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（詩編 1：1-3）1幸いなことよ。悪者のはかりごとに歩ま
ず、罪人の道に立たず、あざける者の座に着かなかった、

その人。2まことに、その人は主のおしえを喜びとし、昼
も夜もそのおしえを口ずさむ。3その人は、水路のそばに
植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れ

ない。その人は、何をしても栄える。

（申命記 6：6-9）6私がきょう、あなたに命じるこれらの
ことばを、あなたの心に刻みなさい。7これをあなたの子
どもたちによく教え込みなさい。あなたが家にすわってい

るときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、

これを唱えなさい。8これをしるしとしてあなたの手に結
びつけ、記章として額の上に置きなさい。9これをあなた
の家の門柱と門に書きしるしなさい。

•参考︓「日本語聖書は新改訳、英語聖書は ICV を引用」
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「神の世界」編
世の始まりと終わりを知ることが、

なぜ大切でしょうか。

「God’Sworld」series
Let's deepen our understanding of the world and

the afterlife.
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1. 神の創造

この世と人間は、どのようにして造られましたか？

（創世記 1:1,27） 1 はじめに神が天と地を創造された。
27 神は人をご自身のかたちとして創造された。神のか
たちとして人を創造し、男と女に彼らを創造された。

1. God’S creation

Howwas the world and humans created?

(Genesis 1:1,27) 1 In the beginning God
created the sky and the earth. 27 So God
created human beings in his image. In the
image of God he created them. He created
themmale and female.
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2. 神の創造

神が造ったものに対する評価は、どうでしたか？

（創世記 1:31） 神はご自分が造ったすべてのものを
見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝
があった。第六日。

2. God’S creation

How was evaluation of what Godmade?

(Genesis 1:31) God looked at everything he
had made, and it was very good. Evening
passed, and morning came. This was the sixth
day.
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3. 神の愛

神のあなたへの評価は、どうですか？

（イザヤ 43:4） わたしの目には、あなたは高価で尊い。
わたしはあなたを愛している。だから、わたしは人をあ
なたの代わりにし、国民をあなたのいのちの代わりに
する。

3. God’S Love

How is God's evaluation and love
for your existence written?

(Isaiah 43:4) You are precious to me. I give you
honor, and I love you. So I will give other people
in your place. I will give other nations to save
your life.
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4. 神の愛

神はあなたをどのように見て、
どう評価していますか？

（ゼパニヤ 3:17） あなたの神、主は、あなたのただ中
にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜
び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌
ってあなたのことを喜ばれる」と。

4. God’S Love

How does God see and evaluate you?

(Zephaniah 3:17) The Lord your God is with you.
The mighty One will save you. The Lord will be
happy with you. You will rest in his love. He will
sing and be joyful about you.”
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5. 神から離れる

神を知ろうとしない人の生き方は、どうですか？

（ローマ 1:28） また、彼らは神を知ることに価値を認め
なかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡され
ました。それで彼らは、してはならないことを行っている
のです。

5. Fall of man

How is the way of life for those who ignore God?

(Romans 1:28) People did not think it was
important to have a true knowledge of God. So
God left them and allowed them to have their
own worthless thinking. And so those people do
the things that they should not do.
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6. 神から離れる

キリストに対する、この世の人々の反応は
何でしたか？

（ヨハネ 1:10-11） 10 この方（キリスト）はもとから世に
おられ、世はこの方によって造られたのに、世はこの方
を知らなかった。 11 この方はご自分のところに来ら
れたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。

6. Fall of man

What was the reaction of the people of
this world to Christ?

(John 1:10-11) 10 The Word was in the world.
The world was made through him, but the world
did not know him. 11 He came to the world that
was his own. But his own people did not accept
him.
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7. 神との和解

罪人の人間を愛する神が、なさったことは何ですか？

(ヨハネ 3：16) 神は、実に、そのひとり子をお与えにな
ったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、
一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためで
ある。

7. Reconciliation with God

What did God, who loves sinners, do?

(John 3:16) For God loved the world so much
that he gave his only Son. God gave his Son so
that whoever believes in him may not be lost,
but have eternal life.
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8. 神との和解

バプテスマ・ヨハネはイエス様について、
どう話しましたか？

（ヨハネ 1:29） その翌日、ヨハネは自分の方にイエス
が来られるのを見て言った。「見よ、世の罪を取り除く
神の小羊。

8. Reconciliation with God

How did John the Baptist talk about Jesus?

(John 1:29) The next day John saw Jesus coming
toward him. John said, “Look, the Lamb of God.
He takes away the sins of the world!
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9. 神と共に歩む

イスラエルの人々は、どう生きると
決心しましたか？

（ヨシュア24:24） 民はヨシュアに言った。「私たちの神、
主に仕え、主の御声に聞き従います。」

9. Walking with God

How did the Israelites decide to live?

(Joshua 24:24) Then the people said to Joshua,
“We will serve the Lord our God. We will obey
him.”
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10. 神と共に歩む

ノアは、どういう人でしたか？

（創世記 6:9） これはノアの歴史である。ノアは正しい
人で、彼の世代の中にあって全き人であった。ノアは神
とともに歩んだ。

10. Walking with God

What kind of person was Noah?

(Genesis 6:9) This is the family history of Noah.
Noah was a good man. He was the most
innocent man of his time. He walked with God.
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11. 最後で永遠なる国

人間の死後、どのようなことがあると、
話していますか？

（ヨハネ 5:28） ここのことに驚いてはなりません。墓の
中にいる者がみな、子の声を聞く時が来るのです。29
そのとき、善を行なった者はよみがえっていのちを受け
るために、悪を行なった者はよみがえってさばきを受
けるために出て来ます。

11. Last and eternal heaven

What do you say will happen after
the death of a human being?

(John 5:28) Don’t be surprised at this. A time is
coming when all who are dead and in their
graves will hear his voice.
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12. 最後で永遠なる国

信じる人は、死後どこで、永遠に
生きるようになりますか？

（ピリピ 3:20） しかし、私たちの国籍は天にあります。そ
こから主イエス・キリストが救い主として来られるのを、
私たちは待ち望んでいます。

12. Last and eternal heaven

Where do believers live forever after death?

(Philippians 3:20) But our homeland is in heaven,
and we are waiting for our Savior, the Lord Jesus
Christ, to come from heaven.
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