


魔がさす 



「わたしの霊がなえ果てているとき、
わたしがどのような道に行こうとする
か、あなたはご存じです。その道を
行けば、そこには罠が仕掛けられ
ています。」（詩編142：4） 

ローマ 7：18~25 
を開きましょう。 



“When my spirit grows faint within me, it is 
you who watch over my way.  In the path 
where I walk, people have hidden a snare 

for me.” (Psalm 142:3) 

Open and Read Romans 7：18-25. 



「御子の内にいつもいる人は 
皆、罪を犯しません。」 
（1ヨハネ3:6） 

１．いつも霊に満たされていること。 

To be always filled with the Holy Spirit       

“No one who lives in him keeps on sinning.” 
 (1 John 3:6) 



ローマ 8:5~11 
を開いて読みましょう。 

Open and Read Romans 8:5-11. 

１．いつも霊に満たされていること。 

To be always filled with the Holy Spirit        



１．いつも霊に満たされていること。 

To be always filled with the Holy Spirit       



ガラテヤ5:16~26 
を開いて読みましょう。 

Open and Read Galatians 16-26. 

１．いつも霊に満たされていること。 

To be always filled with the Holy Spirit        



「神から生まれた人は皆、罪を犯しません。
神の種がこの人の内にいつもあるからです。
この人は神から生まれたので、罪を犯すこ
とができません。」（1ヨハネ3：9） 

“No one who is born of God will continue to sin, 
because God’s seed remains in them; they cannot go 

on sinning, because they have been born of God.” 
 (1 John 3:9)  

2．いつも神の種が内にあること。 

To let God’s seeds remain in us.    



2．いつも神の種が内にあること。 

To let God’s seeds remain in us.    

「種」＝「神のみことば」  

マルコ Mark 4:1～20, 26-32 

“seed” = “the word of God” 



2．いつも神の種が内にあること。 

To let God’s seeds remain in us.    

• マタイ Matthew 16:11～12 
• マタイ Matthew 13:33  



「キリストの言葉があなたがたの内に豊か
に宿るようにしなさい。」（コロサイ3:16） 

 
「どのようにして、若者は、歩む道を清めるべ
きでしょうか。あなたの御言葉どおりに道を保
つことです。心を尽くしてわたしはあなたを尋
ね求めます。あなたの戒めから、迷い出るこ
とのないようにしてください。わたしは仰せを
心に納めています。あなたに対して過ちを犯
すことのないように。」  
          （詩編119:9～11） 



“Let the message of Christ dwell among 
you richly.”  (Colossians 3:16)  
 

“How can a young person stay on the path 
of purity? By living according to your word. 
10 I seek you with all my heart; do not let 
me stray from your commands. 11 I have 
hidden your word in my heart that I might 
not sin against you.” (Psalm 119:9-11) 



人の成長は 

「聞く」ことから始まる。 

「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） 



Human’s growth begins with 
listening. 

“Consequently, faith 
comes from hearing the 
message, and the 
message is heard through 
the word about Christ.” 
     （Romans 10:17） 



また、イエスは言われた。「神の国は次のよう

なものである。人が土に種を蒔いて、夜昼、

寝起きしているうちに、種は芽を出して成長

するが、どうしてそうなるのか、その人は知ら

ない。土はひとりでに実を結ばせるのであり、

まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実

ができる。実が熟すと、早速、鎌を入れる。

収穫の時が来たからである。」 

           （マルコ4:26～29）  



He also said, “This is what the kingdom of 
God is like. A man scatters seed on the 
ground. 27 Night and day, whether he sleeps 
or gets up, the seed sprouts and grows, 
though he does not know how. 28 All by itself 
the soil produces grain—first the stalk, then 
the head, then the full kernel in the head.  
29 As soon as the grain is ripe, he puts the 
sickle to it, because the harvest has come.” 
                                               (Mark 4:26-29) 

  



復活の前に 
「十字架」がある。 

There is a cross before resurrection. 

「はっきり言っておく。一粒の麦は、地に
落ちて死ななければ、一粒のままである。
だが、死ねば、多くの実を結ぶ。自分の
命を愛する者は、それを失うが、この世で
自分の命を憎む人は、それを保って永遠
の命に至る。」（ヨハネ12:24～25） 



復活の前に 
「十字架」がある。 

There is a cross before resurrection. 

“Very truly I tell you, unless a kernel of 
wheat falls to the ground and dies, it 
remains only a single seed. But if it dies, it 
produces many seeds. 25 Anyone who 
loves their life will lose it, while anyone 
who hates their life in this world will keep 
it for eternal life.”  (John 12:24-25) 



「わたしたちは洗礼(バプテスマ)によってキリ
ストと共に葬られ、その死にあずかるものと
なりました。それは、キリストが御父の栄光
によって死者の中から復活させられたように、
わたしたちも新しい命に生きるためなの 

です。」（ローマ6:4） 
 

「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） 



“We were therefore buried with him 
through baptism into death in order that, 

just as Christ was raised from the dead 
through the glory of the Father, we too 

may live a new life.”  (Romans 6:4)  
 

“…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)  




