


“That night there were shepherds staying in the 
fields nearby, guarding their flocks of sheep. 
Suddenly, an angel of the Lord appeared among them,
and the radiance of the Lord’s glory surrounded 
them. They were terrified, but the angel reassured 
them. “Don’t be afraid!” he said. “I bring you good
news that will bring great joy to all people. The 
Savior—yes, the Messiah, the Lord—has been born 
today in Bethlehem, the city of David!” 
[Luke 2:8-11NLT]



さて、その地方で、羊飼いたちが野宿をしながら、羊
の群れの夜番をしていた。すると、主の使いが彼らの
ところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは
非常に恐れた。御使いは彼らに言った。「恐れること
はありません。見なさい。私は、この民全体に与えら
れる、大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町
で、あなたがたのために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。
[ルカの福音書 2:8-11]



“When Adam sinned, sin entered the world. 
Adam’s sin brought death, so death spread to 
everyone, for everyone sinned.” 
[Romans 5:12 NLT]

こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世
界に入り、罪によって死が入り、こうして、すべて
の人が罪を犯したので、死がすべての人に広
がったのと同様に──[ローマ人への手紙 5:12]



[ローマ人への手紙 5:15]
“But there is a great difference between Adam’s sin and 
God’s gracious gift. For the sin of this one man, Adam, 
brought death to many. But even greater is God’s 
wonderful grace and his gift of forgiveness to many through 
this other man, Jesus Christ. 

しかし、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の
違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと、一人の
人イエス・キリストの恵みによる賜物は、なおいっそう、多く
の人に満ちあふれるのです。



[ローマ人への手紙 5:16]
And the result of God’s gracious gift is very different from 
the result of that one man’s sin. For Adam’s sin led to 
condemnation, but God’s free gift leads to our being made 
right with God, even though we are guilty of many sins. 

また賜物は、一人の人が罪を犯した結果とは違います。
さばきの場合は、一つの違反から不義に定められましたが、
恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです。



For the sin of this one man, Adam, caused death to rule 
over many. But even greater is God’s wonderful grace and 
his gift of righteousness, for all who receive it will live in 
triumph over sin and death through this one man,
Jesus Christ.” [Romans 5:15-17 NLT]

もし一人の違反により、一人によって死が支配するように
なったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれる
ばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより、
いのちにあって支配するようになるのです。
[ローマ人への手紙 5:15-17]



“Don’t copy the behavior and customs of this world, but 
let God transform you into a new person by changing the 
way you think. Then you will learn to know God’s will for 
you, which is good and pleasing and perfect.” 
[Romans 12:2 NLT]

この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たに
することで、自分を変えていただきなさい。そうすれば、神の
みこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に喜ばれ、
完全であるのかを見分けるようになります。
[ローマ人への手紙 12:2]



“Then Jesus said, “Come to me, all of you who are weary and 
carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon 
you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, 
and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, 
and the burden I give you is light. [Matthew 11:28-30 NLT]

すべて疲れた人、重荷を負っている人はわたしのもとに来なさい。
わたしがあなたがたを休ませてあげます。わたしは心が柔和でへり
くだっているから、あなたがたもわたしのくびきを負って、わたしから
学びなさい。そうすれば、たましいに安らぎを得ます。わたしのくび
きは負いやすく、わたしの荷は軽いからです。」
[マタイの福音書 11:28-30]



Q:人々が人生の中で「隠そう」とする
領域は何だと思いますか？

なぜ隠そうとするのでしょうか？

Q:  What are areas that people try to 
cover up in their lives and why?


