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「信仰の基本」編
キリストを受け入れた人にとって、大事なこと

とは何ですか？

「Basics of faith」series
For those who have received Christ

What is important?
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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. キリストが中心

キリストのうちにある人には、
どんな変化が生じますか？

（Ⅱコリント 5:17） ですから、だれでもキリストのうちに
あるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは
過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。

1. Christ is the center

What changes will happen to those in Christ?

(2Corinthians 5:17) If anyone belongs to Christ,
then he is made new. The old things have gone;
everything is made new!
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2. キリストが中心

私の中に誰が生きるべきで、その理由は何ですか？

（ガラテヤ 2:20） もはや私が生きているのではなく、キ
リストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉に
おいて生(い)きているいのちは、私を愛し、私のために
ご自分を与えてくださった、神の御子に対する信仰に
よるのです。

2. Christ is the center

Who should live in me and why?

(Galatians 2:20) I do not live anymore — it is
Christ living in me. I still live in my body, but I
live by faith in the Son of God. He loved me and
gave himself to save me.
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3. 従順

イエス様は、どのように成長されましたか？

（ヘブル 5:8） キリストは御子であられるのに、お受けに
なった様々な苦しみによって従順を学び

3. Obedience

How did Jesus grow up?

(Hebrews 5:8) Even though Jesus was the Son of
God, he learned to obey by what he suffered.
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4. 従順

神を愛するとは、具体的にどういうことですか？

（ヨハネ14:21） わたしの戒めを保ち、それを守る人は、
わたしを愛している人です。わたしを愛している人はわ
たしの父に愛され、わたしもその人を愛し、わたし自身
をその人に現わします。」

4. Obedience

What exactly does it mean to love God?

(John 14:21) He who knows my commands and
obeys them is the one who loves me. And my
Father will love him who loves me. I will love him
and will show myself to him.
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5. みことば

人間に与える聖書の有益、四つとは何ですか？

（Ⅱテモテ 3:16） 聖書はすべて、神の霊感によるもの
で、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。

5. Word

What are the four Bible benefits to humans?

(2Timothy 3:16) All Scripture is inspired by God
and is useful for teaching and for showing
people what is wrong in their lives. It is useful for
correcting faults and teaching how to live right.



63

6. みことば

栄える人生のために、必要なのは何ですか？

（ヨシュア 1:8） このみおしえの書をあなたの口から離
さず、昼も夜もそれを口ずさめ。そのうちに記されてい
ることすべてを守り行なうためである。そのとき、あなた
は自分がすることで繁栄し、そのとき、あなたは栄える
からである。

6. Word

What do you need for a prosperous life?

(Joshua 1:8) Always remember what is written in
the Book of the Teachings. Study it day and
night. Then you will be sure to obey everything
that is written there. If you do this, you will be
wise and successful in everything.
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7. 祈り

新しい取り組みにおける３つの行動の流れとは、
何ですか？

（マタイ 7:7-8） 7 求めなさい。そうすれば与えられます。
捜しなさい。そうすれば見出します。たたきなさい。そう
すれば開かれます。8だれでも、求める者は受け、捜す
者は見出し、たたく者には開かれます。

7. Prayer

What are the three action flows
in the new initiative?

(Matthew 7:7-8) 7 “Continue to ask, and God will
give to you. Continue to search, and you will find.
Continue to knock, and the door will open for
you. 8 Yes, everyone who continues asking will
receive. He who continues searching will find.
And he who continues knocking will have the
door opened for him.
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8. 祈り

感謝の祈りによって、
与えられる答えの一つは何ですか？

（ピリピ 4:6-7） 6 何も思い煩わないで、あらゆる場合に、
感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがた
の願い事を神に知っていただきなさい。7 そうすれば、
すべての理解を超えた神の平安が、あなたがたの心
と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。

8. Prayer

What is one of the answers given
by the prayer of gratitude?

(Philippians 4:6-7) 6 Do not worry about
anything. But pray and ask God for everything
you need. And when you pray, always give
thanks. 7 And God’s peace will keep your hearts
and minds in Christ Jesus. The peace that God
gives is so great that we cannot understand it.



66

9. 交わり

クリスチャン同士の交わりに、
共にする方は誰ですか？

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

9. Fellowship

Who will be with Christian fellowship?

(Matthew 18:20) This is true because if two or
three people come together in my name, I am
there with them.
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10. 交わり

交わりに対し、とるべき態度とは何ですか？

（ヘブル 10:24-25） 24 また、愛と善行を促すために、互
いに注意を払おうではありませんか。25 ある人たちの習
慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励ま
し合いましょう。その日が近づいていることが分かってい
るのですから、ますます励もうではありませんか。

10. Fellowship

What is the attitude you should take
toward fellowship?

(Hebrews 10:24-25) 24 Let us think about each
other and help each other to show love and do
good deeds. 25 You should not stay away from
the church meetings, as some are doing. But you
should meet together and encourage each other.
Do this even more as you see the Day coming.
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11. 証し

なぜ私たちには、福音を伝える
責任がありますか？

（Ⅰコリント 9:17） 私が自発的にそれをしているなら、
報いがあります。自発的にするのではないとしても、そ
れは私に務(つと)めとして委ねられているのです。

11. Witness

Why do we need to preach the gospel?

(1Corinthians 9:17) If I preach because it is my
own choice, I should get a reward. But I have no
choice. I must tell the Good News. I am only
doing the duty that was given to me.
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12. 証し

福音に対する間違った思いとは、何ですか。
またなぜ私たちは、福音を伝えるべきですか？

（ローマ 1:16） 私は福音を恥としません。福音は、ユダ
ヤ人をはじめギリシヤ人にも、信じるすべての人に救い
をもたらす神の力です。

12. Witness

What is the wrong feeling about the gospel?
And why should we preach the gospel?

(Romans 1:16) I am not ashamed of the Good
News. It is the power God uses to save everyone
who believes—to save the Jews first, and then to
save the non-Jews.
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