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基本に立ち返ろう!

Ⅰ　聖書
"けれどもあなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がだ
れから学んだかを知っており、また、自分が幼いころから聖書に親しんできたことも
知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリスト・イエスに対する信仰
による救いを受けさせることができます。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のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわし
く、十分に整えられた者となるためです。"   　　　　　　

テモテ第二　3:14-17

1.聖書は、人が神のためにしなければいけないことよりも、
　まず神が私たちのためにしてくださったことを繰り返し、
　強調し伝えています
"私たちもみな、不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉
と心の望むことを行い、ほかの人たちと同じように、生まれながら御怒りを受けるべ
き子らでした。しかし、あわれみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな
愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、キリストとともに生かしてくださいま
した。あなたがたが救われたのは恵みによるのです。神はまた、キリスト・イエスに
あって、私たちをともによみがえらせ、ともに天上に座らせてくださいました。それ
は、キリスト・イエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊か
な恵みを、来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえに、あなたがたは信仰
によって救われたのです。それはあなたがたから出たことではなく、神の賜物です。
行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。"

エペソ　2:3-9

2.聖書こそが、神の御言葉であり、私たちを生かす最高の
　律法です
このみおしえの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ。そのうちに記
されていることすべてを守り行うためである。そのとき、あなたは自分がすることで
繫栄し、そのとき、あなたは栄えるからである。　

ヨシュア　1:8
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Let’s Get Back to the Basics!

Ⅰ　The Bible

But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of,
because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have
known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith
in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking,
correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly
equipped for every good work.

2 Timothy 3:14-17

1. The Bible reiterates, emphasizes, and conveys what
　God has done for us first, rather than what one has to
　do for God.

All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and
following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath.
But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with
Christ even when we were dead in transgressions—it is by grace you have been
saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly
realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the
incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it
is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is
the gift of God— not by works, so that no one can boast.

Ephesians 2:3-9

2. The Bible is the Word of God and the highest law that
　saves us.

Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that
you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and
successful.

Joshua 1:8


