救いの道聖句 73（新改訳聖書第 3 版）
♣ 創造
01 創世記 1:1-3
初めに、神が天と地を創造した。地は茫漠として何もなかった。や
みが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられ
た。「光があれ。」すると光があった。
02 創世記 1:27
神は人をご自身のかたちとして創造された。神のかたちとして彼を
創造し、男と女とに彼らを創造された。
03 創世記 1:28
神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。
地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き
物を支配せよ。」
04 創世記 2:7
神である主は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き
込まれた。そこで人は生きものとなった。
♣ 人間の根本問題
05 創世記 2:17
しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取
って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
06 創世記 3:4
そこで、蛇は女に言った。「あなたがたは決して死にません。
07 創世記 3:5
あなたがたがそれを食べるその時、あなたがたの目が開け、あなた
がたが神のようになり、善悪を知るようになることを神は知ってい
るのです。」
08 ローマ人への手紙 3:23
すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができ
ず、
09 ヨハネの福音書 8:44
あなたがたは、あなたがたの父である悪魔から出た者であって、あ
なたがたの父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初
めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理
がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方
をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であ
るからです。
10 ヨハネの福音書 10:10
盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけの
ためです。わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを豊かに
持つためです。
♣ 未信者状態
11 エペソ人への手紙 2:1
あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者であって、
12 エペソ人への手紙 2:2
そのころは、それらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の
権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従
って、歩んでいました。
13 コリント人への手紙第一 12:2
ご承知のように、あなたがたが異教徒であったときには、どう導か
れたとしても、引かれて行った所は、ものを言わない偶像の所でし
た。
14 使徒の働き 16:16
私たちが祈り場に行く途中、占いの霊につかれた若い女奴隷に出会
った。この女は占いをして、主人たちに多くの利益を得させている
者であった。
15 エペソ人への手紙 2:3
私たちもみな、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲
の中に生き、肉と心の望むままを行ない、ほかの人たちと同じよう
に、生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。
16 マタイの福音書 11:28
すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来な
さい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。
17 マルコの福音書 5:5
それで彼は、夜昼となく、墓場や山で叫び続け、石で自分のからだ
を傷つけていた。
18 使徒の働き 8:7
汚れた霊につかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出
て行くし、多くの中風の者や足のなえた者は直ったからである。
19 ローマ人への手紙 6:23
罪から来る報酬は死です。しかし、神の下さる賜物は、私たちの主
キリスト・イエスにある永遠のいのちです。

20 ヘブル人への手紙 9:27
そして、人間には、一度死ぬことと死後にさばきを受けることが定
まっているように、
21 マタイの福音書 25:41
それから、王はまた、その左にいる者たちに言います。『のろわれ
た者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意さ
れた永遠の火に入れ。
22 コリント人への手紙第一 10:20
いや、彼らのささげる物は、神にではなくて悪霊にささげられてい
る、と言っているのです。私は、あなたがたに悪霊と交わる者にな
ってもらいたくありません。
23 出エジプト記 20:5
それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの
神、主であるわたしは、ねたむ神、わたしを憎む者には、父の咎を
子に報い、三代、四代にまで及ぼし、
♣ 人間の方法
24 使徒の働き 4:12
この方以外には、だれによっても救いはありません。天の下でこの
御名のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないか
らです。
25 マタイの福音書 12:45
そこで、出かけて行って、自分よりも悪いほかの霊を七つ連れて来
て、みな入り込んでそこに住みつくのです。そうなると、その人の
後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もま
た、そういうことになるのです。
26 コロサイ人への手紙 2:8
あのむなしい、だましごとの哲学によってだれのとりこにもならぬ
よう、注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼
稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。
27 イザヤ書 64:6
私たちはみな、汚れた者のようになり、私たちの義はみな、不潔な
着物のようです。私たちはみな、木の葉のように枯れ、私たちの咎
は風のように私たちを吹き上げます。
28 マルコの福音書 10:27
イエスは、彼らをじっと見て言われた。「それは人にはできないこ
とですが、神は、そうではありません。どんなことでも、神にはで
きるのです。」
♣ 神様の方法
29 創世記 3:15
わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子孫と
の間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼
のかかとにかみつく。
30 マタイの福音書 1:21
マリヤは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方
こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
31 ローマ人への手紙 5:8
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために
死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明
らかにしておられます。
32 ヨハネの福音書 1:14
ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の
栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。
この方は恵みとまことに満ちておられた。
33 ヨハネの福音書 14:6
イエスは彼に言われた。「わたしが道であり、真理であり、いのち
なのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来
ることはありません。
34 使徒の働き 4:12
この方以外には、だれによっても救いはありません。天の下でこの
御名のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないか
らです。
35 マルコの福音書 10:45
人の子が来たのも、仕えられるためではなく、かえって仕えるため
であり、また、多くの人のための、贖いの代価として、自分のいの
ちを与えるためなのです。
36 イザヤ書 53:5
しかし、彼は、私たちのそむきの罪のために刺し通され、私たちの
咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、
彼の打ち傷によって、私たちはいやされた。
37 ローマ人への手紙 8:2
なぜなら、キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、罪と
死の原理から、あなたを解放したからです。

38 ヨハネの手紙第一 3:8
罪を犯している者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯
しているからです。神の子が現われたのは、悪魔のしわざを打ちこ
わすためです。
39 ヨハネの福音書 19:30
イエスは、酸いぶどう酒を受けられると、「完了した」と言われた。
そして、頭をたれて、霊をお渡しになった。
40 コリント人への手紙第一 15:3-4
私があなたがたに最もたいせつなこととして伝えたのは、私も受け
たことであって、次のことです。キリストは、聖書の示すとおりに、
私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこと、また、聖
書の示すとおりに、三日目によみがえられたこと、
41 エペソ人への手紙 2:8
あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それ
は、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
42 ヨハネの福音書 3:16
神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。
それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のい
のちを持つためである。
♣ 救われた者の祝福
43 ヨハネの福音書 1:12
しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々
には、神の子どもとされる特権をお与えになった。
44 コリント人への手紙第一 3:16
あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておら
れることを知らないのですか。
45 ヨハネの福音書 14:16
わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主
をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなた
がたと、ともにおられるためにです。
46 ヨハネの福音書 14:26
しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしにな
る聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、また、わたしがあな
たがたに話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
47 ヨハネの福音書 14:27
わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたに
わたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、世が
与えるのとは違います。あなたがたは心を騒がしてはなりません。
恐れてはなりません。
48 ヨハネの福音書 16:24
あなたがたは今まで、何もわたしの名によって求めたことはありま
せん。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなたがたの
喜びが満ち満ちたものとなるためです。
49 ヨハネの福音書 14:14
あなたがたが、わたしの名によって何かをわたしに求めるなら、わ
たしはそれをしましょう。
50 ルカの福音書 10:19
確かに、わたしは、あなたがたに、蛇やさそりを踏みつけ、敵のあ
らゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だから、あなたがたに害
を加えるものは何一つありません。
51 マルコの福音書 3:15
悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
52 ヘブル人への手紙 1:14
御使いはみな、仕える霊であって、救いの相続者となる人々に仕え
るため遣わされたのではありませんか。
53 ヨハネの黙示録 8:3
また、もうひとりの御使いが出て来て、金の香炉を持って祭壇のと
ころに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈
りとともに、御座の前にある金の祭壇の上にささげるためであった。
54 ピリピ人への手紙 3:20
けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリ
ストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。
55 ヨハネの福音書 5:24
まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞
いて、わたしを遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、さ
ばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです。
56 マタイの福音書 28:19-20
それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさ
い。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、
わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼
らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あな
たがたとともにいます。」
57 使徒の働き 1:8

しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を
受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および
地の果てにまで、わたしの証人となります。
♣ 受け入れ
58 ローマ人への手紙 10:13
「主の御名を呼び求める者は、だれでも救われる」のです。
59 ローマ人への手紙 10:9-10
なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神
はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、
あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告
白して救われるのです。
60 ヨハネの黙示録 3:20
見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。だれでも、わたしの声を
聞いて戸をあけるなら、わたしは、彼のところに入って、彼ととも
に食事をし、彼もわたしとともに食事をする。
61 ヨハネの福音書 1:12
しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々
には、神の子どもとされる特権をお与えになった。
62 箴言 27:1
あすのことを誇るな。一日のうちに何が起こるか、あなたは知らな
いからだ。
♣ 救われた者の確信
63 ペテロの手紙第一 5:8-9
身を慎み、目をさましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、
ほえたける獅子のように、食い尽くすべきものを捜し求めながら、
歩き回っています。堅く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさ
い。ご承知のように、世にあるあなたがたの兄弟である人々は同じ
苦しみを通って来たのです。
64 ヨハネの手紙第一 5:11-12
そのあかしとは、神が私たちに永遠のいのちを与えられたというこ
と、そしてこのいのちが御子のうちにあるということです。御子を
持つ者はいのちを持っており、神の御子を持たない者はいのちを持
っていません。
65 ヨハネの福音書 15:7
あなたがたがわたしにとどまり、わたしのことばがあなたがたにと
どまるなら、何でもあなたがたのほしいものを求めなさい。そうす
れば、あなたがたのためにそれがかなえられます。
66 マルコの福音書 11:24
だからあなたがたに言うのです。祈って求めるものは何でも、すで
に受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになります。
67 箴言 3:5-6
心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。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。
68 ヨハネの手紙第一 1:9
もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真実で正しい方で
すから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてください
ます。
69 ローマ人への手紙 3:24
ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価
なしに義と認められるのです。
70 コリント人への手紙第二 5:17
だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者で
す。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
71 コリント人への手紙第一 10:13
あなたがたの会った試練はみな人の知らないものではありません。
神は真実な方ですから、あなたがたを、耐えられないほどの試練に
会わせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練と
ともに脱出の道も備えてくださいます。
72 ローマ人への手紙 8:37
しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら
すべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。
73 エペソ人への手紙 5:18
また、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御
霊に満たされなさい。
(The end)

