24. 神は占星術師や霊能者に霊感を与えられるのか？

このページのプリント

もし、自ら預言者と名乗る者が突然現れ、感動的なメッセージを語り、病人を癒し、死人を蘇らせ、天か
ら火を降らせ、個人の秘密を明らかにすることなどで大勢の人を引き寄せていたら、あなたはその預言者
を信じますか？ 信じるべきでしょうか？ 真の預言者と偽の預言者を見分けることに、あなたの最終的
な運命が直接関係しているかもしれません。ですから、この時宜にかなった主題について、聖書が本当に
述べていることを知ることはとても重要なことです。

1.

この地上の最終時代に、真の預言者が現れるということを聖書は教えていますか？

「神がこう仰せになる。終りの時には、わたしの霊をすべての人に注ごう。そして、あなたがたのむすこ娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見
るであろう。」 使徒行伝 2:17

答え： 世の終わりに、男女共に預言をすると聖書は教えています（ヨエル書 2:28-32）。

2.

イエスは、ご自分が昇天されたときに、教会に「預言者たち」という賜物を、ほかの四つの賜物: 使徒たち、伝道者たち、牧師たち、教師たちと共に与
えてくださいました（エペソ人への手紙 4:7-11）。神はなぜこれらの賜物を教会に与えてくださったのですか？

「それは、聖徒たちを完全にするため、奉仕の働きのため、キリストの体を建てるためであり、」エペソ人への手紙 4:12 (欽定訳聖書)

答え： イエスは、聖徒たちを完全にするために、五つの賜物すべてを与えてくださいました。世の終わりにおける神の教会が完成
するためには、この五つの賜物のどれが欠けていても不可能なことです。

霊の賜物は神の教会を完成す
るのに不可欠である。

3.

聖書の時代、預言の賜物は男性に限って与えられていたのですか？

神は、男女両方に預言の賜物を与えられたと聖書

は述べている。

答え： 男性に限って与えられたのではありません。預言の賜物を持っていた多くの男性に加え、少なくても八人の女性にも賜物を与えられました。その女性
たちは: アンナ（ルカによる福音書 2:36-38）; ミリアム （出エジプト記 15:20）;
ったピリピの四人の娘たち （使途行伝 21:8,9)です。

4.

デボラ （士師記 4:4）；ホルダ （列王記下 22:14）； 伝道者であ

これらの賜物は、どのくらい神の教会にとどまっているのでしょうか？

「わたしたちすべての者が、神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついに、キリストの満ちみちた徳の高さにまで至る
ためである。」エペソ人への手紙 4:13

答え： それらの賜物は、すべての神の子らが一致して、成熟したクリスチャンになるまで存続しますが、それはもちろん世の終わりのときです。

5.

真の預言者は、伝えるべき情報をどこから得ているのでしょうか？

「なぜなら、預言は決して人間の意志から出たものではなく、人々が聖霊に動かされて、神によって語ったも
のだからである。」 ペテロの第二の手紙 1:21（英語欽定訳聖書）

答え： 預言者たちは「聖霊によって動かされ」るままに語り、霊的な事柄に関しては自らの意見は述べませ
ん。預言者たちの思想は、聖霊を通しイエスから与えられます。

預言者は、聖霊によって導かれた思想を語る。

6.

神は預言者たちに三つの異なった方法で語られますが、それらの方法は何でしょうか？
「もし、預言者があるならば、主なるわたしは幻をもって、これにわたしを知らせ、また夢をもって、これと語るであろ
う。」「彼とは、わたしは口ずから語り」 民数記 12:6，8

答え： 幻、夢を通してですが、またときに直接語られます。

神は通常預言者に、幻と夢を通して語ら
れる。

7.

預言者が幻を見ているときに、それが真の預言者であるということの証拠となる身体的特徴はどのようなものですか？

答え：

A.
B.
C.
D.
E.
F.

最初に肉体的な力を失う （ダニエル書 10:8）。
のちに超自然的力を受けることがある （ダニエル書 10:18, 19)。
呼吸をしない （ダニエル書 10:17)。
語ることができる (ダニエル書 10:16)。
地上で起こっていることを認識しない （ダニエル書 10:5-8; 2 コリント人への手紙 12:2-4)。
目は開いている (民数記 24:4)。

注: 前記の六つの聖書で述べられている項目は、幻を見ているときの真の預言者の肉体的な証拠となるものではありますが、常にこれらすべての現象が一度
に表れるわけではありません。六つのすべての証拠が表れなくても預言者の幻が本物であることもあります。

8.

偉大な奇跡を行うことは、預言者が神からのものであるという証拠ですか？

「それらは、奇跡を行う悪霊たちの霊である。」 ヨハネの黙示録 16:14（英語欽定訳聖書）。

答え： 悪魔とその使者たちもまた、奇跡を行う力があります。奇跡はそれが超自然的な力であるというただひとつの
ことを証明するに過ぎません。けれども、そのような力は神とサタンの両方から来ます（申命記 13:1-5；ヨハネの黙
示録 13:13，14）。

奇跡を行うことは、預言者が神からのもので
あるという証拠ではない。

9.

どのような終末時代の危険を、イエスは私たちに警告しておられますか？
「にせキリストたちや、にせ預言者たちが起こって、大いなるしるしと奇跡とを行い、できれば、選民を
も惑わそうとするであろう。」マタイによる福音書 24:24

答え： 神は、にせキリストと、にせ預言者について警告されています。彼らのなすことや語ることがあま
りにももっともらしいので、聖書で述べられている神の選民以外はすべて惑わされてしまい、何十億もの
人々が、欺かれ滅びてしまいます。

終末時代において、偽りの預言者たちのなすことや語るこ
とがあまりにももっともらしいので、莫大な数の人々が欺
かれ滅びてしまう。

10. 預言者が本物であるか、あるいはにせ者であるかということを、どのように見極めればよいのでしょうか？
「律法と証に尋ねよ、もし、人々がこの言葉によって語らなければ、それは、彼らの内に光がないからである。」
イザヤ書 8:20 (欽定訳聖書)

答え： 神の言葉、つまり聖書によって、預言者たちの教えや行いを試してください。もし彼らの教えや行動が御言
葉に反しているならば彼らはにせの預言者であり、「彼らの内に光がない」のです。

預言者たちは、聖書によって試されるべきであ
る。

11. 聖書の中で、具体的に名が挙げられ、有罪とされている特定のにせ預言者がいますか？

答え： 申命記 18:10-12、ヨハネの黙示録 21:8 では下記の偽預言者に反することが語られています:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

呪文を唱える者 -- まじないをかけたり、魔法をかける者
ト者（ぼくしゃ） -- 占星術師など
まじないをする者 -- 死人と接触することができると言う者
口寄せ -- 霊媒、またはチャネラー
占いをする者 -- 魔法使いと同様
易者 -- 魔法使いと同様
死人に問うことをする者 -- 魔法使いの別名
魔法使い -- 女の心霊術者
（お)かんなぎ -- 男の魔法使い
死人の霊で導かれている占い師、心霊
術師は神からではない。
注: これらのにせ預言者たちのほとんどが、死人の霊と接触を持つことができる
と称しています。生きている者は、死人と接触を持つことができないことを聖書は明言しています。(死の状態につい
ての詳細は 10 課）死人の霊と思われているものは、悪魔や悪天使たちです（ヨハネの黙示録 16:13，14）。水晶占
い、手相占い、葉占い、占星術、いわゆる死人の霊との会話などは、人々とコミュニケーションをするための神の方
法ではありません。このようなことに関わる人たちを神は忌み嫌われると聖書は明白に教えています（申命記
18:12）。さらに恐ろしいことは、これらのことに関わり続ける人々は、神の国から閉め出されてしまいます（ガラ
テヤ人への手紙 5:19-21; ヨハネの黙示録 21:8; 22:14, 15)。

神は水晶占いなどによって人々に語られるこ
とはない。

12. 真の預言者の働きは、主に教会のためですか？または未信者たちのためですか？
「預言は末信者のためではなく信者のためのしるしである。」 コリント人への第一の手紙 14:22

答え： 聖書は明白です。もっとも預言者のメッセージはときに、一般の人々を啓発することもあるでしょう、けれ
ども預言の主要目的は、教会に奉仕することです。

神の預言者は、一般の人々というよりは、主
に、教会のためである。

13. 終末時代の神の教会は預言の賜物を持っていますか？

答え： 23 課で、終末時代における神の教会を見つけるために、イエスが六つの特徴を挙げて説明をされているこ
とがわかりました。それらの六つを復習してみましょう:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

紀元 538 年から 1798 年の間は、正式な組織として存在していなかった。
1798 年ののちに起こり、使命を宣べ伝える働きを開始する。
第四条の神の聖日である七日目安息日を含む十戒を守る。
預言の賜物を持っている。
世界的な宣教教会である。
ヨハネの黙示録 14:6-14 のイエスの三つのメッセージを伝え説く。

終末時代における神の残りの教会は、イエスが説明された上記の六つの特徴すべてに合致していなければならない
ということを覚えていることが重要です。預言の賜物も、六つの特徴の中のひとつでありますので、預言者も存在
することになります。

14. すべての賜物を持つ終末時代の神の教会に属した場合、どのような結果を得るのでしょうか？
「こうして、わたしたちはもはや子供ではないので、だまし惑わす策略により、人々の悪巧みによって起る様々な
教えの風に吹きまわされたり、もてあそばれたりすることがなく」 エペソ人への手紙 4:14

答え： 霊的にしっかりとした土台を築きます。あなたの信仰生活において、もはや不確実、不安定なことはなく
なります。

すべての賜物を有する神の教会に属することは、
霊的にしっかりとした土台を築く。

15. コリント人への第一の手紙 12:1-18 において、使徒パウロは、イエスが教会に与えてくださった賜物を体の部分に例えていますが、預言の賜物を一番
的確に象徴してるのは体のどの部分ですか？
「昔イスラエルでは、神に問うために行く時には、こう言った、『さあ、われわれは、先見者のところへ行こう』、今の
預言者は、昔は先見者といわれていたのである。」 サムエル記上 9:9

答え： 預言者は、しばしば先見者（未来を見ることができる者）と呼ばれましたので、預言の賜物について最適な象徴を
しているのは目です。

教会の目は預言を象徴している。

16. 預言の賜物は、教会の目でありますが、預言の賜物のない教会はどのような状態になってしまうのでしょうか？

答え： 教会は盲目状態になります。イエスはそれに続く危険について次のように述べておられます。「もし盲人
が盲人を手引きするなら、ふたりとも穴に落ち込むであろう。」 マタイによる福音書 15:14

預言の賜物のない教会は盲目である。

17. 神の残りの教会は、キリストが与えてくださったすべての賜物が必要不可欠なのでしょうか？

答え： そのとおりで、聖書は終末時代における神の残りの教会は、「恵みの賜物にいささかも欠けることがな」いこと
を明確にしており、それは預言の賜物を含むすべての賜物(使徒たち、預言者たち、伝道者たち、牧師たち、教師たち)
を持っていなければならないということです(コリント人への第一の手紙 1:5-8)。

18. ヨハネの黙示録 12:17 で、終末時代の神の残りの教会は、「イエスのあかしを持っている」ことが指し示されており、ヨハネの黙示録 19:10 には
「イエスのあかしは、すなわち預言の霊である」 と説明されています。これらの言葉で、教会には預言者が存在するということが確かにできるでしょう
か？

答え： ヨハネの黙示録 19:10 (欽定訳)において、天使はヨハネの「僕仲間」であり、イエスのあかしを持つ「兄弟」と同じであると言っています。この同じ
天使は、ヨハネの黙示録 22:9 で、まったく同じことを次のようにヨハネに語っています。「わたしは、あなたや、あなたの兄弟である預言者たちや、この書
の言葉を守る者たちと、同じ僕仲間である。」この時点で天使は、「イエスのあかしを持つ兄弟と同じ」 (ヨハネの黙示録 19:10 欽定訳）ではなく、あなた
の兄弟である預言者たちと同じであると言っています。ですから「イエスのあかし」を持つ者と、預言者は同じ意味であるということが明らかです。

19. 「イエスのあかし」という言葉は、そのほかにどのような特別な意義があるのでしょうか？

答え： 「イエスのあかし」とは、その預言者の言葉がイエスからのものであるということです。したがっ
て、真の預言者の言葉を、イエスから私たちへの特別なメッセージであるとみなすべきです（ヨハネの黙示録
1:1；アモス書 3:7）。どのような形であれ、また多少にかかわらず、真の預言者を批判、非難することは大
変に危険なことです。なぜならそれはイエスご自身を批判し、非難していることと同じだからです。神が「わ
が預言者たちに害を加えてはならない」 詩篇 105:15 と警告されていることは当然です。

真の預言者の言葉は、イエスから神の民への特別なメ
ッセージである。

20. 聖書に記述されている真の預言者の条件は何ですか？

答え： 聖書に記述されている真の預言者のテスティング・ポイント（試験点）は下記の通りです：
A.
B.
C.
D.
E.

敬虔な清い生活。（マタイによる福音書 7:15-20）
神によって召される。（イザヤ書 6:1-10；エレミヤ書 1:5-10；アモス書 7:14, 15）
著述し、語ることが聖書と調和している。（イザヤ書 8:19, 20）
預言された出来事が成就する。（申命記 18:20-22）
幻が与えられる。（民数記 12:6）

21. 神は、終末時代における神の残りの教会に預言者を送られましたか？

答え： 神は預言者を送ってくださったのです！下記はその概要です:
神に召された若い女性
終末時代の神の教会は、1840 年代の初期に誕生し、即急な指導を必要としていました。このような理由で、アモス書 3:7 に
記されている神の約束のとおり、神はエレン・ハーモンという若い女性を神の預言者として召されました。エレンは神の召し
を承諾しました。彼女は９歳のときに 事故で負傷したために、わずか三年の学校教育を受けたのちに退学せざるを得なくな
ってしまいました。17 歳で神の召しを受けるときまで彼女の健康状態は悪化し、体重は 70 ポンド（32kg 弱）にまで減少
し、死を覚悟していました。
70 年間の奉仕
エレンは、神が彼女の健康を支え、謙虚な歩みを続けさせてくださることを理解し、神の召しに応じました。 彼女はそれから 70 年生きながらえ 87 歳で亡く
なりました。彼女の目的と働きは教会に向けられており、そして教会員を教会の教義、信条である聖書に向け、イエスの無償の賜物である神の義を強調しまし
た。
ペンネームと著書
エレンは牧師であるジェームス・ホワイトと結婚し、エレン・G・ハーモンという名で著述、出版しました。 彼女は世界におけ
る多作の著述家の一人です。彼女の出版物は世界中で読まれ、それらは健康、教育、節制、クリスチャン家庭、子供の養育、文
書出版、貧しい人々への助け、財務管理と責任、伝道、クリスチャンの生活、そのほか多くの分野について書かれており天来の
勧告を与えています。
エレンの著書である 教育 は、その分野の権威書とみなされています。一般大学においても教科書として使用されてきました。
この書物は非常に 洞察力に優れ、意義深いものであるので、某国の文部大臣が自身の名前で出版するという剽窃（ひょうせ
つ）が一度あったほどです。コロンビア大学の前教育学教授であったフローレンス・ストラテマイヤー博士は、この書物は「最
先端の教育的概念」を含み、「その当時より 50 年以上も進歩していた」と語りました。コーネル大学の前栄養学教授クリー
ヴ・マッケイ博士は、ホワイト夫人の健康に関しての著作について、「ホワイト夫人の勧告は、近代の栄養学が進歩するかなり
以前に書かれたにもかかわらず、今日、これ以上に優れた総合的な指針は得られない」と述べています。ニュース解説者である
ポール・ハーヴィーも、彼女は「非常に深い理解のうちに栄養に関する執筆をしているが、彼女が唱える多くの基本的概念のう

ち、二つを除くすべてのことは、科学的に証明されている」と述べています。
キリストの生涯を書き表したホワイト夫人の書物である 各時代の希望は、ロンドンの書籍出版業組合から「最高傑作」と名付
けられています。心が温められ、言葉に表せないほどの希望と励ましが与えられる書物です。また彼女は、知能や知性に関して
も、I.Q(知能指数)は上げることは可能であると述べていますが、これは専門家たちが認めるずっと以前のことです。 1905 年
に彼女は、癌は病原菌（またはウイルス）によると述べていますが、医学会では 1950 年になってからそれを認め始めました。
エレン・ホワイトは、時代を超えて、世界で四番目に多く翻訳されている著作家であると言われています。クリスチャンの歩み
に関して書かれている キリストへの道は、150 以上の国語、地方の言語に翻訳されています。

22. エレン・ホワイトは幻を見たのでしょうか？

答え： 彼女は多くの幻を見ましたが、それらは数分から六時間続きました。この聖書講座の質疑応答７の概要にある
ように、彼女の幻は聖書の基準に適っています。

エレン・ホワイトは多くの幻を見、幻を見て
いる状態の預言者に対する聖書の基準に適っ
ている。

23. エレン・ホワイトの言葉は、聖書の一部となるように意図されたのですか？ または聖書に付け加えられるものなのですか？

答え： それは違います！教理は聖書からのみ来ます。終末時代の預言者として彼女が目指していたことは、イエスの愛と、差し迫った御再臨に人々の注意を
向けさせることでした。そしてイエスに仕え、無償の賜物としてのイエスの義を受け取るように力説しました。彼女はまた、終末時代の預言に人々の注意を向
けるように導き、特に今日の世界に宣教されるべきイエスの三つの希望のメッセージ （ヨハネの黙示録 14:6-14）を迅速に世界中に宣べ伝えるべきことを強
調しました。

24. エレン･ホワイトが語っていることは聖書に一致、調和していますか？

答え： 彼女の著書は聖書の言葉で満ちています。そこで述べられている明らかな目的は、人々を神の御言葉に向けさせることでした。彼女によって書かれた
言葉で神の言葉に反しているものはまったくありません。

25. 私はエレン･ホワイトの著書を読んだことがありませんので、どのようにしたら彼女が真の預言者であることを認めることができるでしょうか？

答え： 彼女の著書を読むまでは、彼女を真の預言者として信じることはできません。しかしながら彼女は、（1）預言者であることの条件を満たしており、
（2）預言者としての働きを果たしています。また、（3）終末時代における神の真の教会には必ず預言者がいる、ということもあなたは理解することができ
ます。彼女の書き物を手に入れ、読まれることを強くお勧めします。そして読み進めるに従い次のことを自問してください、この内容はイエスに引き寄せられ
るものであるか、そして聖書の御言葉と一致しているかどうか。それらはあなたのために書かれましたので、きっと夢中になって読まれることでしょう。

26. 預言者に関して、パウロが人々に命じている三つの点は何ですか？

答え： 「預言を軽んじてはならない。すべてのものを識別して、良いものを守りなさい」 テサロニケ人への第一の手紙 5:20，21。預言を軽んじてはならな
いと使徒パウロは言っています。むしろ預言者が語っていることや行いを、聖書によって注意深く吟味するようにと勧告しています。もし預言者の言葉と行動
が聖書と調和しているのであれば、私たちはそれらを聞き入れなければなりません。そしてこれらのことをイエスは世の終わりの子らに求めておられるので
す。

27. 真の預言者の言葉や勧告を拒否することをイエスはどのようにみなされますか？

答え： 真の預言者を拒むことは、神の勧告や忠告を拒むことと同じであるとイエス言われます（ルカによる福音書 7:28-30）。さらに、霊的な豊かさや成功
は、神の預言者を信じることによることを明瞭に述べておられます（歴代志下 20:20）。

28. 終末時代の真の預言者は、新しい教理をもたらすのでしょうか、それとも聖書の教えに沿ったものでしょうか？

答え： 終末時代の真の預言者が、教理を作り出すことはありません（ヨハネの黙示録 22:18, 19)。聖書のみがすべての教理の源です。しかしながら、真の預
言者は以下の働きがあります:
A. 預言者によって示されるまで明瞭でなかった昔からの聖書の教理を、ほかの側面からも新たに明らかにする（アモス書 3:7）。
B. 神の民が、イエスとさらなる親密な関係に入り、神の言葉の深い研究ができるように導く。
C. 聖書の中の難解で、不明瞭な部分を神の民が理解できるように助け、それによって御言葉が活き活きと私たちに迫り、大きな喜びをもたらす。
D. 神の民を狂信や、欺瞞、霊的昏睡状態から守る。
E. 神の民が、日々のニュースの出来事を預言に照らして検証することで、世の中の事件に対して新しい違った見方をするようになり、終末の預言を理解でき
るように助ける。
F. 神の民が、確かにイエスがまもなく戻られ、この世が終わるということを理解するための助けとなる。
イエスに対しての愛がさらに深まり、聖書についての鮮やかで新しい感動と、聖書の預言を鮮明に理解するために、終末時代の神の預言者の声に耳を傾けてく
ださい。あなたの人生が新しく輝かしい様相を帯びてくることを発見するでしょう。イエスは終末時代のご自分の教会を、最も貴重な預言のメッセージにより
祝福されると仰せになったことを覚えていてください。主を褒め称えましょう! イエスは天がなしうる限りのすべてのことを、終末の民のためになさってく
ださっています。イエスは神の民を救い、彼らを栄光の輝きの永遠の王国に連れて行かれるおつもりです。イエスに従う人々は皆、天国に入ることができるこ
とを保障しておられます（マタイによる福音書 19:27-29）。

注: 以上はヨハネの黙示録 14:6-14 の三天使のメッセージについての九番目にあたるの最後の聖書研究です。これ以降も、興味深い三つの重要な学びが残さ
れています。

29. 私はエレン･ホワイトが書かれたものを聖書によって確認し、それらに一致が認められたならば彼女の勧告を快く受け入れます。

答え：
はい
いいえ

質問

1. 預言者が存在しない教会はどうなりますか？
箴言 29:18
「幻（預言）がなければ民は滅びる。しかし、律法を守る者は幸いである。」箴言 29:18（欽定訳聖書）教会に対する勧告や指導を与え、イエスと聖書に導き
返す預言者が存在しないならば、人々は行くべき方向がわからず手探りで歩む状態になり（詩篇 74:9）、やがて滅びてしまいます。

2. 現在からイエスのご再臨までの間において、さらに真の預言者が現れるということが考えられますか？
ヨエル書 2:28
ヨエル書の預言（ヨエル書 2:28-32）によると、確かに現れる可能性があります。そして偽預言者もまた現れます（マタイによる福音書 7:15; 24:11,
24）。これから現れる預言者たちを聖書によって見分けることができるように備えをなし（イザヤ書 8:19, 20; 2 テモテへの第二の手紙 2:15）、彼らが真
の預言者である場合にのみ勧告を聞き入れ、もし偽者であるならば決して受け入れないようにしましょう。神は人々を目覚めさせ、警告し、イエスに連れ戻す
ために預言者がいつ必要であるかをご存知です。神は御自分の民をエジプトから導き出すために預言者（モーセ）を遣わされました（ホセア書 12:13）。ま
た、イエスの初臨に人々を備えさせるためにも預言者（バプテスマのヨハネ）を送られました（マルコによる福音書 1:1-8）。神はまた、この終末時代に預言
のメッセージをくださることを約束されました。神は私たちの目を聖書に向けさせ、私たちを強め、励まし、確信を与え、イエスに似た者となることで、主が
お戻りになるときに「傷のないもの」となることができるように重要不可欠な終末の預言のメッセージ送られました。預言者の助けなしには、多くの者が背
信、霊的惰眠、多忙によって失われてしまうことでしょう。ですから預言のメッセージを喜んで受け入れ、私たちの益のためにそれらを送ってくださった神を
褒め称えましょう。

3. 今日、なぜほとんどの教会が預言の賜物を持っていないのですか？

哀歌 2:9
神は、本来、神の戒めを守る教会にのみ、預言者を送られるからです。哀歌 2:9 にはどのように書かれているかをよくご覧ください:「 … もはや律法はなく、
またその預言者は主から幻を得ない。」以下の聖句もどうぞお読みください:エゼキエル書 7:26；エレミヤ書 26:4-6：エゼキエル書 20:12-16；箴言 29:18
これらの聖句から確実にわかることは、神の民が戒めを軽んじるならば、神は預言者をお送りにならないということです。神の民が戒めを守り始めるならば、
神は彼らを助け、励まし、導くために預言者を送ってくださいます。ですから終末時代の神の戒めを守る残りの教会が現れた時が、預言者の来るべきときであ
ったのです。そして神は確かに予定通りに預言者を送られたのです。

4. 預言の賜物を、私にとって意義のあるものとするためにはどのようにすればよいのでしょうか？
コリント人への第一の手紙 1:8
預言の賜物を、意義のあるものとするためには、それを自分自身で学び、祈りのうちに学んだことに従うことです。そうすることでイエスはあなたを導き、守
り、イエスの御再臨に備えさせてくださいます。「わたしは、あなたがたがキリスト・イエスにあって与えられた神の恵みを思って、いつも神に感謝してい
る ... あなたがたはキリストにあって、キリストのためのあかし〔預言の霊〕が、あなたがたのうちに確かなものとされ、こうして、あなたがたは恵みの賜物
にいささかも欠けることがなく、わたしたちの主イエス・キリストの現れるのを待ち望んでいる。主もまた、あなたがたを最後まで堅くささえて、わたしたち
の主イエス・キリストの日に、責められるところのない者にして下さるであろう。」コリント人への第一の手紙 1:4-8

5. 預言の賜物と、異言の賜物のどちらが、終末における神の残りの教会において重要な役割を果たしますか？
コリント人への第一の手紙 12:10
預言の賜物が、中心的な役割を果たします。コリント人への第一の手紙 12:28 では、すべての賜物のうちで二番目に大切なものとして列記されていますが、
一方、異言は最後の賜物となっています。預言の賜物を持たない教会は盲目です（この講座の 24 課、質問 16 をご覧ください）。イエスは盲目の危険を、終
末の神の教会に厳かに警告し、教会が見えるようになるために、天の目薬を塗るように熱心に勧めています（ヨハネの黙示録 3:17，18）。目薬は教会にすべ
ての賜物を与えてくださる聖霊を象徴しています。（コリント人への第一の手紙 12:4, 7-11）（ヨハネの第一の手紙 2:20, 27; ヨハネによる福音書
14:26）神の預言者の言葉に聞き従うことは、終末の神の残りの教会が聖書を明瞭に理解することができる助けとなり、疑いや混乱に陥ることを防いでくれま
す。

6. 私はクリスチャン生活のための教理の源、そして指導書として「聖書、そして聖書のみ」を信じます。それゆえに、私は現代の預言者はすべて受け入れま
せん。
エペソ人への手紙 4:11
クリスチャンの教理の源として聖書を信じることは正しいことです。しかしながら聖書は以下のことを示していることをどうぞ覚えていてください:
A. 預言の賜物は世の終わりまで存在する（エペソ人への手紙 4:11, 13）。
B. 世の終わりのイエスの教会は、預言の賜物を保持する（ヨハネの黙示録 12:17; 19:10; 22:9)。
C. 預言者の勧告を拒むことは、神の勧告を拒むことである（ルカによる福音書 7:28-30）。
D. 私たちは預言者を試し、彼らの語ることと生活が聖書に調和しているのであれば、預言者の勧告に聞き従うように命じられている（テサロニケ人への第一
の手紙 5:20, 21)。
信仰を「聖書のみ」においている人は、預言者に関する聖書の勧告にも従わなければなりません。真の預言者は、常に聖書に調和して語ります。神の言葉に反
して語る預言者は偽者で、決して従ってはなりません。聖書のみ言葉で命じられている預言者の声に耳を傾け、試すことをしないのであれば、聖書に基づいた
信仰を持っているということは言えません。

クイズ

1. 次の答えから同じ意味を持つものを、４つ見つけてください。(4)
イエスのあかし
異言の賜物
預言の霊
心霊術者の予言
預言の賜物
死人の霊との交わり（会話）
教会に語る預言者
2. 神は、預言の賜物を、男女の両方に与えられますか？(1)
はい
いいえ
3. エペソ人への手紙 4 章によると、イエスの昇天の際、どのような五つの賜物を教会に与えてくださいましたか？(5)
預言者
教師
歌
助けを必要としている人への施し

牧師
使徒
証人
伝道者
4. これら預言者を含む五つの賜物は、いつまで教会に存続するのでしょうか？(1)
新約聖書の預言者たちが死んでしまうまで。
裁きの始まりまで。
世の終りまで。
5. 聖書によると、幻を見ている預言者の特徴として正しいものはどれですか？(5)
異言を語る。
幻を見ている間は何一つ語らない。
目は開いている。
しばしば狂暴になる。
呼吸をしない。
幻を見ながら語ることもある。
地上で起こっていることを認識しない。
超自然的な力を受けることもある。
6. 奇跡を行うということは、常に神の預言者であるということの証拠になりますか？(1)
はい
いいえ
7. 預言者が神からであるという唯一の証拠は何ですか？(1)
やさしく、また、高貴な態度。
すばらしい奇跡を行う。
光り輝くまばゆい栄光。
聖書をよく知っている。
キリストに似ている。
聖書の御言葉に従い、調和して語り行動する。
8. 聖書で禁じられていないものは下記のどれですか？(1)
占い師
男女の心霊術者
占星術師
まじないをする者
まじないをかけたり、魔法をかける者
霊媒、またはチャネラー
語ることと生活が聖書に調和している預言者
9. 預言者の主な働きは、教会を助け、奉仕することです。(1)
はい
いいえ
10. 教会は、預言者なくしては、世の終りの真の神の教会ではありえません。(1)
はい
いいえ
11. 預言は、体のどの部分を象徴しますか？(1)
口

手
足
耳
目
12. イエスの御再臨の前に、さらなる終末時代の真の預言者が現れることも考えられます。(1)
はい
いいえ
13. 「聖書、聖書のみに」従うということは、真の預言者を受け入れるべきであることも意味している。 (1)
はい
いいえ
14. テサロニケ人への第一の手紙 5:20，21 において、預言に関して聖書が命じている三つのことは何ですか？(3)
預言者と預言を軽んじてはならない。
全ての預言者に従いなさい。
預言者の言葉と行動を聖書によって試しなさい。
預言者に彼らが本物かどうかを尋ねなさい。
良きものを信じ、それを守りなさい。
全ての預言を無視しなさい。
15. 真の預言者の勧告を拒むことは、神の勧告を拒むことになります。(1)
はい
いいえ
16. 終末時代の真の預言者は、聖書には書かれていない新しい教理を説きます。(1)
はい
いいえ
17. ほとんどの教会が真の預言や預言者を持っていないのはなぜですか？(1)
たとえ預言や預言者が来ても、彼らは信じることがない。
神のすべての戒めを守っていないため。
預言者がいなくても必要なすべての光を持っているため。
18. 幻（預言）がなければ民は滅びます。(1)
はい
いいえ
19. 預言の賜物を持たない教会は、盲目です。(1)
はい
いいえ
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