
いばらの冠をかぶった王様
The King Who Wore A Crown Of Thorns



ルカ２：１０～１３

天使は言いました。「こわがることはありません。これまで聞いたこともない、
すばらしい出来事を知らせてあげましょう。すべての人への喜びの知らせで
す。今夜、ダビデの町（ベツレヘム）で救い主がお生まれになりました。この

方こそ主キリストです。布にくるまれ、飼葉おけに寝かされている幼子、それ
が目じるしです。」するとたちまち、さらに大ぜいの天使たちが現れ、神をほ
めたたえました。
Luke 2:10-13 (NIV)
But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will 
cause great joy for all the people. 11 Today in the town of David a Savior has 
been born to you; he is the Messiah, the Lord. 12 This will be a sign to you: 
You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.”
13 Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, 
praising God and saying,



コリント人への手紙Ⅱ 8:9 JCB

あなたがたは、主イエス・キリストが、どんなに愛と恵みに満ちておられたか
を知っています。あれほど富んでおられた主が、あなたがたを助けるために、
あれほど貧しくなられました。その貧しさによって、あなたがたを富む者とす
るためでした。

2 Corinthians 8:9 (NIV)
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet 
for your sake he became poor, so that you through his poverty might become 
rich.



愛する者のためにすべてを捨てられた
He gave up everything for the

ones He loved 



ヨハネ３：１６

実に神は、ひとり子をさえ惜しまず与えるほどに、この世界を愛してくださいま
した。それは、神の御子を信じる者が、だれ一人滅びず、永遠のいのちを得る
ためです。

John 3:16 (NIV)
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever 
believes in him shall not perish but have eternal life.



私たちの罪と呪いのすべてを、
イエス様の持つ命と交換してくださった

Jesus exchanged all our sins 
and curses with His own life



創世記３：１７～１９

最後に神はアダムに言いました。「あれほど食べてはいけないと言ったのに、
あなたはそれを食べたので、土地はのろわれたものとなった。あなたは生き
るために、一生あくせく働かなければならない。 18土地にはいばらとあざみ
が生え、あなたは野草を食べるようになる。 19死ぬまで汗水流して土地を耕

し、働いて糧を得、そしてついに死に、再び土に帰る。土から造られたのだか
ら、また土に帰らなければならないのだ。」



Genesis 3:17-19 (NIV)
To Adam he said, “Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about 
which I commanded you, ‘You must not eat from it,’

“Cursed is the ground because of you;
through painful toil you will eat food from it
all the days of your life.

18 It will produce thorns and thistles for you,
and you will eat the plants of the field.

19 By the sweat of your brow
you will eat your food

until you return to the ground,
since from it you were taken;

for dust you are
and to dust you will return.”



イザヤ４３：４～６
4あなたを生かすために他の者が犠牲になった。
あなたのいのちを買い戻すため、
他の者のいのちと交換した。
わたしにとって、あなたは高価で尊いからだ。
わたしはあなたを愛している。恐れるな。わたしがついている。

Isaiah 43:4-5a (NIV)
Since you are precious and honored in my sight,

and because I love you,
I will give people in exchange for you,

nations in exchange for your life.
5 Do not be afraid, for I am with you;



ローマ6：6～９

6私たちの中にある古い性質の自分が、キリストと共に十字架につけら

れたのは、罪を愛する体が砕かれ、もはや罪の支配を受けず、二度と罪
の奴隷にならないためです。 7罪に対して死んだ者は、どんな罪の誘惑
や力からも自由にされるのです。 8罪を愛する古い性質がキリストと共

に死んだのですから、確かに私たちは、キリストの新しいいのちを共有し
ているのです。 9キリストは死者の中から復活されたので、もう二度と死
ぬことはありません。死には、もはやキリストを支配する力がないのです。



Romans 6:6-9 (NIV)
6 For we know that our old self was crucified with him so that the body 
ruled by sin might be done away with,[a] 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. 9 
For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die 
again; death no longer has mastery over him.



死んだものは生きる
What was once dead is now alive 



#ローマ８：８

ですから、なおも古い自我に支配されて欲望に従い続ける者は、
決して神をお喜ばせすることができないのです。
Romans 8:8(NIV)
Those who are in the realm of the flesh cannot please God.



マルコ8：34～35
それから、弟子たちと群衆とを呼び寄せ、こう言われました。「だれでもわたしについて来た
ければ、自分中心の生活をやめ、自分の十字架を負って、わたしについて来なさい。 自分
のいのちを守ることばかりにとらわれている者は、それを失います。わたしと福音とのために
いのちを捨てる者が、いのちを得るのです。

Mark 8：34～35  NIV
Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be 

my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.
For whoever wants to save their life[b] will lose it, but whoever loses their life for me and 
for the gospel will save it.




