
Christianity Explained わかりやすいキリスト教 

第１課 イエス･キリスト 神の子 

 

マルコ 1:1 イエス・キリストは、神としての権威をもって、この世に来た 

権威： 

 

キリストは、以下の権威ある方 

1. 教師としての権威 マルコ１：21-22 

2. 悪霊に対する権威 マルコ 1：23-25 

3. 病気に対する権威 マルコ 1：29-31 

4. 罪を赦す権威 キリスト：父なる神と同等の存在 

 マルコ２：１－１２ 

5. 自然に対する権威 マルコ 4：35-41 

6. 生と死に対する権威 マルコ 5：35-42 

7. 人々に対する権威 マルコ 1：16-20 

 

結論： 

 キリストの神の子としての偉大な権威 

 キリスト自身が自らを神の子であると宣言している 

 キリストは、ご自分に従うように人々に呼びかけている 

 

CSルイスは、キリストのことを「避けえぬ存在」であると言っている。 

この方は詐欺師・精神異常者・主なる神のいずれかである。 

 

 キリスト教の 3つ基本的概念 

 クリスチャンはこの３つを信じている 

 

今回学んだのはそのうちの一つ： 

 ※イエスは、ご自分が神であると主張した。 

この主張は真実か、それとも偽りかのいずれかである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 と 2の選択肢はあり得ない。 
詐欺師は自分がついた嘘のために命を捨てることはしない。 
イエスは、神であると自ら主張したために、冒涜の罪で訴えられた。 
また彼の教えは精神異常者のものではない。 
したがって、3の選択肢が一番妥当である。 

 

 

宿題：①マルコの福音書１～５章を読む 

②難しいところや次回話し合いたい内容を書き出しておく 

イエスは神であると主張した 

その主張は偽りだった 

３．彼は 

神であった 

 

その主張は真実だった 

自らの主張が偽りだと知

っていた 

自らの主張が偽りだとは

気付いていなかった 

彼は故意に 

偽った 

彼は心底 

そう信じ込んでいた 

１． 彼は 

詐欺師だった 
２．彼は精神 

異常者だった 
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第２課 イエス・キリスト その十字架上の死 

 

1. 十字架の事実 マルコ 15:21-39 

2. 十字架の意味 

(a) 暗闇（15：33） 

暗闇は、キリストの十字架の死が、特別で、超自然的な出来事であること

を示す 

 

(b) 叫び（15:34-37） 

「どうしてわたしをお見捨てになったのですか」 

キリストが十字架にかかった時、神はそのひとり子を見捨てた 

 

本の例え： 

キリストは人間とは異なり、常に父なる神が喜ぶ道を歩んだ 

そして十字架の上で私たちの罪を背負った 

私たちの罪（本）は、キリストの上に置かれた 

その結果、私たちの罪と違反行為、その刑罰は取り払われた 

キリストの復活は、神がキリストの十字架の代償を受け入れたことを表わす 

 

(c) 神殿の幕（15:38） 

幕が裂けたのは、キリストの死によって、人が神との正しい関係に戻ること

ができることを意味している 

 

(d) 贖いの代価（10:45） 

人の子が来たのも、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、 

また、多くの人のための、贖いの代価として、自分のいのちを与えるためなの

です。 

私たちを、神に買い戻すためにキリストが支払われた代価 

その代価とは、キリストのいのち、キリストご自身の死であった 

 

結論： 

 キリストの死は、いかなる人のどのような罪にも、十分な代価であった。 

しかし罪の赦しは、自動的に与えられるわけではない。 

 一人ひとりが、キリストの十字架を、信仰によって受け入れる必要がある 

 クリスチャンになるために信じるべき基本的概念が３つ 

 

今までにそのうちの二つを学んだ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿題： ①マルコの福音書６～１０章を読む 

②難しいところや次回話し合いたい内容を書き出しておく 
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 第３課 イエス・キリスト その復活 

 

1. 復活は予告されていた 

マルコ 10：32-34を読む 

 

2. 復活の事実 マルコ 16:1-8を読む 

(A) ヨハネ 20：1-10 イエスを包んだ亜麻布はそのままの形で、遺体だけが消え去

っていた。 

(B) ルカ 24：36-43 聖書には、復活したキリストが弟子たちに現れたという記述が

少なくとも１０回記録されている。キリストは彼らに語りかけ、ともに食事をし、じ

かに触れられた。 

(C) ヨハネ 20：24-29 イエスは証拠が出るまでは信じないと言い張ったトマスの前

に出現、直接語りかけた。そして見ずに信じる人が幸いであると言われた。 

 

3 もし復活が作り話なら  １コリント 15：12-20を読む 

 

4 復活の意味 

使徒の働き 10：39－43を読む（特に 42～43） 

 すべての人がよみがえる 

 復活のキリストによって裁かれる 

 すべての人は、二つのグループに分けられる 

① 信じる…罪がゆるされ、イエスに受け入れられている。 

最後の審判では無罪が宣告され、天国に入る 

② 信じない…罪のゆるしが与えられない。イエスに受け入れられない。 

最後の審判では有罪宣告。天国に入れてもらえない。 

永遠に神から断絶される。これを地獄と呼ぶ。 

■ 永遠の区分 

 

結論：  

 裁きの日におけるキリストの私への態度 

＝この人生における、今の私のキリストに対する態度 

 もし今、私がキリストを受け入れるなら、キリストは私を受け入れてくださる 

 もし今、私がキリストを拒むなら、キリストも私を拒む 

 

三つの基本概念： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿題：①マルコの福音書 11～16章を読む 

②難しいところや次回話し合いたい内容を書き出しておく 
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第４課 頑張りではなく 恵み 

 

あなたは死んで、神さまの前で、人生の審判を受けているとします。 

神さまがこう尋ねたとします。「あなたを天国に入れるべきでしょうか？」 

「あなたが天国に入る、その根拠は何でしょう？」あなたは、何と答えますか？ 

 

答１：「私の行いの結果」→間違い 

    「神さま、私は天国に入る資格があります。なぜなら・・・」 

 まじめな人生を送りました 

 聖書の十戒を守りました 

 慈善事業に寄付しました 

 良い市民でした 

 良い親でした 

 毎日、お祈りをし、聖書も読みました 

 毎週欠かさず教会に行きました 

 洗礼を受けました。 などなど… 

  

   マルコ 7：20-23を読みましょう 

     罪： 

   （参考：KGP 7p） 

 

答 2：「キリストが私のためにしたこと」⇒ 正解 

   「キリストが私のためにしたことのゆえに、天国に入る資格があります」 

 

恵み： 

 

 

 × 良い行い⇒救い  

       でも 

 ○ 救い⇒良い行い 

 

エペソ 2：8-10 

あなたがたは、恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは、自分自身か

ら出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。だれも誇る

ことがないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・

イエスにあって造られたのです。神は、私たちに良い行いに歩むように、その良い

行いをもあらかじめ備えてくださったのです。 

 

マルコ 10：13-15 

 

結論： 

■永遠のいのち、罪のゆるし、天国は、あなたの努力で勝ち取るものではない 

■あなたの努力で勝ち取るなら、それは贈り物ではなく、賞品 

■神の子キリストの死と復活は、神が全人類に与えられた無償の贈り物 

■イエス・キリストという贈り物を、送り主を信頼して受け取る時、あなたのものとなる 

次回は、この贈り物をどのようにして受け取るのかについて学びます 

 

宿題：①小冊子「Knowing God Personally」を読む 

③ 理解しにくいところや、次回話し合いたい内容を書き出しておく 
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第５課 方向転換 

 

時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。マルコ 1：15 

 

質問： 

Q：クリスチャンとは？ 

A：神の国に所属する人 

 

Q：どうしたら、神の国に所属することができますか？ 

A：悔い改めて、キリストを信じることによって 

 

三つの基本概念： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、クリスチャンであるということは、単にこの三つの基本概念を 

知的に信じる以上のことです 

 

悔い改め ルカ 19：1-10 ザアカイ 

 

 悔い改め： 

 

 ザアカイは、イエスに歩み寄り、思い切ってイエスに会った 

 自らの間違いを認め、イエスを受け入れた 

 彼の生活は大きく変化した 

 

結論：「悔い改める」 

 神に対し、今までの考え・態度・行動が間違っていたことを認める 

 それが、神が語る罪であると、認める 

 イエスの十字架が、あなたの罪の身代わりであったことを認める 

 ゆるしを受けるために、イエスを心に迎える必要があることを認める 

 神のゆるしを受け入れてから、態度と行動を変えることにより、間  

違いから方向転換する（悔い改めの結果） 

 

宿題：①小冊子 Knowing God Personallyをもう一度読む 

②１５ページ「キリストを受け入れたあなたは」を読む 

③キリストを迎え入れるとどうなるか、そこに書かれている５つの 

ポイントについて考えてみる。質問があれば書き出しておく 
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 第６課 信じる 

 

時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。マルコ１：１５ 

 

復習： 

Q：クリスチャンとは？ 

A：神の国に所属する人 

 

Q：どうしたら、神の国に所属することができますか？ 

A：悔い改めて、キリストを信じることによって 

 

信仰 信じるとは？ 

1. キリストを言葉どおりに信じる マルコ 5：21-24、5:35-43 

 

2. キリストに手を伸ばす マルコ 5：25-34 

 

3. 子どものように信頼する マルコ 5：13-16 

 

4. 神が、あなたを受け入れてくださると知る ヨハネ 5：24 

 

5. キリストを人生の導き手として受け入れる マルコ 10：15 

 

 

 

 

 

 

 

結論： 

「ザアカイ、急いで降りて来なさい」 ルカ 19：5 

今まで、このシリーズを学ぶ中で、あなたはちょうどザアカイのように木に登り、木の

上から、イエスについて学んできました。イエスは、そんなザアカイに声をかけました。

今、イエスはあなたにも、声を掛けています。 

 

ザアカイは、イエスの呼びかけに答え、イエスを家に迎えました。 

あなたも今、このイエスを、心に迎え入れてみませんか？ 

 

イエスさま、いま私は、私が受けるべき罪の刑罰を、 

あなたが身代わりに十字架で受けてくださったことを聞きました。 

あなたの愛をありがとうございます。いま、心を開いてあなたを受け入れます。 

どうぞ私の人生をともに歩んでください。 

 

あなたの心を表わしていますか？ 

もしそうなら、いま、祈りましょう。 

イエスはあなたの心に入ってくださいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEアンケート 

 

名前：                        

 

１． このバイブル・スタディーを始める前、あなたの状態は？ 

□神の存在は信じていない □神がいるかいなか、わからなかった 

□神の存在は信じていたが、イエス・キリストについて知らなかった 

□クリスチャンだと思っていたけど、実は違っていた 

□クリスチャン  □その他（                       ） 

 

２． イエス・キリストに関して、あなたは今、どう思いますか？ 

□キリストを信じ、キリストを救い主、人生の導き手として信じている 

□もっと学びたいとは思うが、キリストにまだ私の人生をゆだねていない 

□その他（                                    ） 

 

３． もしあなたがキリストにあなたの人生をゆだねていない場合、それを妨げて

いるものは何ですか？ 

 

 

 

 

４． もし今晩死ぬとしたら、あなたは天国に行けると確信できますか？ 

□はい   □いいえ 

 

５． もし今晩死ぬとして、神の前に立たされます。神から「あなたは天国に入る資

格がありますか？」と聞かれたら、あなたは何と答えますか？ 

私は天国に入る資格があると思います。なぜなら… 

 

 

６． このバイブル・スタディーを終えて、さらに聖書を学びたいと思いますか？ 

□はい □いいえ □はい。しかし少し後で 

 

７． 教会について 

□私は、今教会に行っています。 

□教会を紹介してほしいと願っています 

□今の時点では、教会に行きたいと思っていません。 

 

８． その他、このバイブル・スタディーに、どのような意見をお持ちでしょうか？ 

遠慮なく書いてください。 

 


