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危機の中でキリストを見つける
信仰の危機の中で覚えておくべき４つのこと：
1. キリストが

であることを覚える

これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、「平安が
あなたがたにあるように」と言われた。37 彼らはおびえて震え上がり、幽霊
を見ているのだと思った。38 そこで、イエスは言われた。「なぜ取り乱してい
るのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。39 わたしの手やわたしの足
を見なさい。まさしくわたしです。わたしにさわって、よく見なさい。幽霊なら
肉や骨はありません。見て分かるように、わたしにはあります。」40 こう言っ
て、イエスは彼らに手と足を見せられた。(ルカ 24:36～53 新改訳 2017)

2.

を覚える

彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっていたので、イエスは、「こ
こに何か食べ物がありますか」と言われた。42 そこで、焼いた魚を一切れ差
し出すと、43 イエスはそれを取って、彼らの前で召し上がった。44 そしてイエ
スは言われた。「わたしがまだあなたがたと一緒にいたころ、あなたがたに
話したことばはこうです。わたしについて、モーセの律法と預言者たちの書
と詩篇に書いてあることは、すべて成就しなければなりません。」
(ルカ 24:41～44 新改訳 2017)

3. 自分の

を忘れない

それからイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、46 こう言われ
た。「次のように書いてあります。『キリストは苦しみを受け、三日目に死人
の中からよみがえり、47 その名によって、罪の赦しを得させる悔い改めが、
あらゆる国の人々に宣べ伝えられる。』エルサレムから開始して、48 あなた
がたは、これらのことの証人となります。」(ルカ 24:45～48 新改訳 2017)

4.

ことを思い出す

「見よ。わたしは、わたしの父が約束されたものをあなたがたに送ります。あ
なたがたは、いと高き所から力を着せられるまでは、都にとどまっていなさ
い。」50 それからイエスは、弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を
上げて祝福された。51 そして、祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げ
られた。52 彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰
り、53 いつも宮にいて神をほめたたえていた。(ルカ 24:49～53 新改訳 2017)
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DISCOVERING CHRIST IN CRISIS
FOUR THINGS TO REMEMBER IN FAITH CRISIS:
1. REMEMBER CHRIST IS
“While they were still talking about this, Jesus himself stood among
them and said to them, “Peace be with you.” 37 They were startled
and frightened, thinking they saw a ghost. 38 He said to them, “Why
are you troubled, and why do doubts rise in your minds? 39 Look at my
hands and my feet. It is I myself! Touch me and see; a ghost does not
have flesh and bones, as you see I have.” 40 When he had said this,
he showed them his hands and feet.” (Luke 24:36—40 NIV)

2. REMEMBER
“And while they still did not believe it because of joy and amazement,
he asked them, “Do you have anything here to eat?” 42 They gave
him a piece of broiled fish, 43 and he took it and ate it in their presence.
44 He said to them, “This is what I told you while I was still with you:
Everything must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses,
the Prophets and the Psalms.” (Luke 24:41—44 NIV)

3. REMEMBER YOUR
“Then he opened their minds so they could understand the Scriptures.
46 He told them, “This is what is written: The Messiah will suffer and
rise from the dead on the third day, 47 and repentance for the
forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning
at Jerusalem. 48 You are witnesses of these things.”
(Luke 24:45—48 NIV)

4. REMEMBER YOU HAVE BEEN
“I am going to send you what my Father has promised; but stay in the
city until you have been clothed with power from on high.” 50 When
he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and
blessed them. 51 While he was blessing them, he left them and was
taken up into heaven. 52 Then they worshiped him and returned to
Jerusalem with great joy. 53 And they stayed continually at the temple,
praising God.” (Luke 24:49—53 NIV)

