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序文

「イエスの弟子のためのサバイバル・ハンドブック」
は、福音書にある真理にあなた自身が直接アクセスでき
るようにという目的をもって作られています。イエスは
言われました、「わたしがあなたがたに話した言葉は霊
であり、また命である。	 」（ヨハネ6:63）私たちの願
いは、こうした力強い命のみ言葉によって、あなたが祝
福を受けるようになることです。「ただで受けたのだか
ら、ただで与えるがよい。	」（マタイ10：8）
伝道者たちはこれらの節に頼って自らのメッセージを準
備し、宣教師や聖書教師たちはこれらの聖句を使って多
くの人を聖書の真理に導いています。

祈りの戦士たちもまた、これらの約束を要求し、祈りに
対する必要とされていた答えという形で力を授かってき
ました。
親たちは、子供を育て上げるのに不可欠な知恵を、「主
の薫陶と訓戒」（エペソ6：4）の富の泉から汲み上げて
きました。

ここに挙げる主要な聖句は、幾多の試みやテストにかけ
られ、その都度、たがわぬ信頼性を実証してきた神のみ
言葉であり、個人的なガイダンスや瞑想、豊かさと健
康、喜びと平安、指針や教示、証し、慰めや力を、あな
たも必要な時に受け取ることが出来るのです。
それは、神のみ言葉がキリスト教の「隅のかしら石」で
あり、このハンドブックには、弟子を目指す人なら誰も
が知り、使う必要のある力強い聖句が満載されているか
らです。「もしわたしの言葉のうちにとどまっておるな
ら、あなたがたは、ほんとうにわたしの弟子なのであ
る。



また真理を知るであろう。そして真理は、あなたがたに
自由を得させるであろう。」（ヨハネ8：31-32）これら
の聖句に深く心を留めているなら、聖霊が、あなたに神
の国の奥義を思い起こさせてくれるでしょう。「けれど
も真理の御霊が来る時には、あなたがたをあらゆる真理
に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではな
く、その聞くところを語り、きたるべき事をあなたがた
に知らせるであろう。（ヨハネ16：16）
神 の み 言 葉 を も っ と 深 く 掘 り 下 げ て 学 び た い 方
は、www.TheBibleForYou.com/handbookを閲覧して
ください。

刊行および配給：TheBibleForYou.com



救い	救い、新約聖書	 1

救い	救い、新約聖書

ただイエスのみによる救い
イエスが来られたのは、真理について証しをし、この地
に神の国を再建し、すべての人が永遠の命を得るためで
す。
ママタイの福音書18:3「よく聞きなさい。悔い改めて神
に立ち返り、この小さい子どもたちのようにならなけれ
ば、決して天国には入れません。
ヨハネの福音書	 1:12	 	 ご自分の国に来ながら、ご自分の
民に受け入れられなかったのです。この方を心から喜び
迎えたのは、ほんのわずかな人たちだけでしたが、受け
入れた人はみな、この方から神の子どもとなる特権をい
ただきました。それにはただ、この方が救ってくださる
と信じればよかったのです。
ヨハネの福音書3:3	 「そうですか。でもよく言っておき
ますが、あなたはもう一度生まれ直さなければ、絶対に
神の国に入れません。」
ヨハネの福音書	 3:16	 実に神は、ひとり子をさえ惜しま
ず与えるほどに、この世界を愛してくださいました。そ
れは、神の御子を信じる者が、だれ一人滅びず、永遠の
いのちを得るためです。
ヨハネの福音書	 18:37b「なんだと、それじゃあ、やっ
ぱりおまえは王なんだな！」「いかにもそのとおりで
す。わたしは、この世に真理を伝えるために生まれたの
です。真理を愛する者はみな、わたしに従うのです。」
ヨハネの福音書3:17	 	 神がご自分の御子を世にお遣わし
になったのは、世をさばくためではなく、世を救うため
です。
ヨハネの福音書10:9	 	 わたしは門なのです。この門から
入る者は救われます。また、安心して出入りができ、緑
の牧草を見つけるのです。
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ヨハネの福音書14:6イエスはトマスに言われました。「
いいですか。わたしが道です。そして真理でもあり、い
のちでもあります。わたしを通らなければ、だれ一人、
父のところへは行けません。
ヨハネの福音書	17:3ただ一人のまことの神であるあなた
と、あなたがこの地上にお遣わしになったわたしを知る
こと、それが永遠のいのちを得る道です。
使徒の働き4:12この方以外には、だれによっても救われ
ません。天下に、人がその名を呼んで救われる名は、ほ
かにないのです。」
コリント人への手紙Ⅱ	 5:17	 だれでもクリスチャンにな
ると、内側が全く新しくされます。もはや今までと同じ
人間ではありません。新しい人生が始まったのです。
使徒行伝16：31	 ふたりが言った、「主イエスを信じな
さい。そうしたら、あなたもあなたの家族も救われま
す」。	
テモテへの手紙Ⅰ	 2:5	 神は唯一であり、神と人との間の
仲保者もただひとりであって、それは人なるキリスト・
イエスである。彼は、すべての人のあがないとしてご自
身をささげられたが、それは、定められた時になされた
あかしにほかならない。	
ペテロの手紙Ⅰ	 1:23	 あなたがたが新たに生れたのは、
朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神
の変ることのない生ける御言によったのである。
ヨハネの黙示録	3:20見よ、わたしは戸の外に立って、た
たいている。だれでもわたしの声を聞いて戸をあけるな
ら、わたしはその中にはいって彼と食を共にし、彼もま
たわたしと食を共にするであろう。

旧約聖書によれば、私たちは皆、罪を犯し
ている。
古い律法によれば、私たちはみな罪びとであり、罪に定
められています。しかし恵み（神の賜物）は、イエスを
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信じるすべての者を贖ってくれました。私たちの働き、
古い律法によってではなく、ただ信仰によってのみ。
ローマ人への手紙3:23すなわち、すべての人は罪を犯し
たため、神の栄光を受けられなくなっており、
ローマ人への手紙6:23罪の支払う報酬は死である。しか
し神の賜物は、わたしたちの主キリスト・イエスにおけ
る永遠のいのちである。	
エペソ人への手紙	 2:8-9あなたがたの救われたのは、実
に、恵みにより、信仰によるのである。それは、あなた
がた自身から出たものではなく、神の賜物である。	 決し
て行いによるのではない。それは、だれも誇ることがな
いためなのである。	
テトスへの手紙	3:5		わたしたちの行った義のわざによっ
てではなく、ただ神のあわれみによって、再生の洗いを
受け、聖霊により新たにされて、わたしたちは救われた
のである。
ヨハネの手紙Ⅰ	 1:9もし、わたしたちが自分の罪を告白
するならば、神は真実で正しいかたであるから、その罪
をゆるし、すべての不義からわたしたちをきよめて下さ
る。		

私たちの救いは永遠のもの
私たちの救いは神の賜物であって、それを失うことはあ
りません。イエスを救い主として受け入れたすべての者
に与えられる贈り物なのです。
ヨハネの福音書	 3:36a御子を信じる者は永遠の命をも
つ。御子に従わない者は、命にあずかることがないばか
りか、神の怒りがその上にとどまるのである」。	
ヨハネの福音書	6:37父がわたしに与えて下さる者は皆、
わたしに来るであろう。そして、わたしに来る者を決し
て拒みはしない。
ヨハネの福音書	 10:27,28わたしの羊はわたしの声に聞き
従う。わたしは彼らを知っており、彼らはわたしについ
て来る。	 わたしは、彼らに永遠の命を与える。だから、
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彼らはいつまでも滅びることがなく、また、彼らをわた
しの手から奪い去る者はない。
ヨハネの福音書	 11:25,26イエスは彼女に言われた、「
わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる
者は、たとい死んでも生きる。	 また、生きていて、わた
しを信じる者は、いつまでも死なない。あなたはこれを
信じるか」。	
ペテロの手紙Ⅱ	 3:9ある人々がおそいと思っているよう
に、主は約束の実行をおそくしておられるのではない。
ただ、ひとりも滅びることがなく、すべての者が悔改め
に至ることを望み、あなたがたに対してながく忍耐して
おられるのである。

古い律法に代わる恵み
古い律法がもたらしたものは罪と死ですが、イエスは、
恵みによって、私たちを贖ってくださいました。（ロー
マ人への手紙4章参照）
ローマ人への手紙3:20,22-24なぜなら、律法を行うこと
によっては、すべての人間は神の前に義とせられないか
らである。律法によっては、罪の自覚が生じるのみであ
る。それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の
義であって、すべて信じる人に与えられるものである。
そこにはなんらの差別もない。	 すなわち、すべての人は
罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、		
彼らは、価なしに、神の恵みにより、キリスト・イエス
によるあがないによって義とされるのである。	
ローマ人への手紙3:28人が義とされるのは、律法の行い
によるのではなく、信仰によるのである。	
ローマ人への手紙5:6,	 わたしたちがまだ弱かったころ、
キリストは、時いたって、不信心な者たちのために死ん
で下さったのである。	
ローマ人への手紙5:17	 もし、ひとりの罪過によって、そ
のひとりをとおして死が支配するに至ったとすれば、ま
して、あふれるばかりの恵みと義の賜物とを受けている
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者たちは、ひとりのイエス・キリストをとおし、いのち
にあって、さらに力強く支配するはずではないか。
ローマ人への手紙6:14	 	 なぜなら、あなたがたは律法の
下にあるのではなく、恵みの下にあるので、罪に支配さ
れることはないからである。	
ローマ人への手紙8:2	 なぜなら、キリスト・イエスにあ
るいのちの御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを
解放したからである。
ローマ人への手紙10:4	キリストは、すべて信じる者に義
を得させるために、律法（旧約のおきてや戒律）の終り
となられたのである。
ローマ人への手紙11:6	しかし、恵みによるのであれば、
もはや行いによるのではない。そうでないと、恵みはも
はや恵みでなくなるからである。
ローマローマ人への手紙14:17神の国は飲食ではなく、
義と、平和と、聖霊における喜びとである。
コリント人への手紙Ⅱ	 5:21	 神はわたしたちの罪のため
に、罪を知らないかたを罪とされた。それは、わたした
ちが、彼にあって神の義となるためなのである。	 エペソ
人への手紙	 2:8,9	 あなたがたの救われたのは、実に、恵
みにより、信仰によるのである。それは、あなたがた自
身から出たものではなく、神の賜物（贈り物）である。
決して行いによるのではない。それは、だれも誇ること
がないためなのである。
ガラテヤ人への手紙2:16	 	 人の義とされるのは律法の行
いによるのではなく、ただキリスト・イエスを信じる信
仰によることを認めて、わたしたちもキリスト・イエス
を信じたのである。それは、律法の行いによるのではな
く、キリストを信じる信仰によって義とされるためであ
る。なぜなら、律法の行いによっては、だれひとり義と
されることがないからである。	
ガラテヤ人への手紙3:24このようにして律法は、信仰に
よって義とされるために、わたしたちをキリストに連れ
て行く養育掛となったのである。
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ガラテヤ人への手紙5:4	 律法によって義とされようとす
るあなたがたは、キリストから離れてしまっている。恵
みから落ちている。	
ピリピ人への手紙	 3:9律法による自分の義ではなく、キ
リストを信じる信仰による義、すなわち、信仰に基く神
からの義を受けて、キリストのうちに自分を見いだすよ
うになるためである。
テトスへの手紙	 2:11すべての人を救う神の恵みが現れ
た。	
へブル人への手紙	 4:15-16	 	 この大祭司は、わたしたち
の弱さを思いやることのできないようなかたではない。
罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたし
たちと同じように試錬に会われたのである。だから、わ
たしたちは、あわれみを受け、また、恵みにあずかって
時機を得た助けを受けるために、はばかることなく恵み
の御座に近づこうではないか。	
へブル人への手紙	 8:12-13わたしは、彼らの不義をあわ
れみ、もはや、彼らの罪を思い出すことはしない。	 （エ
レミヤ31・31-34）	 神は、古い契約に代わる新しい契約
について語っておられるのです。古いものは過去のもの
となり、消え去っていきます。
へブル人への手紙	 10:14-17彼は一つのささげ物によっ
て、きよめられた者たちを永遠に全うされたのである。
聖霊もまた、わたしたちにあかしをして、「わたしが、
それらの日の後、彼らに対して立てようとする契約はこ
れであると、主が言われる。わたしの律法を彼らの心に
与え、彼らの思いのうちに書きつけよう」と言い、さら
に、「もはや、彼らの罪と彼らの不法とを、思い出すこ
とはしない」と述べている。	

新しい生活と霊的な成長
新しく生まれ変わるとは、霊の内に生まれること。（「
弟子であるとは？」も参照）
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エゼキエル書	 36:26	 	 わたしは新しい心をあなたがたに
与え、新しい霊をあなたがたの内に授け、あなたがたの
肉から、石の心を除いて、肉の心を与える。
詩篇	 40:3主は新しい歌をわたしの口に授け、われらの神
にささげるさんびの歌をわたしの口に授けられた。多く
の人はこれを見て恐れ、かつ主に信頼するであろう。
詩篇	119:113	わたしは二心の者を憎みます。しかしあな
たのおきてを愛します。	
マタイの福音書	7:24わたしのこれらの言葉を聞いて行う
ものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べること
ができよう。
ヨハネの福音書	 12:24	 よくよくあなたがたに言ってお
く。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一
粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を
結ぶようになる。
ローマ人への手紙6:4	 すなわち、わたしたちは、その死
にあずかるバプテスマによって、彼と共に葬られたので
ある。それは、キリストが父の栄光によって、死人の中
からよみがえらされたように、わたしたちもまた、新し
いいのちに生きるためである。	
ローマ人への手紙8:5-7	 	 なぜなら、肉に従う者は肉のこ
とを思い、霊に従う者は霊のことを思うからである。肉
の思いは死であるが、霊の思いは、いのちと平安とであ
る。なぜなら、肉の思いは神に敵するからである。すな
わち、それは神の律法に従わず、否、従い得ないのであ
る。	
ローマ人への手紙12:1-2	兄弟たちよ。そういうわけで、
神のあわれみによってあなたがたに勧める。あなたがた
のからだを、神に喜ばれる、生きた、聖なる供え物とし
てささげなさい。それが、あなたがたのなすべき霊的な
礼拝である。あなたがたは、この世と妥協してはならな
い。むしろ、心を新たにすることによって、造りかえら
れ、何が神の御旨であるか、何が善であって、神に喜
ばれ、かつ全きことであるかを、わきまえ知るべきであ
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る。	
コリント人への手紙Ⅱ	 4:16-でだから、わたしたちは落
胆しない。たといわたしたちの外なる人は滅びても、内
なる人は日ごとに新しくされていく。	 	 なぜなら、この
しばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を、あふ
れるばかりにわたしたちに得させるからである。
コリント人への手紙Ⅱ	 5:17	 だれでもキリストにあるな
らば、その人は新しく造られた者である。古いものは過
ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。	
コリント人への手紙Ⅱ	 10:5	 神の知恵に逆らって立てら
れたあらゆる障害物を打ちこわし、すべての思いをとり
こにしてキリストに服従させる。
ガラテヤ人への手紙2:20	 	 	 生きているのは、もはや、わ
たしではない。キリストが、わたしのうちに生きておら
れるのである。しかし、わたしがいま肉にあって生きて
いるのは、わたしを愛し、わたしのためにご自身をささ
げられた神の御子を信じる信仰によって、生きているの
である。		
エペソ人への手紙	4:23	あ心の深みまで新たにされて、
ピリピ人への手紙	 1:6そして、あなたがたのうちに良い
わざを始められたかたが、キリスト・イエスの日までに
それを完成して下さるにちがいないと、確信している。	
ピリピ人への手紙	 3:13-14兄弟たちよ。わたしはすでに
捕えたとは思っていない。ただこの一事を努めている。
すなわち、後のものを忘れ、前のものに向かってからだ
を伸ばしつつ、目標を目ざして走り、キリスト・イエス
において上に召して下さる神の賞与を得ようと努めてい
るのである。
ピリピ人への手紙	 4:8最後に、兄弟たちよ。すべて真実
なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべ
て純真なこと、すべて愛すべきこと、すべてほまれある
こと、また徳といわれるもの、称賛に値するものがあれ
ば、それらのものを心にとめなさい。
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聖霊の力
イエスは、この世を去られたとき、あらゆる真理に私た
ちを導き、また証しをするための力を与えるため、聖霊
を私たちに授けてくださいました。
マタイの福音書	7:11このように、あなたがたは悪い者で
あっても、自分の子供には、良い贈り物をすることを知
っているとすれば、天にいますあなたがたの父はなおさ
ら、求めてくる者に良いものを下さらないことがあろう
か。	
ルカの福音書	 4:18-19「主の御霊がわたしに宿ってい
る。貧しい人々に福音を宣べ伝えさせるために、わたし
を聖別してくださったからである。主はわたしをつかわ
して、囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ
知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、主のめ
ぐみの年を告げ知らせるのである。		
ヨハネの福音書	 7:38-39	 わたしを信じる者は、聖書に
書いてあるとおり、その腹から生ける水が川となって流
れ出るであろう」。これは、イエスを信じる人々が受け
ようとしている御霊をさして言われたのである。すなわ
ち、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御
霊がまだ下っていなかったのである。	
ヨハネの福音書	 14:26	 	 しかし、助け主、すなわち、父
がわたしの名によってつかわされる聖霊は、あなたがた
にすべてのことを教え、またわたしが話しておいたこと
を、ことごとく思い起させるであろう。
ヨハネの福音書	15:26	わたしが父のみもとからあなたが
たにつかわそうとしている助け主、すなわち、父のみも
とから来る真理の御霊が下る時、それはわたしについて
あかしをするであろう。	
ヨハネの福音書	 16:7	 しかし、わたしはほんとうのこと
をあなたがたに言うが、わたしが去って行くことは、あ
なたがたの益になるのだ。わたしが去って行かなけれ
ば、あなたがたのところに助け主はこないであろう。も
し行けば、それをあなたがたにつかわそう。
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ヨハネの福音書	 16:13	 けれども真理の御霊が来る時に
は、あなたがたをあらゆる真理に導いてくれるであろ
う。それは自分から語るのではなく、その聞くところを
語り、きたるべき事をあなたがたに知らせるであろう。	
使徒行伝	 1:8ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あな
たがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの
全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろ
う」。	
使徒行伝	 2:17-18　『神がこう仰せになる。終りの時に
は、わたしの霊をすべての人に注ごう。そして、あなた
がたのむすこ娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人た
ちは夢を見るであろう。	
使徒行伝2:4すると、一同は聖霊に満たされ、御霊が語
らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。.
使徒行伝4:31b彼らが祈り終えると、その集まっていた
場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされて、大胆に神の
言を語り出した。	
使徒行伝19:6そして、パウロが彼らの上に手をおくと、
聖霊が彼らにくだり、それから彼らは異言を語ったり、
預言をしたりし出した。	
ローマ人への手紙8:26-27御霊もまた同じように、弱い
わたしを助けて下さる。なぜなら、わたしたちはどう祈
ったらよいかわからないが、御霊みずから、言葉にあら
わせない切なるうめきをもって、わたしたちのためにと
りなして下さるからである。	 そして、人の心を探り知る
かたは、御霊の思うところがなんであるかを知っておら
れる。なぜなら、御霊は、聖徒のために、神の御旨にか
なうとりなしをして下さるからである。
ローマ人への手紙14:17			神の国は飲食ではなく、義と、
平和と、聖霊における喜びとである。
コリント人への手紙Ⅰ	 12:8-11すなわち、ある人には御
霊によって知恵の言葉が与えられ、ほかの人には、同じ
御霊によって知識の言またほかの人には、同じ御霊によ
って信仰、またほかの人には、一つの御霊によっていや
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しの賜物、	 またほかの人には力あるわざ、またほかの
人には預言、またほかの人には霊を見わける力、またほ
かの人には種々の異言、またほかの人には異言を解く力
が、与えられている。すべてこれらのものは、一つの同
じ御霊の働きであって、御霊は思いのままに、それらを
各自に分け与えられるのである。	
コリント人への手紙Ⅰ	14:2異言を語る者は、人にむかっ
て語るのではなく、神にむかって語るのである。それは
だれにもわからない。彼はただ、霊によって奥義を語っ
ているだけである。	
コリント人への手紙Ⅰ	14:39	わたしの兄弟たちよ。この
ようなわけだから、預言することを熱心に求めなさい。
また、異言を語ることを妨げてはならない。
コリント人への手紙Ⅱ	3:17主は霊である。そして、主の
霊のあるところには、自由がある。
ガラテヤ人への手紙5:18	 	 	 もしあなたがたが御霊に導か
れるなら、律法の下にはいない。
ガラテヤ人への手紙5:22-23しかし、御霊の実は、愛、
喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であ
って、これらを否定する律法はない。
エペソ人への手紙	 3:16	 	 どどうか父が、その栄光の富に
したがい、御霊により、力をもってあなたがたの内なる
人を強くして下さるように。		
エペソ人への手紙	5:18-19	酒に酔ってはいけない。それ
は乱行のもとである。むしろ御霊に満たされて、詩とさ
んびと霊の歌とをもって語り合い、主にむかって心から
さんびの歌をうたいなさい。
ユダの手紙	 20	 	 しかし、愛する者たちよ。あなたがた
は、最も神聖な信仰の上に自らを築き上げ、聖霊によっ
て祈り、	

神のみ言葉
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聖書は、神は、その語られた言葉によって世界を創られ
たと、私たちに告げています。ヨハネによる福音書第1
章は、イエスが肉体となった神の言であることを名言し
ています。種をまく人の喩えの中で、イエスは神の国
を、「ある人が地に種をまくようなものである」（マル
コ4：26）と、弟子たちに説明しておられます。種は神
のみ言葉であり、それが私たちの心の中に埋められる
と、私たちの生活の中で豊かな祝福の実を結びようにな
る、と言われたのです!	 イエスは、これがあらゆる喩え
の中で一番重要な喩えであると言われました。この「種
まき」の法則は神の法則の一つであり、私たちは、「そ
の蒔いたものを刈り取る」のです。また、あらゆる権威
は神のみ言葉（イエス）に与えられているゆえに、イエ
スを信じ、そのみ言葉に留まる者たちも、その同じ力に
アクセスし、それと同じわざ、さらにはもっと大きなわ
ざ、サタンを退けることさえ出来るようになるのです。
サタンは、イエス（神のみ言葉）の十字架上の死によっ
てすでに打ち負かされてしまっているからです。神の
み言葉こそ私たちに信仰を与えてくれるものです。そし
て、信仰がなければ神に喜ばれることは出来ないことを
知っている私たちには、神のみ言葉を知り、学びたいと
いう強い動機が与えられます。そのとき私たちは、信仰
により、私たちの生活の中でみ言葉を使い、種を蒔くの
です。朽ちることのない、神のみ言葉の種は、全宇宙に
おける最強の力です。

イエスはみ葉、創造主、そして力
神のみ言葉は宇宙最強の力！
詩篇	 33:6,9もろもろの天は主のみことばによって造ら
れ、天の万軍は主の口の息によって造られた。		
ヨハネの福音書	 1:1-3初めに言があった。言は神と共に
あった。言は神であった。この言は初めに神と共にあっ
た。すべてのものは、これによってできた。できたもの
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のうち、一つとしてこれによらないものはなかった。	
ヨハネの福音書	 1:14	 キそして言は肉体となり、わたし
たちのうちに宿った。わたしたちはその栄光を見た。そ
れは父のひとり子としての栄光であって、めぐみとまこ
ととに満ちていた。	
へブル人への手紙	 1:3御子は神の栄光の輝きであり、神
の本質の真の姿であって、その力ある言葉をもって万物
を保っておられる。そして罪のきよめのわざをなし終え
てから、いと高き所にいます大能者の右に、座につかれ
たのである。	
へブル人への手紙	1:10主よ、あなたは初めに、地の基を
おすえになった。もろもろの天も、み手のわざである。
へブル人への手紙	 4:12というのは、神の言は生きてい
て、力があり、もろ刃のつるぎよりも鋭くて、精神と霊
魂と、関節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおして、心
の思いと志とを見分けることができる。	
へブル人への手紙	 11:3信仰によって、わたしたちは、
この世界が神の言葉で造られたのであり、したがって、
見えるものは現れているものから出てきたのでないこと
を、悟るのである。
ヨハネの黙示録	 19:11-13またわたしが見ていると、天
が開かれ、見よ、そこに白い馬がいた。それに乗ってい
るかたは、「忠実で真実な者」と呼ばれ、義によってさ
ばき、また、戦うかたである。その目は燃える炎であ
り、その頭には多くの冠があった。また、彼以外にはだ
れも知らない名がその身にしるされていた。彼は血染め
の衣をまとい、その名は「神の言」と呼ばれた。

神のみ言葉は決してたがうことはない
民数記23:19神は人のように偽ることはなく、／また人
の子のように悔いることもない。言ったことで、行わな
いことがあろうか、／語ったことで、しとげないことが
あろうか。
列王記Ⅰ	8:56「主はほむべきかな。主はすべて約束され
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たように、その民イスラエルに太平を賜わった。そのし
もべモーセによって仰せられたその良き約束は皆一つも
たがわなかった。	
詩篇	 119:89主よ、あなたのみ言葉は／天においてとこ
しえに堅く定まり、
詩篇	 119:160あなたのみ言葉の全体は真理です。あなた
の正しいおきてのすべてはとこしえに絶えることはあり
ません。
詩篇	 138:2わたしはあなたの聖なる宮にむかって伏し拝
み、あなたのいつくしみと、まこととのゆえに、み名に
感謝します。あなたはそのみ名と、み言葉を／すべての
ものにまさって高くされたからです。
イザヤ書	 40:8	 草は枯れ、花はしぼむ。しかし、われわ
れの神の言葉はとこしえに変ることはない。	
イザヤ書	 55:10-11天から雨が降り、雪が落ちてまた帰
らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく
者に種を与え、食べる者にかてを与える。このように、
わが口から出る言葉も、むなしくわたしに帰らない。わ
たしの喜ぶところのことをなし、わたしが命じ送った事
を果す。	
ヨシュア記	 23:14見よ、今日、わたしは世の人のみな行
く道を行こうとする。あなたがたがみな、心のうちにま
た、肝に銘じて知っているように、あなたがたの神、主
が、あなたがたについて約束されたもろもろの良いこと
で、一つも欠けたものはなかった。みなあなたがたに臨
んで、一つも欠けたものはなかった。
マタイの福音書	 24:35天地は滅びるであろう。しかしわ
たしの言葉は滅びることがない。	
ペテロの手紙Ⅰ	 1:25しかし、主の言葉は、とこしえに残
る」。これが、あなたがたに宣べ伝えられた御言葉であ
る。	

葉に留まることの益
詩篇	 37:31その心には神のおきてがあり、その歩みはす
べることがない。	
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詩篇	 19:7主のおきては完全であって、魂を生きかえら
せ、主のあかしは確かであって、無学な者を賢くする。	
詩篇	 119:9若い人はどうしておのが道を清く保つことが
できるでしょうか。み言葉にしたがって、それを守るよ
りほかにありません。
詩篇	 119:105あなたのみ言葉はわが足のともしび、わが
道の光です。
詩篇	 119:165あなたのおきてを愛する者には大いなる
平安があり、何ものも彼らをつまずかすことはできませ
ん。
ヨシュア記	 1:8この律法の書をあなたの口から離すこと
なく、昼も夜もそれを思い、そのうちにしるされている
ことを、ことごとく守って行わなければならない。そう
するならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るで
あろう。	
エレミヤ書	 15:16わたしはみ言葉を与えられて、それを
食べました。み言葉は、わたしに喜びとなり、心の楽し
みとなりました。万軍の神、主よ、わたしは、あなたの
名をもってとなえられている者です。
ヨハネの福音書	 8:31b-32イエスは自分を信じたユダヤ
人たちに言われた、「もしわたしの言葉のうちにとどま
っておるなら、あなたがたは、ほんとうにわたしの弟子
なのである。また真理を知るであろう。そして真理は、
あなたがたに自由を得させるであろう」。	
ヨハネの福音書	15:3あなたがたは、わたしが語った言葉
によって既にきよくされている。	
ローマ人への手紙10:17信仰は聞くことによるのであ
り、聞くことはキリストの言葉から来るのである。
エペソ人への手紙	 6:17bまた、救のかぶとをかぶり、御
霊の剣、すなわち、神の言を取りなさい。
ペテロの手紙Ⅰ	 2:2	 す今生れたばかりの乳飲み子のよう
に、混じりけのない霊の乳を慕い求めなさい。それによ
っておい育ち、救に入るようになるためである。
ペテロの手紙Ⅱ	 1:4	 	 また、それらのものによって、尊
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く、大いなる約束が、わたしたちに与えられている。そ
れは、あなたがたが、世にある欲のために滅びることを
免れ、神の性質にあずかる者となるためである。

のみ葉に対する愛
ヨブ	記	23:12わたしは彼のくちびるの命令にそむかず、
その口の言葉をわたしの胸にたくわえた。	
詩篇	 1:2このような人は主のおきてをよろこび、昼も夜
もそのおきてを思う。	
詩篇	40:8わが神よ、わたしはみこころを行うことを喜び
ます。あなたのおきてはわたしの心のうちにあります。	
詩篇	 119:47-48	 わたしは、わたしの愛するあなたの戒
めに自分の喜びを見いだすからです。	 わたしは、わたし
の愛するあなたの戒めを尊び、あなたの定めを深く思い
ます。
詩篇	 119:71、72苦しみにあったことは、わたしに良い
事です。これによってわたしはあなたのおきてを学ぶこ
とができました。あなたの口のおきては、わたしのため
には幾千の金銀貨幣にもまさるのです。
ヨハネの福音書	15:11	わたしがこれらのことを話したの
は、わたしの喜びがあなたがたのうちにも宿るため、ま
た、あなたがたの喜びが満ちあふれるためである。

のみ言葉を学び、深く思う
詩篇	 1:2-3このような人は主のおきてをよろこび、昼も
夜もそのおきてを思う。	 3	 このような人は流れのほとり
に植えられた木の／時が来ると実を結び、その葉もしぼ
まないように、そのなすところは皆栄える。
詩篇	 119:97いかにわたしはあなたのおきてを／愛する
ことでしょう。わたしはひねもすこれを深く思います。	
詩篇	 119:99わたしはあなたのあかしを深く思うので、
わがすべての師にまさって知恵があります。
詩篇	 119:130み言葉が開けると光を放って、無学な者に
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知恵を与えます。	
箴言	 4:20-22わが子よ、わたしの言葉に心をとめ、わた
しの語ることに耳を傾けよ。それを、あなたの目から離
さず、あなたの心のうちに守れ。それは、これを得る者
の命であり、またその全身を健やかにするからである。	
マタイの福音書	 4:4イエスは答えて言われた、「『人は
パンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一
つの言で生きるものである』（申命８・３）と書いてあ
る」。わたしたちは、神のすべてのことばに従うべきな
のです。
ヨハネの福音書	 6:63	 	 人を生かすものは霊であって、肉
はなんの役にも立たない。わたしがあなたがたに話した
言葉は霊であり、また命である。	
テモテへの手紙Ⅰ	4:15すべての事にあなたの進歩があら
われるため、これらの事を実行し、それを励みなさい。
テモテへの手紙Ⅱ	 2:15あなたは真理の言葉を正しく教
え、恥じるところのない錬達した働き人になって、神に
自分をささげるように努めはげみなさい。
へブル人への手紙	 2:1こういうわけだから、わたしたち
は聞かされていることを、いっそう強く心に留めねばな
らない。そうでないと、おし流されてしまう。	

神のみ言葉に対する従順
イザヤ書	 1:19もし、あなたがたが快く従うなら、地の良
き物を食べることができる。	
詩篇	 119:34わたしに知恵を与えてください。わたしは
あなたのおきてを守り、心をつくしてこれに従います。	
マタイの福音書	 7:24-27わたしのこれらの言葉を聞いて
行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べる
ことができよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹い
てその家に打ちつけても、倒れることはない。岩を土台
としているからである。また、わたしのこれらの言葉を
聞いても行わない者を、砂の上に自分の家を建てた愚か
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な人に比べることができよう。雨が降り、洪水が押し寄
せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまう。
そしてその倒れ方はひどいのである。	
ヨハネの福音書	 13:17もしこれらのことがわかってい
て、それを行うなら、あなたがたはさいわいである。
ヨハネの福音書	 14:15もしあなたがたがわたしを愛する
ならば、わたしのいましめを守るべきである。
ヨハネの福音書	 14:21,23わたしのいましめを心にいだ
いてこれを守る者は、わたしを愛する者である。わたし
を愛する者は、わたしの父に愛されるであろう。わたし
もその人を愛し、その人にわたし自身をあらわすであろ
う。イエスは彼に答えて言われた、「もしだれでもわた
しを愛するならば、わたしの言葉を守るであろう。そし
て、わたしの父はその人を愛し、また、わたしたちは
その人のところに行って、その人と一緒に住むであろ
う。		
ヨハネの福音書	15:14	あなたがたにわたしが命じること
を行うならば、あなたがたはわたしの友である。
使徒行伝	5:29これに対して、ペテロをはじめ使徒たちは
言った、「人間に従うよりは、神に従うべきである。	
ヤコブ1:22-25そして、御言を行う人になりなさい。お
のれを欺いて、ただ聞くだけの者となってはいけない。
おおよそ御言を聞くだけで行わない人は、ちょうど、自
分の生れつきの顔を鏡に映して見る人のようである。彼
は自分を映して見てそこから立ち去ると、そのとたん
に、自分の姿がどんなであったかを忘れてしまう。これ
に反して、完全な自由の律法を一心に見つめてたゆまな
い人は、聞いて忘れてしまう人ではなくて、実際に行う
人である。こういう人は、その行いによって祝福され
る。
ヤコブの手紙	4:17人が、なすべき善を知りながら行わな
ければ、それは彼にとって罪である。	
1ヨハネの福音書	 2:5母は僕たちに言った、「このかた
が、あなたがたに言いつけることは、なんでもして下さ
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い」。
2ヨハネの福音書	1:6a	イエス・キリストこそほんとうの
光です。ここにひとりの人があって、神からつかわされ
ていた。その名をヨハネと言った。	

神のみ言葉の暗記
申命記	 11:18それゆえ、これらのわたしの言葉を心と魂
におさめ、またそれを手につけて、しるしとし、目の間
に置いて覚えとし、	
詩篇	 37:31その心には神のおきてがあり、その歩みはす
べることがない。
詩篇	 40:8	 わが神よ、わたしはみこころを行うことを喜
びます。あなたのおきてはわたしの心のうちにありま
す。
詩篇	 119:129あなたのあかしは驚くべきものです。それ
ゆえ、わが魂はこれを守ります。	
箴言4:4父はわたしを教えて言った、「わたしの言葉
を、心に留め、わたしの戒めを守って、命を得よ。	」
詩篇	 119:11わたしはあなたにむかって／罪を犯すこと
のないように、心のうちにみ言葉をたくわえました。	
	

神のみ声を聞くこと

み言葉、瞑想、静けさ、そして聖霊に耳を傾けることを
通して神の声を聞くことを学ぶ。（「神の御心を知り、
実行する」も参照）

列王記Ⅰ	 19:12	 	 地震の後に火があったが、火の中にも
主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞えた。
詩篇	 46:10静まって、わたしこそ神であることを知れ。
わたしはもろもろの国民のうちにあがめられ、全地にあ
がめられる。
箴言3:5,6心をつくして主に信頼せよ、自分の知識にた
よってはならない。すべての道で主を認めよ、そうすれ
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ば、主はあなたの道をまっすぐにされる。
箴言16:3あなたのなすべき事を主にゆだねよ、そうすれ
ば、あなたの計るところは必ず成る。	
イザヤ書	 30:21また、あなたが右に行き、あるいは左に
行く時、そのうしろで「これは道だ、これに歩め」と言
う言葉を耳に聞く。
ルカの福音書	8:10そこで言われた、「あなたがたには、
神の国の奥義を知ることが許されているが、ほかの人た
ちには、見ても見えず、聞いても悟られないために、譬
で話すのである。	
ルカの福音書	 12:12言うべきことは、聖霊がその時に教
えてくださるからである。	
ヨハネの福音書	 5:30	 わたしは、自分からは何事もする
ことができない。ただ聞くままにさばくのである。そし
て、わたしのこのさばきは正しい。それは、わたし自
身の考えでするのではなく、わたしをつかわされたかた
の、み旨を求めているからである。
ヨハネの福音書	8:47a		神からきた者は神の言葉に聞き従
うが、あなたがたが聞き従わないのは、神からきた者で
ないからである。	
ヨハネの福音書	 10:4-5	 自分の羊をみな出してしまう
と、彼は羊の先頭に立って行く。羊はその声を知ってい
るので、彼について行くのである。ほかの人には、つい
て行かないで逃げ去る。その人の声を知らないからであ
る。
ヨハネの福音書	 10:27	 	 わたしの羊はわたしの声に聞き
従う。わたしは彼らを知っており、彼らはわたしについ
て来る。	
	 ヨハネの福音書	 14:26	 しかし、助け主、すなわち、父
がわたしの名によってつかわされる聖霊は、あなたがた
にすべてのことを教え、またわたしが話しておいたこと
を、ことごとく思い起させるであろう。		
ヨハネの福音書	 16:13	 けれども真理の御霊が来る時に
は、あなたがたをあらゆる真理に導いてくれるであろ
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う。それは自分から語るのではなく、その聞くところを
語り、きたるべき事をあなたがたに知らせるであろう。
ローマ人への手紙8:16	 	 御霊みずから、わたしたちの霊
と共に、わたしたちが神の子であることをあかしして下
さる。	
コロサイ人への手紙	3:15キリストの平和が、あなたがた
の心を支配するようにしなさい。あなたがたが召されて
一体となったのは、このためでもある。いつも感謝して
いなさい。
テモテへの手紙Ⅱ	 3:16-17	 	 聖書は、すべて神の霊感を
受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しく
し、義に導くのに有益である。それによって、神の人
が、あらゆる良いわざに対して十分な準備ができて、完
全にととのえられた者になるのである。
へブル人への手紙	 2:1こういうわけだから、わたしたち
は聞かされていることを、いっそう強く心に留めねばな
らない。そうでないと、おし流されてしまう。	
へブル人への手紙	 4:12	 	 というのは、神の言は生きてい
て、力があり、もろ刃のつるぎよりも鋭くて、精神と霊
魂と、関節と骨髄とを切り離すまでに刺しとおして、心
の思いと志とを見分けることができる。
へブル人への手紙	 5:13、14	 すべて乳を飲んでいる者
は、幼な子なのだから、義の言葉を味わうことができな
い。しかし、堅い食物は、善悪を見わける感覚を実際に
働かせて訓練された成人のとるべきものである。	
へブル人への手紙	8:10わたしが、それらの日の後、イス
ラエルの家と立てようとする契約はこれである、と主が
言われる。すなわち、わたしの律法を彼らの思いの中に
入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして、わたしは彼
らの神となり、彼らはわたしの民となるであろう。	

信仰--新約聖書への鍵	
信仰--神に喜んでいただく唯一の方法
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神の御国は、み言葉に対する私たちの信仰を通して営ま
れる。

マタイの福音書	9:29そこで、イエスは彼らの目にさわっ
て言われた、「あなたがたの信仰どおり、あなたがたの
身になるように」。
ヨハネの福音書	 20:27bそれからトマスに言われた、「
あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手
をのばしてわたしのわきにさし入れてみなさい。信じな
い者にならないで、信じる者になりなさい」。		
ローマ人への手紙4:20	 	 彼は、神の約束を不信仰のゆえ
に疑うようなことはせず、かえって信仰によって強めら
れ、栄光を神に帰し、
ローマ人への手紙10:17		したがって、信仰は聞くことに
よるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るので
ある。	
ローマ人への手紙12:3わたしは、自分に与えられた恵み
によって、あなたがたひとりびとりに言う。思うべき限
度を越えて思いあがることなく、むしろ、神が各自に分
け与えられた信仰の量りにしたがって、慎み深く思うべ
きである。
ローマ人への手紙14:23bしかし、疑いながら食べる者
は、信仰によらないから、罪に定められる。すべて信仰
によらないことは、罪である。
コリント人への手紙Ⅱ	 5:7わたしたちは、見えるものに
よらないで、信仰によって歩いているのである。
コリント人への手紙Ⅱ	4:18わたしたちは、見えるものに
ではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時
的であり、見えないものは永遠につづくのである。	
へブル人への手紙	 4:2	 というのは、彼らと同じく、わた
したちにも福音が伝えられているのである。しかし、そ
の聞いた御言は、彼らには無益であった。それが、聞い
た者たちに、信仰によって結びつけられなかったからで
ある。
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へブル人への手紙	 4:3	 ところが、わたしたち信じている
者は、安息にはいることができる。それは、「わたしが
怒って、彼らをわたしの安息に、はいらせることはしな
いと、誓ったように」と言われているとおりである。し
かも、みわざは世の初めに、でき上がっていた。	
へブル人への手紙	 10:23また、約束をして下さったのは
忠実なかたであるから、わたしたちの告白する望みを、
動くことなくしっかりと持ち続け、
へブル人への手紙	 10:35だから、あなたがたは自分の持
っている確信を放棄してはいけない。その確信には大き
な報いが伴っているのである。	
へブル人への手紙	10:38-39		わが義人は、信仰によって
生きる。もし信仰を捨てるなら、わたしのたましいはこ
れを喜ばない。しかしわたしたちは、信仰を捨てて滅び
る者ではなく、信仰に立って、いのちを得る者である。	
へブル人への手紙	 11:1,6さて、信仰とは、望んでいる事
がらを確信し、まだ見ていない事実を確認することであ
る。信仰がなくては、神に喜ばれることはできない。な
ぜなら、神に来る者は、神のいますことと、ご自身を求
める者に報いて下さることとを、必ず信じるはずだから
である。
へブル人への手紙	12:2	.	信仰がなくては、神に喜ばれる
ことはできない。なぜなら、神に来る者は、神のいます
ことと、ご自身を求める者に報いて下さることとを、必
ず信じるはずだからである。
ヤコブの手紙	 1:6-8ただ、疑わないで、信仰をもって願
い求めなさい。疑う人は、風の吹くままに揺れ動く海の
波に似ている。そういう人は、主から何かをいただける
もののように思うべきではない。
ヤコブの手紙	2:26霊魂のないからだが死んだものである
と同様に、行いのない信仰も死んだものなのである。
テモテへの手紙Ⅱ	 2:13	 たとい、わたしたちは不真実で
あっても、彼は常に真実である。彼は自分を偽ること
が、できないのである」。	
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ヨハネの手紙Ⅰ	 5:4	 	 なぜなら、すべて神から生れた者
は、世に勝つからである。そして、わたしたちの信仰こ
そ、世に勝たしめた勝利の力である。

キリストによって人に与えられた権威
新しく生まれ変わったクリスチャンとして、私たちに
は、イエスがこの地上で持っておられたのと同じ権威（
力）が与えられています。（「イエスは私たちに癒す権
威を授けられた」も参照）
創世記	 1:26-28神はまた言われた、「われわれのかたち
に、われわれにかたどって人を造り、これに海の魚と、
空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這
うものとを治めさせよう」。		神は自分のかたちに人を創
造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに
創造された。神は彼らを祝福して言われた、「生めよ、
ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空
の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」。
詩篇	 8:4-6人は何者なので、これをみ心にとめられるの
ですか、人の子は何者なので、これを顧みられるのです
か。ただ少しく人を神よりも低く造って、栄えと誉とを
こうむらせ、これにみ手のわざを治めさせ、よろずの物
をその足の下におかれました。
マタイの福音書	8:8-10そこで百卒長は答えて言った、「
主よ、わたしの屋根の下にあなたをお入れする資格は、
わたしにはございません。ただ、お言葉を下さい。そう
すれば僕はなおります。わたしも権威の下にある者です
が、わたしの下にも兵卒がいまして、ひとりの者に『行
け』と言えば行き、ほかの者に『こい』と言えばきます
し、また、僕に『これをせよ』と言えば、してくれるの
です」。イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついて
きた人々に言われた、「よく聞きなさい。イスラエル人
の中にも、これほどの信仰を見たことがない。
マルコの福音書	 9:23イエスは彼に言われた、「もしで
きれば、と言うのか。信ずる者には、どんな事でもでき
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る」。	
マタイの福音書	 17:20するとイエスは言われた、「あな
たがたの信仰が足りないからである。よく言い聞かせて
おくが、もし、からし種一粒ほどの信仰があるなら、こ
の山にむかって『ここからあそこに移れ』と言えば、移
るであろう。このように、あなたがたにできない事は、
何もないであろう。
マタイの福音書	 16:19わたしは、あなたに天国のかぎを
授けよう。そして、あなたが地上でつなぐことは、天で
もつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれる
であろう。	
マタイの福音書	 21:21-22イエスは答えて言われた、「
よく聞いておくがよい。もしあなたがたが信じて疑わな
いならば、このいちじくにあったようなことが、できる
ばかりでなく、この山にむかって、動き出して海の中に
はいれと言っても、そのとおりになるであろう。また、
祈のとき、信じて求めるものは、みな与えられるであろ
う」。	
マタイの福音書	 28:18イエスは彼らに近づいてきて言わ
れた、「わたしは、天においても地においても、いっさ
いの権威を授けられた。
マルコの福音書	 11:23-24	 	 よく聞いておくがよい。だ
れでもこの山に、動き出して、海の中にはいれと言い、
その言ったことは必ず成ると、心に疑わないで信じるな
ら、そのとおりに成るであろう。そこで、あなたがたに
言うが、なんでも祈り求めることは、すでにかなえられ
たと信じなさい。そうすれば、そのとおりになるであろ
う。
ルカの福音書	 1:37	 	 神には、なんでもできないことはあ
りません。
ルカの福音書	 18:27イエスは言われた、「人にはできな
い事も、神にはできる」。
ヨハネの福音書	 14:12よくよくあなたがたに言ってお
く。わたしを信じる者は、またわたしのしているわざを
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するであろう。そればかりか、もっと大きいわざをする
であろう。わたしが父のみもとに行くからである。		
ヨハネの福音書	 15:7	 あなたがたがわたしにつながって
おり、わたしの言葉があなたがたにとどまっているなら
ば、なんでも望むものを求めるがよい。そうすれば、与
えられるであろう。
ヨハネの福音書	 16:23,24	 その日には、あなたがたがわ
たしに問うことは、何もないであろう。よくよくあなた
がたに言っておく。あなたがたが父に求めるものはなん
でも、わたしの名によって下さるであろう。今までは、
あなたがたはわたしの名によって求めたことはなかっ
た。求めなさい、そうすれば、与えられるであろう。そ
して、あなたがたの喜びが満ちあふれるであろう。
エペソ人への手紙	 1:19-22	 また、神の力強い活動によ
って働く力が、わたしたち信じる者にとっていかに絶大
なものであるかを、あなたがたが知るに至るように、と
祈っている。神はその力をキリストのうちに働かせて、
彼を死人の中からよみがえらせ、天上においてご自分の
右に座せしめ、彼を、すべての支配、権威、権力、権勢
の上におき、また、この世ばかりでなくきたるべき世に
おいても唱えられる、あらゆる名の上におかれたのであ
る。
エペソ人への手紙	 3:20	 どうか、わたしたちのうちに働
く力によって、わたしたちが求めまた思うところのいっ
さいを、はるかに越えてかなえて下さることができるか
たに、キリスト・イエスによって、栄光が世々限りなく
あるように、アァメン。
ピリピ人への手紙	2:9-11それゆえに、神は彼を高く引き
上げ、すべての名にまさる名を彼に賜わった。それは、
イエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下
のものなど、あらゆるものがひざをかがめ、また、あら
ゆる舌が、「イエス・キリストは主である」と告白し
て、栄光を父なる神に帰するためである。	
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主との私たちの関係	
主を愛することで主を崇める
神にも私たちの愛が必要です。そして私たちは、主を崇
めることによって神を愛するのです！

申命記	 6:5あなたは心をつくし、精神をつくし、力をつ
くして、あなたの神、主を愛さなければならない。	
詩篇	34:1-3わたしは常に主をほめまつる。そのさんびは
わたしの口に絶えない。
	 わが魂は主によって誇る。苦しむ者はこれを聞いて喜ぶ
であろう。
わたしと共に主をあがめよ、われらは共にみ名をほめた
たえよう。		
詩篇	42:1神よ、しかが谷川を慕いあえぐように、わが魂
もあなたを慕いあえぐ。	
詩篇	63:1-4神よ、あなたはわたしの神、わたしは切にあ
なたをたずね求め、わが魂はあなたをかわき望む。水な
き、かわき衰えた地にあるように、わが肉体はあなたを
慕いこがれる。それでわたしはあなたの力と栄えとを見
ようと、聖所にあって目をあなたに注いだ。	
あなたのいつくしみは、いのちにもまさるゆえ、わがく
ちびるはあなたをほめたたえる。
わたしは生きながらえる間、あなたをほめ、手をあげ
て、み名を呼びまつる。
詩篇	 73:25わたしはあなたのほかに、だれを天にもち得
よう。地にはあなたのほかに慕うものはない。
詩篇	 119:20わが魂はつねにあなたのおきてを慕って、
絶えいるばかりです。
箴言8:17わたしは、わたしを愛する者を愛する、わたし
をせつに求める者は、わたしに出会う。
マタイの福音書	 22:37-38イエスは言われた、「『心を
つくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなた
の神を愛せよ』。これがいちばん大切な、第一のいまし
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めである。
ヨハネの福音書	 4:23、24、25しかし、まことの礼拝を
する者たちが、霊とまこととをもって父を礼拝する時が
来る。そうだ、今きている。父は、このような礼拝をす
る者たちを求めておられるからである。	 神は霊であるか
ら、礼拝をする者も、霊とまこととをもって礼拝すべき
である。救いはユダヤ人から来るからである。
ヤコブの手紙	4:8		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下さるであろう。罪人どもよ、手
をきよめよ。二心の者どもよ、心を清くせよ。	

私たちに対する計り知れない神の愛
神は私たちに対して怒ってはいません。また私たちを害
したり、悲嘆を与えられることもありません。神は私た
ちを愛しておられるのです！
エレミヤ書	 29:11主は言われる、わたしがあなたがたに
対していだいている計画はわたしが知っている。それは
災を与えようというのではなく、平安を与えようとする
ものであり、あなたがたに将来を与え、希望を与えよう
とするものである。	
エレミヤ書	31:3主は遠くから彼に現れた。わたしは限り
なき愛をもってあなたを愛している。それゆえ、わたし
は絶えずあなたに真実をつくしてきた。	
イザヤ書	 62:5若い者が処女をめとるようにあなたの子ら
はあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神
はあなたを喜ばれる。	
ヨハネの福音書	 14:23	 イエスは彼に答えて言われた、
「もしだれでもわたしを愛するならば、わたしの言葉を
守るであろう。そして、わたしの父はその人を愛し、ま
た、わたしたちはその人のところに行って、その人と一
緒に住むであろう」。
ローマ人への手紙5:8	 しかし、まだ罪人であった時、わ
たしたちのためにキリストが死んで下さったことによっ
て、神はわたしたちに対する愛を示されたのである。
ローマ人への手紙8:17a		もし子であれば、相続人でもあ
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る。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするた
めに苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続
人なのである。
ローマ人への手紙8:38,39	 	 わたしは確信する。死も生
も、天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あ
るものも、高いものも深いものも、その他どんな被造物
も、わたしたちの主キリスト・イエスにおける神の愛か
ら、わたしたちを引き離すことはできないのである。	
ガラテヤ人への手紙4:5-7	 	 それは、律法の下にある者を
あがない出すため、わたしたちに子たる身分を授けるた
めであった。このように、あなたがたは子であるのだか
ら、神はわたしたちの心の中に、「アバ、父よ」と呼ぶ
御子の霊を送って下さったのである。	 したがって、あな
たがたはもはや僕ではなく、子である。子である以上、
また神による相続人である。
ヨハネの手紙Ⅰ	 3:1	 わたしたちが神の子と呼ばれるため
には、どんなに大きな愛を父から賜わったことか、よく
考えてみなさい。わたしたちは、すでに神の子なのであ
る。世がわたしたちを知らないのは、父を知らなかった
からである。
ヨハネの手紙Ⅰ	 4:9	 神はそのひとり子を世につかわし、
彼によってわたしたちを生きるようにして下さった。そ
れによって、わたしたちに対する神の愛が明らかにされ
たのである。	
ヨハネの手紙Ⅰ	 4:19	 わたしたちが愛し合うのは、神が
まずわたしたちを愛して下さったからである。	

主を敬う（恐れる）こと
愛し、尊び、崇め、従うことが、敬うこと。
申命記	 10:12-13あなたの神、主を恐れ、そのすべての
道に歩んで、彼を愛し、心をつくし、精神をつくしてあ
なたの神、主に仕え、また、わたしがきょうあなたに命
じる主の命令と定めとを守って、さいわいを得ることで
ある。	
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サムエル記Ⅰ	 12:24	 	 あなたがたは、ただ主を恐れ、心
をつくして、誠実に主に仕えなければならない。そして
主がどんなに大きいことをあなたがたのためにされたか
を考えなければならない。	
詩篇	 25:14主の親しみは主をおそれる者のためにあり、
主はその契約を彼らに知らせられる。
詩篇	 31:19あなたを恐れる者のためにたくわえ、あなた
に寄り頼む者のために人の子らの前に施されたあなたの
恵みはいかに大いなるものでしょう。	
詩篇	 103:11天が地よりも高いように、主がおのれを恐
れる者に賜わるいつくしみは大きい。
詩篇	 111:10主を恐れることは知恵のはじめである。こ
れを行う者はみな良き悟りを得る。主の誉は、とこしえ
に、うせることはない。
神のおきてを守ってこそ、賢くなれるのです。
神を永遠にほめたたえましょう。
詩篇	 147:11主はおのれを恐れる者と、そのいつくしみ
を望む者とをよみせられる。
箴言1:7-9主を恐れることは知識のはじめである、愚か
な者は知恵と教訓を軽んじる。わが子よ、あなたは父の
教訓を聞き、母の教を捨ててはならない。
それらは、あなたの頭の麗しい冠となり、あなたの首の
飾りとなるからである。	
箴言8:13主を恐れるとは悪を憎むことである。わたし
は高ぶりと、おごりと、悪しき道と、偽りの言葉とを憎
む。
箴言	14:26-主を恐れることによって人は安心を得、その
子らはのがれ場を得る。
ルカの福音書	1:50そのあわれみは、代々限りなく主をか
しこみ恐れる者に及びます。
使徒行伝 10:35神を敬い義を行う者はどの国民でも受
けいれて下さることが、ほんとうによくわかってきまし
た。

主にあって安らぐこと
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主は私たちが「主のもとに来て、休む」ことを切に求め
ておられます。
詩篇	23:2-3主はわたしを緑の牧場に伏させ、いこいのみ
ぎわに伴われる。主はわたしの魂をいきかえらせ、み名
のためにわたしを正しい道に導かれる。
詩篇	 46:10「静まって、わたしこそ神であることを知
れ。わたしはもろもろの国民のうちにあがめられ、全地
にあがめられる」。	
詩篇	37:7主の前にもだし、耐え忍びて主を待ち望め。お
のが道を歩んで栄える者のゆえに、悪いはかりごとを遂
げる人のゆえに、心を悩ますな。	
イザヤ書	30:7そのエジプトの助けは無益であって、むな
しい。それゆえ、わたしはこれを「休んでいるラハブ」
と呼んだ。			
イザヤ書	 30:15主なる神、イスラエルの聖者はこう言わ
れた、「あなたがたは立ち返って、落ち着いているなら
ば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る」
。しかし、あなたがたはこの事を好まなかった。
イザヤ書	 40:29-31　主は、弱った者には力を与え、勢
いのない者には強さを増し加えられる。	 年若い者も弱
り、かつ疲れ、壮年の者も疲れはてて倒れる。	 しかし主
を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼をはっ
て、のぼることができる。走っても疲れることなく、歩
いても弱ることはない。	
マタイの福音書	 11:28-29重すべて重荷を負うて苦労し
ている者は、わたしのもとにきなさい。あなたがたを休
ませてあげよう。	 わたしは柔和で心のへりくだった者で
あるから、わたしのくびきを負うて、わたしに学びなさ
い。そうすれば、あなたがたの魂に休みが与えられるで
あろう。
へブル人への手紙	 4:9こういうわけで、安息日の休み
が、神の民のためにまだ残されているのである。	
へブル人への手紙	4:11したがって、わたしたちは、この
安息にはいるように努力しようではないか。そうでない
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と、同じような不従順の悪例にならって、落ちて行く者
が出るかもしれない。	

祈り
神は私たちの祈りに答えられる
聖霊により、私たちの天の父やイエスと意思を交える、
聖なる交信方法
イザヤ書	 30:19エルサレムに住む民よ、あなたはもはや
泣くことはない。主はあなたの呼ばわる声に応じて、必
ずあなたに恵みを施される。主がそれを聞かれるとき、
直ちに答えられる。	
イザヤ書	 65:24彼らが呼ばないさきに、わたしは答え、
彼らがなお語っているときに、わたしは聞く。	
エレミヤ書	33:3わたしに呼び求めよ、そうすれば、わた
しはあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠
されている事を、あなたに示す。	
詩篇	 50:15悩みの日にわたしを呼べ、わたしはあなたを
助け、あなたはわたしをあがめるであろう」。	
詩篇	 91:15彼がわたしを呼ぶとき、わたしは彼に答え
る。わたしは彼の悩みのときに、共にいて、彼を救い、
彼に光栄を与えよう。		
詩篇	 116:1-2わたしは主を愛する。主はわが声と、わが
願いとを聞かれたからである。主はわたしに耳を傾けら
れたので、わたしは生きるかぎり主を呼びまつるであろ
う。	
マタイの福音書	6:6		あなたは祈る時、自分のへやにはい
り、戸を閉じて、隠れた所においでになるあなたの父に
祈りなさい。すると、隠れた事を見ておられるあなたの
父は、報いてくださるであろう。
マタイの福音書	 7:7求めよ、そうすれば、与えられるで
あろう。捜せ、そうすれば、見いだすであろう。門をた
たけ、そうすれば、あけてもらえるであろう。	
ヨハネの福音書	 15:7あなたがたがわたしにつながって
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おり、わたしの言葉があなたがたにとどまっているなら
ば、なんでも望むものを求めるがよい。そうすれば、与
えられるであろう。
ローマ人への手紙8:34だれが、わたしたちを罪に定め
るのか。キリスト・イエスは、死んで、否、よみがえっ
て、神の右に座し、また、わたしたちのためにとりなし
て下さるのである。
ヤコブの手紙	5:16だから、互に罪を告白し合い、また、
いやされるようにお互のために祈りなさい。義人の祈
は、大いに力があり、効果のあるものである。
	

讃美と感謝
讃美には大いなる力があります！
ヨナ書	 2:9しかしわたしは感謝の声をもって、あなたに
犠牲をささげ、わたしの誓いをはたす。救は主にある。	
詩篇	5:11しかし、すべてあなたに寄り頼む者を喜ばせ、
とこしえに喜び呼ばわらせてください。また、み名を愛
する者があなたによって／喜びを得るように、彼らをお
守りください。
詩篇	 16:11あなたはいのちの道をわたしに示される。
あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、あなたの右に
は、とこしえにもろもろの楽しみがある。
詩篇	 32:11正しき者よ、主によって喜び楽しめ、すべて
心の直き者よ、喜びの声を高くあげよ。
詩篇	33:1正しき者よ、主によって喜べ、さんびは直き者
にふさわしい。	
詩篇	34:1わたしは常に主をほめまつる。そのさんびはわ
たしの口に絶えない。	
詩篇	 35:28わたしの舌はひねもすあなたの義と、あなた
の誉とを語るでしょう。
詩篇	 50:23感謝のいけにえをささげる者はわたしをあが
める。自分のおこないを慎む者にはわたしは神の救を示
す。	
詩篇	 68:19日々にわれらの荷を負われる主はほむべきか
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な。神はわれらの救である。
詩篇	71:8わたしの口はひねもす、あなたをたたえるさん
びと、頌栄とをもって満たされています。	
詩篇	 71:14しかしわたしは絶えず望みをいだいて、いよ
いよあなたをほめたたえるでしょう。
詩篇	 89:15義と公平はあなたのみくらの基、いつくしみ
と、まことはあなたの前に行きます。祭の日の喜びの声
を知る民はさいわいです。主よ、彼らはみ顔の光のなか
を歩むことができるからです。
詩篇	92:1-2いと高き者よ、主に感謝し、み名をほめたた
えるのは、よいことです。あしたに、あなたのいつくし
みをあらわし、夜な夜な、あなたのまことをあらわすの
は、よいことです。
詩篇	 100:4感謝しつつ、その門に入り、ほめたたえつ
つ、その大庭に入れ。主に感謝し、そのみ名をほめまつ
れ。
詩篇	 103:1-2わがたましいよ、主をほめよ。わがうち
なるすべてのものよ、その聖なるみ名をほめよ。わがた
ましいよ、主をほめよ。そのすべてのめぐみを心にとめ
よ。	
詩篇	107:8	どうか、彼らが主のいつくしみと、人の子ら
になされたくすしきみわざとのために、主に感謝するよ
うに。	
詩篇	 107:22彼らが感謝のいけにえをささげ、喜びの歌
をもって、そのみわざを言いあらわすように。
詩篇	 113:3日のいずるところから日の入るところまで、
主のみ名はほめたたえられる。		
詩篇	 147:1主をほめたたえよ。われらの神をほめうたう
ことはよいことである。主は恵みふかい。さんびはふさ
わしいことである。
詩篇	 150:6息のあるすべてのものに主をほめたたえさせ
よ。主をほめたたえよ。	
ハレルヤ。
エペソ人への手紙	5:19,20		詩とさんびと霊の歌とをもっ
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て語り合い、主にむかって心からさんびの歌をうたいな
さい。そしてすべてのことにつき、いつも、わたしたち
の主イエス・キリストの御名によって、父なる神に感謝
しなさい。
テサロニケ人への手紙Ⅰ	 5:16-18	 	 いつも喜んでいなさ
い。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝しな
さい。これが、キリスト・イエスにあって、神があなた
がたに求めておられることである。
ピリピ人への手紙	4:6-8		何事も思い煩ってはならない。
ただ、事ごとに、感謝をもって祈と願いとをささげ、あ
なたがたの求めるところを神に申し上げるがよい。そう
すれば、人知ではとうてい測り知ることのできない神の
平安が、あなたがたの心と思いとを、キリスト・イエス
にあって守るであろう。最後に、兄弟たちよ。すべて真
実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、す
べて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべてほまれあ
ること、また徳といわれるもの、称賛に値するものがあ
れば、それらのものを心にとめなさい。	
へブル人への手紙	 13:15だから、わたしたちはイエス
によって、さんびのいけにえ、すなわち、彼の御名をた
たえるくちびるの実を、たえず神にささげようではない
か。
ヨハネの黙示録	 19:5b	 	 その時、御座から声が出て言っ
た、「すべての神の僕たちよ、神をおそれる者たちよ。
小さき者も大いなる者も、共に、われらの神をさんびせ
よ」。	

信仰による祈り（信じること）
信仰を持つ唯一の方法は、み言葉を知ることです！（「
信仰：神に喜んでいただく唯一の方法」も参照）
Mt	 21:21-22イエスは答えて言われた、「よく聞いて
おくがよい。もしあなたがたが信じて疑わないならば、
このいちじくにあったようなことが、できるばかりでな
く、この山にむかって、動き出して海の中にはいれと言
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っても、そのとおりになるであろう。	
なんでも祈り求めることは、すでにかなえられたと信じ
なさい。そうすれば、そのとおりになるであろう。
マルコの福音書	11:24	 	 	 そこで、あなたがたに言うが、
なんでも祈り求めることは、すでにかなえられたと信じ
なさい。そうすれば、そのとおりになるであろう。
ローマ人への手紙4:21	神はその約束されたことを、また
成就することができると確信した。
へブル人への手紙	7:25そこでまた、彼は、いつも生きて
いて彼らのためにとりなしておられるので、彼によって
神に来る人々を、いつも救うことができるのである。	
へブル人への手紙	11:6信仰がなくては、神に喜ばれるこ
とはできない。なぜなら、神に来る者は、神のいますこ
とと、ご自身を求める者に報いて下さることとを、必ず
信じるはずだからである。	
Jam	1:6,7		ただ、疑わないで、信仰をもって願い求めな
さい。疑う人は、風の吹くままに揺れ動く海の波に似て
いる。	 そういう人は、主から何かをいただけるもののよ
うに思うべきではない。	
ヨハネの手紙Ⅰ	 3:22	 そして、願い求めるものは、なん
でもいただけるのである。それは、わたしたちが神の戒
めを守り、みこころにかなうことを、行っているからで
ある。	
ローマ人への手紙10:17	 したがって、信仰は聞くことに
よるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るので
ある。

必死の祈り
祈りの中で、必死に呼ばわる必要を感じるとき、神は、
いつでもすぐそばにいて、あなたの祈りに耳を傾け、答
えてくださるのです！
サムエル記Ⅱ	22:6-7陰府の綱はわたしをとりかこみ、死
のわなはわたしに、たち向かった。苦難のうちにわたし
は主を呼び、またわが神に呼ばわった。主がその宮から
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わたしの声を聞かれて、わたしの叫びはその耳にとどい
た。		
詩篇	 22:24主が苦しむ者の苦しみをかろんじ、いとわれ
ず、またこれにみ顔を隠すことなく、その叫ぶときに聞
かれたからである。	
詩篇	 55:17夕べに、あしたに、真昼にわたしが嘆きうめ
けば、主はわたしの声を聞かれます。	
詩篇	62:8民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。そのみ前
にあなたがたの心を注ぎ出せ。神はわれらの避け所であ
る。
詩篇	 102:17乏しい者の祈をかえりみ、彼らの願いをか
ろしめられないからです。	
詩篇	 119:10わたしは心をつくしてあなたを尋ね求めま
す。わたしをあなたの戒めから迷い出させないでくださ
い。
哀歌	 2:19夜、初更に起きて叫べ。主の前にあなたの心
を水のように注ぎ出せ。町のかどで、飢えて息も絶えよ
うとする幼な子の命のために、主にむかって両手をあげ
よ。
エレミヤ書	 29:13あなたがたはわたしを尋ね求めて、わ
たしに会う。もしあなたがたが一心にわたしを尋ね求め
るならば、

癒し
イエスは彼らを一人残らず癒された
イエスは誰かを病気にすることなど決してなされません
でした。イエスはただ人々を、一人残らず癒されたので
す！
詩篇	 107:20そのみ言葉をつかわして、彼らをいやし、
彼らを滅びから助け出された。	
マタイの福音書	 4:23-24イエスはガリラヤの全地を巡
り歩いて、諸会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、民の
中のあらゆる病気、あらゆるわずらいをおいやしになっ
た。そこで、その評判はシリヤ全地にひろまり、人々が
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あらゆる病にかかっている者、すなわち、いろいろの病
気と苦しみとに悩んでいる者、悪霊につかれている者、
てんかん、中風の者などをイエスのところに連れてきた
ので、これらの人々をおいやしになった。
マタイの福音書	 8:16-17夕暮になると、人々は悪霊に
つかれた者を大ぜい、みもとに連れてきたので、イエス
はみ言葉をもって霊どもを追い出し、病人をことごとく
おいやしになった。これは、預言者イザヤによって「彼
は、わたしたちのわずらいを身に受け、わたしたちの病
を負うた」と言われた言葉が成就するためである。		
マタイの福音書	 14:14イエスは舟から上がって、大ぜい
の群衆をごらんになり、彼らを深くあわれんで、そのう
ちの病人たちをおいやしになった。	
ルカの福音書	 4:39	 そこで、イエスはそのまくらもとに
立って、熱が引くように命じられると、熱は引き、女は
すぐに起き上がって、彼らをもてなした。	
ルカの福音書	4:40	 	日が暮れると、いろいろな病気にな
やむ者をかかえている人々が、皆それをイエスのところ
に連れてきたので、そのひとりびとりに手を置いて、お
いやしになった。	
ルカの福音書	 9:11ところが群衆がそれと知って、つい
てきたので、これを迎えて神の国のことを語り聞かせ、
また治療を要する人たちをいやされた。
使徒行伝10:38神はナザレのイエスに聖霊と力とを注が
れました。このイエスは、神が共におられるので、よい
働きをしながら、また悪魔に押えつけられている人々を
ことごとくいやしながら、巡回されました。	

イエスは私たちに癒す権威を授けられた
生まれ変わったクリスチャンとして、私たちはイエスが
持っておられたのと同じ権威を持っています。また病人
を癒すことも、使命として私たちに委ねられています！
（「キリストによって人に与えられた権威」も参照）
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マタイの福音書	10:1そこで、イエスは十二弟子を呼び寄
せて、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆるわ
ずらいをいやす権威をお授けになった。	
マタイの福音書	10:7-8行って、『天国が近づいた』と宣
べ伝えよ。病人をいやし、死人をよみがえらせ、重い皮
膚病にかかった人をきよめ、悪霊を追い出せ。ただで受
けたのだから、ただで与えるがよい。	
マルコの福音書	 16:17-18信じる者には、このようなし
るしが伴う。すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い
出し、新しい言葉を語り、へびをつかむであろう。ま
た、毒を飲んでも、決して害を受けない。病人に手をお
けば、いやされる。	
ルカの福音書	 4:33,36	 	 すると、汚れた悪霊につかれた
人が会堂にいて、大声で叫び出した。	 みんなの者は驚い
て、互に語り合って言った、「これは、いったい、なん
という言葉だろう。権威と力とをもって汚れた霊に命じ
られると、彼らは出て行くのだ」。	
ルカの福音書	 9:1-2それからイエスは十二弟子を呼び集
めて、彼らにすべての悪霊を制し、病気をいやす力と権
威とをお授けになった。また神の国を宣べ伝え、かつ病
気をなおすためにつかわして	
ルカの福音書	 10:19わたしはあなたがたに、へびやさ
そりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授け
た。だから、あなたがたに害をおよぼす者はまったく無
いであろう。	
ヨハネの福音書	 14:12よくよくあなたがたに言ってお
く。わたしを信じる者は、またわたしのしているわざを
するであろう。そればかりか、もっと大きいわざをする
であろう。わたしが父のみもとに行くからである。

癒しはあなたの手に内に
私たちは、主のみ言葉を信じ、要求することによって、
癒しを受けることが出来ます！
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列王記Ⅱ	20:5引き返して、わたしの民の君ヒゼキヤに言
いなさい、『あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられ
る、わたしはあなたの祈を聞き、あなたの涙を見た。見
よ、わたしはあなたをいやす。三日目にはあなたは主の
宮に上るであろう。	
イザヤ書	53:5しかし彼はわれわれのとがのために傷つけ
られ、われわれの不義のために砕かれたのだ。彼はみず
から懲らしめをうけて、われわれに平安を与え、その打
たれた傷によって、われわれはいやされたのだ。
エレミヤ書	 30:17主は言われる、わたしはあなたの健康
を回復させ、あなたの傷をいやす。それは、人があなた
を捨てられた者とよび、『だれも心に留めないシオン』
というからである。	
マラキ書	 4:2しかしわが名を恐れるあなたがたには、義
の太陽がのぼり、その翼には、いやす力を備えている。
あなたがたは牛舎から出る子牛のように外に出て、とび
はねる。			
詩篇	 34:19正しい者には災が多い。しかし、主はすべて
その中から彼を助け出される。
詩篇	 103:3主はあなたのすべての不義をゆるし、あなた
のすべての病をいやし、
詩篇	 147:3主は心の打ち砕かれた者をいやし、その傷を
包まれる。
箴言17:22心の楽しみは良い薬である、たましいの憂い
は骨を枯らす。
イザヤ書	 40:29弱った者には力を与え、勢いのない者に
は強さを増し加えられる。	
ルカの福音書	 17:14イエスは彼らをごらんになって、「
祭司たちのところに行って、からだを見せなさい」と言
われた。そして、行く途中で彼らはきよめられた。	
ペテロの手紙Ⅰ	 2:24	 さらに、わたしたちが罪に死に、
義に生きるために、十字架にかかって、わたしたちの罪
をご自分の身に負われた。その傷によって、あなたがた
は、いやされたのである。
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使徒行伝9:34aペテロが彼に言った、「アイネヤよ、イ
エス・キリストがあなたをいやして下さるのだ。起きな
さい。そして床を取りあげなさい」。すると、彼はただ
ちに起きあがった。	
3ヨハネの福音書	1:2	この言は初めに神と共にあった。
	

他の人たちに対する愛

マタイの福音書	 5:43-44『隣り人を愛し、敵を憎め』と
言われていたことは、あなたがたの聞いているところで
ある。しかし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、
迫害する者のために祈れ。	
マタイの福音書	7:12だから、何事でも人々からしてほし
いと望むことは、人々にもそのとおりにせよ。これが律
法であり預言者である。
マタイの福音書	 22:37-40イエスは言われた、「『心を
つくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなた
の神を愛せよ』。これがいちばん大切な、第一のいまし
めである。第二もこれと同様である、『自分を愛するよ
うにあなたの隣り人を愛せよ』。これらの二つのいまし
めに、律法全体と預言者とが、かかっている」。	
マタイの福音書	 25:35あなたがたは、わたしが空腹のと
きに食べさせ、かわいていたときに飲ませ、旅人であっ
たときに宿を貸し、
マタイの福音書	 25:40『あなたがたによく言っておく。
わたしの兄弟であるこれらの最も小さい者のひとりにし
たのは、すなわち、わたしにしたのである』。
ルカの福音書	 6:31-35人々にしてほしいと、あなたがた
の望むことを、人々にもそのとおりにせよ。自分を愛し
てくれる者を愛したからとて、どれほどの手柄になろう
か。罪人でさえ、自分を愛してくれる者を愛している。	
自分によくしてくれる者によくしたとて、どれほどの手
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柄になろうか。罪人でさえ、それくらいの事はしてい
る。また返してもらうつもりで貸したとて、どれほどの
手柄になろうか。罪人でも、同じだけのものを返しても
らおうとして、仲間に貸すのである。
	 しかし、あなたがたは、敵を愛し、人によくしてやり、
また何も当てにしないで貸してやれ。そうすれば受ける
報いは大きく、あなたがたはいと高き者の子となるであ
ろう。いと高き者は、恩を知らぬ者にも悪人にも、なさ
け深いからである。
ヨハネの福音書	 13:34-35わたしは、新しいいましめを
あなたがたに与える、互に愛し合いなさい。わたしがあ
なたがたを愛したように、あなたがたも互に愛し合いな
さい。	 互に愛し合うならば、それによって、あなたがた
がわたしの弟子であることを、すべての者が認めるであ
ろう。
ヨハネの福音書	 15:13人がその友のために自分の命を捨
てること、これよりも大きな愛はない。
ローマ人への手紙12:10	 	 兄弟の愛をもって互にいつく
しみ、進んで互に尊敬し合いなさい。ローマ人への手紙
13:8互に愛し合うことの外は、何人にも借りがあっては
ならない。人を愛する者は、律法を全うするのである。
ローマ人への手紙13:10愛は隣り人に害を加えることは
ない。だから、愛は律法を完成するものである。		
コリント人への手紙Ⅰ	 13:4-8愛は寛容であり、愛は情
深い。また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇
らない。	 不作法をしない、自分の利益を求めない、いら
だたない、恨みをいだかない。	 不義を喜ばないで真理を
喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを
望み、すべてを耐える。愛はいつまでも絶えることがな
い。しかし、預言はすたれ、異言はやみ、知識はすたれ
るであろう。
コリント人への手紙Ⅰ	13:13	このように、いつまでも存
続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。こ
のうちで最も大いなるものは、愛である。
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コリント人への手紙Ⅰ	16:14	いっさいのことを、愛をも
って行いなさい。
ペテロの手紙Ⅰ	 1:22	 あなたがたは、真理に従うことに
よって、たましいをきよめ、偽りのない兄弟愛をいだく
に至ったのであるから、互に心から熱く愛し合いなさ
い。	
コロサイ人への手紙	 3:12-14だから、あなたがたは、神
に選ばれた者、聖なる、愛されている者であるから、あ
われみの心、慈愛、謙そん、柔和、寛容を身に着けなさ
い。互に忍びあい、もし互に責むべきことがあれば、ゆ
るし合いなさい。主もあなたがたをゆるして下さったの
だから、そのように、あなたがたもゆるし合いなさい。
これらいっさいのものの上に、愛を加えなさい。愛は、
すべてを完全に結ぶ帯である。	
ガラテヤ人への手紙5:14	 	 律法の全体は、「自分を愛す
るように、あなたの隣り人を愛せよ」というこの一句に
尽きるからである。
ガラテヤ人への手紙6:2	 互に重荷を負い合いなさい。そ
うすれば、あなたがたはキリストの律法を全うするであ
ろう。
ペテロの手紙Ⅰ	 4:8	 何よりもまず、互の愛を熱く保ちな
さい。愛は多くの罪をおおうものである。
ヨハネの手紙Ⅰ	2:10	兄弟を愛する者は、光におるのであ
って、つまずくことはない。	
ヨハネの手紙Ⅰ	 3:16-18	 主は、わたしたちのためにい
のちを捨てて下さった。それによって、わたしたちは愛
ということを知った。それゆえに、わたしたちもまた、
兄弟のためにいのちを捨てるべきである。世の富を持っ
ていながら、兄弟が困っているのを見て、あわれみの心
を閉じる者には、どうして神の愛が、彼のうちにあろう
か。子たちよ。わたしたちは言葉や口先だけで愛するの
ではなく、行いと真実とをもって愛し合おうではない
か。	
ヨハネの手紙Ⅰ	4:7-8		愛する者たちよ。わたしたちは互
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に愛し合おうではないか。愛は、神から出たものなので
ある。すべて愛する者は、神から生れた者であって、神
を知っている。愛さない者は、神を知らない。神は愛で
ある。	
ヨハネの手紙Ⅰ	 4:11-12愛する者たちよ。神がこのよう
にわたしたちを愛して下さったのであるから、わたした
ちも互に愛し合うべきである。神を見た者は、まだひと
りもいない。もしわたしたちが互に愛し合うなら、神は
わたしたちのうちにいまし、神の愛がわたしたちのうち
に全うされるのである。
ヨハネの手紙Ⅰ	 4:20-21「神を愛している」と言いな
がら兄弟を憎む者は、偽り者である。現に見ている兄弟
を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできな
い。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきである。この戒
めを、わたしたちは神から授かっている。
ガラテヤ人への手紙5:13b兄弟たちよ。あなたがたが召
されたのは、実に、自由を得るためである。ただ、その
自由を、肉の働く機会としないで、愛をもって互に仕え
なさい。エペソ人への手紙	 5:2aまた愛のうちを歩きなさ
い。キリストもあなたがたを愛して下さって、わたした
ちのために、ご自身を、神へのかんばしいかおりのささ
げ物、また、いけにえとしてささげられたのである。	

証し
大いなる使命
そして、大いなる特権！--イエスが歩まれたように歩む
こと！
エゼキエル書	 3:17-19「人の子よ、わたしはあなたをイ
スラエルの家のために見守る者とした。あなたはわたし
の口から言葉を聞くたびに、わたしに代って彼らを戒め
なさい。わたしが悪人に『あなたは必ず死ぬ』と言うと
き、あなたは彼の命を救うために彼を戒めず、また悪人
を戒めて、その悪い道から離れるように語らないなら、
その悪人は自分の悪のために死ぬ。しかしその血をわた
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しはあなたの手から求める。しかし、もしあなたが悪人
を戒めても、彼がその悪をも、またその悪い道をも離れ
ないなら、彼はその悪のために死ぬ。しかしあなたは自
分の命を救う。	
箴言11:30正しい者の結ぶ実は命の木である、不法な者
は人の命をとる。
ダニエル書	 12:3	 	 賢い者は、大空の輝きのように輝き、
また多くの人を義に導く者は、星のようになって永遠に
いたるでしょう。	
マタイの福音書	4:19イエスは彼らに言われた、「わたし
についてきなさい。あなたがたを、人間をとる漁師にし
てあげよう」。
マルコの福音書	8:35自分の命を救おうと思う者はそれを
失い、わたしのため、また福音のために、自分の命を失
う者は、それを救うであろう。	
マタイの福音書	 9:37-38そして弟子たちに言われた、「
収穫は多いが、働き人が少ない。だから、収穫の主に願
って、その収穫のために働き人を送り出すようにしても
らいなさい」。
マタイの福音書	 28:19-20それゆえに、あなたがたは行
って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名
によって、彼らにバプテスマを施し、あなたがたに命じ
ておいたいっさいのことを守るように教えよ。見よ、わ
たしは世の終りまで、いつもあなたがたと共にいるので
ある。
マルコの福音書	 16:15そして彼らに言われた、「全世界
に出て行って、すべての造られたものに福音を宣べ伝え
よ。
ルカの福音書	 9:3-5	 言われた、「旅のために何も携える
な。つえも袋もパンも銭も持たず、また下着も二枚は持
つな。また、どこかの家にはいったら、そこに留まって
おれ。そしてそこから出かけることにしなさい。だれも
あなたがたを迎えるものがいなかったら、その町を出て
行くとき、彼らに対する抗議のしるしに、足からちりを
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払い落しなさい」。	
マルコの福音書	 16:20弟子たちは出て行って、至る所で
福音を宣べ伝えた。主も彼らと共に働き、御言に伴うし
るしをもって、その確かなことをお示しになった。	
ルカの福音書	12:8-9そこで、あなたがたに言う。だれで
も人の前でわたしを受けいれる者を、人の子も神の使た
ちの前で受けいれるであろう。しかし、人の前でわたし
を拒む者は、神の使たちの前で拒まれるであろう。
ヨハネの福音書	15:16	あな	ローマ人への手紙8:35-37	ロ
ーマ人への手紙8:35-37	 たがたがわたしを選んだのでは
ない。わたしがあなたがたを選んだのである。そして、
あなたがたを立てた。それは、あなたがたが行って実を
むすび、その実がいつまでも残るためであり、また、あ
なたがたがわたしの名によって父に求めるものはなんで
も、父が与えて下さるためである。
ヨハネの福音書	 20:21	 イエスはまた彼らに言われた、
「安かれ。父がわたしをおつかわしになったように、わ
たしもまたあなたがたをつかわす」。使徒行伝5:42そし
て、毎日、宮や家で、イエスがキリストであることを、
引きつづき教えたり宣べ伝えたりした。	
ローマ人への手紙10:14-15	 しかし、信じたことのない
者を、どうして呼び求めることがあろうか。聞いたこと
のない者を、どうして信じることがあろうか。宣べ伝え
る者がいなくては、どうして聞くことがあろうか。つか
わされなくては、どうして宣べ伝えることがあろうか。
「ああ、麗しいかな、良きおとずれを告げる者の足は」
と書いてあるとおりである。	
テモテへの手紙Ⅱ	 4:2	 御言を宣べ伝えなさい。時が良く
ても悪くても、それを励み、あくまでも寛容な心でよく
教えて、責め、戒め、勧めなさい。

大胆さと確信
聖霊の賜物！
詩篇	 119:46わたしはまた王たちの前にあなたのあかし
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を語って恥じることはありません。	
イザヤ書	40:9よきおとずれをシオンに伝える者よ、高い
山にのぼれ。よきおとずれをエルサレムに伝える者よ、
強く声をあげよ、声をあげて恐れるな。ユダのもろもろ
の町に言え、「あなたがたの神を見よ」と。	
イザヤ書	50:4主なる神は教をうけた者の舌をわたしに与
えて、疲れた者を言葉をもって助けることを知らせ、ま
た朝ごとにさまし、わたしの耳をさまして、教をうけた
者のように聞かせられる。
エレミヤ書	 1:7しかし主はわたしに言われた、「あなた
はただ若者にすぎないと言ってはならない。だれにで
も、すべてわたしがつかわす人へ行き、あなたに命じる
ことをみな語らなければならない。
マタイの福音書	 5:14-16あなたがたは、世の光である。
山の上にある町は隠れることができない。あかりをつけ
て、それを枡の下におく者はいない。むしろ燭台の上に
おいて、家の中のすべてのものを照させるのである。そ
のように、あなたがたの光を人々の前に輝かし、そし
て、人々があなたがたのよいおこないを見て、天にいま
すあなたがたの父をあがめるようにしなさい。	
マルコの福音書	8:38邪悪で罪深いこの時代にあって、わ
たしとわたしの言葉とを恥じる者に対しては、人の子も
また、父の栄光のうちに聖なる御使たちと共に来るとき
に、その者を恥じるであろう。		
ルカの福音書	12:8そこで、あなたがたに言う。だれでも
人の前でわたしを受けいれる者を、人の子も神の使たち
の前で受けいれるであろう。	
使徒行伝	 1:8ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あな
たがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの
全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろ
う。	
使徒行伝	4:13人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶり
を見、また同時に、ふたりが無学な、ただの人たちであ
ることを知って、不思議に思った。そして彼らがイエス
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と共にいた者であることを認め、	
使徒行伝	5:29これに対して、ペテロをはじめ使徒たちは
言った、「人間に従うよりは、神に従うべきである。
使徒行伝	 18:9-10すると、ある夜、幻のうちに主がパウ
ロに言われた、「恐れるな。語りつづけよ、黙っている
な。あなたには、わたしがついている。だれもあなたを
襲って、危害を加えるようなことはない。この町には、
わたしの民が大ぜいいる」。
ローマ人への手紙1:16	わたしは福音を恥としない。それ
は、ユダヤ人をはじめ、ギリシヤ人にも、すべて信じる
者に、救を得させる神の力である。
エペソ人への手紙	6:19-20	また、わたしが口を開くとき
に語るべき言葉を賜わり、大胆に福音の奥義を明らかに
示しうるように、わたしのためにも祈ってほしい。わた
しはこの福音のための使節であり、そして鎖につながれ
ているのであるが、つながれていても、語るべき時には
大胆に語れるように祈ってほしい。
テトスへの手紙	 2:15	 あなたは、権威をもってこれらの
ことを語り、勧め、また責めなさい。だれにも軽んじら
れてはならない。
ペテロの手紙Ⅰ	 3:15	 	 ただ、心の中でキリストを主とあ
がめなさい。また、あなたがたのうちにある望みについ
て説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をし
ていなさい。

羊を養い、弟子を育てること
イエスの弟子として、私たちは、イエスがなされたよう
に、み言葉を教えなければなりません。
箴言	 27:23あなたの羊の状態をよく知り、あなたの群れ
に心をとめよ。	
エゼキエル書	 34:11主なる神はこう言われる、見よ、わ
たしは、わたしみずからわが羊を尋ねて、これを捜し出
す。
ヨハネの福音書	 15:8	 あなたがたが実を豊かに結び、そ
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してわたしの弟子となるならば、それによって、わたし
の父は栄光をお受けになるであろう。
ヨハネの福音書	21:16	またもう一度彼に言われた、「ヨ
ハネの子シモンよ、わたしを愛するか」。彼はイエスに
言った、「主よ、そうです。わたしがあなたを愛するこ
とは、あなたがご存じです」。イエスは彼に言われた、
「わたしの羊を飼いなさい」。
コリント人への手紙Ⅰ	 3:6-7	 わたしは植え、アポロは水
をそそいだ。しかし成長させて下さるのは、神である。
だから、植える者も水をそそぐ者も、ともに取るに足り
ない。大事なのは、成長させて下さる神のみである。	
テモテへの手紙Ⅱ	2:2		そして、あなたが多くの証人の前
でわたしから聞いたことを、さらにほかの者たちにも教
えることのできるような忠実な人々に、ゆだねなさい。
ペテロの手紙Ⅰ	 5:2	 あなたがたにゆだねられている神
の羊の群れを牧しなさい。しいられてするのではなく、
神に従って自ら進んでなし、恥ずべき利得のためではな
く、本心から、それをしなさい。

あなたの証しをシンプルに
イエスは常に、誰もが理解できるように、み言葉を教え
られました！
マタイの福音書	 5:16そのように、あなたがたの光を人々
の前に輝かし、そして、人々があなたがたのよいおこな
いを見て、天にいますあなたがたの父をあがめるように
しなさい。
コリント人への手紙Ⅰ	 1:17	 いったい、キリストがわた
しをつかわされたのは、バプテスマを授けるためではな
く、福音を宣べ伝えるためであり、しかも知恵の言葉を
用いずに宣べ伝えるためであった。それは、キリストの
十字架が無力なものになってしまわないためなのであ
る。
コリント人への手紙Ⅰ	 1:27-29	 それだのに神は、知者を
はずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者
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をはずかしめるために、この世の弱い者を選び、有力な
者を無力な者にするために、この世で身分の低い者や軽
んじられている者、すなわち、無きに等しい者を、あえ
て選ばれたのである。それは、どんな人間でも、神のみ
まえに誇ることがないためである。
コリント人への手紙Ⅰ	 2:4	 そして、わたしの言葉もわた
しの宣教も、巧みな知恵の言葉によらないで、霊と力と
の証明によったのである。それは、あなたがたの信仰が
人の知恵によらないで、神の力によるものとなるためで
あった。	
コリント人への手紙Ⅱ	 1:12	 さて、わたしたちがこの世
で、ことにあなたがたに対し、人間の知恵によってでは
なく神の恵みによって、神の神聖と真実とによって行動
してきたことは、実にわたしたちの誇であって、良心の
あかしするところである。
テサロニケ人への手紙Ⅰ	 2:3-6	 いったい、わたしたちの
宣教は、迷いや汚れた心から出たものでもなく、だまし
ごとでもない。かえって、わたしたちは神の信任を受け
て福音を託されたので、人間に喜ばれるためではなく、
わたしたちの心を見分ける神に喜ばれるように、福音を
語るのである。わたしたちは、あなたがたが知っている
ように、決してへつらいの言葉を用いたこともなく、口
実を設けて、むさぼったこともない。それは、神があか
しして下さる。また、わたしたちは、キリストの使徒と
して重んじられることができたのであるが、あなたがた
からにもせよ、ほかの人々からにもせよ、人間からの栄
誉を求めることはしなかった。
テトスへの手紙	 3:9しかし、愚かな議論と、系図と、争
いと、律法についての論争とを、避けなさい。それらは
無益かつ空虚なことである。

イエス・キリストの弟子であれ	
弟子であるとは？
イエスは言われました、「あなたがたが実を豊かに結
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び、そしてわたしの弟子となるならば、それによって、
わたしの父は栄光をお受けになるであろう。」
マタイの福音書	 6:24だれも、ふたりの主人に兼ね仕える
ことはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは、
一方に親しんで他方をうとんじるからである。あなたが
たは、神と富とに兼ね仕えることはできない。	
マタイの福音書	 10:36-38	 そして家の者が、その人の敵
となるであろう。わたしよりも父または母を愛する者
は、わたしにふさわしくない。わたしよりもむすこや娘
を愛する者は、わたしにふさわしくない。また自分の十
字架をとってわたしに従ってこない者はわたしにふさわ
しくない。	
マタイの福音書	16:24-25それからイエスは弟子たちに言
われた、「だれでもわたしについてきたいと思うなら、
自分を捨て、自分の十字架を負うて、わたしに従ってき
なさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、わた
しのために自分の命を失う者は、それを見いだすであろ
う。
マタイの福音書	 19:29おおよそ、わたしの名のために、
家、兄弟、姉妹、父、母、子、もしくは畑を捨てた者
は、その幾倍もを受け、また永遠の生命を受けつぐであ
ろう。
マルコの福音書	 10:21イエスは彼に目をとめ、いつくし
んで言われた、「あなたに足りないことが一つある。帰
って、持っているものをみな売り払って、貧しい人々に
施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。
そして、わたしに従ってきなさい」。
ルカの福音書	9:62イエスは言われた、「手をすきにかけ
てから、うしろを見る者は、神の国にふさわしくないも
のである」。
ルカの福音書	 14:33それと同じように、あなたがたの
うちで、自分の財産をことごとく捨て切るものでなくて
は、わたしの弟子となることはできない。
ヨハネの福音書	8:31-32	イエスは自分を信じたユダヤ人
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たちに言われた、「もしわたしの言葉のうちにとどまっ
ておるなら、あなたがたは、ほんとうにわたしの弟子な
のである。また真理を知るであろう。そして真理は、あ
なたがたに自由を得させるであろう」。	
ヨハネの福音書	 12:25	 	 自分の命を愛する者はそれを失
い、この世で自分の命を憎む者は、それを保って永遠の
命に至るであろう。
ヨハネの福音書	13:35	互に愛し合うならば、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
者が認めるであろう。	
ヨハネの福音書	 15:8	 あなたがたが実を豊かに結び、そ
してわたしの弟子となるならば、それによって、わたし
の父は栄光をお受けになるであろう。	
コリント人への手紙Ⅰ	 6:20	 あなたがたは、代価を払っ
て買いとられたのだ。それだから、自分のからだをもっ
て、神の栄光をあらわしなさい。	
コリント人への手紙Ⅱ	 5:14	 なぜなら、キリストの愛が
わたしたちに強く迫っているからである。わたしたちは
こう考えている。ひとりの人がすべての人のために死ん
だ以上、すべての人が死んだのである。
ガラテヤ人への手紙	 2:20	 生きているのは、もはや、わ
たしではない。キリストが、わたしのうちに生きておら
れるのである。しかし、わたしがいま肉にあって生きて
いるのは、わたしを愛し、わたしのためにご自身をささ
げられた神の御子を信じる信仰によって、生きているの
である。	
ピリピ人への手紙	 1:29あなたがたはキリストのため
に、ただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦し
むことをも賜わっている。
ピリピ人への手紙	 3:7-8ししかし、わたしにとって益で
あったこれらのものを、キリストのゆえに損と思うよう
になった。わたしは、更に進んで、わたしの主キリス
ト・イエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、いっさい
のものを損と思っている。キリストのゆえに、わたし
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はすべてを失ったが、それらのものを、ふん土のように
思っている。それは、わたしがキリストを得るためであ
り、
エペソ人への手紙	 6:6	 人にへつらおうとして目先だけの
勤めをするのでなく、キリストの僕として心から神の御
旨を行い、
テモテへの手紙Ⅱ	 2:3	 キリスト・イエスの良い兵卒（働
き手）として、わたしと苦しみを共にしてほしい。
ペテロの手紙Ⅰ	 2:9	 しかし、あなたがたは、選ばれた
種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。そ
れによって、暗やみから驚くべきみ光に招き入れて下さ
ったかたのみわざを、あなたがたが語り伝えるためであ
る。	

私たちの生活で実を結ぶこと
私たちは、神のみ言葉の種を蒔くことによって、実を結
びます。
詩篇	 1:3このような人は流れのほとりに植えられた木
の、時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、
そのなすところは皆栄える。
マタイの福音書	7:18,20		良い木が悪い実をならせること
はないし、悪い木が良い実をならせることはできない。
いこのように、あなたがたはその実によって彼らを見わ
けるのである。	
マタイの福音書	 25:34-40そのとき、王は右にいる人々
に言うであろう、『わたしの父に祝福された人たちよ、
さあ、世の初めからあなたがたのために用意されている
御国を受けつぎなさい。あなたがたは、わたしが空腹の
ときに食べさせ、かわいていたときに飲ませ、旅人であ
ったときに宿を貸し、裸であったときに着せ、病気のと
きに見舞い、獄にいたときに尋ねてくれたからである』
。そのとき、正しい者たちは答えて言うであろう、『主
よ、いつ、わたしたちは、あなたが空腹であるのを見て
食物をめぐみ、かわいているのを見て飲ませましたか。
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いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見
て着せましたか。	 また、いつあなたが病気をし、獄に
いるのを見て、あなたの所に参りましたか』。すると、
王は答えて言うであろう、『あなたがたによく言ってお
く。わたしの兄弟であるこれらの最も小さい者のひとり
にしたのは、すなわち、わたしにしたのである』。	
マルコの福音書	 4:19世の心づかいと、富の惑わしと、
その他いろいろな欲とがはいってきて、御言をふさぐの
で、実を結ばなくなる。
ヨハネの福音書	 6:27	 朽ちる食物のためではなく、永遠
の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人
の子があなたがたに与えるものである。父なる神は、人
の子にそれをゆだねられたのである。
ヨハネの福音書	 12:24	 よくよくあなたがたに言ってお
く。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一
粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を
結ぶようになる。
ヨハネの福音書	 15:8	 	 あなたがたが実を豊かに結び、そ
してわたしの弟子となるならば、それによって、わたし
の父は栄光をお受けになるであろう。
ヨハネの福音書	 15:4-5	 でわたしにつながっていなさ
い。そうすれば、わたしはあなたがたとつながっていよ
う。枝がぶどうの木につながっていなければ、自分だけ
では実を結ぶことができないように、あなたがたもわた
しにつながっていなければ実を結ぶことができない。わ
たしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。もし人
がわたしにつながっており、またわたしがその人とつな
がっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。わ
たしから離れては、あなたがたは何一つできないからで
ある。
ローマ人への手紙7:4	 わたしの兄弟たちよ。このよう
に、あなたがたも、キリストのからだをとおして、律法
に対して死んだのである。それは、あなたがたが他の
人、すなわち、死人の中からよみがえられたかたのもの
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となり、こうして、わたしたちが神のために実を結ぶに
至るためなのである.

イエスの弟子としての、世界との関係	
イエスは言われました、「あなたがたはこの世のもので
はない。」
箴言	1:10わが子よ、悪者があなたを誘っても、それに従
ってはならない。
マタイの福音書	 10:16わたしがあなたがたをつかわす
のは、羊をおおかみの中に送るようなものである。だか
ら、へびのように賢く、はとのように素直であれ。	
マタイの福音書	 10:25弟子がその師のようであり、僕が
その主人のようであれば、それで十分である。もし家の
主人がベルゼブルと言われるならば、その家の者どもは
なおさら、どんなにか悪く言われることであろう。
マルコの福音書	 4:11-12そこでイエスは言われた、「あ
なたがたには神の国の奥義が授けられているが、ほかの
者たちには、すべてが譬で語られる。それは『彼らは見
るには見るが、認めず、聞くには聞くが、悟らず、悔い
改めてゆるされることがない』ためである」。	
マルコの福音書	6:4-6		イエスは言われた、「預言者は、
自分の郷里、親族、家以外では、どこででも敬われない
ことはない」。そして、そこでは力あるわざを一つもす
ることができず、ただ少数の病人に手をおいていやされ
ただけであったそして、彼らの不信仰を驚き怪しまれ
た。それからイエスは、附近の村々を巡りあるいて教え
られた。
マルコの福音書	 8:36-38	 人が全世界をもうけても、自
分の命を損したら、なんの得になろうか。また、人はど
んな代価を払って、その命を買いもどすことができよう
か。邪悪で罪深いこの時代にあって、わたしとわたしの
言葉とを恥じる者に対しては、人の子もまた、父の栄光
のうちに聖なる御使たちと共に来るときに、その者を恥
じるであろう。	
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マタイの福音書	 7:13	 	 狭い門からはいれ。滅びにいたる
門は大きく、その道は広い。そして、そこからはいって
行く者が多い。
ヨハネの福音書	17:14-16		わたしは彼らに御言を与えま
したが、世は彼らを憎みました。わたしが世のものでな
いように、彼らも世のものではないからです。わたしが
お願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、
彼らを悪しき者から守って下さることであります。わた
しが世のものでないように、彼らも世のものではありま
せん。	
ヨハネの福音書	 17:17-21	 	 真理によって彼らを聖別し
て下さい。あなたの御言は真理であります。あなたがわ
たしを世につかわされたように、わたしも彼らを世につ
かわしました。また彼らが真理によって聖別されるよう
に、彼らのためわたし自身を聖別いたします。わたしは
彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いてわた
しを信じている人々のためにも、お願いいたします。父
よ、それは、あなたがわたしのうちにおられ、わたしが
あなたのうちにいるように、みんなの者が一つとなるた
めであります。すなわち、彼らをもわたしたちのうちに
おらせるためであり、それによって、あなたがわたしを
おつかわしになったことを、世が信じるようになるため
であります。
ローマ人への手紙8:5	 なぜなら、肉に従う者は肉のこと
を思い、霊に従う者は霊のことを思うからである。
ローマ人への手紙12:2	あなたがたは、この世と妥協して
はならない。むしろ、心を新たにすることによって、造
りかえられ、何が神の御旨であるか、何が善であって、
神に喜ばれ、かつ全きことであるかを、わきまえ知るべ
きである。
コリント人への手紙Ⅰ	 2:14	 生れながらの人は、神の御
霊の賜物を受けいれない。それは彼には愚かなものだか
らである。また、御霊によって判断されるべきであるか
ら、彼はそれを理解することができない。
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コリント人への手紙Ⅰ	 10:20-21	 そうではない。人々が
供える物は、悪霊ども、すなわち、神ならぬ者に供える
のである。わたしは、あなたがたが悪霊の仲間になるこ
とを望まない。主の杯と悪霊どもの杯とを、同時に飲む
ことはできない。主の食卓と悪霊どもの食卓とに、同時
にあずかることはできない。
コリント人への手紙Ⅱ	 6:14	 不信者と、つり合わないく
びきを共にするな。義と不義となんの係わりがあるか。
光とやみとなんの交わりがあるか。	
コリント人への手紙Ⅱ	 6:17	 だから、「彼らの間から出
て行き、／彼らと分離せよ、と主は言われる。そして、
汚れたものに触れてはならない。触れなければ、わたし
はあなたがたを受けいれよう。
ガラテヤ人への手紙5:1	 自由を得させるために、キリス
トはわたしたちを解放して下さったのである。だから、
堅く立って、二度と奴隷のくびきにつながれてはならな
い。
コロサイ人への手紙	 3:2あなたがたは上にあるものを思
うべきであって、地上のものに心を引かれてはならな
い。
エペソ人への手紙	 5:11	 実を結ばないやみのわざに加わ
らないで、むしろ、それを指摘してやりなさい。		
テモテへの手紙Ⅱ	 2:4	 兵役に服している者は、日常生活
の事に煩わされてはいない。ただ、兵を募った司令官を
喜ばせようと努める。
ヤコブの手紙	 4:4不貞のやからよ。世を友とするのは、
神への敵対であることを、知らないか。おおよそ世の友
となろうと思う者は、自らを神の敵とするのである。	
ヨハネの手紙Ⅰ	 2:15-17	 世と世にあるものとを、愛し
てはいけない。もし、世を愛する者があれば、父の愛は
彼のうちにない。すべて世にあるもの、すなわち、肉の
欲、目の欲、持ち物の誇は、父から出たものではなく、
世から出たものである。世と世の欲とは過ぎ去る。しか
し、神の御旨を行う者は、永遠にながらえる。
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ヨハネの手紙Ⅰ	 5:19	 また、わたしたちは神から出た者
であり、全世界は悪しき者の配下にあることを、知って
いる。

キリストのために受ける迫害
これは、イエスを信じるすべての者に対する約束です。
（「神は私たちの拠り所」も参照）
マタイの福音書	 5:44しかし、わたしはあなたがたに言
う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。
マタイの福音書	 5:10-12	 	 義のために迫害されてきた人
たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。わ
たしのために人々があなたがたをののしり、また迫害
し、あなたがたに対し偽って様々の悪口を言う時には、
あなたがたは、さいわいである。喜び、よろこべ、天に
おいてあなたがたの受ける報いは大きい。あなたがたよ
り前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。
マタイの福音書	 10:17-18人々に注意しなさい。彼らは
あなたがたを衆議所に引き渡し、会堂でむち打つであろ
う。またあなたがたは、わたしのために長官たちや王た
ちの前に引き出されるであろう。それは、彼らと異邦人
とに対してあかしをするためである。	
マタイの福音書	 10:19-20彼らがあなたがたを引き渡し
たとき、何をどう言おうかと心配しないがよい。言うべ
きことは、その時に授けられるからである。語る者は、
あなたがたではなく、あなたがたの中にあって語る父の
霊である。
マタイの福音書	 10:22-23またあなたがたは、わたしの
名のゆえにすべての人に憎まれるであろう。しかし、最
後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害されたな
ら、他の町へ逃げなさい。よく言っておく。あなたがた
がイスラエルの町々を回り終らないうちに、人の子は来
るであろう。	
マタイの福音書	 10:28また、からだを殺しても、魂を殺
すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、からだも
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魂も地獄で滅ぼす力のあるかたを恐れなさい。
マタイの福音書	 24:8-10しかし、すべてこれらは産みの
苦しみの初めである。そのとき人々は、あなたがたを苦
しみにあわせ、また殺すであろう。またあなたがたは、
わたしの名のゆえにすべての民に憎まれるであろう。そ
のとき、多くの人がつまずき、また互に裏切り、憎み合
うであろう。	
マルコの福音書	 13:11そして、人々があなたがたを連
れて行って引きわたすとき、何を言おうかと、前もって
心配するな。その場合、自分に示されることを語るがよ
い。語る者はあなたがた自身ではなくて、聖霊である。
マルコの福音書	 13:13また、あなたがたはわたしの名の
ゆえに、すべての人に憎まれるであろう。しかし、最後
まで耐え忍ぶ者は救われる。
マルコの福音書	 15:10それは、祭司長たちがイエスを引
きわたしたのは、ねたみのためであることが、ピラトに
わかっていたからである。
ルカの福音書	 6:22-23人々があなたがたを憎むとき、ま
た人の子のためにあなたがたを排斥し、ののしり、汚名
を着せるときは、あなたがたはさいわいだ。その日には
喜びおどれ。見よ、天においてあなたがたの受ける報い
は大きいのだから。彼らの祖先も、預言者たちに対して
同じことをしたのである。
ルカの福音書	 21:15あなたの反対者のだれもが抗弁も否
定もできないような言葉と知恵とを、わたしが授けるか
ら。	
ヨハネの福音書	 15:19-20	 わたしがあなたがたに『僕は
その主人にまさるものではない』と言ったことを、おぼ
えていなさい。もし人々がわたしを迫害したなら、あな
たがたをも迫害するであろう。また、もし彼らがわたし
の言葉を守っていたなら、あなたがたの言葉をも守るで
あろう。彼らはわたしの名のゆえに、あなたがたに対し
てすべてそれらのことをするであろう。それは、わたし
をつかわされたかたを彼らが知らないからである。
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ヨハネの福音書	 16:2	 人々はあなたがたを会堂から追い
出すであろう。更にあなたがたを殺す者がみな、それに
よって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るで
あろう。	
ヨハネの福音書	16:33	これらのことをあなたがたに話し
たのは、わたしにあって平安を得るためである。あなた
がたは、この世ではなやみがある。しかし、勇気を出し
なさい。わたしはすでに世に勝っている。
ヨハネの福音書	 16:20	 よくよくあなたがたに言ってお
く。あなたがたは泣き悲しむが、この世は喜ぶであろ
う。あなたがたは憂えているが、その憂いは喜びに変る
であろう。	
ヨハネの福音書	17:14	わたしは彼らに御言を与えました
が、世は彼らを憎みました。わたしが世のものでないよ
うに、彼らも世のものではないからです。
使徒行伝	4:29主よ、いま、彼らの脅迫に目をとめ、僕た
ちに、思い切って大胆に御言葉を語らせて下さい。	
ピリピ人への手紙	 1:29あなたがたはキリストのために、
ただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむこ
とをも賜わっている。
テモテへの手紙Ⅱ	 3:12	 いったい、キリスト・イエスに
あって信心深く生きようとする者は、みな、迫害を受け
る。
ペテロの手紙Ⅰ	3:14しかし、万一義のために苦しむよう
なことがあっても、あなたがたはさいわいである。彼ら
を恐れたり、心を乱したりしてはならない。	
ペテロの手紙Ⅰ	 4:16	 しかし、クリスチャンとして苦し
みを受けるのであれば、恥じることはない。かえって、
この名によって神をあがめなさい。
イエス・キリストの弟子であれ	 51
ヨハネの黙示録	 2:10	 あなたの受けようとする苦しみを
恐れてはならない。見よ、悪魔が、あなたがたのうちの
ある者をためすために、獄に入れようとしている。あな
たがたは十日の間、苦難にあうであろう。死に至るまで
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忠実であれ。そうすれば、いのちの冠（終わりのない未
来）を与えよう。

偽りの宗教	vs	真の弟子であること
宗教における伝統は、神のみ言葉を無にしてしまいま
す。真の弟子はイエスのみ言葉に従います。
エレミヤ書	3:15わたしは自分の心にかなう牧者たちをあ
なたがたに与える。彼らは知識と悟りとをもってあなた
がたを養う。
ホセア書4:6わたしの民は知識がないために滅ぼされ
る。あなたは知識を捨てたゆえに、わたしもあなたを捨
てて、わたしの祭司としない。あなたはあなたの神の律
法を忘れたゆえに、わたしもまたあなたの子らを忘れ
る。
マタイの福音書	 7:21-23わたしにむかって『主よ、主
よ』と言う者が、みな天国にはいるのではなく、ただ、
天にいますわが父の御旨を行う者だけが、はいるのであ
る。その日には、多くの者が、わたしにむかって『主
よ、主よ、わたしたちはあなたの名によって預言したで
はありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い
出し、あなたの名によって多くの力あるわざを行ったで
はありませんか』と言うであろう。そのとき、わたしは
彼らにはっきり、こう言おう、『あなたがたを全く知ら
ない。不法を働く者どもよ、行ってしまえ』。
マタイの福音書	15:3イエスは答えて言われた、「なぜ、
あなたがたも自分たちの言伝えによって、神のいましめ
を破っているのか。
マタイの福音書	15:8『この民は、口さきではわたしを敬
うが、その心はわたしから遠く離れている。	
マタイの福音書	 15:14彼らをそのままにしておけ。彼ら
は盲人を手引きする盲人である。もし盲人が盲人を手引
きするなら、ふたりとも穴に落ち込むであろう。	
マタイの福音書	 23:2,3,5「律法学者とパリサイ人とは、
モーセの座にすわっている。だから、彼らがあなたがた
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に言うことは、みな守って実行しなさい。しかし、彼ら
のすることには、ならうな。彼らは言うだけで、実行し
ないから。そのすることは、すべて人に見せるためであ
る。すなわち、彼らは経札（聖書のことばを納めた小箱
で、祈りの時に身につける）を幅広くつくり、その衣の
ふさ（神のおきてを思い出すために着物のすそにつける
ように命じられていた）を大きくし、	
マタイの福音書	 23:11-13そこで、あなたがたのうちで
いちばん偉い者は、仕える人でなければならない。だれ
でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は
高くされるであろう。偽善な律法学者、パリサイ人たち
よ。あなたがたは、わざわいである。あなたがたは、天
国を閉ざして人々をはいらせない。自分もはいらない
し、はいろうとする人をはいらせもしない。	
マタイの福音書	 23:25偽善な律法学者、パリサイ人たち
よ。あなたがたは、わざわいである。杯と皿との外側は
きよめるが、内側は貪欲と放縦とで満ちている。
マタイの福音書	24:4-5そこでイエスは答えて言われた、
「人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が
わたしの名を名のって現れ、自分がキリストだと言っ
て、多くの人を惑わすであろう。	
マルコの福音書	7:13こうしてあなたがたは、自分たちが
受けついだ言伝えによって、神の言を無にしている。ま
た、このような事をしばしばおこなっている。
マルコの福音書	8:38邪悪で罪深いこの時代にあって、わ
たしとわたしの言葉とを恥じる者に対しては、人の子も
また、父の栄光のうちに聖なる御使たちと共に来るとき
に、その者を恥じるであろう。
マルコの福音書	10:45	人の子がきたのも、仕えられるた
めではなく、仕えるためであり、また多くの人のあがな
いとして、自分の命を与えるためである。
ルカの福音書	15:4「あなたがたのうちに、百匹の羊を持
っている者がいたとする。その一匹がいなくなったら、
九十九匹を野原に残しておいて、いなくなった一匹を見
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つけるまでは捜し歩かないであろうか。	
ルカの福音書	18:11-12		パリサイ人は立って、ひとりで
こう祈った、『神よ、わたしはほかの人たちのような貪
欲な者、不正な者、姦淫をする者ではなく、また、この
取税人のような人間でもないことを感謝します。わたし
は一週に二度断食しており、全収入の十分の一をささげ
ています』。
ヨハネの福音書	4:23-24	しかし、まことの礼拝をする者
たちが、霊とまこととをもって父を礼拝する時が来る。
そうだ、今きている。父は、このような礼拝をする者た
ちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼
拝をする者も、霊とまこととをもって礼拝すべきであ
る」。
ヨハネの福音書	 9:40-41	 そこにイエスと一緒にいたあ
るパリサイ人たちが、それを聞いてイエスに言った、「
それでは、わたしたちも盲人なのでしょうか」。イエス
は彼らに言われた、「もしあなたがたが盲人であったな
ら、罪はなかったであろう。しかし、今あなたがたが『
見える』と言い張るところに、あなたがたの罪がある。	
ヨハネの福音書	 10:4	 自分の羊をみな出してしまうと、
彼は羊の先頭に立って行く。羊はその声を知っているの
で、彼について行くのである。
ヨハネの福音書	10:11	わたしはよい羊飼である。よい羊
飼は、羊のために命を捨てる。
使徒行伝7:48しかし、いと高き者は、手で造った家の内
にはお住みにならない。預言者が言っているとおりであ
る、
コリント人への手紙Ⅰ	 1:17	 いったい、キリストがわた
しをつかわされたのは、バプテスマを授けるためではな
く、福音を宣べ伝えるためであり、しかも知恵の言葉を
用いずに宣べ伝えるためであった。それは、キリストの
十字架が無力なものになってしまわないためなのであ
る。
コリント人への手紙Ⅰ	 2:4	 まそして、わたしの言葉もわ
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たしの宣教も、巧みな知恵の言葉によらないで、霊と力
との証明によったのである。
ガラテヤ人への手紙1:6-7	 あなたがたがこんなにも早
く、あなたがたをキリストの恵みの内へお招きになった
かたから離れて、違った福音に落ちていくことが、わた
しには不思議でならない。それは福音というべきもので
はなく、ただ、ある種の人々があなたがたをかき乱し、
キリストの福音を曲げようとしているだけのことであ
る。
ガラテヤ人への手紙1:9	 わたしたちが前に言っておいた
ように、今わたしは重ねて言う。もしある人が、あなた
がたの受けいれた福音に反することを宣べ伝えているな
ら、その人はのろわるべきである。
ピリピ人への手紙	 4:9	 あなたがたが、わたしから学んだ
こと、受けたこと、聞いたこと、見たことは、これを実
行しなさい。そうすれば、平和の神が、あなたがたと共
にいますであろう。
テモテへの手紙Ⅰ	 4:12	 あなたは、年が若いために人に
軽んじられてはならない。むしろ、言葉にも、行状に
も、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりな
さい。	
ペテロの手紙Ⅰ	 5:2-3	 あなたがたにゆだねられている神
の羊の群れを牧しなさい。しいられてするのではなく、
神に従って自ら進んでなし、恥ずべき利得のためではな
く、本心から、それをしなさい。また、ゆだねられた者
たちの上に権力をふるうことをしないで、むしろ、群れ
の模範となるべきである。	
ヨハネの手紙Ⅰ	 3:16	 主は、わたしたちのためにいのち
を捨てて下さった。それによって、わたしたちは愛とい
うことを知った。それゆえに、わたしたちもまた、兄弟
のためにいのちを捨てるべきである。

キリストのからだの和合と交わり
クリスチャンは、和合の内に歩み、み言葉と神の愛とを
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その集いの中心に据える必要があります。
伝道者の書	 4:9-10,12ふたりはひとりにまさる。彼らは
その労苦によって良い報いを得るからである。すなわち
彼らが倒れる時には、そのひとりがその友を助け起す。
しかしひとりであって、その倒れる時、これを助け起す
者のない者はわざわいである。人がもし、そのひとりを
攻め撃ったなら、ふたりで、それに当るであろう。三つ
よりの綱はたやすくは切れない。
詩篇	 133:1見よ、兄弟が和合して共におるのは／いかに
麗しく楽しいことであろう。
マタイの福音書	18:19-20また、よく言っておく。もしあ
なたがたのうちのふたりが、どんな願い事についても地
上で心を合わせるなら、天にいますわたしの父はそれを
かなえて下さるであろう。ふたりまたは三人が、わたし
の名によって集まっている所には、わたしもその中にい
るのである」。
ヨハネの福音書	 17:21	 	 父よ、それは、あなたがわたし
のうちにおられ、わたしがあなたのうちにいるように、
みんなの者が一つとなるためであります。すなわち、彼
らをもわたしたちのうちにおらせるためであり、それに
よって、あなたがわたしをおつかわしになったことを、
世が信じるようになるためであります。	
使徒行伝2:44-45信信者たちはみな一緒にいて、いっさ
いの物を共有にし、資産や持ち物を売っては、必要に応
じてみんなの者に分け与えた。
使徒行伝4:32a		信じた者の群れは、心を一つにし思いを
一つにして、だれひとりその持ち物を自分のものだと主
張する者がなく、いっさいの物を共有にしていた。
ローマ人への手紙12:5	 わたしたちも数は多いが、キリス
トにあって一つのからだであり、また各自は互に肢体だ
からである。	
ローマ人への手紙14:19	 こういうわけで、平和に役立つ
ことや、互の徳を高めることを、追い求めようではない
か。	
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コリント人への手紙Ⅰ	1:10さて兄弟たちよ。わたしたち
の主イエス・キリストの名によって、あなたがたに勧め
る。みな語ることを一つにして、お互の間に分争がない
ようにし、同じ心、同じ思いになって、堅く結び合って
いてほしい。
コリント人への手紙Ⅰ	 12:14-18実際、からだは一つの
肢体だけではなく、多くのものからできている。もし足
が、わたしは手ではないから、からだに属していないと
言っても、それで、からだに属さないわけではない。	 ま
た、もし耳が、わたしは目ではないから、からだに属し
ていないと言っても、それで、からだに属さないわけで
はない。	 もしからだ全体が目だとすれば、どこで聞く
のか。もし、からだ全体が耳だとすれば、どこでかぐの
か。そこで神は御旨のままに、肢体をそれぞれ、からだ
に備えられたのである。	
コリント人への手紙Ⅰ	 14:26すると、兄弟たちよ。どう
したらよいのか。あなたがたが一緒に集まる時、各自は
さんびを歌い、教をなし、啓示を告げ、異言を語り、そ
れを解くのであるが、すべては徳を高めるためにすべき
である。
エペソ人への手紙	 4:3平和のきずなで結ばれて、聖霊に
よる一致を守り続けるように努めなさい。
ピリピ人への手紙	1:27ただ、あなたがたはキリストの福
音にふさわしく生活しなさい。そして、わたしが行って
あなたがたに会うにしても、離れているにしても、あな
たがたが一つの霊によって堅く立ち、一つ心になって福
音の信仰のために力を合わせて戦い、
ピリピ人への手紙	 2:2どうか同じ思いとなり、同じ愛の
心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって、わたしの喜
びを満たしてほしい。
ヨハネの手紙Ⅰ	 1:7しかし、神が光の中にいますよう
に、わたしたちも光の中を歩くならば、わたしたちは互
に交わりをもち、そして、御子イエスの血が、すべての
罪からわたしたちをきよめるのである。	
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舌の持つ力

語られたみ言葉を通して、神が私たちに与
えられた力（権威）
箴言18:21死と生とは舌に支配される、これを愛する者
はその実を食べる。
箴言	 知恵の泉	 23:7-8彼は心のうちで勘定する人のよう
に、「食え、飲め」とあなたに言うけれども、その心は
あなたに真実ではない。あなたはついにその食べた物を
吐き出すようになり、あなたのねんごろな言葉もむだに
なる。	
マルコの福音書	 11:23よく聞いておくがよい。だれでも
この山に、動き出して、海の中にはいれと言い、その言
ったことは必ず成ると、心に疑わないで信じるなら、そ
のとおりに成るであろう。	
マタイの福音書	 12:34まむしの子らよ。あなたがたは悪
い者であるのに、どうして良いことを語ることができよ
うか。おおよそ、心からあふれることを、口が語るもの
である。
マタイの福音書	 12:36-37あなたがたに言うが、審判の
日には、人はその語る無益な言葉に対して、言い開きを
しなければならないであろう。あなたは、自分の言葉に
よって正しいとされ、また自分の言葉によって罪ありと
されるからである」
マタイの福音書	 15:18しかし、口から出て行くものは、
心の中から出てくるのであって、それが人を汚すのであ
る。	
マタイの福音書	 16:19わたしは、あなたに天国のかぎを
授けよう。そして、あなたが地上でつなぐことは、天で
もつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれる
であろう。
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優しい言葉
ローマ人への手紙	10:7また、「だれが底知れぬ所に下る
であろうかと言うな」。それは、キリストを死人の中か
ら引き上げることである。
詩篇	 19:14わが岩、わがあがないぬしなる主よ、どう
か、わたしの口の言葉と、心の思いがあなたの前に喜ば
れますように。	
詩篇	 35:28わたしの舌はひねもすあなたの義と、あなた
の誉とを語るでしょう。
箴言10:11正しい者の口は命の泉である、悪しき者の口
は暴虐を隠す。	
箴言15:1柔らかい答は憤りをとどめ、激しい言葉は怒り
をひきおこす。
箴言15:4優しい舌は命の木である、乱暴な言葉は魂を傷
つける。
箴言16:1心にはかることは人に属し、舌の答は主から出
る。
箴言16:24ここちよい言葉は蜂蜜のように、魂に甘く、
からだを健やかにする。	
箴言14:3愚かな者の言葉は自分の背にむちを当てる、知
恵ある者のくちびるはその身を守る。	
箴言	 31:26彼女は口を開いて知恵を語る、その舌にはい
つくしみの教がある。
エペソ人への手紙	4:29悪い言葉をいっさい、あなたがた
の口から出してはいけない。必要があれば、人の徳を高
めるのに役立つような言葉を語って、聞いている者の益
になるようにしなさい。
	

御しがたい舌（怒り、批判、苦い根、裁く
こと、ゴシップ)
詩篇	39:1わたしは言った、「舌をもって罪を犯さないた
めに、わたしの道を慎み、悪しき者のわたしの前にある
間はわたしの口にくつわをかけよう」と。
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箴言13:3口を守る者はその命を守る、くちびるを大きく
開く者には滅びが来る。
箴言10:18憎しみを隠す者には偽りのくちびるがあり、
そしりを口に出す者は愚かな者である。	
箴言	知恵の泉	25:9-10隣り人と争うことがあるならば、
ただその人と争え、他人の秘密をもらしてはならない。
そうでないと、聞く者があなたをいやしめ、あなたは、
いつまでもそしられる。	
箴言26:20たきぎがなければ火は消え、人のよしあしを
言う者がなければ争いはやむ。	
箴言29:11愚かな者は怒りをことごとく表わし、知恵あ
る者は静かにこれをおさえる。	
箴言30:32あなたがもし愚かであって自ら高ぶり、ある
いは悪事を計ったならば、あなたの手を口に当てるがよ
い。
箴言12:22偽りを言うくちびるは主に憎まれ、真実を行
う者は彼に喜ばれる。
箴言14:29怒りをおそくする者は大いなる悟りがあり、
気の短い者は愚かさをあらわす。
箴言15:1柔らかい答は憤りをとどめ、激しい言葉は怒り
をひきおこす。	
箴言15:18憤りやすい者は争いをおこし、怒りをおそく
する者は争いをとどめる。	
箴言16:28偽る者は争いを起し、つげ口する者は親しい
友を離れさせる。
箴言16:32怒りをおそくする者は勇士にまさり、自分の
心を治める者は城を攻め取る者にまさる。	
箴言17:14争いの初めは水がもれるのに似ている、それ
ゆえ、けんかの起らないうちにそれをやめよ。	
箴言18:13事をよく聞かないで答える者は、愚かであっ
て恥をこうむる。
箴言20:3争いに関係しないことは人の誉である、すべて
愚かな者は怒り争う。	
箴言	 知恵の泉	 24:28-29ゆえなく隣り人に敵して、証
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言をしてはならない、くちびるをもって欺いてはならな
い。「彼がわたしにしたように、わたしも彼にしよう、
わたしは人がしたところにしたがって、その人に報いよ
う」と言ってはならない。
箴言25:8-10あなたが目に見たことを、軽々しく法廷に
出してはならない。あとになり、あなたが隣り人にはず
かしめられるとき、あなたはどうしようとするのか。隣
り人と争うことがあるならば、ただその人と争え、他人
の秘密をもらしてはならない。そうでないと、聞く者が
あなたをいやしめ、あなたは、いつまでもそしられる。
箴言25:18隣り人に敵して偽りのあかしを立てる人は、
こん棒、つるぎ、または鋭い矢のようだ。
箴言26:21おき火に炭をつぎ、火にたきぎをくべるよう
に、争いを好む人は争いの火をおこす。
箴言28:25むさぼる者は争いを起し、主に信頼する者は
豊かになる。
箴言29:20言葉の軽率な人を見るか、彼よりもかえって
愚かな者のほうに望みがある。
箴言29:22怒る人は争いを起し、憤る人は多くの罪を犯
す。
伝道の書	 4:6片手に物を満たして平穏であるのは、両手
に物を満たして労苦し、風を捕えるのにまさる。
伝道の書	 7:8-9事の終りはその初めよりも良い。耐え忍
ぶ心は、おごり高ぶる心にまさる。気をせきたてて怒る
な。怒りは愚かな者の胸に宿るからである。
伝道の書	 10:20あなたは心のうちでも王をのろってはな
らない、また寝室でも富める者をのろってはならない。
空の鳥はあなたの声を伝え、翼のあるものは事を告げる
からである。		
マタイの福音書	 7:1-2人をさばくな。自分がさばかれな
いためである。あなたがたがさばくそのさばきで、自分
もさばかれ、あなたがたの量るそのはかりで、自分にも
量り与えられるであろう。
マタイの福音書	 7:3-5なぜ、兄弟の目にあるちりを見な
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がら、自分の目にある梁を認めないのか。自分の目には
梁があるのに、どうして兄弟にむかって、あなたの目か
らちりを取らせてください、と言えようか。偽善者よ、
まず自分の目から梁を取りのけるがよい。そうすれば、
はっきり見えるようになって、兄弟の目からちりを取り
のけることができるだろう。
ヨハネの福音書	7:24うわべで人をさばかないで、正しい
さばきをするがよい。	
ローマ人への手紙2:1-3だから、ああ、すべて人をさば
く者よ。あなたには弁解の余地がない。あなたは、他人
をさばくことによって、自分自身を罪に定めている。さ
ばくあなたも、同じことを行っているからである。わた
したちは、神のさばきが、このような事を行う者どもの
上に正しく下ることを、知っている。ああ、このような
事を行う者どもをさばきながら、しかも自ら同じことを
行う人よ。あなたは、神のさばきをのがれうると思うの
か。。
ローマ人への手紙14:3食べる者は食べない者を軽んじ
てはならず、食べない者も食べる者をさばいてはならな
い。神は彼を受けいれて下さったのであるから。
ローマ人への手紙14:13それゆえ、今後わたしたちは、
互にさばき合うことをやめよう。むしろ、あなたがた
は、妨げとなる物や、つまずきとなる物を兄弟の前に置
かないことに、決めるがよい。
コリント人への手紙Ⅰ	 15:33まちがってはいけない。「
悪い交わりは、良いならわしをそこなう」。	
エペソ人への手紙	4:29悪い言葉をいっさい、あなたがた
の口から出してはいけない。必要があれば、人の徳を高
めるのに役立つような言葉を語って、聞いている者の益
になるようにしなさい。
ピリピ人への手紙	 2:3何事も党派心や虚栄からするので
なく、へりくだった心をもって互に人を自分よりすぐれ
た者としなさい。	
テトスへの手紙	 3:2	 だれをもそしらず、争わず、寛容で
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あって、すべての人に対してどこまでも柔和な態度を示
すべきことを、思い出させなさい。	
ヤコブの手紙	 1:26もし人が信心深い者だと自任しなが
ら、舌を制することをせず、自分の心を欺いているなら
ば、その人の信心はむなしいものである。
ヤコブの手紙	 3:5,6,8それと同じく、舌は小さな器官で
はあるが、よく大言壮語する。見よ、ごく小さな火で
も、非常に大きな森を燃やすではないか。舌は火であ
る。不義の世界である。舌は、わたしたちの器官の一つ
としてそなえられたものであるが、全身を汚し、生存の
車輪を燃やし、自らは地獄の火で焼かれる。ところが、
舌を制しうる人は、ひとりもいない。それは、制しにく
い悪であって、死の毒に満ちている。
ヤコブの手紙	3:16ねたみと党派心とのあるところには、
混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。
ペテロの手紙Ⅰ	 3:9	 悪をもって悪に報いず、悪口をもっ
て悪口に報いず、かえって、祝福をもって報いなさい。
あなたがたが召されたのは、祝福を受け継ぐためなので
ある。

語るに遅く
箴言10:19言葉が多ければ、とがを免れない、自分のく
ちびるを制する者は知恵がある。	
箴言11:12隣り人を侮る者は知恵がない、さとき人は口
をつぐむ。
箴言17:27-28言葉を少なくする者は知識のある者、心の
冷静な人はさとき人である。愚かな者も黙っているとき
は、知恵ある者と思われ、そのくちびるを閉じている時
は、さとき者と思われる。
箴言21:23口と舌とを守る者はその魂を守って、悩みに
あわせない。	
箴言29:20言葉の軽率な人を見るか、彼よりもかえって
愚かな者のほうに望みがある。
ヤコブの手紙	 1:19愛する兄弟たちよ。このことを知って
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おきなさい。人はすべて、聞くに早く、語るにおそく、
怒るにおそくあるべきである。
	

告白

告白（信仰言明としても知られる）とは、無から有を
呼び出される、という意味を持っています。（ローマ4
：17）告白することで、み言葉と、私たちの生活におけ
るみ言葉の力に対する私たちの信仰が、ゆるぎない、堅
固なものになります。	 “また、約束をして下さったのは
忠実なかたであるから、わたしたちの告白する望みを、
動くことなくしっかりと持ち続け、”	 (へブル人への手紙	
10:23).

私たちの霊的生活や実生活の様々な題材に関する信念体
系を詳しく述べたものがオンラインに用意されていま
す。TheBibleForYOu.com/confessions.でダウンロード
出来ます。

「わが主、わが神よ、わたしは心をつくし、精神をつく
し、思いをつくして、あなたを愛します。」（申命記6
：4）「神よ、しかが谷川を慕いあえぐように、わが魂
もあなたを慕いあえぐ。」（詩篇42：1）「神よ、あな
たはわたしの神、わたしは切にあなたをたずね求め、わ
が魂はあなたをかわき望む。わたしの魂はあなたにすが
りつき、わたしの口は喜びのくちびるをもってあなたを
ほめたたえる。」（詩篇63：1、8a、5b）
天の父よ、あなたが賜る力を感謝します！「あなたは、
弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加
えられる。主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのよ
うに翼をはって、のぼることができる。走っても疲れる
ことなく、歩いても弱ることはない。」（イザヤ40：29
、31）「あなたは御霊により、力をもってわたしの内な
る人を強くしてくださる。」（エペソ3：16）
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「あなたがわたしに話す言葉は霊であり、また命です。
」（ヨハネ6:63b）「キリストの言葉が、わたしの内に
豊かに宿ります。」(コロサイ3:16a)	 「み言葉をわたし
の口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうち
にしるされていることを、ことごとく守って行います。
そうするならば、わたしの道は栄え、わたしは勝利を得
るでしょう。	 」（ヨシュア1:8）「イエスよ、あなたに
あるいのちの御霊の法則は、罪と死との法則からわたし
を解放してくださいました。御霊みずから、わたしの霊
と共に、わたしが神の子であることをあかしして下さい
ます。」(ローマ8:2,16)	 　天の父よ、イエスを通して、
「わたしは、あわれみを受け、また、恵みにあずかって
時機を得た助けを受けるために、はばかることなく恵み
の座に近づく」ことが出来るのを感謝します。(へブル
4:16)	 それは父よ、あなたが「あなたの愛する子にあっ
て、わたしたちを共によみがえらせ、共に天上で座につ
かせて下さった」からです。（エペソ2:6a）あなたは、
「わたしたちを闇の力より救い出して、あなたの愛する
子の支配下に移して」くださいました。(コロサイ1:13)	
イエスよ、あなたのみ声を感謝します！「わたしの羊は
わたしの声に聞き従う。わたしは彼らを知っており、彼
らはわたしについて来る。」(ヨハネ10:27)	 私は「信仰
によって義とされ、神に対して平和を得て」います。そ
して、「わたしに賜っている聖霊によって、神の愛がわ
たしの心に注がれている」のです。(ローマ5:1,5)

謙遜と自尊心
神は謙虚な者を愛される
ミカ書	 6:8人よ、彼はさきによい事のなんであるかを／
あなたに告げられた。主のあなたに求められることは、
ただ公義をおこない、いつくしみを愛し、へりくだって
あなたの神と共に歩むことではないか。	
詩篇	25:9へりくだる者を公義に導き、へりくだる者にそ
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の道を教えられる。	
詩篇	 37:11しかし柔和な者は国を継ぎ、豊かな繁栄をた
のしむことができる。
箴言15:33主を恐れることは知恵の教訓である、謙遜
は、栄誉に先だつ。	
箴言22:4謙遜と主を恐れることとの報いは、富と誉と命
とである。
マタイの福音書	 5:5柔和な人たちは、さいわいである、
彼らは地を受けつぐであろう。	
マタイの福音書	18:4この幼な子のように自分を低くする
者が、天国でいちばん偉いのである。
マタイの福音書	 23:12だれでも自分を高くする者は低く
され、自分を低くする者は高くされるであろう。
ルカの福音書	1:52権力ある者を王座から引きおろし、卑
しい者を引き上げ、
コリント人への手紙Ⅱ	 10:17誇る者は主を誇るべきであ
る。
コロサイ人への手紙	3:12だから、あなたがたは、神に選
ばれた者、聖なる、愛されている者であるから、あわれ
みの心、慈愛、謙そん、柔和、寛容を身に着けなさい。	
ピリピ人への手紙	 2:5-8キリスト・イエスにあっていだ
いているのと同じ思いを、あなたがたの間でも互に生か
しなさい。キリストは、神のかたちであられたが、神と
等しくあることを固守すべき事とは思わず、かえって、
おのれをむなしうして僕のかたちをとり、人間の姿にな
られた。その有様は人と異ならず、おのれを低くして、
死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であら
れた。	
ヤコブの手紙	 4:10主のみまえにへりくだれ。そうすれ
ば、主は、あなたがたを高くして下さるであろう。	

神は高ぶる者を退けられる
サムエル記Ⅰ	 2:3あなたがたは重ねて高慢に語ってはな
らない、たかぶりの言葉を口にすることをやめよ。主は
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すべてを知る神であって、もろもろのおこないは主によ
って量られる。	
ダニエル書	 4:37	 	 そこでわれネブカデネザルは今、天の
王をほめたたえ、かつあがめたてまつる。そのみわざは
ことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低
くされる。
詩篇	 51:17神の受けられるいけにえは砕けた魂です。神
よ、あなたは砕けた悔いた心を／かろしめられません。
詩篇	10:4悪しき者は誇り顔をして、神を求めない。その
思いに、すべて「神はない」という。
箴言3：7　自分を見て賢いと思ってはならない、主を恐
れて、悪を離れよ。
箴言6:16-19主の憎まれるものが六つある、否、その心
に、忌みきらわれるものが七つある。すなわち、高ぶる
目、偽りを言う舌、罪なき人の血を流す手、悪しき計り
ごとをめぐらす心、すみやかに悪に走る足、偽りをのべ
る証人、また兄弟のうちに争いをおこす人がこれであ
る。
箴言8:13主を恐れるとは悪を憎むことである。わたし
は高ぶりと、おごりと、悪しき道と、偽りの言葉とを憎
む。
箴言	11:2高ぶりが来れば、恥もまた来る、へりくだる者
には知恵がある。
箴言13:10高ぶりはただ争いを生じる、勧告をきく者は
知恵がある。
箴言26:12自分の目に自らを知恵ある者とする人を、あ
なたは見るか、彼よりもかえって愚かな人に望みがる。
箴言27:2自分の口をもって自らをほめることなく、他人
にほめさせよ。自分のくちびるをもってせず、ほかの人
にあなたをほめさせよ。	
箴言28:25むさぼる者は争いを起し、主に信頼する者は
豊かになる。
箴言29:23人の高ぶりはその人を低くし、心にへりくだ
る者は誉を得る。
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マタイの福音書	 23:12だれでも自分を高くする者は低く
され、自分を低くする者は高くされるであろう。
ルカの福音書	 14:10	 	 むしろ、招かれた場合には、末座
に行ってすわりなさい。そうすれば、招いてくれた人が
きて、『友よ、上座の方へお進みください』と言うであ
ろう。そのとき、あなたは席を共にするみんなの前で、
面目をほどこすことになるであろう。
ルカの福音書	 16:15そこで彼らにむかって言われた、「
あなたがたは、人々の前で自分を正しいとする人たちで
ある。しかし、神はあなたがたの心をご存じである。人
々の間で尊ばれるものは、神のみまえでは忌みきらわれ
る。	
ルカの福音書	 18:9-14自分を義人だと自任して他人を
見下げている人たちに対して、イエスはまたこの譬をお
話しになった。「ふたりの人が祈るために宮に上った。
そのひとりはパリサイ人であり、もうひとりは取税人で
あった。パリサイ人は立って、ひとりでこう祈った、『
神よ、わたしはほかの人たちのような貪欲な者、不正な
者、姦淫をする者ではなく、また、この取税人のような
人間でもないことを感謝します。わたしは一週に二度断
食しており、全収入の十分の一をささげています』。と
ころが、取税人は遠く離れて立ち、目を天にむけようと
もしないで、胸を打ちながら言った、『神様、罪人のわ
たしをおゆるしください』と。あなたがたに言ってお
く。神に義とされて自分の家に帰ったのは、この取税人
であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ、自
分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くさ
れるであろう」。	
ヨハネの福音書	12:43		彼らは神のほまれよりも、人のほ
まれを好んだからである。
ローマ人への手紙	12:3わたしは、自分に与えられた恵み
によって、あなたがたひとりびとりに言う。思うべき限
度を越えて思いあがることなく、むしろ、神が各自に分
け与えられた信仰の量りにしたがって、慎み深く思うべ
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きである。
コリント人への手紙Ⅰ	 10:12だから、立っていると思う
者は、倒れないように気をつけるがよい。	
ペテロの手紙Ⅰ	 5:5-6同じように、若い人たちよ。長老
たちに従いなさい。また、みな互に謙遜を身につけなさ
い。神は高ぶる者をしりぞけ、へりくだる者に恵みを賜
うからである。だから、あなたがたは、神の力強い御手
の下に、自らを低くしなさい。時が来れば神はあなたが
たを高くして下さるであろう。	
ヨハネの手紙Ⅰ	 2:16すべて世にあるもの、すなわち、
肉の欲、目の欲、持ち物の誇は、父から出たものではな
く、世から出たものである。	
ヤコブの手紙	3:16ねたみと党派心とのあるところには、
混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。

強さと力

主はわたしの力
申命記	20:4あなたがたの神、主が共に行かれ、あなたが
たのために敵と戦って、あなたがたを救われるからであ
る。	
歴代誌Ⅰ	 28:20あなたは心を強くし、勇んでこれを行い
なさい。恐れてはならない。おののいてはならない。主
なる神、わたしの神があなたとともにおられるからであ
る。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の
宮の務のすべての工事をなし終えさせられるでしょう。	
歴代誌Ⅱ	 32:8	 彼と共におる者は肉の腕である。しかし
われわれと共におる者はわれわれの神、主であって、わ
れわれを助け、われわれに代って戦われる」。民はユダ
の王ヒゼキヤの言葉に安心した。
ネヘミヤ	 記	 8:10そして彼らに言った、「あなたがたは
去って、肥えたものを食べ、甘いものを飲みなさい。そ
の備えのないものには分けてやりなさい。この日はわれ
われの主の聖なる日です。憂えてはならない。主を喜ぶ
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ことはあなたがたの力です」。	
イザヤ書	30:7そのエジプトの助けは無益であって、むな
しい。それゆえ、わたしはこれを「休んでいるラハブ」
と呼んだ。
イザヤ書	 40:29-31弱った者には力を与え、勢いのない
者には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲
れ、壮年の者も疲れはてて倒れる。しかし主を待ち望む
者は新たなる力を得、わしのように翼をはって、のぼる
ことができる。走っても疲れることなく、歩いても弱る
ことはない。	
イザヤ書	 41:10恐れてはならない、わたしはあなたと
共にいる。驚いてはならない、わたしはあなたの神であ
る。わたしはあなたを強くし、あなたを助け、わが勝利
の右の手をもって、あなたをささえる。
エレミヤ書	 32:27見よ、わたしは主である、すべて命あ
る者の神である。わたしにできない事があろうか。
詩篇	 18:29,30,32まことに、わたしはあなたによって敵
軍を打ち破り、わが神によって城壁をとび越えることが
できます。この神こそ、その道は完全であり、主の言葉
は真実です。主はすべて寄り頼む者の盾です。神はわた
しに力を帯びさせ、わたしの道を安全にされました。
詩篇	20:7-8ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。し
かしわれらは、われらの神、主のみ名を誇る。彼らはか
がみ、また倒れる。しかしわれらは起きて、まっすぐに
立つ。	
詩篇	 27:13-14わたしは信じます、生ける者の地でわた
しは主の恵みを見ることを。主を待ち望め、強く、かつ
雄々しくあれ。主を待ち望め。
詩篇	28:7-8主はわが力、わが盾。わたしの心は主に寄り
頼む。わたしは助けを得たので、わたしの心は大いに喜
び、歌をもって主をほめたたえる。主はその民の力、そ
の油そそがれた者の救のとりでである。	
詩篇	 37:39正しい人の救は主から出る。主は彼らの悩み
の時の避け所である。	
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詩篇	 60:11われらに助けを与えて、あだにむかわせてく
ださい。人の助けはむなしいのです。
詩篇	 73:26わが身とわが心とは衰える。しかし神はとこ
しえにわが心の力、わが嗣業である。	
詩篇	84:5,7その力があなたにあり、その心がシオンの大
路にある人はさいわいです。彼らは力から力に進み、シ
オンにおいて神々の神にまみえるでしょう。
詩篇	118:8主に寄り頼むは人にたよるよりも良い。
詩篇	 118:14主はわが力、わが歌であって、わが救とな
られた。
詩篇	 119:28わが魂は悲しみによって溶け去ります。み
言葉に従って、わたしを強くしてください。
コリント人への手紙Ⅱ	 3:5もちろん、自分自身で事を定
める力が自分にある、と言うのではない。わたしたちの
こうした力は、神からきている。
コリント人への手紙Ⅱ	 12:9ところが、主が言われた、
「わたしの恵みはあなたに対して十分である。わたしの
力は弱いところに完全にあらわれる」。それだから、キ
リストの力がわたしに宿るように、むしろ、喜んで自分
の弱さを誇ろう。	
エペソ人への手紙	 6:10-12最後に言う。主にあって、そ
の偉大な力によって、強くなりなさい。	悪魔の策略に対
抗して立ちうるために、神の武具で身を固めなさい。わ
たしたちの戦いは、血肉に対するものではなく、もろも
ろの支配と、権威と、やみの世の主権者、また天上にい
る悪の霊に対する戦いである。
ピリピ人への手紙	 4:13わたしを強くして下さるかたに
よって、何事でもすることができる。	

主にのみ寄り頼むこと
出エジプト記	 14:13-14モーセは民に言った、「あなた
がたは恐れてはならない。かたく立って、主がきょう、
あなたがたのためになされる救を見なさい。きょう、あ
なたがたはエジプトびとを見るが、もはや永久に、二度
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と彼らを見ないであろう。	
申命記	 20:1あなたが敵と戦うために出る時、馬と戦車
と、あなたよりも大ぜいの軍隊を見ても、彼らを恐れて
はならない。あなたをエジプトの国から導きのぼられた
あなたの神、主が共におられるからである。	
申命記	31:8主はみずからあなたに先立って行き、またあ
なたと共におり、あなたを見放さず、見捨てられないで
あろう。恐れてはならない、おののいてはならない。	
ヨシュア記	 23:10あなたがたのひとりは、千人を追い払
うことができるであろう。あなたがたの神、主が約束さ
れたように、みずからあなたがたのために戦われるから
である。
歴代誌Ⅱ	 20:12われわれの神よ、あなたは彼らをさばか
れないのですか。われわれはこのように攻めて来る大軍
に当る力がなく、またいかになすべきかを知りません。
ただ、あなたを仰ぎ望むのみです。	
歴代誌Ⅱ	 20:15-17ヤハジエルは言った、「ユダの人
々、エルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ、聞きな
さい。主はあなたがたにこう仰せられる、『この大軍の
ために恐れてはならない。おののいてはならない。これ
はあなたがたの戦いではなく、主の戦いだからである。
あす、彼らの所へ攻め下りなさい。見よ、彼らはヂヅの
坂から上って来る。あなたがたはエルエルの野の東、谷
の端でこれに会うであろう。この戦いには、あなたがた
は戦うに及ばない。ユダおよびエルサレムよ、あなたが
たは進み出て立ち、あなたがたと共におられる主の勝利
を見なさい。恐れてはならない。おののいてはならな
い。あす、彼らの所に攻めて行きなさい。主はあなたが
たと共におられるからである』」。
歴代誌Ⅱ	 32:7-8	 「「心を強くし、勇みたちなさい。ア
ッスリヤの王をも、彼と共にいるすべての群衆をも恐れ
てはならない。おののいてはならない。われわれと共に
おる者は彼らと共におる者よりも大いなる者だからであ
る。彼と共におる者は肉の腕である。しかしわれわれと
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共におる者はわれわれの神、主であって、われわれを助
け、われわれに代って戦われる」。民はユダの王ヒゼキ
ヤの言葉に安心した。	
サムエル記Ⅰ	 2:9主はその聖徒たちの足を守られる、し
かし悪いものどもは暗黒のうちに滅びる。人は力をもっ
て勝つことができないからである。
サムエル記Ⅰ	14:6ヨナタンはその武器を執る若者に言っ
た、「さあ、われわれは、この割礼なき者どもの先陣へ
渡って行こう。主がわれわれのために何か行われるであ
ろう。多くの人をもって救うのも、少ない人をもって救
うのも、主にとっては、なんの妨げもないからである」
サムエル記Ⅰ	 17:47またこの全会衆も、主は救を施すの
に、つるぎとやりを用いられないことを知るであろう。
この戦いは主の戦いであって、主がわれわれの手におま
えたちを渡されるからである。	
詩篇	17:5わたしの歩みはあなたの道に堅く立ち、わたし
の足はすべることがなかったのです。	
詩篇	 35:10わたしの骨はことごとく言うでしょう、「
主よ、だれかあなたにたぐうべき者がありましょう。あ
なたは弱い者を強い者から助け出し、弱い者と貧しい者
を、かすめ奪う者から助け出される方です」と。
詩篇	26:1主よ、わたしをさばいてください。わたしは誠
実に歩み、迷うことなく主に信頼しています。
詩篇	 60:11われらに助けを与えて、あだにむかわせてく
ださい。人の助けはむなしいのです。	
詩篇	62:5わが魂はもだしてただ神をまつ。わが望みは神
から来るからである。
詩篇	 112:7-8彼は悪いおとずれを恐れず、その心は主に
信頼してゆるがない。その心は落ち着いて恐れることな
く、ついにそのあだについての願いを見る。	
詩篇	 118:6主がわたしに味方されるので、恐れることは
ない。人はわたしに何をなし得ようか。	
イザヤ書	26:4とこしえに主に信頼せよ、主なる神はとこ
しえの岩だからである。
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恐れに代わる平安
（「「神は私たちの拠り所」も参照）
申命記	31:6あなたがたは強く、かつ勇ましくなければな
らない。彼らを恐れ、おののいてはならない。あなたの
神、主があなたと共に行かれるからである。主は決して
あなたを見放さず、またあなたを見捨てられないであろ
う。	
イザヤ書	 12:2見よ、神はわが救である。わたしは信頼
して恐れることはない。主なる神はわが力、わが歌であ
り、わが救となられたからである。	
イザヤ書	26:3あなたは全き平安をもってこころざしの堅
固なものを守られる。彼はあなたに信頼しているからで
ある。	
イザヤ書	 41:10恐れてはならない、わたしはあなたと
共にいる。驚いてはならない、わたしはあなたの神であ
る。わたしはあなたを強くし、あなたを助け、わが勝利
の右の手をもって、あなたをささえる。	
イザヤ書	 41:13あなたの神、主なるわたしはあなたの右
の手をとってあなたに言う、「恐れてはならない、わた
しはあなたを助ける」。	
詩篇	 119:165あなたのおきてを愛する者には大いなる
平安があり、何ものも彼らをつまずかすことはできませ
ん。
詩篇	34:4わたしが主に求めたとき、主はわたしに答え、
すべての恐れからわたしを助け出された。	
詩篇	 23:4たといわたしは死の陰の谷を歩むとも、わざ
わいを恐れません。あなたがわたしと共におられるから
です。あなたのむちと、あなたのつえはわたしを慰めま
す。	
詩篇	27:1主はわたしの光、わたしの救だ、わたしはだれ
を恐れよう。主はわたしの命のとりでだ。わたしはだれ
をおじ恐れよう。
詩篇	34:4わたしが主に求めたとき、主はわたしに答え、
すべての恐れからわたしを助け出された。	
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詩篇	46:1-2神はわれらの避け所また力である。悩める時
のいと近き助けである。このゆえに、たとい地は変り、
山は海の真中に移るとも、われらは恐れない。
詩篇	56:3-4恐わたしが恐れるときは、あなたに寄り頼み
ます。わたしは神によって、そのみ言葉をほめたたえま
す。わたしは神に信頼するゆえ、恐れることはありませ
ん。肉なる者はわたしに何をなし得ましょうか。
詩篇	 91:2,5主に言うであろう、「わが避け所、わが城、
わが信頼しまつるわが神」と。あなたは夜の恐ろしい物
をも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。	
詩篇	 118:6主がわたしに味方されるので、恐れることは
ない。人はわたしに何をなし得ようか。
箴言1:33しかし、わたしに聞き従う者は安らかに住ま
い、災に会う恐れもなく、安全である。	
箴言3:24-26そあなたは座しているとき、恐れることは
なく、伏すとき、あなたの眠りはここちよい。あなたは
にわかに起る恐怖を恐れることなく、悪しき者の滅びが
来ても、それを恐れることはない。これは、主があなた
の信頼する者であり、あなたの足を守って、わなに捕わ
れさせられないからである。
箴言29:25人を恐れると、わなに陥る、主に信頼する者
は安らかである。
エレミヤ書	 1:8彼らを恐れてはならない、わたしがあな
たと共にいて、あなたを救うからである」と主は仰せら
れる。
マルコの福音書	5:36イエスはその話している言葉を聞き
流して、会堂司に言われた、「恐れることはない。ただ
信じなさい」。
ヨハネの福音書	 14:27	 	 わたしは平安をあなたがたに残
して行く。わたしの平安をあなたがたに与える。わたし
が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あな
たがたは心を騒がせるな、またおじけるな。
ピリピ人への手紙	 4:7そうすれば、人知ではとうてい測
り知ることのできない神の平安が、あなたがたの心と思
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いとを、キリスト・イエスにあって守るであろう。	
テモテへの手紙Ⅱ	 1:7というのは、神がわたしたちに下
さったのは、臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊な
のである。	
ヨハネの手紙Ⅰ	4:18愛には恐れがない。完全な愛は恐れ
をとり除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者に
は、愛が全うされていないからである。	

神を信頼することで得られる安らかな眠り

詩篇	 3:5わたしはふして眠り、また目をさます。主がわ
たしをささえられるからだ。
詩篇	 4:8わたしは安らかに伏し、また眠ります。主よ、
わたしを安らかにおらせてくださるのは、ただあなただ
けです。
詩篇	 127:2あなたがたが早く起き、おそく休み、辛苦の
かてを食べることは、むなしいことである。主はその愛
する者に、眠っている時にも、なくてならぬものを与え
られるからである。
伝道の書	 5:12	 	 働く者は食べることが少なくても多くて
も、快く眠る。しかし飽き足りるほどの富は、彼に眠る
ことをゆるさない。	
イザヤ書	57:2平安に入るからである。すべて正直に歩む
者は、その床に休むことができる。
エレミヤ書	 31:26ここでわたしは目をさましたが、わた
しの眠りは、ここちよかった。
詩篇	42:8昼には、主はそのいつくしみをほどこし、夜に
は、その歌すなわちわがいのちの神にささげる祈がわた
しと共にある。
詩篇	 63:5-6わたしが床の上であなたを思いだし、夜の
ふけるままにあなたを深く思うとき、わたしの魂は髄と
あぶらとをもってもてなされるように飽き足り、わたし
の口は喜びのくちびるをもってあなたをほめたたえる。
イザヤ書	26:9私は夜通し神を探し求めます。真剣に尋ね
ます。あなたがさばきの神として地上に下り、罰を加え
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なければ、人々は悪を離れ、正しいことを行わないから
です。
が2:19夜、初更に起きて叫べ。主の前にあなたの心を
水のように注ぎ出せ。町のかどで、飢えて／息も絶えよ
うとする幼な子の命のために、主にむかって両手をあげ
よ。	

敵に打ち勝つこと

悪魔に立ち向かうこと
ザヤ書	 59:19こうして、人々は西の方から主の名を恐
れ、日の出る方からその栄光を恐れる。主は、せき止め
た川を、そのいぶきで押し流すように、こられるからで
ある。
マタイの福音書	4:10するとイエスは彼に言われた、「サ
タンよ、退け。『主なるあなたの神を拝し、ただ神にの
み仕えよ』と書いてある」。
イマタイの福音書	8:16夕暮になると、人々は悪霊につか
れた者を大ぜい、みもとに連れてきたので、イエスはみ
言葉をもって霊どもを追い出し、病人をことごとくおい
やしになった。
マタイの福音書	10:1そこで、イエスは十二弟子を呼び寄
せて、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆるわ
ずらいをいやす権威をお授けになった。
マタイの福音書	 16:19わたしは、あなたに天国のかぎを
授けよう。そして、あなたが地上でつなぐことは、天で
もつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれる
であろう。		
マルコの福音書	 16:17信じる者には、このようなしる
しが伴う。すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い出
し、新しい言葉を語り、
ルカの福音書	 9:42	 ところが、その子がイエスのところ
に来る時にも、悪霊が彼を引き倒して、引きつけさせ
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た。イエスはこの汚れた霊をしかりつけ、その子供をい
やして、父親にお渡しになった。
ルカの福音書	 10:17,19七十二人が喜んで帰ってきて言
った、「主よ、あなたの名によっていたしますと、悪霊
までがわたしたちに服従します」。わたしはあなたがた
に、へびやさそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝
つ権威を授けた。だから、あなたがたに害をおよぼす者
はまったく無いであろう。	
ヨハネの福音書	 14:12よくよくあなたがたに言ってお
く。わたしを信じる者は、またわたしのしているわざを
するであろう。そればかりか、もっと大きいわざをする
であろう。わたしが父のみもとに行くからである。	
使徒行伝	5:16またエルサレム附近の町々からも、大ぜい
の人が、病人や汚れた霊に苦しめられている人たちを引
き連れて、集まってきたが、その全部の者が、ひとり残
らずいやされた。
ピリピ人への手紙	2:9-11それゆえに、神は彼を高く引き
上げ、すべての名にまさる名を彼に賜わった。それは、
イエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下
のものなど、あらゆるものがひざをかがめ、また、あら
ゆる舌が、「イエス・キリストは主である」と告白し
て、栄光を父なる神に帰するためである。	
テモテへの手紙Ⅰ	 6:12信仰の戦いをりっぱに戦いぬい
て、永遠のいのちを獲得しなさい。あなたは、そのため
に召され、多くの証人の前で、りっぱなあかしをしたの
である。
ヤコブの手紙	 1:13-15だれでも誘惑に会う場合、「この
誘惑は、神からきたものだ」と言ってはならない。神は
悪の誘惑に陥るようなかたではなく、また自ら進んで人
を誘惑することもなさらない。人が誘惑に陥るのは、そ
れぞれ、欲に引かれ、さそわれるからである。欲がはら
んで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。	
ヤコブの手紙	 4:7そういうわけだから、神に従いなさ
い。そして、悪魔に立ちむかいなさい。
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そうすれば、彼はあなたがたから逃げ去るであろう。
ヨハネの手紙Ⅰ	 3:8b	 罪を犯す者は、悪魔から出た者で
ある。悪魔は初めから罪を犯しているからである。神の
子が現れたのは、悪魔のわざを滅ぼしてしまうためであ
る。
ヨハネの手紙Ⅰ	 4:4	 子たちよ。あなたがたは神から出た
者であって、彼らにうち勝ったのである。あなたがたの
うちにいますのは、世にある者よりも大いなる者なので
ある。

「身を固めて」いること
マタイの福音書	 26:41	 	 誘惑に陥らないように、目をさ
まして祈っていなさい。心は熱しているが、肉体が弱い
のである。	
ルカの福音書11:24-26汚れた霊が人から出ると、休み
場を求めて水の無い所を歩きまわるが、見つからないの
で、出てきた元の家に帰ろうと言って帰って見ると、そ
の家はそうじがしてある上、飾りつけがしてあった。そ
こでまた出て行って、自分以上に悪い他の七つの霊を引
き連れてきて中にはいり、そこに住み込む。そうする
と、その人の後の状態は初めよりももっと悪くなるので
ある。	
ルカの福音書	 22:31-32シモン、シモン、見よ、サタン
はあなたがたを麦のようにふるいにかけることを願って
許された。しかし、わたしはあなたの信仰がなくならな
いように、あなたのために祈った。それで、あなたが立
ち直ったときには、兄弟たちを力づけてやりなさい。	
ローマ人への手紙13:14	 あなたがたは、主イエス・キリ
ストを着なさい。肉の欲を満たすことに心を向けてはな
らない。	
コリント人への手紙Ⅰ	 10:13	 	 こあなたがたの会った試
錬で、世の常でないものはない。神は真実である。あな
たがたを耐えられないような試錬に会わせることはない
ばかりか、試錬と同時に、それに耐えられるように、の
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がれる道も備えて下さるのである。
コリント人への手紙Ⅱ	 2:11	 そうするのは、サタンに欺
かれることのないためである。わたしたちは、彼の策略
を知らないわけではない。
コリント人への手紙Ⅱ	 10:3-5	 わたしたちは、肉にあっ
て歩いてはいるが、肉に従って戦っているのではない。
わたしたちの戦いの武器は、肉のものではなく、神のた
めには要塞をも破壊するほどの力あるものである。わた
したちはさまざまな議論を破り、神の知恵に逆らって立
てられたあらゆる障害物を打ちこわし、すべての思いを
とりこにしてキリストに服従させ、	
コリント人への手紙Ⅱ	11:3ただ恐れるのは、エバがへび
の悪巧みで誘惑されたように、あなたがたの思いが汚さ
れて、キリストに対する純情と貞操とを失いはしないか
ということである。	
エペソ人への手紙	 6:10-12最後に言う。主にあって、そ
の偉大な力によって、強くなりなさい。悪魔の策略に対
抗して立ちうるために、神の武具で身を固めなさい。わ
たしたちの戦いは、血肉に対するものではなく、もろも
ろの支配と、権威と、やみの世の主権者、また天上にい
る悪の霊に対する戦いである。
エペソ人への手紙	6:14,16,17すなわち、立って真理の帯
を腰にしめ、正義の胸当を胸につけ、その上に、信仰の
たてを手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ
火の矢を消すことができるであろう。また、救のかぶと
をかぶり、御霊の剣、すなわち、神の言を取りなさい。	
テサロニケ人への手紙Ⅰ	 5:8しかし、わたしたちは昼の
者なのだから、信仰と愛との胸当を身につけ、救の望み
のかぶとをかぶって、慎んでいよう。	
へブル人への手紙	 12:1-2こういうわけで、わたしたち
は、このような多くの証人に雲のように囲まれているの
であるから、いっさいの重荷と、からみつく罪とをかな
ぐり捨てて、わたしたちの参加すべき競走を、耐え忍ん
で走りぬこうではないか。信仰の導き手であり、またそ
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の完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、走ろうではない
か。彼は、自分の前におかれている喜びのゆえに、恥を
もいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに
至ったのである。
ペテロの手紙Ⅰ	 4:12-13愛する者たちよ。あなたがたを
試みるために降りかかって来る火のような試錬を、何か
思いがけないことが起ったかのように驚きあやしむこと
なく、むしろ、キリストの苦しみにあずかればあずかる
ほど、喜ぶがよい。それは、キリストの栄光が現れる際
に、よろこびにあふれるためである。
ペテロの手紙Ⅰ	 5:8-9身を慎み、目をさましていなさ
い。あなたがたの敵である悪魔が、ほえたけるししのよ
うに、食いつくすべきものを求めて歩き回っている。こ
の悪魔にむかい、信仰にかたく立って、抵抗しなさい。
あなたがたのよく知っているとおり、全世界にいるあな
たがたの兄弟たちも、同じような苦しみの数々に会って
いるのである。
	

勝ち得て余りがある
ローマ人への手紙8:35-37だれが、キリストの愛からわ
たしたちを離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害か、
飢えか、裸か、危難か、剣か。「わたしたちはあなたの
ために終日、死に定められており、ほふられる羊のよう
に見られている」と書いてあるとおりである。しかし、
わたしたちを愛して下さったかたによって、わたしたち
は、これらすべての事において勝ち得て余りがある。	
ピリピ人への手紙	 3:8わたしは、更に進んで、わたしの
主キリスト・イエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、
いっさいのものを損と思っている。キリストのゆえに、
わたしはすべてを失ったが、それらのものを、ふん土の
ように思っている。それは、わたしがキリストを得るた
めであり、
コロサイ人への手紙	 1:12-13光のうちにある聖徒たち
の特権にあずかるに足る者とならせて下さった父なる神
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に、感謝することである。神は、わたしたちをやみの力
から救い出して、その愛する御子の支配下に移して下さ
った。
ヨハネの手紙Ⅰ	2:14子供たちよ。あなたがたに書きおく
ったのは、あなたがたが父を知ったからである。父たち
よ。あなたがたに書きおくったのは、あなたがたが、初
めからいますかたを知ったからである。若者たちよ。あ
なたがたに書きおくったのは、あなたがたが強い者であ
り、神の言があなたがたに宿り、そして、あなたがたが
悪しき者にうち勝ったからである。
ヨハネの手紙Ⅰ	 5:5世に勝つ者はだれか。イエスを神の
子と信じる者ではないか。	
ヨハネの黙示録	 2:7耳のある者は、御霊が諸教会に言う
ことを聞くがよい。勝利を得る者には、神のパラダイス
にあるいのちの木の実を食べることをゆるそう。	
ヨハネの黙示録	 3:5勝利を得る者は、このように白い衣
を着せられるのである。わたしは、その名をいのちの書
から消すようなことを、決してしない。また、わたしの
父と御使たちの前で、その名を言いあらわそう。

神は私たちの拠り所
（「恐れに代わる平安」も参照）

申命記	 33:12ベニヤミンについては言った、「主に愛さ
れる者、彼は安らかに主のそばにおり、主は終日、彼を
守り、その肩の間にすまいを営まれるであろう」。	
歴代誌Ⅱ	 14:11時にアサはその神、主に向かって呼ばわ
って言った、「主よ、力のある者を助けることも、力の
ない者を助けることも、あなたにおいては異なることは
ありません。われわれの神、主よ、われわれをお助けく
ださい。われわれはあなたに寄り頼み、あなたの名によ
ってこの大軍に当ります。主よ、あなたはわれわれの神
です。どうぞ人をあなたに勝たせないでください」。	
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歴代誌Ⅱ	 20:12われわれの神よ、あなたは彼らをさばか
れないのですか。われわれはこのように攻めて来る大軍
に当る力がなく、またいかになすべきかを知りません。
ただ、あなたを仰ぎ望むのみです。	
イザヤ書	59:1さ見よ、主の手が短くて、救い得ないので
はない。その耳が鈍くて聞き得ないのでもない。	
詩篇	 3:1-3主よ、わたしに敵する者のいかに多いことで
しょう。わたしに逆らって立つ者が多く、「彼には神の
助けがない」と、わたしについて言う者が多いのです。
しかし主よ、あなたはわたしを囲む盾、わが栄え、わた
しの頭を、もたげてくださるかたです。
詩篇	5:11しかし、すべてあなたに寄り頼む者を喜ばせ、
とこしえに喜び呼ばわらせてください。また、み名を愛
する者があなたによって喜びを得るように、彼らをお守
りください。	
詩篇	 9:13-14主よ、わたしをあわれんでください。死の
門からわたしを引きあげられる主よ、あだする者のわた
しを悩ますのを／みそなわしてください。そうすれば、
わたしはあなたのすべての誉を述べ、シオンの娘の門
で、あなたの救を喜ぶことができましょう。
詩篇7:1わが神、主よ、わたしはあなたに寄り頼みま
す。どうかすべての追い迫る者からわたしを救い、わた
しをお助けください。
詩篇	16:1神よ、わたしをお守りください。わたしはあな
たに寄り頼みます。
詩篇	17:8-9ひとみのようにわたしを守り、みつばさの陰
にわたしを隠し、
詩篇	18:3わたしはほめまつるべき主に呼ばわって、わた
しの敵から救われるのです。
詩篇	 18:48わたしの敵からわたしを救い出されました。
まことに、あなたはわたしに逆らって起りたつ者の上
にわたしをあげ、不法の人からわたしを救い出されまし
た。		
詩篇	25:1-3あ主よ、わが魂はあなたを仰ぎ望みます。わ
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が神よ、わたしはあなたに信頼します。どうか、わたし
をはずかしめず、わたしの敵を勝ち誇らせないでくださ
い。すべてあなたを待ち望む者をはずかしめず、みだり
に信義にそむく者をはずかしめてください。
詩篇	27:5それは主が悩みの日に、その仮屋のうちにわた
しを潜ませ、その幕屋の奥にわたしを隠し、岩の上にわ
たしを高く置かれるからである。
詩篇	 27:12-13わたしのあだの望むがままに、わたしを
引き渡さないでください。偽りのあかしをする者がわた
しに逆らって起り、暴言を吐くからです。わたしは信じ
ます、生ける者の地でわたしは主の恵みを見ることを。	
詩篇	 31:1-4主よ、わたしはあなたに寄り頼みます。と
こしえにわたしをはずかしめず、あなたの義をもってわ
たしをお助けください。あなたの耳をわたしに傾けて、
すみやかにわたしをお救いください。わたしのためにの
がれの岩となり、わたしを救う堅固な城となってくださ
い。まことに、あなたはわたしの岩、わたしの城です。
み名のためにわたしを引き、わたしを導き、わたしのた
めにひそかに設けた網からわたしを取り出してくださ
い。あなたはわたしの避け所です。	
詩篇	 31:18高ぶりと侮りとをもって正しい者をみだりに
そしる偽りのくちびるをつぐませてください。	
詩篇	 31:13-15まことに、わたしは多くの人のささやく
のを聞きます、「至る所に恐るべきことがある」と。彼
らはわたしに逆らってともに計り、わたしのいのちを取
ろうと、たくらむのです。しかし、主よ、わたしはあな
たに信頼して、言います、「あなたはわたしの神であ
る」と。わたしの時はあなたのみ手にあります。わたし
をわたしの敵の手と、わたしを責め立てる者から救い出
してください。	
詩篇	34:7	The主の使は主を恐れる者のまわりに陣をしい
て彼らを助けられる。
詩篇	 34:17正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞い
て、彼らをそのすべての悩みから助け出される。
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詩篇	35:1主よ、わたしと争う者とあらそい、わたしと戦
う者と戦ってください。		
詩篇	46:1神はわれらの避け所また力である。悩める時の
いと近き助けである。
詩篇	 50:15悩みの日にわたしを呼べ、わたしはあなたを
助け、あなたはわたしをあがめるであろう」。	
詩篇	 56:9-11わたしが呼び求める日に、わたしの敵は退
きます。これによって神がわたしを守られることを知り
ます。わたしは神によってそのみ言葉をほめたたえ、主
によってそのみ言葉をほめたたえます。わたしは神に信
頼するゆえ、恐れることはありません。人はわたしに何
をなし得ましょうか。
詩篇59:16-17しかし、わたしはあなたのみ力をうたい、
朝には声をあげてみいつくしみを歌います。あなたはわ
たしの悩みの日にわが高きやぐらとなり、わたしの避け
所となられたからです。わが力よ、わたしはあなたにむ
かってほめうたいます。神よ、あなたはわが高きやぐ
ら、わたしにいつくしみを賜わる神であられるからで
す。
詩篇	61:2-4どわが心のくずおれるとき、わたしは地のは
てからあなたに呼ばわります。わたしを導いてわたしの
及びがたいほどの高い岩にのぼらせてください。あなた
はわたしの避け所、敵に対する堅固なやぐらです。わた
しをとこしえにあなたの幕屋に住まわせ、あなたの翼の
陰にのがれさせてください。
詩篇62:6神こそわが岩、わが救、わが高きやぐらであ
る。わたしは動かされることはない。	
詩篇	91:4主はその羽をもって、あなたをおおわれる。あ
なたはその翼の下に避け所を得るであろう。そのまこと
は大盾、また小盾である。	
詩篇118:6-7主がわたしに味方されるので、恐れること
はない。人はわたしに何をなし得ようか。主はわたしに
味方し、わたしを助けられるので、わたしを憎む者につ
いての願いを見るであろう。	
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詩篇	 91:9-10あなたは主を避け所とし、いと高き者をす
まいとしたので、災はあなたに臨まず、悩みはあなたの
天幕に近づくことはない。
詩篇	119:110,154悪しき者はわたしのためにわなを設け
ました。しかし、わたしはあなたのさとしから迷い出ま
せん。わが訴えを弁護して、わたしをあがない、あなた
の約束にしたがって、わたしを生かしてください。	
詩篇	 121:8主は今からとこしえに至るまで、あなたの出
ると入るとを守られるであろう。		
詩篇	 127:1主が家を建てられるのでなければ、建てる者
の勤労はむなしい。主が町を守られるのでなければ、守
る者のさめているのはむなしい。
詩篇	 141:8-10しかし主なる神よ、わが目はあなたに向
かっています。わたしはあなたに寄り頼みます。わたし
を助けるものもないままに捨ておかないでください。わ
たしを守って、彼らがわたしのために設けたわなと、悪
を行う者のわなとをのがれさせてください。わたしがの
がれると同時に、悪しき者をおのれの網に陥らせてくだ
さい。	。
詩篇	 143:8-9あしたに、あなたのいつくしみを聞かせて
ください。わたしはあなたに信頼します。わが歩むべき
道を教えてください。わが魂はあなたを仰ぎ望みます。
主よ、わたしをわが敵から助け出してください。わたし
は避け所を得るためにあなたのもとにのがれました。	
詩篇	 144:1-2わが岩なる主はほむべきかな。主は、いく
さすることをわが手に教え、戦うことをわが指に教えら
れます。主はわが岩、わが城、わが高きやぐら、わが救
主、わが盾、わが寄り頼む者です。主はもろもろの民を
おのれに従わせられます。	
詩篇	 145:18-20すべて主を呼ぶ者、誠をもって主を呼ぶ
者に／主は近いのです。主はおのれを恐れる者の願いを
満たし、またその叫びを聞いてこれを救われます。主は
おのれを愛する者をすべて守られるが、悪しき者をこと
ごとく滅ぼされます。	
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箴言1:33しかし、わたしに聞き従う者は安らかに住ま
い、災に会う恐れもなく、安全である。
箴言14:26主を恐れることによって人は安心を得、その
子らはのがれ場を得る。
箴言18:10主の名は堅固なやぐらのようだ、正しい者は
その中に走りこんで救を得る。
イザヤ書	35:3-4あなたがたは弱った手を強くし、よろめ
くひざを健やかにせよ。心おののく者に言え、「強くあ
れ、恐れてはならない。見よ、あなたがたの神は報復を
もって臨み、神の報いをもってこられる。神は来て、あ
なたがたを救われる」と。	
イザヤ書	 41:10恐れてはならない、わたしはあなたと
共にいる。驚いてはならない、わたしはあなたの神であ
る。わたしはあなたを強くし、あなたを助け、わが勝利
の右の手をもって、あなたをささえる。		
イザヤ書	43:2あなたが水の中を過ぎるとき、わたしはあ
なたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上
にあふれることがない。あなたが火の中を行くとき、焼
かれることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない。
イザヤ書	50:7しかし主なる神はわたしを助けられる。そ
れゆえ、わたしは恥じることがなかった。それゆえ、わ
たしは顔を火打石のようにした。わたしは決してはずか
しめられないことを知る。
エレミヤ書	 1:8彼らを恐れてはならない、わたしがあな
たと共にいて、あなたを救うからである」と主は仰せら
れる。
コリント人への手紙Ⅱ	 4:8-9わたしたちは、四方から患
難を受けても窮しない。途方にくれても行き詰まらな
い。迫害に会っても見捨てられない。倒されても滅びな
い。	
ペテロの手紙Ⅰ	 3:12-13	 	 主の目は義人たちに注がれ、
主の耳は彼らの祈にかたむく。しかし主の御顔は、悪を
行う者に対して向かう。そこで、もしあなたがたが善に
熱心であれば、だれが、あなたがたに危害を加えよう
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か。

慰め

詩篇	 34:18主は助けを求める人の叫びを聞き／苦難から
常に彼らを助け出される。
詩篇	 37:24たといその人が倒れても、全く打ち伏せられ
ることはない、主がその手を助けささえられるからであ
る。	
詩篇	 55:22口は脂肪よりも滑らかに語るが心には闘いの
思いを抱き、言葉は香油よりも優しいが、抜き身の剣に
等しい。	
詩篇	 71:21ひるがえって、わたしを力づけ、すぐれて大
いなるものとしてくださるでしょう。
詩篇	 94:19わたしのうちに思い煩いの満ちるとき、あな
たの慰めはわが魂を喜ばせます。		
詩篇	 112:4光は正しい者のために暗黒の中にもあらわれ
る。主は恵み深く、あわれみに満ち、正しくいらせられ
る。	
詩篇	 119:50あなたの約束はわたしを生かすので、わが
悩みの時の慰めです。	
詩篇	 145:14主はすべて倒れんとする者をささえ、すべ
てかがむ者を立たせられます。	
詩篇	 147:3主は心の打ち砕かれた者をいやし、その傷を
包まれる。
マタイの福音書	 5:4悲しんでいる人たちは、さいわいで
ある、彼らは慰められるであろう。	
ヨハネの福音書	 14:16-18	 わたしは父にお願いしよう。
そうすれば、父は別に助け主を送って、いつまでもあな
たがたと共におらせて下さるであろう。それは真理の御
霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうとも
しないので、それを受けることができない。あなたがた
はそれを知っている。なぜなら、それはあなたがたと共
におり、またあなたがたのうちにいるからである。わた
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しはあなたがたを捨てて孤児とはしない。あなたがたの
ところに帰って来る。	
ヨハネの福音書	 15:26	 	 わたしが父のみもとからあなた
がたにつかわそうとしている助け主、すなわち、父のみ
もとから来る真理の御霊が下る時、それはわたしについ
てあかしをするであろう。
へブル人への手紙	 13:5金銭を愛することをしないで、
自分の持っているもので満足しなさい。主は、「わたし
は、決してあなたを離れず、あなたを捨てない」と言わ
れた。	
コリント人への手紙Ⅱ	 1:4	 神は、いかなる患難の中にい
る時でもわたしたちを慰めて下さり、また、わたしたち
自身も、神に慰めていただくその慰めをもって、あらゆ
る患難の中にある人々を慰めることができるようにして
下さるのである。	
コリント人への手紙Ⅱ	1:7		だから、あなたがたに対して
いだいているわたしたちの望みは、動くことがない。あ
なたがたが、わたしたちと共に苦難にあずかっているよ
うに、慰めにも共にあずかっていることを知っているか
らである。	
コリント人への手紙Ⅱ	 7:4	 わたしはあなたがたを大いに
信頼し、大いに誇っている。また、あふれるばかり慰め
を受け、あらゆる患難の中にあって喜びに満ちあふれて
いる。
ピリピ人への手紙	 4:7そうすれば、人知ではとうてい測
り知ることのできない神の平安が、あなたがたの心と思
いとを、キリスト・イエスにあって守るであろう。		
テサロニケ人への手紙Ⅱ	 2:16-17どうか、わたしたちの
主イエス・キリストご自身と、わたしたちを愛し、恵み
をもって永遠の慰めと確かな望みとを賜わるわたしたち
の父なる神とが、あなたがたの心を励まし、あなたがた
を強めて、すべての良いわざを行い、正しい言葉を語る
者として下さるように。
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神の御心を知り、実行する

イエスの弟子は常に神のみ心をたずね求めるでしょう。
神のみ言葉を忠実に学び、み声を聞くための時間を取
り、み言葉に従う訓練をしていくことで、私たちは、み
心を知ることが出来るようになっていきます。
詩篇	 27:11主よ、あなたの道をわたしに教え、わたしの
あだのゆえに、わたしを平らかな道に導いてください。	
詩篇	37:5あなたの道を主にゆだねよ。主に信頼せよ、主
はそれをなしとげ、
詩篇	40:8わが神よ、わたしはみこころを行うことを喜び
ます。あなたのおきてはわたしの心のうちにあります」
と。
詩篇	 143:10あなたのみむねを行うことを教えてくださ
い。あなたはわが神です。恵みふかい、みたまをもっ
て、わたしを平らかな道に導いてください。
箴言3:5-6心をつくして主に信頼せよ、自分の知識にた
よってはならない。すべての道で主を認めよ、そうすれ
ば、主はあなたの道をまっすぐにされる。
ルカの福音書	 22:42こ「父よ、みこころならば、どう
ぞ、この杯をわたしから取りのけてください。しかし、
わたしの思いではなく、みこころが成るようにしてくだ
さい」。	
ヨハネの福音書	3:30	彼は必ず栄え、わたしは衰える。
ヨハネの福音書	 4:34	 イエスは彼らに言われた、「わた
しの食物というのは、わたしをつかわされたかたのみこ
ころを行い、そのみわざをなし遂げることである。
ヨハネの福音書	 5:30b	 わたしは、自分からは何事もす
ることができない。ただ聞くままにさばくのである。そ
して、わたしのこのさばきは正しい。それは、わたし自
身の考えでするのではなく、わたしをつかわされたかた
の、み旨を求めているからである。	
ヨハネの福音書	 6:38	 わたしが天から下ってきたのは、
自分のこころのままを行うためではなく、わたしをつか
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わされたかたのみこころを行うためである。	
ローマ人への手紙6:13a	 また、あなたがたの肢体を不義
の武器として罪にささげてはならない。むしろ、死人の
中から生かされた者として、自分自身を神にささげ、自
分の肢体を義の武器として神にささげるがよい。	
ローマ人への手紙12:1	兄弟たちよ。そういうわけで、神
のあわれみによってあなたがたに勧める。あなたがたの
からだを、神に喜ばれる、生きた、聖なる供え物として
ささげなさい。それが、あなたがたのなすべき霊的な礼
拝である。	
ガラテヤ人への手紙	2:20生きているのは、もはや、わた
しではない。キリストが、わたしのうちに生きておられ
るのである。しかし、わたしがいま肉にあって生きてい
るのは、わたしを愛し、わたしのためにご自身をささげ
られた神の御子を信じる信仰によって、生きているので
ある。	
ヤコブの手紙	 4:7そういうわけだから、神に従いなさ
い。そして、悪魔に立ちむかいなさい。そうすれば、彼
はあなたがたから逃げ去るであろう。	

神の供給と私たちの財政
豊かさと祝福の約束
神は、その子供たちに、豊かな供給と祝福を約束されて
います。
創世記	 9:3すべて生きて動くものはあなたがたの食物と
なるであろう。さきに青草をあなたがたに与えたよう
に、わたしはこれらのものを皆あなたがたに与える。	
申命記	 28:2-12もし、あなたがあなたの神、主の声に聞
き従うならば、このもろもろの祝福はあなたに臨み、あ
なたに及ぶであろう。あなたは町の内でも祝福され、畑
でも祝福されるであろう。またあなたの身から生れるも
の、地に産する物、家畜の産むもの、すなわち牛の子、
羊の子は祝福されるであろう。またあなたのかごと、こ
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ねばちは祝福されるであろう。あなたは、はいるにも祝
福され、出るにも祝福されるであろう。敵が起ってあ
なたを攻める時は、主はあなたにそれを撃ち敗らせられ
るであろう。彼らは一つの道から攻めて来るが、あなた
の前で七つの道から逃げ去るであろう。主は命じて祝福
をあなたの倉と、あなたの手のすべてのわざにくだし、
あなたの神、主が賜わる地であなたを祝福されるであろ
う。もし、あなたの神、主の戒めを守り、その道を歩む
ならば、主は誓われたようにあなたを立てて、その聖な
る民とされるであろう。そうすれば地のすべての民は皆
あなたが主の名をもって唱えられるのを見てあなたを恐
れるであろう。主があなたに与えると先祖に誓われた地
で、主は良い物、すなわちあなたの身から生れる者、家
畜の産むもの、地に産する物を豊かにされるであろう。
主はその宝の蔵である天をあなたのために開いて、雨を
季節にしたがってあなたの地に降らせ、あなたの手のす
べてのわざを祝福されるであろう。あなたは多くの国民
に貸すようになり、借りることはないであろう。
あなたの手のわざ。あなたは多くの国民に貸し出し、借
りることはしない。
ヨシュア記	 1:8人の律法の書をあなたの口から離すこと
なく、昼も夜もそれを思い、そのうちにしるされている
ことを、ことごとく守って行わなければならない。そう
するならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るで
あろう。	
マラキ書	3:10わたしの宮に食物のあるように、十分の一
全部をわたしの倉に携えてきなさい。これをもってわた
しを試み、わたしが天の窓を開いて、あふるる恵みを、
あなたがたに注ぐか否かを見なさいと、万軍の主は言わ
れる。	
詩篇	23:1主はわたしの牧者であって、わたしには乏しい
ことがない。
詩篇	 34:10若きししは乏しくなって飢えることがある。
しかし主を求める者は良き物に欠けることはない。	
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詩篇	37:3主に信頼して善を行え。そうすればあなたはこ
の国に住んで、安きを得る。
詩篇	 68:19日々にわれらの荷を負われる主はほむべきか
な。神はわれらの救である。
詩篇	 81:10わたしはエジプトの国から、あなたをつれ出
したあなたの神、主である。あなたの口を広くあけよ、
わたしはそれを満たそう。	
詩篇	 84:11主なる神は日です、盾です。主は恵みと誉と
を与え、直く歩む者に良い物を拒まれることはありませ
ん。	
詩篇	 128:1-2すべて主をおそれ、主の道に歩む者はさい
わいである。あなたは自分の手の勤労の実を食べ、幸福
で、かつ安らかであろう。	
箴言10:3主は正しい人を飢えさせず、悪しき者の欲望を
くじかれる。	
箴言10:22主の祝福は人を富ませる、主はこれになんの
悲しみをも加えない。		
箴言13:22善良な人はその嗣業を子孫にのこす、しかし
罪びとの富は正しい人のためにたくわえられる。	
マタイの福音書	 6:25-27それだから、あなたがたに言
っておく。何を食べようか、何を飲もうかと、自分の命
のことで思いわずらい、何を着ようかと自分のからだの
ことで思いわずらうな。命は食物にまさり、からだは着
物にまさるではないか。空の鳥を見るがよい。まくこと
も、刈ることもせず、倉に取りいれることもしない。そ
れだのに、あなたがたの天の父は彼らを養っていて下さ
る。あなたがたは彼らよりも、はるかにすぐれた者では
ないか。あなたがたのうち、だれが思いわずらったから
とて、自分の寿命をわずかでも延ばすことができよう
か。
マタイの福音書	 6:31-33だから、何を食べようか、何を
飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思いわずらう
な。これらのものはみな、異邦人が切に求めているもの
である。あなたがたの天の父は、これらのものが、こと
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ごとくあなたがたに必要であることをご存じである。ま
ず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これら
のものは、すべて添えて与えられるであろう。	
マタイの福音書	 7:7求めよ、そうすれば、与えられるで
あろう。捜せ、そうすれば、見いだすであろう。門をた
たけ、そうすれば、あけてもらえるであろう。
マタイの福音書	7:11このように、あなたがたは悪い者で
あっても、自分の子供には、良い贈り物をすることを知
っているとすれば、天にいますあなたがたの父はなおさ
ら、求めてくる者に良いものを下さらないことがあろう
か。	
マタイの福音書	 17:27	 	 しかし、彼らをつまずかせない
ために、海に行って、つり針をたれなさい。そして最初
につれた魚をとって、その口をあけると、銀貨一枚が見
つかるであろう。それをとり出して、わたしとあなたの
ために納めなさい。	
ルカの福音書	 12:24からすのことを考えて見よ。まくこ
とも、刈ることもせず、また、納屋もなく倉もない。そ
れだのに、神は彼らを養っていて下さる。あなたがたは
鳥よりも、はるかにすぐれているではないか。
ルカの福音書	 22:35そして彼らに言われた、「わたし
が財布も袋もくつも持たせずにあなたがたをつかわした
とき、何かこまったことがあったか」。彼らは、「いい
え、何もありませんでした」と答えた。	
ローマ人への手紙8:32ご自身の御子をさえ惜しまない
で、わたしたちすべての者のために死に渡されたかた
が、どうして、御子のみならず万物をも賜わらないこと
があろうか。	
コリント人への手紙Ⅰ	9:11もしわたしたちが、あなたが
たのために霊のものをまいたのなら、肉のものをあなた
がたから刈りとるのは、行き過ぎだろうか。	
ピリピ人への手紙	4:19わたしの神は、ご自身の栄光の富
の中から、あなたがたのいっさいの必要を、キリスト・
イエスにあって満たして下さるであろう。
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ヤコブの手紙	1:17あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な
賜物は、上から、光の父から下って来る。父には、変化
とか回転の影とかいうものはない。
	

良き管理人（忠実さと勤勉さ）
神は、私たちが、与えていただく財政を忠実に管理する
ことを期待されています。
歴代誌Ⅱ	 31:21彼がその神を求めるために神の宮の務に
つき、律法につき、戒めについて始めたわざは、ことご
とく心をつくして行い、これをなし遂げた。	
箴言10:4手を動かすことを怠る者は貧しくなり、勤め働
く者の手は富を得る。	
箴言10:5夏のうちに集める者は賢い子であり、刈入れの
時に眠る者は恥をきたらせる子である。
箴言13:4なまけ者の心は、願い求めても、何も得ない、
しかし勤め働く者の心は豊かに満たされる。
箴言	 22:29あなたはそのわざに巧みな人を見るか、その
ような人は王の前に立つが、卑しい人々の前には立たな
い。
箴言	28:20	正忠実な人は多くの祝福を得る、急いで富を
得ようとする者は罰を免れない。	
箴言31:27彼女は家の事をよくかえりみ、怠りのかてを
食べることをしない。	
箴13:4なまけ者の心は、願い求めても、何も得ない、し
かし勤め働く者の心は豊かに満たされる。
伝道の書	 10:18怠惰によって屋根は落ち、無精によって
家は漏る。
マタイの福音書	25:21	主人は彼に言った、『良い忠実な
僕よ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であっ
たから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜ん
でくれ』。
ルカの福音書	16:10	小事に忠実な人は、大事にも忠実で
ある。そして、小事に不忠実な人は大事にも不忠実であ
る。
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ローマ人への手紙12:11	 熱心で、うむことなく、霊に燃
え、主に仕え、
コリント人への手紙Ⅰ	 4:2	 この場合、管理者に要求され
ているのは、忠実であることである。
エペソ人への手紙	 5:15-そこで、あなたがたの歩きかた
によく注意して、賢くない者のようにではなく、賢い者
のように歩き、
コロサイ人への手紙	 4:5そこで、あなたがたの歩きかた
によく注意して、賢くない者のようにではなく、賢い者
のように歩き、
テサロニケ人への手紙Ⅰ	 5:4-8	 ししかし兄弟たちよ。
あなたがたは暗やみの中にいないのだから、その日が、
盗人のようにあなたがたを不意に襲うことはないであろ
う。あなたがたはみな光の子であり、昼の子なのであ
る。わたしたちは、夜の者でもやみの者でもない。だか
ら、ほかの人々のように眠っていないで、目をさまして
慎んでいよう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのであ
る。しかし、わたしたちは昼の者なのだから、信仰と愛
との胸当を身につけ、救の望みのかぶとをかぶって、慎
んでいよう。	
テサロニケ人への手紙Ⅱ	 3:10	 また、あなたがたの所に
いた時に、「働こうとしない者は、食べることもしては
ならない」と命じておいた。
与えることの喜び
申命記	 15:7,8,10あなたの神、主が賜わる地で、もしあ
なたの兄弟で貧しい者がひとりでも、町の内におるなら
ば、その貧しい兄弟にむかって、心をかたくなにしては
ならない。また手を閉じてはならない。必ず彼に手を開
いて、その必要とする物を貸し与え、乏しいのを補わな
ければならない。あなたは心から彼に与えなければなら
ない。彼に与える時は惜しんではならない。あなたの
神、主はこの事のために、あなたをすべての事業と、手
のすべての働きにおいて祝福されるからである。		
詩篇	41:1貧しい者をかえりみる人はさいわいである。主
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はそのような人を悩みの日に救い出される。
箴言3:9-10あなたの財産と、すべての産物の初なりをも
って主をあがめよ。そうすれば、あなたの倉は満ちて余
り、あなたの酒ぶねは新しい酒であふれる。
箴言3:27-28あなたの手に善をなす力があるならば、こ
れをなすべき人になすことをさし控えてはならない。あ
なたが物を持っている時、その隣り人に向かい、「去っ
て、また来なさい。あす、それをあげよう」と言っては
ならない。		
箴言11:24-25施し散らして、なお富を増す人があり、
与えるべきものを惜しんで、かえって貧しくなる者があ
る。物惜しみしない者は富み、人を潤す者は自分も潤さ
れる。
箴言19:17貧しい者をあわれむ者は主に貸すのだ、その
施しは主が償われる。
箴言	 28:16悟りのないつかさは残忍な圧制者である、不
正の利を憎む者は長命を得る。
マタイの福音書	5:42求める者には与え、借りようとする
者を断るな。	
マタイの福音書	 10:8病人をいやし、死人をよみがえら
せ、重い皮膚病にかかった人をきよめ、悪霊を追い出
せ。ただで受けたのだから、ただで与えるがよい。	
マタイの福音書	 25:40すると、王は答えて言うであろ
う、『あなたがたによく言っておく。わたしの兄弟であ
るこれらの最も小さい者のひとりにしたのは、すなわ
ち、わたしにしたのである』。
ルカの福音書	6:38与えよ。そうすれば、自分にも与えら
れるであろう。人々はおし入れ、ゆすり入れ、あふれ出
るまでに量をよくして、あなたがたのふところに入れて
くれるであろう。あなたがたの量るその量りで、自分に
も量りかえされるであろうから。
使徒行伝20:35bわたしは、あなたがたもこのように働い
て、弱い者を助けなければならないこと、また『受ける
よりは与える方が、さいわいである』と言われた主イエ
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スの言葉を記憶しているべきことを、万事について教え
示したのである」。	
コリント人への手紙Ⅱ	 9:6-7わたしの考えはこうであ
る。少ししかまかない者は、少ししか刈り取らず、豊か
にまく者は、豊かに刈り取ることになる。各自は惜しむ
心からでなく、また、しいられてでもなく、自ら心で決
めたとおりにすべきである。神は喜んで施す人を愛して
下さるのである。	
ピリピ人への手紙	 2:4おのおの、自分のことばかりでな
く、他人のことも考えなさい。	
ヨハネの手紙Ⅰ	3:17-18	世の富を持っていながら、兄弟
が困っているのを見て、あわれみの心を閉じる者には、
どうして神の愛が、彼のうちにあろうか。子たちよ。わ
たしたちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと
真実とをもって愛し合おうではないか。	

他を許すことの力
他を許すとき、彼らばかりでなく、あなたも自由になり
ます。
詩篇	 18:25あなたはいつくしみある者には、いつくしみ
ある者となり、欠けたところのない者には、欠けたとこ
ろのない者となり、
箴言3:3-5いつくしみと、まこととを捨ててはならな
い、それをあなたの首に結び、心の碑にしるせ。そうす
れば、あなたは神と人との前に恵みと、誉とを得る。心
をつくして主に信頼せよ、自分の知識にたよってはなら
ない。	
箴言10:12憎しみは、争いを起し、愛はすべてのとがを
おおう。	
マタイの福音書	 5:7あわれみ深い人たちは、さいわいで
ある、彼らはあわれみを受けるであろう。
マタイの福音書	 6:14-15もしも、あなたがたが、人々の
あやまちをゆるすならば、あなたがたの天の父も、あな
たがたをゆるして下さるであろう。もし人をゆるさない
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ならば、あなたがたの父も、あなたがたのあやまちをゆ
るして下さらないであろう。	
マタイの福音書	7:12だから、何事でも人々からしてほし
いと望むことは、人々にもそのとおりにせよ。これが律
法であり預言者である。	
マタイの福音書	 18:21,22,35そのとき、ペテロがイエ
スのもとにきて言った、「主よ、兄弟がわたしに対して
罪を犯した場合、幾たびゆるさねばなりませんか。七た
びまでですか」。そのとき、ペテロがイエスのもとにき
て言った、「主よ、兄弟がわたしに対して罪を犯した
場合、幾たびゆるさねばなりませんか。七たびまでです
か」。あなたがためいめいも、もし心から兄弟をゆるさ
ないならば、わたしの天の父もまたあなたがたに対し
て、そのようになさるであろう。			
マルコの福音書	11:25		また立って祈るとき、だれかに対
して、何か恨み事があるならば、ゆるしてやりなさい。
そうすれば、天にいますあなたがたの父も、あなたがた
のあやまちを、ゆるしてくださるであろう。
ルカの福音書	 6:36-37あなたがたの父なる神が慈悲深
いように、あなたがたも慈悲深い者となれ。人をさばく
な。そうすれば、自分もさばかれることがないであろ
う。また人を罪に定めるな。そうすれば、自分も罪に定
められることがないであろう。ゆるしてやれ。そうすれ
ば、自分もゆるされるであろう。	
ルカの福音書	7:47それであなたに言うが、この女は多く
愛したから、その多くの罪はゆるされているのである。
少しだけゆるされた者は、少しだけしか愛さない。	
ルカの福音書	17:4もしあなたに対して一日に七度罪を犯
し、そして七度『悔い改めます』と言ってあなたのとこ
ろへ帰ってくれば、ゆるしてやるがよい。
ローマ人への手紙12:19-21愛する者たちよ。自分で復
讐をしないで、むしろ、神の怒りに任せなさい。なぜな
ら、「主が言われる。復讐はわたしのすることである。
わたし自身が報復する」と書いてあるからである。むし



創造	vs	進化	 109

ろ、「もしあなたの敵が飢えるなら、彼に食わせ、かわ
くなら、彼に飲ませなさい。そうすることによって、あ
なたは彼の頭に燃えさかる炭火を積むことになるのであ
る」。悪に負けてはいけない。かえって、善をもって悪
に勝ちなさい。
エペソ人への手紙	 4:31-32	 すべての無慈悲、憤り、怒
り、騒ぎ、そしり、また、いっさいの悪意を捨て去りな
さい。互に情深く、あわれみ深い者となり、神がキリス
トにあってあなたがたをゆるして下さったように、あな
たがたも互にゆるし合いなさい。	
へブル人への手紙	 12:15気をつけて、神の恵みからもれ
ることがないように、また、苦い根がはえ出て、あなた
がたを悩まし、それによって多くの人が汚されることの
ないようにしなさい。	
コロサイ人への手紙	 3:13-14	 	 互に忍びあい、もし互に
責むべきことがあれば、ゆるし合いなさい。主もあなた
がたをゆるして下さったのだから、そのように、あなた
がたもゆるし合いなさい。これらいっさいのものの上
に、愛を加えなさい。愛は、すべてを完全に結ぶ帯であ
る。		
	

創造	vs	進化

被造物は、神の栄光と力を声高らかに語っています！　
進化論は、サタンの最大の欺瞞の一つであり、これまで
に幾多の人々を神から引き離してきました。
創世記	 1:1,11,12はじめに神は天と地とを創造された。
神はまた言われた、「地は青草と、種をもつ草と、種類
にしたがって種のある実を結ぶ果樹とを地の上にはえさ
せよ」。そのようになった。地は青草と、種類にしたが
って種をもつ草と、種類にしたがって種のある実を結ぶ
木とをはえさせた。神は見て、良しとされた。	
ネヘミヤ	 記	 9:6またエズラは言った、「あなたは、た
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だあなたのみ、主でいらせられます。あなたは天と諸天
の天と、その万象、地とその上のすべてのもの、海とそ
の中のすべてのものを造り、これをことごとく保たれま
す。天の万軍はあなたを拝します。
ヨブ	 記	 12:7-9しかし獣に問うてみよ、それはあなたに
教える。空の鳥に問うてみよ、それはあなたに告げる。
ヨブ	 記	 36:27-28彼は水のしたたりを引きあげ、／その
霧をしたたらせて雨とされる。	
ヨブ	 記	 38:22-23あなたは雪の倉にはいったことがある
か。ひょうの倉を見たことがあるか。これらは悩みの時
のため、いくさと戦いの日のため、／わたしがたくわえ
て置いたものだ。	
詩篇	19:1もろもろの天は神の栄光をあらわし、大空はみ
手のわざをしめす。
イザヤ書	 44:24あなたをあがない、あなたを胎内に造ら
れた主はこう言われる、「わたしは主である。わたしは
よろずの物を造り、ただわたしだけが天をのべ、地をひ
らき、――だれがわたしと共にいたか――		
イザヤ書	 45:12わたしは地を造って、その上に人を創造
した。わたしは手をもって天をのべ、その万軍を指揮し
た。
エレミヤ書	 10:12-13主はその力をもって地を造り、そ
の知恵をもって世界を建て、その悟りをもって天をのべ
られた。彼が声を出されると、天に多くの水のざわめき
があり、また地の果から霧を立ちあがらせられる。彼は
雨のために、いなびかりをおこし、その倉から風を取り
出される。	
ヨハネの福音書	 1:1-3	 初めに言があった。言は神と共に
あった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあ
った。すべてのものは、これによってできた。できたも
ののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。	
ヨハネの福音書	 17:5	 父よ、世が造られる前に、わたし
がみそばで持っていた栄光で、今み前にわたしを輝かせ
て下さい。
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ローマ人への手紙1:20-23神の見えない性質、すなわ
ち、神の永遠の力と神性とは、天地創造このかた、被造
物において知られていて、明らかに認められるからであ
る。したがって、彼らには弁解の余地がない。なぜな
ら、彼らは神を知っていながら、神としてあがめず、感
謝もせず、かえってその思いはむなしくなり、その無知
な心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と称しな
がら、愚かになり、	 不朽の神の栄光を変えて、朽ちる人
間や鳥や獣や這うものの像に似せたのである。	
コロサイ人への手紙	1:16万物は、天にあるものも地にあ
るものも、見えるものも見えないものも、位も主権も、
支配も権威も、みな御子にあって造られたからである。
これらいっさいのものは、御子によって造られ、御子の
ために造られたのである。		
テモテへの手紙Ⅰ	 6:20	 テモテよ。あなたにゆだねられ
ていることを守りなさい。そして、俗悪なむだ話と、偽
りの「知識」による反対論とを避けなさい。
テモテへの手紙Ⅱ	 3:7	 彼女たちは、常に学んではいる
が、いつになっても真理の知識に達することができな
い。
へブル人への手紙1:2この終りの時には、御子によっ
て、わたしたちに語られたのである。神は御子を万物の
相続者と定め、また、御子によって、もろもろの世界を
造られた。
へブル人への手紙	 1:3御子は神の栄光の輝きであり、神
の本質の真の姿であって、その力ある言葉をもって万物
を保っておられる。そして罪のきよめのわざをなし終え
てから、いと高き所にいます大能者の右に、座につかれ
たのである。
へブル人への手紙	 11:3信仰によって、わたしたちは、
この世界が神の言葉で造られたのであり、したがって、
見えるものは現れているものから出てきたのでないこと
を、悟るのである。
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子供たち
神は、子供たちを愛しておられます！　私たちには、子
供たちに神の愛を示し、神の道に教え導くという、とて
も大きな責任があります！

子供たち--主から委ねられた嗣業
詩篇127:3-5見よ、子供たちは神から賜わった嗣業であ
り、胎の実は報いの賜物である。壮年の時の子供は勇士
の手にある矢のようだ。矢の満ちた矢筒を持つ人はさい
わいである。彼は門で敵と物言うとき恥じることはな
い。	
詩篇144:12-15われらのむすこたちはその若い時、よ
く育った草木のようです。われらの娘たちは宮の建物の
ために刻まれた／すみの柱のようです。われらの倉は満
ちて様々の物を備え、われらの羊は野でちよろずの子を
産み、われらの家畜はみごもって子を産むに誤ることな
く、われらのちまたには悩みの叫びがありません。この
ような祝福をもつ民はさいわいです。主をおのが神とす
る民はさいわいです。	
箴言17:6孫は老人の冠である、父は子の栄えである。
箴言20:7欠けた所なく、正しく歩む人――その後の子孫は
さいわいである。
ヨハネの手紙Ⅲ	 4わたしの子供たちが真理のうちを歩い
ていることを聞く以上に、大きい喜びはない。

子を育て上げる
詩篇	 34:11子らよ、来てわたしに聞け、わたしは主を恐
るべきことをあなたがたに教えよう。	
詩篇	 119:9若い人はどうしておのが道を清く保つことが
できるでしょうか。み言葉にしたがって、それを守るよ
りほかにありません。
箴言3:12主は、愛する者を、戒められるからである、あ
たかも父がその愛する子を戒めるように。
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箴言8:32-33それゆえ、子供らよ、今わたしの言うこと
を聞け、わたしの道を守る者はさいわいである。教訓を
聞いて、知恵を得よ、これを捨ててはならない。
箴言13:1知恵ある子は父の教訓をきく、あざける者は、
懲らしめをきかない。
箴言22:6子をその行くべき道に従って教えよ、そうすれ
ば年老いても、それを離れることがない。
イザヤ書	 54:13あなたの子らはみな主に教をうけ、あな
たの子らは大いに栄える。	
マタイの福音書	 18:5-6,10また、だれでも、このよう
なひとりの幼な子を、わたしの名のゆえに受けいれる者
は、わたしを受けいれるのである。しかし、わたしを信
ずるこれらの小さい者のひとりをつまずかせる者は、大
きなひきうすを首にかけられて海の深みに沈められる方
が、その人の益になる。あなたがたは、これらの小さい
者のひとりをも軽んじないように、気をつけなさい。あ
なたがたに言うが、彼らの御使たちは天にあって、天に
いますわたしの父のみ顔をいつも仰いでいるのである。
ヨハネの福音書	 10:11わたしはよい羊飼である。よい羊
飼は、羊のために命を捨てる。	
エペソ人への手紙	 6:1-4	 子たる者よ。主にあって両親
に従いなさい。これは正しいことである。「あなたの父
と母とを敬え」。これが第一の戒めであって、次の約束
がそれについている、「そうすれば、あなたは幸福にな
り、地上でながく生きながらえるであろう」。父たる
者よ。子供をおこらせないで、主の薫陶と訓戒とによっ
て、彼らを育てなさい。
へブル人への手紙	 12:9-11その上、肉親の父はわたした
ちを訓練するのに、なお彼をうやまうとすれば、なおさ
ら、わたしたちは、たましいの父に服従して、真に生き
るべきではないか。肉親の父は、しばらくの間、自分の
考えに従って訓練を与えるが、たましいの父は、わたし
たちの益のため、そのきよさにあずからせるために、そ
うされるのである。すべての訓練は、当座は、喜ばしい
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ものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しか
し後になれば、それによって鍛えられる者に、平安な義
の実を結ばせるようになる。
	

終わりの時

「終わり時」という主題は、クリスチャンにも、クリス
チャンでない人にも、旧約・新約聖書の中で予言的に語
られている時期であるとして知られています。この時期
については、様々な意見や見解があり、しばしば論じら
れるところですが、クリスチャンであるならば、この時
期が確実に訪れるということに、誰もが同意していま
す。以下は、イエスがマタイの福音書第24章の中で、お
わりのしるしとして語られた一連の予言的出来事の詳細
です。

終わりの時のしるし
知識が増し加わる
ダニエル書	12:4ダニエルよ、あなたは終りの時までこの
言葉を秘し、この書を封じておきなさい。多くの者は、
あちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。	
テモテへの手紙Ⅱ	 3:1,7しかし、このことは知っておか
ねばならない。終りの時には、苦難の時代が来る。彼女
たちは、常に学んではいるが、いつになっても真理の知
識に達することができない。
マタイの福音書	 24:14そしてこの御国の福音は、すべて
の民に対してあかしをするために、全世界に宣べ伝えら
れるであろう。そしてそれから最後が来るのである。

自然災害が多発する
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マタイの福音書	 24:7	 	 民は民に、国は国に敵対して立ち
上がるであろう。またあちこちに、ききんが起り、また
地震があるであろう。	
ルカの福音書	 21:26人々は世界に起ろうとする事を思
い、恐怖と不安で気絶するであろう。もろもろの天体が
揺り動かされるからである。
	

悪がはびこり戦争が多発する
テモテへの手紙Ⅱ	 3:1,13しかし、このことは知っておか
ねばならない。終りの時には、苦難の時代が来る。悪人
と詐欺師とは人を惑わし人に惑わされて、悪から悪へと
落ちていく。
マタイの福音書	24:6また、戦争と戦争のうわさとを聞く
であろう。注意していなさい、あわててはいけない。そ
れは起らねばならないが、まだ終りではない。	
マタイの福音書	 24:37人の子の現れるのも、ちょうどノ
アの時のようであろう。すなわち、洪水の出る前、ノア
が箱舟にはいる日まで、人々は食い、飲み、めとり、と
つぎなどしていた。
ルカの福音書	 21:25また日と月と星とに、しるしが現れ
るであろう。そして、地上では、諸国民が悩み、海と大
波とのとどろきにおじ惑い、

終わりの時には倒錯行為が頻発する
ルカの福音書	 17:28-30ロトの時にも同じようなことが
起った。人々は食い、飲み、買い、売り、植え、建てな
どしていたが、ロトがソドムから出て行った日に、天か
ら火と硫黄とが降ってきて、彼らをことごとく滅ぼし
た。人の子が現れる日も、ちょうどそれと同様であろ
う。
ローマ人への手紙1:24ゆえに、神は、彼らが心の欲情に
かられ、自分のからだを互にはずかしめて、汚すままに
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任せられた。
テモテへの手紙Ⅱ	 3:1-3しかし、このことは知っておか
ねばならない。終りの時には、苦難の時代が来る。その
時、人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語す
る者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知
らぬ者、神聖を汚す者、無情な者、融和しない者、そし
る者、無節制な者、粗暴な者、善を好まない者、裏切り
者、乱暴者、高言をする者、神よりも快楽を愛する者、
信心深い様子をしながらその実を捨てる者となるであろ
う。こうした人々を避けなさい。	

多くの人が信仰から離れる
テサロニケ人への手紙Ⅱ	 2:2-3霊により、あるいは言葉
により、あるいはわたしたちから出たという手紙によっ
て、主の日はすでにきたとふれまわる者があっても、す
ぐさま心を動かされたり、あわてたりしてはいけない。
だれがどんな事をしても、それにだまされてはならな
い。まず背教のことが起り、不法の者、すなわち、滅び
の子が現れるにちがいない。	
マタイの福音書	24:12		また不法がはびこるので、多くの
人の愛が冷えるであろう。
マタイの福音書	24:5,11,24多くの者がわたしの名を名の
って現れ、自分がキリストだと言って、多くの人を惑わ
すであろう。にせキリストたちや、にせ預言者たちが起
って、大いなるしるしと奇跡とを行い、できれば、選民
をも惑わそうとするであろう。	
テモテへの手紙Ⅰ	 4:1しかし、御霊は明らかに告げて言
う。後の時になると、ある人々は、惑わす霊と悪霊の教
とに気をとられて、信仰から離れ去るであろう。
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真のクリスチャンに対する迫害が増し加わ
る

マタイの福音書	 24:9-10そのとき人々は、あなたがた
を苦しみにあわせ、また殺すであろう。またあなたがた
は、わたしの名のゆえにすべての民に憎まれるであろ
う。そのとき、多くの人がつまずき、また互に裏切り、
憎み合うであろう。
ルカの福音書	 21:16-17しかし、あなたがたは両親、兄
弟、親族、友人にさえ裏切られるであろう。また、あな
たがたの中で殺されるものもあろう。また、わたしの名
のゆえにすべての人に憎まれるであろう。	

これらすべてのしるしが成就することの意
味
マタイの福音書	 24:33そのように、すべてこれらのこと
を見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りな
さい。
ルカの福音書	21:28	これらの事が起りはじめたら、身を
起し頭をもたげなさい。あなたがたの救が近づいている
のだから。	
ルカの福音書	 21:31-32このようにあなたがたも、これ
らの事が起るのを見たなら、神の国が近いのだとさとり
なさい。よく聞いておきなさい。これらの事が、ことご
とく起るまでは、この時代は滅びることがない。	
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