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死は勝利にのみ込まれた！
「イエスは彼女に言われた。『わたしはよみがえりです。いのちです。わたしを信じる者は死ん
でも生きるのです。26 また、生きていてわたしを信じる者はみな、永遠に決して死ぬことがあり
ません。あなたは、このことを信じますか。』」 (ヨハネの福音書 11 章 25～26 新改訳)
「もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉に
おいて生きているいのちは、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった、神の御子に対す
る信仰によるのです。」 (ガラテヤ 2:20 新改訳)

・キリストの復活はあなたに

を与える

新しいあなたについて言える５つのこと：
Þ 恵みは罪を犯し続けてもいいという
「それでは、どのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために、私たちは罪にとどまるべ
きでしょうか。2 決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおも罪の
うちに生きていられるでしょうか。」 (ローマ 6：1～2 新改訳)

Þ あなたは

、新しいいのちに歩んでいる

「それとも、あなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスにつくバプテスマを受けた私たち
はみな、その死にあずかるバプテスマを受けたのではありませんか。4 私たちは、キリストの死
にあずかるバプテスマによって、キリストとともに葬られたのです。それは、ちょうどキリストが
御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも、新しいいのちに歩むため
です。」 (ローマ 6：3～4 新改訳)

Þ あなたは死と復活を通して

になっている

「私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活と
も同じようになるからです。6 私たちは知っています。私たちの古い人がキリストとともに十字架
につけられたのは、罪のからだが滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。7
死んだ者は、罪から解放されているのです。8 私たちがキリストとともに死んだのなら、キリスト
とともに生きることにもなる、と私たちは信じています。」 (ローマ 6：5～8 新改訳)

Þ あなたはキリスト・イエスにあって罪に対して死んだ者で、
である
私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。
死はもはやキリストを支配しないのです。10 なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に
対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだから
です。11 同じように、あなたがたもキリスト・イエスにあって、自分は罪に対して死んだ者であり、
神に対して生きている者だと、認めなさい。(ローマ 6：9～11 新改訳)

Þ 罪があなたを
ですから、あなたがたの死ぬべきからだを罪に支配させて、からだの欲望に従ってはいけませ
ん。13 また、あなたがたの手足を不義の道具として罪に献げてはいけません。むしろ、死者の
中から生かされた者としてあなたがた自身を神に献げ、また、あなたがたの手足を義の道具と
して神に献げなさい。14 罪があなたがたを支配することはないからです。あなたがたは律法の
下にではなく、恵みの下にあるのです。(ローマ 6：12～14 新改訳)
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DEATH IS SWALLOWED UP IN VICTORY
“Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live,
even though they die; 26and whoever lives by believing in me will never die. Do you
believe this?”
(John 11:25-26 NIV)
“I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now
live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.”
(Galatians 2:20 NIV)

• Christ’s resurrection gives you

FIVE TRUTHS ABOUT THE NEW YOU:
Þ Grace is

to continue to sin

Þ You are

to a new life

“What shall we say, then? Shall we go on sinning so that grace may increase? 2 By no
means! We are those who have died to sin; how can we live in it any longer? “
(Romans 6:1-2 NIV)
“Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into
his death? 4 We were therefore buried with him through baptism into death in order that,
just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a
new life.” (Romans 6:3-4 NIV)

Þ You are

through death and resurrection

“For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united
with him in a resurrection like his. 6 For we know that our old self was crucified with him so
that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to
sin— 7 because anyone who has died has been set free from sin. 8 Now if we died with
Christ, we believe that we will also live with him.” (Romans 6:5-8 NIV)

Þ You are dead to sin but

in Christ Jesus

“For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again; death no
longer has mastery over him. 10The death he died, he died to sin once for all; but the life
he lives, he lives to God. 11In the same way, counts yourselves dead to sin but alive to God
in Christ Jesus.” (Romans 6:9-11 NIV)

Þ Sin shall

be your

“Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. 13Do
not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer
yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part
of yourself to him as an instrument of righteousness. 14 For sin shall no longer be your
master because you are not under the law but under grace.” (Romans 6:12-14 NIV)

