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あなたの確信が揺らぐとき
・自分の

を疑い、自分の

を疑わない

その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。
「見
よ、世の罪を取り除く神の子羊。30『私の後に一人の人が来られます。
その方は私にまさる方です。私より先におられたからです』と私が言
ったのは、この方のことです。31 私自身もこの方を知りませんでした。
しかし、私が来て水でバプテスマを授けているのは、この方がイスラ
エルに明らかにされるためです。
」32 そして、ヨハネはこのように証し
した。
「御霊が鳩のように天から降って、この方の上にとどまるのを私
は見ました。33 私自身もこの方を知りませんでした。しかし、水でバ
プテスマを授けるようにと私を遣わした方が、私に言われました。
『御
霊が、ある人の上に降って、その上にとどまるのをあなたが見たら、
その人こそ、聖霊によってバプテスマを授ける者である。
』34 私はそれ
を見ました。それで、この方が神の子であると証しをしているのです。」
(ヨハネ 1:29～34 新改訳 2017)
さて、牢獄でキリストのみわざについて聞いたヨハネは、自分の弟子
たちを通じて 3 イエスにこう言い送った。
「おいでになるはずの方はあ
なたですか。それとも、別の方を待つべきでしょうか。」4 イエスは彼
らに答えられた。
「あなたがたは行って、自分たちが見たり聞いたりし
ていることをヨハネに伝えなさい。5 目の見えない者たちが見、足の不
自由な者たちが歩き、ツァラアトに冒された者たちがきよめられ、耳
の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福
音が伝えられています。6 だれでも、わたしにつまずかない者は幸いで
す。
」 (マタイ 11:2～6 新改訳 2017)

自分の信仰を疑ってしまう時に覚えておくべき４つのこと：
1. 自分の人生でイエス様がしてくださったことを
2. 良い知らせに焦点を当て、
3. 悪い知らせに焦点を当てないようにして、
4. イエス様がなさることに

する
する
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WHEN YOUR CONFIDENCE
STARTS SHAKING
・ DOUBT YOUR FEARS, NEVER DOUBT YOUR FAITH
“The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look,
the Lamb of God, who takes away the sin of the world! 30 This is the
one I meant when I said, ‘A man who comes after me has surpassed
me because he was before me.’ 31 I myself did not know him, but the
reason I came baptizing with water was that he might be revealed to
Israel.” 32 Then John gave this testimony: “I saw the Spirit come
down from heaven as a dove and remain on him. 33 And I myself did
not know him, but the one who sent me to baptize with water told me,
‘The man on whom you see the Spirit come down and remain is the
one who will baptize with the Holy Spirit.’ 34 I have seen, and I testify
that this is God’s Chosen One.” (John 1:29-34 NIV)
“When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah,
he sent his disciples 3 to ask him, “Are you the one who is to come, or
should we expect someone else?”4 Jesus replied, “Go back and report
to John what you hear and see: 5 The blind receive sight, the lame walk,
those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised,
and the good news is proclaimed to the poor. 6 Blessed is anyone who
does not stumble on account of me.” (Matthew11:2-6 NIV)

FOUR THINGS REMEMBER WHEN DOUBTING YOUR FAITH:
1.
2.

WHAT JESUS HAS DONE IN OUR LIFE
AND FOCUS GOOD REPORTS

3.

AND LIMIT THE FOCUS ON BAD REPORTS

4.

IN WHAT JESUS DOES
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