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神様について考える&人間について考える、その時の焦点(基本点〉がi

イエスキリストであることを理解します。

~ 2. イ工スキリストが、私たちに解き聞いてくださった神様は、愛の神様

(二三位一体の神様〉であることを理解します。
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初めに、神が天と地を創造した。 (創世記1:1)

言(イロキリスト)は、人となって、私たちの聞に住まわれだ。私たちはこの方の栄光を見だ。父

のみもとから来られたひとり子としての栄光である。この方は恵みと誠とに満ちておられ

た。いまだかつて、神を男たものはいない。父のふところにおられるひとり子の神が、神

を説き明かされたのである。 (ヨハネ1:14，18) 

私を見た者は、父(神)を見たのです。 (イエス様のお言葉:ヨハネ14:9)

キリストは、神の御姿であられる方なのに、神のあり方を措てることができないとは考え

ないで、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キ

.リストは人の性質をちって現れ・・・ (ピリピ2:

_1.J言血の阜~L;__壬工二主主~J_~ζ|三

そ うぞうぬυ

神様は、人が作り考えた神/マではなく、宇由や時間など全てをお造りになられだ創造主です。

私だちは時に、「神様はどこにおられるのですか?見せて下さい」とか、 「聖書を通して豊かな

人間性をもちたいのですが...?Jといった質問を受けることがあります。

その両方の質問に対する答えは、 『イエスキリストである』と聖書に書かれています。

私たちはイ工スキリストに焦点を合わせる時、神様と人間とをはっきり知ることができます。
け い じ

そのことを、 fエユ杢.1).:6 .~J.çj; ..rJ申の菖示{隠れJ亡し\ft.ちのの現ね)Lである人といいます。

口 創造主(神様)は… 一体誰なのか?どのようなお方で?伺をされるのか?

はイエスキリストにおいて啓示されていますし、

口人 聞 は-一 一体、どういう厚在で?どのように生きることができるのか?

ちイエスキリストにおいて啓示されています。

この意昧で、主~);::至上室長の!i?J~Ü立ゴエーヌ主.1) .:6上ーであるーと言うことが出来るのです。

そして、クリスチャンとは、このイエスキリス トを主として信じる人の事なのです。

(ローマ10:9，ヨハネ3:16)
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イ工スキリストによってハッキリ私たちに現わされた神様は、あなたを愛し、あなだを含めた全

てを創造し、聖なる善なるお方であり、あなたを救い、 祝福し、あなたと共にいてあなたを措て

ない唯一のお方なのです。

さま

また、人聞は、イ工スキリストの様に似せて生きるようにと造られましだ。しかし人聞がどの

ような荏在で、どのように生きるのかは、第4回で学ひ、たいと思っています。

人間? っ

? eつ

企
<啓示がない>

人間の小さな頭脳、罪によごれ

たJ~\では、神様についてだけで

なく、人間についても、明確に

知ることができません。

ですから、真理ち、生きる意

味ち、価値ち、未来についても、

すべてがぼやけてしまっていま

す。
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• 企

すばらしい

人間

/ 

<啓示がある>

神様から啓示としてのみ子イ

工スキリス トが下ってきてく

ださいました。

これにより・・・

イエス様を男ると、

神様の思いや考え、神様と私

たちとの関係を知ることがで

きます。

イ工ス様を男ると、

人間の尊さ、生きる目的ち意

昧も、明確に知ることができ

るようになりました。



2.三位ゴ率の樹蓑:~(α車援の阜仁均一私達を

イエス様が啓示してくださつだ神様は、 「三位三隼の愛の国掻」でしだ。

それはすばらしく驚くべき真理でした。

三位一体という言葉は聖書の中にはありませんが、それを示す個所は聖書のいたるところに男ら

れ、神様ご自皐について知ることのできるとてち重要な内容です。

神は愛です。 (1ヨハネ4:16)

吋申=愛と言っています。これについては後からご説明させていただきます。

そして神は言われた、「われわれのかたちに…」 (創世記1:26) 

合ここで「神」は複数形名詞、「言われたjは単数形動詞、「われわれ」は複数形名詞です。

父、子、聖霊の御名によってバプテスマを慢け… (マタイ28:19)

*父と子(イエスキリスト)と聖霊はそれぞれ人格をちっておられます。すると普通「御名」と言っ

た揚合複数形になるのですが、ここでは単数形です。

御霊は一つです…主は一つ-全てのちのの父なる神は一つです。 (工ペソ4:4・6)

*しばしば、 父と子(=主イ工ス様)と御霊(=聖霊)とが並列して書かれます。

しかし、あなたがたは私を見ます。私が生きるのであなたがたち生きるからです。その日

には、私が父におり、あなたがたが私におり、私があなたがたにおることがあなたがたに

.わかります。(イエス様の復活後に与えられる神様との交わりにの参照個所/ヨハネ14:19，20)

-神は愛です

この言葉は、神様の属性(神様は深い愛をもっておられるというご性質)だけではなくて、その在

り方をち表しています。 愛は、関係を表す言葉であり、愛には相手が必要です。

聖書によりますと、

姐様1担任二三三あDーコユ」ム乙と豆二と皇霊とーしよ三三二ユのlAJ庖のlEiJ主主亙ることがわかり

ます。

そして、それぞれの聞の交わりは完全な愛(神様の愛、完全な 愛、一方的な愛)の関係にあり、常

lこ一致しだ人格として存在され働かれるのです。

* Iアガペー」はギリシア語です。
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例えをもってこ、説明いたしましょう。

神様は、私達に家族というちのを与えてくださいました。その家族というあり方は、三位一体の

神様に似せて造られていると考えることが出来ます。

ある家庭には、父・母・子どもだちがいます。

皆それぞれに人格をちっています。

それでありながら 1"-'ファミリー」という名称をもち、家族として

一つです。同じように、神様ちまた父と子と聖霊という人揺をちち

ながら、「神」という名前をもち、アガペーによって完全に一致して

おられるのです。

神撞白愛且宣全主Sl0_.._1車援の四ιs11主j薗Eさ担五足じ主1_1ま宣ι

神様はそのこ、自身の内に溢れる呂全lこ自由E愛の1皇位とん之、宇宙、世界、人類などを創造され

たのです。

ですから、すべてのものを三五血lこ(私達が神様を愛しているかどうかにかかわらず)愛し、 祝福

することがおできになるのです。 .，-

守F 、，

ハマ4込
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-下図は、愛の神様が、あなたに三つの関わり方をちっていてくださることの説明です。

工あ7J:te1Jf.祖援の三jli竺俸の愛の交色白血車l乙伺lFまれで牛芦るよと11うこと2

拠 斗!Lー率質主直ることを示しています。

神さ

父なる縄様
愛と自由において、
関わっていてくださる
全知全能の父なる神様

神の子イエスキリスト
主インマヌ工ル

(神」我らと共にいます1
i十字架と復活を通レて、

世界と歴史の主と
なり共におられ
るイ工ス様

聖霊(み雷
私たちの中にいて、

神様とι疫わりを生み、
信{瓜祈り、支えを与え、
教会を生み、導いて

くださる聖霊

f キ1):えトの愛が私たちを取り囲んでいるJ 1 
CIIコリント5:14) 
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-神様が三位一体の愛の神様であるというイ工ス様の教えは驚くべきものでした。

なぜ驚くべきことなのか?ご一緒に者えてみましょう。

町三位一体の神様以外のちのを神様としている教え|

三位一体の愛の神様以外の神を説くいろいろな宗教があります。

その宗教はこのように言うのです:i神様は聖く正しし1方で高い天の上からあなたの行動と山の

中を逐一見ておられる」。 そう聞いた時、人の中に起こる反応は「忍幻」です。その恐れを解

消するために人々は以下の例に挙げたようなことを試みます・..

・律法主義 :しなければならないこと、してはならないことを定めて、それを守っている限り

神様の裁きから逃れられると考えます。

(この揚合、人は表面的になります。まだ律法でおEいを裁き合うようになります)

・ノルマ主義:ものみの培や統一協会などの教えは、ノルマを課し、それを守るようにと強要レ

ます。ノルマを果たすことで恐れを解消しようといたします。

(この揚合、大きな犠牲が払われるにち関わらず平安はありません。)

・ご利益宗教:お金や奉仕をすることによって、神との関係を保とうとします。

このように多くの宗教は、恐れを

その原動力にしています。それゆえ本当の

平安を得ることは出来ません。

四三位一体の愛の神様|

神様は確かに正しいお方です。

異教の神

公立亙禅躍は私達の行動ちl山の中ちよくご荏知です。でちそれだけではありません。

互主圭一壬エユ樟Iel:、私達のところに来て、神様のご愛と献しを明らかに示してくださいました。

その証として復活され、私達と共に歩んでいてくださいます。 Iあなたは航されている。愛され

ている。生きる価値がある。生きてゆこう。」といっていてくださるのです。ですから、 私達は

何度失敗しても再び立ち上がることができるのです。それだけではありません。

聖霊は私達の中に来て、信仰や祈りを与え、私達を神様の子どちとして励まし、助けてくださる

のです。

三位一体の神様の交わりの中には、愛と平安があるのです。

神様は、愛の神様なのです。

三位一体の神様は、 その愛の中にあなたを招いておられるのです。
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マイルーツクラスの解答用紙です。

各章2枚すつになっています。

できれば、マイルーツを学んだその日の内に解答用紙に書き込みください。

次回のマイルーツの最初に、答え合わせをいたします。

点数が問題なのではなく、 分からない処をはっきりさせるためです。

その時に遠慮なく、質問ちしてください。

人生のダイヤモンド

名前



|解答用紙第1章わたしたちの神様| 点

1 .次のうち、正しいと思うものにO印を、まちがいと思われるものに×印を

つけてください。 (各4点、 40点〉

口 神さまが天と地を創造されました。

口 「私を見だ者は、父 (神〉を見たのです。」と言つだのはパウ口です。

口 聖書に記されている神と、日本の神棚に飾られている神とは同じ神です。

口 私だち人聞はとても賢いので、自分の考えで、神さまのことはよくわかり

ます。

口 私たちは神さまのことばかりでなく、人間のことさえも、はっきりわかり

ません。

口 神さまが三位一体である、ということは聖書のいろいろな箇所で示されて

います。

口 人間の家族に似せて、神さまち三位一体に造られました。

口 Eコリント5: 1 4には、 「キリス トの愛が私たちを取り囲んでいる」と

書かれていて、これは三位一体の本質をあらわしています。

口 三位一体の神でない時、神様と人との関係は結局、 「恐れ」になってしま

います。

口 イエスさまにJ~'と信仰の焦点を合わせると、神さまと人とについての真理

がわかってきます。

2.次の文の、口の中に適当と思う字を入れてください。 (口に一字ずつ〉

(各10点、50点〉

a)神は唯ーでありつつ、口と口と口口という三つの人格付申格〉 の合

体です。

2 



b)神様について考えることは、口口口さまについて考える事と同じで

す。

C)神は口です。(1ヨハネ4: 1 6) 

d)神様の愛は口口です。

e)あなたが神様の三位-{本の口の口口口の中に包まれて生さることは

救いの本質です。

3.下の図を完成させてください。口は一宇ではありません。

愛と聖の自由において

関わっていて<定さる

全知全能の父怠る神様

(1 0点〉

主インマヌエル(神、共に居ます)

顕現され、十字架巴よって罪から

私尼ちを救って下さり、復活して

全世界、歴史の主と怠られとりt

私達の中lこ居て、神穣との

交わりを生み、信仰を与え

して下さっている救い主

イエス棟

4. {司かご質問があればどうぞ。

3 

ある教会を生み、成長さ

て下さる聖霊怠る神様



ホームページにいきます

日本バプテスト連盟

緑の牧場キリスト教会（みどりのまきばきりすときょうかい）

広島県東広島市西条町田□2799

牧師酒井敬仁

魚
マイルーツをされた方、、字’
よかったらご連絡ください。

I

http://midori.church.jp/
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