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「救いの福音」編
人間と聖書の神の真の姿とは、何ですか？

「The gospel of salvation」series
What is the true picture of humans and

the Bible God?
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「暗唱のための祈り」
主よ、「お話しください。しもべは聞いております。」

聖霊様、私を教え、あなたのことばを思い起こさせ

てください。私は、悟りとわきまえのある人間とな

ります。主よ、自分の道を聖く保ち、進むべき道へ

歩ませてください。みことばは、私の心を潤し、時

になると実を結ばせ、行なうすべてに繁栄と栄えを

もたらします。イエス様のみ名によってお祈りしま

す。アーメン

「Prayer for meditation」

“ Speak, Lord. I am your servant, and I am
listening.”Holy Spirit, please teach me and remind
me of your words. I will be an enlightened and
knowledgeable person. Lord, keep your way holy
and let me go the way I should go. The Word
nourishes my heart, bears fruit in time, and brings
prosperity to everything I do. I pray in the name of
Jesus. Amen
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1. すべての人は罪を犯した

あなたを含む、すべての人間の共通点は、何ですか？

（ローマ 3:23） すべての人は罪を犯して、神からの栄
光を受けることができず

1. Everyone has sinned

What do all humans,including you,
have in common?

(Romans 3:23) All people have sinned and are
not good enough for God’s glory.
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2. すべての人は罪を犯した

どういうことが、罪またはとがだと、
書いてありますか？

（イザヤ 53:6） 私たちはみな、羊のようにさまよい、そ
れぞれ自分勝手な道に向かって行った。しかし、主は
私たちすべての者の咎を彼に負わせた。

2. Everyone has sinned

What does the Bible say is sin?

(Isaiah 53:6) We all have wandered away like
sheep. Each of us has gone his own way. But the
Lord has put on him the punishment for all the
evil we have done.
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3. 罪の刑罰

罪の代価は、何ですか？

（ローマ 6:23） 罪の報酬は死です。しかし神の賜物は、
私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。

3. Punishment for sin

What is the price of sin?

(Romans 6:23) The payment for sin is death. But
God gives us the free gift of life forever in Christ
Jesus our Lord.
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4. 罪の刑罰

あなたを含む、人間すべてに定まって
いる運命とは、何ですか？

（ヘブル 9:27） そして、人間には、一度死ぬことと死後
にさばきを受けることが定まっているように

4. Punishment for sin

What is the destiny of all human
beings, including you?

(Hebrews 9:27) Everyone must die once. After a
person dies, he is judged.
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5. キリストの代償

あなたに明らかになった神の愛とは、
どういうことですか？

（ローマ 5:8） しかし私たちがまだ罪人であったとき、キ
リストが私たちのために死なれたことによって、神は私
たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。

5. Payment by Christ

How does God's love reveal to you?

(Romans 5:8) But Christ died for us while we
were still sinners. In this way God shows his
great love for us.
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6. キリストの代償

キリストは、なぜ死なれましたか？

（１ペテロ 3:18） キリストも一度、罪のために苦しみを
受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わ
りになられたのです。それは、肉においては死に渡され、
霊においては生かされて、あなたがたを神に導くため
でした。

6. Payment by Christ

Why did Christ die?

(1Peter 3:18) Christ himself died for you. And
that one death paid for your sins. He was not
guilty, but he died for those who are guilty. He
did this to bring you all to God. His body was
killed, but he was made alive in the spirit.
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7. 救いは行いによらない

人間はどのようにして、救いを得るようになりますか？

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

7. Salvation does not depend on deeds

How do humans get salvation?

(Ephesians 2:8-9) 8 I mean that you have been
saved by grace because you believe. You did not
save yourselves. It was a gift from God. 9 You
cannot brag that you are saved by the work you
have done.
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8. 救いは行いによらない

行ないによる救いを求める結果は何ですか？

（ガラテヤ 3:10） 律法の行いによる人々はみな、のろ
いのもとにあります。「律法の書に書いてあるすべての
ことを守り行なわない者はみな、のろわれる」と書いて
あるからです。

8. Salvation does not depend on deeds
What are the consequences of
seeking salvation from doing?

(Galatians 3:10) But those who depend on
following the law to make them right are under a
curse because the Scriptures say, “ Anyone will
be cursed who does not always obey what is
written in the Book of the Law”
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9. キリストを受け入れる

人間はどのようにして、
神の子どもとなれるのですか？

（ヨハネ 1:12） しかし、この方を受け入れた人々、すな
わち、その名を信じた人々には、神の子どもとなる特権
をお与えになった。

9. Receive Jesus Christ to be save

How can humans be children of God?

(John 1:12) But some people did accept him.
They believed in him. To them he gave the right
to become children of God.
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10. キリストを受け入れる

キリストは、あなたの心の戸の前で、
何をしていますか？

（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開
けるなら、わたしはその人のところには入って彼ととも
に食事をし、彼もわたしとともに食事をする。

10. Receive Jesus Christ to be save

What is Christ doing in front of
the door of your heart?

(Revelation 3:20) Here I am! I stand at the door
and knock. If anyone hears my voice and opens
the door, I will come in and eat with him. And he
will eat with me.
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11. 救いの確信

救いは奪われることがありますか、それはなぜですか？

（ヨハネ 10:28-29） 28 わたしは彼らに永遠のいのちを
与えます。彼らは永遠に、決して滅びることがなく、また、
だれも彼らをわたしの手から奪い去りはしません。29
わたしの父がわたしに与えてくださった者は、すべてに
まさって大切です。だれも彼らを、父の手から奪い去る
ことはできません。

11. Confidence of salvation

Can salvation be robbed and why?

(John 10:28-29) 28 I give them eternal life, and
they will never die. And no person can steal
them out of my hand. 29 My Father gave my
sheep to me. He is greater than all, and no
person can steal my sheep out of my Father ’ s
hand.
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12. 救いの確信

キリストを受け入れ、信じた者への
三つの祝福とは、何ですか？

（ヨハネ 5:24） まことに、まことに、あなたがたに言いま
す。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わされた方を
信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきにあうことが
なく、死からいのちに移っています。

12. Confidence of salvation

What are the three blessings to those who have
accepted and believed in Christ?

(John 5:24) I tell you the truth. Whoever hears
what I say and believes in the One who sent me
has eternal life. He will not be judged guilty. He
has already left death and has entered into life.
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「救いを得るためにはどうすればよいのか」

罪を悔い改め、以下の祈りをもって
キリストを受け入れる

創造主の神様、私は罪人であることを告白し悔い改め

ます。また自分の罪とその刑罰からの赦しが必要であ

ることが分かりました。イエス様が、私の罪の刑罰の身

代わりとなって、十字架で死んでくださったことを感謝

します。さらに死からよみがえることによって、私を神様

の子どもとし、永遠のいのちへの確証を与えてくださり

ありがとうございます。今、イエス様を私の救い主とし

て心の中にお迎えいたします。どうぞ、お入りください。

イエス・キリストのみ名によってお祈りします。アーメン
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「How can I get salvation?」

Repent of sin and accept Christ
with the following prayers

God of the Creator, I confess and repent that I
am a sinner. I also found that I needed
forgiveness from my sins and their punishment. I
thank Jesus for dying on the cross as a
substitute for my sin punishment. Thank you for
making me a child of God and giving me
confirmation of eternal life by resurrection from
death. Now, I welcome Jesus in my heart as my
savior. please come in. I pray in the name of
Jesus Christ. Amen.
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