ファースト・ステップ

１

神はどんな方？

考えましょう：誰かが「神」について話し
ているのを聞いたことがありますか？どん

First Steps 1
What is God Like?
Consider: What have you heard people say
about God?

な内容でしたか？
世の中には「神」について多くの考えがありま There are many ideas about God. The Bible is
God’s revealed word about himself, so let’s look
す。聖書は「神様がご自身を明らかにした書物」
at what the Bible teaches about God.
なので、聖書が「神」の事をどのように教えて
いるか見てみましょう。

神は「唯一無二」である

God is One

他の宗教はたくさんの神が存在すると教えます Some religions teach that many gods exist, but
が、聖書は唯一真（まこと）の神がおられるだ the Bible teaches that there is only one God.
けだと教えています。
第一コリント８章６節
父なる唯一の神がおられるだけで、すべて
のものはこの神から出ており、私たちもこ

1 Corinthians 8:6
…there is one God, the Father, from whom
are all things and for whom we exist…

の神のために存在しているのです。
聖書はこの唯一無二の神がすべての創造主だと The Bible teaches that this one God is the
creator of everything.
教えています。
創世記１章１節
初めに、神が天と地を創造した。
神は創造主です。すべてのものは神によって造

Genesis 1:1
In the beginning, God created the heavens
and the earth.
God is Creator. Everything else is his creation.

られたものです。
自然界に見られる美しさと複雑さは、創造主な The beauty and complexity that is found in the
natural world is compelling evidence for the
る神の存在を示す否定しがたい証拠です。
existence of a Creator God.
• 地球は太陽からちょうど良い距離にあり
ます。金星は生活するのには近すぎます
(摂氏462 度)。木星は遠すぎます(摂氏マ
イナス145 度)。
• 地球の傾斜(23.5度)は季節や気持ちの良い
天気を作り出すのに完璧です。
• 地球は完璧な大きさです。地球が今より
小さいと、酸素が逃げてしまいます(火
星)。今より大きいと、毒性のあるガスが
溜まっていきます(木星)

• The Earth is the perfect distance from the
sun. Venus is too close for life (462°C).
Jupiter is too far for life (-145°C).
• The Earth’s tilt (23.5°) is perfect for
seasonal, pleasant weather.
• The Earth’s size is perfect. If it were
smaller, oxygen would escape (Mars).
Larger, and poisonous gasses would
accumulate (Jupiter).
• The moon is the perfect size to maintain
Earth’s tilt and ocean tides necessary for
marine life.

• 月は、地球の傾斜と海の生物に欠かせな
い潮流を保つのに完璧な大きさです。
これらは偶然に起こった出来事なのでしょうか？ Could all of this happen by accident? The
これらの事実の正確さやデザインは、それらが precision and design of these facts gives
evidence that they did not happen by accident,
偶発的に起きたことではなく、デザイナー（設 but were created by a designer.
計士）によって作られたという証拠です。
考えましょう：植物の種とコンピューター
のどちらがより複雑ですか？

Consider: What is more complex: a seed or
a computer?

答えに驚かれるかもしれませんが、それは植物 The answer may surprise you. It’s a seed. It’s true
の種の方です。もちろん、きわめて小さな回路 that the complexities of a computer are
と、驚くほどの量のデータを処理するその能力 impressive, as demonstrated by their
microscopic connections and processing abilities
が示すコンピューターの複雑さには感銘を覚え
to handle incredible amounts of data. However, if
ます。しかし、コンピューターを地面に落とし you drop a computer to the ground what
たらどうなるでしょうか？もし踏みつけたなら、 happens? If it is stepped on, it gets destroyed. If
壊れてしまいます。雨が当たるとどうなるでしょ it gets rained on, it will be destroyed. In contrast,
what happens to the seed? A seed dropped to
うか？もちろん壊れます。対照的に、植物の種
the ground, with rain, will soon begin to grow.
はどうでしょう？種が地面に落ち、雨が降ると、 While humans can make a computer, humans
それは育ち始めます。人間はコンピューターを can not make a seed. The seed was created by
作ることは出来ますが、植物の種を作ることは God for a purpose--to grow into a tree that bears
fruit and produces more seeds.
出来ません。種は、神によって目的を持って創
造されましたー花を咲かせ実を結び、さらに多
くの種をつくる木になるために。

神は聖である

God is Holy

聖書は神が「聖」であると教えています。これ

The Bible says that God is "holy." This means
は神が聖別されており、ご自身を特別なカテゴ God is set apart and in a category of his own.
リー（範疇）に置かれていることを意味します。 God is completely pure and perfect. He is
without flaw, blemish, error or defect, which is
神は全く純粋で完全です。神には被造物が持つ
unlike everything and everyone else.
欠点、汚点、誤りや弱点などが全くありません。
イザヤ書６章３節
互いに呼びかわして言っていた。「聖なる、
聖なる、聖なる、万軍の主。その栄光は全

Isaiah 6:3
“Holy, holy, holy is the LORD of hosts; the
whole earth is full of his glory!”

地に満つ。」
聖書全体を通して、神様の臨在に遭遇した人た Throughout the Bible, people who encounter
ちは劇的に変えられています。イザヤ書の中で、 God’s presence are radically changed. In the
book of Isaiah, Isaiah talks about his experience
預言者イザヤは神の臨在の中にいた経験を語っ
of being in God’s presence. See how he reacts
ています。神の聖さを経験した時、彼がどのよ to experiencing God’s holiness:
うに反応したか見てみましょう。
イザヤ書６章４〜５節
その叫ぶ者の声のために、敷居の基はゆる
ぎ、宮は煙で満たされた。そこで、私は言っ
た。「ああ。私は、もうだめだ。私はくち
びるの汚れた者で、くちびるの汚れた民の
間に住住んでいる。しかも万軍の主である

Isaiah 6:4-5
And the foundations of the thresholds
shook at the voice of him who called, and
the house was filled with smoke. And I said:
“Woe is me! For I am lost; for I am a man of
unclean lips, and I dwell in the midst of a
people of unclean lips; for my eyes have
seen the King, the LORD of hosts!”

王を、この目で見たのだから。」

神は偉大である
使徒１７章２４〜２５と２９節
「この世界とその中にあるすべてのものを
お造りになった神は、天地の主ですから、
手でこしらえた宮などにはお住みになりま
せん。また、何かに不自由なことでもある
かのように、人の手によって仕えられる必
要はありません。神は、すべての人に、い
のちと息と万物とをお与えになった方だか
らです。… そのように私たちは神の子孫

God is Great
Acts 17:24-25, 29
“The God who made the world and
everything in it, being Lord of heaven and
earth, does not live in temples made by
man, nor is he served by human hands, as
though he needed anything, since he
himself gives to all mankind life and breath
and everything. …we ought not to think that
the divine being is like gold or silver or
stone, an image formed by the art and
imagination of man.”

ですから、神を、人間の技術や工夫で造っ
た金や銀や石などの像と同じものと考えて
はいけません。」
God is independent of everything. He does not
live in a man-made temple, nor does he need
神は人間の作った宮にはお住みにならないし、 humans to provide anything for him.
人間に世話をしてもらう必要もありません。
神様は全てにおいて自立しておられる方です。

神様はすべてを造られました。神様は人間の芸 God made everything. God did not come from
術や想像から生まれたのではありません。むし human art or human imagination; rather we
came from the creativity and imagination of God.
ろ私たちが神様の創造力と想像から生まれたの
です。
God sustains everything. God provides for the
やすべての被造物に必要なものを供給します。 needs of humans and all of his creation. He gives
us life. He keeps the sun burning, the earth
神様は私たちに命を与えます。太陽を燃やし続
orbiting, and our hearts beating.
け、地球を自転させ、私たちの心臓を鼓動させ
神様はすべてを保持しておられます。神様は人

ておられます。
神様は永遠で、知恵深く、無限に強いお方です。 God is eternal, wise, and infinitely strong. God
knows all and is everywhere at once.
神様はすべてのことを知っておられ、そして同
時にすべての場所におられます。
考えましょう：映画、小説、漫画の中での
神の描写と聖書が示す神の描写はどのよう
に異なりますか？

神は善良である

Consider: How does the depiction of God in
movies, novels and manga compare to the
description of the one true God revealed in
the Bible?

God is Good

使徒１７章２６〜２８節
「神は、ひとりの人からすべての国の人々
を造り出して、地の全面に住まわせ、それ
ぞれに決められた時代と、その住まいの境
界とをお定めになりました。これは、神を
求めさせるためであって、もし探り求める
ことでもあるなら、神を見いだすこともあ
るのです。確かに、神は、私たちひとりひ
とりから遠く離れてはおられません。私た
ちは、神の中に生き、動き、また存在して

Acts 17:26-28
“And he made from one man every nation
of mankind to life on all the face of the
earth, having determined allotted periods
and the boundaries of their dwelling place,
that they should seek God, and perhaps
feel their way towards him and find him. Yet
he is actually not far from each one of us,
for ‘in him we live and move and have our
being’; as even some of your own poets
have said, ‘For we are indeed his
offspring.’”

いるのです。あなたがたのある詩人たちも、
『私たちもまたその子孫である。』と言っ
たとおりです。」
あなたが気づいているかいないかに関わりなく、 Though you may or may not have realized it, God
神様はいつもあなたのそばにいます。神様はあ has always been near you. Not only did God
なたを造っただけではなく、引き続いてあなた make you, but he continually protects you and
provides for you. God listens to our cries for help
を守り、必要な物を与えてくださいます。神様
and saves us.
は助けを求める私たちの叫びを聞かれ、救出し
て下さいます。
詩編１４５章１４〜１９節
主は倒れる者をみなささえ、かがんでいる
者をみな起こされます。すべての目は、あ
なたを待ち望んでいます。あなたは時にか
なって、彼らに食物を与えられます。 あ
なたは御手を開き、すべての生けるものの
願いを満たされます。 主はご自分のすべ
ての道において正しく、またすべてのみわ

Psalm 145:14-19
The LORD upholds all who are falling and
raises up all who are bowed down. The
eyes of all look to you, and you give them
their food in due season. You open your
hand; you satisfy the desire of every living
thing. The LORD is righteous in all his ways
and kind in all his works. The LORD is near
to all who call on him, to all who call him in
truth. He fulfills the desire of those who fear
him; he also hears their cry and saves them.

ざにおいて恵み深い。 主を呼び求める者
すべて、まことをもって主を呼び求める者
すべてに主は近くあられる。 また主を恐
れる者の願いをかなえ、彼らの叫びを聞い
て、救われる。
あなたが今までに受け取った良いもの全ては神

Everything good you have ever had is from God
(Matthew 5:45)--sunshine, rain, food, water,
―太陽、雨、食べ物、水、住む場所、美しい四 shelter, beautiful season changes, good health,
季の変化、健康、働く活力等。これらすべての strength to work, etc. All of these are gifts God
provides to satisfy your heart with gladness (Acts
ものは、神様が「あなたの心を喜びで満たす」
14:17) because he is good and kind.
（使徒の働き14章17節）ために与えられるの
様から来ています（マタイの福音書5章45節）

です。なぜなら神様は善良で親切な方だからで
す。
考えましょう：最近、あなたが目にしたり、
あるいは経験した良いことは何ですか？

神は正しい
唯一真（まこと）の神は、私たちが目にしたり
受け取ったりするすべての良いことの源である
ので、神は私たちが感謝するに値します。それ
が真実であるのに、私たちは神に感謝すること
が出来ていません。もしかしたら、あなたは神
の存在を認めることさえせず、神からの賜物を
当たり前と思って愚かに生きているのかもしれ
ません。あなたの創造主を賛えないということ
は、聖書が言う「罪」のうちの一つです。私た

Consider: What is something good that you
have seen or received recently?

God is Just
Since the one true God is the source of
everything good that we’ve ever seen or
received, he deserves our gratitude. While this is
true, all of us have failed to give him the thanks
he deserves. Maybe you have not even
acknowledged his existence and have been living
ignorantly by taking his gifts for granted. Failing
to honor your creator is one example of what the
Bible calls “sin.” Our sin separates us from God,
who is holy and without sin. The consequence of
sin is eternal separation from God.

ちの罪は私たちを聖であり罪のない神から遠ざ
けてしまいます。罪がもたらす結果は神との永
遠の別離です。
使徒１７章３０〜３１節
神は、そのような無知の時代を見過ごして
おられましたが、今は、どこででもすべて
の人に悔い改めを命じておられます。なぜ
なら、神は、お立てになったひとりの人に
より義をもってこの世界をさばくため、日
を決めておられるからです。そして、その

Acts 17:30-31
“The times of ignorance God overlooked,
but now he commands all people
everywhere to repent, because he has fixed
a day on which he will judge the world in
righteousness by a man whom he has
appointed; and of this he has given
assurance to all by raising him from the
dead.”

方を死者の中からよみがえらせることによっ
て、このことの確証をすべての人にお与え
になったのです。
神様は恵み深く、そして辛抱強く私たちの無知 God has graciously and patiently overlooked our
ignorance, but now he commands us to turn
を見過ごして来られましたが、今は私たちに神 toward him and give him the thanks and honor
様に立ち返り、私たちの創造主そして養い主と he deserves as our Creator and Sustainer.
して受けるべき当然の感謝と栄誉を神様に捧げ
るように命じておられます。
神様はこの世をさばかれます。神様はこの世に

God will judge the world. God will destroy all that
ある全ての悪（病気、うつ、自殺、戦争、虐待、 is evil in the world (disease, depression, suicide,
困窮、憎悪、死など）を打ち砕かれます。この war, abuse, suffering, hate, death, etc.). This is
ことは、もし私たちが神様を敬う人たちの中に happy news if we are among those who honor
God. However, if we do not honor God, then we
入っているならば、嬉しい知らせです。しかし、
fall under his condemnation.
もし私たちが神様を敬わないならば、神様にさ
ばかれてしまいます。

神は愛しておられる

God is Loving

神様は父親のようにあなたのすべてを知ってお Much like a father, God knows everything about
られ、無条件にあなたを愛しておられます。神 you and loves you unconditionally. He wants you
様はあなたに神様ご自身のことを知ってもらい、 to know him for yourself and enjoy his love
personally. Because God loves us, he made a
あなたへの神様の愛を個人的に楽しんでほしい
way for us to be with him, righteous in His sight.
と思っておられます。神様は私たちを愛してお He sent his Son to be our Savior.
られる故に、私たちが神様と共にいて、神様の
目に義とみなされる道を私たちのために作られ
ました。神様はご自分の御子を私たちの救い主
として地上に遣わされたのです。
ヨハネ ３章１６〜１７節
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、ひとりとして滅びることなく、
永遠のいのちを持つためである。神が御子

John 3:16-17
“For God so loved the world, that he gave
his only Son, that whoever believes in him
should not perish but have eternal life. For
God did not send his Son into the world to
condemn the world, but in order that the
world might be saved through him.”

を世に遣わされたのは、世をさばくためで
はなく、御子によって世が救われるためで
ある。
救い主とははイエスのことです。イエスは私た

The Savior is Jesus. Jesus took all of our
ちの不名誉な、正しくない行い（罪）の全てを dishonorable, unrighteous actions (sin) upon
引き受け、そして私たちの罪悪感と恥を取り除 himself and died to remove our guilt and shame.
くために死なれました。神様は罪と死を打ち負 God raised Jesus back to life, overpowering sin
and death. The way to live rightly before God and
かしイエスを生き返らせました。私たちは、神
honor him is through faith in his Son, Jesus.
様の御子イエスを信じる信仰を通して,神様の御
前にで正しく生き、神様を敬うことができるの
です。
考えましょう：神が聖で、偉大かつ善良で
あり、正しく、そして、あなたをとても愛
しているのを学びました。あなたは今、ど

Consider: We just learned that God is holy,
great, good, just, and that God loves you!
How does this make you feel? What does
this mean for your life?

んな気持ちですか？あなたの人生にそれは
どのような意味を持つでしょうか？

In preparation for the next lesson, take a look at
テップ：ステップ２」を読んでおきましょう。 “First Steps: Step 2.” Also, if there is time, start
to read about the life of Jesus in the Gospel of
もし時間があるなら、イエスの人生について「マ
Mark.
ルコによる福音書」を読み始めてください。
次のレッスンの準備として、「ファースト・ス
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