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「イエス・キリスト」編
人間の罪と苦しみからの解放のために、キリスト
がなさった働きとは、どういうことですか？

「Jesus Christ」series
What does Christ do to free us from

human sin and suffering?
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1. いのちの大切さ

命、なかでも永遠のいのちの価値は、
どれほど大事だと、書かれていますか？

（マルコ 8:36）人は、たとえ全世界を手に入れても、自
分のいのちを失ったら、何の益があるでしょうか。

1.The importance of life

How important is the value of life,
especially eternal life?

(Mark 8:36) It is worth nothing for a person to
have the whole world, if he loses his soul. ”
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 . いのちの大切さ

いのちを守ることができないのは、何ですか？

（ルカ１２:15） そして人々に言われた。「どんな貪欲に
も気をつけ、警戒しなさい。人があり余るほど持ってい
ても、その人のいのちは財産にあるのではないからで
す。」

 .The importance of life

What can't save lives?

(Luke 12:15) Then Jesus said to them, “ Be
careful and guard against all kinds of greed. A
man ’ s life is not measured by the many things
he owns.
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3. イエス様が来られた目的

イエス様が、この世に来られたのは、なぜですか？

（ヨハネ 10:10） 盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、
滅ぼしたりするためにほかありません。わたしが来たの
は、羊がいのちを得るため、それも豊かに得るためで
す。

3.The purpose for which Jesus came

Why did Jesus come to this world?

(John 10:10) A thief comes to steal and kill and
destroy. But I came to give life — life in all its
fullness.
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4. イエス様が来られた目的

またイエス様がこの世に来た理由は、何ですか？

（ルカ 5:31-32） 31 そこでイエスは彼らに答えられた。
『医者を必要とするのは、健康な人ではなく病人です。
32 わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪
人を招いて悔い改めさせるためです。』

4.The purpose for which Jesus came

And what is the reason why Jesus
came to this world?

(Luke 5:31-32) 31 Jesus answered them,
“Healthy people don ’ t need a doctor. It is the
sick who need a doctor. 32 I have not come to
invite good people. I have come to invite sinners
to change their hearts and lives!”
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5. 救いへの仲介者

罪人の人間が神との和解において、
仲介者となれる方は誰ですか？

（Ⅰテモテ 2:5） 神は唯一です。神と人との間の仲介
者も唯一であり、それは人としてのキリスト・イエスで
す。

5.Mediator to salvation

In reconciliation between sinners and
God, who can be an intermediary？

(2Timothy 2:5) If an athlete is running a race, he
must obey all the rules in order to win.
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6. 救いへの仲介者

イエス様はご自身に対し、どのように語りましたか？

（ヨハネ14:6） イエスは彼に言われた。「わたしが道で
あり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでな
ければ、だれも父のみもとに行くことはできません。

6.Mediator to salvation

How did Jesus say to himself？

(John 14:6) Jesus answered, “I am the way. And
I am the truth and the life. The only way to the
Father is through me.
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7. 十字架

御子の十字架での血、つまりキリストの十字架の死に
より、人間は何と何を受けるようになりましたか？

（エペソ 1:7） このキリストにあって、私たちはその血に
よる贖い、背きの罪の赦しを受けています。これは神の
豊かな恵みによることです。

7.The cross

What did humans receive from the blood on the
cross of the Son (the death of the cross of Christ?

(Ephesians 1:7) In Christ we are set free by the
blood of his death His. And so we have
forgiveness of sins because of God’s rich grace.
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8. 十字架

イエス様が公で、神の子として認められる
ようになった出来事とは、何ですか？

（ローマ1:4） 聖なる霊によれば、死者の中からの復活
により、力ある神の子として公に示された方、私たちの
主イエス・キリストです。

8.The cross

By what did Jesus Christ prove to be clearly
the Son of God and the Savior?

(Romans 1:4) But through the Spirit of holiness
he was declared to be God ’ s Son with great
power by rising from death.
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9. 真理の力

イエス様は私たちに何を求め、またそれに
どんな祝福を約束していますか？

（マタイ 11:28-30） 28 すべて疲れた人、重荷を負ってい
る人はわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたを休
ませてあげます。29 わたしは心が柔和でへりくだっている
から、あなたがたもわたしのくびきを負って、わたしから
学びなさい。そうすれば、たましいに安らぎを得ます。30
わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからです。

9.The power of truth

What does Jesus want from us and
what is the blessing for it?

(Matthew 11:28-30) 28“Come to me, all of you
who are tired and have heavy loads. I will give
you rest. 29 Accept my work and learn from me. I
am gentle and humble in spirit. And you will find
rest for your souls.30 The work that I ask you to
accept is easy. The load I give you to carry is not
heavy.”
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10. 真理の力

聖書の真理を知ることに
よる結果とは、何ですか？

（ヨハネ 8:32） あなたがたは真理を知り、真理はあな
たがたを自由にします。

10.The power of truth

What are the consequences of
knowing Bible truth?

(John 8:32) Then you will know the truth. And
the truth will make you free.
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11. 救いへの導き

人間が自分の罪をぬぐい去っていただくために、
何をする必要がありますか？

（使徒行伝 3:19） ですから、悔い改めて神に立ち返り
なさい。そうすれば、あなたがたの罪はぬぐい去られま
す。

11.Guidance to salvation

What do humans need to do to
get rid of their sins?

(The Acts 3:19) So you must change your hearts
and lives! Come back to God, and he will forgive
your sins.
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12. 救いへの導き

人間が救われるために、必要な二つは何ですか？

(ローマ 10:9-10） 9 なぜなら、もしあなたの口でイエ
スを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中
からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる
からです。10 人は心に信じて義と認められ、口で告白
して救われるのです。

12.Guidance to salvation

What are the two things that
humans need to be saved?

(Romans 10:9-10) 9 If you declare with your
mouth, “ Jesus is Lord, ” and if you believe in
your heart that God raised Jesus from death,
then you will be saved. 10 We believe with our
hearts, and so we are made right with God . And
we declare with our mouths to say that we
believe, and so we are saved.


	「イエス・キリスト」編 
	人間の罪と苦しみからの解放のために、キリストがなさった働きとは、どういうことですか？

	「Jesus Christ」series
	What does Christ do to free us from      
	human sin and suffering?
	　命、なかでも永遠のいのちの価値は、　　　　　　どれほど大事だと、書かれていますか？
	How important is the value of life,　　　 especially 
	いのちを守ることができないのは、何ですか？
	What can't save lives?
	イエス様が、この世に来られたのは、なぜですか？
	Why did Jesus come to this world?
	またイエス様がこの世に来た理由は、何ですか？
	And what is the reason why Jesus 　　　　　came to this
	　罪人の人間が神との和解において、            仲介者となれる方は誰ですか？
	In reconciliation between sinners and 　　　　God, who
	イエス様はご自身に対し、どのように語りましたか？
	How did Jesus say to himself？
	御子の十字架での血、つまりキリストの十字架の死により、人間は何と何を受けるようになりましたか？
	What did humans receive from the blood on the cros
	イエス様が公で、神の子として認められる　　　　　ようになった出来事とは、何ですか？
	By what did Jesus Christ prove to be clearly　　 the
	 イエス様は私たちに何を求め、またそれに　　　　どんな祝福を約束していますか？
	 What does Jesus want from us and 　　　
	what is the blessing for it?
	聖書の真理を知ることに
	よる結果とは、何ですか？
	What are the consequences of 　　　　
	knowing Bible truth?
	人間が自分の罪をぬぐい去っていただくために、　　何をする必要がありますか？
	   What do humans need to do to           
	get rid of their sins?
	人間が救われるために、必要な二つは何ですか？
	What are the two things that           
	humans need to be saved?


