰によって生きるとき、神の働きを、あなた自身のこととして体験できるよ

うになります。 

 
義人は信仰によって生きる。 ガラテヤ 3：11 

 

私（パウロ）が植えて、アポロが水を注ぎました。 

しかし、成長させたのは神です。 I コリント 3:6 

 



43 

霊的健康の維持 

 

霊的健康を維持するには、日々自分自身をふり返り、神との対話、他者

との関わりのバランスを大切に生活する必要があります。 

神との対話は「祈り」と「聖書の学び」を通して深まります。他者との関わ

りは「クリスチャン同士の交わり」と「この世界の人々（未信者）への証し」の

ことです。 

 

 
 

 

１． 祈り   祈りによって、父なる神に話しかけます。 

 

ピリピ 4:6-7を読みましょう。 

 

私たちは何をささげるようにと言われていますか？ 

 

私たちはどのような場合に祈るべきでしょう？ 

 

祈るならば、神は何をしてくださると約束していますか？ 

 

 

 

祈りとは、神とのコミュニケーションです。それは親子の会話のようなもの

です。クリスチャンは愛に満ちた偉大なお父さんである神さまに、何でも

話すことができます。神は私たちを愛しているので、私たちと過ごす時

間を何よりもうれしく思っています。祈りはまた､私たちの心（内面）の健

康維持にも欠かせないものです。 
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２． 聖書の学び   聖書を通して、神はあなたに語りかけます。 

 

聖書を読むことは、どのような点で私たちの益となるのでしょう？  

IIテモテ 3:16-17 

 

 

 

神からのことばを聞くだけで十分でしょうか？  

ヤコブ 1:22 、マタイ 7:24-27 

 

 

 

 

肉体の健康のためには食糧が必要です。食糧がなければ人は弱り果て、

ついには病気になってしまいます。同じように、聖書は私たちにとって

「霊的な食べ物」（マタイ 4:4 参照）です。霊的健康を維持するために、神

のことばを心にたくわえ、みことばを実行する人になることが大切です。 

 

 

 

 

３．クリスチャン同士の交わり    

一緒に集まり励まし合うことで、キリストの愛を体験します。 

 

クリスチャン同士がともに集まる時、誰がともにいますか？ 

マタイ 18:20 

 

 

ヘブル 10:24-25 を読んでください。この箇所で勧められていることは

何ですか？ 

 

 

 

キャンプ・ファイアーを思い出してください。薪は何本も一緒にしておけ

ば良く燃えます。しかし一本だけ取り出すと、風が吹けば容易に消えて

しまいます。 
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４．この世界の人々への証し    

福音を伝えるとき、人々への神の愛を体験します。 

 

マタイ 4:18-20を読みましょう。  

 

イエスさまは弟子たちにどのようなチャレンジをしましたか？ 

 

イエスさまは、ご自身に従う人たちをどのような人にしてくださると

約束しましたか？ 

 

マタイ 28:19-20を読みましょう。 

 

イエスさまは地上を離れる前に何を命令しましたか？ 

 

この大切な命令を伝えた後で、イエスさまはどのような約束をしま

したか？ 

 

 

復習： あなたの霊的な健康維持のため、大切な４つのことは？ 

 

１．               ２．                 

 

３．               ４．                 

 

 

恵み＋真理＋時間＝成長 

 

クリスチャンの成長には「恵み」と「真理」、それに「時間」が必要です。

真理はクリスチャン生活を生きていくのに必要な知識を与え、恵みは成長

し続けていくために必要な励ましや受容を与えます。しかし、植物の成長

と同様に、霊的成長はすぐには起こりません。いのちが成長するプロセス

には時間が必要であることを心にとめてください。 

 

あなたにできる最善のことは、成長のための良い環境にとどまり、その

中で生きることです。この課で学んだことをただ頭で知るだけではなく、実

践に移すことが肝要です。少し時間をとって、自分自身の成長のための

実践プランを立ててみてください。神はあなたに合ったペースで、あなた

を豊かに成長させてくださるでしょう！ 
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成長に向けての私の計画 
 

 例 私の計画 

 

 

祈り 

 

 

・いつ：寝る前 

・どこ：自分の部屋 
 

・いつ：水曜日 7時～ 

・なに：教会の祈り会に

行ってみる 

 

 

 

聖書 

 

 

・いつ：毎日 8:30 

・どこ：大学のカフェ 

・なに：ルカを読む 
 

・このテキストの聖書箇

所をいくつか暗記する 

 

 

 

交わり 

 

 

・いつ：金曜日 6時～ 

・なに：クリスチャン大学

生の集まり 

・いつ：日曜日午前中 

・どこ：教会の日曜礼拝

に参加する 

 

 

 

証し 

 

 

・だれ：同じクラスの×× 

・なに：クリスチャンにな

ったことを話してみる。 
 

・聖霊の力を体験できる

よう祈り会で自分のため

に祈ってもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

成長に向けての宿題  

 

 「聖霊に満たされ歩むには」を読んでみましょう。 

 ５３頁の「聖書を読もう！」をやってみましょう。 
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『聖霊に満たされ歩むには30』 
 

あなたはもう「霊的呼吸」を実践し始めているでしょうか。イエスに信頼する人たちに

は豊かで実りある人生が約束されていますが31、そのカギとなるのが霊的呼吸です。頭

で理解するだけではなく、心のなかでの肉（自我）と御霊（聖霊）の動きに敏感となり、

シンプルに、誠実に、霊的呼吸を続けていきましょう。このことが安定した霊的生活の

基盤となるからです。 

 

聖霊に満たされていれば人生に問題がなくなるというわけではありません。つらい病

気、大切な人との死別、経済的苦境など、このような種類の問題はだれにでも起こりう

ることですし、中傷やいじめなど、他の人の罪深い行為の結果としてもたらされる問題

もあるでしょう。神に従うか、それとも自分の願いに従うかという「内なる葛藤」も体験す

ることでしょう。 

 

けれども、聖霊に満たされて歩み続けることで、このような人生の問題に向き合う神

の力を体験できます。I ペテロ 5:7には、「あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだ

ねなさい。神があなたがたのことを心配してくださるからです」とあります。神に人生の

重荷を負ってもらい、問題の解決者となってもらうなら、人生のさまざまな問題のなかで

も、あなたは神の子どもとして成長させられ、神の栄光をあらわす人生を送ることができ

るでしょう。 

 

霊的呼吸をして聖霊に満たされて歩むという概念は、決して難しいものではありませ

ん。しかし、あなたが最後まで聖霊に満たされ、神の栄光をあらわす人生を送ることが

できるよう、４つの重要なポイントについてお話ししましょう。 

 

１．確かに聖霊に満たされていますか 
 

 すべての人の心には「王座」（中心でおさめる存在）があります。クリスチャンの心の

王座は、自分（自我）かイエスかのどちらかが占めています。心は自我とイエスの両方

に仕えることはできません。聖霊に満たされるとは、自我ではなく、イエスに心がおさめ

られ導かれることです。「だれも、二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで

他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなたがた

は神と富とに仕えることはできません」（マタイ 6:24） 

 

どのように聖霊に満たされるかを知っていても、または聖霊に満たされて歩む生活

が長くなったとしても、ふとしたことで、心の王座を自我が占めていることに気づくことが

あるかもしれません。その時には、立ち止まり、ふり返り、自分の心を正直に見つめて

みましょう。どのようなもの（悪い感情や動機など）が出てきたとしても、神の恵みを覚え、

新たな気持ちで、霊的呼吸を実践しましょう。 

 

クリスチャンは、神の子どもとされ聖霊が心に住んでいるという点では霊的な存在で

 
30 国際キャンパス・クルセード・フォー・クライストの創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ“How 
You Can Walk in the Spirit”の日本語短縮版 
31 ヨハネ 14:12-14、15：5、８、１２ 

霊的呼吸 
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すが32、罪を重ね、不信仰な態度を持ち続けると、霊的な存在にふさわしくない「肉に

属するクリスチャン」となってしまいます33。ですから、自分の心を誰がおさめているのか

に敏感になり、生涯ずっと、イエスに心の王座を明け渡し生きていきましょう。 

 

２．霊的な戦いのために備えましょう 
 

クリスチャンには目には見えない現実の戦いがあります。聖書はクリスチャンに戦い

を挑む 3 つの力について教えています。この３つの力とは、「世」「肉」「悪魔」のことで

す。 

 

世 

 

世とは神から離れたこの世界の生き方や価値観のことです。世のとりことなるなら、

神の働きに豊かに用いられることもないでしょう。たとえば「富」について考えましょう。

お金や経済的成功は悪いことではありません。しかし、神の国とその義とを第一にする
34ことを忘れ、地上に富を蓄えることを人生の第一目的とするならどうでしょう。そこに神

への愛はあるでしょうか？ 

 

あなたがたは世も世にあるものも、愛してはいけません。もしだれかが世を愛してい

るなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち、肉

の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、世から出るものだ

からです。世と、世の欲は過ぎ去ります。しかし、神のみこころを行なう者は永遠に生

き続けます。（I ヨハネ 2:15-17） 

 

肉 

 

肉とは生まれながらの罪深い性質のことです。肉の性質は生きている限りなくならず、

いつも聖霊の働きに逆らおうとします。ですから、聖霊に満たされて歩むときに、肉との

戦いに備える必要があります。 

 

肉の望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互

いに対立しているので、あなたがたは願っていることができなくなります。（ガラテヤ

5:17） 

 

これは成熟したクリスチャンでも、誘惑に対して罪に走る可能性があるということです。

誘惑そのものはあなたの罪ではありませんが、誘惑について思いを巡らすうちに欲と

なり、神への不従順の行為となるので注意が必要です35。 

 

あなたが誘惑されやすい領域は何ですか。お金、性、プライドは代表的なものです。

自分の弱点をよく理解し、誘惑に陥りにくい環境をつくることも大切です。強い誘惑は

試練ですが、あなただけの体験ではありません36。聖霊に満たされ、イエスに心をおさ

 
32 ローマ 8:9 
33 １コリント 3:1-3 
34 マタイ 6:33 
35 ヤコブ 1：14、15 
36 I コリント 10:13 
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めてもらい、誘惑に負けないよう祈り求めましょう。火は小さいうちに消すなら火事には

なりません。自分の肉との戦いに敏感となり、謙遜に霊的呼吸を続けましょう。神は真

実な方です。あなたも神の力で肉との戦いに勝利できます。 

 

私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、肉の欲望を満たすことは決し

てありません。（ガラテヤ5:16） 
 

悪魔（サタン） 

 

悪魔は現実の敵であると聖書は教えています。疑いの火矢のような攻撃をしてくるこ

ともあれば、もっと抜け目のない策略を通して、私たちが信仰によって歩かないよう邪

魔をしてきます。 

 

身を慎み、目を覚ましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、吼えたける獅子の

ように、だれかを食い尽くそうと探し回っています。堅く信仰に立って、この悪魔に対

抗しなさい。ご存知のように、世界中で、あなたがたの兄弟たちが同じ苦難を通って

きているのです。（Iペテロ 5:８-９） 

 

あなたは悪魔と聞いて恐れを抱くでしょうか。確かに自我が心をおさめているのなら

恐ろしい存在です。しかし、イエスがおさめているのなら恐れることはありません。イエ

スは悪魔よりはるかに力ある方だからです37。悪魔は神の前で敗北が確定しており、そ

の影響力には制限があります。おりの中で歩き回るライオンがこわくないように、自ら悪

魔のおりに近づくことがない限り、恐れる存在ではないのです。 

 

聖書は「悪魔の策略に対して堅く立つことができるように、神のすべての武具を身に

着けなさい」と教えています38。神の武具とは、真理の帯、正義の胸当て、福音のはきも

の、信仰の楯、救いのかぶと、御霊の剣（神のことば）、そして御霊による祈りのことで

す。信仰生活における悪魔との戦いに備えて、しっかりと神の武具で身を包んで生活

しましょう。 

 

ですから、神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば、悪魔はあなたがたから逃げ

去ります。神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいてくださいます。 

（ヤコブ4:7-8a） 

  

 

３．神の子どもとしての権利に心をとめましょう 
 

神の子どもとして生きることはすばらしい特権です。神との親しい交わりを体験できる

からです。聖書を通し、また祈りのなかで、あなたも神に聴く（心の耳を傾ける）ことがで

きます。どんなに忙しくともこの時間を優先して確保しましょう。神の子どもとして霊的祝

福を受けている喜び39は、神との親しい交わりを通して新鮮に体験できるものです。 

 

 
37 I ヨハネ 4:4b 
38 エペソ 6:11 
39 エペソ 1:3-14 
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日々、神の恵みで心が強められるのはよいことです40。私たちは努力や功績、あるい

は何か規則を守ることによって罪から救われたのではありません。ただ十字架のあわ

れみのゆえに、イエスに信頼したことで救われました。それは、だれかがあなたに福音

を伝えてくれたおかげでもあります。神の恵みを心に刻み、福音宣教の重要性を忘れ

てはいけません。信仰によって生きる他のクリスチャンたちと定期的に時間を過ごし、

聖書の学び、祈り、そして伝道のバランスを保つよう心がけましょう。 

 

気をつけてほしいのは「しなければならない」症候群です。聖書を読まなければなら

ない、祈らなければならない、伝道しなければならないなど、自分の努力だけで信仰

生活を送ろうとするなら、挫折感に満ち、豊かな実は期待できません。健康な霊的生

活は、人の努力によるものではなく、信仰によってイエスにとどまる結果もたらされるも

のです。聖霊に満たされ生きるとき、聖書は生きたものとなり、祈りは力あるものとなり、

伝道は効果的になり、神に従うことは喜びとなるのです。 

 

わたし（イエス）にとどまりなさい。わたしもあなたがたの中にとどまります。枝がぶどう

の木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あな

たがたもわたしにとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。わたしはぶどう

の木、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまって

いるなら、その人は多くの実を結びます。わたしを離れては、あなたがたは何もする

ことができないのです。（ヨハネ15:4-5） 

 

私はこれまで伝道の結果として、何千人もの人たちをイエスに導く特権が与えられま

した。けれども、人を新しく生まれさせたのは、私の力ではなく聖霊の働きです。です

から、信じた人の数が多いからと誇ることはできませんし、たとえ実が少なくとも落胆し

たりはしません。実を結ぶ責任は聖霊にあります。聖霊は、私たちの内で、私たちを通

して働き、出会った人々に実を結ばせ、ひとりひとりの人生を変えられるのです。私た

ちの責任はただ神に信頼し、従うことです。 

 

イエスは弟子たちに、全世界に出て行き、福音を伝えるよう命じました41。その命令

には、イエスがいつも彼らと共にいるという約束が伴っていました。イエスは、「全世界

に行って福音を伝えなさい。幸運を祈る！」とは言われませんでした。「天においても

地においてもいっさいの権威を持つわたしが、世の終わりまでいつもあなたがたと共に

いる」と言われたのです42。 

 

イエスが心にいるということは、必要なすべてを持っているということです。あなたは

イエスにあって満たされた存在です43。 あなたは愛を必要としていますか。イエスは愛

そのものです。喜びを必要としていますか。イエスは喜びです。平安を必要としていま

すか。イエスは平安です。忍耐を必要としていますか。イエスは忍耐です。知恵を必要

としていますか。イエスは知恵です。 

私たちの内面の必要も、福音宣教における必要も、イエスが満たしてくださいます。

イエスは信じる私たちと共にいてくださるのです！ このあふれる恵みを心に抱きしめ、

生きている限りイエスと共に歩んでください。 

 
40 ヘブル 13：9 
41 福音を伝えることは「弟子としなさい」という命令の一部です。 
42 マタイ 28：18～20参照 
43 コロサイ 2：9～10 
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４．信仰によって生きましょう 
 

聖霊に満たされ歩むことは「信仰の生涯を生きる」ということです44。私たち人間はさ

まざまな感情を持つ存在として造られました。そのことを神に感謝しましょう。けれども、

霊的な生活を評価するのに感情ばかりに重点を置くと問題が起きるでしょう。たとえば、

神を愛する人というのは必ずしも感情的にイエスが大好きな人のことではありません。

聖書によると、それはイエスの命令を受け入れ、従う人のことです45。 

 

もちろん、特別な感情体験―とめどなく涙があふれたり、抑えきれないほどの喜びに

興奮したり―はあるかもしれません。しかし、そのような体験は、信仰と従順の副産物で

あり、個人差があり、一時的なものです。より大切なのは信仰によって生き続けることで

す。特別な感情体験を追い求める人生ではなく、信仰によって神と共に生きる人生を

求めていきましょう。 

 

聖霊に満たされ歩むとき、私たちは真実である神ご自身と神のことば（聖書）に信頼

して生活します。神ご自身と神のことば、それがクリスチャンの信仰の対象です。その

聖書の中に、「神を愛する人たち、すなわち、神のご計画に従って召された人たちのた

めには、すべてのことがともに働いて益となる46」という約束があります。このすばらしい

約束を、あなたは信じるでしょうか？ 

 

もし信じるなら、I テサロニケ 5:18 の命令が理にかなったものであることが分かるでし

ょう。「すべてのことにおいて感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって神があなた

がたに望んでおられることです」 

 

私たちはあらゆる状況の中で「神さま、感謝します」と言うことを学ぶ必要があります。

よいことが起きているときには感謝はしやすいものです。しかし、よくないことが起きて

いるときはどうでしょう。失恋したとき、病気のとき、大学の単位を落としたとき、失敗した

とき、差別されたときはどうでしょう。愛なる神の計画を信じ、神に感謝をささげているで

しょうか。それとも、辛いときに神に感謝するのは愚かなことでしょうか。 

 

私は以前、物事が自分の思い通りにいかないとひどくいらだちました。閉ざされてい

る扉でも無理にこじ開けようとしたものです。心は張りつめ、周りの人にもイライラとした

気持ちで接しました。そしてやっと気づいたのです、自分がとんでもない愚か者である

ことに！ 

 

私は自分の思い通りにならないときでも、信仰によって、「神さま、感謝します」と言う

ことを学びました。それから私はもっとリラックスできるようになりました。神はこの世界の

すべてをおさめている全能者です。この神が、私の想像も及ばない「より良い計画」に

導いてくれると、私は信じるようになったのです。これは感情からくる感謝というより、神

への信頼からくる感謝、つまり「信仰による感謝」です。 

 

以前、弟子訓練キャンプで、ある若い女性が涙ながらに、数か月前に事故で婚約者

を失った心の痛みを打ち明けてくれました。自分たちの婚約パーティーから車で帰宅

 
44 ガラテヤ 3:11、ヘブル 11:6 
45 ヨハネ 14:21 
46 ローマ 8:28 
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する途中、対向車がセンターラインを越えてきたのです。衝突を避けるためハンドルを

切った結果、道路わきの電柱に衝突したのです。一瞬にして最愛の友を失うという悲

劇は、自分が車を運転していたという事実と重なって、彼女をひどく複雑な気持ちにし、

胸を痛ませていたのです。「私はどうしたらいいのでしょう」と彼女は泣きくずれました。 

 

クリスチャンである彼女は、すでに心療内科の医師、カウンセラー、教会の牧師、他

にも多くの人に相談をしに行ったと言いました。「もしあなたが助けてくれないのなら、

私は気が変になりそうです」と彼女は言いました。それを聞いて、私は彼女にローマ

8:28と Iテサロニケ 5:18から、「信仰による感謝」の原則を話しました。そして、「最愛の

友を失ったことを神に感謝しましたか」とやさしくたずねました。彼女は驚いて、私の質

問を正しく聞き取れたかどうか耳を疑うほどでした。彼女は戸惑った表情でこう言いま

した。「こんな悲しみを、どうして神に感謝できるでしょうか」 

 

「あなたは神を信頼しないのですね」と私が聞くと、彼女は「いいえ、信頼していま

す」と答えました。それで私は、「感情的には難しいでしょうし、はじめはばかげていると

思うかもしれません。でも、この悲しみの中でもあなたが神に信頼していることを、神に

話してみたらどうでしょうか」と提案しました。私たちは共にひざまずき、彼女は涙ながら

に祈りました。「神さま、どうして私の最愛の人が死んだのか、私にはわかりません。で

も私はあなたを信頼します。神さま、感謝します」 

 

彼女が「神さま、感謝します」と言ったとき、彼女は神への信仰を具体的にあらわした

のです。ヘブル 11:6には「信仰がなければ、神に喜ばれることはできない」とあります。

神への信仰をあらわす最善の方法は、どのような状況にあっても「感謝します」と神に

言うことです。あなたは何か悲劇的なことが起きたがゆえに、心のなかで神を憎んでい

るかもしれません。「どうして、神はこのようなことをゆるされたのか」と苦悩しているかも

しれません。けれども神はこう言われます。「すべてのことに感謝しなさい」と。 

 

次の朝、この女性は喜びにあふれた表情で私のところにやってきました。彼女は言

いました。「昨夜、あの事故以来初めて、睡眠薬を飲まないでぐっすり眠ることができま

した。今朝目覚めたとき、神への賛美と感謝があふれてきました。どうしてかは分かりま

せんが、神に感謝するよう教えてくださったことと関係があることはわかります」。 この

ように、すべてのことに感謝するという教訓を学び、人生が変えられた人の証しは他に

もたくさんあるのです。 

 

あなたの人生にもさまざまなドラマがあるでしょう。よく見えるときも、悪く見えるときも

あるかもしれません。人生とはそういうものです。神は真実な方です。あなたを見捨てる

ことなく、いつまでも共にいて導いてくださいます。どのようなときも霊的呼吸を続け、聖

霊に満たされて歩みましょう。自我ではなくイエスに心をおさめていただき、霊的戦い

の備えをし、神の子どもとしての権利を心にとめ、信仰によって一歩一歩、歩んでいき

ましょう。 

 

神はあなたを愛しておられ、あなたに豊かな人生を与えてくださいます。聖霊に満た

され歩むなかで、あなたも多くの実を結ぶ人生を経験されますように。 
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聖書を読もう！  
テーマ： 成長と教会 

 

1. KGP『聖書のエッセンス』47１６ページの「せ・い・ち・ょ・う」にある聖書箇

所を復習し、気づかされたこと、教えられることがあれば書き留めてお

きましょう。 

 

せ（聖書を読んでみること）・・・ローマ１０:１７ 

 

 

い（祈ってみること）・・・ヨハネ１５:７ 

 

 

ち（小さなことでも神に従うこと）・・・ヨハネ１４:２１ 

 

 

ょ（喜んで神の愛を他の人にも紹介すること）・・・マタイ２８:１８-２０ 

 

 

う（うまくいかない時でも神にゆだねること）・・・Iペテロ５:７ 

 

 

 

 

 

2. KGP『聖書のエッセンス』１８ページの「健全な教会における交わり」を

もう一度読みましょう。ヘブル１０:２５を開き、ここでの勧めについて静

かに黙想してみましょう。 

 

 

一緒に学びをしている人と、教会やクリスチャンの集まりに参加してよ

かった経験をお互いに分かち合ってみましょう。 

 
47 KGP『聖書のエッセンス』とは、個人伝道用の小冊子「四つの法則」のカラー版のこと。 
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第 5課 確信をもって祈るには 
 

中心聖句： ピリピ４：６，７ 

キーワード： 賛美、告白、感謝、願い 

 

 

 
 

 

 

 

 

祈りは神さまとのコミュニケーションです。神さまと直接語り合う特権は、す

べてのクリスチャンに与えられています。あなたが祈るとき、神さまは静か

に耳を傾けてくださいます。 

 

 

 

 

 
（注：この課では旧約聖書も使います。） 
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どんな関係においても、互いの思いが伝わりあってはじめて、有意義な

関係ということができます。聖書に記されている人々の記録を見ると、神と

人とのコミュニケーションが大切なこととして書かれていることに気づきます。

人々が神に聞き従い、祈りを大切にしているときは、霊的生活は充実した

ものとなり、神に聞き従わず、祈りをないがしろしているときは問題が多く

起こっています。これは今日の私たちにも当てはまります。 

 

 イエスの生涯においても、祈りは大切な部分を占めていました。幼少の

頃から、イエスは父なる神と親しく語り、みこころを聞いていました。祈りは、

イエスの働きと人生の土台にありました。イエスの弟子として歩む人はだれ

でも、祈りについて学ぶ必要があるのです。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 この課では、日々の祈りの時間に用いることができるシンプルな祈り方―

祈りの 4要素―について学びます。 

 

祈りの４要素 

 

① 賛美（Adoration） 

 

② 告白（Confession） 

 

③ 感謝（Thanksgiving） 

 

④ 願い（Supplication） 

 

…英語の頭文字を取って ACTS（使徒の働き）と覚えます。 
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賛美（Adoration）・・・偉大な神への尊敬を言葉で表現する祈りです。 
 

 

1. 詩篇９５:６では、どのようなことが勧められていますか。 

 

2. 私たちが神を礼拝すべき理由は何でしょうか。（詩篇９５:６-７） 

 

3. 詩篇１３５:３では、どのような理由で神を賛美していますか。 

 

4. Ⅰ歴代誌２９:１１-１２に表わされている神のご性質には、どのようなも

のがありますか。以下に書き出してみましょう。 

 

 

 

練習 

今、少し時間を取り、書き出したリストをもとに、神を神としてあがめましょ

う。神の愛、聖さ、憐れみ、偉大さなど「神のご性質」を覚えて、神を賛美

して祈りましょう。 

 

 

 

 

告白（Confession）・・・心に示された罪を、主の前で告白する祈りです。 
 

※ 告白に含まれる３つの要素は何でしたか？（第 2課） 

 

1. 詩篇６６:１８によれば、心に罪を抱いたまま祈るとどうなりますか。 

 

 

2. Ⅰヨハネ１:９によると、私たちが罪を告白するなら、神は何をしてくださ

ると約束していますか。 

 

 

 

練習 

しばらく静まり、神に心を探っていただきましょう。あなたの生活の中で､

心の中の態度で、神さまに喜ばれない部分がありますか？もしあるのな

ら、今、その罪を神に告白しましょう。示された罪を告白し､十字架による

ゆるしときよめを感謝しましょう。 
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感謝（Thanksgiving）・・・神がなしてくださったすべてに感謝する祈りです。 

 

 

1. 詩篇１０６:１では、どのようなことが命じられていますか。 

 

2. Ⅰテサロニケ５:１６-１８によると、どのような場合に神に感謝するべきで

しょうか。 

 

3. ローマ８:２８には、あらゆる場合において神に感謝すべき理由（神の約

束）が書かれています。それは何でしょうか。 

 

 

練習 

今、少し時間を取り、神に感謝したいことを書き出して、神への感謝の

祈りをしましょう。 

 

 

 

 

 

次に「感謝などできない」と感じていることについても書き出しましょう。 

 

 

 

 

 

※ 感謝することが困難だと感じることでも、信仰によって祈り、神に感謝

する祈りをささげましょう。 

 

 

 

願い（Supplication）・・・特別な必要のために神に願う祈りです。 

 

 

１．ヤコブ４:２-３によると、願いが聞かれないのは、どのような理由によりま

すか。 
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２．私たちの必要を願うなら、神はどうしてくださいますか。（マタイ７:７） 

 

 

３．Ⅰテモテ２:１によると、私たちは誰のために祈るべきでしょうか。 

 

 

 

練習 

ここで少し時間を取り、さまざまな領域での、具体的な必要と願いをノー

トに書き込んでみましょう。 

 
このリストを日々の祈りの中で用い、神に願い求めましょう。答えられた祈りにはチェ

ックしましょう。具体的な祈り課題は、後で祈りが答えられたときに、神が祈りに答え

てくれたことがわかるので、祈る喜びが増し加わります。 

 
※ 願いのさまざまな領域：  

・ 自分自身のこと 

・ 家族や友人のこと 

・ 福音を伝える活動のこと 

・ 福音の働き人のこと 

・ 教会のこと 

・ 社会で影響を与えている人たちのこと 

・ 事件や社会問題、国際情勢のこと 

 

 

 

今日のまとめ  
 

 祈りは神とのコミュニケーションです。 

 祈りの 4 つの要素は「ACTS」（賛美、告白、感謝、願い）で覚えること

ができます。 

 個人やグループでの祈りの実践は、霊的生活の土台となり、人生を

変える力となります。 

 

 

成長に向けての宿題  
 

 「確信をもって祈るには」を読んでみましょう。 

 ６４頁の「聖書を読もう！」をやってみましょう。 
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『確信をもって祈るには48』 
 

あなたが祈るとき、人々の生き方や国家のあり方を変えるため、神があなたを用いて

いると考えてみたことはありますか？ 1世紀のイエスの弟子たちはそのことをよく知っ

ていました。悪がはびこる世界の中で、迫害や困難の中でも彼らは祈り続けました49。

結果としてキリストを信じて変えられる人たちが増え広がり、当時の世界に大きな影響

を与えるようになったのです。 

 

キャンパス・クルセード・フォー・クライストの働きを始める前、私は教会の伝道チーム

を連れて、一年以上もあちこちの大学の寮を訪ねて福音を伝えました。けれども私の

知る限りでは、どの集会でも、キリストに生涯をゆだねる決断をした人は起こされません

でした。 

 

1951年の春、神の導きによってキャンパス・クルセードを創設した時、私たちがまず

取り組んだのは、1日の24時間を15分ずつ96に分けての祈りの連鎖でした。当時

UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）で新しい働きが始められようとしていました

が、そのために多くのクリスチャンが毎日15分を割いて祈ってくれたのです。 

 

この祈りの連鎖の直後に開かれたUCLAの女子寮での集会では、このような集会は

初めてでありながら、参加した60名の女子学生のうち、半数以上がイエスを信じたいと

申し出ました。それから数か月のうちに、UCLAの250人以上の学生がイエスを信じ、神

に人生をゆだねる決心をしました。学内ではクリスチャンが大きな影響を与えはじめ、

学校のチャイムも正午には讃美歌を奏でるようになりました。 

 

神の祝福がこのように前例のないほどに現れたのは偶然の出来事ではありません。

たくさんの神の子どもたちの真剣な祈りに、神が答えてくださった結果なのです。その

後、全世界に広がった私たちの働きの祝福は、同様に、世界中の多くのクリスチャンた

ちの祈りの結実なのです。 

 

けれども、このような祈りの力があるにもかかわらず、どのように祈ったらよいのかわ

からないクリスチャンが多いのも事実です。そこで、初めに祈りに関する基礎的な真理

についてお分かちし、最後に、確信をもって祈るためのポイントをお話ししたいと思い

ます。 

 

祈りとは何か 
 

 シンプルに言うと、祈りは神との会話―コミュニケーション－です。ある人はこう言いま

した。「祈りとは互いに愛し合っている者-神と人-の対話である」。 神はあなたを愛し

ておられ、あなたはその愛に応答し、両者の間に親しい対話が始まるのです。 

 

 けれども、祈りは言葉以上のものです。言葉にならない思いや感情を神に向けるとい

うことも含まれます。祈りは神との関係に基づくそれぞれの体験であり、単なる宗教的

 
48 国際キャンパス・クルセード・フォー・クライストの創設者であるビル・ブライト博士のメッセージ“How 
You Can Pray with Confidence”の日本語短縮版 
49 使徒 4:23-30など 
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な活動ではありません。あなたは神の子どもとして大胆に神のそばに近づき、神との心

からの対話を始めるようにと招かれているのです50。 

 

誰が祈れるのか 
 

 人は誰でも祈ることができます。神に似せて創造された人間51には祈るという本能が

あるようです。ここで注意しなければならないことは、何に祈っているのかということです。

多くの場合、人々は人間が作り出した偶像に語りかけ、そこには実りある対話はなく、

実はまことの神を悲しませているのです。 

 

イエスは十字架にかかる前の晩、弟子たちにこう語られました。「あなたがたが、わた

しの名によって何かをわたしに求めるなら、わたしがそれをしてあげます52」。 神との

実りある対話は、イエスにより頼むすべての人たちに与えられている特権です。特に、

３つの心をもって祈ることが求められています。 

 

① きよめられた心： 効果的な祈りができる人とは、神によってきよめられた心を持

つ人です。ある詩篇の記者はこう告白しています。「もしも不義を私が心のうちに見出

すなら、主は聞き入れてくださらない53」。 つまり、生活の中に告白していない罪があ

るのならば、神との親しい対話や、祈りの答えを期待できないということです。ケーキ作

りでレシピの一つを入れ忘れただけで失敗するように、生活の中で罪の告白を忘れる

のなら、実りある祈りの生活は失敗に終わるのです。 

 

② ゆるす心： 効果的な祈りができる人とは、ゆるしの精神を持つ人です。ゆるさな

い心は、効果的な祈りを妨げる最大の要因のひとつです。イエスは人々にこう教えまし

た。「また、祈るために立ち上がるとき、だれかに対し恨んでいることがあるなら、ゆるし

なさい。そうすれば、天におられるあなたがたの父も、あなたがたの過ちをゆるしてくだ

さいます54」。 イエスが弟子たちに教えた有名な「主の祈り」では、日々の必要を求め

る祈りの後に、ゆるしを与え、ゆるしを受ける祈りが続いています55。 

 

③ 神に信頼する心： 効果的な祈りができる人とは、信仰をもって祈る人です。イエ

スは、目の前の山が動くという印象的な例話の中で、「あなたがたは、信じて祈り求める

ものは何でも受けることになる56」と弟子たちに教えました。目が見えない二人の人には、

「あなたがたの信仰のとおりになれ57」と言って、目が見えるようにされました。この地上

で無力を感じる時はなおさら、天においても地においてもいっさいの権威を持つお方

に信頼し、祈りをささげましょう。イエスがいつも共にいてくださる現実を、あなたもリア

ルに体験することでしょう58。 

 

 
50 ヘブル 4:14、16参照 
51 創世記 1:27 
52 ヨハネ 14:14 
53 詩篇 66:18 
54 マルコ 11:25 
55 マタイ 6:11、12 
56 マタイ 21:22 
57 マタイ 9:29 
58 マタイ 28:18、20 
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なぜ祈るのか 
 

 私たちが祈るのは、聖書で祈るようにと繰り返し命じられているからです。「絶えず祈

りなさい」「どのような時でも祈りなさい」「感謝をもって祈りなさい」などはその代表的な

ものです59。 

 

また、祈るのは神との親しい交わりを持つためです。私たちを愛する神は私たちとの

親しい交わりを望んでいます。私には二人の息子がいますが、どんなに忙しくとも彼ら

が近くに来てくれると喜びを感じます。息子が書斎にやってきて、隣で静かに本を読ん

でいるだけでも、私は彼らからの愛情を感じます。あなたが祈るとき、神も同じように思

っているのではないでしょうか。 

 

また、私たちはイエスの模範があるので祈ります。イエスの生活と働きはやるべきこと

であふれていました。群衆を教え、病人をいやし、個人的にも人と会い、遠方まで旅を

し、その中で弟子たちを訓練されました。それなのに、父なる神との時間をしっかりと確

保していたのです60。イエスの弟子たちも、歴史の中で神に用いられた多くのクリスチャ

ンも、祈りを大切にしていました。私たちも忙しさを言い訳にせず、優先して祈りの時間

を確保する必要があるのです。 

 

 祈ることは、私たちを霊的に養います。食事を一度くらい抜いても体に悪いことはな

いでしょうが、さすがに一週間も食事なしで過ごせば体は衰弱するでしょう。同様に、

一日くらい祈りや御言葉なしでもそれほどの影響はないかもしれませんが、長い間そ

れが続くなら霊的な栄養失調になってしまい、力強いクリスチャン生活を送ることはで

きなくなってくるでしょう。 

 

祈りは私たちの生活とこの世界に、具体的な実（祈りの答え）をもたらします。キリスト

の効果的な証し人となるためには祈りが必要です。私たちは神について人々に語る前

に、人々について神に語ります。それが効果的なキリストの証し人となるための秘訣で

す。祈りはこの世界に、神が望まれる結果をもたらします。ですから私たちは祈るので

す！ 

 

誰に祈るのか 
 

 私たちは、主イエス・キリストの御名によって、聖霊の働きを通して、父なる神に祈りま

す。イエスがおられるので私たちの祈りが聞かれ、聖霊がおられるので私たちの祈りが

正しく聞かれるのです。しかし、神は三つの位格で表された唯一の神61ですから、イエ

スへの祈りも、聖霊への祈りも、神への祈りであることには変わりはありません。 

 

いつ祈るのか 
 

I テサロニケ５:１７には「絶えず祈りなさい」と書かれています。つまり、心が主に導か

れ、いつも祈りの態度でいることが大切だということです。朝起きた時から寝る時まで、

 
59 Iテサロニケ 5:17、ピリピ 4:6、コロサイ 4:2など。 
60 マルコ 1:35 
61 三位一体（さんみいったい）と言います。 
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心の中でも、声に出してでも、私たちは神に祈ることができます。 

 

 毎日、祈りのために特別な時間を決めておくことも有益です。その時間に聖書を開き、

神のことばを読み、神と語るのです。静かに神の臨在の中で黙想するとき、神は聖書

のことばを通して私たちに語りかけます。真実な祈りとは、私たちが神に語るとき、神が

私たちに語ってくださるよう願うことです。 

  

 定期的にグループで祈ることも意義深いです。教会、家庭、学内、職場などで祈り会

があるなら参加してみましょう。祈るときは、順番に祈ったり、いっせいに祈ったり、さま

ざまな祈り方がありますが、導く人の指示に従いましょう。私たちはよく「会話の祈り」と

いう祈りをしています。それぞれが御霊に導かれるまま、自由に、短く祈り、他の人が祈

る時には静かに耳を傾けます。誰かの祈りに同意したり、同じ人が何度も祈ることもあり

ます。ただ神の臨在を意識しつつ、さまざまな課題について一緒に祈るのです。 

 

祈りには何が含まれるのか 
 

祈りには４つの要素が含まれます。それらは賛美（Adoration）、告白（Confession）、

感謝（Thanksgiving）、願い（Supplication）で、英語の頭文字をとって ACTS（使徒の働

き）と覚えます。もちろん ACTS は単なるガイドラインであって、この順序を厳格に守ら

なくてはならないとか、毎回の祈りに必ず含まなければならないというものではありませ

ん。 

 

賛美： 神を敬愛しつつほめたたえましょう。私たちは心で、あるいは唇で神を賛美し、

畏敬と感謝の気持ちをもって神に近づきます。祈りは言葉以上のものです。それは、

神に向かって心を開くことであり、外面的な行為というより内面的な体験です。「正しい

者たち、主を喜び歌え。賛美は直ぐな人たちにふさわしい62」 

 

告白： 神の前で正直に罪を告白しましょう。罪を認めず告白を拒むなら、神はあなた

の祈りを聞かれません63。告白とは「同意する64」という意味です。もし過ちがあるのなら、

示してくださった神に同意しましょう。キリストはその罪のためにも十字架で死んでくだ

さいました。ですから、ゆるしがあることを感謝しましょう。心を神に向け、方向転換（悔

い改め）をして、神の願う態度が持てるよう、ふさわしい行動ができるよう、祈り求めまし

ょう。神の前では、ごまかしたり仮面をつけたりせずに、いつも裸であることが肝要で

す。 

 

感謝： すべてのことにおいて神に感謝しましょう。1 テサロニケ５:１８には、「すべての

ことにおいて感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって神があなたがたに望んで

おられることです」と書かれています。日々与えられる祝福のことだけでなく、問題や逆

境さえも感謝しましょう。そのような信仰による感謝は神に喜ばれることです。神はよい

方であり、あなたの人生によい計画をお持ちです。私たちにはよくわからなくとも、全知

全能の神は、すべてのことを働かせて、益とすることができるお方なのです65。 

 

 
62 詩篇 33:1 
63 詩篇 66:18、イザヤ 59:1-2参照 
64 ギリシア語で「ホモロゲオー」（ホモ＝同じ、ロゲオー＝言う） 
65 ローマ 8:28 
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願い： 特別な必要のために神に願うこと。ピリピ４:６には「何も思い煩わないで、あらゆ

る場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っ

ていただきなさい」とあります。まずは、自分のため、日々、聖霊に満たされて歩めるよ

うにと祈りましょう。問題があれば知恵を求めて、悲しい時は慰めを求めて祈りましょう。

家族や友人のためにも祈りましょう。霊的なことに敏感となり、たましいが救われるように

と祈りましょう。さまざまな人たちのために、とりなしの祈りをささげましょう。 

 

確信をもって祈るには 
 

最後に、確信をもって祈り、祈りの答えが与えられるために、4 つの命令に従うことを

勧めます。 

 

① とどまりなさい！ 

イエスは、「あなたがたがわたしにとどまり、わたしのことばがあなたがたにとどまって

いるなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それはかなえられます66」と

約束しました。私たちが心の王座をイエスに明け渡し、聖霊によって歩むなら、神の

心にかなう祈りが私たちを通してささげられることでしょう。 

 

② 求めなさい！ 

祈りの答えを期待するなら、求めなければなりません。ヤコブは、「自分のものになら

ないのは、あなたがたが求めないからです。求めても得られないのは、自分の快楽

のために使おうと、悪い動機で求めるからです67」と言いました。イエスご自身も、福

音書の中で祈り求めることの重要性を何度も教えられました68。 

 

③ 信じなさい！ 

イエスは、「信じて祈り求めるものは何でも受ける69」と教えました。祈りが答えられる

ためにはこのような信仰の態度が重要です。しかし、どのようにしたら、このような信

仰を得られるのでしょうか。大いなる神に、ただ信頼すればよいのです。信仰は量で

はなく質であることをイエスは教えています70。 神のビジョンを自分のものとし、その

実現を信じて、祈り続けてください。 

 

④ 受け取りなさい！ 

キリストにとどまり、聖霊に満たされ祈り求めているのなら、祈りが答えられる備えをし

てください。祈りの答えを受け取った時のことを想像してみてください。そして、祈り

に答えてくださる神に、前もって感謝をささげてください。 

 

私は復活のイエスが命じられた大宣教命令71がこの世界に成就することを信じて祈

り求めています。この神の偉大なビジョンのために祈ることができるのは、クリスチャンと

しての最高の特権だと、私は確信しています。 

 

 
66 ヨハネ 15:7 
67 ヤコブ 4:2b-3 
68 ヨハネ 14:14、16:24、マタイ 7:7-8など 
69 マタイ 21:22 
70 マタイ 17:20 
71 マタイ 28:18-20 
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聖書を読もう！ 
テーマ： 賛美の祈り 

 

1. 喜びの中での賛美 

 
a. 詩篇１０６:６-１２を読みましょう。 当時の神の民はどのようなことを体験した結

果として、主を賛美したのでしょうか。 

 

 

b. イエスを信じる私たちは、どのような理由から神を賛美するべきでしょうか。 

 

 

2. 静けさの中での賛美 

 
a. 詩篇６２:５-８を読みましょう。この詩篇の作者は、どのような態度で主を待ち望

んでいましたか？ 

 

 

b. 以下の箇所から、主の前に静まる時に、何をするべきかを学びましょう。 

 

・ 詩篇２３:１（主がどのようなお方か、そのイメージを心に描く）  

 

・ 詩篇１０３:２（主の良くしてくださったことを思い出す） 

 

・ 詩篇１９:７-１１（御言葉をおいしく味わう）  

 

 

3. 苦しみの中での賛美 

 
a. 詩篇６９１-３を読みましょう。この詩篇の作者はどのような状況の中にいると想

像できますか。 

 

 

b. この苦しみの中で、この人は何をしましたか。（詩篇６９:３０） 

 

 

c. なぜこのような時に賛美の歌を捧げたのでしょうか。（詩篇６９:３１-３３） 

 
 

 

※ 苦しみの中で賛美した経験があったら、互いに分かち合ってみましょう。 
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第 6課 聖書の読み方 
 

中心聖句： IIテモテ３：１６，１７ 

キーワード： 観察、解釈、適用 

 

 
 

神は、ご自身が創造された人間に語りかけようと思われました。はじめ

は、旧約聖書を記した献身的な人々を通して語りかけ、それからイエス･キ

リストがこの地上に来られ、神ご自身が人となり人間と直接コミュニケーショ

ンを持ってくださいました72。イエスは十字架で死に、復活された後、天に

帰られましたが、神は再びご自身に忠実な人々を用いて、神の御子につ

いての記録を残そうとされました。その彼らの熱心と従順の結果、新約聖

書が誕生しました。 

 

つまり、聖書全体が、私たちに対する神からの語りかけを記録した書物

ということができます。聖書は、私たちと親しく交わることを望み、私たちの

応答を求めておられる神ご自身が与えてくださった「生けることば」なので

す。 

 

 

 
72 ヨハネ１:１４、へブル１:１-２ 
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この課では、どのように聖書を読み、自分の人生の変革に活かせるのかに

ついて学びます。 

 

【準備】 

 

1. 神を求める心 
 
「神さま、あなたが聖書を通して、私に大切なことを語ってくださることを感謝しま
す。どうかあなたからの語りかけに心を開くことができるよう、私を導いてください」 

 

2. ノートと筆記用具 
 

 観察したこと、教えられたこと、適用のポイントなどを記録するためのノートを用

意しましょう。 

 何色かの色鉛筆があると、効果的な観察に役立ちます。 

 

3. 時間と場所 
 

 落ち着けて集中できる時間と場所を選ぶとよいでしょう。 

 

4. 聖霊の助け 
 

 聖書を正しく理解し適用できるよう、聖霊の助けを祈り求めましょう。 

(ヨハネ１６:１３) 

 

5. 全体像を心にとめる 
 

 神のことばは私たちの生活に適用されてはじめて益となります。しかし、適用を

急いではなりません。聖書を誤って適用する危険もあるからです。神のことば

に向き合うときには、以下の三つのステップに従って読むとよいでしょう。 

 

 

 

三つのステップ 

 

① 観察（何が書かれているのか） 

 

② 解釈（どういう意味なのか） 

 

③ 適用（自分自身にどう適用すべきか） 
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Step1【観察】 

内容にフォーカス 
この箇所には何が書かれているのか 

 

 

 どういう意味かを考える前に、何が書かれているのかを注意深く観察し

ましょう。５W1H（いつ、どこ、だれ、なに、なぜ、どのように、どれくらい）

の答えを探しながら読むと、良い観察ができるでしょう。 
 

例:  

 いつ頃の出来事か？ 

 どこで話しているのか？ 

 誰が誰に語っているのか？  

 何についての話題か？ 

 なぜ喜んでいるのか？ 

 どのくらい愛しているのか？ 

 

 繰り返し出てくる言葉や表現（キーワード、キーフレーズ）、特別な約束

や命令などに注目しましょう。キーワードに色や印をつけてみると、そ

の箇所のテーマが見えてくることがあります。 
 

例：  I ヨハネ２:１５-１７（世と愛）、ヨハネ１５:１-１０（とどまる） 

       I コリント１３章（愛）、ヘブル１１章（信仰）、ローマ８章（聖霊） 

 

 

 観察したことを自分のことばで整理してみてもよいでしょう。（箇条書き

で OK!） 

 

 

 心に浮かんだ質問は、後で調べるために書き留めておきましょう。 
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Step２【解釈】 

意味にフォーカス 
この箇所はどういう意味なのだろうか 

 
 

 観察したことに基づいて、以下の２つの質問に自分のことばで答えて

みてください。  

 

① 神は当時の人たちに、そして今を生きる私たちに、この箇所から何

を伝えようとしていますか？ 

 

 

② 神について、あるいは人間について、この箇所からどのようなことを

学ぶことができますか？ 

 

 

 

 

 個人的なことはこの段階では書かないでください。それは適用の段階

で考えましょう。 

 

 

 

※ 解釈の注意点 
 

① 言葉は文脈の中で正しい意味が分かります。 読んでいる箇所の、前後の文と

の関係、その書全体との関係、さらには聖書全体との関係を無視するならば、神

さまが私たちに伝えたいことを誤って理解する危険性があるので注意しましょう。

全体の文脈を理解するためにも聖書の通読にトライすることを強くお勧めしま

す。 

 

② 聖書が書かれた時代の文化的・政治的・宗教的背景を知らないと意味がよくわ

からないこともあります。そのような時は聖書辞典や注解書で調べましょう。 

 

③ 読んでいる箇所がどのような文学様式（ジャンル）で書かれているのかに心を留

めないと、やはり意味を誤解してしまうことがあるので注意が必要です。聖書は

「歴史的語り」「預言」「格言」「詩歌」「手紙」などのようなさまざまな文学ジャンル

で書かれていて、「どういう意味か」を考えるときに、「どのような文学ジャンルで

書かれているのか」が大切になることもあります。私たちが詩や俳句や科学論文

を、それぞれの文学ジャンルの形式に従って読んでいくのと似ています。 
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Step３【適用】  

人生の変革（実践を含む）にフォーカス 
自分自身にどう適用するか 

 

御言葉を学ぶ究極の目的は、私たち自身が神さまの願う者へと変えられ、
神さまの働きのために整えられることである。（IIテモテ３:１６-１７参照） 
 

 この箇所から学んだことを、どのように自分のありかたや行動に生かせ

るでしょうか？ じっくりと黙想し、神さまからの語りかけに耳を傾けまし

ょう。 

 

 適用のための SPACEを考えてみてもよいでしょう。 

 

私にとって… 

S-Sin（告白すべき罪はあるだろうか） 

P-Promise（心にとめるべき約束はあるだろうか） 

A-Attitude（変えるべき態度はあるだろうか） 

C-Command（従うべき命令はあるだろうか） 

E-Example（見ならうべき模範はあるだろうか） 

 

 

 行動における適用ポイントは、具体的で実行可能なものにしましょう。 
 

例：周りの人のために祈ることの重要性を学んだのなら、「できるだけ祈るようにしよ

う」ではなく、「今週、寝る前に、○○さんの救いのために祈ろう」というように。 

 

 

 教えられたことをクリスチャンの友人と分かち合い、互いのために祈り

ましょう。 

 

 

 

※ 適用の注意点 
 

第４課で学んだように、クリスチャンの成長には「恵み」「真理」「時間」という３つの要

素が不可欠です。何かを行動に移すような、比較的簡単に実践できる適用もありま

すが、たとえば、内面の深い成長に関わるような適用は時に難しく、時間がかかるも

のです。そのような時間のかかる適用からも目を背けることをせず、忍耐強く、自分

自身の成長に取り組みましょう。 
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例１ 

 

【聖書箇所】 Ⅰペテロ５：７ 

あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があな

たがたのことを心配してくださるからです。 

 

【観察】 

だれ： 誰が誰に向けて書いているのか？ 

→ ペテロ（1：1）から「あなたがた」へ 

あなたがたとは誰のこと → 思い煩うクリスチャンたち 

 

なに： 何について書かれているのか？ 

      → 思い煩いを神さまにゆだねることについて 

  ・「思い煩い」って何？→ 心にある「不安」とか「心配事」のこと 

  ・「ゆだねる」って？ → 自分の手から離して誰かに任せること。 

 

どんな思い煩いをゆだねるべきか？ →「すべて」の思い煩い！ 

 

なぜ： なぜペテロは思い煩いをゆだねるべきと言っているのか？ 

   →神さまが思い煩うクリスチャンたちのことを心配しておられるから。 

 

【解釈】 

１．御言葉は心に心配や不安を持つクリスチャンに対して、その心配事

を（たとえそれがどのようなものだとしても）自分の手から離して神さ

まにお任せするよう励ましている。 

２．神さまについてわかること：神さまは心配事を持つクリスチャンたち

のことを軽蔑したりはしない。かえって神さまはその人のことを心配

し､心にかけていてくださる。 

 

【適用】 

今、私の心にある不安：水曜日のテストのこと。苦手な教授。本当にや

ばい！でも思い煩うことを止めて、ベストを尽くそう！月曜日の２限があ

いているから､そのとき集中して勉強しよう。 

 

祈り：神さま､テストの思い煩いをあなたにゆだねます。どうかテストのこ

とで思い煩うことを止めて、最善を尽くせるよう、私の心をお守りくださ

い。 
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例２ 

 

【聖書箇所】 ヨハネ３：16 

神は、実に、そのひと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、永遠のいのちを持つため

である。 

【観察】 

・ 神は世を愛している。 

               ・・・「世」とは何を意味するのだろう？ 

                     ⇒ この世界のすべての人間のこと！ 

 

・ 神はひとり子を与えるほどの大きさで、世を愛している。 

・・・「与える」とはどういう意味だろう？  

⇒十字架との関連性 

・・・なぜ「与える」必要があったのだろう？ 

 

・ 人は御子を信じるなら・・・ 「御子」⇒イエスのこと！ 

１） 滅びない（一人も！） 

２） 永遠のいのちを持つ 

 

 

【解釈】 

・ 神の愛は世界中の人に注がれている。 

 

・ 神の愛にはイエスを与えるという犠牲が伴っている。 

 

・ イエスを信じるなら永遠の希望があるが、信じないのなら残念な結

末（滅び）が待っている。 

 

 

【適用】SPACE 

・ 罪： 私はある民族を愛していない。神さま、ごめんなさい。 

・ 約束： 私には永遠のいのちがある！ 

・ 態度： 未信者に福音を伝えることへの無関心を変えたい。 

 

具体的なプラン： 

 明日の午後、友人の○○にヨハネ３：１６を読んでみて、感想を

聞いてみる。 
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練習： 自分でやってみましょう 

 

【聖書箇所】 ヨハネ１３：34‐35 

わたしはあなたがたに新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。わ

たしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。互

いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたがわたしの弟子である

ことを、すべての人が認めるようになります。 

【観察】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解釈】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適用】 
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今日のまとめ： 
 

 神は、聖書全体を通して、あなたに語りかけようと願っています。 

 

 神のことばは私たちの人生に適用されてはじめて益となります。 

 

 聖書を理解し、活かすための３つのステップは「観察」「解釈」「適用」

です。 

 

 

 

 

 

成長に向けての宿題  
 

 ここで学んだ方法で次頁の「聖書を読もう！」をやってみよう。 

 次頁の「聖書を学ぶ計画の一例」を参考に、聖書を学ぶ計画を立てて

みよう。 

 

 

 

 

 

 

 

聖書クイズの答え 

 

１．正 

２．正 

３．1500年 

４．40人以上 

５．３つ 

６．2000以上 

７．16世紀 

８．正 

９．正 
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聖書を読もう！ 
テーマ： 神のことばと人の応答 

 

１． IIテモテ３:１６-１７ 

 

２． 詩篇１:１-３ 

 

３．  マタイ７:２４-２９ 

 

 

聖書を学ぶ計画の一例 
 

1. 聖書全体を把握するための計画 

 

 旧約は 929 章、新約は 260 章なので、一日 3 章読めば、一年間で

通読可能！ 旧約新約を交互に読むなど工夫してもよいでしょう。 

 

 以下の区分に従い、1か月ごとに各区分を読む計画を立てる。 

 モーセ五書（創世記～申命記） 

 歴史書（ヨシュア記～エステル記） 

 詩書（ヨブ記～雅歌） 

 大預言書（イザヤ書～ダニエル書） 

 小預言書（ホセア書～マラキ書） 

 福音書（マタイ～ヨハネ） 

 書簡（ローマ書～ヘブル書） 

 使徒行伝 

 黙示録 

 

2. 特定の書を学ぶ計画 

 

 初めは短い書（ガラテヤ、エペソ、ピリピなど）が良いでしょう。 

 

3. まとまった箇所を学ぶ計画 

 

例：  

ヨハネ 1３～17章 （最後の晩餐での会話と出来事） 

マタイ 5～7章 （山上の垂訓） 
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グループで聖書を学ぶ（手引き） 
 

二人か三人がわたしの名において集まっているところには、 
わたしもその中にいるのです。マタイ 18:20 

 

ひとり静まり聖書を読むことで神との交わりを深めることはできますが、何

人かのグループで一緒に聖書を学ぶことも、互いから学び、励まし合える

という点で、とても豊かな時間です。グループで学ぶ時には、以下のような

流れで進めるとよいでしょう。（時間は目安） 

 

１．Sharing Life 分かち合い (10分)  

集まったら、まずは順番に一言ずつ話しましょう。例えば、近況、気持ち

（元気か落ち込んでいるかなど）、神さまとの交わりの中で学んでいること、

日常生活で適用している聖書の言葉など。導く人は全員がリラックスして

話せるよう配慮し、学びの前に一言祈ってから始めましょう。 

 

２．Bible Study 聖書の学び (40分)  

20節以内の短い聖書箇所を選ぶとよいでしょう。（次頁参照） 

 

音読  
グループでゆっくり音読しましょう。１節ずつ順番に読んでもよいですし、だれか一人

に読んでもらってもよいです。 

 

観察 
メンバーの一人に、この箇所に書かれていることを要約してもらいます。 

 

解釈 
5 分程度の時間、各自でこの箇所を黙読し、以下の２つの質問について考え、学ん

だことを紙（ノート）に書き出してもらいます。 

 

①この箇所から、神についてわかることは何ですか？ 

②人についてわかることは何ですか？ 

 

各自、書き込んだ内容を中心に、グループで分かち合いましょう。皆が均等に話せ

るよう、時間管理を忘れないようにしましょう。 

 

適用 
解釈で学んだ内容で、生活に適用できることはありますか。数分各自で考える時間

を持ちましょう。６９頁の「SPACE」を用いて考えてみるとよいでしょう。最後に、自分

の適用ポイントを短く分かち合いましょう。 
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３．Prayer 祈り （10分） 

最後に互いのために祈りましょう。５５頁の祈りの四要素「ACTS」を用いて

祈るとよいでしょう。 

 
賛美： 聖書から学んだ神さまのご性質を覚えて祈りましょう。 

告白： 一人一人、心の中で霊的呼吸の祈りをしましょう。（２５頁） 

感謝： 最近答えられた祈りを思い出し、神に感謝する時間をもちましょう。 

願い： 適用ポイントを実行することができるよう祈りましょう。 

 

４．次に会う日時を決めましょう。 

 

 

 

以下はグループでの学びに役立つ聖書箇所の一例です。 
 

テーマで学ぶ例： 

 

救いの証（使徒 26:2-23） 

真実な愛（1 コリント 13:1-8a） 

共同体（使徒 2:40-47） 

伝道（ルカ 19:10, マタイ 9:36, ローマ 10:14, 2 コリント 5:18,19） 

恵み（コロサイ 1:3-8） 

弟子づくり（1テサロニケ 2:1-13） 

 

※ 上記６つのテーマは、次のテキスト『実を結ぶわたし』で学ぶことができます。 

 

イエスの生涯から学ぶ例（以下はルカによる福音書から）： 

 

イエスの誕生（ルカ 1:26-38） 

イエスの来られた目的（ルカ 4:16-22） 

イエスへの応答（ルカ 7:36-50） 

優れた教師としてのイエス（ルカ 10:25-37） 

あわれみ癒やされるイエス（ルカ 18:35-43） 

人々を変えられたイエス（ルカ 19:1-10） 

罪のゆるしを与えるイエス（ルカ 23:32-49） 

イエスの復活（ルカ 24:36-53） 

 

 

映画『ジーザス』はルカによる福音書をシナリオに制作されました。

２００人もの聖書学者・考古学者が参加し、歴史的・聖書的な確か

さを追求。当時の情景が活き活きと思い浮かびます。 

（以下のサイトで無料視聴できるので、ぜひご覧ください） 

https://www.jesusfilm.org/watch/jesus.html/japanese.html 
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次のステップに向けて 
 

 

『新しい人生のはじまり』を学んでいかがだったでしょうか？ 本書から学

んだことで、一番印象に残ったことは何でしたか？ 毎日の生活で実践し

ていることはありますか？ 以下に書き出し、グループで学んでいる場合

は互いに分かち合いましょう。 

 

  

  

 

 

 

  

 

あなたには夢がありますか？ 神が、あなたに力、方法、知恵、助けてく

れる人、資金…すべての必要を与えるとしたら、あなたはこの世界がどの

ように変わることを願っていますか？ しばらく時間を取って考え、以下に

あなたの夢を書いてみてください。絵でもいいですし、キーワードや、文章

にしてもかまいません。そして互いに分かち合いましょう。 
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  イエス・キリストの夢は何でしょうか？ 

 

それは、復活し天に昇る直前に弟子たちに命じたことばに要約されてい

ます。「ですから、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさ

い。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、わたしがあなた

がたに命じておいた、すべてのことを守るように教えなさい。見よ。わたし

は世の終わりまで、いつもあなたがたとともにいます」（マタイ 28：19-20） 

  

このイエスの夢の中心にある命令は「弟子としなさい」です。だれを弟子

とするのでしょうか？ 全世界のあらゆる国民（くにたみ）の人々をです。ど

のように弟子とするのでしょうか？ 罪の中を生きる人々にこちらから手を

差し伸べ、福音を伝え、信じた人々をイエスを信じる共同体（教会）につな

げ、彼らにイエスが教えたすべてのことを守るよう教えることによってです。

このイエスの夢を実現するため、私たちはまず身近なところから弟子づくり

を始めるのです。 

 

イエスの弟子は倍加します。使徒パウロはこう教えています。「多くの証

人たちの前で私から聞いたことを、ほかの人にも教える力のある信頼でき

る人たちに委ねなさい」（Ⅱテモテ 2：2） 

  

パウロは、自分ひとりで教えるのではなく、次世代の忠実な弟子たちに

も教えることを委ねるよう、彼の弟子であるテモテを励ましました。大切な

使命を委ねられた弟子たちは、ほかの人たちを教えることで、自らも学び、

成長します。本書を学んだあなたも、同じようにほかのクリスチャンの成長

を助けることができます。そうすることであなた自身もさらに成長し、イエス

の夢の実現に向けて貢献することができるのです。 
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『新しい人生のはじまり』を終えるにあたり、以下の３つのことを考えてみ

てください。 

 
1. あなたの周りで、福音を伝えたいと願っているクリスチャンはいるでしょうか？ そ

の人たちの名前を以下に書き出してみましょう。彼らと一緒に祈り、だれに、どのよ

うに福音を伝えることができるのか、一緒に具体的な方策を考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

  

2. 今回『新しい人生のはじまり』を一緒に学びました。今度はあなたが導き、誰かと学

ぶ番です。あなたの知っているクリスチャンで、一緒に学びをするよう導かれてい

る人はいるでしょうか？ 心に浮かぶ人の名前を以下に書き出してみてください。 

 

 

 

 

 

 

3. あなたは、これからも福音を伝え、イエスの弟子として成長したいですか？ もしそ

うなら、祈りと良いコーチが必要です。ほかのクリスチャンとの学びを始める方法や、

静思の時のもち方、信仰によって愛するなど、実践的な学びを深めることも大切で

す。今後の学びの計画や時間の過ごし方について、学びを導いてくれた人とよく

話し合ってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

次の教材について 

 

第４課で触れたように、霊的健康を維持するには神との対話（祈りと聖書）だけでなく、

他者との関わりも大切です。「クリスチャン同士の交わり」と「この世界の人々への証し」

にフォーカスした教材－『実を結ぶわたし』－を現在準備中です（２０２１年秋にパイロ

ット版を印刷予定）。詳しくは office@japanccc.org までご連絡ください。 

 

【内容（全６課）】 

（１）証し：救いの証を準備する （２）愛：真実の愛で愛する人となる 

（３）教会：神の共同体につながる （４）伝道：なぜ福音を伝えるのか 

（５）恵み：福音が実を結び成長するために 

（６）弟子づくり：新しいクリスチャンの成長を助ける 
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解答例 
※ 学びを助けるための補足を【  】に記します。 

 

第 1課 神との関係のはじまり 

【聖書を読んでから質問に答え、余白に答えを書き込みましょう。】 

ヨハネ１：１２ 

イエスを信じた人にはどのような特権が与えられますか。 

⚫ 神の子どもとされる特権 

【他のクリスチャンたちも同様に神の子どもとされました。イエスさまを信じたあなた

にとって、他のクリスチャンたちは、新しくできた兄弟、あるいは姉妹と言えます。】 

あなたはもうイエスを信じ、受け入れましたか？   

⚫ はい 

【イエスさまを信じる祈りはしたけれど、まだこの質問にはっきりと答えるのをためら

う人もいるかもしれません。その場合は、自分の意志でイエスさまを信じたのなら、

この質問に「はい」と答えてもいいのだよと、やさしく励ましてあげてください。大き

な字で「はい」と書くよう励ましましょう！】 

【もし、イエスさまを自分の罪からの救い主として信じ受け入れたことがないような

ら、四つの法則や KGPを復習し、受け入れる祈りをするよう励ましましょう。】 

エペソ２：８-９ 

「恵み」とはどのような意味でしょうか。 

⚫ 罪びとに対する「神の大きな愛」のこと 

【 神の恵みを理解するための補足（エペソ 2:4-5参照）： １）人がどれほど罪深く

とも、神は温かなまなざしを向け、愛を注いでくださる。 ２）罪びとへの神の愛の

大きさは、私たちに大切なひとり子を惜しみなく与えた事実に表されている（ヨハ

ネ３：１６参照）。 ３）「よい子になれば愛するよ」（条件付きの愛）ではなく、「あな

たがどのような時でも変わらず愛しているよ」（無条件の愛）】 

「信仰」とはどのような意味ですか。 

⚫ （何かを）信じること。信頼し、受け取ること。 

【贈り物を「ありがとう」と受け取るときにも信仰が働いている】 

「救われる」とはどういう意味ですか。あなたは何から救われたのですか？ 

⚫ 意味：（災難などから）助け出されること。罰などを免れること。 

⚫ 何から：罪の罰、死（神との断絶状態）から救われた。 
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なぜ、行いでは罪から救われないのでしょうか？ 

⚫ 完璧な行いは不可能。人が誇ることがないため。 

【 １）内面の問題・・・すべての人には罪が染みついているので、良い行動をしても
染みついた罪の問題を解決できない。（神は行動だけでなく心も見るので、誰もきよ

い神の基準には到達できない）。 ２）比較の問題・・・もし行いで救われるのなら、罪
びと同士の比較が生じ、自分を誇る人が出て来るので 】 

【エペソ２：８-９のまとめ： 罪からの救いは、人の力で勝ち取るものではなく、神から

の愛のプレゼント（イエス・キリスト）を「ありがとう」と受け取ることでもたらされる。神の

「恵み」に私たちの「信仰」という応答があって初めて、私たちのたましいに「救い」と

いう光が灯る。…考えてみよう参照】 

 

聖書を読もう！（テーマ： 救いの確信を深める） 

コロサイ２:13-14 

神はあなたの罪をいくつゆるしてくださいましたか。(13節) 

⚫ すべて 

神はあなたの罪の記録（債務証書）をどのようになされましたか。（14節） 

⚫ 無効にされた。（取りのけ、十字架に釘づけにされた） 

【イエスが十字架であなたの罪の罰を受けてくださったので、神はあなたに完全な

ゆるしを与えてくださったという意味】 

へブル 13:5 

主（イエス）が信じる者を見捨て、離れ去るということがあるでしょうか。 

⚫ 決して、決してない！【原語では一番強い否定形が用いられている】 

では、神に見捨てられてしまったように感じるとき、あなたはどうしたらよいのでしょう。 

⚫ ありのままの感情を受け入れつつ、なぜそう感じているのかを考える。 

⚫ 不安な感情をクリスチャンの友人に話し祈ってもらう。 

⚫ 不安な感情にもかかわらず、神と神の約束に信頼し、神に祈る、など。 

II コリント 5:17 

イエスを信じる人は神によってどのような存在とされましたか。 

⚫ 新しく造られた者 

I ヨハネ 5:11-13 

永遠のいのちはどこにありますか。（11節） 

⚫ 御子（イエス）のうち 
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イエスを信じた人にはどのようないのちが与えられていますか。（13節） 

⚫ 永遠のいのち 

人は今、永遠のいのちを持っていると確信することができるでしょうか。（13節） 

⚫ はい。【ヨハネは、私たちがそのことを確信するために、この手紙を書いた】 

あなたは今、永遠のいのちを持っていますか？ なぜそうだと確信できますか？ 

⚫ はい。イエスを信じた人は永遠のいのちを持っていると神が約束しているの

で。 

 

 

第 2課 神との関係と交わり 

I コリント２:１４-３:３ 

１．まだクリスチャンではない人（2:14） 

このような人は何と呼ばれていますか？ 

⚫ 生まれながらの人 

この人は神との関係を持っていますか？ 

⚫ いいえ 

では、神との交わりはどうですか？ 

⚫ ない 【関係を持っていないので、親しい交わりも持てない】 

２．イエスに導かれているクリスチャン（2:15） 

このような人は何と呼ばれていますか？ 

⚫ 御霊を受けている人（御霊に属する人、３章１節） 

この人は神との関係を持っていますか？ 

⚫ はい 【神の子どもとしての関係、ヨハネ１：１２】 

では、神との交わりはどうですか？ 

⚫ 親しい交わりを持っている 【イエスが心の王座（中心）にいるおかげで】 

３．自我に導かれているクリスチャン(3:1) 

このような人は何と呼ばれていますか？ 

⚫ 肉に属する人 

この人は神との関係を持っていますか？ 

⚫ はい 【神の子どもであることには変わりがありません】 

では、神との交わりはどうですか？ 

⚫ 親しい交わりを持っていません 
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I ヨハネ 1：9 

私たちが罪を告白するとき、神は何をすると約束していますか。 

⚫ ゆるしてくださる（心に指摘された罪、実際に犯してしまった罪を） 

⚫ きよめてくださる（すべての不義から） 

【神はイエスの血潮で罪びとの汚れを洗いきよめてくださいます】 

 

聖書を読もう！（テーマ： 神との交わりの回復） 

ルカ 15:11-24 

このイエスのたとえを自分のことばで説明してください。 

例： 豊かな父の家を離れ、放蕩の限りを尽くし、飢え死にしそうな弟息子が、惨

めな現状の中で我に返り、自分の罪に気づき、雇人として父の家に戻ろうと決意

した。一方、父親は迷い出た弟息子の帰りを待ち望んでいて、ぼろぼろになって

戻ってきた弟息子の帰還を喜び、抱きしめ、「（息子は）死んでいたのに生き返っ

た」と、家をあげてのお祝いをした。 

罪を犯した息子は、お父さんとの交わりをどのように回復させましたか。 

例： 自分の惨めさ、罪への気づき、我に返る（17節）。へりくだり、父のもとに帰る

ことを決め、実際にそうした（18-20節前半）。 

お父さんの息子への愛はどのようなものでしたか。 

例： 惜しみなくゆるす愛（息子が無礼なことをしたにも関わらず、それを責め立て、

批判することをしなかった）。 忍耐深い愛（遠くから息子が戻ってくるのを待って

いた）。憐れみに満ちた愛（息子の惨めな姿を見てかわいそうに思った）。喜びに

あふれた愛（駆け寄る、首を抱く、口づけをする、喜び祝う） 

このイエスのたとえは、あなたが神との交わりを回復することについてどのようなこと

を教えていると思いますか。 

例： 私の側で大切なことは、自分の罪に気づかされた時には、自我から神へと

向きを変え（悔い改め）、神のもとに行き、ゆるしを求めること。 神はゆるしを求め

る私を拒んだり責めたりせず、完全に受け入れ、ゆるし、喜んで私との親しい交わ

りを回復してくださる。 

黙示録 3:14-20 

裕福な都市ラオデキアの教会にはどのような問題がありましたか？ 

例： 物質的な豊かさに満足しすぎて、自分たちの惨めな霊的状態を認識してい

なかった。 

神はどのようなことをクリスチャンたちに気づいてほしいのでしょうか？ 
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例： 物質的な豊かさに惑わされることなく、自分の霊的状態にいつも注意するこ

と。神との親しい交わりを熱心に求めること。神から離れて生きているのなら、悔い

改めて（方向転換して）、神のもとへ行くこと。 

神との交わりを回復するために、私たちの側ですべきことは何でしょうか？ （２０節） 

⚫ （心深くの）戸を開ける 【イエス様にありのままの自分を見てもらう】 

その時、神の側ではどのようなことを約束していますか？（２０節） 

⚫ 中に入り食事をする（心の深いところでいっしょに食事をしてくれる） 

【つまり、本当のあなたと親しく交わり、語り合ってくれるということ。「いっしょに

食事をする」は、ユダヤ文化では親しい交わりを象徴している。】 

 

第 3課 聖霊：頼もしい助け主 

ヨハネ 14:16-17 

イエスは弟子たちに「聖霊」をどのような言葉で紹介しましたか。（2つ） 

⚫ 助け主（もうひとりの） 

⚫ 真理の御霊 

誰が聖霊を遣わしたのですか？ 

⚫ 父（神） 

聖霊はどこに住まわれるのでしょう？ 

⚫ イエスを信じ従う人の心の中 

【三位一体の補足： 唯一の神は、互いの位格（人格）の間に親しい交わり（愛の関

係）がある。ゆえに、「神は愛である」（I ヨハネ４：7）という真理にも納得がいく。神の

本質の中には「愛する対象」が存在している（父・子・聖霊のあいだに絶えず愛の関

係がある）ので、「神は愛」なのである！】 

聖書箇所        聖霊が来たのは・・・ 

ヨハネ１６:１３        あなたを 真理 に導くため。 

ローマ８:２６        あなたの 祈り を助けるため。 

使徒１:８        あなたに 証し する力を与えるため。 

ガラテヤ５:２２-２３     あなたに 御霊の実 を結ばせるため。 

ガラテヤ 5:22-23を読んで、クリスチャンに結ぶ９つの「御霊の実」を書いてください。 

１． 愛 ２． 喜び ３． 平安 

４． 寛容 ５． 親切 ６． 善意 
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７． 誠実 ８． 柔和 ９． 自制 

【御霊の実とは、内面にあらわされる「人格の実」のこと。聖霊はクリスチャンが「神に

望まれるような人物」になるために働かれる】 

【御霊の実を覚える歌もある⇒「ハレルヤ私はクリスチャン」で検索、歌詞２番】 

今のあなたが特にほしいと願う人格の実はどれですか？なぜそう思うのでしょうか？ 

【 通常、人格の実を結ぶのには時間がかかる。第３課前半の終わりに、聖霊の助け

によって神の願う人格の実を結ぶよう、お互いのため、特に新しいクリスチャンのた

めに祈りましょう】 

 

どのように聖霊に満たされるのか  

肉に属するクリスチャンは何に頼って生きていますか。（p.23） 

⚫ 自分の力 

御霊に属するクリスチャンは心の王座を誰に明け渡して生きていますか。（p.23） 

⚫ イエス 

【ここにある二つの円の図は、クリスチャンの心の二つの状態を簡略化したもの】 

罪の告白に含まれる３つの側面とは何でしたか。（p.20） 

①  同意   ② 感謝   ③ 方向転換（悔い改め） 

※ 自分の罪を告白することを拒み続けると､御霊に属するクリスチャンも肉に属する

クリスチャンとなってしまいます。 

【あの人は肉のクリスチャン、この人は御霊のクリスチャンという区分けをしないこと。

どのクリスチャンにも肉と御霊の戦いがあると聖書は教えている。それぞれが自分自

身の心を見つめて、御霊に導かれて生きることを学ぶことが重要！】 

霊的呼吸とは何ですか？（p35） 

⚫ 息を吐く⇒ 罪の告白 

⚫ 息を吸う⇒ 聖霊の満たし 

聖霊に満たされるときに重要な原則は何でしょうか。（p.38） 

⚫ 信仰を持つこと（神と神のことばに信頼する） 

 

聖霊の満たしに関する神の命令と約束とは何ですか。（p.41） 

⚫ 神の命令（エペソ 5:18）： 御霊に満たされなさい 
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【このように命じているということは、クリスチャンが聖霊に満たされることは神のみこ

ころだと言える】 

⚫ 神の約束（I ヨハネ 5:14-15）：みこころにかなう願いはかなえられる 

【あなたも聖霊に満たされることができます】 

自分自身への適用：４０ページにある祈りはあなたの心の願いを表わしているでしょう

か。もしそうなら、この祈りを自分のものとして祈りましょう。 

【39頁上段にある三つの「心の備え」も確認しましょう！】 

 

聖書を読もう！（テーマ：実を結ぶ枝） 

ヨハネ１５：１－５ 

イエスさまはこのたとえの中で、ご自身を何にたとえていますか。（１，５節） 

⚫ ぶどうの木、まことのぶどうの木 

では、ご自身に従う弟子たちのことを何にたとえていますか。（５節） 

⚫ （ぶどうの木の）枝 

枝（弟子たち）は自分の力だけで実を結ぶことはできますか。（４、５節） 

⚫ できない。 

【いのちの源であるイエスさまにつながっていなければ、自分の努力だけで、

神さまの願う実を結ぶことはできない】 

枝（弟子たち）が実を結ぶためには、どのようなことが必要でしょうか。（４，５節） 

⚫ イエスにとどまること 

【いのちの源であるイエスさまにつながっていれば、時とともに、ふさわしい方

法で、神さまの願う実を結ぶようになる】 

「とどまる」とはどのような意味でしょうか？ 

⚫ つながる（いのちのつながり） 

【表面的、形式的ではない、温かみのある、心からのつながりを保つことを意

味する。イエスにつながるとは、どのような時でもイエスを信頼し、イエスの教

えをしっかりと握りしめて歩み続けることが含まれる】 

 

第 4課 クリスチャンの成長に向けて 

祈り 

ピリピ 4:6-7 

私たちは何をささげるようにと言われていますか？ 

⚫ 祈りと願い 
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私たちはどのような場合に祈るべきでしょう？ 

⚫ あらゆる場合 

祈るならば、神は何をしてくださると約束していますか？ 

⚫ 神の平安が心と思いを守る 

聖書の学び 

IIテモテ 3:16-17 

聖書を読むことは、どのような点で私たちの益となるのでしょう？  

⚫ 教え、戒め、矯正、義の訓練…神の良い働きのために私たちを整えてくれ

る 

ヤコブ 1:22 、マタイ 7:24-27 

神からのことばを聞くだけで十分でしょうか？  

⚫ 十分ではない。みことばを聞くだけではなく、実行する人になることが勧め

られている。 

交わり    

マタイ 18:20 

クリスチャン同士がともに集まる時、誰がともにいますか？  

⚫ イエスさま 

ヘブル 10:24-25 

この箇所で勧められていることは何ですか？ 

⚫ 集まることをやめないで、互いに励まし合う。 

証し    

マタイ 4:18-20  

イエスさまは弟子たちにどのようなチャレンジをしましたか？ 

⚫ イエスに従い、一緒に福音の働きをするようチャレンジした 

イエスさまは、ご自身に従う人たちをどのような人にしてくださると約束しました

か？ 

⚫ 人間をとる漁師 【この世界の人々を神のもとに導くための存在として用い

てくださるということ】 

マタイ 28:19-20 

イエスさまは地上を離れる前に何を命令しましたか？ 
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⚫ （あらゆる国民の人々を）弟子としなさい【原語ではこの文の中心の動詞】 

【イエスの弟子となるためには、福音を聞き、信じる必要がある】 

この大切な命令を伝えた後で、イエスさまはどのような約束をしましたか？ 

⚫ いつも共にいると約束された【つまり、弟子づくり（福音宣教の働き）において、

イエスはいつでも私たちと一緒にいて、励ましてくださる！】 

復習： あなたの霊的な健康維持のため、大切な４つのことは？ 

１． 祈り    ２． 聖書の学び  ３． 交わり   ４．  証し  

 

聖書を読もう！ （テーマ： 成長と教会） 

「せ・い・ち・ょ・う」 

せ（聖書を読んでみること）・・・ローマ１０:１７ 

⚫ 例： 信仰の成長はイエスについての言葉を聞くことから始まる。 

い（祈ってみること）・・・ヨハネ１５:７ 

⚫ 例： イエスにとどまるなら祈りが聞かれる。 

ち（小さなことでも神に従うこと）・・・ヨハネ１４:２１ 

⚫ 例： イエスを愛する人とはイエスの言葉に従う人のこと。 

ょ（喜んで神の愛を他の人にも紹介すること）・・・マタイ２８:１８-２０ 

⚫ 例： イエスさまのことを伝える時に、イエスさまが私とともにいてくださる。 

う（うまくいかない時でも神にゆだねること）・・・Iペテロ５:７ 

⚫ 例： 私が思い煩うときに、神は私のことを心配していてくださる。 

「健全な教会における交わり」ヘブル１０:２５ 

【当時は福音を大切にしない、律法的、あるいは奔放的な集まりがありました。クリ

スチャンはそのような不健全な集まりとは一線を画し、人ではなくイエスさまを中心

とした、恵みがあり、聖書を健全に解釈し適用する交わりの中にとどまり続ける必

要があります。あなたはそのような交わり、教会とつながっているでしょうか？】 

 

第 5課 確信をもって祈るには 

賛美 

詩篇９５:６では、どのようなことが勧められていますか。 

⚫ 主の前でひざまずくこと（礼拝する） 
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私たちが神を礼拝すべき理由は何でしょうか。（詩篇９５:６-７） 

⚫ 神が私たちを造られたから。私たちは神の民だから。 

詩篇１３５:３では、どのような理由で神を賛美していますか。 

⚫ 主はいつくしみ深く、主の名はうるわしいので。（主の恵みに満ちたご性質ゆ

え） 

Ⅰ歴代誌２９:１１-１２に表わされている神のご性質には、どのようなものがあるか。 

⚫ 偉大さ、力、輝き、栄光、威厳、富、誉れ、など 

⚫  すべての所有者であり、すべてを支配するお方 

告白 

詩篇６６:１８によれば、心に罪を抱いたまま祈るとどうなりますか。 

⚫ 主はその祈りを聞いてくれない 

Ⅰヨハネ１:９によると、私たちが罪を告白するなら、神は何をしてくださると約束して

いますか。 

⚫ ゆるし＆きよめ 

感謝 

詩篇１０６:１では、どのようなことが命じられていますか。 

⚫ 主に感謝すること 

Ⅰテサロニケ５:１６-１８によると、どのような場合に神に感謝するべきでしょうか。 

⚫ あらゆる場合（すべてのことにおいて） 

ローマ８:２８には、あらゆる場合において神に感謝すべき理由（神の約束）が書かれ

ています。それは何でしょうか。 

⚫ 神がすべてのことを働かせて益としてくださるから（すべてのことがともに働い

て益となる） 

願い 

ヤコブ４:２-３によると、願いが聞かれないのは、どのような理由によりますか。 

⚫ 求めないから 

⚫ 悪い動機で求めるから 

私たちの必要を願うなら、神はどうしてくださいますか。（マタイ７:７） 

⚫ 与えてくれる 

Ⅰテモテ２:１によると、私たちは誰のために祈るべきでしょうか。 
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⚫ すべての人たちのため（特に国を導く人たちのため） 

 

聖書を読もう！（テーマ： 賛美の祈り） 

喜びの中での賛美 

詩篇１０６:６-１２を読みましょう。 当時の神の民はどのようなことを体験した結果と

して、主を賛美したのでしょうか。 

⚫ 民の罪深さにもかかわらず、神は奴隷の状態から民を救い出してくださっ

た。 

イエスを信じる私たちは、どのような理由から神を賛美するべきでしょうか。 

⚫ 神は罪びとである私たちを恵みをもって救ってくださったので、私たちは神

を賛美します。 

静けさの中での賛美 

詩篇６２:５-８を読みましょう。この詩篇の作者は、どのような態度で主を待ち望ん

でいましたか？ 

⚫ 沈黙（黙想、静まり） 

⚫ 神に信頼し、神の前に心を注ぐ 

苦しみの中での賛美 

詩篇６９：１-３を読みましょう。この詩篇の作者はどのような状況の中にいると想像

できますか。 

⚫ 苦難、苦しみ、絶望 etc. 

この苦しみの中で、この人は何をしましたか。（詩篇６９:３０） 

⚫ 歌をもって、感謝をもって、神を賛美した。 

なぜこのような時に賛美の歌を捧げたのでしょうか。（詩篇６９:３１-３３） 

⚫ 主が喜んでくれるので 

⚫ 主は貧しい者(苦しみの中にいる者)に耳を傾けてくれるので 

 

第６課 聖書の読み方 

テキストに沿って学びましょう！ 
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世界 広げない？ 
つながる・みつかる・はばたく 

 

 

 

Student Impact (SI) とは 

日本キャンパス・クルセード・フォー・クライストの大学生部門の名称

です。この教材は SIの教材開発チームを中心に作成されました。 

大学生がイエス・キリストを知り、みんなで学び、世界規模の使命が

みつかるようにお手伝いする、温かなコミュニティです。 

全国の大学生の皆さん、私たちとつながりませんか？ 

 

https://www.studentimpact.jp/ 
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