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ファースト・ステップ　４ 
聖書はどんなお話？


考えましょう：ファースト・ステップ以外
で聖書を読んだことがありますか？聖書に
どのような印象を持っていますか？


キリスト教において、聖書は非常に重要な位置
を占めています。クリスチャンは、神はどんな
お方で、神ご自身の性質や性格は何であり、ど
のようにクリスチャンとして生き、人生の目的
とは何かを理解するために聖書を読みます。


聖書は、2000～3600年前に、40人以上の異な
る著者が聖霊の神に導かれて書いたものです。
聖書は重要な質問に答えています。例えば、こ
の世界はどこから来たのか。世界は当初からこ
のような状態だったのか？この世界には希望が
あるのか？私の人生に目的や希望はあるのか？
これらの質問に答えることによって、神が愛し
ておられる創造物をどのように救うのか、その
ご計画を聖書は明らかにしています。


神と人類の物語（ストーリー）は聖書の鳥瞰図
（ちょうかんず）です。聖書全体でその要点と
なる部分を見ていきましょう。


第1章：創造 

創世紀１章１と３１節 
初めに、神が天と地を創造した。… その
ようにして神はお造りになったすべてのも
のをご覧になった。見よ。それは非常によ
かった。


すべてのものより前に、神は存在していました。
神はすべてのものを何もない状態から作られま
した。神は、星・太陽・月・銀河系などの
「天」を作られました。神は美しさ、複雑なデ
ザイン、そして多様性に満ちた「地」を作られ
ました。死、悪、痛み、病気、苦しみはありま
せんでした。神はすべての創造物の中で、人間
を特別なものとして作られました。 


創世紀１章２７～２９節 
神はこのように、人をご自身のかたちに創
造された。神のかたちに彼を創造し、男と
女とに彼らを創造された。神はまた、彼ら
を祝福し、このように神は彼らに仰せられ
た。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を
従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうすべて
の生き物を支配せよ。」ついで神は仰せら
れた。「見よ。わたしは、全地の上にあっ
て、種を持つすべての草と、種を持って実
を結ぶすべての木をあなたがたに与えた。
それがあなたがたの食物となる。


生命は良いもので、神とともにあり、永遠に続
くものでした。 


（神の創造のストーリーについては、創世記１～
２章全体を読んでみましょう） 


第2章：堕落 

創世記1章と2章は「驚き」と「喜び」をもって
読む箇所です。天地創造が終わった後、私たち
が読み進める世界は、理想的な状態で、欠点は
なく、神が人と完璧な調和をもって住んでおら
れました。しかし、次に起こることは、その「完
璧な調和」に大きな変化をもたらしました。創
世記3章は「喪失」と「悲しみ」をもって読む
べきです。「完璧」だったものが、「ひびの入っ
たもの」になりました。


創世紀２章１５～１７節 
神である主は、人を取り、エデンの園に置
き、そこを耕させ、またそこを守らせた。
神である主は、人に命じて仰せられた。「あ
なたは、園のどの木からでも思いのまま食
べてよい。しかし、善悪の知識の木からは
取って食べてはならない。それを取って食
べるその時、あなたは必ず死ぬ。」


創世紀３章４～６節 
そこで、蛇 [悪魔] は女に言った。「あな
たがたは決して死にません。あなたがたが
それを食べるその時、あなたがたの目が開
け、あなたがたが神のようになり、善悪を
知るようになることを神は知っているので
す。」そこで女が見ると、その木は、まこ
とに食べるのに良く、目に慕わしく、賢く
するというその木はいかにも好ましかった。
それで女はその実を取って食べ、いっしょ
にいた夫にも与えたので、夫も食べた。


注：創世記3章に出てくる「女」とはエバ、ア
ダムの妻であり、最初に創造された女性を指し
ています。同じ章に出てくる蛇は「悪魔」を指
しています。アダムとエバはある果物を食べて
はならないという神のご命令に従いませんでし
た。神に不従順であることは「罪」です。


罪はすべてを変えてしまいました。聖書は私た
ちが「自分自身の欲望に誘われる」ときに罪を
犯すと教えています。食べ物として好ましく、
良い木でしたが、神によって禁じられていた木
でした。アダムとエバの罪深い行動によってこ
の世に「罪」がもたらされ、人間と聖なる神と
の関係は破壊されました。人と神との関係が傷
のないものから傷のあるものになったとき、す
べての創造物も傷ついてしまいました。罪、死、
病気、災害、痛み、苦難、そしてあらゆる種類
の邪悪が一度は完全な状態であった世界にひび
を入れてしまいました。


神様は、ご自身の偉大な愛と憐れみによって、
ご自身の創造を回復し、新しくするという約束
をされました。 


創世紀３章１５節 
「わたしは、おまえ [悪魔] と女との間に、
また、おまえの子孫と女の子孫との間に、
敵意を置く。彼は、おまえの頭を踏み砕き、
おまえは、彼のかかとにかみつく。」 


この約束は、救い主を預言する最初の約束でし
た。その救い主は人間であり、彼自身の傷を通
して、蛇を打ち負かし、人類を救われるのです。
この救い主は、「メシア」あるいは「キリスト」
として知られています。この時点から神の民は、
人類を神と和解させ、堕落した創造を修復する
メシアの到来を待ち望み始めたのです。 


［この人類の堕落の話は創世記3章で読むこと
ができます。］ 


考えましょう：今日の世界にあなたは壊れ
てしまっているしるしとして何を見ますか？

第3章：イスラエル 

ローマ人への手紙５章１２節 
ちょうどひとりの人によって罪が世界には
いり、罪によって死がはいり、こうして死
が全人類に広がったのと同様に、――それ
というのも全人類が罪を犯したからです。


創世紀１２章１～３節 
その後、主はアブラムに仰せられた。「あ
なたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父
の家を出て、わたしが示す地へ行きなさい。
そうすれば、わたしはあなたを大いなる国
民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大
いなるものとしよう。あなたの名は祝福と
なる。あなたを祝福する者をわたしは祝福
し、あなたをのろう者をわたしはのろう。
地上のすべての民族は、あなたによって祝
福される。」


罪と死の影響は人類すべての人に及びました。
神様はすべての人々を救うために、一人の男性
を選ばれました。アブラムです（後にアブラハ
ムと呼ばれるようになります）。彼の家族を通
して、神様はメシアを遣わされるのです。 


神様はアブラハムを祝福され、彼の家族はイス
ラエルと呼ばれる大きな国となるまで成長しま
した。神様はイスラエルを「神の民」と呼び、
他の国々から特別に分け隔てられました。 


神様はイスラエルに、どのように生きるかを示
すために「律法」を与えられました。 

神様はイスラエルに、神様にどのように近づく
かを示すために「神殿」与えられました。 

神様はイスラエルに、どのようにして罪が死に
よって扱われなければならないかを示すために、
動物を犠牲としてささげる「儀式」を与えられ
ました。 


しかし神様はすでにご存知でした。 

「律法」は、イスラエル国民がどれほど罪深い
状態にあるかを明らかにしただけで、その問題
を解決することはできませんでした。 

「神殿」は、年に一回、ひとりの人だけが神様
に近づくことを許しますが、神様との生きた関
係を回復させるものではありませんでした。 

そこで捧げられる「犠牲」はイスラエル国民に
彼ら自身の罪深い状態を思い出させるだけでし
た。犠牲は捧げ続ける必要があり、それに終わ
りはなく、人々の罪を完全に清めることは出来
ませんでした。 


ヘブル人への手紙１０章１～４節 
律法には、後に来るすばらしいものの影は
あっても、その実物はないのですから、律
法は、年ごとに絶えずささげられる同じい
けにえによって神に近づいて来る人々を、
完全にすることができないのです。もしそ
れができたのであったら、礼拝する人々は、
一度きよめられた者として、もはや罪を意
識しなかったはずであり、したがって、さ
さげ物をすることは、やんだはずです。と
ころがかえって、これらのささげ物によっ
て、罪が年ごとに思い出されるのです。雄
牛とやぎの血は、罪を除くことができませ
ん。


神様は、近い将来に罪を修復し、その効力は完
全です。 

（イスラエルの民のストーリーは創世記、出エ
ジプト記、民数記、ヨシュア記、士師記、ルツ
記、サムエル記、列王記、エズラ記、ネヘミヤ
記で読むことができます）


考えましょう：この世界であなたが感じた
り見たりする「破れ」「ひび」「壊れ」を
どのように修復、対処、あるいは避けよう
としていますか？


イスラエルの民が経験したように、自分自身の
力で問題を修復しようとしたり、解決しようと
するプロセスには終わりはありません。もし問
題を避けたり、自分で対処しようとしたり、私
たち自身が心の底で感じているものを偽るそぶ
りをしようとするなら、そのプロセスはやっか
いで、とても疲れるもので、とても続けられま
せん。イスラエル国民は救い主を待ち望んでい
ましたが、私たちにも救い主が必要です。


第4章：メシア 

ついに、完璧なタイミングで、神様は御子を人
間の体で、赤ん坊として生まれる形で地上に送
られました。 


その赤ちゃんは「イエス」という名が与えられ
ました。彼は「キリスト」あるいは「メシア」
と呼ばれました。 


すべての人間と異なり、イエスは神様の律法に
従い、完全な人生を送られました。イエスは一
度も罪を犯さなかったのです。 


イエスは完全なイスラエル人であるとともに、
完全な人間でした。彼は過去の預言者たちがメ
シアについて言及していた事柄を達成するため
に来られました。事実、イエスが生まれる700
年以上も前にイエスの誕生が預言されていまし
た。 


イザヤ書５３章５～６節 
しかし、彼は、私たちのそむきの罪のため
に刺し通され、私たちの咎のために砕かれ
た。彼への懲らしめが私たちに平安をもた
らし、彼の打ち傷によって、私たちはいや
された。私たちはみな、羊のようにさまよ
い、おのおの、自分かってな道に向かって
行った。しかし、主は、私たちのすべての
咎を彼に負わせた。


イエスは、死を生み出した根本的な原因である
罪を修復するために来られました。ファースト・
ステップ3であなたの家に来た客が、泥のつい
た靴を脱ごうとしなかった話を覚えていますか？
同じように私たちには、神との個人的な関係を
持つ前に取り除かなけれはならない不浄や霊的
な汚れがあります。しかし、靴とは異なり、私
たちはそれらの汚れを自分の力で取り除くこと
はできません。イエスだけが私たちの汚れ、つ
まり罪を取り除くことが出来るのです。イエス
が私たちの罪を取り除いてくださるので、私た
ちは、汚れのない聖なる神に近づき、和解する
ことが出来ます。


ペテロの手紙第一２章２４節 
そして自分から十字架の上で、私たちの罪
をその身に負われました。それは、私たち
が罪を離れ、義のために生きるためです。
キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、
いやされたのです。」


このような方法で、メシアは彼自身の死をもっ
て罪に打ち勝たれました。罪が打ち負かされた
ので、死は力を失いました。それで、イエスは
勝利者として死の中からよみがえられました。
イエスはもう二度と死にません。イエスは罪と
死から開放された最初の存在でした。そして、
イエスを信じる信仰によってイエスにつながる
すべての人は、同じように罪と死から開放され
ます


第一コリントへの手紙１５章２２～２３節 
すなわち、アダムにあってすべての人が死
んでいるように、キリストによってすべて
の人が生かされるからです。しかし、おの
おのにその順番があります。まず初穂であ
るキリスト、次にキリストの再臨のときキ
リストに属している者です。」


（「メシア（救世主）」に関するお話はマタイ
による福音書、マルコによる福音書、ルカによ
る福音書、またはヨハネによる福音書全体で読
むことができます）


第5章：教会と回復 

現在、イエスの復活後、イエスを信じる者は霊
的に新しく生まれ変わっています。イエスを信
じる者全ては、神による新しい人間性を手に入
れた人たち、つまり神の新しいイスラエルー「教
会」と呼ばれる神の新しい民なのです。


ペテロの手紙第一２章９～１０節 
しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王
である祭司、聖なる国民、神の所有とされ
た民です。それは、あなたがたを、やみの
中から、ご自分の驚くべき光の中に招いて
くださった方のすばらしいみわざを、あな
たがたが宣べ伝えるためなのです。あなた
がたは、以前は神の民ではなかったのに、
今は神の民であり、以前はあわれみを受け
ない者であったのに、今はあわれみを受け
た者です。


教会はイエスの復活と昇天後に始まり、現在に
至ります。教会は、キリストにある神の民とし
て、世界中にこの新しい創造の良い知らせを広
めていく使命が与えられています。 


イエスの復活によって、クリスチャンの心と生
活の中に霊的な新しい創造が始まりました（第
二コリント　5:17を読んで下さい）。将来私達
は、天と地が新しく創られ、人類が神とともに
もう一度生きることを待ち望んでいます。それ
によって神の新しい創造の業が完成します。 


イエスは天に昇られましたが、すぐに戻ってき
ます！初めてイエスがこの世に来られた時は、
謙遜にも、赤ん坊として来られましたが、二度
目に来られる時は勝利の王として来られます。 


イエスが再び戻って来られた時、すでに死んだ
すべての者を甦らせ、イエスを信じているかど
うかによって裁かれます。彼らの人生を通して
イエスを拒否した者は、永遠の死へ渡され、イ
エスを信じた者は新しく創られた者として神と
共に永遠に生きます。 


ヨハネの黙示録２１章１～５節 
また私は、新しい天と新しい地とを見た。
以前の天と、以前の地は過ぎ去り、もはや
海もない。私はまた、聖なる都、新しいエ
ルサレムが、夫のために飾られた花嫁のよ
うに整えられて、神のみもとを出て、天か
ら下って来るのを見た。そのとき私は、御
座から出る大きな声がこう言うのを聞いた。
「見よ。神の幕屋が人とともにある。神は
彼らとともに住み、彼らはその民となる。
また、神ご自身が彼らとともにおられて、
彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくだ
さる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦
しみもない。なぜなら、以前のものが、も
はや過ぎ去ったからである。」すると、御
座に着いておられる方が言われた。「見よ。
わたしは、すべてを新しくする。」また言
われた。


注：この啓示２１章はイエスの弟子であるヨハ
ネが見た将来を預言する幻です。


ついに神の創造は完全な状態へと回復し、罪や
死はもう存在しません。創造当初のように、人
類は神と完全な調和を保ちながら、神への賛美
と栄光のために生きるようになります。


命は神とともにあり、永遠であり、キリスト・
イエスを信じる者にとって善いものとなるでしょ
う。


（教会の始まりや、すべての回復のプロセスに
関しては使徒の働きとヨハネによる黙示録全体
を読んでみましょう）


考えましょう：神があなたの人生で働き、
神を通してあなたが回復へと導かれるのを
感じたり見たりしたことはありますか？


あなたは偶然にファーストステップを学んでい
るのではありません。これらのテキストを学ん
でいるという厳然たる事実は、神があなたを探
し求めておられ、あなたを真理に向かわせる人
物を置かれていることを意味しています。この
世は崩壊していますが、神はあなたを救い、回
復させたいと願っておられます。


まとめると、聖書は私たちに「神ご自身」「こ
の世」「私たち自身」「罪」そして「イエス・
キリストによる救い」に関する真理を教えてい
ます。クリスチャンになる前に聖書を全部読ん
で、学ばなければならないと思わないください。
誰でも、イエス・キリストにある信仰を通して、
神に近づくことが出来ます。もしかあなたがキ
リストに信仰を持っているなら、「今」クリス
チャンになる一歩を踏み出してください！あな
たは聖書を通してクリスチャン人生全体をかけ
て神の真理について学んでいくことになるでしょ
う。


「ファーストステップ：ステップ5」に備える
ために、事前に読んで予習をしてください。時
間が許せば、クリスチャンについて書かれた「使
徒行伝」の書を聖書から読んでください。

First Steps 4 
What is the Story of the Bible? 

  
Consider: Other than First Steps, have you 
ever read the Bible? What are your 
impressions of the Bible? 

Christianity places a very high degree of 
importance on the Bible. Christians look to the 
Bible to understand who God is, what his nature 
and character are like, how a Christian is 
supposed to live their life, and the purpose of life 
in general. 

The Bible was written between 2,000 and 3,600 
years ago by over 40 different authors, all of 
whom were guided by the Holy Spirit as they 
wrote. The Bible answers important questions, 
such as: Where did the world come from? Has 
the world always been this way? Is there hope 
for the world? Is there a purpose and hope for 
my life? Answering these questions reveals how 
the Bible tells the story of God’s plan to rescue 
his beloved creation. 

The story of God and mankind is the “big 
picture” of the Bible. Let’s look at this story 
highlighted throughout the Bible. 

Part 1: Creation 

Genesis 1:1, 31 
In the beginning God created the heavens 
and the earth. And God saw everything that 
he had made, and behold, it was very good. 

Before everything was anything, God existed. 
God made everything out of nothing. God made 
the heavens--the stars, sun, moon and galaxies. 
God made the earth--full of beauty, complex 
design and diversity. All of God’s creation was 
perfect. There was no death, evil, pain, disease 
or suffering. And in all of the creation God had 
made, humans were made special. 

Genesis 1:27-29 
So God created man in his own image, in 
the image of God he created him; male and 
female he created them. And God blessed 
them. And God said to them, “Be fruitful 
and multiply and fill the earth and subdue it, 
and have dominion over the fish of the sea 
and over the birds of the heavens and over 
every living thing that moves on the earth.” 
And God said, “Behold, I have given you 
every plant yielding seed that is on the face 
of the earth, and every tree with seed in its 
fruit. You shall have them for food.” 

Life was good. Life was with God. Life was 
eternal. 

(This story of God’s creation can be read in 
Genesis Chapters 1 and 2.) 

Part 2: Fall 

We are intended to read Genesis Chapters 1 and 
2  with a sense of wonder and joy. After all, the 
world we are reading about was ideal, without 
blemish, and God lived among man in perfect 
harmony. However, what happens next is a big 
change from perfect harmony. Genesis Chapter 
3 is intended to be read with a sense of loss and 
sobriety. What was once perfect, became 
fractured. 

Genesis 2:15-17 
The LORD God took the man and put him 
in the garden of Eden to work it and keep it. 
And the LORD God commanded the man, 
saying, “You may surely eat of every tree of 
the garden, but of the tree of the knowledge 
of good and evil you should not eat, for in 
the day you eat of it you shall surely die.” 

Genesis 3:4-6 
But the serpent said to the woman, “You will 
not surely die. For God knows that when 
you eat of it your eyes will be opened, and 
you will be like God, knowing good and 
evil.” So when the woman saw that the tree 
was good for food, and that it was a delight 
to the eyes, and that the tree was to be 
desired to make one wise, she took of its 
fruits and ate, and she also gave some to 
her husband who was with her, and he ate. 

Note: The woman in Genesis 3 is Eve, and her 
husband is Adam, the first woman and man ever 
created. The serpent in Genesis 3 is the devil. 
Adam and Eve disobeyed God’s command to 
not eat the fruit; disobeying God is a “sin”. 

Sin changed everything. The Bible tells us that 
we sin when we are “lured and tempted by our 
own desires.” The tree, while desirable and good 
for food, was forbidden by God. This sinful act by 
Adam and Eve brought sin into the world, and 
man’s relationship with the holy God was broken. 
When man’s relationship with God went from 
unblemished to blemished, all of creation was 
marred. Sin, death, disease, disaster, pain, 
suffering and all kinds of evil, fractured a world 
that was once perfect. 

God, in his great mercy and love, made a 
promise to restore and renew all of his creation. 

Genesis 3:15 
“I will put enmity between you and the 
woman, and between your offspring and 
her offspring; he shall bruise your head, and 
you shall bruise his heel.” 

This promise was the first of many prophecies of 
a coming savior. He would be a human, and 
through his own wound, he would defeat the 
serpent and rescue mankind. This savior was 
known as the “Messiah” or “Christ.” From this 
point on, God’s people began to anticipate the 
coming of the Messiah who would restore 
humanity to God and fix fallen creation. 

(This story of the fall of mankind can be read in 
Genesis Chapter 3.) 

  
Consider: What signs of brokenness do you 
see in the world today? 

Part 3: Israel 

Romans 5:12 
“...just as sin came into the world through 
one man, and death through sin, and so 
death spread to all men because all 
sinned…” 

Genesis 12:1-3 
Now the LORD said to Abram, “Go from 
your country and your kindred and your 
father's house to the land that I will show 
you. And I will make of you a great nation, 
and I will bless you and make your name 
great, so that you will be a blessing. I will 
bless those who bless you, and him who 
dishonors you I will curse, and in you all the 
families of the earth shall be blessed.” 

The effects of sin and death infected every 
member of the human race. In order to save all 
people God chose one man, Abram (later named 
Abraham), through whose family he would send 
the Messiah. 

God blessed Abraham, and his family grew into a 
large nation called Israel. God referred to Israel 
as “his people” and set them apart from all other 
nations. 

God gave Israel the Law to show them how to 
live. 
God gave Israel a temple to show them how to 
draw close to him. 
God gave Israel a system of animal sacrifices to 
show them how sin must be dealt with by death. 

But, as God knew: 
The Law only exposed Israel’s sinful condition; 
the Law could not fix it. 
The temple only allowed one man to approach 
God, once per year; the temple could not restore 
life with God. 
The sacrifices only reminded Israel of their sinful 
condition; the sacrifice requirements were never-
ending and incapable of permanently cleansing 
the people’s sin. 

Hebrews 10:1-4 
For since the law has but a shadow of the 
good things to come instead of the true 
form of these realities, it can never, by the 
same sacrifices that are continually offered 
every year, make perfect those who draw 
near. Otherwise, would they not have 
ceased to be offered, since the worshipers, 
having once been cleansed, would no 
longer have any consciousness of sins? But 
in these sacrifices there is a reminder of sins 
every year. For it is impossible for the blood 
of bulls and goats to take away sins. 

God would soon remedy sin and its effects once 
and for all… 

(The story of Israel can be read in Genesis, 
Exodus, Numbers, Joshua, Judges, Ruth, 
Samuel, Kings, Ezra and Nehemiah.) 

Consider: How have you tried to fix, cope, 
or avoid the brokenness that you feel and 
see in this world? 

Just like Israel experienced, the process of trying 
to fix and solve problems on our own is never-
ending. If we avoid problems, clean ourselves up, 
or pretend we are feeling things other than what 
our hearts truly feel, the process is tiresome, 
weary, and impossible to sustain. Israel was 
waiting for a savior and we need one too. 

Part 4: The Messiah 

At last, at the perfect time, God sent his Son, in 
the form of a man, born as a baby. 

The baby was given the name Jesus. He was 
called Christ, or Messiah.  

Unlike every human who has ever lived before or 
since, Jesus lived a perfect life according to 
God’s Law. Jesus never sinned. 

Jesus was the perfect Israelite, the perfect 
human. He came to accomplish and fulfill the old 
prophecies foretold about the coming Messiah 
centuries earlier. In fact, seven hundred years 
before he was born, Jesus’ birth was 
prophesied. 

Isaiah 53:5-6 
But he was pierced for our transgressions; 
he was crushed for our iniquities; upon him 
was the chastisement that brought us 
peace, and with his wounds we are healed. 
All we like sheep have gone astray; we have 
turned—every one—to his own way; and 
the LORD has laid on him the iniquity of us 
all... 

Jesus the Messiah came to fix the root cause of 
death: sin. Remember the story in First Steps 3 
about the guest who visited your home and 
could not or was unwilling to remove his muddy 
boots? In the same way, we have impurities and 
spiritual dirtiness that need to be removed before 
we can enter into a personal relationship with 
God. However, unlike our shoes, we cannot 
remove these impurities on our own. Only Jesus 
can take away our impurities, which is our sin. 
Jesus removes our sin so that we can approach 
God, who is pure and holy, and be reconciled to 
him. 

1 Peter 2:24 
He himself bore our sins in his body on the 
tree, that we might die to sin and live to 
righteousness. By his wounds you have 
been healed. 

In this way the Messiah defeated sin with his 
death. With sin defeated, death lost its power 
and Jesus rose victoriously from the dead, never 
to die again. Jesus was the first to be free from 
sin and death. And all who unite themselves to 
Jesus through faith in him will also be free from 
sin and death. 

1 Corinthians 15:22-23 
For as in Adam [the first man] all die, so also 
in Christ shall all be made alive. But each in 
his own order: Christ the firstfruits, then at 
his coming those who belong to Christ. 

(The story of the Messiah can be read in 
Matthew, Mark, Luke and John.) 

Part 5: The Church and 
Restoration 

Now, after Jesus’ resurrection, those who believe 
in him are spiritually reborn. Everyone who 
believes in Jesus is a member of God’s new 
humanity, God’s new Israel--his new people 
called the Church. 

1 Peter 2:9-10 
But you are a chosen race, a royal 
priesthood, a holy nation, a people for his 
own possession, that you may proclaim the 
excellencies of him who called you out of 
darkness into his marvelous light. Once you 
were not a people, but now you are God’s 
people; once you had not received mercy, 
but now you have received mercy. 

The church began after Jesus’ resurrection and 
ascension into heaven, and continues to this day. 
The church, as God’s people in Christ, is tasked 
with spreading the good news of the gospel 
throughout the world. 

Jesus’ resurrection began the spiritual “new 
creation,” which takes place in the hearts and 
lives of Christians (see 2 Corinthians 5:17). In the 
future, we anticipate heaven and earth will be 
recreated and man will once again live with 
God--this will be the completion of God’s new 
creation. 

Jesus ascended into heaven, but he is coming 
back soon! The first time Jesus came into this 
world, it was humbly as a baby. However, the 
second time he comes, it will be as the victorious 
King. 

When Jesus returns, he will raise those who have 
died from the dead, and proceed to judge all 
people who have ever lived, based upon their 
belief in him. Those who rejected Jesus in their 
lives will be cast into eternal death, and those 
who believed in Jesus will live in the new creation 
with God forever. 

Revelation 21:1-5 
Then I saw a new heaven and a new earth, 
for the first heaven and the first earth had 
passed away, and the sea was no more. 
And I saw the holy city, new Jerusalem, 
coming down out of heaven from God, 
prepared as a bride adorned for her 
husband. And I heard a loud voice from the 
throne saying, “Behold, the dwelling place 
of God is with man. He will dwell with them, 
and they will be his people, and God himself 
will be with them as their God. He will wipe 
away every tear from their eyes, and death 
shall be no more, neither shall there be 
mourning, nor crying, nor pain anymore, for 
the former things have passed away.” And 
he who was seated on the throne said, 
“Behold, I am making all things new.”  

Note: The previously quoted verse in Revelation 
21 is a true vision of the future seen by Jesus’ 
apostle, John. 

God’s creation will finally be restored to 
perfection, and neither sin nor death will ever 
exist again. Once more, mankind will live with 
God in perfect harmony, to the praise and glory 
of God.  

Life will be with God. Life will be eternal. Life will 
be good for those who are in Christ Jesus. 

(The story of the church and restoration can be 
read in Acts and Revelation.)  

Consider: How have you seen God working 
in your life and leading you toward 
restoration through him? 

You are not studying First Steps by accident. The 
very fact that you are studying these materials 
show that God is seeking you and putting people 
in your life to point you toward truth. This world is 
broken but God wants to rescue and restore 
you. 

In summary, the Bible tells us the truth about 
God, the world, ourselves, sin, and salvation in 
Jesus Christ. Do not think that you must read or 
study the entire Bible before you become a 
Christian. Anyone can draw near to God through 
faith in Jesus Christ right now. If you have faith in 
Christ take the step to become a Christian now! 
You will continue to learn about God’s truth 
through the Bible for your entire Christian life. 

To prepare for “First Steps: Step 5,” take some 
time this week to familiarize yourself with the 
lesson. Also, if there is time, read about 
Christians in the Bible in the book of Acts. 


