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First Steps 3
What is the Gospel?

福音とは？

Gospel means “good news.” What is the news
and why is it good? First, we need to hear the
意味です。何の知らせでなぜ良い知らせなので bad news.
しょうか？まず悪い知らせから聞いていきましょ
英語のGOSPELは福音、「良い知らせ」という

う。
このような話を想像してみてください。

Let’s imagine this scenario:

あなたの家に来客が来ます。あなたは喜んでゲ

A guest is coming to visit your home. You are
スト（来客）を迎えたいと思っていますが、ジ eager to receive the guest, but there is a
レンマがあります。その来客が泥まみれのブー dilemma. The guest comes into the house
wearing muddy boots; it is obvious the guest is
ツで家に入ってくるのです。その人が日本人の
either unaware or unconcerned about Japanese
「家を綺麗にする」繊細さに気づいていないか、 sensibilities regarding the cleanliness of their
あるいは気にしていないかは明白です。
home.
考えましょう：あなたはその来客に靴を脱
ぐように頼みますか？

Consider: Would you ask the guest to
remove their shoes?

その来客に靴を脱ぐように親切に頼むことは、 The natural thing to do would be to kindly ask
自然なことです。来客が、靴を脱がずに靴から the guest to remove their shoes. Even if the
泥を拭き取ろうとしたとしても十分ではありま guest simply tries to wipe the mud from their
shoes without removing them completely, that is
せん。あなたはきっと外からの不潔なもの全て
not enough. You would likely insist that no
を家に入れたくないと主張することでしょう。 impurities from outside be allowed in the house.
この話は、神がどのように私たちを扱われるか This scenario is similar to how God deals with us.
と似ています。神様は、（あなたを含む）全て God has invited every single person (including
の人が「人生」、あるいは「生活」の中で清く you) into a relationship with him, yet every single
person has impurities in their life. Just as entering
ない部分を持っているにも関わらず、その全て a home with muddy shoes is offensive to the
の人をご自身との関係に招いておられます。泥 host, the impurities within all of us are offensive
だらけの靴で家に入ることが失礼であるのと同 to a perfect and pure God. The Bible talks about
じように、私たちの中にある汚い部分は「完全」 our inability to make our hearts pure, and calls
this impurity “sin.”
かつ「清い」神にとって不敬なものです。聖書
は私たちが自分自身の能力で心を清くすること
は出来ないと言いそしてこの汚さを「罪」と呼
んでいます。

人類の問題とは何？

罪

箴言２０章９節
だれが、「私は自分の心をきよめた。私は

What is mankind’s problem? Sin.
Proverbs 20:9
Who can say, “I have made my heart pure; I
am clean from my sin”?

罪からきよめられた」と言うことができよ
う。
ローマ人への手紙 ３章２３節
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…

Romans 3:23
…for all have sinned and fall short of the
glory of God

日本語で「罪」という言葉は、私たちに「犯罪」 The Japanese word for sin (tsumi, 罪) makes us
を連想させるでしょう。 なので、皆さんは、
think of crime (hanzai, 犯罪). So you might think,
「私は盗んだり、人を殺したりするような犯罪 “I’ve never committed a crime, never stolen, or
を犯したことはない」と考えるかもしれませ
committed murder.” But sin is not merely
breaking a human law; sin is failing to live up to
ん。 しかし、罪はただ単に人間が作った法律
God’s absolute purity, perfection, and Law.
を破るということではなく、神の完全なる「清
さ」、「完全さ」そして「律法」に沿って生き
ることに失敗することです。
神の律法の例が、出エジプト記２０章に書かれ Some examples of God’s Law can be found in
Exodus 20:
ています。
You shall have no others gods.
ほかの神々があってはならない
You shall not worship idols.
You shall not take the name of the Lord in
偶像を造ってはならない
vain.
主の御名を、みだりに唱えてはならない
Remember the Sabbath day, keep it holy.
安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ
Honor your father and your mother.
You shall not murder.
父と母を敬え
You shall not commit adultery.
殺してはならない
You shall not steal.
姦淫してはならない
You shall not bear false witness against your
neighbor.
盗んではならない
You shall not covet.
偽りの証言をしてはならない
あなたの隣人の家を欲しがってはならない
イエスも神の律法をこのようにまとめられまし Jesus also summarized God’s Law like this:
た。
マタイによる福音書２２章３７〜３９節
そこでイエスは彼に言われた。「『心を尽
くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あ
なたの神である主を愛せよ。』これがたい
せつな第一の戒めです。『あなたの隣人を
あなた自身のように愛せよ。』という第二

Matthew 22:37-39
And he said to him, “You shall love the Lord
your God with all your heart and with all
your soul and with all your mind. This is the
great and first commandment. And a
second is like it: You shall love your
neighbor as yourself.”

の戒めも、それと同じようにたいせつです。
つまり、「神を愛し、人を愛する」ということ In summary: Love God, love people.
です。
考えましょう：あなたはこれら全ての律法
に従っていますか？

Consider: Have you obeyed every single
one of these laws?

もしあなたが正直なら、少なくとも神の律法の

If we’re honest, we know that we have broken at
一つは破ったことがあると認めるでしょう。一 least one of God’s laws. By breaking one law, the
つの律法を破っても、神の目からすると全ての Bible teaches that in God’s eyes, we are guilty of
律法を破ったのと同じほど有罪です。神の律法 having broken them all. And in breaking God’s
Law, we are impure.
を破れば、私たちは汚れています。
ヤコブの手紙 ２章１０〜１１節
律法全体を守っても、一つの点でつまずく
なら、その人はすべてを犯した者となった
のです。

James 2:10a
For whoever keeps the whole law but fails in
one point has become accountable for all of
it.

聖書は、神の律法が私たちの行動にだけ適用さ The Bible teaches that God’s Law applies not
れるわけではなく、心にも適用されると教えて only to our actions, but to our hearts as well.
During Jesus’ three years of ministry, the Jewish
います。イエスの3年間の宣教活動の際に出
religious leaders were very good at keeping
会ったユダヤ人宗教指導者たちは、神の律法を God’s Law. However, their hearts were still far
守ることに非常に長けていました。しかしなが from God. Jesus once spoke to them like this:
ら、彼らの心は神から遠く離れていました。イ
エスはある時、彼らにこのように話されました。

マタイによる福音書２３章２７〜２８節
わざわいだ。偽善の律法学者、パリサイ人。
お前たちは白く塗った墓のようなものです。
墓はその外側は美しく見えても、内側は、
死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱ

Matthew 23:27-28
“Woe to you, Scribes and Pharisees,
hypocrites! For you are like whitewashed
tombs, which outwardly appear beautiful,
but within are full of dead people’s bones
and all uncleanness.”

いです。
イエスはこのようにも言われました。
マタイによる福音書５章２１〜２２節
昔の人々に、「人を殺してはならない。人
を殺す者はさばきを受けなければならな
い。」と言われたのを、あなたがたは聞い
ています。しかし、私はあなたがたに言い
ます。兄弟に向向かって腹を立てる者は、
だれでもさばきを受けなければなりません。

Jesus also said:
Matthew 5:21-22
“You have heard that it was said to those of
old, ‘You shall not murder; and whoever
murders will be liable to judgment.’ But I say
to you that everyone who is angry with his
brother will be liable to judgment; whoever
insults his brother will be liable to the
council; and whoever says, ‘You fool!’ will
be liable to the hell of fire.”

兄弟に向かって「能なし」と言うような者
は、最高議会に引き渡されます。
イエスは、この問題の核心は心の問題だと教え Jesus taught that the heart of the problem is a
problem of the heart.
られました。
結論：私たちにはみな罪があります。

罪の対価は何か？

死

考えましょう：あなたは今まで、死んだ後
どうなるか考えたことがありますか？

Conclusion: We are all guilty of sin.

What is the punishment for sin?
Death.
Consider: Have you ever thought about
what happens to us after we die?

聖書は、私たちが死んだ後何が起きるか明確に The Bible clearly answers the question of what
happens after we die.
答えています。
ローマ 人への手紙６章２３節

Romans 6:23
For the wages of sin is death…

罪から来る報酬は死です。
Note: “Death” in Romans 6:23 is not only
referring to a physical death, but an eternal
な死を意味しているだけではなく、「永遠の死」 death--eternal separation from God.
（神との永遠の断絶）も意味しています。
脚注：ローマ ６章２３節での「死」は身体的

罪は私たちを神から引き離します。
イザヤ書５９章２節
あなたがたの咎が、あなたがたと、あなた
がたの神との仕切りとなり、あなたがたの
罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないよ
うにしたのだ。

死のあと私たちは審判を受けます。
ヘブル人への手紙９章２７節
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。

Sin separates us from God.
Isaiah 59:2
…but your iniquities have made a
separation between you and your God, and
your sins have hidden his face from you so
that he does not hear.

After death we face judgment.
Hebrews 9:27
And just as it is appointed for man to die
once, and after that comes judgment…

生まれ変わりはありません。死んだあと、2度
目のチャンスはありません。私たちが死んだと There is no reincarnation, and there are no
second chances after death. When we die we
き、罪に対して判決を下されます。
are judged for our sins.
読むのがつらいですが、これは地獄という神な
しの永遠はどのようなものかを表す大切な箇所
です。

This following scripture is difficult to read, but it
gives us a picture of what eternity without God is
like--hell.

テサロニケ人への手紙第二１章８〜９節
そのとき主は、神を知らない人々や、私た
ちの主イエスの福音に従わない人々に報復
されます。そのような人々は、主の御顔の
前とその御力の栄光から退けられて、永遠
の滅びの刑罰を受けるのです。

2 Thessalonians 1:8-9
...in a flaming fire, inflicting vengeance on
those who do not know God and on those
who do not obey the gospel of our Lord
Jesus. They will suffer the punishment of
eternal destruction, away from the presence
of the Lord and from the glory of his
might…

良い知らせ
The Good News
「良い知らせ」とは、神が、人となり、完璧な
人生を生き、私たちの罪のために死に、神と和 The good news is that God sent his Son Jesus,
who became a man, lived a perfect life, died in
解するために死からよみがえられたひとり子イ
our place for our sins, and rose from the dead to
エスを遣わされたことです。
reconcile us to God.
ローマ人への手紙５章８節
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。

Romans 5:8
...but God shows his love for us in that
while we were still sinners, Christ died for
us.

イエスが私たちの罪の代価（死）を支払われた
ので、私たちは赦され、私たちのすべての罪は

Jesus paid the price (death) for our sins so that
洗い流されました。聖書は、イエスの血が私た we can be forgiven and all our sins can be
washed away. The Bible tells us that the blood of
ちを罪から聖めてくださると教えています。
Jesus purifies us from sin.
第一ヨハネの手紙１章７節
御子イエスの血はすべての罪から私たちを
きよめます。

1 John 1:7b
…and the blood of Jesus his Son cleanses
us from all sin.

イエスの死とよみがえりは私たちを私たちの罪 Jesus’ death and resurrection not only cleanses
から聖めるだけでなく、神の御前で義としてく us of our sin, but it also credits us with
righteousness—that is, right-standing before
れます。
God.
ローマ人への手紙４章２４〜２５節
私たちの主イエスを死者の中からよみがえ
らせた方を信じる私たちも、その信仰を義
とみなされるのです。主イエスは、私たち

Romans 4:24-25
It will be counted to us who believe in him
who raised from the dead Jesus our Lord,
who was delivered up for our trespasses
and raised for our justification.

の罪のために死に渡され、私たちが義と認
められるために、よみがええられたのです。

神への唯一の道は、イエス・キリストを通して
です。

The only way to God is through Jesus Christ.

ヨハネの福音書１４章６節
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、だれひとり父のみも

John 14:6
Jesus said to him, “I am the way, and the
truth, and the life. No one comes to the
Father except through me.”

とに来ることはありません。

イエスなしでは私たちは有罪です。それは私た

Without Jesus we are guilty, meaning we are
ち自身が汚れており、地獄へ行くことが定めら impure and destined for hell. Through Jesus we
れていることを意味します。イエスを通して、 receive forgiveness of our sins, meaning we have
私たちは罪の赦しを受けます。それは私たちが right-standing before God and eternal life in
heaven.
神の御前で義とされ、天国で永遠の命を得るこ
とを意味します。
ローマ人への手紙６章２３節
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。

Romans 6:23
For the wages of sin is death, but the free
gift of God is eternal life in Christ Jesus our
Lord.

考えましょう：人々が、イエス・キリスト
抜きで自分自身の罪や罪悪感に対処しよう
思う方法にはどのようなものがありますか

Consider: What are ways that people might
think to deal with their sin and guilt apart
from Jesus?

真理は、完全に清く、聖なる神の御前に私たち
が立てるほど十分に善い行いをすることが出来 The truth is, we cannot do enough good to ever
ないということです。私たちは、自分自身が犯 be good enough before a perfectly pure and holy
God. We can never do enough good to erase the
した悪いことを打ち消せるほど善い行いをする bad that we have done. The only hope that we
ことは絶対にできません。唯一の希望は、イエ have lies in what Jesus has done for us, which is
スが私たちにしてくださったことにより頼むこ a free gift for us to receive.
とです。それは、私たちが無償で受け取ること
が出来る贈り物なのです。

神の贈り物をどうやって受け取るこ
とができるのか？
エペソ人への手紙２章８〜９節
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

How can we receive this gift of
God?
Ephesians 2:8-9
For by grace you have been saved through
faith. And this is not your own doing; it is
the gift of God, not a result of works, so that
no one may boast.

ことのないためです。
罪の赦しと永遠の命という無償の贈り物は、イ
エス・キリストを信じる信仰を通してのみ受け The gift of forgiveness of sins and eternal life are
only received through faith in Jesus Christ.
取ることが出来ます。他のどのような方法であっ
Salvation cannot be earned in any way. It is a gift
ても、救いを手に入れることはできません。そ of God received only through faith.
れは信仰を通してのみ受け取ることが出来る神
からの贈り物なのです。
ローマ人への手紙１０章９節
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てくださったと信じる
なら、あなたは救われるからです。

Romans 10:9
....if you confess with your mouth that Jesus
is Lord and believe in your heart that God
raised him from the dead, you will be saved.

あなたの「主」としてイエスに信仰をおくとは、
他のものへの献身や忠誠を否定することです。 Placing faith in Jesus as your Lord means
このことは、生活の中での罪や、偽りの神々、 recognizing and denying other allegiances and
loyalties. This is demonstrated by such acts as
他の宗教、自己義認を追い求めることなどと戦
constantly seeking to fight sin in our lives, false
い続ける行動で実践されます。むしろクリスチャ gods, other religions, the pursuit of selfンは何よりもイエスを愛し、イエスを追い求め righteousness, etc. Rather than these things, the
Christian seeks to love and pursue Jesus more
ます。
than anything else.
イエスは、私たちが生活や人生のあらゆること
をイエスよりも優先し、本来ならイエスがいる Jesus knows that there are many aspects of our
べき地位に置いてしまうことを知っておられま lives that can be wrongly elevated to a position
す。「主」としてイエスに従うとは、他の何よ that only he deserves, that of Lord. Following
Jesus as Lord means we are loyal to him above
りもイエスに忠実であるということです。全て
all else. Honoring and following him in all that we
の領域で、例えば、仕事、教育、人間関係、家 do comes from our obedience to him: in our
庭においてイエスを敬い、イエスに付き従うの jobs, in our education, in how we treat one
はイエスへの「服従」「従順」から出てくるも another, and even in our own families. As
Christians we love our families because we follow
のです。クリスチャンとして、私たちはイエス
Jesus. If one’s family members are not Christians
に従うので家族を愛するのです。もし、クリス then his or her decision to follow Christ can be
チャンでない家庭に一人でもキリストに従うク met with confusion and disapproval. But
リスチャンが生まれると混乱と反発が生じるこ because the teaching of Jesus in the Bible, as
covered in this lesson, about sin, death,
とがあります。しかし、このレッスンで共に学
judgment, and salvation are true, the most loving
んできた「罪」「死」「裁き」「救い」につい act you can do for your family members is to
て聖書にあるイエスの教えは真実なので、あな follow Jesus yourself and share him with your
たが家族に出来る最も愛ある行動は、あなた自 family members.
身がイエスに従い、家族のメンバー全員にイエ
スのことを分かち合うことです。
考えましょう：あなたは救いという無償の
贈り物を受け取る準備が出来ていますか？
以下の質問を通して、あなた自身が神へ向
かう旅のどの地点にいるか考えてみましょ

Consider: Are you ready to receive the free
gift of salvation? Think about the following
questions to help you decide where you are
on your journey toward God.

う。
あなたは自分が罪人で、イエスが必要だと
信じますか？

Do you believe you are a sinner and that
you need Jesus?

イエス・キリストは唯一真の神の子である
と信じますか？

Do you believe that Jesus Christ is the Son
of the one true God?

イエスはあなたの罪の代価を支払い、あな
たを救うために死んだことを信じますか？

Do you believe that Jesus died to pay for
your sins and save you?

イエスが死からよみがえったことを信じま
すか？

Do you believe that Jesus rose from the
dead?

イエスをあなたの主、そして救い主として
信仰によって告白する準備ができています
か？

Are you ready to profess, in faith, Jesus as
your Lord and savior?

悔い改め、バプテスマを受け、イエス様と
共に新しい人生を歩みたいですか？

Are you ready to repent, be baptized, and
start a new life with Jesus?

ファースト・ステップ：ステップ４に備えるた
めに、今週時間を取って少し予習してみましょ To prepare for “First Steps: Step 4,” take some
う。もし時間があれば、「マルコによる福音書」 time this week to familiarize yourself with the
と「ローマ人への手紙」を読んで、イエスにつ lesson. Also, if there is time, keep reading about
Jesus and his gospel message in the Gospel of
いてさらに読み進めてみましょう。
Mark and the book of Romans.
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