ファースト・ステップ

５

クリスチャンとは？

First Steps 5
What is a Christian?

This lesson seeks to answer the questions:
“What is a Christian?”, “What are the differences
「クリスチャンとそうでない人は何が違うの？」 between Christian and non-Christians?”, and
そして「もしクリスチャンになったら、私の生 “How would my life change if I became a
活はどう変わるの？」といった質問の答えを探っ Christian?"
このレッスンでは、「クリスチャンとは？」や

ていきます。
考えましょう：クリスチャンになるとはど
ういう事だと思いますか？クリスチャンと
そうでない人は何が違うと思いますか？

Consider: What do you observe Christians
to be? What differences do you observe
between Christians and non-Christians?

クリスチャンとは、（１）聖霊によって新しく

A Christian is someone who has been (1) born
生まれ、（２）イエス・キリストの死と復活を again by the Holy Spirit, (2) through faith in
信じる信仰を通してイエスを主として従い、
Jesus’ death and resurrection follows Jesus as
（３）父なる神を喜んで神の栄光のために生き Lord, and (3) rejoicing in God lives for the glory of
God the Father.
る人のことを指します。
Let’s take a deeper look at the three aspects in
上記にまとめたクリスチャンの３つの特徴を一 the summary above.
つずつ深く見ていきましょう。

1.クリスチャンとは父なる神を愛し、神を喜
び、神の栄光のために生きる人です。

1. Christians love God, rejoice in God, and
live for the glory of God the Father

神を愛する

Love God
Perhaps the most basic characteristic of a
れるのは、クリスチャンは神を愛するというこ Christian is that Christians love God. Jesus
taught that the most important commandment is
とです。イエスは、最も大切な命令は神を愛す
love for God:
る事だと教えました。
最も基本的なクリスチャンの特徴としてあげら

マルコによる福音書 12章29~30節
イエスは答えられた。「一番たいせつなの
はこれです。『イスラエルよ。聞け。われ
らの神である主は、唯一の主である。心を
尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力

Mark 12:29-30
“The most important is, ‘Hear, O Israel: The
Lord our God, the Lord is one. And you
shall love the Lord your God with all your
heart and with all your soul and with all your
mind and with all your strength.’”

を尽くして、あなたの神である主を愛せ
よ。』」
けれども、神の私たちへの愛が私たちの神への But God’s love for us preceded our love for God!
Our love for God is a response to his love for us.
愛よりも先でした。私たちの神への愛は、
神の私たちへの愛への応答なのです。
ヨハネの手紙第一 4章19節
私たちは愛しています。神がまず私たちを

1 John 4:19
We love because he first loved us.

愛してくださったからです。
愛のうちに、神は私たちをご自分の息子、娘と

In love God adopts us into his family as his very
して神の家族に受け入れられました。全能の創 own sons and daughters. It is truly amazing that
造主、主権者、聖なる父である神が、罪人であ God, the Almighty Creator, Sovereign King, and
る私たちを神ご自身の子とし、子が受ける特権 Holy Father, would lovingly make sinners his own
children, and give us all the privileges of a child.
を与えられたというのは本当に素晴らしいこと
Christians are children of God.
です。クリスチャンは神の子どもなのです。
ヨハネの手紙第一 3章1節
私たちが神の子どもと呼ばれるために、
――事実、いま私たちは神の子どもです。

1 John 3:1
See what kind of love the Father has given
to us, that we should be called children of
God; and so we are.

――御父はどんなにすばらしい愛を与えて
くださったことでしょう。
神を喜ぶ
クリスチャンは神の驚くべき美しさ、栄光、価
値を見て、その応答として神を喜びます。クリ
スチャンはお金や健康や長寿といったような様々
なご利益を得るために神を愛するのではありま
せん。言うなれば、神ご自身こそが私たちの報
酬なのです。「天国」も「永遠の命」も、神と

Rejoice in God
Christians see God’s amazing beauty, glory, and
worth, and in response rejoice in him. Christians
do not love God in order to gain various rewards,
such as money, healthy, or long life. Rather the
reward is God himself. “Heaven” and “eternal life”
are good because we will be with God. Jesus
said:

共にいられるからこそ良いものです。イエスは
こう言われました。
ヨハネによる福音書 17章3節
「その永遠のいのちとは、彼らが唯一のま
ことの神であるあなたと、あなたの遣わさ

John 17:3
“And this is eternal life, that they know you
the only true God, and Jesus Christ whom
you have sent.”

れたイエス・キリストとを知ることです。」

クリスチャンは神を喜び、他の何よりも神を強 Christians rejoice in God and desire God more
than anything else. God is our delight.
く求めます。神は私たちの楽しみです。
詩編 73篇25節
天では、あなたのほかに、だれを持つこと
ができましょう。地上では、あなたのほか

Psalm 73:25
Whom have I in heaven but you? And there
is nothing on earth that I desire besides you.

に私はだれをも望みません。
ピリピ人への手紙 4章4節
いつも主にあって喜びなさい。もう一度言
います。喜びなさい。
神の栄光を讃える
神は、神の栄光を示し公に表すために、神ご自
身のために私たちを創造して救われれました。
実際、あなたがクリスチャンになるとき、あな
たの罪はイエス・キリストによって赦され、あ
なたの人生の目的が変わるのです。イエス・キ
リストにある信仰を通してクリスチャンである
という事が、神の栄光を讃えて生きる人生を可
能にします。あなたはもはや自分自身のために

Philippians 4:4
Rejoice in the Lord always; again I will say,
rejoice.
Glorify God
God created us and saved us for himself, in
order to display and declare his glory. Practically,
when you become a Christian your sins are
forgiven through Jesus Christ and the purpose of
your life changes. Being a Christian through faith
in Jesus Christ makes it possible to live a life
glorifying to God. You no longer live for yourself
but for God. Christians seek to do everything
they do for God’s glory.

生きるのではなく、神のために生きるのです。
クリスチャンは、自分がするすべての事を、神
のためにしようとします。
イザヤ書 43章6~7, 21節
（神は言われた：）「わたしの子らを遠く
から来させ、わたしの娘らを地の果てから
来させよ。わたしの名で呼ばれるすべての
者は、わたしの栄光のために、わたしがこ
れを創造し、これを形造り、これを造っ

Isaiah 43:6-7, 21
God said: “...bring my sons from afar and
my daughters from the end of the earth,
everyone who is called by my name, whom
I created for my glory, whom I formed and
made. … the people whom I formed for
myself that they might declare my praise.”

た。... わたしのために造ったこの民はわ
たしの栄誉を宣べ伝えよう。」
コリント人への手紙第一 10章31節
あなた方は、食べるにせよ、飲むにせよ、
何をするにせよ、すべて神の栄光のために

1 Corinthians 10:31
So, whether you eat or drink, or whatever
you do, do all to the glory of God.

なさい。
コリント人への手紙第一 10章31節にあるよう

Like 1 Corinthians 10:31 says, everything from
に、食べたり飲んだりなど生活の中のすべての the daily tasks of eating and drinking and
こと、それは勉強や仕事、休んだり遊んだり、 everything else in life—be it studying, working,
社交的なイベントに参加することも含めて、神 resting, playing, or socializing, is done to praise,
proclaim, display, and declare God's glory.
の栄光を讃え、公に表し、示し、宣言するため
に行います。
日常生活の中で、人はたくさんの決断をしてい In the normal course of life a person makes many
ます。「どこに住むか？」や「この転勤は家族 decisions. Decisions like, “Where should I live?”
or “Is this transfer to a different city the best thing
のためになるのか？」などの決断です。クリス
for my family?” A Christian does not just
チャンはただ「自分は何をしたいのか？」や「何 consider, “What do I want to do?” or “What
がみんなのためになるのか？」などを考えるだ would be good for others?” Though these are
けに留まりません。もちろんこれらのことを考 important things to consider, a Christian first
asks, “What is most glorifying to God?” then
えるのも大切ですが、クリスチャンはそれらの
takes into consideration what is loving toward
ことを考える前に、まず、「何が最も神を讃え others.
ることか」を神に聞き、それを踏まえて、何が
みんなに対して愛あることか、を考えるのです。

考えましょう：あなたが決断をするとき、
何が最も重要な要因になりますか？

Consider: When it comes to making
decisions, what have typically been the
most important factors in you making a
decision?

人が、人生の中で何かをしたり決断したりする The primary reasons for making decisions and
のは、主に自分の思いからであったり、自分の doing things in people’s lives can be selfmotivated or motivated out of wanting to respect
周りの人を尊重したいという思いからです。ク
the people around you. Though Christians should
リスチャンは人を愛するべきであり、また個人 certainly love others and are at liberty to have
の願いや好みを持つ自由がありますが、クリス preferences and personal desires, a Christian’s
チャンの人生はまず、神中心であるべきなので life should be God-centered.
す。

2.クリスチャンとはイエスに信仰をおき、

2. Christians have faith in Jesus and follow
Jesus.

イエスに従う人です。
Faith
A Christian is someone who believes in the
クリスチャンは、聖書によって、個人としての
person and work of Jesus Christ according to
イエス・キリストと彼が行ったことを信じます。 the Bible. Jesus is the divine Son of God, is the
イエスは神聖な神の御子であり、予言された救 prophesied Messiah (see First Steps 4), exists
い主であり（ファーストステップ４参照）、永 eternally—was not created—and is Lord of all.
Christians believe these truths about Jesus.
遠に存在する方（誰かによって造られたもの＝
信仰

被造物ではない）であり、すべての主です。ク
リスチャンはこれらのイエスについての真実を
信じます。
クリスチャンとは、イエスの生涯、死と復活が A Christian is someone who believes the life,
death, and resurrection of Jesus are true,
本当にあった歴史的な出来事であると信じる人 historical events. Jesus, the Son of God, became
のことです。イエスは神の御子であり、人となっ a man, born of a virgin, lived a sinless life, died,
て処女より生まれ、罪のない人生を生き、死に、 and three days later rose from the dead,
三日後に死よりよみがえり、天に昇り、またい ascended to heaven, and will one day return to
judge the world.
つの日かこの世を裁くために戻って来られます。

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

Romans 10:9
because, 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.

なら、あなたは救われるからです。
クリスチャンとは、私たちの罪のために死に、 A Christians is someone who trusts Jesus for
salvation because he died and rose from the
死からよみがえったイエスの救いに信頼する人
dead for our sins. Christians know that they
です。クリスチャンは自分自身の良い行いが赦 cannot trust their own good works to qualify
しや永遠の命に値しないことを知っています。 them for forgiveness and eternal life.
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

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。
福音（私たちの罪のためにイエスが死に、よみ Believing the gospel—Jesus’ death and
がえったこと）を信じるとはただ私たちがクリ resurrection for our sins—is not only something
we do to become a Christian, but the whole
スチャンになるためだけにすることではなく、
Christian life is lived by faith in Jesus. We are
クリスチャンは人生を通してイエスへの信仰に saved by faith, we grow as a Christian by faith,
よって生きるのです。私たちは信仰によって救 and we are guarded by faith until we receive our
われ、信仰によってクリスチャンとして成長し、 inheritance of eternal life with God (1 Peter
1:4-5).
神と共にある永遠の命を資産として受るまで信
仰によって守られるのです（ペテロの手紙第一
1章4~5節）。
従う

Follow
Christians follow Jesus as their Lord. Jesus
います。イエスは私たちをご自分に従い、ご自 invites us to follow him and become his disciple.
分の弟子になるように招いています。
クリスチャンはイエスを自分たちの主として従

ルカによる福音書9章23節
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

Luke 9:23
And he said to all, “If anyone would come
after me, let him deny himself and take up
his cross daily and follow me.”

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。」

イエスに従うとは、私たちの意志、計画、優先 Following Jesus means we surrender our will, our
順位、私たちの人生のすべてを彼に明け渡すこ plans, our priorities, our whole lives to him.
とを意味します。クリスチャンはイエスの導き Christians submit to Jesus’ lead and give him the
position of Lord in our life. This is the cost of
に従い、自分の人生の主人の座をイエスに明け being Jesus’ disciple.
渡します。これが、イエスの弟子になる代償で
す。
イエスを主として従うということは彼の命令に
従うということです。私たちはイエスが良い主
であること、そして彼は私たちのためにならな
いことをせよとは決して言わないと信じていま
す。しかし、時に、なぜイエスがこんなことし
なさいと言ったのか理解できず、またなぜこの
ようなことが自分や友人、身の回りの人々に起
こったのか全く理解できないこともあるでしょ
う。しかし私たちはイエスを信頼するがゆえに
彼に従います。私たちはイエスが何を命じてい
るかを聖書を読むことによって知ります。私た
ちは神の愛を得るため、また神の愛を保つため
に従うのではありません。むしろ、神が初めに

Following Jesus as Lord means that we obey
what he commands. We trust that he is a good
Lord, and that he will never ask us to do
something that is bad for us. But there will be
times when we cannot understand why he asks
us to do something or even fully understand why
things happen to us or our friends around us, yet
we obey because we trust. We come to know
what he commands by reading the Bible. We do
not obey in order to earn or maintain God's love.
Rather we obey Jesus as a free response of love
because he first loved us. The word “Christian”
means “little Christ”, which is accurate; we are to
become more and more like Jesus as we grow
as Christians.

愛してくださったから、その愛への応答として
イエスに従うのです。「クリスチャン」という
言葉は「小さなキリスト」という意味です。こ
れは本当にその通りで、私たちはクリスチャン
として成長すればするほど、イエスのようになっ
ていきます。
ヨハネの手紙第一 2章6節
神のうちにとどまっていると言う者は、自
分でもキリストが歩まれたように歩まなけ

1 John 2:6
… whoever says he abides in [Jesus] ought
to walk in the same way in which [Jesus]
walked.

ればなりません。
考えましょう：今までイエスについて学ん
だ中で、イエスの人格や命令のどの部分を
真似たいと思いますか。

Consider: Based upon what you have come
to know about Jesus so far, what aspects of
Jesus’ character and commands would you
like to imitate?

3. クリスチャンは聖霊によって新しく生まれ、 3. Christians are born again by the Holy
Spirit and bear the fruit of righteousness
義の実を結ぶ人です。
クリスチャンになるということは、ただ単に考 Becoming a Christian is not merely a mental
え方が変わったり、行動が修正されるだけでは change or behavior modification. Becoming a
ありません。クリスチャンになるということは、 Christian is a supernatural and miraculous work
of the Holy Spirit of God in our hearts. Jesus
私たちの心の内の、聖霊の超自然的、奇跡的な
described this supernatural transformation like
働きです。
this:
イエスはこの超自然的な変化をこのように表現
しています。
ヨハネによる福音書 3章3と6~7節
イエスは答えて言われた。「まことに、ま
ことに、あなたに告げます。人は、新しく
生まれなければ、神の国を見ることはでき
ません。... 肉によって生まれた者は肉で

John 3:3, 6-7
Jesus answered him, “Truly, truly, I say to
you, unless one is born again he cannot see
the kingdom of God. … That which is born
of the flesh is flesh, and that which is born
of the Spirit is spirit. Do not marvel that I
said to you, ‘You must be born again.’”

す。御霊によって生まれた者は霊です。あ
なたがたは新しく生まれなければならない、
とわたしが言ったことを不思議に思っては
なりません。」
クリスチャンは、ただ単に自分で自分のことを A Christian is not merely someone who selfクリスチャンと言うだけの人や、国勢調査でキ identifies themselves a Christian, marks
“Christianity” on a census survey, is born in a
リスト教を選ぶ人、クリスチャンの家庭に生ま Christian family, attends a church, is recorded as
れた人、教会に教会員として登録されている人、 a member of a church, or gives offering. A
もしくは献金をする人のことではありません。 Christian is someone who has been spiritually
クリスチャンとは、聖霊によって内側から霊的 changed from the inside out by the Holy Spirit.
に変えられた人のことです。
事実、信じる人には、聖霊が来てその内に宿る In fact, the Holy Spirit comes and dwells inside of
のです。まさに、聖霊による神の臨在（存在） every believer. The very presence of God through
がいつもクリスチャンと共にあり、イエスのよ his Spirit is with Christians at all times helping us
to live like Jesus.
うに生きることができるように助けてくれます。

使徒の働き 2章38節
そこでペテロは彼らに答えた。「悔い改め
なさい。そして、それぞれ罪を赦していた
だくために、イエス・キリストの名によっ
てバプテスマを受けなさい。そうすれば、

Acts 2:38
And Peter said to them, “Repent and be
baptized every one of you in the name of
Jesus Christ for the forgiveness of your sins,
and you will receive the gift of the Holy
Spirit.

賜物として聖霊を受けるでしょう。
神の恵みによって聖霊が私たちの心の内に働き、

By God’s grace the Holy Spirit works in our
私たちに、神のために良い行いをしたいという hearts, giving us both the desire to do good
願いと、その良い行いをするための力（能力、 works for God and the ability to do good works
才能）の両方を与えてくれます（ピリピ人への (Philippians 2:12-13). Christians, having been
truly born again by the Spirit, “bear fruit” of good
手紙 2章12~13節）。聖霊によって、本当に新
works and good character.
しく生まれたクリスチャンは、良い人格と良い
行いという「実を結ぶ」のです。
ガラテヤ人への手紙 5章22~23節
しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛
容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。

Galatians 5:22-23
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control...

良い人格と良い行いという実が私たちを救った

The fruit of good works and good character does
り、救われているという状態を保つのではあり not earn us salvation nor do they maintain our
ませんが、この実は新しく生まれてたことの、 salvation, but they are a certain byproduct of
being born again.
確かな副産物なのです。
まとめ
クリスチャンの人生は旅のようなものです。ク
リスチャンであるということは、完璧な人であ
るということではなく、むしろ、人として完成
されていくということなのです。
クリスチャンがいつも正しい願いを持つとは限
りませんが、いつも神様がその心に働きかけ続
けます。クリスチャンは罪を犯すことも、間違
うこともありますが、そのような時、その罪や

Summary
The Christian life is a journey. Being a Christian
does not mean someone is perfect, but rather
that they are being perfected. Christians don’t
always have the right desires, but God is
continuously at work in their hearts. Christians
will sin and make mistakes, but when they do,
they confess them to God and are forgiven.
God's love never fails and his grace never runs
out.

間違いを神に告白し、赦されます。神の愛は決
して見捨てることがなく、神の恵みは尽きるこ
とがありません。
三位一体
このレッスンで、父である神、子である神、そ
して聖霊である神について話したことに気づき
ましたか？聖書は私たちに、私たちの唯一の神
は三つのそれぞれ別の位格（いかく＝人格のよ
うなもの）を持って存在していると教えていま
す。それは父、子（イエス・キリスト）、聖霊
の三つです。これを三位一体と言います。もし
かしたら不思議に思われるかもしれません。神
ご自身のあり方は私たちの理解や知識を大きく

Trinity
Did you notice that this lesson talks about God
the Father, God the Son, and God the Holy
Spirit? The Bible teaches us that there is one
God who exists in three distinct persons: the
Father, the Son (Jesus Christ) and the Holy Spirit.
This is called “the Trinity”. Perhaps you have
wondered about this. Though God’s nature is far
beyond our comprehension and mysterious, we
can understand the Triune nature of God as each
person of the Trinity works to accomplish our
salvation.

超えて神秘的ですが、私たちは神の三つのそれ
ぞれの位格が私たちの救いを達成するために働
かれると理解することができます。
父なる神が私たちを創造し、愛し、ご自身の子

God the Father made us, loved us, and chose us
どもとなるように選ばれました。神は、私たち to be his children. He sent the Son Jesus Christ
の救いを達成するためにイエス・キリストと聖 and the Holy Spirit to accomplish our salvation.
霊を送られました。
子である神（イエス・キリスト）は人となり、

God the Son (Jesus Christ) became a man, lived
罪のない人生を送り、私たちの罪の身代わりと a sinless life, died in our place for our sins, and
なって死に、死からよみがえり、今も生きてお rose from the dead to save us and is alive today.
られます。
God the Holy Spirit, sent by the Father and the
Son, makes our dead hearts alive and dwells in
の死んだ心を生き返らせ、すべての信じるもの every believer.
の内に宿ります。
聖霊なる神は、父とイエスより送られ、私たち

In “First Steps: Step 3,” there were a series of
かう道のりのどこにいるかを知るためのいくつ questions to help decide where you were on your
journey toward God. Let’s consider those
かの質問があります。もう一度それらの質問を
questions again to determine where you are now.
考えてみて、今、あなたが道のりのどこにいる
ファーストステップ３の中で、あなたが神に向

かを見てみましょう。
あなたは自分が罪人であり、イエスが必要だと Do you believe you are a sinner and that you
need Jesus?
信じますか？
あなたはイエス・キリストが唯一真（まこと） Do you believe that Jesus Christ is the Son of the
の神の子であると信じますか？
one true God?
あなたはイエスがあなたを救うため、あなたの
Do you believe that Jesus died to pay for your
罪の代償を払うために死んだことを信じますか？
sins and save you?
あなたはイエスが死からよみがえったことを信 Do you believe that Jesus rose from the dead?
じますか？
あなたはイエスがあなたの主であり、救い主で Are you ready to profess, in faith, Jesus as your
あると信仰をもって告白する準備ができていま Lord and Savior?
すか？

Are you ready to repent, be baptized, and start a
あなたは悔い改め、洗礼を受け、イエスと共に new life with Jesus?
新しい人生を始める準備ができていますか？
考えましょう：あなたはクリスチャンにな
る準備ができていますか？

Consider: Are you ready to become a
Christian?

Note: If you want to follow Jesus and be
イエスに従い、洗礼を受けたいと思われたら、 obedient to him in baptism, ask your facilitator or
ファシリテーターか牧師に「洗礼の準備ガイド」 a pastor about the “Baptism Guide”.
についてお尋ねください。
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