
2018・6・26-27 特別講義  姜盛植牧師 

信仰の土台（1） 

神様の絶対主権 

ダビデは全会衆の前で主をたたえて言った。「わたしたちの

父祖イスラエルの神、主よ、あなたは世々とこしえにほめ

たたえられますように。 偉大さ、力、光輝、威光、栄光は、

主よ、あなたのもの。まことに天と地にあるすべてのもの

はあなたのもの。主よ、国もあなたのもの。あなたはすべ

てのものの上に頭として高く立っておられる。 富と栄光は

御前にあり、あなたは万物を支配しておられる。勢いと力

は御手の中にあり、またその御手をもっていかなるもので

も大いなる者、力ある者となさることができる。 わたした

ちの神よ、今こそわたしたちはあなたに感謝し、輝かしい

御名を賛美します。 このような寄進ができるとしても、わ

たしなど果たして何者でしょう、わたしの民など何者でし

ょう。すべてはあなたからいただいたもの、わたしたちは

御手から受け取って、差し出したにすぎません。1 歴代 29:10-14 

 

1、神様が持っている主権 

（1）創造（creation） 

（2）予定  

（3）摂理 

（4）策定 

（5）人間の生死禍福を主管する 

（6）天国と地獄 

（7）天使とサタンを主管する 

 

2、属性 ― 神様はどんな方なのか 

（1）自ら存在する方（エホバ） 

（2）人格的な神様（内在） 

（3）聖なる方（超越） 

（4）全知全能（無所不能） 

（5）無所不在 

（6）救う方（愛） 

（7）父なる神様 

 

3、人間に対する神の愛 

（1）イエス・キリスト 

     人間の根本的な問題を解決 

（2）インマヌエル＝最高の祝福 

それゆえ、わたしの主が御自ら あなたたちにしるしを与

えられる。見よ、おとめが身ごもって、男の子を産みその

名をインマヌエルと呼ぶ。  イザヤ書 7:14 

 

（3）聖霊充満＝最高の力 

あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。

そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全

土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる。」 

使徒言行録 1:8 

 

回復するべき信仰 

（1）神様の救い 

（2）神様の力 

（3）神様のみことば 

（4）神様の祝福 

 

信仰の土台（2） 

神様の方法＝イエス・キリスト 

わたしたちの主イエス・キリストの父である神は、ほめた

たえられますように。神は、わたしたちをキリストにおい

て、天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。 

天地創造の前に、神はわたしたちを愛して、御自分の前で

聖なる者、汚れのない者にしようと、キリストにおいてお

選びになりました。 イエス・キリストによって神の子にし

ようと、御心のままに前もってお定めになったのです。 神

がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵み

を、わたしたちがたたえるためです。 わたしたちはこの御

子において、その血によって贖われ、罪を赦されました。

これは、神の豊かな恵みによるものです。 神はこの恵みを

わたしたちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与

えて、 秘められた計画をわたしたちに知らせてくださいま

した。これは、前もってキリストにおいてお決めになった

神の御心によるものです。 こうして、時が満ちるに及んで、

救いの業が完成され、あらゆるものが、頭であるキリスト

のもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にある

ものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。 キリ

ストにおいてわたしたちは、御心のままにすべてのことを

行われる方の御計画によって前もって定められ、約束され

たものの相続者とされました。 それは、以前からキリスト

に希望を置いていたわたしたちが、神の栄光をたたえるた

めです。 あなたがたもまた、キリストにおいて、真理の言

葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて、約束され

た聖霊で証印を押されたのです。 この聖霊は、わたしたち

が御国を受け継ぐための保証であり、こうして、わたした

ちは贖われて神のものとなり、神の栄光をたたえることに

なるのです。 こういうわけで、わたしも、あなたがたが主

イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを

聞き、 祈りの度に、あなたがたのことを思い起こし、絶え 



 

ず感謝しています。 どうか、わたしたちの主イエス・キリ

ストの神、栄光の源である御父が、あなたがたに知恵と啓

示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、 心

の目を開いてくださるように。そして、神の招きによって

どのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け

継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてく

ださるように。 また、わたしたち信仰者に対して絶大な働

きをなさる神の力が、どれほど大きなものであるか、悟ら

せてくださるように。 エフェソの信徒への手紙 1:3-19 

 

人間を救うための神様の計画 ： キリスト 

神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。

独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るた

めである。  ヨハネによる福音書 3:16 

 

しかし、わたしたちがまだ罪人であったとき、キリストが

わたしたちのために死んでくださったことにより、神はわ

たしたちに対する愛を示されました。   ローマ 5:8  

 

しかし、これらのことを書いたのは、あなたがたがイエス

は神の子キリストであると信じるためであり、また、そう

信じて、イエスの名によって命を得るためである。 

ヨハネによる福音書 20:31 

 

1、なぜ“キリスト”にならないといけないか 

人間の 12 個の問題 

（1）人間の根本的な原因―創造の前からの問題 

地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面

を動いていた。  創世記 1:2 

 

（2）聖書の核心ポイントーイエス・キリスト 

あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて、聖書を

研究している。ところが、聖書はわたしについて証しをす

るものだ。  ヨハネによる福音書 5:39 

 

しかし、これらのことを書いたのは、あなたがたがイエス

は神の子キリストであると信じるためであり、また、そう

信じて、イエスの名によって命を得るためである。 

ヨハネによる福音書 20:31 

 

しかし、わたしたちがまだ罪人であったとき、キリストが

わたしたちのために死んでくださったことにより、神はわ

たしたちに対する愛を示されました。 

ローマの信徒への手紙 5:8 

神は、独り子を世にお遣わしになりました。その方によっ

て、わたしたちが生きるようになるためです。ここに、神

の愛がわたしたちの内に示されました。 わたしたちが神を

愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたち

の罪を償ういけにえとして、御子をお遣わしになりました。

ここに愛があります。 ヨハネの手紙一 4:9-10 

 

2、キリストの職務 

（1）王 

罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯して

いるからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ、神の子が

現れたのです。 ヨハネの手紙一 3:8 

 

（2）預言者 

イエスは言われた。「わたしは道であり、真理であり、命で

ある。わたしを通らなければ、だれも父のもとに行くこと

ができない。 ヨハネによる福音書 14:6 

 

御父は、わたしたちを闇の力から救い出して、その愛する

御子の支配下に移してくださいました。 コロサイ 1:13 

     

（3）祭司長 

人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また、多

くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのであ

る。 マルコによる福音書 10:45 

 

従って、今や、キリスト・イエスに結ばれている者は、罪

に定められることはありません。 キリスト・イエスによっ

て命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを

解放したからです。  ローマの信徒への手紙 8:1-2 

 

3、福音の流れと救いの働き 

（1）暗闇・混沌・むなしさ 

地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面

を動いていた。 神は言われた。「光あれ。」こうして、光が

あった。  創世記 1:2-3 

➡光 

 

（2）原罪の事件 

蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。 それを食べる

と、目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神

はご存じなのだ。」  創世記 3:4-5,  

➡女の子孫 

お前と女、お前の子孫と女の子孫の間にわたしは敵意を置

く。彼はお前の頭を砕きお前は彼のかかとを砕く 創 3：15 



 

（3）ネフィリムの時代 

当時もその後も、地上にはネフィリムがいた。これは、神

の子らが人の娘たちのところに入って産ませた者であり、

大昔の名高い英雄たちであった。 主は、地上に人の悪が増

し、常に悪いことばかりを心に思い計っているのを御覧に

なって、  創世記 6:4-5, 

➡箱舟 

あなたはゴフェルの木の箱舟を造りなさい。箱舟には小部

屋を幾つも造り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。

創世記 6: 14 

 

（4）バベル塔 

世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた。 東の

方から移動してきた人々は、シンアルの地に平野を見つけ、

そこに住み着いた。 彼らは、「れんがを作り、それをよく

焼こう」と話し合った。石の代わりにれんがを、しっくい

の代わりにアスファルトを用いた。 彼らは、「さあ、天ま

で届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に

散らされることのないようにしよう」と言った。 主は降っ

て来て、人の子らが建てた、塔のあるこの町を見て、 言わ

れた。「彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、

このようなことをし始めたのだ。これでは、彼らが何を企

てても、妨げることはできない。 我々は降って行って、直

ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬ

ようにしてしまおう。」 主は彼らをそこから全地に散らさ

れたので、彼らはこの町の建設をやめた。  創世記 11:1-8 

➡カナン：メシアが来る地 

主はアブラムに言われた。「あなたは生まれ故郷父の家を離

れて わたしが示す地に行きなさい。 わたしはあなたを大

いなる国民にし あなたを祝福し、あなたの名を高める 

祝福の源となるように。 あなたを祝福する人をわたしは祝

福し あなたを呪う者をわたしは呪う。地上の氏族はすべ

て あなたによって祝福に入る。」 創世記 12:1-3 

 

（5）奴隷：出エジプト 3 

➡血のいけにえ（血の契約） 

彼らはあなたの言葉に従うであろう。あなたはイスラエル

の長老たちを伴い、エジプト王のもとに行って彼に言いな

さい。『ヘブライ人の神、主がわたしたちに出現されました。

どうか、今、三日の道のりを荒れ野に行かせて、わたした

ちの神、主に犠牲をささげさせてください。』出エジプト記 3:18 

 

（6）捕虜：イザヤ書 6 

➡インマヌエル 

それゆえ、わたしの主が御自ら あなたたちにしるしを与

えられる。見よ、おとめが身ごもって、男の子を産み そ

の名をインマヌエルと呼ぶ。  イザヤ書 7:14 

 

（7）属国：マタイ 16 

➡キリスト 

シモン・ペテロが答えて言った、「あなたこそ、生ける神の

子キリストです」。  マタイによる福音書 16:16 

 

（8）迫害の時代：使徒 1 

➡ 

テオピロよ、わたしは先に第一巻を著わして、イエスが行

い、また教えはじめてから、 

 

イエスは苦難を受けたのち、自分の生きていることを数々

の確かな証拠によって示し、四十日にわたってたびたび彼

らに現れて、神の国のことを語られた。 

 

ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受

けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地の

はてまで、わたしの証人となるであろう」。使徒 1:1, 3, 8  

 

自分の福音体験 

「あなたこそ、生ける神の子キリストです」。 マタイ 16:16 

 

信仰の土台（3） 

神様の働き―聖霊 

わたしは父にお願いしよう。そうすれば、父は別に助け主

を送って、いつまでもあなたがたと共におらせて下さるで

あろう。 それは真理の御霊である。この世はそれを見よう

ともせず、知ろうともしないので、それを受けることがで

きない。あなたがたはそれを知っている。なぜなら、それ

はあなたがたと共におり、またあなたがたのうちにいるか

らである。 わたしはあなたがたを捨てて孤児とはしない。

あなたがたのところに帰って来る。 もうしばらくしたら、

世はもはやわたしを見なくなるだろう。しかし、あなたが

たはわたしを見る。わたしが生きるので、あなたがたも生

きるからである。 その日には、わたしはわたしの父におり、

あなたがたはわたしにおり、また、わたしがあなたがたに

おることが、わかるであろう。 わたしのいましめを心にい

だいてこれを守る者は、わたしを愛する者である。わたし

を愛する者は、わたしの父に愛されるであろう。わたしも

その人を愛し、その人にわたし自身をあらわすであろう」。 

イスカリオテでない方のユダがイエスに言った、「主よ、あ 



 

なたご自身をわたしたちにあらわそうとして、世にはあら

わそうとされないのはなぜですか」。 イエスは彼に答えて

言われた、「もしだれでもわたしを愛するならば、わたしの

言葉を守るであろう。そして、わたしの父はその人を愛し、

また、わたしたちはその人のところに行って、その人と一

緒に住むであろう。 わたしを愛さない者はわたしの言葉を

守らない。あなたがたが聞いている言葉は、わたしの言葉

ではなく、わたしをつかわされた父の言葉である。 これら

のことは、あなたがたと一緒にいた時、すでに語ったこと

である。 しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名によ

ってつかわされる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教

え、またわたしが話しておいたことを、ことごとく思い起

させるであろう。 わたしは平安をあなたがたに残して行く。

わたしの平安をあなたがたに与える。わたしが与えるのは、

世が与えるようなものとは異なる。あなたがたは心を騒が

せるな、またおじけるな。 ヨハネによる福音書 14:16-27 

 

1、聖霊の働きを体験する部分 

（1）聖霊内需 

（2）聖霊導き 

（3）聖霊充満 

2、聖霊充満を体験すれば聖書が見えるようになります 

（1）旧約―福音の契約 ： 影 

（2）新約―福音の契約 ： 成就 

（3）現在－福音の契約 ： 聖霊の働き 

（4）伝道運動に対する理解 

3、どのように聖霊充満を体験するのか 

（1）福音の奥義の中に 

（2）みことばと伝道の奥義の中に 

（3）祈りの味わいの中で 

 

聖霊充満を体験した人々 

ヨセフ，ダビデ、ステパノ、エゼキエル、イザヤ、ダニエル、初代教会 

 

信仰の土台（4） 

神様の保証－聖書 

しかし、あなたは、自分が学んで確信しているところに、

いつもとどまっていなさい。あなたは、それをだれから学

んだか知っており、 また幼い時から、聖書に親しみ、それ

が、キリスト・イエスに対する信仰によって救に至る知恵

を、あなたに与えうる書物であることを知っている。 聖書

は、すべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を

教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。 それに

よって、神の人が、あらゆる良いわざに対して十分な準備

ができて、完全にととのえられた者になるのである。 

テモテヘの第二の手紙 3:14-17 

 

聖書を与えた目的 

しかし、これらのことを書いたのは、あなたがたがイエス

は神の子キリストであると信じるためであり、また、そう

信じて、イエスの名によって命を得るためである。ヨハネ 20:31 

 

1、神様のみことば ― 信じるべき部分 

（1）はじめに神は天と地とを創造された。 地は形なく、

むなしく、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもて

をおおっていた。 神は「光あれ」と言われた。すると光が

あった。 神はその光を見て、良しとされた。神はその光と

やみとを分けられた。 神は光を昼と名づけ、やみを夜と名

づけられた。夕となり、また朝となった。第一日である。 神

はまた言われた、「水の間におおぞらがあって、水と水とを

分けよ」。 そのようになった。神はおおぞらを造って、お

おぞらの下の水とおおぞらの上の水とを分けられた。 神は

そのおおぞらを天と名づけられた。夕となり、また朝とな

った。第二日である。 神はまた言われた、「天の下の水は

一つ所に集まり、かわいた地が現れよ」。そのようになった。 

神はそのかわいた地を陸と名づけ、水の集まった所を海と

名づけられた。神は見て、良しとされた。 神はまた言われ

た、「地は青草と、種をもつ草と、種類にしたがって種のあ

る実を結ぶ果樹とを地の上にはえさせよ」。そのようになっ

た。 地は青草と、種類にしたがって種をもつ草と、種類に

したがって種のある実を結ぶ木とをはえさせた。神は見て、

良しとされた。 夕となり、また朝となった。第三日である。 

創世記 1:1-13 

 

初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。 

この言は初めに神と共にあった。 すべてのものは、これに

よってできた。できたもののうち、一つとしてこれによら

ないものはなかった。 この言に命があった。そしてこの命

は人の光であった。 光はやみの中に輝いている。そして、

やみはこれに勝たなかった。 ここにひとりの人があって、

神からつかわされていた。その名をヨハネと言った。 この

人はあかしのためにきた。光についてあかしをし、彼によ

ってすべての人が信じるためである。 彼は光ではなく、た

だ、光についてあかしをするためにきたのである。 すべて

の人を照すまことの光があって、世にきた。 彼は世にいた。

そして、世は彼によってできたのであるが、世は彼を知ら

ずにいた。 彼は自分のところにきたのに、自分の民は彼を

受けいれなかった。 しかし、彼を受けいれた者、すなわち、 



 

その名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたの

である。 それらの人は、血すじによらず、肉の欲によらず、

また、人の欲にもよらず、ただ神によって生れたのである。 

そして言は肉体となり、わたしたちのうちに宿った。わた

したちはその栄光を見た。それは父のひとり子としての栄

光であって、めぐみとまこととに満ちていた。ヨハネ 1:1-14 

 

（2）というのは、神の言は生きていて、力があり、もろ刃

のつるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関節と骨髄とを切

り離すまでに刺しとおして、心の思いと志とを見分けるこ

とができる。 ヘブル人への手紙 4:12 

 

（3）草は枯れ、花はしぼむ。しかし、われわれの神の言葉

はとこしえに変ることはない。  イザヤ書 40:8 

 

（4）わたしが律法や預言者を廃するためにきた、と思って

はならない。廃するためではなく、成就するためにきたの

である。 よく言っておく。天地が滅び行くまでは、律法の

一点、一画もすたることはなく、ことごとく全うされるの

である。  マタイによる福音書 5:17-18 

 

（5）イエス・キリストの黙示。この黙示は、神が、すぐに

も起るべきことをその僕たちに示すためキリストに与え、

そして、キリストが、御使をつかわして、僕ヨハネに伝え

られたものである。 ヨハネは、神の言とイエス・キリスト

のあかしと、すなわち、自分が見たすべてのことをあかし

した。 この預言の言葉を朗読する者と、これを聞いて、そ

の中に書かれていることを守る者たちとは、さいわいであ

る。時が近づいているからである。ヨハネの黙示録 1:1-3 

 

（6）これまでに書かれた事がらは、すべてわたしたちの教

のために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と

慰めとによって、望みをいだかせるためである。ローマ 15:4 

 

これらの事が彼らに起ったのは、他に対する警告としてで

あって、それが書かれたのは、世の終りに臨んでいるわた

したちに対する訓戒のためである。  1コリント 10:11 

 

また、ソドムとゴモラの町々を灰に帰せしめて破滅に処し、

不信仰に走ろうとする人々の見せしめとし、  2 ペテロ 2:6 

 

2、神様のみことば —— 発見し体験するべき部分 

（1）唯一性 ： 救い 

この人による以外に救はない。わたしたちを救いうる名は、

これを別にしては、天下のだれにも与えられていないから

である。  使徒行伝 4:12 

 

「あなたがたは、心を騒がせないがよい。神を信じ、また

わたしを信じなさい。 わたしの父の家には、すまいがたく

さんある。もしなかったならば、わたしはそう言っておい

たであろう。あなたがたのために、場所を用意しに行くの

だから。 そして、行って、場所の用意ができたならば、ま

たきて、あなたがたをわたしのところに迎えよう。わたし

のおる所にあなたがたもおらせるためである。 わたしがど

こへ行くのか、その道はあなたがたにわかっている」。 ト

マスはイエスに言った、「主よ、どこへおいでになるのか、

わたしたちにはわかりません。どうしてその道がわかるで

しょう」。 イエスは彼に言われた、「わたしは道であり、真

理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、父

のみもとに行くことはできない。   ヨハネ 14:1-6 

 

（2）正確性：確実なみことば 

わたしが律法や預言者を廃するためにきた、と思ってはな

らない。廃するためではなく、成就するためにきたのであ

る。 よく言っておく。天地が滅び行くまでは、律法の一点、

一画もすたることはなく、ことごとく全うされるのである。 

マタイによる福音書 5:17-18 

 

イエス・キリストの黙示。この黙示は、神が、すぐにも起

るべきことをその僕たちに示すためキリストに与え、そし

て、キリストが、御使をつかわして、僕ヨハネに伝えられ

たものである。 ヨハネは、神の言とイエス・キリストのあ

かしと、すなわち、自分が見たすべてのことをあかしした。 

この預言の言葉を朗読する者と、これを聞いて、その中に

書かれていることを守る者たちとは、さいわいである。時

が近づいているからである。  ヨハネの黙示録 1:1-3 

 

（3）永遠性：未来 

草は枯れ、花はしぼむ。しかし、われわれの神の言葉はと

こしえに変ることはない。   イザヤ書 40:8 

 

マタイ 24－25 章 

 

しかし、このことは知っておかねばならない。終りの時に

は、苦難の時代が来る。 その時、人々は自分を愛する者、

金を愛する者、大言壮語する者、高慢な者、神をそしる者、

親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、 無情な者、

融和しない者、そしる者、無節制な者、粗暴な者、善を好

まない者、 裏切り者、乱暴者、高言をする者、神よりも快 



 

楽を愛する者、 信心深い様子をしながらその実を捨てる者

となるであろう。こうした人々を避けなさい。 彼らの中に

は、人の家にもぐり込み、そして、さまざまの欲に心を奪

われて、多くの罪を積み重ねている愚かな女どもを、とり

こにしている者がある。 彼女たちは、常に学んではいるが、

いつになっても真理の知識に達することができない。 

テモテヘの第二の手紙 3:1-7 

 

（4）完全性：解答 

シモン・ペテロが答えて言った、「あなたこそ、生ける神の

子キリストです」。  マタイによる福音書 16:16 

 

イエスは、このぶどう酒を受けると、「成し遂げられた」と

言い、頭を垂れて息を引き取られた。  ヨハネ 19:30 

 

3、神様のみことば ― 答えを受けるべき部分 

あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。

そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全

土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる。 

使徒言行録 1:8 

 

契約と自分の裏面契約 

①永遠な契約 

②時代的な契約 

③講壇メッセージ 

 

 

 

 

 

 


