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＜ローマ人への手紙 8章23節＞



ローマ人への手紙 8:23
そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私
たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていた
だくこと、すなわち、私たちのからだの贖われるこ
とを待ち望んでいます。

Romans 8:23
Not only that, but we also who have the firstfruits of the 
Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly 
waiting for the adoption, the redemption of our body.



出エジプト記 23:19a
あなたの土地の初穂の最上のものを、あなたの
神、主の家に持って来なければならない。

Exodus 23:19a
The first of the firstfruits of your land you shall bring into 
the house of the Lord your God.

なぜ祭りが大切なのか？



なぜ祭りが大切なのか？

ローマ人への手紙 11:16
初物が聖ければ、粉の全部が聖いのです。根が聖け
れば、枝も聖いのです。

Romans 11:16
Not only that, but we also who have the firstfruits of the 
Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly 
waiting for the adoption, the redemption of our body.



恵みのサイクル



過ぎ越し（春）

七週の祭り（初夏） 仮庵の祭り（秋）

生 死

恵みのサイクル



過越しの祭り：イエス様の初臨
七週の祭り：聖霊様の注ぎ
仮庵の祭り：イエス様の再臨

祭りが象徴するもの
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祭りが象徴するもの



コリント人への手紙 第一 15:20
しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として
死者の中からよみがえられました。

1 Corinthians 15:20
But now Christ is risen from the dead, and has become 
the firstfruits of those who have fallen asleep.

復活を経験するには



マタイの福音書 28:1
さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け
方、マグダラのマリヤと、ほかのマリヤが墓を見
に来た。 

Matthew 28:1
Now after the Sabbath, as the first day of the week began 
to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see 
the tomb.

復活を経験するには



復活を経験するには



復活を経験するには

死ななければ 
復活できない



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、

Romans 3:23
for all have sinned and fall short of the glory of God,

復活を経験するには



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。

Romans 6:23
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal 
life in Christ Jesus our Lord.

復活を経験するには



復活を経験するには

三つの死
霊的な死
肉体の死
永遠の死



復活を経験するには

霊的な死
エペソ 2:1
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。

Eph. 2:1
And you He made alive, who were dead in trespasses and 
sins,



復活を経験するには

肉体の死
ヨハネ 19:40
そこで、彼らはイエスのからだを取り、ユダヤ人
の埋葬の習慣に従って、それを香料といっしょに
亜麻布で巻いた。

John 19:40
Then they took the body of Jesus, and bound it in strips 
of linen with the spices, as the custom of the Jews is to 
bury.



復活を経験するには

永遠の死
創世記 3:22
神である主は仰せられた。「見よ。人はわれわれ
のひとりのようになり、善悪を知るようになっ
た。今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも
取って食べ、永遠に生きないように。」
Gen. 3:22
Then the Lord God said, “Behold, the man has become like 
one of Us, to know good and evil. And now, lest he put out 
his hand and take also of the tree of life, and eat, and live 
forever”̶



ヨハネの福音書 3:36
御子を信じる者は永遠のいのちを持つが、御子に
聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神
の怒りがその上にとどまる。

John 3:36
He who believes in the Son has everlasting life; and he 
who does not believe the Son shall not see life, but the 
wrath of God abides on him.”

復活を経験するには



ローマ人への手紙 7:7
それでは、どういうことになりますか。律法は罪なの
でしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ、
律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったで
しょう。律法が、「むさぼってはならない」と言わな
かったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。

Romans 7:7
What shall we say then? Is the law sin? Certainly not! On 
the contrary, I would not have known sin except through 
the law. For I would not have known covetousness unless 
the law had said, “You shall not covet.”

復活を経験するには



ローマ人への手紙 6:4-5
私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマによっ
て、キリストとともに葬られたのです。それは、キリ
ストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられ
たように、私たちも、いのちにあって新しい歩みをす
るためです。  
もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリスト
の死と同じようになっているのなら、必ずキリストの
復活とも同じようになるからです。  

復活を経験するには



ローマ人への手紙 4:25
主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私
たちが義と認められるために、よみがえられたか
らです。

Romans 4:25
who was delivered up because of our offenses, and was 
raised because of our justification.

復活を経験するには



コリント人への手紙 第一 15:20-22
しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死
者の中からよみがえられました。  
というのは、死がひとりの人を通して来たように、
死者の復活もひとりの人を通して来たからです。  
すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいる
ように、キリストによってすべての人が生かされる
からです。  



ローマ 8:23
そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私
たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていた
だくこと、すなわち、私たちのからだの贖われるこ
とを待ち望んでいます。

Romans 8:23
Not only that, but we also who have the firstfruits of the 
Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly 
waiting for the adoption, the redemption of our body.



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。」 

Acts 1:8
but you will receive power when the Holy Spirit has come 
upon you; and you shall be My witnesses both in 
Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the 
remotest part of the earth.”



力δύναμις
デュ　    ナ           ミ        ス

ちから 
奇跡 
強さ 
能力

復活を経験するには



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。

Genesis 2:7
Then the Lord God formed man of dust from the ground, 
and breathed into his nostrils the breath of life; and man 
became a living being.



1ヨハネ 5:18
「神によって生まれた者はだれも罪を犯さないこと
を、私たちは知っています。神から生まれた方が彼
を守っていてくださるので、悪い者は彼に触れるこ
とができないのです。」

1 John 5:18
We know that whoever is born of God does not sin; but he 
who has been born of God keeps himself, and the wicked 
one does not touch him.



ヨハネの福音書 11:25
イエスは言われた。「わたしは、よみがえりです。
いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生きる
のです。

John 11:25
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He 
who believes in Me, though he may die, he shall live.



ヨハネの福音書 11:43-44a
 43 そして、イエスはそう言われると、大声で叫ばれ
た。「ラザロよ。出て来なさい。」 44 すると、死ん
でいた人が、手と足を長い布で巻かれたままで出て
来た。

John 11:43-44a
When He had said these things, He cried out with a loud 
voice, “Lazarus, come forth.” The man who had died came 
forth,



コロサイ人への手紙　2章12～14節
あなたがたは、バプテスマによってキリストとともに葬ら
れ、また、キリストを死者の中からよみがえらせた神の力
を信じる信仰によって、キリストとともによみがえらされ
たのです。  
あなたがたは罪によって、また肉の割礼がなくて死んだ者
であったのに、神は、そのようなあなたがたを、キリスト
とともに生かしてくださいました。それは、私たちのすべ
ての罪を赦し、  
いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを
責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこ
の証書を取りのけ、十字架に釘づけにされました。  


