
CE：第１課 教案   

神の子 

 

目的： 

主イエス・キリストを紹介すること。イエスが持つ「権威」に注目する。 

 

４つの伝達事項： 

初めに、このコースについて簡単に説明します。 

１） このコースは「CEわかりやすいキリスト教」です。 

２） キリスト教とは、すべてイエス・キリストに関することです。 

３） イエスに関する記録は、新約聖書中の４つの福音書に残されています。 

４） この時間は、4つの福音書の中から、マルコの福音書を使用します。 

●質問：「あなたは、イエスはどのような存在だと思いますか？」 

  ～宗教家、道徳教師、哲学者、社会変革者、思想家、神… 

 

学び： 

キリストの権威 マルコ１：１を読む   

マルコの福音書の中心テーマは、「神の子、イエス・キリストの福音」。つまりイエス・キ

リストについての「グッドニュース」が中心のテーマです。 

「神の子」とはどういう意味でしょうか？この言葉には、イエスが「権威」を持つ方だとい

う意味があります。今日は、イエスの持つ「権威」について一緒に、聖書から学んでい

きましょう。 

 

「権威」（1）他を支配し服従させる力。「親の―を示す」「―が失墜する」 

      (2)ある方面でぬきんでてすぐれていると一般に認められらいること。また、そのよ

うな人。オーソリティー。「その道の―」 「―ある学説」 

（大辞林 第二版より） 

 

制服を着ている警察官があなたに何かを命じるなら、あなたは国家が警察官に

与えている「権威」ゆえに、その警察官に従わなければなりません。しかし警察官が

勤務時間外に、私服であなたに何かを命じても、あなたは従わなくても良い訳です。

また教師が自らの持つ「権威」によって「何月何日までにレポートを提出するように」

言うことができます。それに従わない学生は単位を落とす可能性があります。 

 

①教師としての権威 マルコ１：21－22   ※メサイア P108 

●イエスが人々を教えたとき、人々はイエスの何に驚いたのでしょうか？ 

●「権威ある者」のように教えていたとは、どういう意味でしょうか？ 

 

周りの人は驚いた。イエスが他人の言葉を引用して教えたのではなく、「わたしは言い

ます」と、その道の権威として教えたからである。 

 

②悪霊に対して マルコ 1:23-28 

●霊感は強い方ですか？超常現象や「金縛り」とかを経験したことがありますか？ 

イエスは悪霊につかれた人を、一言でいやされます。 

イエスは悪霊よりも力強い方です。 

超常現象に遭遇した時、イエスが悪霊より力強い方であることを信じて、「イエスの名

によって、出ていて」と命令してみてください。または賛美を歌ってみてください。 

 

③病気に対して マルコ 1：２９－３１      ※メサイア P109 

●この箇所で何が起こりましたか？ 

たった一言で、この男は一瞬で癒された。聖書にはこのような癒しが 

３０箇所も記録されている。病気の人、目の不自由な人、足の不自由 

な人、皮膚の病・・・ 

●イエスによって癒された人の話をどこかで聞いたことがありますか？ 

④罪を赦す権威 マルコ２：１－１２     ※メサイア P113－116 

●「中風」とはどういう病気か知っていますか？ 



「中風」（「ちゅうぶう」または「ちゅうぶ」）とは･･･ 

「脳出血などにより起こる、半身不随，手足のまひなどの症状 

（岩波国語辞典 第三版）」である。 

●中風の人はどのようにイエスのもとに運んでこられましたか？ 

●イエスは中風の人に第一声、何と言われましたか？ 

⇒イエスは言われた「あなたの罪は赦されました」。 

●イエスのことばに対して、周りの人はどう考えましたか？ 

⇒周りにいた宗教指導者たちは「この男は神を冒涜している」と考えた。  

●なぜ、宗教指導者たちは、イエスは神を冒涜していると考えたのでしょう？ 

⇒聖書は、神だけが罪をゆるす特権を持つ唯一の存在 

だから彼らはこう考えた： 

→「イエスは、神にしかできない罪のゆるしを宣言した」 

→「つまり、この男は自らを、神と名乗っている！」 

 

新約聖書では、「神の子」という表現を用いることによって、イエスがまさしく神と

等しい存在であることを教えています。 

イエスは神でありながら、同時に人であった、存在です。 

  

⑤自然に対して マルコ 4：35-41 

●湖でイエスは、何をしましたか？ 

●暴風雨を静めたイエスに、弟子たちは何を語りましたか？ 

今まで、自然・天候が祈りによって変わった出来事はありますか？あれば、分かち合

いましょう。 

 

⑥死に対して マルコ 5：35-42 

●イエスが向かう途中で息を引き取った、会堂管理人の娘に何が起こりましたか？ 

●イエスはどのように、彼女を生き返らせましたか？ 

イエスには、死人を生き返らせる権威がありました。 

 

イエスが持つもう一つの権威とは： 

⑦人々に対する権威 マルコ１：１６－２０   ※メサイア P102－105 

●イエスは湖で網を打つ漁師に何と語りかけましたか？ 

●漁師たちの反応はどうでしたか？ 

 

イエスは、漁師たちに対して、仕事を辞めて、家族から離れて、ご自分に従って来る

よう命じています。神の子として、イエスはあなたの人生にも同じような招きをしていま

す。私たちのような、ごく普通の人間に、「わたしに従いなさい」と呼びかけているので

す。ここで一つの例話があります。 

 

「アリの話し」 

昔、あるところに、アリの大好きな子どもがいました。 

 

彼/彼女の名前は（相手の名前を入れて）__________________でした。アリたちが________________

の友達でした。毎日、幼稚園が終わると、彼/彼女は急いで家に帰り、アリたちと遊ぶ

のでした。ちょっと変な子どもです(^_^.) 

 

さてある日、幼稚園から帰ると、彼/彼女は大変なことに気付きました。アリたちの巣

があるところに大きな看板があったのです。「注意！マンション建設予定地！」 

 

1週間後には、この空地は大型トラックによって掘り返され、新しいビルの建設工事

が始まります。アリたちに、大きな危険が迫っています。アリたちは皆、死んでしまうの

です！しかし、アリたちは危険が迫っていることを知りません。 

 

質問: 

大切な友達であるアリを救うために、あなたならどうしますか？ 

（以下の例を出して、相手が考えるのを助けてあげてもよい。） 



 

 ＊ アリたちに「ここから逃げろ！死んでしまう！」と言ったら、どうでしょうか？ 

   ⇒ でも、アリたちは人間の言葉が分からない。何を言っても通じません。 

 

 ＊ アリたちをつまんで、安全な場所に置いてあげればどうでしょう？ 

   ⇒アリたちはあなたが何をしているのかわからず、手から逃げ出し、もといた巣に

帰ってしまいます。 

 

では、もしあなたがアリになったらどうでしょう？ 

あなたがアリになったら、アリの言葉で話すことができます。 

あなたはアリになりたいですか？それは簡単なことではないです。アリの体に、たく

さんの足があり、見た目も悪いし、気持ち悪いです。それにアリのように小さくなるのは

危険でもあります。簡単に、人間に踏み潰されてしまいます。 

でも一つのことを覚えていてください。あなたはアリの体を持っていても、考え方や心

は人間です。つまり、１００％人間で、同時に、１００％アリでもあります。それでもアリに

なりたいですか？もし心からアリを愛していたら、アリになります。 

 

では、あなたがアリになって、友達のアリを助けに行くと仮定しましょう。友達である

アリたちのところに行って、彼らの言葉で、危険が迫っていることを告げ、逃げる必要

があることを説明します。また、アリたちのために安全な場所を、あなたが既に用意し

て、あなたが来たのはそこに彼らを連れて行くためだとも言います。「ただ私について

来てください。そうしたら安全です」。 

 

アリたちは、あなたを信頼するかしないかの選択に迫られます。あなたを信頼しな

いアリは、そこにとどまり、死んでしまいます。一方、あなたを信頼して、あなたについ

て行くアリは、死ぬことなく、新しい安全な場所での生活を楽しむことができます。 

イエスがしたことは、まさにこのことです 

 

イエスは神でしたが、危険を知らせるために人間になることを選びました。神が人と

なるということを考えると、それは神にとって不快なことですし、多くの危険があります。

しかし、イエスは私たちを愛するがゆえに、あえて人となって、この地上に来ました。

私たちの言葉で、私たちにわかる形で、私たちに危険を知らせるために、この地上に

来たのです。１００％神であるイエスが、１００％人間となったのです。（この出来事を祝

うのが、クリスマスです）。イエスの私たちへのメッセージは：「わたしについて来たら、

安全です」 

 

まとめ 

 イエスはすべての権威を持つ方です。 

 イエスはご自分が神であると主張しました。（アリの話し） 

 私たちは、イエスについてどう考えるかについて、各々決断をしなくてはなりませ

ん。（図を参照） これはイギリスの神学者で、有名な「ナルニア国物語」を書いた

CSルイスの論文を簡単に図に表したものです。 

ルイスによると、イエスはご自分を神であると主張しました。その結果、中途半端

に、偉大な宗教家、哲学の教師、思想家などとは、言えません。イエスがどのよう

な存在か、考えられる可能性は以下の 3つしかありません。 

１） 詐欺師 

２） 精神異常者 

３） 神 

イエスの詐欺師ならば、自分の誤った主張のため、十字架につけられる必要はなか

ったはずです。イエスの言動を見ると、決して精神異常者とも考えられません。ならば、

考えられる可能性は③のみです。イエスが神ならば、あなたは信じるか、信じないの

か？その選択に迫られます。 

 

椅子の例え： 

キリスト教における３つの基本的な概念について。 

今日学んだのは、第一の概念：イエスは神の子である 



CE : 第２課教案  

十字架 

 

前回の宿題の確認：マルコ１－５章は読ましたか？何か質問はありますか？ 

 

第１課の復習：イエス＝神の子、権威ある方 

 

十字架 

十字架のネックレスを持っていますか？ 

なぜ十字架はこんなに人気があるのでしょう？ 

十字架のネックレスをつけると、どんな感じがしますか？ 

 

今日はキリストの十字架について一緒に学びます。 

まずはキリストが十字架につけられたとき何が起こったのでしょう。一緒に聖書から、そ

の事実を確認しましょう。十字架はキリスト教の中心をなすものであり、教会のシンボ

ルです。十字架の本当の意味は何でしょうか？イエスが十字架上にいた６時間のあ

いだに、一体何が起こったのでしょうか。 

                          （↓少し長めです） 

十字架に関する事実 マルコ１５：３３－３９  ※メサイア P263－268 

                         

 

暗闇 マルコ１５：３３  

[時計の図を描きましょう。] 

ユダヤの第６時は、現在の正午です。第９時は現在の時間で何時でしょう？ 

「過越し」の祭りは満月の日に祝います（半月や三日月ではない）。満月の日に金環

日食になることはありえません。なぜこのように、突然、全地は暗闇に包まれたのでし

ょうか？ 

もし日本で、正午から午後３時まで、突然真っ暗になったなら、どうでしょう？ 

 

叫び マルコ１５：３４－３７   

ここでイエスは、信仰を失ったのではありません。本当に「見捨てられた」のでです。    

〔「身代わり」について本を用いた例えで説明〕 

 

ここに１冊の本があります。本のタイトルは○○です。（相手の名前を本のタイトルにし

ます。この例えのために分厚い本を手に持ちます。本は聖書以外にしてください）。 

 

この本には○○さんの人生すべてが詳しく書かれています。１ページ目には、○○さ

んが生まれたときのことが書かれています。（相手の誕生日をここで尋ねましょう。） 

また、○○さんの両親や兄弟・姉妹の名前、生まれた場所も書かれています。 

 

この本を読み進めていくと、○○さんが初めて嘘をついたときのことも書かれています。

また、○○さんがどんな子どもだったかも書かれています。○○さんはとても●●な子

どもだったのではないですか。（相手の性格に合わせて、どういう子どもだったかを想

像し、尋ねてみましょう。） 

 

また、そこには初めて○○さんが好きになった男の子（または女の子）のことも書かれ

ています。○○さんの最初の彼氏（または彼女）のこと。その人との別れのこともです。

（ここでは、そういう経験が相手にあるなら、それを聞き、悲しい雰囲気にならず、でき

るだけ楽しくなるようにしましょう。） 

 

他にも、私たちが○○さんに出会った日のことも書かれています。 

(相手がどのように、この CEを学び始めたか、思い出しながら話しましょう。） 

 

さらに読み進めていくと、○○さんが結婚することや、○○さんの子どもたちのこと。○

○さんが老人になって、最終的には亡くなるときのことまで書かれています。 

 



もしそういう、○○さんの人生が事細かに書かれている本、○○さんの秘密・失敗・間

違い全部が書かれている本があったら、誰かに読ませたいですか？ 

（大抵の人は、この質問に、｢いいえ｣と答える。その理由を尋ねましょう。） 

 

だれもそんな本を他人に読まれたくないですよね。だって、どんな人も悪いことをした

り、罪を犯したりしたことがあります。そんなことを知られたら恥ずかしいです。 

 

私の左手がイエスだとします。そして天井が神さまだとします。このイエスと神さまとの

間に何か障害がありますか？  （→「いいえ」） 

 

では、私の右手は○○さんだとします。 

（分厚い本を右手の手のひらに載せる。天井に神さまがいると仮定する。） 

 

この場合、あなたと神さまとの間に何か障害はありますか？ 

（→「はい、その本です」） 

 

この本は何を表していますか？ 

答えは、私たちの罪です。この罪が、私たちと神さまとを隔てているのです。 

この隔たりのため、私たちは神さまと友情関係をもつことができません。 

 

実は、十字架において起こったことは、このことです。 

（右手の本を、左の手のひらに移す。） 

 

さあ、何が起こりましたか？今、イエスと神さまとの間には何がありますか？ 

（→「本があります。この本が、私たちの罪です。」） 

 

一方、私たちはどうでしょう？あなたと神さまとの間には何かありますか？ 

（→「何もありません」） 

 

イエスが、私たちの罪と罰を、十字架によって取り除いたのです。 

私たちは、神さまと和解し、互いの間に関係が生まれました。 

 

先ほど、イエスは神さまから見捨てられたと書かれた箇所を読みました。 

それは、イエスが私たちの罪を負ったからです。イエスは私たちのために死んだので、

私たちは神さまと、友情関係をもつことができるのです。歴史上で一番悲惨な死刑の

方法が、十字架だったと言われています。十字架にかけられるということは、とても苦

しいことです。 

 

しかしイエスにとって一番苦しかったことは、この世界のすべての罪を負い、十字架上

で、父なる神さまから見捨てられることでした。 

 

イエスは、私たち人類のすべての罪と罰を、十字架で身代わりに、かぶったのです。 

 

イエスは 3日後に復活しました。それは、イエスは罪がない方であることを、実証し

たものでした。もしイエスがよみがえらなかったのなら、イエスは自分の罪の罰を受け

ただけになります。 

復活は、イエスの身代わりの死によって、私たちの罪の罰が解消されたことを示す

ものです。復活については、３課で詳しく学びます。 

 

 

３． 神殿の幕 マルコ１５：３８－３９ 神殿の見取り図を描きます。 

聖所（大きな部屋）は、人々を代表する祭司が入る場所です。 

至聖所（小さな部屋）は、神の住まわれる領域です。 

この聖所と至聖所を隔てる幕は、分厚い布で作られていました。 

 

イエスが生きていた時代、大祭司だけが一年に一度だけ、至聖所に入れました。 



イエスが十字架で死んだとき、聖所と至聖所を仕切る幕が裂けたことは、いまや大

祭司だけではなく、だれもが至聖所に入ることができようになったということです。 

つまり、私たちと神さまとの間の仕切りが取り去られ、私たちはいつでも神さまの側に

行くことができるようになったことを表しています。 

 

ではこの幕を裂いたのは誰でしょう？人には不可能でした。というのは、幕は下から

ではなく、「上から下へ」と裂けたからです。 

 

 

４． あがないの代価 （The Ransom）マルコ１０：４５ 

「贖う」とは「罪の償いをする」という意味（大辞林 第二版）です。 

Ransom とは「身代金（を払う）」という意味です。失われたものを買い戻すために支払

う代金が贖うという意味です。古代ローマ時代、捕虜となった兵士は、敵が要求する

金額を支払うことで「買い戻す」ことができ、解放することができました。 

イエスの十字架は、私たちを罪の奴隷から、買い戻すための贖いの代価だったので

す。 

 

結論： 

イエスの死は、人の罪の支払いとして十分なものです。しかし、すべての人がこの事

実を知っているわけではありません。イエスが十字架で成し遂げられた業を受け入れ

ないのは、ちょうど「他人に私の罪をつぐなってもらう必要はない。私の罪は、自分で

その罰を受ける」（自己責任）と言っているのと同じです。もしそうなら、最後の審判の

日に、その通りに、自分でその罪の刑罰を受けることになります。 

 

椅子の例： 

これまでで、キリスト教の中心をなす二つの基本的概念を見てきました。 

 

１． イエスは神の子 

２． 十字架  

 

宿題：マルコ６－１０章を読む。質問があれば書き留めて次回持って来るように伝えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CE：第３課 教案 

イエス・キリスト その復活 

 

本課の目的： 

イエスの復活の事実と、その意義について、聖書から理解する 

 

前回の宿題と質問 

第１－２課を簡単に復習する 

 

質問： 

「イエスは十字架につき、死んで、3日目によみがえりました。 

イエスが死者の中からよみがえったと聖書は語るけど、これを事実だと 

信じられますか？」 

 

実はイエスの復活を信じられれば、聖書の中の奇蹟的な出来事のすべてを信じること

ができます。今日は、イエスが 3 日目によみがえったと聖書は語っていますが、その

復活について聖書がどう書いているのか、一緒に読んで、検証していきましょう。 

 

１.イエスは復活を予告していた 

イエスは自分が殺されて再びよみがえることを何度も予告している。 

マルコ１０：３２－３４を読む。    ※メサイア P212 

 ●イエスは生前、どんなことを預言していましたか？ 

 ●なぜイエスは生前、十字架と復活について知っていたのか？ 

 ●なぜイエスは生前、弟子たちに十字架と復活について予告していたのか？ 

 

２．復活に関する事実 

前回、十字架について学びました。今回はイエスの復活について、聖書から何が起こ

ったか、詳しく検討していきましょう。 

イエスは復活した後、姿を現した  

マルコ１６：１－８を読む。       ※メサイア P269－271 

 ●週の初めの日の朝、墓に行ったのは、誰でしょう。 

 ●彼女たちは墓で誰と会いますか？ 

●彼女たちが墓で聞いたニュースとはどのようなものでしょう。 

少なくとも１０回、イエスは弟子たちの前に現れました。 

 

a)イエスのからだは見当たらなかった（ヨハネ２０：１－１０）  

                    ※メサイア P269－271 

聖書箇所を読み、以下の質問をする 

●女性たちの知らせを聞いて、墓に見に行ったのは誰ですか？ 

●墓についた彼らが見た光景はどのようなものでしたか？ 

●遺体を包んだ布が包んだときのまま、巻かれたまま、その場に置かれていたとはど

のような意味がありますか？ 

 マリアが墓に行くと、入口が開いておりイエスの遺体がないことを知った。 

 ペテロとヨハネ（「イエスが愛した弟子」）は自分の目で見るために墓に行った。 

 イエスの遺体を包んでいた亜麻布が強力なかぎとなる（６－７節）。体と首を包ん

でいた布がそれぞれ別々に巻いたときのままの状態で置いてあった。誰かがほ

どいたのであれば，全部一塊においてあったはずである。 

 その亜麻布を見た後、彼らは信じるようになった。 

 

b) イエスが弟子たちに姿を現す ルカ 24：36-43 を読む 

c)イエスはトマスの前に姿を現した（ヨハネ２０：２４－２９）。 

そして見ないで彼を信じる者は幸いだと言った。  

※メサイア(トラクト版) P58 

●弟子のトマスは、なぜイエスを信じられなかったのでしょう？ 

●イエスはトマスにご自身がよみがえったことを示すために、何をしましたか？ 

●傷口に手を付けたトマスは、イエスを信じましたか？彼は何と告白していますか？ 

●信じたトマスにイエスは何と語りましたか？ 



■トマスは、自分の目で見るまでは信じないと言い張った。 

■イエスはトマスの前に現れ、直接彼に語りかけた。 

■イエスはトマスに、体の傷跡を確かめさせた。 

■イエスは見ずに信じる者は幸いであると言った。 

 

※例話: 英語には主語が三人称、単数の場合、動詞に s が付きます。中学校で初めて英語を学んだ時、なぜ

三人称単数で動詞に sがつくのか、いつも不思議に考えていました。でもたとえ「なぜ sがつくのか」と研究しても、

英語は一向に上達しません。ある意味、そういうものと取りあえず受け入れ、使ううちに、慣れてくるものです。今、

なぜ、どのようにイエスが復活したのか、よくわからなくても、素直にそれを受け入れてみてください。信じる時に、

わかることもあるものです。 

 

３．もし復活が作り話だったら（１コリント１５：１２－２０） 

 復活に関する使徒パウロの見解が書かれています。パウロとは、新約聖書の多くの

部分を書いた人で、もともとキリスト教の迫害者でした。しかし隣国へクリスチャンたち

を逮捕しに行く途中に、復活したイエスと出会い、彼の人生が一変しました。このパウ

ロのキリストに関する見解を見てみましょう。 

 

●もし、復活が事実ではなかったなら、キリスト教はどのようなものになったと、パウロ

は語っていますか？ 

 

 キリスト教には何の意味もない（１４節） 

 復活したイエスを宣べ伝える人は偽証罪に問われる（１５節） 

 罪の解決はない（１７節） 

 クリスチャンは愚かで、おめでたい存在になる（１９節） 

 しかし、復活はまぎれもない事実である（２０節） 

 

４．復活の意義 

使徒の働き１０：３９－４３（特に４２－４３）を読む 

イエスの一番弟子ペテロは、イエスの復活を目撃した後、イエスの復活の証人として

全世界で、イエスについて伝えます。ペテロは不思議な導きで、ローマ軍の百人隊長

コルネリオの家に迎えられ、イエスについて話します。この箇所はペテロがコルネリオ

一家に語ったメッセージのクライマックス、結論部分です。 

⇒受講者用テキストを見せながら、一つ一つ以下を説明する 

●ペテロはここで何を語っているでしょうか？ 

●すべての人がよみがえる（もう一度、42節を読む） 

●復活のキリストによって裁かれる（生きている者と死んだ者の審判者） 

●すべての人は、二つのグループに分けられる。 

1. 信じる人：罪がゆるされ、最後の審判の時には無罪が宣告され、天国

に入る。(43) 

2. 信じない人：罪のゆるしが与えられず、最後の審判では有罪宣告を受

ける。天国に入れてもらうことができず、永遠に神から断絶される。これ

を「地獄」と呼ぶのである。 

●永遠の分離→信じる人と信じない人は永遠に分けられます。 

結論 

最後の審判の日におけるイエスの私に対する態度は、今の人生における私のイエス

に対する態度と同じです。もし今、イエスを受け入れるなら、イエスは私を受け入れる。

もし今、イエスを拒否するなら、イエスも私を拒否する。 

あなたは、このイエスを信じますか？ 

 

クリスチャンになるために信じるべき三つの基本的概念があった。それは： 

１）イエスは神の子 ２）その死と十字架 ３）復活 

（椅子の図を使ってキリスト教の基礎となる三つの足を説明する） 

 

宿題： 

 時間があれば、ＫＧＰ8-9ページまで読み、復習する。 

 マルコ１１－１６を読む 

 



CE：第４課教案 

頑張りではなく 恵み 

 

目的：自らの努力や業績ではなく、恵みによって、救われるという概念を学ぶ。 

 

前回の宿題：マルコ１１－１６。 質問は？ 

 

復習： 

聖書によると「クリスチャン」とは少なくとも以下の三つの基本的な内容を信じている人

のことである： 

 イエスは神の子（神である） 

 イエスの十字架（罪の身代わりの死） 

 イエスの復活（イエスはすべての主である） 

 

導入： 

以下の二つの質問に対する答えを書いてもらう。 

 

１．「もし今この場で死んだとしたら、あなたは天国に行く自信がありますか？」 

 

ほとんどが「ない」あるいは「わからない」と答えるでしょう。「後で、どうすれば天国に行

く確信を持つことができるのかを説明します」と言い、次の質問へ。 

 

２．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？ 

 

封筒＊「封筒の説明」参照 

この２番目の質問に対する答えは大きく分けて二通りになります。 

一方は正しく、他方は間違っています。まず間違えている方から見てみましょう。 

 

間違い： 「あなたの行い」 

 

×印が書いた封筒を取り出す。 

「行いによる救い」と書いてある面を上にする。（「あなたの行い」を強調すること） 

 

この封筒の中には「私がしたこと」と書いたもう一つ小さい封筒が入っている。 

その中には、以下の言葉が書かれたカードがある： 

 

（例：私の善行、殺人を犯さない、うそをつかない、盗みをしない、良い国民である、家

族を養う、家庭サービス、良い学生である、教会に通う、毎日聖書を読む、祈る、洗礼

を受ける）などなど 

 

小さな封筒を開け，中にあるカードを一枚ずつ見せる。これは、人が神さまとの関

係を正そうとするときに行う、さまざまな方法が書かれています。しかしこれら善行のど

れ一つとして、私たちの天国行きを保証するものはできません。 

 

では、どうして良い行いをすることだけでは、天国に行くことが出来ないのでしょうか？ 

 私たちはみな失敗するから。誰一人として完全な人はいない 

 たった一つの罪があれば、それ以外のすべて良くてもダメ 

 どのくらい「善行」を積み、「良い」人であれば十分なのか、誰も知らない 

 身体的、精神的、社会的、経済的なハンデがある人には不公平 

だから良い行いでは、だれ一人救われない。 

 

マルコ ７：２０－２３を読む  

●ここに出てくる罪のリスト、一つ一つの罪の意味は何ですか？ 

●ここで書かれた罪の特徴は何ですか？ 



罪とは、人の言葉や行いに関することだけではありません。罪とは、私たちの心の

中から出てくる悪のことです。 

 

例えば、あなたの全身に赤い発疹が出て来たとします。医者に見てもらうと、はしかと

診断されました。もしその医者が、あなたの発疹全部にバンドエイドを張って、処置し

たとします。役に立ちますか？⇒無意味！ 

 

 発疹とは単に症状にすぎません。真の原因は体内に潜んでいる「はしか」のウィルス

です。 

 

 罪も同じです。私たちが何か悪い行いをし、良くない言葉を発します。また良からぬ

思いを持ちます。それらは、罪の症状に過ぎないのです。本当の問題は、私たちの

心の中にあります。心の中から、悪い症状が出てくるのです。 

 

KGP 7ページを開く。 

罪の概念を読みながら、説明する 

 

私たちは、積極的な意味でも、消極的な意味でも、神に反逆しています。そのような

「罪」の遺伝子が、私たちのうちにあるのです。犯罪を犯さなかったのは、ただ偶然、

その条件が合わなかっただけです。私たちの心には、悪い思いで満ちています。 

 

KGP 6ページ「グランドキャノン」の写真。 

今、走り幅跳びの世界記録は 9 メートル弱。私ならたぶん 3 メートルぐらい。でも 9 メ

ートル飛んでも、3 メートルでも、グランドキャニオンを飛び越えることはできません。 

 

KGP 7ページ後半を説明。 

人は皆、良い行い、哲学、宗教といった努力を積み重ねます。しかしグランドキャニオ

ンを自分の力で飛び越えることはできないのです。 

罪とは、原語で「ハマルギアー」。的外れという意味です。 

本当は的の真ん中を射抜きたい。だけど往々に真ん中から、それてしまいます。 

的の真ん中からそれた距離が、ハマルギアーという言葉の語源です。 

 

神さまが願う、私たちの目的を知らず、自分勝手に生きること。神さまから背を向け、

自己中心に生きる「的外れ」の生活こそが、罪（原罪）です。 

⇒罪の定義をノートに書いてもらう！ 

 

私たちが天国に入る根拠、その正しい答えは何でしょう？ 

正しい答え： 

「キリストが私のためにしてくれたこと」 

「恵みによる救い」という封筒を見せる 

 

●質問「恵みとはどういう意味だと思いますか？」 

 

「恵み」とは「罰を受けるに値する者に対して、好意的に注がれるもの」です。 

恵み：資格のないものに与えられる、神の一方的な恩寵・好意 

⇒恵みの定義をノートに書き込んでもらう。 

 

小さい方の封筒を取り出し、「キリストがしてくれたこと」と書いてあるのを見せる。 

椅子の図を見せる：  

これが、イエス・キリストがあなたにしてくださったことです。 

簡単に、イエスが神の子、十字架、復活を説明する。 

二つの大きな封筒を並べ、違いを見せる。 

 

以下の図を書く：  × 良い行い⇒救い  

           でも 

○ 救い⇒良い行い 



 

 良い行いが救いをもたらすのではありません。 

救いを体験した時に、人は罪から救ってくださった神さまに感謝するようになり、良

い行いをするようになるのです。 

 

エペソ 2:8-10を読む 

「恵み」＝イエス・キリストが成し遂げた業 

この「恵み」を信仰で受け止めた時、救われます。 

英語では through faith と訳されています。恵みを信じる時、ちょうど信仰が管とな

って、私たちに恵みが注がれるのです。  

 

最後に、マルコ１０：１３－１５を読む。   

私たちは、子どもが親を信頼するように、神の国を単純に、全幅の信頼をもって受け

入れなければなりません。 

 

結論 

 どうすればあなたが救われるのか。天国に入れるのか。もう一度確認しましょう。

救いは、良い行いの結果として勝ち取るものではありません。神さまからの贈り物

です。贈り物は、一生懸命、努力して勝ち取るものではありません。努力して勝

ち取るものは、贈り物ではなく、賞品です。 

 贈り物は、あくまでも相手に好意をもって、差し出します。受ける側は、贈り物は

よいものだと、送り主の行為に信頼して、受け取るのです。あなたが受け取ったら、

その贈り物は、あなたのものになるのです。神さまがあなたに送った贈り物、それ

がイエス・キリストです。 

 来週は、永遠のいのちという無償の贈り物を、どのようにして受け取ったらよいの

かを話し合いましょう。 

 

 

 

宿題 

KGPを渡す。来週までにじっくりと読んでもらうようお願いする。わかりにくい箇所に

は印をつけてもらうこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CE：第５課教案 

方向転換 

 

目的：「クリスチャンとは何か？」という質問に答えを出す。 

    悔い改めとは、神への「方向転換」のことであることを理解してもらう 

 

１－４課の内容を簡単に復習する。質問はあるか尋ねる。 

 

前回の宿題 

KGPを読むことと、マルコ福音書を読むこと宿題でした。 

質問があるかを尋ねる。鍵となる箇所に下線を引いたか、なぜそれが重要だと思うを

尋ねる。 

 

質問： 

「クリスチャンとはどんな人だと思いますか？」 

この質問に、どのような答えが返ってくると思いますか？（例：教会へ通う善良な人） 

この課では、「クリスチャンとは一体どのような人物か」という質問に対する答えを、一

緒に探していきましょう。 

 

中心聖句：マルコ１：１４－１５     

一言で言えば「クリスチャンとは神の国に所属する人」です。 

新しい国籍、アイデンティティを持つ人なのです。 

パスポートを持っていますか？パスポートは「あなたはどこの国に属するか」というアイ

デンティティを証明するものです。「私は日本の国民です」。 

 

この聖句には、神の国の市民になるため必要な二つのことが書かれています。 

 悔い改め （罪に対する考え・態度を変えること） 

 信じる 

今日はザアカイの話しから、「悔い改め」について学びましょう。 

ルカ１９：１－２０を読む。     ※メサイア P214－216 

 

質問：「ザアカイはどのような人物だったでしょう？」 

 税の取りたて人のかしら（注） 

 金持ち 

 背が低い 

 人からは好かれてはいなかった 

 他人をだましていた 

 

（注）当時、収税人は、住民から法定以上の税金をまきあげ、私腹を肥やすとことで、

評判が悪かった。多くの取税人は、そうやって金持ちになったため、忌み

嫌われていた。取税人は、罪人の代名詞であった。 

 

イエスが町を訪れたことを、ザアカイも耳にしました。しかしイエスの周りには、群集が

取り巻いており、イエスを見ることができません。ザアカイはそれでもあきらめず、人に

笑われるのも覚悟の上で、木に登り、イエスを一目でも見ようとしたのです。 

 するとイエスは木のところまで歩み寄り、ザアカイを見上げ、「ザアカイ」と名前で、呼

びかけたのです。ザアカイはどれほど驚いたでしょう。イエスはまた、ザアカイの家に

今夜、宿泊するとまで言ったのです。 

 

誰が誰を迎え入れたのか？（６節） 

ザアカイが木から下りて、初対面のイエスに出会う場面を想像してみてください。 

イエスは、ザアカイがご自分を迎え入れてくれるように、促したのです。 

 

悔い改め 

「悔い改め」とは、「考え方を変える」という意味です。今までの神さまに対する考え、

生活態度が間違っていたと、認めることです。そして神の方へ方向転換して、神に立



ち返ることです。その結果、行動が変化します。 

 

学生用ハンドアウトの右上 2行目 

「悔い改め」の後に、次のように、定義を書いてもらう。 

「悔い改め」とは：方向転換。 

神さまの方へと方向転換することです。日本語で「悔い改め」と聞くと、「悔いる」という

言葉から、懺悔。カトリック教会のように懺悔室に行き、涙ながらに神父さんに告白す

ることを思い浮かぶ人もいるかもしれません。しかしここでは、必ずしも「涙」は要りませ

ん。自分の今の生活の状態を知り、神の方に方向転換しようと決心することが大切で

す。すると、神に喜ばれる生活ができるように、神さまご自身が助けてくれます。 

 

ザアカイは、以下の二つの点について間違いを認めた： 

 貧しい人たちを無視していたこと 

 法定の税額以上の金額を、税金として取り立てていたこと 

 

そして悔い改めの結果、ザアカイの人生は１８０度、方向転換します： 

 財産の半分を、貧しい人たちに分け与える 

 だまし取った分は４倍にして返済する 

こうして「この家に救いがもたらされた」のです。 

 

ザアカイの悔い改めプロセスを整理しましょう。 

1. イエスの方へと歩み寄った 

2. リスクを冒して、イエスと出会った（木に登る） 

3. イエスの呼びかけに応じて、木から降りて、イエスに出会った 

4. イエスを家に受け入れた 

5. 結果として、今までの良くないやり方から方向転換した 

 

結論：「悔い改め」とは 

 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 

 「神さまが罪だ」と語ることを、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る。態度と行動を変わることで、間違いから方向転換する

（悔い改めの結果） 

 

１          ２         ３ 

 

 

 

 

相手が未信者なら１，３図を、クリスチャンなら図２，３を学生用ハンドアウトに描く。円

は私たちの心、座席は心の運転席です。あなたの運転席に誰が座っていますか？あ

なた自身ですか？イエスさまですか？ 

 

未信者： 

KGP12 ページの祈りの部分を読む、そして一緒に祈ることを勧めましょう。もし今祈

ることに躊躇しているならば、家でひとりで祈ってもいいことを伝えましょう。 

 

クリスチャン： 

心の運転席をキリストに座っていただくように、一緒に祈りましょう。 

 

宿題： 

■KGPをもう一度読む。 

 １５ページ「キリストを受け入れたあなたは」を読む。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。 

 

   



CE第６課教案 

信じること 

 

目的： 

「クリスチャンになるにはどうすればいいのか？」という質問に答える。 

（セッションの終わりに、評価シートに記入してもらう） 

 

宿題の復習： 

KGP１５ページを復習。質問に答える。  

 

導入： 

前回は「クリスチャンとはどのような人物か？」という質問を考えました。 

クリスチャンとは： 

 神の国に所属する人（マルコ１：１５） 

 悔い改めた人（前回学びました） 

 信じる人（今回は、信じること、信仰について学びます） 

 

信仰 信じるとは何か？ 

マルコの福音書から、信仰について語る、３つの出来事を一緒に見ていきましょう。 

マルコ 5：21－24 、5：35－43を読んで下さい。  ※メサイア P163－165 

 

カードを見せる。 

信仰とは 

 

キリストを言葉通り信じること 

●あなたが、この少女の親だったら、どうでしょう。「この子は死んだのではない。眠っ

ているのです」（３９節）とイエスに言われたら、どう感じるでしょうか。 

 

信仰とは、目に見える状況とは正反対のことを指していても、なおイエスの言葉を信

頼することです。この信頼とは、私たちがどう感じるかではなく、イエスが話す事実に

基づくものです。 

 

[KGP14ページを読む。飛行機の図を説明する] 

  

マルコ５：２４－３４を読む      ※メサイア P163－165 

 

信仰とは 

キリストに手を伸ばすこと 

●人でごった返す祭りに行ったことがありますか？ 

●３０節で、イエスはなぜ「だれがわたしの着物にさわったのですか」と質問したので

しょう。イエスはなぜ、着物に触れた人が誰なのか探すのに、こだわったのでしょう？ 

●３１節で、弟子たちはこのイエスの質問にどう反応しましたか？ 

  

マタイ１７：２０では、イエスはこう言われました。「からし種ほどの信仰があるなら、山も

動かすことができる」。からし種は非常に小さいものです。ここで重要なのは、信仰が

どれだけ大きいかではありません。どこに信仰を置くか。その対象が何かが、問題な

のです！（私たちの信頼の対象は、神と神のことばです） 

 

この女性の信仰は小さいものでした。しかし彼女は、イエスに信仰を置いていました。

イエスの着物に触れれば、いやされると信じたのです。その信仰が、彼女にいやしを

もたらしたのです。 

 

イエスは、この女性が群集の中で隠れたままには、しておきませんでした。 

●イエスはなぜ、大勢の人の前で、この女性に名乗り出るように言ったのでしょう？ 

●「長血」とはどんな病気でしょうか？ 

長血とは、女性器からの出血がとまらない病気です。 



イエスは、私たちの心もいやし、自由にしたいと願っています 

イエスはただ単に体をいやすだけではなく、彼女の心も、感情もいやしたいと願って

いました。彼女は、１２年も出血が止まらず、医療費で財産を使い果たし、それでも治

りませんでした。女性が一番必要としていたものが、「心」のいやしでした。長年、彼女

は恥しさとむなしさの中で、生きてきたのです。 

 

人前で自ら名乗り出るよう呼びかけるのは、情緒・感情的にいやしをもたらすため、

必要な方法でした。もはや恥や恐れで、引きこもる必要はありません。私たちがイエス

の言うことに従う時、イエス自身を体験することができるのです。 

 

マルコ１０：１３－１６を読む    

信仰とは 

子どものように信頼すること 

 

ここでイエスが言っているのは、「子どもじみた」信仰ではありません。ちょうど幼い子ど

もが、両親を信頼するような信仰のことです。母親が「食べなさい」と何かを差し出すと、

子どもは疑いません。そんな子どもの親に対するような、純粋な信頼を、イエスに対し

ても持ってほしいと、イエスは願っているのです。 

 

※ブロンディン 

アメリカの著名な曲芸師、ブロンディン。彼はナイアガラの滝の上に、綱を張り、綱渡り

しました。ナイアガラの滝の上空は、滝が巻き上げる風で気流も乱れています。一本

のロープの上を慎重に進む、ブロンディンを聴衆は固唾をのんでみていました。つい

に、ブロンディンは、この曲芸を成功させ、ナイアガラの滝の対岸に着地しました。聴

衆は割れるばかりの拍手をして、ブロンディンの偉業をたたえました。 

 ところが、記者会見に臨んだブロンディンは、次のチャレンジをその場で、発表しま

した。記者の質問に、彼はこう宣言しました。「ここに一輪車があります。今度は人を一

輪車に載せ、私が押して、ナイアガラの滝を渡ります」。 

今度はブロンディンが記者に質問します。「あなたは、私が一輪車に人を乗せ、ナイ

アガラを綱渡りできると思いますか？」 

記者は「あなたならば、大丈夫！絶対できると信じます」。 

するとブロンディンは「ならば、あなたがこの一輪車に乗って、私とナイアガラの滝を渡

ってください」。記者は絶句したそうです。 

結局、一輪車にはブロンディンの息子が乗って、ナイアガラの滝を綱渡りしたそうです。

新聞記者も、ブロンディンがナイアガラの滝を綱渡りできることは、理論的には理解で

き、信じることができたことでしょう。しかし自分の人生を、ブロンディンに「かける」こと

はできなかったのです。しかし彼の息子はできました。お父さんに、純真に信頼して

いたからです。 

●あなたも、神さまに子どものような信頼を持つことができますか？ 

 

※ここで、あなたがイエスを子どものように信頼するようになった経緯や、なぜイエスを

信頼できたのか、その要因を分かち合いましょう。また今、イエスに信頼することで得

ている平安、逆に信頼しきれていない領域があれば、それも素直に話してください。

そして相手がどう感じているのか、聞いてみましょう。 

 

ヨハネ５：２４を読む 

信仰とは 

神が自分を受け入れて下さることを知ること 

 

この箇所は、現在起こっていることと、将来に起こるであろうことを教えています。 

 

a) 現在：「（わたしを信じる者は）永遠のいのちを持ち」。この動詞は現在形です。あ

なた自身の行いのためではなく、ただイエスが行なったこと、十字架の死と復活

の結果、現在、私たちは神に受け入れられる存在である、と語っています。 

 

b) 未来：「さばきに会うことがなく」。イエスはここで、私たちの永遠の将来を決める、



裁きについて語っています。つまり天国と地獄、どちらに行くかについてです。イ

エスを信じる者は、裁かれません。イエスが行なった十字架上の死と復活のゆえ

に、私たちは何も罰せられることはないからです。 

 

信仰とは 

イエスを人生の導き手として受け入れる 

 

イエスの言葉を思い出してみてください。「子どものように神の国を受け入れる者でな

ければ、決してそこに、入ることはできません」。（１０：１５） 

 

神の国に入るには、イエス・キリストを私の罪からの救い主，人生の導き手として受

け入れる必要があります。イエスさまは、あなたを愛し、あなたにベストの人生を与え

たいと願っています。イエスさまは、あなたにベストな計画をもっており、あなたの人生

が最善なものとなるように、あなたを導かれるのです。 

 

箴言 3:5-6 

心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行く所どこにおいても、主

を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。 

 

イエスに信頼するということは、一人一人が行なうべきものです。だれか他の人が、代

わりにやってもらうことはできません。あなた自身が判断し、結論を出さなければなりま

せん。 

 

結論：（ルカ１９：１－６） 

前回のザアカイの話を覚えていますか？私たちは、ちょうどザアカイのような存在です。

イエスのことをもっと知りたいと願って、この 6 課の学びをしました。それは、ちょうどザ

アカイが木に登ったのと、同じです。きっと、あなたのことを心配し、何で聖書を学びた

いのかと、理解してくれなかった人もいたかもしれません。 

イエスを見るために木に登るのは、勇気がいることだったかもしれません。もしもあな

たがイエスを信じて、クリスチャンになったら、あなたの友だちや家族と、関係が悪くな

るかもしれないと、不安に思っているかもしれません。しかし 8-10 節を見てください。

ザアカイの場合、イエスと出会ったことで、人間関係はむしろ改善されたのです。今ま

で以下のことを、一緒に学んできました。 

 イエスは神の子（その権威について） 

 十字架（贖いのためにイエスが代価を支払ってくれた） 

 復活（死からよみがえることで、イエスは神であることを証明された） 

 悔い改め（自分中心の生き方から神へ方向転換する） 

 信仰（イエスを進んで人生に迎え入れる必要がある） 

 

イエスはザアカイのように、木の上にいるあなたを見て、あなたの家に行って時間を過

ごしたいと願っているかもしれません。ザアカイのように、イエスをあなたの人生に受け

入れてみませんか。 

 今までたくさんのことを学んできたと思いますが、あなたが木の上にとどまっているな

ら、イエスを個人的に「知る」ことは決してありません。 

ルカ 19：10 「人の子が来たのは、失われた人を探して救うためである」。 

 

イエスは、私たちが自分勝手な考えや行いのために、有罪であることを知っています。

しかしイエスは、私たちを愛しており、私たちを探し、「降りて来なさい」と呼びかけてい

るのです。低いところから、高見の見物をする私たちに呼びかけています。 

「今、木から降りませんか。そしてイエスを心に迎え入れてみませんか？」 

 

どうでしょうか？一緒にイエスをあなたの人生に受け入れてみませんか？ 

〔KGP12ページ〕⇒イエスを受け入れた人とは続けて、13～15ページを読む。 

 

 


