主は、ご自分の命をささげるほどにあなたを愛しておら
れます。

万物はこの主により、わたしたちもこの主によって
いる。（コリント人への第一の手紙 8：6）

that the world through Him might be saved. (John 3:1617)

He loves you, even much more than His life.

But to us there is but one God, the Father, of whom
are all things, and we in Him; and one Lord Jesus
Christ, by whom are all things, and we by Him. (1
Corinthians 8:6)

しかし、彼を受けいれた者、すなわち、その名を信じた
人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。 そ
れらの人は、血すじによらず、肉の欲によらず、また、
人の欲にもよらず、ただ神によって生れたのである。
（ヨハネによる福音書 1:12-13)

1. あなたを愛しているのは誰？ Who loves you?
神はそのひとり子(イエス・キリスト)を世につかわし、
彼によってわたしたちを生きるようにして下さった。そ
れによって、わたしたちに対する神の愛が明らかにされ
たのである。（ヨハネの第一の手紙 4：9）

In this was revealed the love of God toward us, because
that God sent His only begotten Son into the world, that
we might live through Him. (1 John 4:9)
イエスは彼に言われた、「わたしは道であり、真理であ
り、命である。だれでもわたしによらないでは、父のみ
もとに行くことはできない。（ヨハネによる福音書 14:6）

Jesus says to him, I am the way, the truth, and the life: no
man comes to the Father, but by Me. (John 14:6)

3. 主はあなたのために何をしてくださったのか？

What has He done for you?
わたしが最も大事なこととしてあなたがたに伝えた
のは、わたし自身も受けたことであった。すなわち
キリストが、聖書に書いてあるとおり、わたしたち
の罪のために死んだこと、 そして葬られたこと、聖
書に書いてあるとおり、三日目によみがえったこ
と、（コリント人への第一の手紙 15：3-4）

For I delivered to you first of all that which I also
received, how that Christ died for our sins according
to the scriptures; And that He was buried, and that
He rose again the third day according to the
scriptures. (1 Corinthians 15:3-4)

But as many as received Him, to them gave He power to
become the sons of God, even to them that believe on
His name: Which were born, not of blood, nor of the will
of the flesh, nor of the will of man, but of God. (John 1:1213)
わたしたちは、この事を知っている。わたしたちの内の
古き人はキリストと共に十字架につけられた。それは、
この罪のからだが滅び、わたしたちがもはや、罪の奴隷
となることがないためである。（ローマ人への手紙 6:6)

Knowing this, that our old man is crucified with Him,
that the body of sin might be destroyed, that henceforth
we should not serve sin. (Romans 6:6)

それは、人の子がきたのも、仕えられるためではな
く、仕えるためであり、また多くの人のあがないと
して、自分の命を与えるためであるのと、ちょうど
同じである」。（マタイによる福音書 20:28）

Even as the Son of man came not to be ministered to,
but to minister, and to give His life a ransom for many.
(Matthew 20:28)
2. 神は存在するか？ Does God exist?
神の見えない性質、すなわち、神の永遠の力と神性とは、
天地創造このかた、被造物において知られていて、明ら
かに認められるからである。したがって、彼らには弁解
の余地がない。（ローマの信徒への手紙 1：20）

For the invisible things of Him from the creation of the
world are clearly seen, being understood by the things
that are made, even His eternal power and Godhead; so
that they are without excuse. (Romans 1:20)
わたしたちには、父なる唯一の神のみがいますのである。
万物はこの神から出て、わたしたちもこの神に帰する。
また、唯一の主イエス・キリストのみがいますのである。

4. 主の目的は何？ What’s His purpose?
神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛し
て下さった。それは御子を信じる者がひとりも滅び
ないで、永遠の命を得るためである。 神が御子を世
につかわされたのは、世をさばくためではなく、御
子によって、この世が救われるためである。 （ヨハ
ネによる福音書 3:16-17))

For God so loved the world, that He gave His only
begotten Son, that whosoever believes in Him should
not perish, but have everlasting life. For God sent not
his Son into the world to condemn the world; but

また真理を知るであろう。そして真理は、あなたがたに
自由を得させるであろう。 （ヨハネによる福音書 8:32)

And you shall know the truth, and the truth shall make
you free. (John 8:32)

永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき者として神にささ
げられたキリストの血は、なおさら、わたしたちの良心
をきよめて死んだわざを取り除き、生ける神に仕える者
としないであろうか。 （ヘブル人への手紙 9:14))

intrigues, dissensions, heresies, envyings, murders,
drunkenness, revellings, and things like these; of
which I tell you beforehand, even as I also said before,
that they which do such things shall not inherit the
kingdom of God. (Galatians 5:19-21)

How much more shall the blood of Christ, who through
the eternal Spirit offered Himself without spot to God,
purge your conscience from dead works to serve the
living God? (Hebrew 9:14)

すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、
持ち物の誇は、父から出たものではなく、世から出
たものである。 （ヨハネの第一の手紙 2:16)

罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は、わたし
たちの主キリスト・イエスにおける永遠のいのちである。
（ローマ人への手紙 6:23)

For all that is in the world, the lust of the flesh, and
the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the
Father, but is of the world. (1 John 2:16)

For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal
life through Jesus Christ our Lord. (Romans 6:23)

善を行い、罪を犯さない正しい人は世にいない。
（伝道の書 7：20)

ある人々がおそいと思っているように、主は約束の実行
をおそくしておられるのではない。ただ、ひとりも滅び
ることがなく、すべての者が悔改めに至ることを望み、
あなたがたに対してながく忍耐しておられるのである。
（ペテロの第二の手紙 3：9）

For there is not a just man upon earth, that does
good, and sins not. (Ecclesiastes 7:20)

The Lord is not slow concerning His promise, as some
men count slowness; but is longsuffering toward us, not
willing that any should perish, but that all should come to
repentance. (2 Peter 3:9)

もし、わたしたちが自分の罪を告白するならば、神
は真実で正しいかたであるから、その罪をゆるし、
すべての不義からわたしたちをきよめて下さる。(ヨ
ハネの第一の手紙 1:9）

6. 救われるためにどうすればいいですか? What can

you do to be saved?

If we confess our sins, He is faithful and just to forgive
us our sins, and to cleanse us from all
unrighteousness. (1 John 1:9)

5. 罪とはどう言う意味? What is sin?

すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、
自分の心で、神が死人の中からイエスをよみがえら
せたと信じるなら、あなたは救われる。 なぜなら、
人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるか
らである。(ローマ人への手紙 10:9-10)

肉の働きは明白である。すなわち、不品行、汚れ、好色、
偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派
心、分裂、分派、ねたみ、泥酔、宴楽、および、そのた
ぐいである。わたしは以前も言ったように、今も前もっ
て言っておく。このようなことを行う者は、神の国をつ
ぐことがない。 （ガラテヤ人への手紙 5:19-21)

That if you shall confess with your mouth the Lord
Jesus, and shall believe in your heart that God has
raised Him from the dead, you shall be saved. For
with the heart man believes to righteousness; and
with the mouth confession is made to salvation.
(Romans 10:9-10)

Now the works of the flesh are clearly revealed, which
are: adultery, fornication, uncleanness, lustfulness,
idolatry, sorcery, enmities, fightings, jealousies, angers,
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