
ローマ人への手紙 ３章１０～１１節
義人はいない。
一人もいない。
悟る者はいない。
神を求める者はいない。

イザヤ書 ５３章６節
私たちはみな、羊のようにさまよい、
それぞれ自分勝手な道に向かって行った。
しかし、主は私たちすべての者の咎を
彼に負わせた。

ヘブル人への手紙 ９章２７節
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。

ペテロの手紙 第一 ２章２４節
キリストは自ら十字架の上で、
私たちの罪をその身に負われた。
それは、私たちが罪を離れ、
義のために生きるため。
その打ち傷のゆえに、
あなたがたは癒やされた。

ヨハネの福音書 ３章１６節
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。

ヨハネの福音書 １章１２節
「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、
神の子どもとなる特権を
お与えになった。」

ヨハネの黙示録 ３章２０節
見よ、わたしは戸の外に立って
たたいている。だれでも、わたしの声を
聞いて戸を開けるなら、
わたしはその人のところに入って
彼とともに食事をし、
彼もわたしとともに
食事をする。

ヨハネの手紙 第一 ５章１１～１２節
その証しとは、神が私たちに永遠のいのちを与
えてくださったということ、
そして、そ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。

イザヤ書 ５９章２節
むしろ、あなたがたの咎が、あなたがたと、
あなたがたの神との仕切りとなり、
あなたがたの罪が御顔を隠させ、
聞いてくださらないようにしたのだ。



エペソ人への手紙 ２章８～９節
この恵みのゆえに、あなたがたは信仰によって
救われたのです。
それはあなたがたから出たこと
ではなく、神の賜物です。
行いによるのではありません。
だれも誇ることのないためです。

コリント人への手紙 第二 ５章１７節
ですから、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。

ヨハネの福音書 ５章２４節
まことに、まことに、あなたがたに言います。
わたしのことばを聞いて、
わたしを遣わされた方を信じる者は、
永遠のいのちを持ち、さばきにあうことがなく、
死からいのちに
移っています。

詩篇 １１９篇１１節
私はあなたのみことばを心に蓄えます。
あなたの前に罪ある者とならないために。

ローマ人への手紙 １２章４～５節
一つのからだには多くの器官があり、しかも、
すべての器官が同じ働きをしてはいないように、
大勢いる私たちも、
キリストにあって一つのからだであり、
一人ひとりは互いに器官なのです。

ガラテヤ人への手紙 ５章１６、２２、２３節
私は言います。御霊によって歩みなさい。
そうすれば、肉の欲望を満たすことは
決してありません。･･･
しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、
親切、善意、誠実、柔和、自制です。
このようなものに反対する律法はありません。

ピリピ人への手紙 １章６節
あなたがたの間で
良い働きを始められた方は、
キリスト・イエスの日が来るまでに
それを完成させてくださると、
私は確信しています。

テモテへの手紙 第二 ３章１６節
聖書はすべて神の霊感によるもので、
教えと戒めと矯正と義の訓練のために
有益です。

マタイの福音書 ２８章１９～２０
ですから、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。
父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを
授け、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。



エペソ人への手紙２章１９節
こういうわけで、あなたがたは、
もはや他国人でも寄留者でもなく、
聖徒たちと同じ国の民であり、
神の家族なのです。

ヨハネの手紙 第一２章１３節
父たち。私があなたがたに書いているのは、
初めからおられる方を、あなたがたが知る
ようになったからです。
若者たち。私があなたがたに
書いているのは、あなたがたが
悪い者に打ち勝ったからです。

ローマ人への手紙８章３８～３９節
私はこう確信しています。死も、いのちも、
御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、
後に来るものも、力あるものも、高いところに
あるものも、深いところにあるものも、
そのほかのどんな被造物も、
私たちの主キリスト・イエスに
ある神の愛から、私たちを
引き離すことはできません。

ルカの福音書１７章２０～２１節
「神の国は、目に見える形で来るものでは
ありません。『見よ、ここだ』とか、
『あそこだ』とか言えるようなものでは
ありません。見なさい。神の国は
あなたがたのただ中にあるのです。」

ガラテヤ人への手紙 ３章２６～２８節
あなたがたはみな、信仰により、
キリスト・イエスにあって神の子どもです。
キリストにつくバプテスマを受けたあなたがた
はみな、キリストを着たのです。
ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人も
なく、男と女もありません。
あなたがたはみな、
キリスト・イエスにあって
一つだからです。

ピリピ人への手紙 ３章２０～２１節
しかし、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
来られるのを、私たちは待ち望んでいます。
キリストは、万物をご自分に従わせることさえ
できる御力によって、私たちの
卑しいからだを、ご自分の栄光に
輝くからだと同じ姿に変えて
くださいます。

ヨハネの手紙 第一 ４章１３、１７節
神が私たちに御霊を与えてくださったことに
よって、私たちが神のうちにとどまり、神も私
たちのうちにとどまっておられることが分かり
ます。･･･こうして、愛が私たちにあって全う
されました。ですから、私たちはさばきの日に
確信を持つことができます。
この世において、私たちも
キリストと同じようである
からです。

エペソ人への手紙 ２章２１～２２節
このキリストにあって、建物の全体が組み合わされ
て成長し、主にある聖なる宮となります。
あなたがたも、このキリストにあって、ともに築き
上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。

ガラテヤ人への手紙 ５章１６～１７節
私は言います。御霊によって歩みなさい。
そうすれば、肉の欲望を満たすことは決して
ありません。肉が望むことは御霊に逆らい、
御霊が望むことは肉に逆らうからです。
この二つは互いに対立しているので、
あなたがたは願っていることができなく
なります。



テサロニケ人への手紙 第一 ５章２３節
平和の神ご自身が、あなたがたを完全に聖なる
ものとしてくださいますように。
あなたがたの霊、たましい、からだのすべてが、
私たちの主イエス・キリストの
来臨のときに、責められる
ところのないものとして
保たれていますように。

コリント人への手紙 第一 １０章１３節
あなたがたが経験した試練はみな、
人の知らないものではありません。
神は真実な方です。
あなたがたを耐えられない試練にあわせること
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
備えていてくださいます。

ルカの福音書 ６章３８節
与えなさい。そうすれば、あなたがたも
与えられます。詰め込んだり、
揺すって入れたり、盛り上げたりして、
気前良く量って懐に入れてもらえます。
あなたがたが量るその秤で、
あなたがたも量り返して
もらえるからです。

ローマ人への手紙 １４章７～８節
私たちの中でだれ一人、自分のために生きて
いる人はなく、自分のために死ぬ人もいない
からです。
私たちは、生きるとすれば
主のために生き、
死ぬとすれば主のために
死にます。ですから、
生きるにしても、死ぬにしても、
私たちは主のものです。

コリント人への手紙 第一 ９章２２～２３節
弱い人たちには、弱い者になりました。
弱い人たちを獲得するためです。
すべての人に、すべてのものとなりました。
何とかして、何人かでも救うためです。
私は福音のためにあらゆることをしています。
私も福音の恵みを
ともに受ける者と
なるためです。

ペテロの手紙 第二 ３章９節
主は、ある人たちが遅れていると
思っているように、約束したことを
遅らせているのではなく、あなたがたに対して
忍耐しておられるのです。
だれも滅びることがなく、すべての人が
悔い改めに進むことを望んでおられるのです。

エゼキエル書 １８章２３節
わたしは悪しき者の死を喜ぶだろうか
──神である主のことば──。
彼がその生き方から立ち返って
生きることを喜ばないだろうか。

ガラテヤ人への手紙 ２章１９～２０節
私はキリストとともに十字架につけられました。
もはや私が生きているのではなく、キリストが
私のうちに生きておられるのです。
今私が肉において生きている
いのちは、私を愛し、
私のためにご自分を与えて
くださった、神の御子に対する
信仰によるのです。

テモテへの手紙 第一 ２章８節
そういうわけで、私はこう願っています。
男たちは怒ったり言い争ったりせずに、
どこででも、きよい手を上げて祈りなさい。



エペソ人への手紙 ６章１２節
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、
支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、
また天上にいるもろもろの悪霊に対するも
のです。

テモテへの手紙 第二 ２章１１～１３節
次のことばは真実です。
「私たちが、キリストとともに死んだのなら、
キリストとともに生きるようになる。
耐え忍んでいるなら、キリストとともに王となる。
キリストを否むなら、キリストもまた、
私たちを否まれる。私たちが真実でなくても、
キリストは常に真実である。
ご自分を否むことができないからである。」

テモテへの手紙 第二 ２章１５節
あなたは務めにふさわしいと認められる人
として、すなわち、真理のみことばをまっ
すぐに説き明かす、恥じることのない働き
人として、自分を神に献げるように最善を
尽くしなさい。

エペソ人への手紙 ６章１７～１８節
救いのかぶとをかぶり、御霊の剣、
すなわち神のことばを取りなさい。
あらゆる祈りと願いによって、どんなときにも
御霊によって祈りなさい。
そのために、目を覚ましていて、
すべての聖徒のために、
忍耐の限りを尽くして
祈りなさい。

ヨハネの手紙 第一１章９節
もし私たちが自分の罪を告白するなら、
神は真実で正しい方ですから、
その罪を赦し、
私たちをすべての不義から
きよめてくださいます。

箴言３章５～６節
心を尽くして主に拠り頼め。
自分の悟りに頼るな。
あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。
主があなたの進む道をまっすぐにされる。

ヨハネの福音書 １６章２４節
今まで、あなたがたは、わたしの名によって
何も求めたことがありません。
求めなさい。そうすれば受けます。
あなたがたの喜びが満ちあふれる
ようになるためです。

コリント人への手紙 第二１０章３～４節
私たちは肉にあって歩んではいても、
肉に従って戦ってはいません。
私たちの戦いの武器は肉のものではなく、
神のために要塞を打ち倒す力があるものです。

マタイの福音書 ２２章３７～４０
『あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、
知性を尽くして、あなたの神、
主を愛しなさい。』
これが、重要な第一の戒めです。
『あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい』
という第二の戒めも、それと同じように重要です。
この二つの戒めに
律法と預言者の全体がかかっているのです。」



コリント人への手紙 第一 １４章３１節
だれでも学び、だれでも励ましが
受けられるように、だれでも一人ずつ
預言することができるのです。

ヨハネの福音書 １４章２６節
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、
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。

ヨハネの福音書 １０章２７節
わたしの羊たちはわたしの声を聞き分けます。
わたしもその羊たちを知っており、
彼らはわたしについて来ます。

イザヤ書 ３０章２１節
あなたが右に行くにも左に行くにも、
うしろから「これが道だ。これに歩め」と
言うことばを、あなたの耳は聞く。」

詩篇 １１９篇２６節
私は自分の道を申し述べました。
するとあなたは私に答えてくださいました。
どうかあなたのおきてを私に教えてください。

テサロニケ人への手紙第一５章１９～２２節
御霊を消してはいけません。
預言を軽んじてはいけません。
ただし、すべてを吟味し、
良いものはしっかり保ちなさい。
あらゆる形の悪から離れなさい。

詩篇 １００篇４節
感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ。
主に感謝し御名をほめたたえよ。

コリント人への手紙 第一 １３章９節
私たちが知るのは一部分、
預言するのも一部分であり、

コリント人への手紙 第一 １４章１節
愛を追い求めなさい。
また、御霊の賜物、特に預言することを
熱心に求めなさい。



エレミヤ書２９章１２～１４節
あなたがたがわたしに呼びかけ、来て、わたし
に祈るなら、わたしはあなたがたに耳を傾ける。
あなたがたがわたしを捜し求めるとき、
心を尽くしてわたしを求めるなら、
わたしを見つける。わたしはあなたがたに
見出される──主のことば──。

詩篇２５篇４～５節
主よあなたの道を私に知らせ
あなたの進む道を私に教えてください。
あなたの真理に私を導き教えてください。
あなたこそ私の救いの神
私はあなたを一日中
待ち望みます。

詩篇６６篇１８節
もしも不義を私が心のうちに見出すなら
主は聞き入れてくださらない。

箴言４章２３節
何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。
いのちの泉はこれから湧く。

詩篇３篇４節
私は声をあげて主を呼び求める。
すると主はその聖なる山から
私に答えてくださる。
セラ

ヨハネの福音書５章３０節
わたしは、自分からは何も行うことができま
せん。ただ聞いたとおりにさばきます。
そして、わたしのさばきは正しいのです。
わたしは自分の意志ではなく、わたしを遣わ
された方のみこころを求めるからです。

詩篇１３９篇１６節
あなたの目は胎児の私を見られ
あなたの書物にすべてが
記されました。
私のために作られた日々が
しかもその一日もないうちに。

コリント人への手紙 第一 １４章３～４節
しかし預言する人は、人を育てることばや
勧めや慰めを、人に向かって話します。
異言で語る人は自らを
成長させますが、
預言する人は教会を
成長させます。

ヨハネの福音書１５章９、１２
父がわたしを愛されたように、わたしもあなた
がたを愛しました。わたしの愛にとどまりなさ
い。･･･わたしがあなたがたを愛したように、
あなたがたも互いに愛し合うこと、これがわた
しの戒めです。



ヨハネの手紙 第一 ５章１３節
神の御子の名を信じているあなたがたに、
これらのことを書いたのは、
永遠のいのちを持っていることを、
あなたがたに分からせるためです。

エペソ人への手紙 ２章８～９節
この恵みのゆえに、
あなたがたは信仰によって救われたのです。
それはあなたがたから出たことではなく、
神の賜物です。行いによるのではありません。
だれも誇ることのないためです。

ローマ人への手紙 ３章２３節
すべての人は罪を犯して、
神の栄光を受けることができず、

マタイの福音書 ５章４８節
ですから、あなたがたの天の父が
完全であるように、完全でありなさい。

ヨハネの手紙 第一 ４章８節
愛のない者は神を知りません。
神は愛だからです。

ヨハネの福音書 １章１、１４節
初めにことばがあった。
ことばは神とともにあった。
ことばは神であった。
ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。

ローマ人への手紙 ６章２３節
罪の報酬は死です。
しかし神の賜物は、
私たちの主キリスト・イエスにある
永遠のいのちです。

ヨハネの福音書 ６章４７節
まことに、まことに、あなたがたに言います。
信じる者は永遠のいのちを持っています。

ヨハネの手紙 第三 １章２節
愛する者よ。あなたのたましいが幸いを得てい
るように、あなたがすべての点で幸いを得、また
健康であるように祈ります。



マタイの福音書 ６章３３～３４節
まず神の国と神の義を求めなさい。
そうすれば、これらのものはすべて、
それに加えて与えられます。
ですから、明日のことまで心配しなくて
よいのです。明日のことは明日が心配します。
苦労はその日その日に十分あります。

ローマ人への手紙 １２章１節
ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、
あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを、
神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として
献げなさい。それこそ、あなたがたに
ふさわしい礼拝です。

ローマ人への手紙 １２章２節
この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、
心を新たにすることで、自分を変えていただきな
さい。そうすれば、神のみこころは何か、すなわ
ち、何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるの
かを見分けるようになります。

エペソ ５章１節
ですから、愛されている子どもらしく、
神に倣う者となりなさい。

コリント人への手紙 第二 １１章２節
私は神の熱心をもって、
あなたがたのことを熱心に思っています。
私はあなたがたを清純な処女として、
一人の夫キリストに献げるために
婚約させたのですから。

コリント人への手紙 第一 ６章１９節
あなたがたは知らないのですか。
あなたがたのからだは、
あなたがたのうちにおられる、
神から受けた聖霊の宮であり、
あなたがたはもはや
自分自身のものではありません。

使徒の働き １６章３１節
「主イエスを信じなさい。そうすれば、
あなたもあなたの家族も救われます。」

マタイの福音書 ６章９～１３節
ですから、あなたがたはこう祈りなさい。
『天にいます私たちの父よ。
御名が聖なるものとされますように。
御国が来ますように。みこころが天で
行われるように、地でも行われますように。
私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。
私たちの負い目をお赦しください。
私たちも、私たちに負い目のある人たちを
赦します。
私たちを試みにあわせないで、
悪からお救いください。』

イザヤ書 ５３章４～５節
まことに、彼は私たちの病を負い、
私たちの痛みを担った。･･･
彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、
その打ち傷のゆえに、私たちは癒やされた。


