
「律法主義
「やらねば」

      「待ち遠しい」  

Legalism:  
“Have to”  “Can Hardly Wait” 

  
ガラテヤの信徒への手紙 
 Galatians 3:23-26; 4:1-5 



＝ 義務、強制 

＝ duty, obligation 



1. 罪ある人間には、律法を守ることができ
ないことを教えるために、律法はある！ 
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「信仰が現れる前には、わたしたちは律法
の下で監視され、この信仰が啓示されるよ
うになるまで閉じ込められていました。 

 こうして律法は、わたしたちをキリストのも
とへ導く養育係となったのです。わたしたち
が信仰によって義とされるためです。 

 しかし、信仰が現れたので、もはや、わた
したちはこのような養育係の下にはいませ
ん。あなたがたは皆、信仰により、キリスト・
イエスに結ばれて神の子なのです。」（ガラ
テヤ3:23～26） 



1. The Law exists to teach us that  
     We sinners cannot keep the law! 



“Before the coming of this faith, we were 
held in custody under the law, locked up 
until the faith that was to come would be 
revealed. 24 So the law was our guardian 
until Christ came that we might be 
justified by faith. 25 Now that this faith 
has come, we are no longer under a 
guardian. 26 So in Christ Jesus you are all 
children of God through faith.”  
                              (Galatians 3:23-26) 



律法的に生きる人の特徴 

１) 自分で、ある線を引く。 

- すぐに人を裁く。 



Two Features of a Person who lives in the Law 

１) 自分で、ある線を引く。 

- すぐに人を裁く。 

1)  We draw a line. 

- Easy to judge others. 



律法的に生きる人の特徴 

２) 自分を裁くことも。 

- 優越感と劣等感の間を 
 行ったり来たり。 

2)  We may judge ourselves. 

- Going between sense of superiority & 
sense of inferiority back and forth. 



「文字(律法)は(人を）殺す」 
（2コリント3:6） 



「文字(律法)は(人を）殺す」 
（2コリント3:6） 

“The Letter (The Law) kills.”  
(2 Corinthians 3:6) 



なぜ人は律法的な生き方に戻っていくのか？ 
Why do we go back to the legalistic way of living? 

１) 自分自身に栄光をもたらすから。 



なぜ人は律法的な生き方に戻っていくのか？ 
Why do we go back to the legalistic way of living? 

1) It gives glory  
   to ourselves. 

１) 自分自身に栄光をもたらすから。 
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なぜ神は 律法的な生き方を喜ばれない？ 
Why does God hate legalistic way of living? 

動機が、愛ではないから。 

1コリント13:1～3を開いて 
読みましょう！ 



Because our motive is  
not based on love! 

Open & Read 1 Corinthians 13:1-3. 

Why does God hate legalistic way of living? 



「この自由を得させるために、キリスト
はわたしたちを自由の身にしてくださっ
たのです。だから、しっかりしなさい。
奴隷の軛に二度とつながれてはなりま
せん。」（ガラテヤ5:1） 

“It is for freedom that Christ has set 
us free. Stand firm, then, and do not 
let yourselves be burdened again by a 
yoke of slavery.” (Galatians 5:1) 



「イエスは言われた。「『心を尽くし、精
神を尽くし、思いを尽くして、あなたの
神である主を愛しなさい。』 これが最
も重要な第一の掟である。第二も、こ
れと同じように重要である。『隣人を自
分のように愛しなさい。』 律法全体と
預言者は、この二つの掟に基づいてい
る。」（マタイ22：37-40） 

その精神は 愛！ 



「あなたがたは、わたしを愛しているなら
ば、わたしの掟を守る。」（ヨハネ14：15） 
 
「わたしの掟を受け入れ、それを守る人
は、わたしを愛する者である。」 
                （ヨハネ14：21） 
 
「神を愛するとは、神の掟を守ることです。
神の掟は難しいものではありません。」 
                （1ヨハネ5：3）  



Jesus replied: “‘Love the Lord your God 
with all your heart and with all your 
soul and with all your mind.’ 38 This is 
the first and greatest commandment. 
39 And the second is like it: ‘Love your 
neighbor as yourself.’ 40 All the Law and 
the Prophets hang on these two 
commandments.” (Matthew 22:37-40) 

Its spirit is love! 



“If you love me, you will obey what 
I command.” (John 14:15) 
 
“Whoever has my commands and 
obeys them, he is the one who loves 
me.” (John 14:21) 
   
“In fact, this is love for God: to keep 
his commands. And his commands are 
not burdensome.” (1 John 5:3)                 


