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キリストの働き
レッスン５

暗唱聖句：コリント人への手紙第１　１５：３—４

「私があなたがたに最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次

のことです。キリストは、聖書の示すとおりに私たちの罪のために死なれたこと、

また、葬られたこと、また聖書にしたがって三日目によみがえられたこと・・・」

みことばは っています。「そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負わ

れました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち

傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです。」（１ペテロ２：２４）

A. キリストの働きの必要性

なぜ私たち人間には、キリストの働きが必要なのでしょう。聖書は私たちにこの 問

の答えを与えてくれています。

1. 人間が神の前に有罪である６つの理由は何ですか？（ローマ３：１０—１２）
a.

b.

c.

d.

e.

f.

「すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず・・・」

ローマ３：２３

2. 人間は何の奴隷ですか？（ヨハネ８：３４）

3. 罪が最後にもたらすことは何ですか？（ヤコブ１：１５）

4. 私たちは何者で、誰に従い、どんな生き方をしていましたか？（エペソ２：

１ー３）

5. 不従順な子供たちには、誰からの怒りがありますか？（エペソ５：６）
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神は罪を見過ごされるでしょうか？

「律法の書に書かれてある、すべてのことを堅く守って実行しなければ誰でもみな呪

われる。」 ガラテヤ３：１０

レッスン３で学んだように、神はきよさを断 し、そのきよさと一致することを私た

ちに要求しています。しかし人間は次のようなものと直面しています。

＊罪・・・・・・・・・・・・・・・ローマ３：２３

＊自分を神の敵とする・・・・・・・ヤコブ４：４（後半）

＊悪 の力に支配される・・・・・・１ヨハネ５：１９

＊死と直面する・・・・・・・・・・ローマ６：２３

＊罪の宣告と神との永遠の別れ・・・２テサロニケ１：９

B. キリストの働きの代価

キリストは私たちのために大きな代価を支払われました。いったいその代価とは何だ

ったのでしょう。

1. ピリピ２：７ー８を読んでください。

a. キリストが地上に来た時なさった３つの事は何でしょう？

1)

2)

3)

b. イエスは自分自身をどのように卑しくされましたか？（８節）

2. イザヤ５３：３によると、地上にいるイエスに何が こりましたか？

3. 罪の赦しには何が必要ですか？（ヘブル９：２２）

4. 私たちを贖うために、キリストはどんな代価を支払いましたか？（１ペテロ

１：１８—１９）

5. キリストが十字架上で叫んだ 葉は何でしたか？（マタイ２７：４６）それ

はなぜですか？
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6. 神は十字架上のキリストに何をなさいましたか？（イザヤ５３：６）

C. キリストの働きがもたらすこと

イエス・キリストは罪の報 を支払うために、地上に来られました。その報 とはキ

リストご自身の命でした。そして自らの意志で自分の命を捨てたのです。（ヨハネ１

０：１１、１７—１８）イエスが犠牲になることがすべての罪を取り除く唯一の方法
でした。（ヘブル９：１２）

1. イエスの死によって、成し遂げられたことを書き出してください。

a. １ペテロ３：１８

b. ローマ５：１８

c. ２コリント５：２１

d. ガラテヤ１：４

e. エペソ１：７

f. ローマ６：６ー７
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D. イエス・キリスト：人間の持つ問題の 決

人間の救いは十字架の上でのキリストの働きとよみがえりにあります。ですからペテ

ロはイエス・キリストを宣べ伝えて いました。「この方以外には、だれによっても

救いはありません。世界中でこの御名のほかには私たちが救われるべき名としては、

どのような名も、人間には与えられていないからです。」（使徒の働き４：１２）

このレッスンですでに学んだことを参考に、キリストが人間の問題をすべて 決して

下さることに注目してください。

問題 決 みことば
Ａ．人間が有罪である

正しい者はいな

い
「ひとりの従順によって多くの人が義

人とされるのです。」

ローマ 5:25

神を理 しない 「神の御子が来て、真実な方を知る理

力を私たちに与えてくださったこと

を知っています。」

１ヨハネ 5:20

神を求めない 「人の子は、失われた人を捜して救う

ために来たのです。」

ルカ 19:10

道からそれた 「あなた方は、・・・さまよっていまし

たが今はたましいの牧者である方のも

とに帰ったのです。」

１ペテロ 2:25

役にたたない 「これらがあなたがたに備わり、ます

ます豊かになるなら、あなたがたは、

私たちの主イエス・キリストを知る点

で、役にたたないものとか、身を結ば

ない者になることはありません。」

２ペテロ 1:8

良い行いをしな

い

「私たちは神の作品であって、良い行

いをするためにキリスト・イエスにあ

って作られたのです。神は私たちがよ

い行いに歩むようにその行いもあらか

じめ備えて下さったのです。」

エペソ 2:10

Ｂ．罪の奴隷である 「イエスは罪と死の原理からあなたを

放したからです」

ローマ 8:2

Ｃ．死と直面する 「わたしのことばを聞いて、わたしを

わした方を信じるものは、永遠の命

を持ち・・・」

ヨハネ 5:24

Ｄ．神の罰と直面する 「・・・キリストの血によって義と認

められた私たちが、彼によって神の怒

りから救われるのは、なおさらのこと

です。」

ローマ 5:9
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りから救われるのは、なおさらのこと

です。」

E. キリストの働きの主旨

神がキリストを通してなされた働きは、主権者なる神が目的を持ってなした働きです。

聖書は、なぜ神が私たちに救いを与えてくださったのか教えています。

1. 神はどうして人間を救ったのですか？（ヨハネ３：１６、ローマ５：８）

2. 人間の救いに見られる神の属性は何ですか？（１ペテロ１：３）

3. 神が救いを与える理由は何ですか？（エペソ１：１２）

F. キリストの働きの継続

カルバリでのキリストの死が贖いの業を完了したのです（ヨハネ１９：３０）。しか

し救いのストーリーは終わっていません。墓に入れられたはずのキリストはそこには

いません。イエス・キリストは今も生き、私たちのために始められた働きを続けてい

るのです。（ピリピ１：６）

1. キリストはどのように神の御子と示されましたか？（ローマ１：４）

2. 罪のきよめを成し遂げた後、キリストはどのように誉め称えられましたか？

（ヘブル１：３）

3. 私たちはアダムの罪を通して 的死を経験します。キリストの復活によって

私たちはどんな利益を得ましたか？（１コリント１５：２１—２１）

聖書はキリストのよみがえりを「初穂」と記しています。これは旧約で使われた 葉

で、収穫から取り分けられた初穂が主にささげられたことを指します。新約で使われ

る場合は、さらに続く収穫への契約です。そして、キリストの復活は、それに続く復

活のあることを約束しています。（１コリント１５：２０—２２；１ペテロ１：３）
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4. キリストによって私たちが神に づいた今、イエスは何をされていますか？

（ヘブル７：２５）

5. キリストだけが持っている役割は何ですか？（１テモテ２：５）

6. イエスは去られる前にどんな約束をされましたか？（ヨハネ１４：３）

G. 適用

キリストがだれかという事実を知らされたとき、ある人達は信じていたものや、生き

方に誤りがあったことに気付きます。イスラエルの人々の目が真理に対して開かれた

ときと同じように、心に深く罪を悟るのです。

「人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、『兄弟たち。私たちは

どうしたらよいでしょうか。』といった。」 使徒の働き２：３７

あなたに何ができるでしょうか？

! 罪を犯していたこと、そして神に受け入れられる者でないことを認める。

! 罪を悔い、救っていただけるようにイエスの名を呼ぶ。

! あなたのために流された血によっての赦しを求める。

! 神があなたの人生の主権者であることを認める。

! 神の愛と恵みに感謝する
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救い
レッスン　６

暗唱聖句：エペソ人への手紙　２：８—１０

「あなたがたは恵のゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たこ

とではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。だれも ることのな

いためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスに

あって造られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあら

かじめ備えてくださったのです。」

A. 救いにおいての神の主権

神は私たちに救いを与えてくださいます。そして聖書は、救いに関しても神が主権者

であることを教えています。

1. 救いの 画

a. ローマ８：２９ー３０を読み、神がどのように救いに導くか、その様子

を書き出してください。

! ２９節 神は人々を 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

! ３０節 神は人々を 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

! ３０節 神は人々を 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

! ３０節 神は人々を 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

b. エペソ１：４ー６を読んで次の 問に答えてください。

1) 世界が築かれる前からの神のご 画とは何でしょうか？（４節）

2) 救いに関する神の 画の目的とは何でしょう？（６節）

恵みとは、神がその主権と意志によって働かせた愛とあわれみのゆえに、人間の本性

や行いにかかわりなく、イエスの死と復活によって救いを授け、その救いを栄光に至

るまで守ってくださることです。 ジョン・マッカーサー

2. 神は救いの 画を実行する

神の啓示

「私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、世々にわたって い間

されていたが、今や現されて、永遠の神の命令に従い、預 者たちの書によって、信

仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなたが

たを堅く立たせることができる方、・・・」 ローマ１６：２５—２６

a. ヨハネ１６：８で、神（聖 ）は罪について何をするとありますか？
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b. なぜ、罪の自 が必要なのでしょうか？（エレミヤ１７：９、ローマ３：

１０ー１９）

c. 真理を知ることができるようになる前に何が必要でしょうか？（２テモ

テ２：２５）

d. 誰がそれを与えますか？

e. ヨハネ１：１２ー１３を読んでください。誰が私たちに神の子となる特

権を与えますか？

この特権は、私たちの身分（血によって）や努力（肉の欲求）でもなく、ましてや私

たち自身の意志（人間の欲求）で与えられるのでもないということに注目してくださ

い。

f. 誰が信者を成 させますか？（１コリント３：１６）

g. 誰がよみがえらせてくださいますか？（１コリント６：１４）

3. 神は 画を達成される

a. もう一度ローマ８：２９を見て見ましょう。最終的に私たちは誰の姿に

なるとありますか？

b. 信者一人一人に何が こりますか？（ピリピ３：２０—２１）

c. 神の子に対してのキリストの望みとは何ですか？（ヨハネ１７：２４）

B. 回心
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民数記２１：４—９は、イスラエルの民が神に罪を犯し、多くの者が神の送った蛇に
かまれて死んだことを記 しています。人々は自分たちの罪に気づき、蛇から救い出

してくれるよう頼みました。そこで神はモーセに、 の蛇を旗竿の上につけるよう

に命じ、蛇にかまれた人でもそれを見ることによって救われるようにされました。こ

れは回心を例証しています。神は今、旗竿の上の蛇の代わりに私たちの罪のために十

字架上の神の子キリスト・イエスを与えて下さったのです。

1. 罪の確信

a. 人間の罪深さを気付かせるために神は何を与えていますか？（ローマ

３：２０）

b. キリストを十字架にかけたことの誤りに気づいた人々の心はどのようで

したか？（使徒の働き２：３６—３７）

2. 罪の悔い改め

a. なぜ取税人は宮で神を必要としていたのですか？（ルカ１８：１３）

b. ２コリント７：９—１０を読んでください。
1) 神のみこころにそった悲しみから何が生じますか？

2) それは何に至りますか？（１０節）

悔い改めるとは、罪に背を向け神に向かうことです。

3. 神に向かう

蛇にかまれた人が旗竿の上の蛇を見たとき、その人の信仰は働いていたので

す。

a. 主の御名を呼び求める人には何が約束されていますか？（ローマ１０：

１３）

b. 救いには信仰が必要です。ローマ１０：８—１１を読んで次の 問に答

えてください。

1) 何を告白しなければなりませんか？（９節）

2) 何を信じなければなりませんか？（９節）

信仰とは、イエス・キリストを信頼し、離れず、受け入れることです。
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4. 義の奴隷になる

a. ローマ８：１ー２を読んでください。

1) キリストを信じる者にとって、罪の罰は何ですか？（１節）

2) キリストにある者は　　　　と　　　　から 放されます。

b. 罪から 放されたとき、信じる者は何になるとありますか？（ローマ６：

１８）

c. そして何を得ますか？（ローマ６：２２）

聖化とはイエス・キリストの姿に変えられていくプロセスです。

C. 救いの証拠

確かにクリスチャンであるということを証明する３つの重要な証拠は、信仰の働き、

愛の労苦、望みの忍耐です。（１テサロニケ１：３—４）

1. 働く信仰

a. 本当の信仰とは何ですか？

1) ヤコブ２：１８

2) １ペテロ１：６—７

b. 神は何のために信者を備えましたか？（エペソ２：１０）

c. ヘブル１０：３９によると本当の信仰を持つ者は・・・

2. 労苦する愛

a. 信仰のほかに、神は何を忘れないとありますか？（ヘブル６：１０）

b. キリストを信じる者の生活の中で、何が愛の源ですか？（ローマ５：５）

c. 神から生まれている者には、どんな特徴がありますか？（１ヨハネ４：

７—８）

d. 本当のキリスト者はどのように愛を示しますか？（１ヨハネ３：１８—
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１９）

3. 耐え忍ぶ希望

a. イエスはどんな人が救われたと っていますか？（マタイ１０：２２）

b. 何が動機で私たちは耐えることができますか？（１テモテ４：１０）

c. クリスチャンの持つ希望とは何ですか？

1) ガラテヤ５：５

2) １テサロニケ５：８

3) テトス３：７

4. ３つの残るもの

パウロがコロサイの人々について気づいた３つの点は何ですか？（コロサイ

１：４—５）
1)

2)

3)

D. 適用

神は救いにおいて主権者です。キリスト者は自分自身の価値からではなく、神の目的

と恵によって救われるのです。（エペソ１：１３—１４）

1. 誰が救いをもたらすのかに気づいたとき、どのように応答することができま

すか？（詩篇１１６：１２—１３）

2. 誤った応答とはどんなものでしょうか？（ローマ６：１）

本当のキリスト者は、罪を悔い改め、キリストを信じて従う決心をしたがゆえに、悪

から離れるようになります。そして、神に服従し、キリストに従う生き方をするよう

になります。
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詩篇１１６：１６—１７を読んでください。ここからどんな事を適用できますか？
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聖 の人格と働き
レッスン　７

暗唱聖句：ヨハネの福音書　１４：１６

「わたしは父にお いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主をあなたがたに

お与えになります。」

A. 人格を持つ聖 （御 ）

1. 聖 は一人格として認められています。

聖 には人格を無視する「それ」ではなく、人格を示す「その方」という表

現が使われています。ヨハネ１４：１７で聖 は何回「その方」と呼ばれて

いますか？　　　回

2. 人格的特

a. 知性：現実を知り、理 する能力があります。

1) 聖 には何ができますか？（ローマ８：２７）

2) 聖 は何を探られますか？（１コリント２：１０）

3) 聖 は何を知っていますか？（ １コリント２：１１）

b. 感情：聖 は感情を持っています。聖 が持っている感情にはどのよう

なものがありますか？（エペソ４：３０）

c. 意志：聖 は判断力や決定的に行動する能力を持っておられます。次の

箇所で表示されている聖 の判断を書き出してください。

1) １コリント１２：７、１１

2) 使徒の働き１３：２

3) 使徒の働き１５：２８

B. 神である聖

1. 属性

聖 の神性を示す属性

全知性：イザヤ４０：１３—１４ 永遠性：ヘブル９：１４

遍在性：詩篇１３９：７ 真実性１ヨハネ５：７、ヨハネ１６：１３

2. 聖 の神性の立証

a. 聖 の神性を立証する 葉を書いてください。（２コリント３：１７）
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b. 使徒の働き５：３—４によると聖 を欺くのは何をするのと同じです

か？

C. 聖 の働き

1. 詩篇１０４：３０によると聖 はどんな働きをしておられますか？

2. ２ペテロ１：２０—２１によると聖 はどんな働きをしていますか？

聖 はキリストについて証しています。

イエスがキリストであると証明しています。 ヨハネ１５：２６

キリストを明らかに示しています。 ヨハネ１６：１４

ご自分については話しません ヨハネ１６：１３

D. 救いに関する聖 の働き

神の救いの 画の中での働きが、聖 の働きのなかでも最も重要な働きの一つです。

1. 聖 はどんな特別な働きをなさいますか？（ヨハネ１６：７—８）

2. 罪人は誰によって生まれ変わらなければ神の国にはいることができないので

すか？（ヨハネ３：５ー８）

3. 人が救われるとき、聖 はどんな働きをなさいますか？

a. テトス３：５ー６

b. １コリント１２：１３

聖 によるバプテスマは救われたときに一度だけ こります。

c. 聖 はどのように信者の救いを保証しますか？（エペソ１：１３—１４）

聖 の証印

証印は古代から使われていたもので、そのほとんどは指輪に仕組んであったり、円柱

型のものに所持者の名前や特定の模様を刻んであったりして、物に印をつけるのに使

われていました。日本の「印鑑」のように、時には所有権を示し、時には書 などの

真正性を示し、また、時には商標の役目までも果たしていました。証印は所有権と安
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全性を示したのです。これは、私たちにとって将来の恵の保証です。私たちのうちに

聖 がいてくださることによって、神の約束してくださったことがすべて成就するこ

とを神が保証してくださっているのです。なんと素晴しい確信でしょう。

E. 信者に対する聖 の働き

1. 聖 と信者との間にどんな関係がありますか？（ローマ８：９）

2. クリスチャンに聖 が内住しないことは可能ですか？

3. 信者に対する聖 の働きはほかに何がありますか？（１コリント２：１２—
１３）

4. 聖 に関して信者すべてにどんな命令が与えられていますか？

a. エペソ４：３０

b. １テサロニケ５：１９

c. エペソ５：１８

聖 に満たされる

聖 に満たされているとは、聖 の総合的な支配のもとにあるということです。聖

に満たされるためには、罪を告白し、意思、知性、体、時間、才能、財産、 望すべ

てを神に譲り渡さなければなりません。聖 に満たされるとは、みことばに浸ってい

ることです。みことばに浸っていれば私たちの考えや行動はみことばによって支配さ

れます。 ジョン・マッカーサー

5. クリスチャンが罪を犯さないようにするにはどうすればよいのでしょうか？

（ガラテヤ５：１６）

6. 信者が聖 に満たされているとき、その人は聖 の実を実らせます。ガラテ

ヤ５：２２—２３をよく読んで聖 の実を書き出してください。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

あなたの生活にこれらの特 は現われていますか？

F. 適用

１コリント６：１９—２０でパウロはこう書いています。「あなたがたのからだは、あ
なたがたのうちに住まれる、神から受けた聖 の宮であり、あなたがたは、もはや自
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分自身のものではないことを、知らないのですか。あなたがたは、代価を払って買い

取られたのです。ですから自分のからだをもって、神の栄光を現しなさい。」

1. これはあなたにどんな意味がありますか？

2. 自分の体をもって、神の栄光を現すには何をする必要がありますか？
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信者と祈り
レッスン　８

暗唱聖句：ピリピ人への手紙　４：６—７

「何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感謝をもってささげる祈りと いによっ

て、あなたがたの いごとを神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての

考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスによって守って

くれます。」

祈りの目的は神の主権に対する私たちの従順と、神の真実さに対する私たちの信頼を表

わすことです。祈りは愛であり、最 の知恵をもっておられる神に、私たちの心の内を

知っていただく方法です。神はすべてをご存じなので、祈りは、神に報告をするための

ものではありません。祈りを通して、私たちは神を礼拝し、すべてを与えてくださる方

として認め、神と謙虚な交わりをもつことができるのです。

A. 祈りの本

1. 信者にとって祈りは毎日実行することによって身につける 的な教練です。

a. 弟子たちはイエスに何を求めましたか？（ルカ１１：１）

b. ローマ８：２６を読んでください。

1) 使徒パウロによると私たちの祈りを助けてくれるのはだれですか？

2) 何を祈ってよいのかわからないときには、上の答えからどうすれば

よいと思いますか？

2. 祈りは神との親密な交わりです。聖書は神が私たちの内心の戦いを思いやっ

て下さると っています。

a. 詩篇３４：１５は神について何を っていますか？

b. どのように神に づくようにと勧められていますか？（ヘブル４：１６）

c. ダビデは祈りを通して神の御前にどんなことを表現しましたか？（詩篇

１４２：２）

d. 信者には神の御前に出る特権が与えられていますが、伝道の書５：１—
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２は何について忠告していますか？

e. １ペテロ５：６—７は信者にどのような慰めを与えてくれますか？

3. 祈りは有効です。祈りは事の次第や人を変えることができます。結果を期待

して祈ることが勧められています。

a. 使徒の働き１２：５で教会は何のために祈りましたか？

b. 期待していなかったにもかかわらず、何が こりましたか？（使徒の働

き１２：７）

c. 祈りの結果として、答え以外に、神は私たちに何を与えてくださいます

か？（ピリピ４：６ー７）

義人の祈りは働くと大きな力があります。（ヤコブ５：１６）

B. 祈りの実

1. 聖書を通して神は信者が忍耐強く祈ることを奨励し、命令しています。

a. 弟子たちはいつも祈るように教えられていますが、何をしてはいけない

と われていますか？（ルカ１８：１）

b. キリスト・イエスにあって信者に対する神のみこころは何ですか？（１

テサロニケ５：１７）

c. 信者はいつ祈るべきでしょうか？（エペソ６：１８）

2. 聖書は神が与えた祈りの手引き書です。自分の祈りの生活を築き上げていく

のに必要な指針を聖書から見い出すことができます。

a. 忍耐強く祈れば何を期待できるとイエスは弟子たちに教えられました

か？（ルカ１１：５—１０）
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b. 祈りが答えられる条件としてイエスは何を教えられましたか？（ヨハネ

１５：７）

c. 私たちの祈りの確信は何に基づくべきですか？（１ヨハネ５：１４）

イエスが教えられた祈りの型：マタイ６：９—１３

神に祈る 天にいます私たちの父よ。

神をあがめる 御名があがめられますように。

従順を示す 御国が来ますように。みこころが行われますように。

拠り頼む 日ごとの糧をお与え下さい。

悔い改める 負いめをお赦しください。

信頼する 試みに合わせないで悪よりお救い下さい。

3. 次の聖句を引いて、祈りの答えの妨げになるものを書き出しなさい。

a. 詩篇６６：１８

b. ヤコブ４：３

c. １ペテロ３：７

祈りの大切な分野

礼拝 神ご自身について考え、その属性と威厳とキリストを贈って下さったことを

誉めたたえましょう。

告白 神の前で罪を認めましょう。正直で謙 であることが必要です。神はあなた

のすべてを知り、愛して下さっていることを忘れないでください。

感謝 神が与えて下さったものすべてに対して感謝しましょう。自分の嫌なことに

対してもそうです。感謝の目から神の目的が見えてきます。

祈 具体的なことを いましょう。まずは人のために祈ってから自分のために祈

りましょう。

この４つの分野のバランスを良く考えながら祈りましょう。

C. 祈りと戦い

1. 祈りはしばしば重労働であることがあります。しかし、どんな犠牲を強いら

れても祈ることを怠ってはいけません。
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a. イエスは十二弟子を選ぶ前にどれだけ祈られましたか？（ルカ６：１２）

b. ゲッセマネの園でのイエスの祈りの激しさはどのようなものでしたか？

（ルカ２２：４４）

c. 祈りに集中するとき、気を付けなければならないことは何ですか？（コ

ロサイ４：２）

2. 失望や欲求不満に陥ったときでも、祈りを通して神に づくことができます。

a. ダビデはどうして失望していましたか？（詩篇１３：１—２）

b. 詩篇２２：２でダビデは何を訴えていますか？

c. 祈りは神の主権によって制御されています。祈りの答えは神の目的によ

って決まります。

1) 2 コリント１２：７—９を読んでください。
a) パウロは何のために祈りましたか？

b) そのために何回祈りましたか？

c) 神はパウロの いにどう答えられましたか？その理由は何です

か？

2) マルコ１４：３５—３６を読んでください。
a) イエスは間もなくやって来ようとしているご自身の苦しみの時

について、何を父なる神に求められましたか？

b) しかし、何をする意志を持っていましたか？

D. 適用

「祈りの大切な分野」に基づいて簡単な祈りを書いてください。
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感謝と、祈りの答えを与えられるという確信を持って、神の最善のご 画にあなたの

いを委ねましょう。
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教会：交わりと礼拝
レッスン　９

暗唱聖句：ヘブル人への手紙　１０：２４-２５

「また、互いに勧め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。

ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、か

の日が づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。

A. 公同の教会
「教会は物体的な建物ではなく信者の集まりである。教派でも、宗派でも、団体でもな

く、 的なからだである。教会は組織ではなく、親交であり、一体の交わりであり、

すべての信者を含む。」 ジョン・マッカーサー

1. コロサイ１：１８とエペソ５：２３を読んでください。

a. 教会でのキリストの地位（立場）は何ですか？

b. 教会はどのように描写されていますか？

2. キリストはどんな代価を支払って、教会を買われましたか？（使徒の働き２

０：２８）

3. 人はどのようにしてキリストのからだのメンバーになるのですか？

a. コロサイ３：１５・・・あなたがたも　　　　　一体となったのです。

b. １コリント１２：１３・・・一つのからだとなるように一つの御 によ

って　　　　　　　を受け．．．．。

B. 地域の教会
新約聖書は信者が少数のグループでキリストを礼拝し、御 葉の 戒を受け、お互い

の必要を満たし合い、祈り合い、伝道するために集まったことを記しています。

1. 初期の地域教会の様子

a. 教会堂ができる前、信者はどこで集まりましたか？（ローマ１６：５、

１コリント１６：１９）

b. 何曜日に集まりましたか？（使徒２０：７）

c. 初期の教会が熱心にしていたことを４つ上げて下さい。（使徒２：４２）

（１）　　　　　　　　　　 （３） 　　　　　　　　　
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（２）　　　　　　　　　　 （４） 　　　　　　　　　

2. 地域教会の組織

a. 神は賜物を持った人々を教会に与えられました。（エペソ４：１１—１
２）

1) その人達はどんな人ですか？

2) 神はどんな目的でこれらの人々を教会に与えられましたか？

b. 監督になるための条件が１テモテ３：１－７とテトス１：６—９に上げ
られています。

1) 監督の主な責任は何ですか？（１ペテロ５：１—２）

2) 監督に対する信者の責任は何ですか？（ヘブル１３：１７）

c. 執事

執事に使われている 葉は「仕える者」という意味です。監督のもとで

執事は群れの必要を満たすために務めなければなりません。執事の資格

を持つための条件は１テモテ３：８—１３にあります。

d. 教会のメンバー

1) ヘブル１０：２５は何を怠るなと 告していますか？

2) 神のみことばを る人々の何を見習いなさいと命令されています

か？（ヘブル１３：７）

3) 教会の他のメンバーたちに対して私たちはどうふるまえばよいので

しょうか？（１コリント１２：２５）
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e. みことばを教える使命を受けている人の生活はどう維持されるべきです

か？

1) １コリント９：１４

2) ガラテヤ６：６

C. 交わり
キリストのからだである教会の交わりを表わす 葉として、聖書はギリシャ の「コ

イノニア」という 葉を使っています。この 葉は「協力して共通の目的を果たす」

という意味です。ラテン の同等の 葉は「コミュニオ」で、一体になるような親密

な交わりを意味します。この交わりは信者同士の交わりと信者と神との交わりを両方

含みます。

1. すべての地域の教会に神は何を望んでいらっしゃいますか？（１コリント

１：１０）

2. エペソ４：２ー３を読んでください。

a. 一致を保つためには何をしなければなりませんか？（２節）

b. 私たちの責任は何ですか？（３節）

3. ピリピ２：１-４を読んでください。教会の中で一致を保つ為の になるもの

は何ですか？（３節）

4. 信者は次のものと交わりを楽しめると聖書は明確に教えています。

l 父なる神: １ヨハネ１：３

l 子なる神: １ヨハネ１：３

l 聖 なる神: ２コリント１３：１３

l 他の信者: １ヨハネ１：７

しかし、真の交わりが不可能なものもあります。それは誰ですか？（２コリ

ント６：１４-１５）
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5. キリストのからだである教会の交わりは、互いの生活を分かち合うことを必

然的に含みます。下記の箇所にクリスチャンが互いに仕え合う面が上げられ

ています。それを書き出してください。

a. ローマ１４：１９

b. ガラテヤ５：１３

c. ガラテヤ６：２

d. ヤコブ５：１６

6. 教会の中で互いに奉仕できるように神は一人一人のクリスチャンに何を下さ

いますか？（１ペテロ４：１０-１１）

D. 礼拝
礼拝は基本的には神の測り知れない価値を認めることです。神の性 のゆえに、神に

敬意を払うときに私たちは神を礼拝します。礼拝は神の本性、属性、働きを認 し、

感謝の心から礼拝と、崇めと、服従を捧げるのです。

1. 神は真の礼拝者を求めておられます。ヨハネ４：２３ー２４を読んでくださ

い。どのように神を礼拝すべきだと書いてありますか？（２４節）

神を真実に正しく礼拝するためには、神の属性や働きについて学び、神を知るよう

に努めなければなりません。

2. 神は私たちの最も尊い礼拝に値するお方です。ヨハネの黙示４：１０-１１を
読んで次の 問に答えてください。

a. 神は何を受けるにふさわしい方ですか？

b. どうしてですか？

c. 礼拝は 美を含みます。詩篇の著者は神をどのようにして礼拝すべきだ

と っていますか？（詩篇６６：４）



浜寺聖書教会 信仰の基礎

教会：交わりと礼拝

53

d. 礼拝には敬虔な心が必要です。

1) モーセはどのようにして神を礼拝しましたか？（出エジプト３４：

８）

2) 次の聖句の中で敬虔な心はどのように表わされていますか？

l 出エジプト３４：１-９

l ルカ７：１-７

l ヨハネの黙示１：９-１８

「さあ、主に向かって、喜び歌おう。われらの救いの岩に向かって、喜び叫ぼう。感

謝の歌をもって、御前に進み行き、賛美の歌をもって、主に喜び叫ぼう。主は大いな

る神であり、すべての神々にまさって、大いなる王である。地の深みは主の御手のう

ちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの。主がそれを造られた。陸地も

主の御手が造られた。来たれ。私たちは伏し拝み、ひれ伏そう。私たちを造られた方、

主の御前にひざまずこう。」 詩篇９５：１-６

E. 聖 式

イエス・キリストは教会に２つの礼典をお与えになりました。その一つは聖 式で、も

う一つは洗礼式です。

1. 聖 式はキリストの死を記念して行われます。１コリント１１：２３-２６を
読んで次の 問に答えてください。

a. パンは何を記念していますか？

b. 杯（ぶどう ）は何を記念していますか？

c. 聖 式に参加するたびにあなたは主の死を宣 しています（１コリント

１１：２６）。この真理に基づいて１コリント１１：２７-３０はどんな

告をしていますか？

F. 適用

1. あなたはキリストのからだの一員ですか？

2. あなたは地域の教会の一員ですか？

3. この学びの結果、どのように神により良い礼拝を捧げようと思いますか？
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伝道と信者
レッスン　10

暗唱聖句：ペテロの手紙第一　３：１５

「むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある

希望について説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさ

い。」

A. 伝道の指令

1. マルコ１６：１５によると弟子たちは何をするべきでしたか？

2. マタイ２８：１９-２０で、弟子づくりの局面が３つ上げられています。それ

らは何ですか？

l 

l 

l 

3. イエスは何があらゆる国の人々に伝えられなければならないとおっしゃいま

したか？（ルカ２４：４６ー４７）

4. パウロは人々に何を伝えるようにと いましたか？（使徒２２：１５）

B. 伝道の良い知らせ：福音

1. １コリント１５：３-４によるとパウロの った福音はどのようなものです

か？

l 

l 

l 

2. パウロは何を恥としないと いましたか？（ローマ１：１６）

3. それはなぜですか？

C. 伝道の要点

1. 救いを得るにはイエス・キリストについて何を信じなければなりませんか？

a. 1 ヨハネ１：１

b. ヨハネ１４：６
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c. 使徒４：１２

2. 次の聖句は福音を伝えるのに重要な聖書の箇所です。各聖句を引いて要点をま

とめてください。

a. ローマ３：２３

b. ローマ６：２３

c. ローマ５：８

d. １ペテロ２：２４

e. ローマ１０：９

f. ヨハネ１：１２

ほとんどの人は次のことを理 していません。

l 人は自分を救うことができない。マルコ１０：２６-２７

l 神はきよい、義なる方であって、罪を憎んでおられる。ヨハネ１６：１

４

l イエス・キリストは神であられる。コロサイ２：９

l キリストの十字架の死は私たちの罪のためであった。１ペテロ３：１８

l キリストは神の贈り物として永遠の命を与えて下さる。ローマ６：２３

D. 伝道の手段

1. 生き方を通して証しする。

a. 私たちはどんな生き方をするべきですか？

人々はあなたの贖われた生活を通してあなたの贖い主を見るのです。

b. マタイ５：１６を読んでください。

1) クリスチャンが輝かしく生きるとき、他の人に見えるのは何ですか？

2) その結果は何ですか？

c. コロサイ４：６によると、クリスチャンは人々とどのように話すべきです

か？
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2. 祈り

a. パウロが人のために祈ったとき、心にあったことは何ですか？（ローマ１

０：１）

b. パウロはコロサイの人々に何を祈ってほしいと頼みましたか？（コロサイ

４：３）

c. 人に神のみことばを るとき、特に迫害が こりそうなとき、神に何を下

さいと祈るべきですか？（使徒４：２９）

「そこで、まず初めに、このことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての

い地位にある人たちのために い、祈り、とりなし、感謝がささげられるようにしな

さい。・・・そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、

喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んで

おられます。」 １テモテ２：１、３-４

3. みことばを使う

a. みことばは何をしますか？（ヘブル４：１２）

b. パウロは伝道にみことばをどう使いましたか？（使徒１７：２-３）

c. みことばにどんな力がありますか？（２テモテ３：１５）

私たちはどんな状況に立たされても、キリストについて話す備えができていな

ければなりません。福音の要点をしっかりとつかんでいなければなりません。

神のみことばに信頼していなければなりません。

「・・・あなたがたのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでもいつで

も弁明できる用意をしていなさい。」（１ペテロ３：１５）

祈りながら機会を捜しましょう。

E. 適用

キリストを伝えたい人の名前を何人か書きましょう。そして、この人たちのために定期
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的に祈り、みことばを分かつ機会に備えましょう。神御自身が罪を自 させる働きをな

してくださいますから、神に信頼しましょう。
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御 の賜物
レッスン１１

暗唱聖句：コリント人への手紙第一　１２：７

「しかし、みなの益となるために、おのおのに御 の現われが与えられているのです。」

教会内で奉仕ができるように、神は信者に御 の賜物を与えています。ここで使われ

ているギリシャ の 葉は２つありますが、それは「カリスマタ」と「ヌマティカ」

です。「カリスマタ」の 源は、「カリス」で、「恵み」を意味します。「恵み」は不相

応であり、値しないものに与えられるものです。「ヌマティカ」は 的なもの、あるい

は聖 によって与えられるものを意味します。このレッスンでは、いろいろな聖 の

賜物と、教会の中でのそれらの働きをとりあげます。

A. 御 の賜物の本性

1. 的な賜物の源は何ですか？

a. １コリント１２：１１

b. １コリント１２：２８

2. 的な賜物はだれに与えられますか？（１ペテロ４：１０）

3. 御 の賜物が与えられる目的は何ですか？

a. １コリント１２：４-７

b. １コリント１４：１２

c. １ペテロ４：１０-１１

B. 御 の賜物の授与

1. みことばの中に御 の賜物のリストがあります。書き出してください。

a. １コリント１２：８-１０

1) 　　　　　　　 2) 　　　　　　　 3) 　　　　　　　

4) 　　　　　　　 5) 　　　　　　　 6) 　　　　　　　

7) 　　　　　　　 8) 　　　　　　　 9) 　　　　　　　

b. １コリント１２：２８（後半）

1) 　　　　　　　 2) 　　　　　　　 3) 　　　　　　　

4) 　　　　　　　 5) 　　　　　　　

c. ローマ１２：６-８

1) 　　　　　　　 2) 　　　　　　　 3) 　　　　　　　
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4) 　　　　　　　 5) 　　　　　　　 6) 　　　　　　　

7) 　　　　　　　 8) 　　　　　　　

2. 御 の賜物の理

御 の賜物の果たすべき役割をより良く理 するために、御 の賜物を大き

く２つに分けました。１つは一時的なもので、もう一つは継続的な賜物です。

一時的な賜物

使徒や預 者の証 を立証するために、一時的な賜物が与えられました。

初代教会の時代には盛んでしたが、教会が確立されるにしたがってすたれ

ていきました。

! 奇蹟

不思議なことや、超自然的な”しるし”を行うことができる賜物です。

みことばはキリストの数々の奇蹟を記 しています。パウロも使徒の

立場を立証するために奇蹟を行いました。

! 癒し

使徒たちはこの賜物を持っていました。この賜物は、彼らのメッセー

ジが神からのものであることを証明し、教会の設立に大いに役立ちま

した。

! 異 と異 の 釈

これは話し手が知らない で るときに現われる賜物です。（使徒

２：１-１１参照）この賜物には 釈の賜物がともなう必要がありまし

た（１コリント１４：２７-２８）。

継続的な賜物

教会を建て上げるために聖 がお与えになる賜物です。これらは初代教会

でも盛んに用いられていましたし、今でも教会において使われている賜物

です。

! 預

神のみことばを伝える賜物です。未来を予 することだけに制限され

ません。

! 教え

みことばを学び、それを教える賜物です。著者の意図する真理を説き

明かし、それを聞く人に分かちます。

! 信仰

偉大なこと、人の力によってはかなわないことを神に期待する信仰で

す。祈りの賜物とも呼ばれています。

! 知恵

みことばより授かった知恵を適用して善と悪を判断し、信者に伝える

賜物です。

! 知

みことばにある事実を理 する賜物です。人間の視点から見ると、学

、またはみことばの真理を広く、深く知ることができることを指し
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ます。

! 見分ける

聖 からのものとそうでないものとを見分ける賜物です。真理と誤り

を 別し、教会を守る役割があります。

! あわれみ

的に、物 的に、また精神的に必要のある人々に深い思いやりを示

す賜物です。

! 奨励

人を励まし、動機を与えるものです。この賜物を持っている人は、愛

を持って他の人を慰め、 的な成 とより強い決心を促し、行ってい

くように励まします。カウンセラーとして教会で働く人には欠かせな

い賜物です。

! 与える

物 的なものを、教会の必要に応じて分け与える賜物です。

! 管理／指導

群れの中の様々なことを管理し、導いていく賜物です。

! 助け

状況に応じて、必要な助けをし、お互いの重荷を負い合う賜物です。

! 奉仕

事の給仕や設備の維持などでキリストのからだを助ける賜物です。

C. 御 の賜物の行使

1. ローマ１２：６-８に見られる原則とは何ですか？

2. １コリント１３：１-７を読んで次の 問に答えてください。

a. あなたの賜物が誤用され無益なものとなるのはどのような時ですか？

（１-３節）

b. あなたの賜物は愛のうちに用いられるべきだとみことばは教えています。

そのためにどのような基準を守ればよいかをみことばは教えています。

１５の基準を書き出してください。（４-７節）

a) 　　　　　　　 b) 　　　　　　　 c) 　　　　　　　

d) 　　　　　　　 e) 　　　　　　　 f) 　　　　　　　

g) 　　　　　　　 h) 　　　　　　　 i) 　　　　　　　

j) 　　　　　　　 k) 　　　　　　　 l) 　　　　　　　

m) 　　　　　　　 n) 　　　　　　　 o) 　　　　　　　

3. １コリント１２章は御 の賜物の教会における重要性を明らかにしています。

２５節では、どのような態度を持って賜物を活用すべきだと教えていますか？
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4. エペソ４：１１ー１６を読んでください。キリストの体である教会を成 さ

せるものは何ですか？

D. 適用

1. あなたの賜物の発見

クリスチャンはキリストの体のメンバーとして、賜物の有無にかかわらず、

いくつもの分野の働きにおいて奉仕を命じられています。

! 信仰: １コリント５：７

! 知恵: ヤコブ１：５

! 知 : ２テモテ２：１５

! 激励: ヘブル１０：２５

! 分け与える: ２コリント９：７

! 互いを助けあう: １コリント１２：２５

聖書は、与えられた賜物の判別方法について明 な答えを与えてはいません。しか

し上記のような働きを従順に務めることによって、自分に与えられた賜物が何であ

るのかを知ることができるでしょう。開かれた扉を探し、奉仕の機会を祈り求めま

しょう。ほかの信者があなたの賜物に気付いていることもあります。彼らの助 を

聞くのもよいでしょう。

あなたは自分の賜物を見つけだすために、どのような分野で奉仕をしたいと思いま

すか？

私たちは教会の益のために、それぞれ与えられている賜物を働かせて行かなければ

なりません。

「それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵の良い管理者として、

その賜物を用いて、互いに仕え合いなさい。」 １ペテロ４：１０
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従順
レッスン１２

暗唱聖句：ヨハネの手紙第１　２：３-４

「もし、私たちが神の命令を守るなら、それによって、私たちは神を知っていること

がわかります。神を知っていると いながら、その命令を守らないものは、偽り者で

あり、真理はその人のうちにありません。」

従順はただ一定の 則に従うことだけではありません。クリスチャンの主に対する当

然の対応です。このレッスンでは従順であることの意味と従順の分野と従順の結果を

学びます。

A. 従順への召し

「従順な子供となり、以前あなたがたが無知であったときのさまざまな欲望に従わず、

あなたがたを召して下さった聖なるかたにならって、あなたがた自身も、あらゆる行

いにおいて聖なるものとされなさい。」 １ペテロ１：１４-１５

1. 神の命令に従うように

a. ヨハネ１４：１５でイエスは「もし、あなたがたが私を愛するな

ら、　　　　　　　　　　　。」と われました。

b. 神のことばを聞く人には何が期待されていますか？（ヤコブ１：２２）

2. キリストに従うように

a. イエスに従う人には何が要求されていますか？（ルカ９：２３）

1)

2)

3)

b. イエスは神に従って私たちのために苦しみをお受けになったとき、どの

ような模範を示してくださいましたか？

従順とは単に「すべし」と「すべからず」のリストに従うことではありませ

ん。イエス・キリストに従うこと、そして上からのものを求めることにある

のです。（コロサイ２：２０-３：２参照）

3. 服従するように

「あなたがたはこのことを知らないのですか。あなたがたが自分の身をささげて

奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷と

なって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。」

ローマ６：１６

a. どのような方法で私たちは自分自身を神にささげるべきでしょうか？
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B. 従順は真の信者の印です。

1. １ヨハネ２：３-４を見てください。

a. みことばに従うことは何を示しますか？

b. 習慣的に神に逆らうことは何を意味しますか？

2. 天の御国に入れる真の信者にはどんな特徴がありますか？

「しかし、みことばを守っている者なら、その人のうちには、確かに神の愛が全うさ

れているのです。それによって、私たちが神のうちにいることがわかります。」

１ヨハネ２：５

C. 不従順の例

1. １サムエル１５：１６-２３を読んでください。神に完全に従わずに、サウロ

王は勝手な礼拝方法で神に礼拝をささげ、自分の不従順を弁 しました。

a. サムエルは何とサウロに いましたか？　従順といけにえはどう比べら

れましたか？（２２節）

b. 強情と反逆は何と比 されていますか？（２３節）

c. 不従順の結果、サウロは何を失いましたか？（２３節）

2. ゼカリヤ７：８-１４を見てください。

a. 神の教えに人々はどう反応しましたか？（１１-１２節）

b. 彼らの祈りはどう影 されましたか？（１３節）

c. 結果はどのようなものでしたか？（１４節）

D. 従順の例

旧約聖書から私たちは従順な人々をたくさん見つけ出すことができます。ヘブル書１

１章にあげられている信仰の勇者達に注目してください。

1. アブラハムの従順

a. アブラハムの従順を示す偉大な行動を２つあげてください。

1) 創世記１２：１-４、ヘブル１１：８
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2) 創世記２２：１-１２

b. 彼の従順のゆえに、神はアブラハムの子に何を約束されましたか？（創

世記２６：２-５）

1)

2)

3)

2. キリストの従順

a. 地上でキリストが最も配慮していたのは何でしたか？（ヨハネ４：３４）

b. 十字架に直面していたときでさえ、キリストはどのような態度でいまし

たか？（ルカ２２：４２）

c. キリストはどこまで従順であられる心構えができていましたか？（ピリ

ピ２：８）

E. 従順なものに与えられる約束と祝福

1. 神の命令に従うものに約束されている祝福を書き出してください。

a. ヨハネ１５：１０

b. ヨハネ１５：１４

c. １ヨハネ３：２２

2. みことばを聞いて従うものの生涯をイエスは何に比べられましたか？（マタ

イ７：２４-２７）

F. 従順の分野

1. キリストの命令についてすべてのクリスチャンは何を教えられるべきです

か？（マタイ２８：２０）

2. 次の聖句を読んで誰が、誰にたいして、どうして従順でなければならないか

を書き出してください。

a. コロサイ３：２０
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だれが

だれに

どうして

b. エペソ５：２２-２４

だれが

だれに

どうして

c. エペソ６：５-８

だれが

だれに

どうして

d. ヘブル１３：１７

だれが

だれに

どうして

e. ローマ１３：１

だれが

だれに

どうして

3. 夫が救われていない場合、妻はどうするべきですか？（１ペテロ３：１）

4. 僕が 常に気難しい主人に雇われている場合、どうするべきですか？（１ペ

テロ２：１８-１９）

G. 従順に対する私たちの態度

1. 私たちの従順は何を特徴としなければなりませんか？（詩篇４０：８）

2. 二人の息子のたとえ話しを読んでください。（マタイ２１：２８-３２）

a. 最初の息子の答えと行動を描写してください。（２９節）

b. ２番目の息子の答えと行動を描写してください。（３０節）
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c. どうして２番目の息子のほうが父の心にかなったのでしょうか？

3. 神のみことばと自分の判断とが反するようなとき、私たちはどうするべきで

すか？　ペテロを参考として考えて下さい。（ルカ５：１ー７）

4. エペソ６：６ー７を読んでください。

a. 私たちとキリストとの関係は何ですか？

b. 神のみこころを行うにあたって、私たちの態度はどのようなものでなけ

ればなりませんか？

「あなたがたもそのとおりです。自分に いつけられたことをみな、してしまったら、

『私たちは役に立たない僕です。なすべきことをしただけです。』と いなさい。」

ルカ１７：１０

H. 適用

1. 「あなたがたの体を神に受け入れられる、聖い、生きた備え物としてささげ

なさい。」（ローマ１２：１）とはどういうことを意味しますか？

2. 不従順の結果について何を学びましたか？

3. 神はあなたの生活のどのような面であなたがたより従順であることを望んで

いると思いますか？


