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【渇いている者には、命の水の泉から価なしに飲ませよう。】 

（ヨハネの黙示録 21 章６節） 

 

これは、あなたに・・・人生というものには何かもっと別なもの

があるはずだと探し求めるあなたに与えられた神の約束です。 

この約束は、あなたに・・・何としても満たされない命の渇きを

訴えるあなたになされたのです。 

この約束は、あなたに・・・何ものにも比べられない清涼な水の

あることを耳にしたあなたになされたのです。 

この約束は、あなたに・・・人生の重荷に圧しつぶされて、その

どん底から立ち上がりたいともがくあなたになされたのです。 

この約束は、あなたに・・・世の成功者とあおがれてはいても、

この世のものではどうしても満足できないあなたになされたので

す。 

この約束は、あなたに・・・恐れと不安におびえつつ、かたくな

に自我を閉ざしているあなたになされたのです。 

この約束は、あなたに・・・熱意と感動に促されて、人間の能力

の限界に、敢えて挑もうと志すあなたになされたのです。 

これは、生きとし生けるすべての人に与えられた約束です。この

約束をされたのは、あなたを無から創られた方、あなたの神ご自身

なのです。 

恐らくあなたは、いつか神のことを耳にして、何かもっと深いも

のがあるのでは・・・と思いめぐらしておられるかもしれません。

あるいは、ただおぼろげに神のことを聞かされて、何とかして本当
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に、神を見出したいと望んでおられるかもしれません。 

今、神はあなたに語りかけておられます。今、神はあなたに一つ

の約束を示し、無償の賜物として、新しい命を与えようと申し出ら

れているのです。ちょうど神が、あなたを無償で無から創られたよ

うに、今、神はその賜物を、無償であなたに提供されるのです。で

も、一体なぜそんな？・・・と問われるなら、答えは一つしかあり

ません。それは神が、あなたをこよなく愛しておられるからです。 

 

【渇いている者は来るがよい。命の水が欲しい者は、価なしに飲む

がよい。】 

（ヨハネの黙示録 22 章 17 節） 

 

 

セミナー受講にあたって 

 

神は、私たちと個人的な関係を持ちたい、そして私たちに新しい

命を与えたいと望んでおられることを私たちは知っています。なぜ

なら、神はそのように語っておられるからです。神は私たちに多く

の約束をしてくださいました。また私たちは、その約束を信じるこ

とができます。なぜなら、神は天においても地においても全能であ

り、嘘をおつきになりません。神は、ご自分でおっしゃったこと、

約束なさったことは必ず実行なさいます。しかしそれらを私たちに

押しつけることはなさいません。ですから、私たちのほうから求め
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ねばなりません。神のことばを信じ、神が与えたいと望まれるもの

を私たちは切望しなければなりません。 

 

『神との誓約』 

神とともに生きる新しい命は、無償の賜物です。それは、私たち

が自分の力で得たり、自分がふさわしいから得られたりするもので

はないのです。ただ私たちがそれを頂くためには、神のみ前に進み

出て、神に手を差し出す、これだけでいいのです。私たちは既に神

が差し出してくださっている誓約に、私たちも誓約するのです。 

まず ① 私たちは神のほうに向き直り、立ち帰る。② 神のこと

ばに耳を傾ける。③ 他の兄弟姉妹があなたを助けるのを受け入れ

る。という簡単な誓約です。 

多分あなたは、既に神を知っており、神の愛を体験しておられる

かもしれません。あるいは、あなたは神との交わりを一層深めたい

と望み、聖霊に満たされた霊的生活を求めておられるかもしれませ

ん。いずれにせよ、あなたが神との誓約を求め、神があなたに指し

示された賜物を受けたいと決意されるなら、あなたからの具体的な

誓約を忠実に行うことを約束しましよう。 

① 毎週欠かさずに聖霊セミナーに出席する。 

② 毎日少なくとも十五分間を、本書の「命のことば」について

黙想すること。（その十五分は気を散らしたものでなく、充実

した時間であること） 

③ 毎週、セミナーでの「祈りの集い」に参加すること。あなた

が聖霊によって刷新された命を体験するための強力な助け
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となるからです。 

④ 毎週セミナーに出席して、あなたが霊的にどれほど進歩成長

したかを分かち合い、またあなたの進歩を妨げている困難を

他の兄弟姉妹たちと担いあってもらうこと。 

 

さて、神との誓約を結ぶ決意をしたなら、次に掲げる祈り（一つ

のひな型です）を唱えてください。 

天の御父、あなたが約束してくださいましたように、あなたとの

新しい親子の縁に結ばれることを切望します。もっとあなたに緊密

に結ばれるよう、私の命を変え、力強く生きる力をお与えください。

そのために、私は聖霊セミナーに毎週欠かさず出席することを約束

します。そして毎日少なくとも十五分間、あなたの前にひとり静ま

ります。また毎週、共同体の一員として、兄弟姉妹たちとともに祈

り、私の霊的進歩と困難とをともに分かち合うことを約束します。 

 

『もし誓約が守られなかったら・・・』 

神がどれほどあなたを愛しておられるかを思い出してください。

神は、あなたが望む以上に、あなたとともにいたいと神ご白身が望

んでおられます。神は律法主義者ではありません。もし、何かの事

情で誓約を守れなくなった時は、神は私たちに厳格に対する方では

ないことを思い出しましょう。約束が守れなかった時は、ただ神に

赦しを求めましょう。神は私たちを愛してくださっています。神と

私たちの間に障壁など無いのです。とは言っても、私たちは一旦結

んだ誓約は、万難を排し守るよう努力せねばなりません。この誓約
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が、神の愛に一切を託して、新しい神との縁組みを結ぶただ一つの

道なのです。 

 

【混沌の中にわたしを求めよ、と言ったことはない。】 

（イザヤ書 45 章 19 節） 

 

 

はじめに 

 

この小冊子はあなたのための案内書です。あなたが聖霊セミナー

を通じて自分の道を見出し、神があなたに与えようとしておられる

すべての賜物を受け取れるようにと、あなたを助け、手引きしてく

れる案内書です。 

神は他の人たちを通して私たちに語りかけ、助けてくださいます。

ですから、もしもあなたが、聖霊による命の刷新を求めておられる

なら、セミナーに欠かさず出席することを決心し、そのように努力

してください。なぜなら、このセミナーの全期間を通じて、兄弟姉

妹たちの援助と支えとをあなたは期待することができるからです。

神は、私たちが一人でいる時も、もちろん私たちに語りかけてくだ

さいますし、沢山の恵みを与えてくださいます。しかしそのために

は、神とともに、いくばくかの時間を過ごすことが必要です。これ

から続く七週間の間、あなたはしばしば神とともに過ごす静かな時

間を持つように心がけてください。そうすれば、あなたは、その時
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間を通じて、神があなたに新しい命を与えようとしておられること

に気付くことでしょう。 

 

 

祈りについて 

 

祈りは、一言で言えば、神のみ前に身を置くということです。祈

りはいろいろな形をとることがあります。神ご自身に心をとどめて

献げる賛美と礼拝・・・神が私たちになされた数々の恵みを思って

は、おのずから湧きおこる感謝の祈り・・・私たちのため、また兄

弟姉妹のめに神の恵みを求める懇願の祈り、また、神のみ声に静か

に聞き入る念祷など・・・。つまり祈りは、神の中に思いをひそめ

て、静かに安らぐことなのです。 

祈りはあなたの中で進歩していきます。最初のうちの祈り慣れな

い間は、祈りの進歩はあまり目立たないかもしれません。しかし、

あなたが神を深く知るようになり、神の愛を体験するにつれて、祈

りたいという気持ちがおのずから湧き起こるようになります。さら

に聖霊による洗礼を受けた後では、もっと自由にのびのびと祈るこ

とができるようになるでしょう。神は、あなたの祈りを待ち望んで

おられます。なぜなら、神はあなたを愛して、あなたが常に神のそ

ば近くにいることを望んでおられるからです。 

この小冊子に引用される毎日の聖句があなたの祈りを助けてく

れるでしょう。その聖句の一つ一つは、聖書を通して神ご自身が語
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られる命のことばだからです。そして神は、今、それを・・・その

みことばをあなたに向けて言われるのです。セミナーの七週間の一

日一日に挿入されているや句は、その週のセミナーで取り扱われる

問題の感動を、静かな余韻の中でもっと深く味わうようにという目

的で選ばれたものです。祈りの時間の他に、毎日一定の時間を決め

て、その聖句をよく黙想してください。そうすれば、それらの聖句

を通して語りかけられる神のみ声があなたの心の奥底にはっきり

と聞こえてくることでしょう。 

 

「精読箇所」 

真の英知と理解とは神からの賜物です。つまり、神ご自身があな

たに真理を伝えたいと望んでおられるのです。もしもあなたが、神

に教えていただきたいと願いながら、聖書を熟読し、また黙想する

なら、神は必ずあなたに深い意味を悟らせてくださるに違いありま

せん。 

セミナーの各週間に、聖書から二つの章が指定されています。ヨ

ハネによる福音書の一つの章と、使徒言行録もしくは使徒パウロの

書簡の中の一つの章から成っています。その週の間にそれを熟読し

玩味してください。もしも時間がゆるすなら、引き続く七週間のう

ちに、ヨハネによる福音書の全書と使徒言行録の全書とを通読され

るようにおすすめします。 
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命のことば 

【わたしたちは、絶えずあなたがたのために祈り、願っています。

どうか、《霊》によるあらゆる知恵と理解によって、神の御心を十

分悟り、すべての点で主に喜ばれるように主に従って歩み、あらゆ

る善い業を行って実を結び、神をますます深く知るように。そして、

神の栄光の力に従い、あらゆる力によって強められ、どんなことも

根気強く耐え忍ぶように。喜びをもって、光の中にある聖なる者た

ちの相続分に、あなたがたがあずかれるようにしてくださった御父

に感謝するように。】 

（コロサイの信徒への手紙１章９～12 節） 
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「第一週」 

神 の 愛 

【神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り

子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。】 

（ヨハネによる福音書３章 16 節） 

 

「精読箇所」 ヨハネによる福音書第５章と、使徒言行録第７章と

を熟読してください。 

今週は、愛なる神がどのように人々を導いて来られたか。又イエ

スを通して、それを完成させようとされるかを学びましよう。 

 

命のことば 

第一日 

神はあなたの手の届かない、はるかかなたに鎮座まします縁遠い

お方ではありませんし、またあなたの悪事をこと細かにあばき立て

て、天罰を加えようと目を光らせておられる恐ろしい監視人でもあ

りません。 

いいえ、神はあなたを愛しておられるお父さまなのです。神はこ

うおっしやいます。 

 

【遠くから、主はわたしに現れた。 

わたしは、とこしえの愛をもってあなたを愛し 
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変ることなく慈しみを注ぐ。】 

（エレミヤ書 31 章３節） 

 

第二日 

あなたは、神がどんなにあなたを愛しておられるかを、悟ること

ができるはずです。神は、あなたと個人的に親密なかかわり合いを

持ちたいと望んでおられるのです。神はあなたをご自分の本当の息

子、本当の娘にしたいと望んでおられるのです。神は、神とあなた

との間にどんな壁や隔たりをも設けようとは思っておられません。

神は、預言者エレミヤの口を通して次のように言っておられます。 

 

【わたしの律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。わ

たしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。そのとき、人々

は隣人どうし、兄弟どうし、「主を知れ」と言って教えることはな

い。彼らはすべて、小さい者も大きい者もわたしを知るからである、

と主は言われる。わたしは彼らの悪を赦し、再び彼らの罪に心を留

めることはない。】 

（エレミヤ書 31 章 33～34節） 

 

第三日 

神はあなたを愛しておられます。天地万物の創造主・一切を無か

ら造り出された方・神があなたを愛しておられるのです。神は、ご

自分であなたを世話してくださり、あなたにすばらしい命を与えた

いと望んでおられ、それをはっきりとあなたに約束なさいました。 
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【わたしがわたしの群を養い、憩わせる、と主なる神は言われる。

わたしは失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷つ

いたものを包み、弱ったものを強くする。しかし、肥えたものと強

いものを滅ぼす。わたしは公平をもって彼らを養う。】 

（エゼキエル書 34 章 15～16 節） 

 

第四日 

神は、わたしたちを心底愛しておられればこそ、私たちの救いの

ためにおん独り子をお遣わしになったのです。神がイエスをお遣わ

しになったのは、私たちが命を・・・この世においてはより充実し

た命を・・・そしてのちの世では永遠の命を得るためです。 

 

【神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り

子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。】 

（ヨハネによる福音書３章 16 節） 

 

第五日 

神はあなたを愛しておられます。そして今、あなたに語りかけ、

あなたに手を差しのべてくださいます。命のことばを聞きましよう。 

 

【渇きを覚えている者は皆、水のところに来るがよい。 

銀を持たない者も来るがよい。 

穀物を求めて、食べよ。 

来て、銀を払うことなく穀物を求め 
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価を払うことなく、ぶどう酒と乳を得よ。 

なぜ、糧にならぬもののために銀を量って払い 

飢えを満たさぬもののために労するのか。 

わたしに聞き従えば 

良いものを食べることができる。 

あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。 

耳を傾けて聞き、わたしのもとに来るがよい。 

聞き従って、魂に命を得よ。 

わたしはあなたたちととこしえの契約を結ぶ。 

ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。】 

（イザヤ書 55 章１～３節） 

 

第六日 

もしもあなたが、もっと緊密に神と結ばれたいと望むなら・・・

あなたが神の与える新しい命にあずかりたいと望むなら・・・あな

たにはそれができるのです。神に立ち帰り、神に手を差しのべさえ

すれば、ただそれだけでよいのです。神はあなたを招いておられま

す。聞きましょう。 

 

【わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、

と主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。

将来と希望を与えるものである。そのとき、あなたたちがわたしを

呼び、来てわたしに祈り求めるなら、わたしは聞く。】 

（エレミヤ書 29 章 11～12節） 
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第七日 

時として、神は、私たちの全く手の届かぬはるかかなたにおられ

るように思われることがあります。しかし、決して神は遠くに離れ

ておいでになるのではなく、実に私たちのすぐそばにおられるので

す。そして今、すぐにでも、ますます明らかに、ご自分を現わそう

としておられるのです。 

神は、はっきりと約束なさいました。 

 

【主を呼ぶ人すべてに近くいまし 

まことをもって呼ぶ人すべてに近くいまし】 

（詩編 145 章 18 節） 
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『第二週』 

救いのみわざ 

【御父は、わたしたちを闇の力から救い出して、その愛する御子の

支配下に移してくださいました。わたしたちは、この御子によって、

贖い、すなわち罪の赦しを得ているのです。】 

（コロサイの信徒への手紙１章 13～14 節） 

 

「精読箇所」 ヨハネによる福音書第１章と、コロサイの信徒への

手紙第１章。 

今週の聖書精読は、イエスとはどんなお方か、イエスはどのよう

にして、私たちをお救いになるのか、という二点に絞られます。 

 

命のことば 

第一日 

私たちの住んでいるこの世は、どこかが間違っています。毎日の

ように、戦争だとか、殺人だとか、貧困だとか、民族紛争だとか、

搾取だとかのいやなニュースばかりが目や耳に飛び込んできます。

また人間自身の内面では、孤独感、不安、無気力、倦怠感、疑惑、

不信感、闘争、憎悪などを体験しています。神のお造りになったの

は、決してこんな醜い世界ではなかったはずですし、また、こんな

世界になることをお望みになったのでもなかったはずです。神は約

束なさいました。 
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【終わりの日に 主の神殿の山は、山々の頭として堅く立ち 

どの峰よりも高くそびえる。 

もろもろの民は大河のようにそこに向かい 

多くの国々が来て言う。 

「主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。 

主はわたしたちに道を示される。 

わたしたちはその道を歩もう」と。 

主の教えはシオンから 

御言葉はエルサレムから出る。 

主は多くの民の争いを裁き 

はるか遠くまでも、強い国々を戒められる。 

彼らは剣を打ち直して鋤とし 

槍を打ち直して鎌とする。 

国は国に向かって剣を上げず 

もはや戦うことを学ばない。 

人はそれぞれ自分のぶどうの木の下 

いちじくの木の下に座り 

脅かすものは何もないと 

万軍の主の口が語られた。 

どの民もおのおの、自分の神の名によって歩む。 

我々は、とこしえに 

我らの神、主の御名によって歩む。】 

（ミカ書４章１～５節） 
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第二日 

数多くの人々が、私たちに世直しの計画を提供してくれています。

教育の改善、技術の練達、新しい政治形態、賢明な社会政策、効果

ある医薬品等々・・・そしてそれらのすべてが、あたかも世直しの

名案ででもあるかのように、次から次へと名乗りを上げます。それ

に加うるに、人間が考え出したさまざまな宗教、古い伝統的なもの

や新興宗教などが、世に希望をもたらすもののように説かれていま

す。ある人々はキリストを抜きにしたキリスト教的倫理綱領だけで、

事足りるなどとさえ主張しています。 

しかし、それらの一切は人間の考えであり、人造の救済計画に過

ぎません。唯一の永遠の真理を知らぬ限り、他の救済メッセージは

一切空なるものです。 

主は言われます。 

 

【天が地を高く超えているように 

わたしの道は、あなたたちの道を 

わたしの思いは 

あなたたちの思いを、高く超えている。】 

（イザヤ書 55 章９節） 

 

第三日 

私たちは、人間の考えや人間の力以上の何ものかを必要としてい

ます。私たちは神の英知と能力とを必要としているのです。私たち

は今や、人間の力をはるかに超えた悪の力に直面しています。世の
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悪の背後には、私たちが到底太刀打ちできない強力な悪の知恵、悪

霊の王国がひかえているのです。 

それについてパウロの言葉を聞きましよう。 

 

【わたしたちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権

威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなの

です。】 

（エフェソの信徒への手紙６章 12 節） 

 

第四日 

世が必要としているものについての神の答えは、「イエス・キリ

スト」です。イエスは私たちを救い、悪霊の権力と王国から私たち

を解放するために世に派遣されました。そこで、私たちは今もいつ

も、永遠に、新しい命に生きることができるようになったのです。 

 

【マルタはイエスに言った。「主よ、もしここにいてくださいまし

たら、わたしの兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが

神にお願いになることは何でも神はかなえてくださると、わたしは

今でも承知しています。」イエスが、「あなたの兄弟は復活する」と

言われると、マルタは、「終わりの日の復活の時に復活することは

存じております」と言った。イエスは言われた。「わたしは復活で

あり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。生きてい

てわたしを信じる者はだれも、決して死ぬことはない。このことを

信じるか。」マルタは言った。「はい、主よ、あなたが世に来られる
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はずの神の子、メシアであるとわたしは信じております。」】 

（ヨハネによる福音書 11 章 21～27節） 

 

第五日 

私たちの自由は無償で得られたものではありません。私たちが解

放されて自由の身となるためには、神の子イエスの命という身代金

が必要だったのです。しかし神は、そのおん独り子を賜うほどに私

たちを愛してくださいました。そして、イエスは喜んで私たちのた

めに死んでくださったのです。 

パウロは言っています。 

 

【正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。善い人のために命

を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし、わたしたちがま

だ罪人であったとき、キリストがわたしたちのために死んでくださ

ったことにより、神はわたしたちに対する愛を示されました。】 

（ローマの信徒への手紙５章７～８節） 

 

第六日 

イエスはお亡くなりになり、そして死者の中から復活されました。

こうして私たちは新しい命を得ることができました。もしもイエス

が死んでくださらなかったら、私たちはいまだに罪と悪霊の権力か

ら解き放たれてはいなかったでしょう。預言者イザヤはキリストに

ついてこう言っています。 

 



 

21 

 

【彼が担ったのはわたしたちの病 

彼が負ったのはわたしたちの痛みであったのに 

わたしたちは思っていた 

神の手にかかり、打たれたから 

彼は苦しんでいるのだ、と。 

彼が刺し貫かれたのは 

わたしたちの背きのためであり 

彼が打ち砕かれたのは 

わたしたちの咎のためであった。 

彼の受けた懲らしめによって 

わたしたちに平和が与えられ 

彼の受けた傷によって、わたしたちはいやされた。 

わたしたちは羊の群れ 

道を誤り、それぞれの方角に向かって行った。 

そのわたしたちの罪をすべて 

主は彼に負わせられた。】 

（イザヤ書 53 章４～６節） 

 

第七日 

イエスは死者の中からの復活によって、悪霊の支配を完全に打ち

砕かれました。ですから、今、キリストは、暗闇の権力と悪の王国

の枷から、あなたを解き放ってくださるのです。もしもあなたが古

い命を脱ぎ棄てることを決心するなら、神は、新しい命であなたを

包み、あますところなくあなたを満ち足らしてくださいます。 
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【御父は、わたしたちを闇の力から救い出して、その愛する御子の

支配下に移してくださいました。わたしたちは、この御子によって、

贖い、すなわち罪の赦しを得ているのです。】 

（コロサイの信徒への手紙１章 13～14 節） 
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『第三週』 

新しい命 

【わたしが来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるた

めである。】 

（ヨハネによる福音書 10 章 10 節） 

 

「精読箇所」 ヨハネによる福音書第３章と、使徒言行録第２章。 

今週はキリストによってもたされた新しい命と、聖霊の賜物につ

いて学びましよう。 

 

命のことば 

第一日 

幾世代を通じて、預言者たちはあらかじめ告げました。「いつの

日にか、神が聖霊を惜しみなく人々に分け与えられる時が来る。そ

の時、神に立ち帰って聖霊を受ける人々は、全く一変し、新たな命

に満ちて新しい人になる」と。 

聞きましょう。 

 

【わたしが清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは

清められる。私はお前たちを、すべての汚れとすべての偶像から

清める。わたしはお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新

しい霊を置く。わたしはお前たちの体から石の心を取り除き、肉
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の心を与える。また、わたしの霊をお前たちの中に置き、わたし

の掟に従って歩ませ、わたしの裁きを守り行わせる。お前たち

は、わたしが先祖に与えた地に住むようになる。お前たちはわた

しの民となりわたしはお前たちの神となる。】 

（エゼキエル書 36 章 25～28 節） 

 

第二日 

世を去る前に、イエスは、ご自分に従う人々に聖霊を送ることを

約束なさいました。聖霊があなたのうちにお住みになり、全く刷新

された命があなたに与えられる・・・これは、私たち一人一人にな

されたイエスの約束です。 

主は、はっきりと言われました。 

【あなたがたは、わたしを愛しているならば、わたしの掟を守る。

わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあ

なたがたと一緒にいるようにしてくださる。この方は、真理の霊で

ある。世は、この霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れ

ることができない。しかし、あなたがたはこの霊を知っている。こ

の霊があなたがたと共におり、これからも、あなたがたの内にいる

からである。わたしは、あなたがたをみなしごにはしておかない。

あなたがたのところに戻って来る。】 

（ヨハネによる福音書 14 章 15～18 節） 

  



 

26 

 

第三日 

五旬祭の日、イエスの弟子たちは一堂に集まって祈っていました。

その時、イエスが約束なさった聖霊が、一陣の突風のようにかれら

の上に吹き荒れ、弟子たちは聖霊に満たされて、その瞬間に一変し

ました。 

その時の模様をルカの記すところに従って再描写してみましょ

う。 

 

【五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、

激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた

家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人

一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に満たされ、《霊》が

語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。】 

（使徒言行録２章１～４節） 

 

第四日 

あなたは、あの五旬祭の日に弟子たちが体験したと全く同じこと、

すなわち《聖霊による洗礼》を体験することができるのです。あな

たが以前から熱心なキリスト者であったかどうか、あるいは、やっ

と最近にキリスト者になったばかりなのかどうかは問題ではあり

ません。あなたが《聖霊による洗礼》を未だ体験していなかったと

すれば、その体験しなかったものを、今あなたはしっかりと受け取

ることができるのです。 
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エフェソの町で新しく回心したばかりの弟子たちの上に起こっ

た出来事が、今やあなたの上に起ころうとしているのです。 

 

【人々はこれを聞いて主イエスの名によって洗礼を受けた。パウロ

が彼らの上に手を置くと、聖霊が降り、その人たちは異言を話した

り、預言をしたりした。この人たちは、皆で十二人ほどであった。】 

（使徒言行録 19 章５～７節） 

 

第五日 

聖霊が、あなたのうちで自由にのびのびと働かれるようになると、

あなた自身、全く以前とは違った霊的生活を体験しはじめることで

しょう。つまり、あなたは新しい方法で神と出会うことになるので

す。今までもあなたは、頭の中で知識として神を考え、それで神を

知ったと考えていたでしょうが、今度は違うのです。あなたは、は

じめて、文字通りに神との出会いを体験し、今までのあなたは、決

して本当には神を知ってはいなかったのだということを悟るので

す。その刷新された命は、あなたのうちでぐんぐんと成長していっ

て、ついにあなたは霊的に新しく生まれ変わった人となるのです。 

その刷新された霊の実りを、パウロは次のように証ししています。 

 

【霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、

柔和、節制です。】 

（ガラテヤの信徒への手紙５章 22～23 節） 
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第六日 

あなたのうちなる聖霊への信仰が強くなるにつれて、あなたは聖

霊があなたのうちにあって、全く新しい方法・・・つまりあなたが

他人に喜んで奉仕したくなるような方法で、働きかけてくださるこ

とを体験しはじめるでしょう。それは、聖霊があなたに霊的な賜物、

霊能（カリスマ）を授けてくださるということなのです。その賜物

こそ、聖霊のみわざを行う力を、あなたに与える力の源泉です。 

パウロは言っています。 

 

【賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊で

す。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主

です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのこと

をなさるのは同じ神です。一人一人に《霊》の働きが現れるのは、

全体の益となるためです。ある人には《霊》によって知恵の言葉、

ある人には同じ《霊》によって知識の言葉が与えられ、ある人には

その同じ《霊》によって信仰、ある人にはこの唯一の《霊》によっ

て病気をいやす力、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言する

力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、

ある人には異言を解釈する力が与えられています。これらすべての

ことは、同じ唯一の《霊》の働きであって、《霊》は望むままに、そ

れを一人一人に分け与えてくださるのです。」 

（コリントの信徒への手紙一 12 章４～11 節） 
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第七日 

神が聖霊をお与えになるのは、私たちが、キリストのからだ（す

なわち教会・キリストにおける共同体）にしっかりと結びつけられ

るためです。 

刷新された霊的生活のおかげで、私たちキリスト者の間の兄弟的

一致は、ますます緊密なものとなり、私たちの集いを、真に聖霊に

活かされた共同体として体験するようになるでしょう。 

神のみことばは、こう教えています。 

 

【あなたがたはもはや、外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属

する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられ

ています。そのかなめ石はキリスト・イエス御自身であり、キリス

トにおいて、この建物全体は組み合わされて成長し、主における聖

なる神殿となります。キリストにおいて、あなたがたも共に建てら

れ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。】 

（エフェソの信徒への手紙２章 19～22 節） 
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『第四週』 

聖霊による洗礼を受けるために（回心） 

《聖霊による洗礼》を受ける準備 

皆さん、今週は主があなたがたに心の準備をさせようとお望みに

なっておられます。ですから何も恐れたり心配したりすることはあ

りません。また、どのようにすれば聖霊による洗礼を受けられるだ

ろうか、と不安がる必要もありません。ただ、「主よ！ 私をそれ

にふさわしくしてください」とお願いするだけでよいのです。主は

あなたを愛しておられますから、必ずよいようにしてくださいます。 

まず、命のことばに心の耳を澄ませましよう。神のみことばがあ

なたを準備させてくださるのですから。 

つぎに、悪霊にまどわされることがないように極力用心しましょ

う。もしも、困惑や疑心や不安を感じるようなことがあったら、悪

霊に向かって、「立ち去れ」と叫びなさい。「私はイエスのものだ。

おまえは絶対に主なるイエスには勝てないのだ！ さっさと立ち

去れ！」と命令しなさい。そして、ただひたすら神に信頼するので

す。 

神はあなたを愛しておられます。神はあなたの命を聖霊で満たし

たいと望んでおられます。神は求める者に聖霊を約束なさいました。

すなおな気持ちで、ただ信頼していなさい。悪霊はきっと、「お前

なんか《聖霊による洗礼》を受ける値打ちなどないのだ！」と言う

でしょう。そして、それは本当です。《聖霊による洗礼》を受ける
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値打ちのある者なんかただの一人もいないのですから。神は、あな

たがそれを受ける値打ちがあるから《聖霊による洗礼》を授けよう

とされるのでは決してありません。そうではなくて、神があなたを

ただ無償で愛しておられるからこそ、そうなさるのです。おん独り

子イエスがあなたのために命を棄ててくださったからこそ、神はあ

なたにそうなさるのです。 

あなたがイエスに一切を明け渡し、そしてすでに聖霊による洗礼

を受けた他の兄弟姉妹たちとともに祈り求めるなら、イエスは、き

っと、あなたの命を完全に一変してくださいます。そしてあなたは、

聖霊のうちに全く刷新された命を生きはじめるのです。そのことだ

けをただひたすらに期待しなさい。すなおに神の約束に身を委ねな

さい。 

ただ注意しなければならないことは、何か特殊なことを体験しよ

うと、焦ってはならないということです。ある人は、兄弟たちと一

緒に祈っている最中に、突然強烈な体験をします。かと思うとその

反対に、ある人々は、別に特別な体験も大した感動も受けないこと

があります。 

あなたが求めねばならないのは《聖霊による洗礼》そのものであ

って、決して特殊な体験ではありません。とは言っても、《聖霊に

よる洗礼》を受けて、聖霊との全く新しい関係に結ばれた瞬間、あ

なたは、今までとは全く違った実感で、聖霊があなたの中に臨在さ

れることに気付くでしょう。換言すれば、あなたはその時、聖霊が

あなたの命の中で、今までとは全然違った方法で働きはじめられた

ということを悟るに違いないのです。 
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異言の賜物を主に求めてください。異言は確かに神の賜物です。

今のあなたには、異言が何であるかを理解できなくても、この賜物

が本当の賜物であって、それをいただくことはまことにすばらしい

ことだということを信じてください。もしもあなたが、異言の賜物

なんか欲しくないと思うなら、あなたは聖霊の働きを拒むことにな

ります。なぜなら、聖霊はあなたを通じて、お望みのままに働きた

いと思われても、それがおできにならなくなるからです。ですから、

神があなたに与えようと望んでおられる賜物に対しては、心の扉を

大きく開いて、すべてを受け入れてください。緊張を解いて、楽な

気持ちで、神のみ前にすべてを委ねてください。とにかく神は、あ

なたを限りなく愛しておられるのです。神の父性愛が、あなたを暖

かく包んでいることを忘れてはなりません。あなたを救うためにこ

そ、神が御子をお遣わしになったことを、はっきりと思い出しなさ

い。そして、来る日も来る日も、飽きることなく、あなたの命を主

に委ねなさい。 

 

今週の間中、しばしば次に掲げるみことばを熟読してください。

それが、《聖霊による洗礼》を受けるためのあなたの心の準備とな

るでしょうから。 

 

【我らの魂は主を待つ。 

主は我らの助け、我らの盾。 

我らの心は喜び 

聖なる御名に依り頼む。 
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主よ、あなたの慈しみが 

我らの上にあるように 

主を待ち望む我らの上に。】 

（詩編 33 章 20～22 節） 

 

 

【キリストへの明け渡し】 

 

次週（第五週）のセミナーで、あなたは《聖霊による洗礼》を受

ける祈りの前に、キリストとの誓約をします。リーダーは三つの質

問をします。あなたははっきりと答えてください。そのために今週

は、これらの質問と答えを黙想し祈ってください。 

一、あなたは、悪霊とそのわざを捨てますか。 

二、あなたは、私たちを罪から解放するために死に渡され、そして

私たちに新しい命を与えるために復活された神の独り子イエ

ス・キリストを信じますか。 

三、あなたは、主イエス・キリストに最後まで従いますか。 

 

【祈り】 

主イエス・キリスト、私は今からあなたのものになることを誓い

ます。私を暗闇と悪霊の支配から解放し、み国の民の一人としてく

ださい。今後一切、悪霊のわざと誘いを断固として退けることを誓
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います。主よ、わたしがかつて犯したすべての罪をお赦しください。

今後、わたしの命をあなたに献げ、私の主としてあなたに従うこと

を誓います。 

どうぞわたしに《聖霊による洗礼》をお授けください。そして、

異言の賜物をもお与えください。あなたのみ名によってお願いいた

します。アーメン。 

 

「精読箇所」 ヨハネによる福音書第４章と、使徒言行録第 13 章。 

今週は、主への回心と、信仰という問題を考えましょう。 

 

命のことば 

第一日 

神が聖霊による新たな命をあなたに与えようとされるのは、一体

なぜなのでしょうか？ 理由はただ一つ、神があなたをこよなく愛

しておられるという、ただそれだけの理由です。ですから、それは

あくまで神の方からの無償のたまものです。あなたの方からそれを

請求するいかなる権利も資格もありません。 

神のみことばを聞きましょう。 

 

【わたしたちの救い主である神の慈しみと、人間に対する愛とが現

れたときに、神は、わたしたちが行った義の業によってではなく、

御自分の憐れみによって、わたしたちを救ってくださいました。こ

の救いは、聖霊によって新しく生まれさせ、新たに造りかえる洗い
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を通して実現したのです。神は、わたしたちの救い主イエス・キリ

ストを通して、この聖霊をわたしたちに豊かに注いでくださいまし

た。】 

（テトスへの手紙３章４～６節） 

 

第二日 

聖霊により刷新された命は、確かに神の方からの無償のたまもの

です。しかし、だからといって、あなたは手をつかねて、神が与え

てくださるのをただ黙って待っておればそれでよいというのでは

ありません。あなたの方からも、それを受け取ろうと真剣に手を差

しのべねばならないのです。神に向き直り、神に立ち帰って来る人

すべてに、神は新しい命を惜しみなくお与えになります。 

イエスは、はっきりと言われました。 

 

【祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって

大声で言われた。「渇いている人はだれでも、わたしのところに来

て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、そ

の人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。」イエス

は、御自分を信じる人々が受けようとしている《霊》について言わ

れたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、

《霊》がまだ降っていなかったからである。】 

（ヨハネによる福音書７章 37～38 節） 
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第三日 

イエスに立ち帰るということは、言いかえれば、聖霊に満たされ

るのに妨げになるもの一切を、断固として退けること（回心）と、

さらに、神が約束されたことを心でしっかりと受けとめること（信

仰）を意味します。あなたが回心と信仰とをもって、主に立ち帰る

なら、主はあなたを新しい命に生まれ変わらせてくださいます。 

主のことばに従いましよう。 

 

【「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて（回心）福音を信じ

なさい（信仰）」と言われた。」】 

（マルコによる福音書１章 15 節） 

 

第四日 

主に立ち帰る人は、誰でもこの新しい命を受けることができます。

ですから、聖霊の賜物は間違いなくあなたのものです。悪霊はあな

たの心を惑わして、「私は聖霊による洗礼を受けられる人間ではな

い」などと思いこませようとするでしょうが、神のみことばを疑っ

てはなりません。 

神は次のように言われます。 

 

【悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼

を受け、罪を赦していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊

を受けます。この約束は、あなたがたにも、あなたがたの子供にも、
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遠くにいるすべての人にも、つまり、わたしたちの神である主が招

いてくださる者ならだれにでも、与えられているものなのです。】 

（使徒言行録２章 38～39 節） 

 

第五日 

言うまでもないことですが、聖霊の賜物を、あなたが自力で獲得

することはできません。しかし、あなたは、キリスト者としての生

活と相容れないことは、どんなことでも無条件に退けることはでき

ますし、それこそがあなたのしなければならないことなのです。新

しい命とは、神が聖であるように、あなたも聖となるということな

のですから。 

神の厳しいことばを聞きましょう。 

 

【正しくない者が神の国を受け継げないことを、知らないのですか。

思い違いをしてはいけない。みだらな者、偶像を礼拝する者、姦通

する者、男娼、男色をする者、泥棒、強欲な者、酒におぼれる者、

人を悪く言う者、人の物を奪う者は、決して神の国を受け継ぐこと

ができません。】 

（コリントの信徒への手紙一 ６章９～10 節） 

 

第六日 

信仰とは、神の約束に信頼をおくことです。あなたは、神が全能

のお方で何でもおできになることを知っています。ですから、神の

約束に絶対の信頼を寄せなさい。そしてアブラハムのように、あな
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たも神の約束の成就を、信仰をもってひたすらに願いなさい。そう

すれば、あなたは遠からず悟るに違いありません。神が、今までと

は全く違った方法で、あなたとともに働かれることを。 

パウロはアブラハムの信仰をたたえてこう言っています。 

 

【彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信

仰によって強められ、神を賛美しました。神は約束したことを実現

させる力も、お持ちの方だと、確信していたのです。】 

（ローマの信徒への手紙４章 20～21 節） 

 

第七日 

あなたが回心と信仰とをもって神に立ち帰ったなら、その次にあ

なたのすることは、熱心に《聖霊による洗礼》を主に請願すること

だけです。それから後のことは神におまかせしましよう。神は必ず

私たちの願いを叶えてくださいます。なぜなら、神は私たちを愛し

ておられて、私たちと完全に一致することを、誰よりも強く望んで

おられるからです。 

神は、祈り求める者には神の霊を与えると、はっきり宣言なさい

ました。 

 

【私は言っておく。求めなさい。そうすれば、与えられる。探しな

さい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開

かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく

者には開かれる。あなたがたの中に、魚を欲しがる子供に、魚の代
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わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また、卵を欲しがるのに、

さそりを与える父親がいるだろうか。このように、あなたがたは悪

い者でありながらも、自分の子供には良い物を与えることを知って

いる。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。】 

（ルカによる福音書 11 章９～13 節） 
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『第五週』 

聖霊による洗礼 

【肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。】 

（ローマの信徒への手紙８章６節） 

 

【満たしの後】 

あなたは、《聖霊による洗礼》の祈りを受けました。今までにつ

いぞ味わったこともない別種の喜びと平安・・・あなた自身の内面

から、奔流のように湧き起こって来る賛美の思いに、全身を揺すぶ

られておられますか。だが、もしかすると、あなたは、泣いたり、

異言で訳の分からぬことを口走ったりしたことは、狂気の沙汰だっ

たのか・・・という醒めた思いで、多少は困惑し、気落ちしておら

れるかもしれません。あるいはまた、喜びと疑心、平安と混乱とが

一緒くたになってあなたの心を締めつけているかもしれません。け

れども、《聖霊による洗礼》とは、決してそのような感覚、感情に

左右されるものではありません。 

今日という日は、あなたにとって、全く思ってもみなかった新た

な命の始まりです。あなたは自分自身を完全に主に委ねました。そ

して、あなたは聖霊によって満たしが授けられるようにと、真剣に

祈りました。それならば、あなたは紛れもなく《聖霊による洗礼》

を受けたのです。あなたは今、さまざまな感情に揺すぶられておら

れるかもしれません。しかし、明白に、現実に、あなたは新たな命
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の門出の第一歩を踏み出したのです。揺るぎない確信をもって、新

しい霊的生活に出発しましょう。 

ただ、念のために、次のことを考慮に入れておきましょう。あな

たが《聖霊による洗礼》を受けた時、聖霊が全く新しい方法であな

たを満たしてくださった・・・それは本当ですが、だからと言って、

あなたはもう完全に、聖霊の掌中にあるとは言えないのです。あな

たは聖霊によって刷新された命に、これからもますます成長と進歩

とを遂げていかねばならないのです。しかし、聖霊が、今までとは

全く違ったあり方で、あなたの中に臨在しておられることは、疑い

もない事実です。 

では、今までとは全く違ったあり方で・・・とはどういうことで

しょうか？ あなたはずっと以前に、あるいは最近かもしれません

が、とにかく既に、父と子と聖霊のみ名によって洗礼を受けました。

そしてその時、あなたは、確かに水と聖霊によって新たに生まれ

た・・・それは疑うべくもありません。その上、それから後で授け

られた堅信の秘跡によっても、聖霊の賜物があなたに与えられたこ

とも確かです。しかし、それにもかかわらずその時に、あなたが聖

霊の賜物をすべて豊かに受けて、聖霊によって刷新された命を与え

られたとは言い切れないのです。なぜなら、その時あなたは、自分

の全てを完全にキリストのおん手に委ね、あますところなく自分を、

明け渡すことができなかったかもしれないのです。 

そういうわけですから、自分の一切を全面的にキリストに明け渡

した今日、実に今日こそ、かつてあなたが洗礼・堅信の両秘跡によ

っても、受けることのできなかった満ちあふれる霊の賜物を、つい
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に受けられたと言えます。ですから《聖霊による洗礼》は、言って

みればあなたが既に受けたはずの洗礼・堅信の恩恵の（延べ払い）

のようなものでもあります。 

既にあなたの中に臨在しておられた聖霊が、今日こそあなたのう

ちにあって、完全に解放され、満ちあふれられるのです。聖霊は今、

あなたの霊の命をご自分のお望みのままに、溶かし、導き、満たし、

そして存分にお使いになるのです。 

まさに今日は、その初日です。前述しましたように、あなたの刷

新された命は、これから聖霊に満たされて、ぐんぐんと成長してい

かなければなりません。 

ところで、聖霊があなたの中で、今までとは全く違った方法で働

かれるように、悪霊もまた、今までとは違った異常な意気込みで、

あなたを攻撃してくることを覚悟しなければなりません。あなたは、

今や、霊の強者となったのですから、それだけ悪霊にとっては、危

険極まりない強敵となったのです。イエスが受洗の後で、全然思い

もよらなかった方法で、悪霊の攻撃をお受けになったと同様に、《聖

霊による洗礼》を受けたあなたも、全く予期しないほどの激烈な戦

いを悪霊から挑まれるでしょう。 

まず悪霊の戦略は、次のように仕掛けて来ます。 

「《聖霊による洗礼》なんてまやかしもんだ。そんなものは初め

からないのだ。おまえは、何も受けちやいないんだ。それはお前の

錯覚さ」と。この戦略に引っかかると、あなたは《聖霊による洗礼》

なんて一種の錯覚だったのだと思い諦めて、すごすごともとの平凡

な命へ戻ることになるのです。 



 

43 

 

また別の戦略は、全くこれとは正反対のタイプです。悪霊はあな

たに語りかけます。 

「おめでとう！ よかったね。やっと《聖霊による洗礼》を受け

たのだから、お前はもう卒業だよ。もう何も問題はないし、なにも

しなくていいんだよ」と。そして祈りの分かち合いも、お互いの学

び合いも、兄弟同士の助け合いも、そんな面倒なことをいつまでも

続けることはないんだと、あなたに思いこませます。 

どうぞ警戒してください。もしもあなたの心が、そんな声に少し

でも耳をかそうとするなら、その時あなたは、転落の一歩手前に立

っていると言ってもよいのです。 

何も恐れることはありません。ただ単純に、謙遜に、神にすべて

を委ねながら、一切の疑惑や不安を退けましょう。ただ、喜びと平

安と神への賛美が、あなたの心にあふれるにまかせましょう。へり

くだって神のみことばに耳を傾けましょう。聖霊によって刷新され

た生き方を、兄弟姉妹たちから学び取りましょう。あなたはまだほ

んの初心者であることを覚えましょう。 

また、異言の賜物についても、あまり焦らないでください。あな

たの口から異言がまだ流れ出なかったとしても、それはただ時間の

問題に過ぎません。必ずしも《聖霊による洗礼》と同時に異言の賜

物があるとは限らないからです。 

あるいは、あなたの口からなにか異言らしいものが漏れ出ては来

たものの、それが果たして異言と言えるものかどうか分からないと

しても、どうぞこれから先、それを続けてください。もしも、真の

異言の賜物であったのなら、それは次第に完成されて来るでしょう。
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もしもそれが、異言の賜物でなかったとしても、いつかそこから、

異言が始まるきっかけとなるかもしれないからです。あなたの異言

が、ただモゴモゴと口ごもるだけのように聞こえたとしても、やは

りそれを続けてください。そのうちに、それは異言として豊かに伸

び、深められていくに違いありません。 

毎日、異言で神を賛美してください。日が経つにつれて、異言に

よる賛美は、あなたにとって、なくてはならぬものに向上していく

でしょう。 

これからの二週間の聖霊セミナーは、今やあなたにとって、以前

にもまして重要なものです。あなたは《聖霊による洗礼》を受けた

ばかりなのですから、刷新された命は、これからぐんぐん成長して

いくはずですし、悪霊も決して手をつかねて傍観しているわけでは

ありません。もしも何か困難な事情が持ち上がるか、あなたの確信

が少しでもぐらついたりするなら、悪霊はこの時とばかり、あなた

の弱みにつけ込んで、兄弟たちの集いから、あなたを切り離そうと

躍起になることでしょう。ですから、次の二週間のセミナーには、

出ても出なくてもよいなどという悪霊の口車に、どんなことがあっ

ても乗せられぬように気をつけてください。 

何度も繰り返しますが、神はあなたを愛しておられます。あなた

が、しっかりと神に一致して生き抜くことは、神ご自身が、切ない

ほどに望んでおられるところです。幼子のようなすなおな気持ちで、

聖霊に満たされた命を生きながら、神のみことばに耳を傾け、みこ

とばを信じて、無条件につき従いましょう。あなたを手引きしてく

ださるのは、実に神ご自身なのです。 



 

45 

 

「精読箇所」 ヨハネによる福音書第 14 章と、使徒言行録第８章。 

今週は、聖霊による新しい命と、私たちに働かれる神の力という

二つの命題について黙想しましよう。 

 

命のことば 

第一日 

《聖霊による洗礼》を皆と一緒に祈っていただいて、あなたの人

生に何か変化が起こりました。前述しましたように、悪霊があなた

を困惑に引きずり込もうと、躍起になることを覚悟せねばなりませ

ん。が同時に、神ご自身があなたとともにおられて、あなたを新し

い命の高みに導いてくださるということをも確信しましよう。神は

絶対に、誰にもひけを取る方ではありません。 

ですから神は、あなたが神に信頼して勇敢に戦うことを望んでおら

れます。そして次のように言われます。 

 

【思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。神が、あなたがたの

ことを心にかけていてくださるからです。 

身を慎んで目を覚ましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、

ほえたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っています。

信仰にしっかり踏みとどまって、悪魔に抵抗しなさい。】 

（ペトロの手紙一 ５章７～９節） 
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第二日 

神はあなたに、聖霊による新しい力を与えてくださいました。そ

の力を存分に活用してください。今のあなたには、別に大した力が

ついたとは思われないかもしれませんし、また、まるで宝くじのよ

うに不確かなものに見えるかもしれません。けれども、それは確実

にあなたのものです。充分に使いこなしてください。力というもの

は、使えば使うほど鍛えられて強化されるものなのです。神は、与

えられた賜物に忠実な者を次にように誉めてくださいました。 

 

【「忠実な良い僕だ。よくやった。お前は少しのものに忠実であっ

たから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。」】 

（マタイによる福音書 25 章 23 節） 

 

第三日 

あなたが聖霊とともに生きるなら、あなたの中で聖霊ご自身が祈

ってくださいます。一日中、できるだけしばしば、あなたの中で聖

霊がお祈りになれるように時間を作ってください。すると、聖霊は、

時にはあなたのことば（日本語）で、そして時には、あなたに与え

られた新しいことば（異言）でお祈りになるでしょう。その新しい

ことばが、ただ数個の音節から成る単純なことばであったとしても、

また、果たしてこれが異言と言えるものかどうかと、危ぶまれるよ

うな代物であったとしても、聖霊があなたの口を用いて、現に祈っ

ておられるのです。あなたの舌を聖霊にお任せしてください。すな

おに、それを日毎続けることによって、異言の賜物があなたの中で
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完成されていくのです。神のみことばが私たちを勇気づけてくれま

す。 

 

【どのような時にも、《霊》に助けられて祈り、願い求め、すべて

の聖なる者たちのために、絶えず目を覚まして根気よく祈り続けな

さい。】 

（エフェソの信徒への手紙６章 18 節） 

 

第四日 

常々、あなたの頭の中で、主イエスのことや聖霊のみわざを思い

浮かべるように努めなさい。主のことを考え、また主が語ってくだ

さった命のことばを黙想しなさい。そして主が、この世でどのよう

に生活されたかを、深く理解しようと努力しなさい。こうして神の

み教えが、あなたのすべての考え方の基盤となるなら、あなたは間

違いなく、永遠の命と平安とを手に入れることができます。神の約

束に、耳を傾けましよう。 

 

【肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。】 

（ローマの信徒への手紙８章６節） 

 

第五日 

神は確かに、あなたにいろいろな霊能（カリスマ）を授けようと

しておられます。それは、もっともっと効果ある方法で、神に奉仕

できる力をあなたに与えたいと望んでおられるからです。しかし、
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また神は、キリスト者としての命の目標が、神と人とに対する無私

の愛であることを、あなたに充分悟らせたいとも望んでおられます。

なぜなら、実はそこにこそ、キリスト者としてのあなたの一切の努

力の中心がおかれなければならないからです。 

主はパウロの口を通して、こう言われます。 

 

【愛を追い求めなさい。霊的な賜物、特に預言するための賜物を熱

心に求めなさい。】 

（コリントの信徒への手紙一 14 章１節） 

 

第六日 

あなたが本当に、聖霊のものとなって、高い霊性に生きる人であ

るかどうかということを、どのようにして見分ければよいのでしょ

うか？ ともすると私たちは、誰かが種々の霊能に恵まれていれば

いるほど、それだけ高い霊性に生きていると思いがちですが、霊能

の有無は決してその人の霊性の高さを判断するバロメーターでは

ありません。私たちが聖霊に満たされた霊的な人間となるためには、

聖霊の実を豊かに結ばなければならないのです。聖霊の実とは、愛・

喜び・平和・寛容・親切・善意・誠実・柔和・節制などです。 

コリントの信徒に宛てたパウロのことばを、神の警告のみことばと

して受け止めましょう。 

 

【兄弟たち、わたしはあなたがたには、霊の人に対するように語る

ことができず、肉の人、つまり、キリストとの関係では乳飲み子で
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ある人々に対するように語りました。わたしはあなたがたに乳を飲

ませて、固い食物は与えませんでした。まだ固い物を口にすること

ができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉

の人だからです。お互いの間にねたみや争いが絶えない以上、あな

たがたは肉の人であり、ただの人として歩んでいる、ということに

なりはしませんか。】 

（コリントの信徒への手紙一 ３章１～３節） 

 

第七日 

神は、私たちを天国に招いて、神とともに永遠に生きる限りない

喜びにあずからせようと望んでおられます。この世では、さまざま

な試練や苦しみがつきまといますが、私たちが受ける永遠の栄光を

考えれば、それらは全く物の数ではありません。聖霊の賜物は、こ

の来たるべき栄光の最初の保証なのです。 

 

【わたしたちの一時の軽い艱難は、比べものにならないほど重みの

ある永遠の栄光をもたらしてくれます。・・・わたしたちの地上の

住みかである幕屋が滅びても、神によって建物が備えられているこ

とを、わたしたちは知っています。人の手で造られたものではない

天にある永遠の住みかです。・・・わたしたちを、このようにふさ

わしい者としてくださったのは、神です。神は、その保証として《霊》

を与えてくださったのです。】 

（コリントの信徒への手紙二 ４章 17 節、５章２、４～５節） 
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『第六週』 

聖霊のうちでの成長 

【わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしに

つながっており、わたしもその人につながっていれば、その人は豊

かに実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは何もできないから

である。】 

（ヨハネによる福音書 15 章５節） 

 

霊の命において、進歩しないことは退歩することです。新生児は、

生まれた瞬間から一刻の休みもなく成長し続けていきますが、全く

それと同じように、聖霊において新たに生まれ変わった私たちも、

日に日に進歩成長しなければなりません。そうでないなら、発育が

とまってしまって、いつまでも未熟児のままでいるでしょう。あな

たは、新しい命が与えられたのですから、日ごとに成長して充分に

成熟しなければなりません。 

《聖霊による洗礼》を受けたということは、一歩足を踏み出した

ということに過ぎません。ですから、今の時点があなたの霊の命の

頂点ではなく、これから頂を目指して登りはじめる登山口であるべ

きなのです。主は、今の時点があなたにとって、日を追ってより満

たされた命へと歩み出すための、最初の一歩であってほしいとお思

いなのです。 

あなたは、命の中に種を受けたのです。その種は、肥沃な土地

を得、行き届いた手入れを受けて、自然に成長し、やがて芽を出
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します。そのためには、何をせねばならないかを考えましよう。

しかし別に心配することはありません。種は成長していくのです

から。 

次の図を見てください。 

 
この車輪はキリスト者としての生活を図解したものです。 

輪縁は、あなたの日常生活を現わしています。 

輪縁が車の軸を中心にして回転すれば、車は前進します。 

軸はキリストです。軸が車全体にとって力の源泉であり、方向づ

けであるように、キリストもあなたの生活の力の源、その方向づけ

です。 

この車には四つの輻
や

（スポーク）があります。 
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これは軸から力と方向とを受けて、輪縁に伝達します。輪縁がこ

れらの輻によってしっかりと車軸に連結されているかぎり、車は誤

りなく前進します。キリスト者としてのあなたの日常生活の車輪に

も四つの輻があります。それは、祈り、（神のみことば）の学習、共

同体（他の兄弟たちの支え）、奉仕のわざ、この四つです。 

 

霊の命の成長は、キリストによってもたらされます。しかし、キ

リストと固く連結しているためには、次のことを忠実に実行せねば

なりません。すなわち、 

・毎日の祈り。 

・神のみことばの定期的な学習。 

・祈りと助けを分かち合うため、他の兄弟たちとの定期的な

集い。 

・キリスト者としての奉仕のわざの探求・・・特に、与えら

れた新しい命を分かち合うための奉仕のわざを考える。 

 

「精読箇所」 ヨハネによる福音書第 15 章と、ガラテヤの信徒へ

の手紙第５章。 

今週は、キリストとの一致の深まりと、聖霊に満たされた命の二

点です。 
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命のことば 

第一日 

イエスは、聖霊によって刷新されたあなたの命の中に、生ける水

を湧き出させてくださいました。その新しい霊の泉は、すぐにでも

干上がってしまうような水たまりのようなものでは決してありま

せん。それは、実にとうとうと湧きいで、溢れ出る命の泉です。あ

なたが、それをせき止めようとしない限り、いつまでも絶えること

なくほとばしり出て止まぬ生ける水なのです。 

イエスの約束を聞きましよう。 

 

【わたしが与える水を飲む者は決して渇かない。わたしが与える水

はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る。】 

（ヨハネによる福音書４章 14 節） 

 

第二日 

あなたは今、キリストのうちに生きているのです。あなたがしっ

かりとイエスに一致している限り、あなたは主によって大きく成長

して豊かな実りを結ぶでしょう。しかし、もしも自分をキリストか

ら切り離すなら、あなたはたちまちにして枯れ萎んでしまいます。

主の忠告を聞きましょう。 

 

【わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしに

つながっており、わたしもその人につながっていれば、その人は豊
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かに実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは何もできないから

である。わたしにつながっていない人がいれば、枝のように外に投

げ捨てられて枯れる。そして、集められ、火に投げ入れられて焼か

れてしまう。】 

（ヨハネによる福音書 15 章５～６節） 

 

第三日 

イエスは、あなたの自我、すなわちあなた自身を全く一変させら

れました。以前とは全く異なったより深い霊性の、より充足したす

ばらしいあなたに変化させてくださいました。しかし、あなたは、

この新しいあなたを、現実のあなた自身として実際に体験しなけれ

ばなりません。それがためには、あなた自身が積極的に古い自我を

脱ぎ捨て、神のかたどりである新しい自我を身につけねばならない

のです。 

みことばがあなたに迫ります。 

【滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、

神にかたどって造られた新しい人を身に着け、真理に基づいた正し

く清い生活を送るようにしなければなりません。】 

（エフェソの信徒への手紙４章 22～24 節） 

 

第四日 

命の源泉である神との親しい交わりから、切り離されたくないな

ら、祈らねばなりません。イエスご自身祈られました。神のみ子で

ありながら・・・しかも常に宣教のみわざに明け暮れする多忙な日々
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を過ごされながら、イエスは祈りの必要を痛感しておられました。

あなたも、霊の命に活き活きと生き続けたいと思うなら、主イエス

の模範に従わねばなりません。 

 

【・・・イエスのうわさはますます広まったので、大勢の群集が、

教えを聞いたり病気をいやしていただいたりするために、集まって

来た。だが、イエスは人里離れた所に退いて祈っておられた。】 

（ルカによる福音書５章 15～16 節） 

 

第五日 

霊の命にますます深められたいと望むなら、神のみ教えを学ぶこ

とが絶対に必要です。 

聖書の神のみことばは尽きることのない宝庫です。その中にこそ、

命のことばが無尽蔵に秘められています。ですから、聖書を熟読し、

そのみ教えについて熱心に黙想しましょう。そうすれば、あなたは

必ずや長足の進歩をとげられることでしょう。あなたの霊の命

に・・・。 

神は言われます。 

 

【・・・この書物は、キリスト・イエスへの信仰を通して救いに導

く知恵を、あなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の

導きの下に書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練を

するうえに有益です。】 

（テモテへの手紙二 ３章 15～16 節） 
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第六日 

キリスト者としての霊の命は、決して個人主義的な命ではありま

せん。孤立しているキリスト者は不完全なキリスト者です。聖霊は、

初代のキリスト者たちを一つに団結させ、かれらが互いに助け合い

ながらキリストのからだに成長していくように、一つの共同体を形

造らせられました。あなたも、教会という神の民の集い（特に主の

日の感謝の祭儀の集い）を大切にし、また、あなたを助け支えてく

れた兄弟姉妹たちとともに結ぶ祈りの集いには、喜んで欠かさず参

加するように努めてください。 

あの五旬祭の日以来、弟子たちが守っていた善い習慣を見習うこ

とを忘れないように。 

 

【ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に三千人ほ

どが仲間に加わった。彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パンを

裂くこと、祈ることに熱心であった。】 

（使徒言行録２章 41～42 節） 

 

第七日 

もしもあなたが誰かを愛しているなら、あなたは、自分の持って

いる一番よいものを、その人にも分けてあげたいと思うはずです。

ところで、今あなたが持っている最上のもの、それは、主なる神以

外の何ものでもありません。ですから、あなたが聖霊の導きによっ

てようやく見出した最高の宝、主なる神を、まだそれを手に入れて
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いない兄弟姉妹たちに分かち合おうと、真剣に考え、また努力しよ

うではありませんか。 

 

【時をよく用い、外部の人に対して賢くふるまいなさい。いつも、

塩で味付けされた快い言葉で語りなさい。そうすれば、一人一人に

どう答えるべきかが分かるでしょう。】 

（コロサイの信徒への手紙４章５～６節） 
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『第七週』 

キリストへの変容 

【わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者と

なっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めてい

るのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです。】 

（フィリピの信徒への手紙３章 12 節） 

 

「精読箇所」 ヨハネによる福音書第 17 章と、フィリピの信徒へ

の手紙第３章。 

今週は、主とともに生きる命を最後まで忠実に生きぬくことと、

イエスの似姿に変容されることとを考えます。 

 

命のことば 

第一日 

聖霊は、あなたを変容させ、霊的に向上させて、より聖なるもの

にならせようと、今、あなたの中で真剣に働いておられます。です

から、あなたは聖霊の働きにすべてをお任せすればよいのです。主

は、どんなことがあっても、あなたを孤独の中に放り出されること

はありません。いつもあなたとともに働いてくださいます。 

主は約束してくださいました。 
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【あなたがたの内に働いて、御心のままに望ませ、行わせておられ

るのは神であるからです。】 

（フィリピの信徒への手紙２章 13 節） 

 

第二日 

さて、次のことだけは、どんなことがあっても忘れてはなりませ

ん。それは、キリストと出会い、キリストのものになるということ

ほどすばらしい生きがいは、絶対にあり得ないということです。あ

なたの最上の宝は、あなたがキリストの中に生きているその命です、

この宝を保ち、これを更に高めていくためなら、持てるもの一切を

投げ棄てても、何ら悔いるところはありません。 

パウロの切ない叫びを聞きましょう。 

 

【わたしの主キリスト・イエスを知ることのあまりのすばらしさに、

今では他の一切を損失とみています。キリストのゆえに、わたしは

すべてを失いましたが、それらを塵あくたと見なしています。キリ

ストを得、キリストの内にいる者と認められるためです。・・・信

仰に基づいて神から与えられる義があります。】 

（フィリピの信徒への手紙３章８～９節） 

 

第三日 

時として、あなたは辛い試練に出会うかもしれません。また、親

友から裏切られたり、家族からさえも誤解されたりすることがある

かもしれません。しかし、もしもあなたが強い信仰をもって対処す
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るなら、それらはあなたを打ち負かすどころか、かえってあなたの

霊的生活の進歩向上のためのもっとも有効な手段となるというこ

とは疑いのないところです。 

神のみことばがそれを約束してくださいます。 

 

【わたしの兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない

喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じると、あなた

がたは知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば、完全

で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。】 

（ヤコブの手紙１章２～４節） 

 

第四日 

神があなたと共におられる・・・このことを絶対に忘れてはいけ

ません。神はあなたを本当に愛しておられて、たとえどんなことが

あっても、あなたを見放されることはありません。ですから、どう

しても耐えられないような試練にあなたを遭わせるようなことは

決してないのです。もしも、あなたに試練をおゆるしになるなら、

それと同時に、必ず、それに打ち勝つ力をもお与えになります。あ

なたをこの上なく愛しておられる主が、いつもあなたとともにいて

くださることを疑ってはいけません。神は、はっきりと約束してく

ださいました。 

 

【あなたがたを襲った試練で、人間として耐えられないようなもの

はなかったはずです。神は真実な方です。あなたがたを耐えられな
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いような試練に遭わせることはなさらず、試練と共に、それに耐え

られるよう、逃れる道をも備えていてくださいます。】 

（コリントの信徒への手紙一 10 章 13 節） 

 

第五日 

あなたが、誠実を尽くして神を愛するなら、一切のことが、あな

たの益になるように展開していきます。あなたの身に起こるどんな

ことでも、あなたのために、より深い、より優れた命の泉とならな

いものは何一つありません。神は悪の木からでも、善の花を咲かせ

ることがおできになるからです。 

神のことばに信頼しましょう。 

 

【神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、

万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知って

います。】 

（ローマの信徒への手紙８章 28 節） 

 

第六日 

あなたがキリストと一つに結ばれたいなら、まず、キリストのか

らだ（神秘体）と密接に結ばれなければなりません。キリストを真

に愛するなら、キリストのものである兄弟姉妹をも愛さずにおれな

いはずだからです。ですから、あなたがあますところなくキリスト

のものであろうと望むなら、あなた自身をキリストのからだ（共同
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体）に結びつけて、他の兄弟姉妹たちと緊密に一致するように努め

なさい。 

神のことば。 

 

【わたしたちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべ

ての部分が同じ働きをしていないように、わたしたちも数は多いが、

キリストに結ばれて一つの体を形づくっており、各自は互いに部分

なのです。】 

（ローマの信徒への手紙 12 章４～５節） 

 

第七日 

キリストは、教会を通して、また他の兄弟姉妹たちの手を通して、

あなたの中に働きかけてくださいます。が、それと同時にまた、主

は、あなたを通して、全共同体に、そしてその中の兄弟姉妹の一人

一人に働きかけようともなさるのです。兄弟姉妹たちは、先に、あ

なたを助けてくれました。今度はあなたが兄弟姉妹たちの恩に報い

る番です。そのために、祈りの集いには必ず参加して、あなたに課

せられた奉仕の役割を果たすように力を尽くしましょう。 

神はそれをあなたに願っておられます。 

 

【互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って

集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましよう。かの日が近づい

ているのをあなたがたは知っているのですから、ますます励まし合

おうではありませんか。】 
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（ヘブライ人への手紙 10 章 24～25節） 

 

さて、皆さん。 

今、仮に、あなたが何億円かの遺産を相続したとしたら、あなたは

どうされますか？ 恐らく、それを悪い人たちに騙し取られたりし

ないように、賢明に慎重に保管なさることでしょう。 

実は、あなたが今、主から相続したものは、何億円かの財産など

とは比較にならぬほどの莫大な宝、実にあなたの命と交換しても悔

いることのないほどに貴重なものなのです。どうぞしっかり保管し

てください。慎重に、賢明 に・・・誰にも奪い去られないように。 

イエスは、高価な真珠を探し歩く宝石商人を譬えにとって、こう

話されました。【天の国は次のようにたとえられる。商人が良い真

珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持

ち物をすっかり売り払い、それを買う】（マタイによる福音書 13 章

45～46 節）と。 

高価な真珠とは、神の国のこと、つまり神と共に生きる命、ずば

り神ご自身のことです。その無限の宝を手に入れ、そして失わない

ためにはあなたの一切を投げ打つことも覚悟してください。 

イエスは、あなたにこう言われます。【心を騒がせるな。神を信

じなさい。そして、わたしをも信じなさい】（ヨハネによる福音書

14 章１節）と。 

ですから、何も恐れてはなりません。神があなたと共にいて、あ

なたを愛しておられるのです。そうです。神ご自身があなたのそば



 

64 

 

におられて、あなたを慈しみ深く見守っていてくださるのですから、

どんな敵もあなたを倒すことはできないのです。 

もちろん、あなたのさまざまな問題が全部解決済みだというので

はありません。あなたはまだまだ完成されてはいないのですから。

けれども、あなたには「道・真理・命」であるお方がついていてく

ださいます。あなたは、今や、永遠の栄光への道を、間違いなくし

っかりと踏み出されたのです。 

 

【神がわたしたちの味方であるならば、だれがわたしたちに敵対で

きますか。・・・ 

わたしは確信しています。死も、命も、天使も、支配するものも、

現在のものも、未来のものも、高い所にいるものも、低い所にいる

ものも、他のどんな被造物も、わたしたちの主キリスト・イエスに

よって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことはできない

のです。】 

（ローマの信徒への手紙８章 31、37～39節） 
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再訂版あとがき  

 

この『新生への門出』は、国際カトリック・カリスマ刷新奉仕会

（ ICCRS）が 2012 年に発行した "BAPTISM IN THE HOLY 

SPIRIT"（教義委員会編集）の日本語訳『聖霊による洗礼』（総括：

畠 基幸、訳者：小熊晴代、校正：高木利彦、2015 年８月 29 日 カ

トリック聖霊による刷新関西委員会発行）に基づき、2006 年 10 月

の改訂版（ヒスロ発行）を再度改訂したものです。主な修正は、「聖

霊の満たし」という用語を「聖霊による洗礼」という用語に改めた

ことと、縦書きを横書きに改めたことです。  

「聖霊の満たし」には、水による洗礼と聖霊による洗礼という二

つの洗礼があるという説を避けるメリットがありますが、それなり

のデメリット（聖霊の満たしを受けた者が自分はキリスト者として

完全になったと思い込んでしまうような危険性など）もあります。

一方、「聖霊による洗礼（Baptism in the Holy Spirit）」の主なメ

リットは、洗礼者ヨハネとイエスが二人とも使った言い回しを保て

ることで、デメリットとしては、水による洗礼と聖霊による洗礼の

二つがあるという誤解や、聖霊による洗礼は一生で一度限りのもの

であるという誤解を生んでしまいがちな点があります。  

一言で言えば、「聖霊による洗礼」は、キリスト者の成熟の完成

に私たちを導くために与えられる聖性の恵みですが、神学的考察を

含むその他の詳細についてはぜひ上述の『聖霊による洗礼』を参照

していただきたいと思います。  
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2019 年６月９日（聖霊降臨の主日）にカリス（CHARIS）が正式

に発足し、それと同時にカリスの規約が施行されました。その規約

によれば、カリスの目標は、カトリック・カリスマ刷新に存在する

多種多様な現実の間にコムニオを築き上げ、世界に福音を宣べ伝え

るために様々な形で奉仕することにありますが、日本の全国コムニ

オ奉仕会の目標もこれに準じています。カリスの目的は第一に「教

会の至るところで、聖霊による洗礼の恵みが深められ、かつ、促進

されるよう手助けすること」です。  

この目的を達成するため、カトリック聖霊による刷新全国コムニ

オ奉仕会は、コロナ禍において廃止されたヒスロ（聖霊刷新事務所）

に代わるカリスプレスからこの「聖霊による生活刷新セミナー」の

導きを発行することにいたしました。この本を利用されるすべての

方々の上に主の祝福が豊かに注がれますように！ 

  

カトリック聖霊による刷新全国コムニオ奉仕会 
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★聖書は「新共同訳」（日本聖書協会）を使わせていただきまし

た。 

  



 

69 

 

 

原著：FINDING NEW LIFE in the Spirit 

A GUIDEBOOK FOR THE LIFE IN THE SPIRIT 

SEMINARS, 

published by Charismatic Renewal Services, Inc.  

Drawer A., Notre Dame, Indiana, USA 

 

 

 

 

新生への門出 「聖霊による生活刷新セミナー」の導き（再訂版） 

発行日  2022 年２月２日（主の奉献） 

著 者  スティーブ・クラーク 

訳 者  小林 有方 

編 集  カトリック聖霊による刷新全国コムニオ奉仕会 

cnscjapan@gmail.com 

発 行  カリスプレス 

charispress3@gmail.com 

 


