
GOSPEL 

Using the First Steps bible study is a great way 
to introduce someone to the gospel. Here is a 
shorter way of sharing the key ideas of the 
gospel that you can do anywhere with a pen and 
piece of paper (or even on a napkin). Take turns 
practicing to share this gospel presentation to 
your group. Draw the illustration on a piece of 
paper as you teach.


1. God loves you, made you, and has a good 
plan for your life. God made you to enjoy life with 
him. You were made to live with God.


福音 

ファーストステップのバイブルスタディを使うこと
は、誰かに福音を紹介する素晴らしい方法です。で
すが、ここでは福音の鍵となる考えをさらに短く伝
える方法について考えてみましょう。これはペンと
一枚の紙（ナプキンでも大丈夫です）があれば、ど
こでもできます。あなたのグループ内で交代にこの
福音プレゼンをしましょう。紙のこれからお伝えす
るとおりに図を紙の上に書いていきましょう。  

  

1. 神はあなたを愛し、あなたを創造し、あなたの
人生に良い計画をお持ちです。神はあなたを人生を
神と共に楽しむために作りました。あなたは神と共
に生きるように作られているのです。 


PEOPLE GOD

2. But we all have sinned against God. Sin is 
anything God hates and forbids in the Bible—
lying, stealing, lusting, gossiping, jealousy, etc. 
Romans 3:23 “for all have sinned and fall short of 
the glory of God…” Sin separates us from a 
joyful life with God. Romans 6:23 “For the wages 
of sin is death, but the free gift of God is eternal 
life in Christ Jesus our Lord.”


SIN

PEOPLE GOD

3. Because God loves us he made a way to help 
us. Romans 5:8-10 “but God shows his love for 
us in that while we were still sinners, Christ died 
for us. Since, therefore, we have now been 
justified by his blood, much more shall we be 
saved by him from the wrath of God. For if while 
we were enemies we were reconciled to God by 
the death of his Son, much more, now that we 
are reconciled, shall we be saved by his life.” 
Jesus is God’s Son. He became a human and 
lived a perfectly sinless life. He didn’t deserve to 
die, but freely died for us, so our sins would be 
paid for, in order to make a way to God.


人 神
2. でも、私たちは神に対して罪を犯しました。罪
とは書かれている、神が嫌いで、聖書の中で禁じら
れていることです。嘘をつくこと、盗むこと、情欲
を抱くこと、噂話をすること、嫉妬することなどで
す。  ローマ 3:23「…すべての人は、罪を犯したの
で、神からの栄誉を受けることができず、…」罪は
私たちを神と共にある喜びにあふれた人生から遠ざ
けています。  ローマ 6:23「罪から来る報酬は死で
す。しかし、神の下さる賜物は、私たちの主キリス
ト・イエスにある永遠のいのちです。」


罪

人 神

3. 神は私たちを愛しているので、私たちを助ける方
法を作ってくださいました。ローマ5:8-10「しかし
私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たち
のために死んでくださったことにより、神は私たち
に対するご自身の愛を明らかにしておられます。で
すから、今すでにキリストの血によって義と認めら
れた私たちが、彼によって神の怒りから救われるの
は、なおさらのことです。もし敵であった私たちが、
御子の死によって神と和解させられたのなら、和解
させられた私たちが、彼のいのちによって救いにあ
ずかるのは、なおさらのことです。」




SIN
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FAITH

SIN

PEOPLE GOD

4. Jesus did not stay dead but God raised him 
back to life. We can receive God’s free gift of 
forgiveness of our sins and eternal, joyful life with 
God through faith in Jesus. Romans 10:9 “…if 
you confess with your mouth that Jesus is Lord 
and believe in your heart that God raised him 
from the dead, you will be saved.”

You can receive this gift today by repenting, 
believing, and being baptized. Acts 2:37-38 
“Now when they heard this they were cut to the 
heart, and said to Peter and the rest of the 
apostles, “Brothers, what shall we do?” And 
Peter said to them, “Repent and be baptized 
every one of you in the name of Jesus Christ for 
the forgiveness of your sins, and you will receive 
the gift of the Holy Spirit.” 

信仰

罪

人 神

イエスは神の息子です。彼は人間になり、完全に罪
のない人生を生きられました。彼は死に値しません
でしたが、進んで私たちのために、そのことによっ
て私たちの罪が支払われるために、そして神への道
を作るために死なれました。 


罪

人 神

4. イエスは死んだままでいたわけではなく、神は
彼を生き返らせました。私たちはそのイエスに信仰
を置くことによって、神様からの無償の贈り物であ
る罪の赦しと、永遠の喜びあふれる神との人生を受
け取ることができます。  ローマ 10:9「なぜなら、
もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心
で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださっ
たと信じるなら、あなたは救われるからです。」


あなたはこの贈り物を、悔い改め、信じ、洗礼を受
けることによって受け取ることができます。使徒 
2:37-38「人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロ
とほかの使徒たちに、「兄弟たち。私たちはどうし
たらよいでしょうか。」と言った。そこでペテロは
彼らに答えた。「悔い改めなさい。そして、それぞ
れ罪を赦していただくために、イエス・キリストの
名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、
賜物として聖霊を受けるでしょう。」  


