




「実に、信仰は聞くことにより、しか
も、キリストの言葉を聞くことによっ
て始まるのです。」（ローマ10：17） 

「人々はこれを聞いて主イエスの
名によってバプテスマを受けた。」

(5節） 



“Consequently, faith comes from 
hearing the message, and the 

message is heard through the word 
about Christ.” (Romans 10:17) 

“On hearing this, they were 
baptized in the name of the Lord 

Jesus.” (v. 5) 



「わたしはぶどうの木、あなたがた
はその枝である。人がわたしにつな
がっており、わたしもその人につな
がっていれば、その人は豊かに実
を結ぶ。わたしを離れては、あなた
がたは何もできないからである。」

(ヨハネ15：5） 



“I am the vine; you are the 
branches. If you remain in me 

and I in you, you will bear much 
fruit; apart from me you can do 

nothing.” (John 15:5) 



「人々はこれを聞いて主イエスの
名によってバプテスマを受けた。」

(5節） 



“On hearing this, they were 
baptized in the name of the Lord 

Jesus.” (v. 5) 









「これらのことに努めなさい。そこから離
れてはなりません。そうすれば、あなた
の進歩はすべての人に明らかになるで

しょう。」 （1テモテ4：15） 



“Be diligent in these matters; give 
yourself wholly to them, so that 

everyone may see your progress.”  
(1 Timothy 4:15) 





「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。」（ガラテヤ5：22～23 新改訳） 



“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, 
kindness, goodness, faithfulness,  gentleness, self-

control.” (Galatians 5:22-23)  





「互いにうそをついてはなりません。古
い人をその行いと共に脱ぎ捨て、造り
主の姿に倣う新しい人を身に着け、
日々新たにされて、真の知識に達する

のです。」（コロサイ3：9～10） 





“Do not lie to each other, since you have 
taken off your old self with its practices 

10 and have put on the new self, which is 
being renewed in knowledge in the image 

of its Creator.” (Colossians 3:9-10) 



「この頭(キリスト)の

働きにより、体（教
会）全体は、節と節、
筋と筋とによって支え
られ、結び合わされ、
神に育てられて成長
してゆくのです。」 
（コロサイ2：19） 



“…the head (Christ), 
from whom the whole 

body (Church), 
supported and held 

together by its 
ligaments and sinews, 
grows as God causes  

it to grow.”  
(Colossians 2:19) 



「しかしある者たちが、かたくなで信じようと
はせず、会衆の前でこの道を非難したので、
パウロは彼らから離れ、弟子たちをも退か
せ、ティラノという人の講堂で毎日論じてい

た。」（使徒19：9） 

 “When some stubbornly refused to believe 
and spoke evil of the Way before the 

congregation, he left them, taking the 
disciples with him, and argued daily in the 

lecture hall of Tyrannus.” (Acts 19:9) 



「だから、聖霊がこう言われるとおりです。『今日、
あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を
受けたころ、神に反抗したときのように、心をかた
くなにしてはならない。」（ヘブライ3：7～8） 



「あなたがたのうちだれ一人、罪
に惑わされてかたくなにならない
ように、『今日』という日のうちに、

日々励まし合いなさい。」 
（ヘブライ3：13） 



“Therefore, as the Holy Spirit says, ‘Today, if 
you hear his voice, do not harden your 

hearts as in the rebellion, as on the day of 
testing in the wilderness.” (Hebrews 3:7-8) 



“But exhort one another every 
day, as long as it is called 

“today,” so that none of you 
may be hardened by the 

deceitfulness of sin.”  
(Hebrews 3:13) 



「というのは、神の言葉は生きており、
力を発揮し、どんな両刃の剣よりも鋭く、
精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほど
に刺し通して、心の思いや考えを見分

けることができるからです。」 
（ヘブライ4：12） 



“Indeed, the word of God is living and 
active, sharper than any two-edged 

sword, piercing until it divides soul from 
spirit, joints from marrow; it is able to 

judge the thoughts and intentions of the 
heart.” (Hebrews 4:12) 






