
５つの確信



１.救いの確信（Ⅰヨハネ 5:11,12）

そのあかしとは、神が私たちに永遠のいのち

を与えられたということ、そしてこのいのち

が御子のうちにあるということです。御子を

持つ者はいのちを持っており、神の御子を持

たない者はいのちを持っていません。



2.祈りの確信（ヨハネ 16:24）

あなたがたは今まで、何もわたしの名によ

って求めたことはありません。求めなさい。

そうすれば受けるのです。それはあなたが

たの喜びが満ち満ちたものとなるためです。



３.勝利の確信（Ⅰコリント 10:13）

あなたがたのあった試練はみな人の知らな
いようなものではありません。神は真実な
方ですから、あなたがたを耐えることので
きないような試練に会わせるようなことは
なさいません。むしろ、耐えることのでき
るように、試練とともに、脱出の道も備え
てくださいます。



４.ゆるしの確信（Ⅰヨハネ 1:9）

もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、

神は真実で正しい方ですから、その罪を赦

し、すべての悪から私たちをきよめてくだ

さいます。



５.導きの確信（箴言 3:5,6）

心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りに

たよるな。あなたの行く所どこにおいても、

主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道

をまっすぐにされる。



A.救いの福音



1.すべての人は罪を犯した

（ローマ 3:23）すべての人は、罪を犯した

ので、神からの栄誉を受けることができず



2.すべての人は罪を犯した

（イザヤ 53:6）私たちはみな、羊のように

さまよい、おのおの、自分かってな道に向

かって行った。しかし、主は、私たちのす

べての咎を彼に負わせた。



3.罪の刑罰

（ローマ 6:23）罪から来る報酬は死です。

しかし、神の下さる賜物は、私たちの主キ

リスト・イエスにある永遠のいのちです。



4.罪の刑罰

（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



5.キリストの代償

（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ん

でくださったことにより、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。



6.キリストの代償

（Ⅰペテロ 3:18）キリストも一度罪のため

に死なれました。正しい方が悪い人々の身

代わりとなったのです。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、

私たちを神のみもとに導くためでした。



7.救いは行いによらない

（エペソ2:8,9）あなたがたは、恵みのゆえ

に、信仰によって救われたのです。それは、

自分自身から出たことではなく、神からの

賜物です。行な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。



8.救いは行いによらない

（テトス3:5）神は、私たちが行なった義の

わざによってではなく、ご自分のあわれみ

のゆえに、聖霊による、新生と更新との洗

いをもって私たちを救ってくださいました。



9.キリストを受け入れる

（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、神の子どもとされる特権をお与えにな

った。



10.キリストを受け入れる

（黙示 3:20）見よ。わたしは、戸の外に立

ってたたく。だれでも、わたしの声を聞い

て戸をあけるなら、わたしは、彼のところ

にはいって、彼とともに食事をし、彼もわ

たしとともに食事をする。



11.救いの確信

（Ⅰヨハネ 5:13）私が神の御子の名を信じ

ているあなたがたに対してこれらのことを

書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを

持っていることを、あなたがたによくわか

らせるためです。



12.救いの確信

（ヨハネ 5:24）まことに、まことに、あな

たがたに告げます。わたしのことばを聞い

て、わたしを遣わした方を信じる者は、永

遠のいのちを持ち、さばきに会うことがな

く、死からいのちに移っているのです。



B.新生した者の生活



1.キリストが中心

（Ⅱコリント 5:17）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。



2.キリストが中心

（ガラテヤ 2:20）私はキリストとともに十

字架につけられました。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。いま私が、この世に

生きているのは、私を愛し私のためにご自

身をお捨てになった神の御子を信じる信仰

によっているのです。



3.キリストへの服従

（ローマ 12:1）そういうわけですから、兄

弟たち。私は、神のあわれみのゆえに、あ

なたがたにお願いします。あなたがたのか

らだを、神に受け入れられる、聖い、生き

た供え物としてささげなさい。それこそ、

あなたがたの霊的な礼拝です。



4.キリストへの服従

（ヨハネ14:21）わたしの戒めを保ち、それ

を守る人は、わたしを愛する人です。わた

しを愛する人はわたしの父に愛され、わた

しもその人を愛し、わたし自身を彼に現わ

します。」



5.みことば

（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

練とのために有益です。



6.みことば

（ヨシュア1:8）この律法の書を、あなたの

口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまな

ければならない。そのうちにしるされてい

るすべてのことを守り行なうためである。

そうすれば、あなたのすることで繁栄し、

また栄えることができるからである。



7.祈り

（ヨハネ 15:7）あなたがたがわたしにとど

まり、わたしのことばがあなたがたにとど

まるなら、何でもあなたがたのほしいもの

を求めなさい。そうすれば、あなたがたの

ためにそれがかなえられます。



8.祈り

（ピリピ4:6,7）何も思い煩わないで、あら

ゆるばあいに、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。そうすれば、人

のすべての考えにまさる神の平安が、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。



9.交わり

（マタイ18:20）ふたりでも三人でも、わた

しの名において集まる所には、わたしもそ

の中にいるからです。」



10.交わり

（ヘブル 10:24,25）また、互いに勧め合っ

て、愛と善行を促すように注意し合おうで

はありませんか。ある人々のように、いっ

しょに集まることをやめたりしないで、か

えって励まし合い、かの日が近づいている

のを見て、ますますそうしようではありま

せんか。



11.あかし

（マタイ 4:19）イエスは彼らに言われた。

「わたしについて来なさい。あなたがたを、

人間をとる漁師にしてあげよう。」



12.あかし

（ローマ 1:16）私は福音を恥とは思いませ

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とって、救いを

得させる神の力です。



Ｃ. 神の力に信頼する



1.神の霊

（Ⅰコリント 3:16） あなたがたは神の神

殿であり、神の御霊があなたがたに宿って

おられることを知らないのですか。



2.神の霊

（Ⅰコリント 2:12） ところで、私たちは、

この世の霊を受けたのではなく、神の御霊

を受けました。それは、恵みによって神か

ら私たちに賜わったものを、私たちが知る

ためです。



3.神の力

（イザヤ41:10）恐れるな。わたしはあなた

とともにいる。たじろぐな。わたしがあな

たの神だから。わたしはあなたを強め、あ

なたを助け、わたしの義の右の手で、あな

たを守る。



4.神の力

（ピリピ 4:13） 私は、私を強くしてくだ

さる方によって、どんなことでもできるの

です。



5.神の真実

（哀歌3:22,23）私たちが滅びうせなかった

のは、主の恵みによる。主のあわれみは尽

きないからだ。それは朝ごとに新しい。

「あなたの真実は力強い。



6.神の真実

（民数23:19）神は人間ではなく、偽りを言

うことがない。人の子ではなく、悔いるこ

とがない。神は言われたことを、なさらな

いだろうか。約束されたことを成し遂げら

れないだろうか。



7.神の平安

（イザヤ26:３）志の堅固な者を、あなたは

全き平安のうちに守られます。その人があ

なたに信頼しているからです。



8.神の平安

（Ⅰペテロ5:7）あなたがたの思い煩いを、

いっさい神にゆだねなさい。神があなたが

たのことを心配してくださるからです。



9.神の備え

（ローマ 8:32）私たちすべてのために、ご

自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された

方が、どうして、御子といっしょにすべて

のものを、私たちに恵んでくださらないこ

とがありましょう。



10.神の備え

（ピリピ 4:19） また、私の神は、キリス

ト・イエスにあるご自身の栄光の富をもっ

て、あなたがたの必要をすべて満たしてく

ださいます。



11.神の助け

（ヘブル 2:18） 主は、ご自身が試みを受

けて苦しまれたので、試みられている者た

ちを助けることがおできになるのです



12.神の助け

（詩篇 119:9,11）どのようにして若い人は

自分の道をきよく保てるでしょうか。あな

たのことばに従ってそれを守ることです。

あなたに罪を犯さないため、私は、あなた

のことばを心にたくわえました。



Ｄ. キリストの弟子として



1.キリストを第一に

（マタイ 6:33）だから、神の国とその義と

をまず第一に求めなさい。そうすれば、そ

れに加えて、これらのものはすべて与えら

れます。



2.キリストを第一に

（ルカ 9:23） イエスは、みなの者に言わ

れた。「だれでもわたしについて来たいと

思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架

を負い、そしてわたしについて来なさい。



3.この世のものではない
（Ⅰヨハネ2:15,16）世をも、世にあるもの
をも、愛してはなりません。もしだれでも
世を愛しているなら、その人のうちに御父
を愛する愛はありません。すべての世にあ
るもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮ら
し向きの自慢などは、御父から出たもので
はなく、この世から出たものだからです。



4.この世のものではない

（ローマ12:２）この世と調子を合わせては

いけません。いや、むしろ、神のみこころ

は何か、すなわち、何が良いことで、神に

受け入れられ、完全であるのかをわきまえ

知るために、心の一新によって自分を変え

なさい。



5.ゆるがないこと

（Ⅰコリント15:58）ですから、私の愛する

兄弟たちよ。堅く立って、動かされること

なく、いつも主のわざに励みなさい。あな

たがたは自分たちの労苦が、主にあってむ

だでないことを知っているのですから。



6.ゆるがないこと

（ヘブル 12:3）あなたがたは、罪人たちの

このような反抗を忍ばれた方のことを考え

なさい。それは、あなたがたの心が元気を

失い、疲れ果ててしまわないためです。



7.他の人に仕える

（マルコ10:45）人の子が来たのも、仕えら

れるためではなく、かえって仕えるためで

あり、また、多くの人のための、贖いの代

価として、自分のいのちを与えるためなの

です。」



8.他の人に仕える

（Ⅱコリント4:5）私たちは自分自身を宣べ

伝えるのではなく、主なるキリスト・イエ

スを宣べ伝えます。私たち自身は、イエス

のために、あなたがたに仕えるしもべなの

です。



9.惜しまず与える

（箴言 3:9,10）あなたの財産とすべての収

穫の初物で、主をあがめよ。そうすれば、

あなたの倉は豊かに満たされ、あなたの酒

ぶねは新しいぶどう酒であふれる。



10.惜しまず与える

（Ⅱコリント9:6,7）私はこう考えます。少

しだけ蒔く者は、少しだけ刈り取り、豊か

に蒔く者は、豊かに刈り取ります。ひとり

ひとり、いやいやながらでなく、強いられ

てでもなく、心で決めたとおりにしなさい。

神は喜んで与える人を愛してくださいます。



11.世界宣教の幻

（使徒1:8）しかし、聖霊があなたがたの上

に臨まれるとき、あなたがたは力を受けま

す。そして、エルサレム、ユダヤとサマリ

ヤの全土、および地の果てにまで、わたし

の証人となります。」



12.世界宣教の幻

（マタイ28:19,20） それゆえ、あなたがたは

行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。

そして、父、子、聖霊の御名によってバプテス

マを授け、また、わたしがあなたがたに命じて

おいたすべてのことを守るように、彼らを教え

なさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、い

つも、あなたがたとともにいます。」



Ｅ. キリストに似た者となる



1.愛

（ヨハネ 13:34,35）あなたがたに新しい戒め
を与えましょう。あなたがたは互いに愛し合
いなさい。わたしがあなたがたを愛したよう
に、そのように、あなたがたも互いに愛し合
いなさい。もしあなたがたの互いの間に愛が
あるなら、それによって、あなたがたがわた
しの弟子であることを、すべての人が認める
のです



2.愛

Ⅰヨハネ3:18）子どもたちよ。私たちは、

ことばや口先だけで愛することをせず、行

ないと真実をもって愛そうではありません

か。



3.謙遜

（ピリピ2:3,4）何事でも自己中心や虚栄か

らすることなく、へりくだって、互いに人

を自分よりもすぐれた者と思いなさい。自

分のことだけではなく、他の人のことも顧

みなさい。



4.謙遜

（Ⅰペテロ5:5,6）同じように、若い人たち
よ。長老たちに従いなさい。みな互いに謙
遜を身に着けなさい。神は高ぶる者に敵対
し、へりくだる者に恵みを与えられるから
です。ですから、あなたがたは、神の力強
い御手の下にへりくだりなさい。神が、ち
ょうど良い時に、あなたがたを高くしてく
ださるためです。



5.純潔

（エペソ5:3）あなたがたの間では、聖徒に

ふさわしく、不品行も、どんな汚れも、ま

たむさぼりも、口にすることさえいけませ

ん。



6.純潔

（Ⅰペテロ 2:11）愛する者たちよ。あなた

がたにお勧めします。旅人であり寄留者で

あるあなたがたは、たましいに戦いをいど

む肉の欲を遠ざけなさい。



7.真実

（レビ19:11）盗んではならない。欺いては

ならない。互いに偽ってはならない。



8.真実

（使徒24:16）そのために、私はいつも、神

の前にも人の前にも責められることのない

良心を保つように、と最善を尽くしていま

す



9.信仰

（ヘブル 11:6）信仰がなくては、神に喜ば

れることはできません。神に近づく者は、

神がおられることと、神を求める者には報

いてくださる方であることとを、信じなけ

ればならないのです。



10.信仰

（ローマ4:20,21）彼は、不信仰によって神

の約束を疑うようなことをせず、反対に、

信仰がますます強くなって、神に栄光を帰

し、神には約束されたことを成就する力が

あることを堅く信じました。



11.良い行い

（ガラテヤ 6:9,10）善を行なうのに飽いて

はいけません。失望せずにいれば、時期が

来て、刈り取ることになります。ですから、

私たちは、機会のあるたびに、すべての人

に対して、特に信仰の家族の人たちに善を

行ないましょう。



12.良い行い

（マタイ 5:16）このように、あなたがたの

光を人々の前で輝かせ、人々があなたがた

の良い行ないを見て、天におられるあなた

がたの父をあがめるようにしなさい。


