
Living Out our Confession 
信仰告白の通りに生きていくこと 

2 Corinthians 第２コリント 5:14-20



I believe in the sun,  
even when it is not shining. 

I believe in love,  
even when I feel it not. 

I believe in God,  
even when He is silent. 

私は太陽があるって信じる。 
太陽が照っていない時も。 

私は愛があるって信じる。 
感じられない時も。 

私は神様を信じる。神様が黙って 
なにも話してくださらない時も。 
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Believe Right, 
Live Right 

    正しく信じる、 
　正しく生きる

Dr. Timothy Warner 
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Our faith must have a direct impact on the 
way we live our lives, the way we think, and 
the way we respond to life’s circumstances. 

私たちの信仰は、私たちの生き方に、考え方に、
また人生の様々な状況に対する反応の仕方に、　
直接、影響を与えるものでなければならない。



Our neighbors are 
still wandering. 

   私たちの周りにいる人々は、 
   今もまだ、さまよっている。



They are not looking for us. 

  彼らは私たちを探してはいない。



「もしあなたがたが、わたしのことばにとどまるなら、
あなたがたはほんとうにわたしの弟子です。そして、   
あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由に    
します。」

ヨハネ・John 8:31-32

“If you continue in My word, then you are truly 
disciples of Mine; and you will know the truth, 
and the truth will make you free.”



We believe … 
  私たちが信じていることは･･･



34 “Come, you who are blessed by my Father, 
inherit the kingdom prepared for you from the 
foundation of the world. 35 For I was hungry and 
you gave me food, I was thirsty and you gave me 
drink, I was a stranger and you welcomed me,  
36 I was naked and you clothed me, I was sick 
and you visited me, I was in prison and you came 
to me. … 40 Truly, I say to you, as you did it to one 
of the least of these my brothers, you did it to 
Me.”

Matthew 25:34-36,40



34「さあ、わたしの父に祝福された人たち。世の初めか
ら、あなたがたのために備えられた御国を継ぎなさい。 
35 あなたがたは、わたしが空腹であったとき、わたしに
食べる物を与え、わたしが渇いていたとき、わたしに飲ま
せ、わたしが旅人であったとき、わたしに宿を貸し、36 わた
しが裸のとき、わたしに着る物を与え、わたしが病気を
したとき、わたしを見舞い、わたしが牢にいたとき、わたし
をたずねてくれたからです。･･･ 40『まことに、あなたが
たに告げます。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、
しかも最も小さい者たちのひとりにしたのは、わたしに
したのです。』」

マタイ 25:34-36,40



この世で富んでいる人たちに命じなさい。･･･人の益を  
計り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け   
与えるように。

Instruct those who are rich in this present  
world ... to do good, to be rich in good works,    
to be generous and ready to share.

第１テモテ・1 Timothy 6:17-18



The foundational truth of the Bible… 

聖書の基礎的な真理は、･･･

the eternal, unchanging love of God! 

神様の永遠に変わらない愛！



Everything we say we believe, everything 
we share with our wandering neighbors 

from the Word of God must be grounded in 
our understanding of God’s love. 

私たちが信じていると言っているすべてのこと、
また、さまよっている周りの人々に、 

私たちが神様の御言葉から伝えるすべてのことは、
私たちの神様の愛に対する理解にしっかりと 

根ざしていなければならない。



We believe … 
  私たちが信じていることは･･･



“Love God, love people.” 
「神様を愛し、人を愛す。」
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神様の愛
God’s Love

© GoodSalt.com. Used by permission.

http://goodsalt.com


14 なぜなら、キリストの愛がわたしたちを駆り立てている
からです。わたしたちはこう考えます。すなわち、一人の
方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての
人も死んだことになります。15 その一人の方はすべての人
のために死んでくださった。その目的は、生きている人た
ちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分
たちのために死んで復活してくださった方のために生きる
ことなのです。

14 For Christ’s love compels us, because we are 
convinced that one died for all, and therefore all 
died. 15 And He died for all, that those who live 
should no longer live for themselves but for Him 
who died for them and was raised again.

2 Corinthians 5:14-15 (NIV) 
 第２コリント（新共同訳）



14 キリストの愛がわたしたちを駆り立てている･･･

14 For Christ’s love compels us, …

駆り立てている：「駆り立てる、強いてさせる、強く
推進する、強くつかむ、握りしめる、専心している」　

compels:  “to compel, to constrain, to urge 
on, to seize, to hold, to be occupied with”



18 神は、キリストによって、私たちをご自分と和解させ、また
和解の務めを私たちに与えてくださいました。19 すなわち、
神は、キリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反
行為の責めを人々に負わせないで、和解のことばを私たちに
ゆだねられたのです。20 こういうわけで、私たちはキリスト
の使節なのです。

18 God … reconciled us to Himself through Christ 
and gave us the ministry of reconciliation: 19 that 
God was reconciling the world to Himself in Christ, 
not counting men’s sins against them. And He has 
committed to us the message of reconciliation. 20 
We are, therefore, Christ’s ambassadors.

2 Corinthians 5:18-20 (NIV) 
 第２コリント（新共同訳）



The foundational truth of the Bible… 

聖書の基礎的な真理は、･･･

the eternal, unchanging love of God! 

神様の永遠に変わらない愛！



Wherever you are at right now, what is 
the next step that you can take toward 
greater devotion in lovingly serving our 

great God and our neighbors? 

あなたが今どこにいても、私たちの素晴らしい
神様と周りの人々に、愛をもってさらに 

   献身して仕えていくことができるように、 
あなたは次にどんな一歩を踏み出せますか？
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