
16

「人間」編
神から遠ざかった人間の状態とは、何ですか？

「Human」series
What is the state of human beings

away from God?
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1. 神との断絶

どういう人が愚かな人だと、
以下で話していますか？

（詩編 14:1） 愚か者は心の中で「神はいない」と言う。
彼らは腐っていて、忌まわしいことを行う。善を行う者
はいない。

1.Disconnection from God

The following word says who is stupid?

(Psalms 14:1) A wicked fool says to himself,
“ There is no God. ” Fools are evil. They do
terrible things. None of them does anything
good.
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2. 神との断絶

何が原因で人間は、神から遠ざかり、
神と離れるようになりましたか？

（イザヤ 59:2） むしろ、あなたがたの咎が、あなたが
たとあなたがたの神との仕切りとなり、あなたがたの罪
が御顔を隱させ、聞いてくださらないようにしたのだ。

2.Disconnection from God

What caused humans to move away
from God and separate from God?

(Isaiah 59:2) It is your evil that has separated you
from your God. Your sins cause him to turn away
from you. And then he does not hear you.
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3. 人間の心

人間の心の特徴は、何ですか？

（エレミヤ 17:9） 人の心は何よりもねじ曲がっている。
それは癒やしがない。だれが、それを知り尽くすことが
できるだろうか。

3.Human mind

What are the characteristics of
the humanmind?

(Jeremiah 17:9) “ More than anything else, a
person ’s mind is evil. It cannot be healed. Who
can understand it?
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4. 人間の心

人間の心から出てくるのは、
どういうことですか？

（マルコ 7:21-23） 21 内側から、すなわち人の心の中
から、悪い考えが出て来ます。淫らな行い、盗み、殺人、
22 姦淫、貪欲、悪行、欺き、好色、ねたみ、ののしり、高
慢、愚かさで、23 これらの悪は、みな内側から出て来
て、人を汚すのです。

4.Human mind
What comes out of the human heart？

(Mark 7:20-23) 20 And Jesus said, “ The things
that come out of a man are the things that make
him unclean. 21 All these evil things begin inside
a person, in the mind: evil thoughts, sexual
immorality, stealing, murder, adultery, 22
selfishness 23 All these evil things come from
within a person. These things make a person
unclean. ” , Doing bad things to other people,
lying, doing sinful things, jealousy, saying bad
things about people, pride, and foolish living.
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5. 具体的な罪

以下の聖句に、罪として
あげられているのは何ですか？

（ヤコブ 4:17） こういうわけで、なすべき良いことを知
っていながら行わないなら、それはその人には罪です。

5. Specific sin

What is written as sin according
to the following scripture?

(James 4:17) And when a person knows the right
thing to do, but he doesn't do it, then he is
sinning.
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6. 具体的な罪

またどういうことも罪だと、話していますか？

（ヨハネ 16:8-9） 8 その方が来ると、罪について、義に
ついて、さばきについて、世の誤りを明らかになさいま
す。9 罪についてというのは、彼らがわたし（イエス・キ
リスト）を信じないからです。

6.Specific sin

And what does the Bible say is sin?

(John 16:8-9) 8 When the Helper comes, he will
prove to the people of the world the truth about
sin, about being right with God, and about
judgment. 9 He he will prove to them about sin,
because they don't believe in me.
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7. 人間共通の罪

この世にはどういう人がいないと、
書かれていますか？

（伝道者の書 7:20） この地上に、正しい人は一人もい
ない。善を行い、罪に陥ることのない人は。

7.Human common sin

What kind of person is not there in this world?

(Ecclesiastes 7:20) Surely there is not a good
man on earth who always does good and never
sins.
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8. 人間共通の罪

人間の明らかな嘘の一つは、何ですか？

（Ⅰヨハネ 1:8） もし自分には罪がないと言うなら、私
たちは自分を欺いており、私たちのうちに真理はありま
せん。

8.Human common sin

What is one of the obvious human lies?

(1John 1:8) If we say that we have no sin, we are
fooling ourselves, and the truth is not in us.
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9. 罪の代価

罪の出発点は何ですか、またその罪は
どのように変化していきますか？

（ヤコブ1:15） そして、欲がはらんで罪を生み、罪が熟
して死を生みます。

9.The price of sin

What is the starting point of sin and
howwill it change?

(James 1:15) This desire causes sin. Then the sin
grows and brings death.
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10. 罪の代価

背信や悪がもたらす結果とは、何ですか？

(エレミヤ 2:19) あなたの悪があなたを懲らしめ、あな
たの背信があなたを責める。だから、知り、見きわめよ。
あなたがあなたの神、主を捨てて、わたしを恐れない
のは、いかに悪く、苦いことかを。万軍の神、主のことば。

10.The price of sin

What are the consequences of
distrust and evil?

(Jeremiah 2:19) Your evil will bring punishment
to you. The wrong you have done will teach you
a lesson. Think about it and understand. It is a
terrible evil to turn away from the Lord your God.
It is wrong not to fear me, ” says the Lord, the
Lord of heaven’s armies.
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11. 不信の結末

左にいる人たち、つまりキリストの救いを拒ん
だ人たちへの報いとは、何ですか？

（マタイ 25:41） それから、王はまた、その左にいる者
たちに言います。『のろわれたものども。わたしから離
れて、悪魔その使いたちのために用意された永遠の火
にはいれ。』

11.The result of distrust

The people on the left, what is the reward for
those who refuse the salvation by Christ.

(Matthew 25:41) “Then the King will say to those
on his left,'Go away from me. God has said that
you will be punished. Go into the fire that burns
forever. That fire was prepared for the devil and
his helpers of his.



28

12. 不信の結末

どういう人が恥、つまり救いをもらえず、罰を
受けるようになると話していますか？

（詩編 97:7） すべて偶像に仕える者、偽りの神々を誇
る者は恥を見る。すべての神々よ、主にひれ伏せ。

12.The result of distrust

What kind of person will be
shameful and punished?

(Psalms 97:7) Those who worship idols should
be ashamed. They brag about their false gods.
All the gods should worship the Lord.
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