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驚くばかりの恵みなりき
「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、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。
」(ローマ 3:23-24)

1.

:

私たちの

を知る

「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」(ローマ 3:23)
「9 あなたがたは、正しくない者は神の国を相続できないことを、知ら
ないのですか。だまされてはいけません。不品行な者、偶像を礼拝す
る者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、 10 盗む者、貪欲
な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者はみな、神の国を相続する
ことができません。
」(１コリント 6:9−10)

2.

:

神の

を感謝する

「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、」
(ローマ 3:24)
「自分の肉を、さまざまな情欲や欲望とともに、十字架につけてしま
ったのです。
」（ガラテヤ 5:24）

3.

：神の

の中を歩む

「価なしに義と認められるのです。
」(ローマ 3:24)
「あなたがたの中のある人たちは以前はそのような者でした。しかし、
主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によって、あなたがた
は洗われ、聖なる者とされ、義と認められたのです。
」
（１コリント 6:11）
「いったい、働く人に対する報酬は、恩恵としてではなく、当然の支
払いとして認められる。 しかし、働きはなくても、不信心な者を義と
するかたを信じる人は、その信仰が義と認められるのである。
」
(ローマ人への手紙4:4-5)
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Amazing Grace
“for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as
a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus;”
(Romans 3:23-24 NASB)

1.

: Know our

.

“for all have sinned and fall short of the glory of God”
(Romans 3:23 NASB)
“ 9 Or do you not know that the unrighteous will not inherit the
kingdom of God? Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters,
nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, 10 nor thieves, nor
the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers, will inherit the
kingdom of God.” (1 Corinthians 6:9−10 NASB)

2.

: Be thankful for His

.

“ by His grace through the redemption which is in Christ Jesus; ”
(Romans 3:24 NASB)
“Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its
passions and desires.” (Galatians 5:24 NASB)

3.

：Walk in God’s

.

“being justified as a gift”(Romans 3:24 NASB)
“ Such were some of you; but you were washed, but you were
sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ
and in the Spirit of our God.”(１Corinthians 6:11 NASB）
“4 Now to the one who works, his wage is not credited as a favor, but
as what is due. 5 But to the one who does not work, but believes in Him
who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness, ”
(Romans 4:4-5 NASB)
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