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BY FAITH, WE ARE IN A PLACE OF
UNDESERVED PRIVILEGE
• YOU ARE IN A PRIVILEGED
“Therefore, since we have been made right in God’s sight by faith, we have
peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for
us. 2 Because of our faith, Christ has brought us into this place of
undeserved privilege where we now stand, and we confidently and joyfully
look forward to sharing God’s glory. 3 We can rejoice, too, when we run into
problems and trials, for we know that they help us develop endurance. 4 And
endurance develops strength of character, and character strengthens our
confident hope of salvation.5 And this hope will not lead to disappointment.
For we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy
Spirit to fill our hearts with his love. 6 When we were utterly helpless, Christ
came at just the right time and died for us sinners. 7 Now, most people would
not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps
be willing to die for a person who is especially good. 8 But God showed his
great love for us by sending Christ to die for us while we were still
sinners. 9 And since we have been made right in God’s sight by the blood of
Christ, he will certainly save us from God’s condemnation.10 For since our
friendship with God was restored by the death of his Son while we were still
his enemies, we will certainly be saved through the life of his Son. 11 So now
we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord
Jesus Christ has made us friends of God.” (Romans 5:1—11 NLT)
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信仰により身に余る特権を得る
• あなたは

でいるという特権を持っている

ですから、信仰によって神の目に正しい者とされた私たちは、主イエス・キ
リストによって、神との間に平和を得ています。 信仰のゆえに、キリスト
は私たちを、いま立っている、この最高の特権ある立場に導いてくださいま
した。そして私たちは、私たちに対する神の計画がすべて実現するのを、喜
びをもって待ち望んでいるのです。 ですから私たちは、さまざまの苦しみ
や困難に直面した時も喜ぶことができます。それによって忍耐を学ぶからで
す。 忍耐によって私たちの品性が磨かれ、さらに、それによって希望が与
えられるのです。こうして、私たちの希望と信仰は強められ、どんなことに
も動じなくなるのです。 この希望は失望に終わることはありません。それ
は、神が聖霊を与えてくださり、その聖霊が私たちの心に神の愛を満たして
くださっているからです。 私たちが逃れる道もなく、行き詰まっていた時、
キリストはおいでになり、何のとりえもない、私たち罪人のために死んでく
ださいました。 たとえ私たちが良い人間であったとしても、だれかが自分
のために死んでくれるなどとは考えてもみなかったでしょう。 しかし、私
たちがまだ罪人であった時、神はキリストを遣わしてくださいました。その
キリストが私たちのために死なれたことにより、神は私たちに大きな愛を示
してくださったのです。 キリストは、罪人のために血まで流してくださっ
たのですから、私たちが無罪とされた今は、もっとすばらしいことをしてく
ださるに違いありません。今やキリストは、神の怒りから、私たちを完全に
救い出してくださるのです。 私たちが神の敵であった時でさえ、ひとり子
の死によって、神のもとに連れ戻されたくらいですから、私たちが神の友と
なり、神が私たちのうちに生きておられる今は、どんなにかすばらしい祝福
が備えられていることでしょう。 私たちは、神との驚くべき新しい関係を
心から喜んでいます。それはただ、主イエス・キリストが私たちの罪のため
に死んで成し遂げてくださったこと、すなわち、私たちを神の友としてくだ
さったことのおかげなのです。（ローマ５：１−１１ リビング訳）
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