1. この世にまだ信頼できるものが残されているのか？

このページのプリント

不道徳が蔓延している今日 - 膨大な数の企業の不正行為による横領、着服が明るみに出され、人々から信
頼されていた霊的指導者たちが偽りであることが明らかになり、政治界ではうそが当然のことになりつつ
あり、一番信頼していた人々から深く傷つけられるとき － このような時代に私たちが信頼することのでき
る何かがまだあるのでしょうか？あります！あなたは聖書を完全に信頼できるのです！なぜでしょうか？
ではその証拠を見てみましょう。

1.

聖書は、聖書自身に関してどのように明言していますか？
「聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたものであって」と述べています。テモテへの
第二の手紙 3:16 「預言は決して人間の意志から出たものではなく、人々が聖霊に感じ、
神によって語ったものだらかである。」ペテロの第二の手紙 1:21 「聖書の言は、すたる
ことがあり得ない。」ヨハネによる福音書 10:35

答え： 聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたものであると明言しています。聖霊によ
って導かれた人たちによって聖書は書かれました。それは廃（すた）ることがなく、真実
ではないと証明することもできません。

聖書は人間の思想と考えの寄せ集めではない。聖書の著者たちは聖霊に導かれ
て聖書を書いた。

2.

イエスは、聖書に信頼と信仰を置いていることをどのように表されましたか？

イエスは答えて言われた、「『人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言で生きるもの
である』と書いてある」。イエスは彼に言われた、「『主なるあなたの神を試みてはならない』とまた書いてあ
る」。するとイエスは彼に言われた、「サタンよ、退け。『主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよ』と
書いてある」。マタイによる福音書 4:4,7,10 「あなたの御言は真理であります。」ヨハネによる福音書
17:17

答え： イエスは、悪魔の試みに会われたときに聖書を引用されました。イエスはまた、御言葉が真理であること
を言明され(ヨハネによる福音書 17:17 )、人々に真理を教える際には聖書を真理の根拠、そして権威としてた
びたび引用されました。

キリストは聖書を引用し、それが正しいことを言明
された。

3.

聖書の預言は霊感によるものでしょうか？

聖書は言っています。「わたしは主である、... わたしは新しい事を告げよう。その
事がまだ起らない前に、わたしはまず、あなたがたに知らせよう。」イザヤ書
42:8,9 「わたしは神である、... わたしは終りの事を初めから告げ、まだなされな
い事を昔から告げて言う。」イザヤ書 46:9,10

答え： 聖書は未来に起こる事を預言していますが、それが成就するとき、聖書が霊
感を受けた書物であることが証明されます。次の例は聖書の預言とその成就です。
A. 四つの世界帝国の興亡：バビロン、メド・ペルシャ、ギリシャ、ローマ(ダニエ
ル書 2 章、7 章、8 章)
B. バビロンを征服する軍将はクロスである (イザヤ書 45:1-3)
C. バビロンの滅亡後、そこは再び人が住むところとはならない(イザヤ書
13:19,20；エレミヤ書 51:37)
D. エジプトは、諸国間において再び指導的な世界的権力を保持しない(エゼキエル
書 29:14,15 ; 30:12,13)
E. 終末時代に起こる大地を揺るがすような災害と恐怖(ルカによる福音書
21:25,26)
F. 世の終わりの道徳的な腐敗と霊的な堕落(テモテへの第二の手紙 3:1-5)

4.

クロスが生まれる前に、神の聖書の預言者は、彼をバビロンを征服する軍将として名
をあげている。

聖書の中に記録されている科学的な供述は正確であると確信できますか？

聖書は記しています。「あなたの御言ははじめより真実です。」詩篇 119:160(欽定訳聖書) 「真理の御霊が来る時には、あなたがたをあらゆる真理に導いて
くれるであろう。」ヨハネによる福音書 16:13

答え： 聖書は真実です。聖書の著者たちを導いた聖霊は常に真実を語っています。下記のいくつかの聖書の記録は、科学者たちによって証明されたもので
す：
A. 「彼(神)は ... 地球を何もない所に掛けられる。」 ヨブ記 26:7(欽定訳聖書) この科学的事実は、聖書の中の一番古い書であるヨブ記に書かれていま
す。
B. 「彼(神)は、地の円の上に座し」 イザヤ書 40:22(欽定訳聖書) 聖書は人間が発見する何世紀も前に、地球が丸いということを述べています。
C. 「彼(神)が風に重さを与え」 ヨブ記 28:25 科学者が発見するずっと以前に、空気には重さがあると神は述べています。
D. 「万物は彼(イエス)にあって成り立っている。」 コロサイ人への手紙 1:17 ここで使われている「成り立っている」という言葉の字義通りの意味は、
「くっついている、結合している」または「しっかりと密着している」で、多くの聖書では「結合させる」と訳しています。これが原子(核)物理学者が抱えて
いる原子に関する厄介な問題への解答です。原子の真の神秘は、原子力という巨大な力ではなく、むしろ「なぜ原子は飛び散らないのか？」ということです。
科学的知見では原子は飛び散るはずだと言っていますがそうではないのです。ある科学者たちは、原子を結合させている謎の力は何かということがまったくわ
からず不思議に思っています。聖書はその神秘的な力は創造主なる神ご自身であると言っています。

5.

聖書で教える健康の原則は、21 世紀における見解と一致しているでしょうか？

答え：
A. 体から出た排泄物は、土に埋めなければならない。(申命記 23:12,13)
モーセの時代の聖書の規定では、体から出た排泄物は焼き払わなければなりませんでした。これは、一般
にこの事実が認められる 3500 年前のことであり、数え切れないユダヤ人の生命を救いました。今日で
も、衛生問題を適切に正しく扱わなければ重大な問題となります。
B. 「また、ある者たちがしたように、わたしたちは不品行をしてはならない。」コリント人への第一の手
紙 10:8
この「不品行」という言葉は、あらゆる種類の性的不道徳を意味します。もし、今日においても通用する
この聖書の勧告に従っていたとすれば、エイズなどの伝染病が存在することもなく、現在、国際的に反感
を抱かれている妊娠中絶や堕胎、胎児殺害のような問題も存在しなかったはずです。
C. アルコール性飲料の使用を避ける。(箴言 23:29-32)
聖書に書かれている最も効果的な勧告が実行されることにより、どのような結果が生じるのか考えてみて
ください：

道徳に関する古代の神の律法に従ったならば、恐るべきエ
イズのような多くの病気は、存在しなかった。

1.
2.
3．
4.
5．
6．

何百万という酒飲みたちが真面目になって、品行方正な市民になる。
多くの不和な家庭関係が改善される。
崩壊した多くの家庭が修復される。
酒飲み運転がなくなり、何千万という生命が救われる。
政府や何千ものビジネス、会社の指導者や専門家たちが、適切で正しい決断をする事ができる。
何十億円という資金が、人類救済のために備えられる。

参：神は、今日のさまざまな問題の真っ只中にあって、いかに喜びを持って生きることができるかという回答を与
えるだけではなく、実際にそれを実行することのできる奇跡的な力を与えて下さいます(コリント人への第一の手紙
15:57、ピリピ人への手紙 4:13、ローマ人への手紙 1:16)。聖書の健康原則は、現代の世に適っており絶対的に必
要とされるものですが、わずかな人たちしかこの原則に注意を払っていません。(13 課はさらに健康についての学
びです。)

アルコールを断ち切ることを拒むことが、多く
の人々に計り知れない苦悩をもたらした。

6.

聖書に記されている歴史的な記録は正確ですか？

聖書には「主なるわたしは正しい事を語り、まっすぐな事を告げる」と書かれています。イザヤ書 45:19

答え： 聖書の歴史的な記録は確かなものです。神が聖書の中で言われていることは真実です。一時的に、聖書
に記録されているいくつかの歴史的事柄の証拠が発見できないように思えることがありますが、適切な時が来た
ならば証拠が表れてきます。下記の事柄に注目してください :
A. 何年にもわたって懐疑論者は、彼らが存在を否定しているヘテ人(申命記 7:1)、ニネベの町(ヨナ書 1:1,2)、
ソドム(創世記 19:1)などが聖書に記録されているので、聖書は信頼性がないと言っていました。けれども今
日、近代考古学は、それらの三つの町が確かに存在していたことを証明しています。
B. 聖書の評論家たちはまた、聖書は決して存在したことのないベルシャザル王(ダニエル書 5:1)や、サルゴン
王(イザヤ書 20:1)に関して記していると言いました。現在、彼らが存在したということが同じように確証され
ています。
C. 聖書の評論家はまた、聖書に当時存在していなかった「書きしるす」こと(出エジプト記 24:4)、そして「戦
車の輪」(出エジプト記 14:25)について述べられているので、モーセに関する記録は信頼性がないと言いまし
た。けれども今日、当然聖書が正しいことがわかります。
考古学者たちによって発掘された古代の遺物は、聖
書の正確さと真実性を、繰り返し証明している。

D. かつて、古代イスラエルとユダが分裂していた期間に統治していた 39 人の王たちに関しての記録は、聖書に
よってのみ認証されていました。ですから批評家たちは、聖書は作話であると主張していました。けれどもその
後、考古学者たちは、これらの王の多くの名前が記されているくさび形文字で書かれた記録を発見し、再び聖書が正確であることが証明されました。聖書に登
場する人物、場所、出来事などについての新しい発見がなされるたびに、聖書の批評家たちが誤りであることが証明されてきました。そしてこれからも常に彼
らの誤りが証明されていくことでしょう。

7.

聖書に関しての最大の奇跡はその一致と一貫性です。それらの驚くべき事実を熟考してください:

答え：
A. 66 巻からなる聖書についての概要は :
1. 三つの大陸において書かれました。
2. 三つの言語で書かれました。
3. 約 40 人の異なる背景を持つ著者(王、羊飼い、科学者、弁護士、陸軍大将、漁師、祭司、医者)たちによっ
て書かれました。
4. 約 1500 年間にわたって書かれました。
5. 最も議論の的になる事柄について書かれています。
6. ほとんどの場合、お互いに一度も会ったことのない人々によって書かれました。
7. 教育や背景がまったく異なる人々によって書かれました。
B. それでいて理解の範囲を超える驚くべきことは :
1. 66 巻は相互の調和を保っています。
2. しばしばある事柄に関して新しい概念が表されても、すでにほかの聖書の著者が同じ事柄について述べてい
る既存の概念を損なったり無効にしてしまうことはありません。
C. 驚くべき聖書に関する事実！
同じできごとを目撃した人々に、それがどのようなできごとであったのかそれぞれに尋ねてみてください。多く
の場合、相反する異なる報告をすることでしょう。しかしながら聖書は、1500 年間にわたって 40 人の著者に
よって書かれましたが、まるで一人の偉大な頭脳の持ち主によって書かれたかのように読み取れます。実に聖書
は、「人々が聖霊に動かされ (または運ばれ)、神によって語ったもの」です。ペテロの第二の手紙 1:21(欽定
訳聖書)。聖書のすべての著者は、聖霊に「運ばれた、または動かされた」のです。新約聖書の四つの福音書
は、同じできごとでも時に異なった記録がされていますが、それらは互いに補足し合っています。

8.

聖書が霊感を受けて書かれた証拠として、人々の生活や人生において、どのようなことが見られますか？
聖書は述べています、「だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた者である。古い
ものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。」コリント人への第二の手紙 5:17

答え： 聖書の真理に服従し、キリストに従う人々の改心した人生は、聖書が霊感による本である
という最も心暖まる証であります。酒飲みは真面目になり、不道徳の者は清くなり、冒涜的な言葉
を吐く者は敬虔になり、麻薬患者はその習慣から放たれ、恐怖心を持つ者は勇敢になり、粗暴で無
作法な人は、親切で思いやりのある人になります。

無神論者であるひとりのアメリカ人が、ある
島を訪問しました。その島の先祖は、元は人
食い人種でした。この訪問者は聖書を読んで
いる老人を見つけ、その老人をあざけって、
聖書の中にはたくさん間違いがあって、それ
らはすでに証明されているのだと言いました。その老人はにっこり微笑んで、「私の友よ、私たちがこの
本を読んで信じていることを感謝しなさい。そうでなければ、あなたは私たちの今晩の食事になってしま
うところでしたよ」と言いました。確かに、聖書は人々を変え、聖書の持つ霊感の力を証しています。
キリストを受け入れること、および聖書に従うことは、酒に酔う者
を変え、不道徳、汚れた罪人を、愛に満ちた、真面目で清いクリス
チャンに変える。無神論者はこの事実を説明することができない。

クリスチャンに他の人が所有していない平和および内面の
喜びがある。

9.

旧約聖書におけるメシヤ到来の預言と、新約聖書中のイエスの御生涯におけるできごとを比較するときに、聖書が霊感の書であるという証拠が明らかに
なってくるでしょうか？

聖書は言っています、「〔イエスは〕モーセやすべての預言者からはじめて、聖書全体にわたり、ご自身についてしるしてある事どもを、説きあかされた。」
ルカによる福音書 24:27 ｢彼（アポロ）は、イエスがキリストであることを、聖書に基づいて示し、公衆の面前で、ユダヤ人たちに、力強く論破したからで
ある。｣使途行伝 18:28（欽定訳聖書）

答え： メシヤの到来に関しての旧約聖書の預言は、ナザレのイエスにおいてきわめて具体的に、そして非常な明確さで成就され、イエス、そしてアポロの両
者が、イエスはまさしくメシヤであるということを、ユダヤ人に証明するためにこれらの預言を用いたのです。メシヤ到来に関する預言は 125 以上もありま
すが、ここではそのうちの 12 の預言をご一緒に見てみましょう。
預言

旧約聖書の聖句

新約聖書での成就

1. ベツレヘムで誕生

ミカ書 5:2

マタイによる福音書 2:1

2. 乙女から生まれる

イザヤ書 7:14

マタイによる福音書 1:18-23

3. ダビデの子孫

エレミヤ書 23:5

ヨハネの黙示録 22:16

4. ヘロデ王の殺人未遂

エレミヤ書 31:15

マタイによる福音書 2:16-18

5. 友人による裏切り

詩篇 41:9

ヨハネによる福音書 13:18, 19, 26

6. 銀貨 30 枚で売り渡される

ゼカリヤ書 11:12

マタイによる福音書 26:14-16

7. 十字架刑

ゼカリヤ書 12:10

ヨハネによる福音書 19:16-18, 37

8. イエスの衣のくじ引き

詩篇 22:18

マタイによる福音書 27:35

9. 骨はどれも折られない

詩篇 34:20; 出エジプト記 12:46

ヨハネによる福音書 19:31-36

10. 富者の墓に葬られる

イザヤ書 53:9

マタイによる福音書 27:57-60

11. イエスの死の時間、日、年 ダニエル書 9:26, 27; 出エジプト記 12:6 マタイによる福音書 27:45-50

旧約聖書に書かれている 125 以上のメシヤに関す
る預言は、イエスによって成就した。

12. 三日目に復活

ホセア書 6:2

使徒行伝 10:38-40

パサデナ大学（カリフォルニア州）の数学、天文学、工学部の元部長であったピーター・ストーナー博士は、メシヤ到来に関する預言を「確立の原理」に適用
し、数年にわたって 600 人の生徒たちとともに研究をしていました。聖書の中にある多くの預言から 8 つの預言のみを選び、それらの預言すべてが、一人の
人の生涯で成就する可能性は、1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 分の一であることがわかりました。メシアに関する 125 以上の預言
が成就する確立はどのくらいでしょうか？ただ単に起こった出来事では決してないのです！

10. 聖書が神の霊感を受けた書物であることを受け入れる人は、どのような大きな利点がありますか？
聖書は言っています。「わたしはあなたのさとしを守るので、老いた者にまさって事をわきまえます。」
詩篇 119:100 「あなた（は）... わたしをわが敵にまさって賢くします。」詩篇 119:98 「天が地よ
りも高いように ... わが思いは、あなたがたの思いよりも高い。」イザヤ書 55:9

答え： 神の御言葉を受け入れる人は、世の学者たちが決して理解できない、多くの複雑な難問題に対する
答えを知ることができます。その例として聖書は次のように教えています。：
A. 神は天と地とその中のすべての生き物を字義通りの 6 日間、一日 24 時間という期間で創造されまし
た。(出エジプト記 20:11; 詩篇 33:6,9 )
B. 世界的洪水は、水の中にいるものとノアの箱舟の中にいるものを除いて、全てのものを滅ぼしまし
た。(創世記 6 章、7 章、8 章）
C. 最初は一つの言葉、国語がこの世界に存在しましたが、バベルの塔のときから多くの異なった言語が
始まりました。(創世記 11:1－9)。
聖書は、地球が字義的な 6 日間で創造されたと教えてい
る。

永遠に存在し、すべてを知られる神は、私たち自身では決して解くことのできない
事実があることを認められ、上記の三つの真理を示してくださいました。私たちが
現在知っていることは「一部分」に過ぎません（コリント人への第一の手紙
13:9）。そして神の知恵と知識は「窮めがたい」ものです。ローマ人への手紙
11:33。進化論者たちは、この地球の年齢を知ることは決してできません、なぜな
らアダムとエバを大人として創造されたように、この地球も完全な形で創造された
からです。アダムとエバの人生においての二日目はたったの一日歳でしたが、彼ら
は完全な大人でした。限りある人間の常識や知恵、知識では完全に創造された地球
や人間の年齢を計ることはできませ。このような場合、人間の知恵は信用できるも
のではありません。聖書を信じましょう、そうすることであなたは 、一般学者の推
論やこの世の知者に常に勝る者となるのです。
旧約聖書の中の創世記のノアの洪水の記録こそは、考古学者たちが捜し求めている
解答である。

11. この世界で起こったどのような重大な事件が、聖書の権威と魅力に大きく人々の目を向けましたか？

答え： 共産主義の崩壊と、進化論の弱点や矛盾によって、聖書が注目されるようになりました。
参照: ソビエト社会主義共和国連邦は、共産主義、無神論主義、そしてマルクス主義の中心をなしている進
化論を取り入れることを試みました。しかしこれらすべては失敗に終わりました。その結果として新しい民
主主義は、成功する唯一のものは何かに気付き、彼らは異口同音に、キリスト教をと呼ばわりました:「私
たちに、聖書とキリスト教の説教と教えを与えてください、今こそ私たちは、祈りと、キリスト教信仰の揺
るがぬ土台を建てなければなりません。これに比べられるべきものは他に何もありません。人生の大きな諸
問題に解決をもたらしてくれるものはこの他に何もありません、私たち国民の心に平和を与えてください。
どうぞ私たちを待たせ続けないでください！私たちは今、聖書、神、そしてキリスト教を求め、そしてそれ
らを何にもまして必要としています。」再び、神の言葉が勝利を得ました。

共産主義が崩壊したとき、人々は、唯一の望みとして聖
書を支持するようになった。

1. ロバート・ジェントリーの本である Creation's Tiny
Mystery（創造の小さな神秘）は、地球、生物は進化し、変化し

てきたものだとする進化論者の提唱に反して、この地球は瞬時に
創造されたという明らかな証拠を示しています。Mystery in the Rocks（岩の中の神秘）も同じ著者の研究に基づ
いたわかりやすい本で購入可能です（英文のみ）。
2.

近年、分子生物学者は、単細胞は非常に複雑で入り組んでおり、単細胞から偶然に生命が発生するということ
は、数学的に理に適わないということを論証しました。
3.

近年の科学的計測において、これまでのグランド・キャ二オンの地層によって特定された年代とは非常に異なる
年代が特定されてきており、進化論者たちと彼らの以前になされた計測は、無鉄砲で無責任なものであるとみなされ
るようになってきています。人間や類人猿は、共通の祖先を持つとされる無神論者の進化説は、人間は神のかたちに
似せて創造されたとする概念を軽蔑するものです。それはまた神の存在を否定し、救い主なるイエスを完全に否認
真の科学は常に聖書と調和している、なぜな
し、聖書を無効にする教えです。人間の救済計画に対する信用性を破壊する進化論説をサタンは非常に好みます。共 ら神がこの二つの創造主だからである。
産主義者たちはそれを学んでいます。私たちはどうでしょうか？

聖書は普遍的な、人の心を引き付ける魅力を持っている。なぜなら、それは人生の最も当惑する疑問
に対する明白な回答を与えてくれるからである。

12. なぜ聖書は、それほどの普遍的な魅力があるのですか？
聖書は述べています。「あなたのみ言葉は ... わが道の光です。」詩篇 119:105

「わたしがこれらの事を話したのは ... あなたがたの喜びが満ちあふれるた

めである。」ヨハネによる福音書 15:11 「神は自分のかたちに人を創造された。」創世記 1:27 「そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かし、そし
て、人々があなたがたのよいおこないを見て、天にいますあなたがたの父をあがめるようにしなさい。」マタイによる福音書 5:16 「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。」ヨハネによる福音書 14:3

答え： 聖書こそは人生のもっとも不可解で困難な問に対しての回答を与えているからです :
A. 私たちはどこからきたのでしょうか? 神は私たちを神のみ姿に似せて創造してくださいました。私たちは決してある種の原始的な生物からわけのわからな
いものに変化し、偶然に進化してきたのではありません。私たちは偉大な宇宙の王であられる神の息子また娘であります(ガラテヤ人への手紙 3:26)。私たち
は神にとって非常に大切な存在であり、アダムとエバが罪を犯してしまったとき、神の一人子を私たちの罪を贖い、罪から解放するために与えてくださいまし
た。神は私たちを再び神のみ姿に似たものに回復してくださり、そしてアダムとエバが失ったエデンの園をもう一度人の住まいとしてくださいます。
B. なぜ、私はここに存在しているのでしょうか？ 聖書が教える人生の目的は、人生の困惑する問題に対する聖書のすばらしい解答を発見し、イエスのみ姿
に回復してくださるという神のお申し出を受け取ることなのです(ローマ書 8:29)。 それは命であり、道であり、真理であられるイエスを受け入れることです
(ヨハネの福音書 14:6)。
C. 私には、どのような未来がありますか？ 未来に関してはどんな憶測も通用しません。まもなくイエスは、ご自分が用意された永遠の家郷に神の民を迎え
るためにこの地球に戻って来られます。救われた人々は、最高の喜びと幸福に満たされ、永遠に神の御臨在の中で生きるのです。(ヨハネによる福音書 14:1－
3 ；ヨハネの黙示録 21:3,4)

13. 私は、神が、人生の最も不可解な疑問に対して、明確な回答を与えてくださったことを感謝しています。

答え：
はい
いいえ

質問

1. 私は、聖書がある人々の人生の中の罪を非常に鮮やかに描写している事が快く受け入れられません。そのような描写は聖書の中の記録として必要でしょう
か？
ローマ人への手紙 15:4
その正確な描写こそ聖書を信頼することができる偉大な事実の一つなのです。ほとんどの自叙伝は、往々にして悪い事実や場面は省くか、あるいは最小限にと
どめ、よいことは誇張します。ありのままが記録されているということが、人々に聖書への信頼と確信を与えます。聖書は何も隠すことはしません。さらに、
悪魔の戦術は、人々が非常に罪深いので、神は彼らを救われないのだと思いこませることです。しかし、聖書の中に記録されているさまざまな人物とその罪深
さ、また、彼らの悔い改めと改心、そして、神のゆるしと導き、罪からの解放と回復と救いの経験の記録を見るときに、人々は神の深い愛のご性質を把握して
喜びに満たされ、希望を得、改心の道を勇敢に歩む勝利者となるのです。(ローマ人への手紙 15:4)

2. 聖書は、全体が霊感によって書かれたのでしょうか？
テモテヘの第二の手紙 3:16

多くの人々は、ある一部分だけが霊感によって書かれたと信じています。

聖書自身がその回答をしています。「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。」テモ
テヘの第二の手紙 3:16 聖書は、単に神のことばを含んでいるのではなく神の御言葉そのものです。聖書こそは人生の道しるべです。その御言葉を軽んじる
ことは不必要な困難と問題を招くことになります。

3. 聖書は古代の書物であり、古い様式の言語と概念とによるものです。今日の文明の開けた時代からまったくかけはなれた書物に頼ることは安全ではないと
思われないでしょうか？
ぺテロの第一の手紙 1:25
聖書はそれだけ古い書物であるにもかかわらず、現在に至るまで人々に求められてきた価値のある書物です。そればかりでなく、その事実が聖書が霊感を受け
て書かれた書物であることの証拠でもあります。聖書は次のように述べています「主の言葉は、とこしえに残る。」ペテロの第一の手紙 1:25 聖書の御言葉
は岩のように堅く立っています。聖書は神の書物であり神のみ言葉で、それを滅ぼすことはできません。人間は、いえ、ある時には国々全体が聖書を焼き払
い、禁止し、聖書に対する信用を落とさせ撲滅しようと試みましたが、かえって彼ら自身の信用を落とし、面目を失わせる結果になってしまったのです。彼ら
は去ってゆき聖書に対する彼らの攻撃も去り、また忘れられてしまいました。しかしながら、聖書は今日に至るまで絶えざる必要に応じ依然としてベストセラ
ーです。何百万という人々が神の御言葉である聖書のために殉教したのです。必要とあらばまた何百万の人々が命を失うことをもいとわないでしょう。聖書の
メッセージは神から与えられたものであって、この時代の最先端を行くものです。聖書を学ぶときには私たちの心が神に向かい、その御言葉が理解できるよう
に祈りましょう。

4. 聖書を注意深く研究する世界で最も聡明な人と言われるような人々の中には、聖書を理解することができる人はだれもいないと言う人もいます。もし聖書
が本当に神の書物であるのなら、どのような人でも理解できるはずではないでしょうか？
コリント人への第一の手紙 2:13
知識が豊富で、どのようなことでも説明できる優秀な人々が聖書を読み始めると、すぐにやめてしまうことがしばしばあります。その理由は「霊によって霊の
ことを解釈する」からです。コリント人への第一の手紙 2:13,14 神の御言葉の深い奥義は、彼らがいかに秀才であろうとも世的な心によっては理解すること
はできません。素直に心から神との経験を求めているのでなければ、神に関する事柄は理解することができません。聖書を説明するのは聖霊です(ヨハネによ
る福音書 16:13；14:26)。生まれながらの世俗的な心は聖霊の働きを理解することができません。しかし、柔和で謙遜な心のクリスチャンが聖書を学ぶと
き、たとえ教育がなくても、彼らは聖霊によって、聖書の驚くべき理解と知識を得ることができるのです。(マタイによる福音書 11:25 ；コリント人への第一

の手紙 2:9,10)

5. 聖書は間違いがたくさんあります。どうして聖書が霊感を受けた書物であると信じることができるでしょうか？
イザヤ書 28:9
聖書の中のいわゆる誤りとされている大多数は、間違いを指摘する人の判断の誤りや、理解力の欠如であることが証明されてきました。聖書が間違っているの
ではなく、ただ単に真理を誤って解釈しているだけのことなのです。霊感を受けた聖書は :
1.
2.
3.
4.

常に私たちに真理を語ります。
決して私たちを誤った道に導くことはありません。
完全に信頼を置くことができます。
霊的な事柄だけでなく、歴史や科学を含むほかの事柄に対しても、確実性、信用性があり、権威を持つ書物であります。

サタンは、絶えず聖書から、人々が誤りであると誤解するような聖句を探し出していますが、それは驚くには及びません。サタンは神や天に対してさえも欠陥
を探し出してしまったのですから。聖書を手書きで写した人々は、場合によっては誤って書き写してしまったかもしれませんが、推測される誤りや、証明され
ていない間違いといわれるものは、神の言葉の真理に何の影響も及ぼすことはありません。教理はただ一つの聖句から築き上げられているのではなく、すべて
が神の言葉全体を土台として築かれているのです。十分な証拠なしに誤りであるとされる聖句は、それがどのようなものであっても、聖書の真実性に影響する
ことはないということを私たちは理解していません。聖書に書かれているある事柄は、いまだに人々の間で解釈が一致していないものがあります。疑うことを
選ぶ人々には、疑うことができるような箇所が常に出てくるものです。私たちは、現在誤りだとされている事柄さえもまだ完全に開示されてはおらず、それら
は間もなく（過去にそうであったように）根拠のない誤りであることが明るみに出ると信じています。人々が聖書の権威を損なおうと努力すればするほど、聖
書の光はさらに明るく輝きます。

クイズ

1. 次のどの預言の成就が、聖書が霊感を受けて書かれたものだということを確かにしますか？(4)
クロスがバビロンを遠征する。
ロナルド・レーガンが大統領になる。
エジプトは決して再び、強い指導的な国にはならない。
世の終わりには、不道徳がはびこる。
ドイツは 20 年間の干ばつを経験する。
バビロンは一度滅ぼされると決して再び人間の住みかとはならない。
2. イエスは、聖書が霊感を受けた書物であると信じておられることを次のように示されました。(1)
聖書の内容を大声で語ることによって。
イエスが教えておられるときに、聖書を引用することによって。
聖書を疑う人々に火を降らせることによって。
宮の階段からそれを宣言することによって。
3. 聖書の中に記されている科学的事実を、下記のリストから選んでください。(3)
地球は丸い。
空気は重みがある。
神は原子が飛び散らないように守っておられる。
水の元素記号は、H2O である。
海水は塩からい。
4. 聖書の中に表されている健康の原則は下記のどれですか？(2)
毎日 15 リットルの水を飲む。
アルコール性飲料の使用を避ける。
毎朝，毎夜、走る。
不道徳な性的行為を避ける。
5. 下記の聖書に関する供述で真実なものは: (3)
約 40 人が、聖書を執筆する助けをした。
聖書は、一万年にわたって書かれた。
聖書のある部分だけが霊感を受けている。
聖書の本当の著者は聖霊である。

聖書はベストセラーである。
6. メシアの生涯に関して聖書の中で預言されていたものは下記のどれですか？(3)
ナザレで誕生する。
時々天に昇る。
銀貨 30 枚で売られる。
ヘロデ王が彼を殺そうとする。
十字架につけられる。
七年の後に復活させられる。
7. エイズの最大の予防策として聖書で教えられている原則は何ですか？(1)
性的な不道徳を避ける。
偶像礼拝をしてはならない。
食事を規則正しく食べる。
8. 進化論に関して真実を述べているのは下記のどれですか？(3)
証明されていない理論である。
キリスト教の土台を壊すものである。
証明された事実である。
人間と類人猿は同じ祖先であることを証明している。
共産主義の根強い原理である。
9. 聖書が霊感を受けて書かれたことを証明することのできる記述は下記のどれですか？(5)
聖書の伝記は悪い事も良い事も両方含む。
聖書に従う人々の人生を変える。
旧訳聖書のメシヤに関する預言はキリストのうちに成就した。
世界の四つの帝国の起こりを預言した。
調和と統一を保っている。
イエスの再臨の日と時を告げている。
10. 神はこの地球を、字義通りの一日 24 時間とする 6 日間で創造されました。(1)
はい
いいえ
11. ノアの時代の世界的な洪水によって、海に住む生き物と、箱舟の中にいたもの以外はすべて滅ぼされました。(1)
はい
いいえ
12. この世界の異なる言語は、バベルの塔によって始まりました。(1)
はい
いいえ
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