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2022 年に持っていくべきもの
あなたがたは、信仰に生きているかどうか、自分自身を試し、吟味しなさい。それ
とも、あなたがたは自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられるこ
とを、自覚していないのですか。あなたがたが不適格な者なら別ですが。
6
しかし、私たちは不適格でないことが、あなたがたに分かるように、
私は望んでいます。（２コリント 13:5～6 新改訳 2017）

・私たちの確信は、自分が

であるということ

そのころ、エルサレムで宮きよめの祭りがあった。時は冬であった。23 イエスは宮
の中で、ソロモンの回廊を歩いておられた。24 ユダヤ人たちは、イエスを取り囲ん
で言った。「あなたは、いつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリスト
なら、はっきりと言ってください。」25 イエスは彼らに答えられた。「わたしは話した
のに、あなたがたは信じません。わたしが父の名によって行うわざが、わたしにつ
いて証ししているのに、26 あなたがたは信じません。あなたがたがわたしの羊の
群れに属していないからです。27 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。28 わたしは彼ら
に永遠のいのちを与えます。彼らは永遠に、決して滅びることがなく、また、だれ
も彼らをわたしの手から奪い去りはしません。29 わたしの父がわたしに与えてくだ
さった者は、すべてにまさって大切です。だれも彼らを、父の手から奪い去ること
はできません。30 わたしと父とは一つです。」(ヨハネ 10:22～30 新改訳 2017)

イエス様が約束された７つの確信
1. イエス様の羊は、主の声を聞き分ける
2. イエス様は、ご自分の羊を知っておられる
3. イエス様の羊は主に従う
4. イエス様はご自分の羊に永遠のいのちを与えられる
5. イエス様の羊は決して滅びることがない
6. 誰も彼らをイエス様と父なる神様の手から奪い去ることはで
きない
7. 父なる神様はイエス様に彼らを与えられた
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WHAT TO TAKE INTO 2022
“Examine yourselves to see whether you are in the faith; test yourselves.
Do you not realize that Christ Jesus is in you—unless, of course,
you fail the test? 6 And I trust that you will discover that
we have not failed the test.” (2 Corinthians 13:5-6 NIV)

• THE CONFIDENT ASSURANCE IS THAT
YOU
Then came the Festival of Dedication at Jerusalem. It was winter, 23and Jesus
was in the temple courts walking in Solomon’s Colonnade. 24The Jews who
were there gathered around him, saying, “How long will you keep us in
suspense? If you are the Messiah, tell us plainly.” 25Jesus answered, “I did tell
you, but you do not believe. The works I do in my Father’s name testify about
me, 26 but you do not believe because you are not my sheep. 27My sheep
listen to my voice; I know them, and they follow me. 28I give them eternal life,
and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. 29My
Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch
them out of my Father’s hand. 30I and the Father are one.
(John 10:22-30 NIV)

JESUS’ SEVEN PROMISED ASSURANCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

His sheep listen to His voice
He knows His sheep
His sheep follow Him
He gives eternal life to His sheep
His sheep will never perish
No one can snatch them out of His hand and His
Father’s hand
7. His Father gave them to Him

