
 
“You are the Salt of the Earth.” 



(1) Salt purifies. 



(1) Salt purifies. 

• 列王記下 2 Kings 
2:19～22 

「わたしが世に属していないように、彼らも
世に属していないのです。」 

（ヨハネ17:16） 

「真理によって、彼らを聖なる者としてください。 
あなたの御言葉は真理です。わたしを世にお遣
わしになったように、わたしも彼らを世に遣わしま

した。」（ヨハネ17:17～18） 



(1) Salt purifies. 

 “They are not of the world, 
 even as I am not of it.”  

(John 17:16) 

“Sanctify them by the truth; your word 
is truth. As you sent me into the world, 

I have sent them into the world.” 
(John 17:17-18)  



(2)  
  Salt seasons. 

「味のないものを塩もつけずに食べられ
ようか。玉子の白身に味があろうか。」 

（ヨブ記6：6） 

“Can something tasteless be eaten 
without salt, Or is there any taste in 

the white of an egg?” (Job 6:6) 



(2)  
  Salt seasons. 



 
Right amount of salt is crucial!  

• しょっぱすぎてはいけない！ 
• でも、塩気を失ってしまっては何の役
に立たない！（マタイ5:13） 

• We shouldn’t be over-salting！ 
• But if there is no salt, it is not good 

for anything! (Matthew 5:13) 



「いつも、塩で味付けされた快い言
葉で語りなさい。そうすれば、一人
一人にどう答えるべきかが分かるで

しょう。」（コロサイ4:6） 
 

“Let your conversation be always full 
of grace, seasoned with salt, so that 

you may know how to answer 
everyone.” （Colossians 4:6) 



(3)       
 Salt improves the tastes of the food. 



(4)       
 Salt creates thirst. 

「渇いている人はだれでも、わたしのところに来
て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書に書
いてあるとおり、その人の内から生きた水が川と

なって流れ出るようになる。」 
（ヨハネ7:37～38） 

“Let anyone who is thirsty come to me and 
drink. Whoever believes in me, as Scripture 
has said, rivers of living water will flow from 

within them.” (John 7:37-38) 



(5)       
 Salt preserves. 



(5)       
 Salt preserves. 

「ですから、兄弟たち、
しっかり立って、わたし
たちが説教や手紙で
伝えた教えを固く守り
続けなさい。」 
（2テサロニケ2:15） 



(5)       
 Salt preserves. 

「テモテ、あなたにゆだ
ねられているものを守
り、俗悪な無駄話と、
不当にも知識と呼ばれ
ている反対論とを避け
なさい。」 
  （1テモテ6:20） 



(5)       
 Salt preserves. 

「あなたにゆだねられて
いる良いものを、わた
したちの内に住まわれ
る聖霊によって守りな
さい。」 
  （2テモテ1:14） 



(5)       
 Salt preserves. 

“So then, brothers and 
sisters, stand firm and 
hold fast to the 
teachings we passed on 
to you, whether by 
word of mouth or by 
letter.” 
  (2 Thessalonians 2:15) 



(5)       
 Salt preserves. 

“Timothy, guard what 
has been entrusted to 
your care. Turn away 
from godless chatter 
and the opposing ideas 
of what is falsely called 
knowledge.” 
  （1Timothy 6:20） 



(5)       
 Salt preserves. 

“Guard the good 
deposit that was 
entrusted to you—
guard it with the help 
of the Holy Spirit who 
lives in us.” 
 （2 Timothy 1:14） 



塩は良いものである。だが、塩に塩気
がなくなれば、あなたがたは何によって
塩に味を付けるのか。自分自身の内
に塩を持ちなさい。そして、互いに平
和に過ごしなさい。」（マルコ9:50） 

“Salt is good, but if it loses its saltiness, 
how can you make it salty again? Have 
salt among yourselves, and be at 
peace with each other.” (Mark 9:50) 


