
© Mustard Seed Christian Church, 2016

ファースト・ステップ　２ 
イエス・キリストは誰？


考えましょう：イエスについて何か聞いた
ことがありますか？


イエスは約2000年前に生まれた歴史上の人物で
す。


イエスはイスラエルにあるベツレヘムと言う小
さな町で生まれました。


イエスについての一般的な事実：

•この世の財産はあまりなく、貧しい暮らし
をしていた。


•結婚をせず子どももいなかった。

• 30歳まで大工として生計を立てていた。

• 30歳から33歳まで各地を巡りながら神につ
いて教えた。


• 33歳でローマ人とユダヤ人の指導者たちに
よって十字架上で処刑された。


•イエスは本を書いたことがないにも関わらず、
歴史上で誰よりも多く本に書かれている。


•イエスは海外に行ったことがないのにイエス
の名は世界の隅々にまで宣べ伝えられている。

聖書には、福音書と呼ばれるイエスの生涯に関
する歴史的書物が４つあります。これらの書物
のタイトルはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで
す。イエスの生涯、死そして復活について述べ
ています。


福音書は目撃証人(マタイとヨハネ)および目撃
証人の話を聞いた人達 (マルコとルカ)によって
書かれ、またこれらの記述は長い月日を通して
注意深く保存されました。 福音書のように歴
史的に正確で、なおかつ保存状態が良い古書は
他にありません(本レッスン最後の注釈を参照く
ださい)。


イエスの生涯 

イエスの生涯を理解するために、イエスが成し
たことそしてイエスが教えたことを見ていきま
しょう。


イエスは何をしましたか？ 
1. イエスは奇跡を起こした: 彼は病人を癒し、
盲目の人を見えるようにし、足の不自由な人を
歩かせ、水上を歩き、嵐を鎮め、死者を甦らせ
ました。


マタイによる福音書１５章３０説 
すると、大ぜいの人の群れが、足なえ、不
具者、盲人、おしの人、そのほかたくさん
の人をみもとに連れて来た。そして、彼ら
をイエスの足もとに置いたので、イエスは
彼らをおいやしになった。


2. イエスは、身分の低い人やその当時社会的に
日蔭者と見なされた人—女性、子供、徴税人、
貧しい者、売春婦、未亡人を含む全ての人に愛
と哀れみを表しました。


マルコによる福音書１章４０～４２説 
さて、ツァラアトに冒された人が、イエス
のみもとにお願いに来て、ひざまずいて言っ
た。「お心一つで、私はきよくしていただ
けます。」イエスは深くあわれみ、手を伸
ばして、彼にさわって言われた。「わたし
の心だ。きよくなれ。」すると、すぐに、
そのツァラアトが消えて、その人はきよく
なった。


注: 「ツァラアト」とは、非常に伝染性のある
皮膚病のことです。いったんこの病気にかかる
と、患者はもう二度と自分の配偶者や子供達に
触れたり抱き寄せたりすることはできませんで
した。１世紀頃、ツァラアトの患者は自分たち
の家族や友人から離れて町の外にあるツァラア
ト患者区域に住まざるを得ませんでした。買い
物で町に入る場合、ツァラアト患者は、自分が
来ていることを人々に警告するために大声で叫
ばねばなりませんでした。非常に孤独で恥ずか
しい生涯でした。


ほとんどの人がツァラアト患者から逃げ出す中、
イエスはこの患者に哀れみを示すだけでなく彼
に触れることさえもしました。


3. この地上で生きておられた間中ずっと、イエ
スは完璧で純粋で、罪のないお方でした。


ペテロの手紙第一２章２２節 
キリストは罪を犯したことがなく、その口
に何の偽りも見いだされませんでした。


4. イエスは神と神の国について人々に教えなが
らイスラエルを巡りました。


マルコによる福音書１章１４～１５と３８
−３９説 
ヨハネが捕えられて後、イエスはガリラヤ
に行き、神の福音を宣べて言われた。「時
が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて
福音を信じなさい。…　イエスは彼らに言
われた。「さあ、近くの別の村里へ行こう。
そこにも福音を知らせよう。わたしは、そ
のために出て来たのだから。」こうしてイ
エスは、ガリラヤ全地にわたり、その会堂
に行って、福音を告げ知らせ、悪霊を追い
出された。


イエスは何を教えましたか？ 
イエスは様々な場所で、様々な方法で教えまし
た。最もよく見られるイエスの教え方の１つは、
「たとえ話」を使うことによってさらに偉大な
真理と意味を指し示すという方法です。


マルコによる福音書４章１～２節 
イエスはまた湖のほとりで教え始められた。
おびただしい数の群衆がみもとに集まった。
それでイエスは湖の上の舟に乗り、そこに
腰をおろされ、群衆はみな岸べの陸地にい
た。イエスはたとえによって多くのことを
教えられた。その教えの中でこう言われた。

1.イエスは私たちに神と人とを愛することを教
えました。


マルコによる福音書１２章２９～３１節 
イエスは答えられた。「一番たいせつなの
はこれです。『イスラエルよ。聞け。われ
らの神である主は、唯一の主である。心を
尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力
を尽くして、あなたの神である主を愛せ
よ。』次にはこれです。『あなたの隣人を
あなた自身のように愛せよ。』この二つよ
り大事な命令は、ほかにありません。」


2. イエスは自分が聖なる神の子であると教えま
した。


マルコによる福音書１４章６１～６２節 
しかし、イエスは黙ったままで、何もお答
えにならなかった。大祭司は、さらにイエ
スに尋ねて言った。「あなたは、ほむべき
方の子、キリストですか。」そこでイエス
は言われた。「わたしは、それです。人の
子が、力ある方の右の座に着き、天の雲に
乗って来るのを、あなたがたは見るはずで
す。」


注:  イエス誕生の何千年も前、神は「キリス
ト」「神の子」と呼ばれる救世主を送ることを
約束しました。イエスはこの預言の実現（成就）
でした（ファースト・ステップ４を参照してく
ださい）。上記のマルコ１４章にあるように、
イエスはしばしば自分のことを話すときにご自
分を「人の子」という言葉で表しました。「人
の子」とは旧約聖書のキリストについての預言
を指し示す言葉です。


考えましょう: イエスの生涯について何が
あなたの心に留まり、また驚かせました
か?


イエスの死 

イエスの死の歴史的な記述は４福音書全てに記
されています。イエスは夜中に行われた違法な
裁判の後、（金曜日の午後）十字架上で処刑さ
れました。


1. イエスはなぜ殺されたのか？

ユダヤ人の指導者は神の子としてイエスを受け
入れず、彼の権威を不当に拒みました。ここに、
ユダヤ人の指導者がイエスを殺そうとした理由
を表す記述があります:


ヨハネによる福音書１０章３３節 
ユダヤ人たちはイエスに答えた。「良いわ
ざのためにあなたを石打ちにするのではあ
りません。冒涜のためです。あなたは人間
でありながら、自分を神とするからです。」

2. イエスは自分の死を予期していた。


マルコによる福音書８章３１節

それから、人の子は必ず多くの苦しみを受
け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てら
れ、殺され、三日の後によみがえらなけれ
ばならないと、弟子たちに教え始められた。

考えましょう: 普通、人が、イエスがした
ように特定の方法で自分の死について語る
のを私たちは耳にしません。イエスが自分
自身について、どのように死んで３日後に
甦ると非常に明確に語っていることについ
て、あなたはどう思いますか？


イエスが自分の死に方と時期について詳しく知
り、そして再び生き返るとは注目に値します。
イエスが非常に詳細に知っていた(そして彼は正
しかった!)という事実は、さらに偉大なことを
指し示しています。イエスはあなたや私のよう
なただの人間ではなく、より偉大な何かだとい
うことです。


3. なぜイエスは死ななければならなかったの
か？


イエスが自分の死を予言した一例においてこの
ように述べています:


マルコによる福音書１０章４５節 
「人の子が来たのも、仕えられるためでは
なく、かえって仕えるためであり、また、
多くの人のための、贖いの代価として、自
分のいのちを与えるためなのです。」


イエスは、支払い切れない借金という言い方で
私たちの罪を表現するために「贖いの代価」と
いう言葉をここで使用しています。イエスは、
人の罪とは私たちが支払うことのできない借金
のようであると教えました。例えば、あるたと
え話で、使用人が彼の主人と借金を清算しよう
と試みるお話をイエスはしています。


マタイによる福音書１８章２４～２７節 
清算が始まると、まず一万タラントの借り
のあるしもべが、王のところに連れて来ら
れた。しかし、彼は返済することができな
かったので、その主人は彼に、自分も妻子
も持ち物全部も売って返済するように命じ
た。それで、このしもべは、主人の前にひ
れ伏して、『どうかご猶予ください。そう
すれば全部お払いいたします』と言った。
しもべの主人は、かわいそうに思って、彼
を赦し、借金を免除してやった。


イエスの時代には、１タラント（貨幣単位）は
２年分の賃金に等しかったのです。使用人が主
人に借りた金額は完全に支払うことが不可能で
あるのに、彼は借金を清算すると主人に言い張
り続けました!


イエスの死は私たちの借金を清算する贖いの代
価でした。


4. 私たちは信仰を通してイエスの死から恩恵を
受けることができます。


ヨハネによる福音書３章１６節 
神は、実に、そのひとり子をお与えになっ
たほどに、世を愛された。それは御子を信
じる者が、ひとりとして滅びることなく、
永遠のいのちを持つためである。


イエスの復活 

考えましょう: イエスと他の主要な宗教の
指導者との決定的な違いは何ですか?


イエスと他の宗教指導者を比較する際に、議論
される違いは数多くありますが、最も重要な違
いはイエスが今日も生きているということです。

イエスが予言した通り、殺された3日後に神は
イエスを死から甦らせました。イエスの復活は
4つの福音書全てに記録され、クリスチャンは
それを歴史的事実と信じています。聖書の中の
一つの書物の著者は、イエスの復活は真実であ
ると強く確信し、懐疑論者に復活後のイエスを
見た多くの人々（500人以上）に話しかけるよ
う奨めています。


コリント人への手紙第一１５章３～６節 
私があなたがたに最も大切なこととして伝
えたのは、私も受けたことであって、次の
ことです。キリストは、聖書の示すとおり
に、私たちの罪のために死なれたこと、ま
た、葬られたこと、また、聖書に従って三
日目によみがえられたこと、また、ケパに
現われ、それから十二弟子に現われたこと
です。その後、キリストは五百人以上の兄
弟たちに同時に現われました。その中の大
多数の者は今なお生き残っていますが、す
でに眠った者もいくらかいます。


注: 聖書で「眠った」と言う場合、一部の人々
が永眠したことを述べる丁寧な言い方です。「ケ
パ」や「十二弟子」は、3年間の公生涯を共に
したイエスの弟子を表します。


復活の証拠

•この話は完全に信頼性があり真実である神の
言葉（聖書）のうちに書かれている。


•イエスのお墓は空であり、彼の遺体は一度も
見つけられたことがない。


•以下の事実はイエスの復活なしには説明でき
ない:

•彼の兄弟（ヤコブズとユダ）は、イエスは
頭がおかしいと思ったが、その後、イエス
に対する考えを変えた。


•イエスの弟子は、その多くが殉教者として
死ぬその時までイエスが誰であるかを大胆
に宣言し続けた。


•イエスの敵（使徒パウロなど）は改心して
彼を礼拝した。


キリスト教は、イエスの驚くべき生涯、死、復
活を通して現される、あなたに対する神の偉大
なる愛の物語です。


神との和解と天国における永遠の命は、イエス・
キリストへの信仰により受けることができます。

次の時間について:

「最初のステップ: ステップ 3」の準備をする
には：レッスンを深く理解するために、今週少
し時間を取ってください。また、時間があれば、
ローマ人への手紙のイエスの良い知らせを読み
始めてください。


付録：福音は歴史的に信頼性がありますか？


聖書学者は福音書の歴史的な信頼性を擁護して
います。たくさんの証拠があります。以下にい
くつかを紹介します：

• 5000以上ものギリシャ語の写本があり、そ
の中にはオリジナルの原稿から100年未満の
ものもある。


•これらの写本は99％正確である。

•矛盾した考古学的、歴史的な証拠がないだ
けではなく、現在実施されている発掘は福音
の詳細に関しても支持し続けている


•福音書は目撃者(マタイとヨハネ)と目撃者に
尋ねた人(マルコとルカ)によって書かれ、そ
して真理の為に死ぬ覚悟のある人たちによっ
て大切に保存された。

First Steps 2 
Who is Jesus? 

Consider: What have you heard about 
Jesus Christ? 

Jesus was a historical person, born about 2000 
years ago. 

Jesus was born in a small town called 
Bethlehem, located in Israel. 

General Facts about Jesus: 
•Jesus was poor with few earthly 

possessions. 
•Jesus never married nor did he have 

children. 
•He made his living as a carpenter until he 

was 30 years old. 
•From age 30 to 33, Jesus spent his time 

traveling around, teaching people about 
God. 

•At age 33 he was executed by crucifixion 
by Roman and Jewish leaders. 

•Jesus never wrote a book, yet more books 
have been written about him than anyone 
else in history. 

•Jesus never traveled overseas, yet his 
name has been preached in every corner 
of the world.  

In the Bible there are four historical books about 
Jesus’ life, called the gospels. The titles of these 
books are: Matthew, Mark, Luke and John. They 
give insight into Jesus’ life, death, and 
resurrection. 

The gospels were written by eyewitnesses 
(Matthew and John) and men who interviewed 
eyewitnesses (Mark and Luke), and these 
accounts were carefully preserved throughout 
history. There are no other ancient books that are 
as historically accurate or well-preserved as the 
gospels (see the appendix at the end of this 
lesson). 

Jesus’ Life 

To understand the life of Jesus, let’s look at what 
Jesus did and what Jesus taught. 

What Jesus Did: 
1. Jesus performed miracles: he healed the sick, 
gave sight to the blind, caused the lame to walk, 
walked on water, calmed storms, and raised the 
dead. 

Matthew 15:30 
And great crowds came to him, bringing 
with them the lame, the blind, the crippled, 
the mute, and many others, and they put 
them at his feet, and he healed them... 

2. Jesus showed love and compassion to 
everyone, including those of low status and 
those viewed as social outcasts at that time--
women, children, tax-collectors, the poor, 
prostitutes, widows. 

Mark 1:40-42 
And a leper came to him, imploring him, 
and kneeling said to him, “If you will, you 
can make me clean.” Moved with pity, he 
stretched out his hand and touched him 
and said to him, “I will; be clean.” And 
immediately the leprosy left him, and he was 
made clean. 

Note: A leper was a person who suffered from a 
disease of the skin that was highly contagious. 
Once contracted, a leper would never touch or 
hug his spouse or children again. In the first 
century, lepers were forced to leave the city, their 
family, and friends, and live in a leper colony 
outside the city limits. When entering the city for 
shopping, a leper had to yell in a loud voice to 
warn people he was coming. It was an extremely 
lonely and shameful life. 

While most people ran from lepers, Jesus not 
only showed compassion to this man, but he 
even touched him. 

3. While Jesus lived on this earth he remained 
perfect, pure, and sinless.  

1 Peter 2:22 
[Jesus] committed no sin, neither was 
deceit found in his mouth. 

4. Jesus traveled around Israel teaching people 
about God and God's Kingdom. 

Mark 1:14-15, 38-39 
Now after John was arrested, Jesus came 
into Galilee, proclaiming the gospel of God, 
and saying, “The time is fulfilled, and the 
kingdom of God is at hand; repent and 
believe in the gospel.” … And he said to 
them, “Let us go on to the next towns, that I 
may preach there also, for that is why I 
came out.” And he went throughout all 
Galilee, preaching in their synagogues and 
casting out demons. 

What Jesus Taught: 
Jesus taught in a variety of places and ways. 
One of his most common teaching methods 
involved the use of a specific kind of story called 
a parable, meant to point to a greater truth and 
meaning. 

Mark 4:1-2 
Again he began to teach beside the sea. 
And a very large crowd gathered about him, 
so that he got into a boat and sat in it on 
the sea, and the whole crowd was beside 
the sea on the land. And he was teaching 
them many things in parables… 

1. Jesus taught us to love God and others 

Mark 12:29-31 
Jesus answered, “The most important is, 
‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord 
is one. And you shall love the Lord your 
God with all your heart and with all your soul 
and with all your mind and with all your 
strength.’ The second is this: ‘You shall love 
your neighbor as yourself.’ There is no other 
commandment greater than these.” 

2. Jesus taught that he was the divine Son of 
God 

Mark 14:61b-62 
Again the high priest asked him, “Are you 
the Christ, the Son of the Blessed?” And 
Jesus said, “I am, and you will see the Son 
of Man seated at the right hand of Power, 
and coming with the clouds of heaven.” 

Note: Thousands of years before Jesus’ birth, 
God promised to send a savior, called “the 
Christ” and “the Son of God.” Jesus was the 
fulfillment of these prophecies. (See “First Steps: 
Step 4”.) Like in Mark 14 above, Jesus often 
referred to himself by using the title “Son of 
Man”--which points to a prophecy in the Old 
Testament about the Christ. 

Consider: What sticks out or surprises you 
about the life of Jesus? 

Jesus’ Death 

The historical account of Jesus’ death can be 
read in all four gospels. After an illegal trial in the 
middle of the night, Jesus was executed by 
crucifixion on a Friday afternoon. 

1. Why was he killed? 
The Jewish leaders did not accept Jesus as the 
Son of God and wrongfully rejected his authority. 
Here is an account of the Jewish leaders 
expressing why they sought to kill Jesus: 

John 10:33 
The Jews answered him, “It is not for a 
good work that we are going to stone you 
but for blasphemy, because you, being a 
man, make yourself God.” 

2. Jesus predicted his own death: 

Mark 8:31 
And he began to teach them that the Son of 
Man must suffer many things and be 
rejected by the elders and the chief priests 
and the scribes and be killed, and after 
three days rise again. 

Consider: Usually we don’t hear people talk 
about their death in the specific ways that 
Jesus did. What do you think it says about 
Jesus that he was so specific about how he 
would die and rise again three days later? 

It is remarkable that Jesus was detailed about 
how and when he would die, and that he would 
rise again. The fact that Jesus was so specific 
(and that he was correct!) points to something 
greater. Jesus wasn’t just a human like you and 
me, but he is something wholly greater. 

3. Why did Jesus have to die? 

In one instance where Jesus predicted his own 
death he said this: 

Mark 10:45 
“For even the Son of Man came not to be 
served but to serve, and to give his life as a 
ransom for many.” 

Jesus uses the word “ransom” here to describe 
our sin in terms of an un-payable debt. Jesus 
taught that man’s sin is like a debt that we are 
unable to pay. For example, in one parable, 
Jesus told the story of a servant who was trying 
to settle a debt with his master. 

Matthew 18:24-27 
“When he began to settle, one was brought 
to him who owed him ten thousand talents. 
And since he could not pay, his master 
ordered him to be sold, with his wife and 
children and all that he had, and payment to 
be made. So the servant fell on his knees, 
imploring him, ‘Have patience with me, and 
I will pay you everything.’ And out of pity for 
him, the master of that servant released him 
and forgave him the debt.” 

In the time of Jesus, a talent was equal to about 
two years’ wages. The amount of money the 
servant owed his master was completely 
impossible to pay, yet he still tried to tell his 
master that he would pay the debt! 

Jesus’ death was the ransom that paid our debt. 

4. We can benefit from his death through faith. 

John 3:16 
“For God so loved the world, that he gave 
his only Son, that whoever believes in him 
should not perish but have eternal life.” 

Jesus’ Resurrection 

Consider: What are some key differences 
between Jesus and other leaders of major 
religions? 

There are many differences that could be 
discussed when comparing Jesus and other 
religious leaders, but the most important 
difference is that Jesus is still alive today. 

Just as he predicted, three days after he was 
killed, God raised him from the dead. Jesus' 
resurrection is recorded in all four gospels and 
Christians believe it to be a historical fact. In one 
book of the Bible, the author is so confident that 
Jesus’ resurrection is true, that he encourages 
skeptics to talk to the many (500+) people who 
saw Jesus after his resurrection. 

1 Corinthians 15:3-6 
For I delivered to you as of first importance 
what I also received: that Christ died for our 
sins in accordance with the Scriptures, that 
he was buried, that he was raised on the 
third day in accordance with the Scriptures, 
and that he appeared to Cephas, then to 
the twelve. Then he appeared to more than 
five hundred brothers at one time, most of 
whom are still alive, though some have 
fallen asleep. 

Note: When the Bible says “fallen asleep” here, it 
is a polite way to say that some of these people 
have passed away. “Cephas” and “the twelve” 
refer to Jesus’ disciples, who were with him 
during his three years of ministry. 

Evidence for the resurrection 
• The story is written in God’s Word, which is 

wholly reliable and true. 
• Jesus’ tomb was empty and his body was 

never found. 
• The following facts are unexplainable outside of 

the resurrection of Jesus: 
•His brothers (James and Jude) 

thought Jesus was crazy but 
changed their minds about him. 

•His disciples boldly proclaimed who 
Jesus was, to the point that many of 
them died as martyrs for him.  

•His enemies (such as the Apostle 
Paul) converted to worship him. 

Christianity is about the story of God’s great love 
for you, shown through Jesus’ amazing life, 
death, and resurrection. 

Right-standing with God and eternity in heaven 
can be received by faith in Jesus Christ. 

To prepare for “First Steps: Step 3,” take some 
time this week to familiarize yourself with the 
lesson. Also, if there is time, start to read about 
the good news of Jesus in the book of Romans. 

Appendix: Are the Gospels historically reliable? 

Bible scholars defend the historical authenticity 
of the gospel documents. There is a plethora of 
evidence. Here are a few facts: 

•5000+ ancient Greek manuscripts, some 
dating to less than 100 years of the 
originals. 

•These are 99% accurate. 
•Not only is there no contradictory 

archaeological or historical evidence, 
current excavations continue to uphold the 
gospel details. 

•The Gospels were written by eyewitnesses 
(Matthew & John) and men who 
interviewed eyewitnesses (Mark & Luke) 
and carefully preserved by men willing to 
die for the Truth.
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