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弁証論 

神さまが私たちの内側で働かれることによって、私たちはイエス・キリ

ストを信じるようになります。その働きについて語ることを（あなたの

中で神さまが真に働かれているという）証し証しと呼びます。証しは主観と

いう真実のひとつの側面を伝えます。一方で、交通事故での現場検証や

犯罪捜査などのように客観を通して真実を捉えようとする方法がありま

す。そのような方法で聖書が真実かどうかを考えることをキリスト教弁キリスト教弁

証論証論と呼びます。 
 
キリスト教弁証論によって私たちの信仰、あるいは福音伝道を考えるこ

とはとても大切なことです。なぜなら、ひとつは洗脳や盲目的陶酔では

なく、揺るがない根拠に基づいていることで証しがより力強いものにな

るからです。もうひとつは、聖書がすべての人が信じるべき真理である

ことを確信しているなら、まわりの人たちに福音を伝える自信を持つこ

とができるからです。 
 
［質問］［質問］これまでキリスト教弁証論について考えたことはありますか？

知っていることがあれば、分かち合ってください。 
 
［祈り］［祈り］今日は弁証論の角度から聖書を見ていくことで、信仰がさらに

強められることを祈りましょう。 
 

聖書の信頼性 

聖書に書かれていることを真実であり真理であると信じる人たちをクリ

スチャンと呼びます。つまりクリスチャンの信仰は、聖書に書かれてい聖書に書かれてい

ることが真理であるという前提ることが真理であるという前提をもとに成り立っています。ですが私た

ちはどうやって聖書が真理であると自信をもって言えるのでしょうか？

とくにクリスチャンの信仰の核であるイエス・キリストについて書いて

いる新約聖書が真実である根拠はなんでしょうか？ 



 
［質問］［質問］10月21日の説教を聞いて、「聖書に書かれていることが真理で

あるという前提」についてどんなことを学びましたか？シェアしましょ

う。 
 
聖書に書かれていることが真理であることがわかるひとつの方法は、

「写本」です。以下、写本と聖書の信頼性について箇条書きで説明しま

す。 
 

● すべての新約聖書に原本はなく、文章をコピーする専門の訓練

を受けた人によって書かれた「写本」しか残っていない 
● つまり、現代の私たちが手にしている聖書は「コピーのコヒ

゚ーのコピーのそのまたコピーあるいはそれ以上」のもので

ある 
● 印刷技術のなかった時代に伝わっていた情報が真実であるのは疑

わしい→同時期の写本同士で比較し重ね合わせることで、情報が

正しく伝達されているかを調べることができる 
● 一般的に古文書の写本は、原語で多くとも10部前後現存している

ものがほとんどだが、新約聖書は原語のギリシャ語で書かれた写

本だけでも約5000部存在する 
● 福音書に関して、すべての写本同士を比較した結果その内容は

99.5%一致している 
 
聖書に書かれていることが真理であることがわかるべつの方法には、

「執筆時期」があります。以下、執筆時期と聖書の信頼性について箇条

書きで説明します。 
 

● 現存する最古の本（写本ではない）と言われているのは「アレキ

サンドロス大王東征記」 
● この本はアレクサンドロス大王の死後約450年ほど経ってから書

かれているが、歴史家のあいだでその信憑性が高く評価されてい

る 
● 一方、福音書の中で最初に書かれたマルコによる福音書（原本）

が書かれたのは、イエスの死後20〜30年以内 



● 歴史的に言えば当時としてはニュース速報レベルの速さで福音

書は書かれたと言うことができ、またイエスについて知っている

人の多くがまだ生きていた時代に意図的に真実ではないことが書

かれた可能性は極めて低い 
 
［質問］［質問］今日こうして弁証論の観点から聖書について考えたことは、あ

なたの信仰にどのように影響しましたか？ 
 
［質問］［質問］今日学んだことを伝えたい家族や友人、同僚などはいますか？

グループでシェアをして、お互いに励まし合いましょう。 
 
このほかにもキリスト教弁証論によってたくさんの客観的根拠をみつけ

ていくことができます。もし興味を持たれた方は、ぜひ月二回日曜日の

礼拝後に浜崎勇樹さんが開催されている「弁証と弁当」セミナーにご参

加ください。 
 
［祈り］［祈り］最後に、グループで次の神の御言葉を声を出して読み、聖霊を

通して神の救いを信じることができるように祈りましょう。ヨハネによヨハネによ

る福音書る福音書16:7-8。 
 

しかし、わたしは真実を言いま
す。わたしが去って行くこ と
は、あなたがたにとって益なので
す。それは、もしわたしが去って
行かなければ、助け主があなたが
たのところに来ないからです。
しかし、もし行けばわたしは助け
主をあなたがたのところに遣わし
ます。その方が来ると、罪につ
いて、義について、さばきにつ
いて、世にその誤りを認めさせま
す。 

Nevertheless, I tell you the truth: it 
is to your 
advantage that I go away, for if I 
do not go away, the Helper will not 
come to you. But if I go, I will send 
him to you. And when he comes, 
he will convict the world 
concerning sin and righteousness 
and judgment: 

 
  



Small Group Lesson 
2018/10/21-2018/11/3 

 

Apologetics 

Through God working inside us, we are able to believe in Jesus Christ. 
Talking about this work is called a testimony (that God is actually 
working in you). Testimonies convey a subjective aspect to truth. On the 
other hand, there’s a method of trying to grasp the truth objectively, like 
during a criminal investigation or when inspecting the scene of an 
accident. Thinking about whether the Bible is true or not with this kind of 
method is called Christian apologetics.  
 
Thinking about evangelism or our faith with Christian apologetics is very 
important. One reason is because our testimony becomes stronger by 
being grounded not on brainwashing or blind obsession but on an 
unshaking foundation. Another reason is because confidence that the 
Bible is true and should be believed by everyone gives you confidence to 
share the gospel with people around you.  
 
[Question] Have you thought about Christian apologetics before? If you 
know anything about it, please share.  
 
[Prayer] Pray that our faith would be strengthened as we look at the 
Bible from an apologetics standpoint today.  
 

Reliability of the Bible 

People who believe that what the Bible says is real and true are called 
Christians. Basically a Christian’s faith holds the basic premise that 
what the Bible says is true. But how can we say with confidence that 
the Bible is true? In particular, what is the evidence for the truthfulness of 



what the New Testament says about Jesus Christ, the core of a 
Christian’s faith?  
 
[Question] What did you learn about the premise that what the Bible 
says is true from the October 21 sermon? Please share. 
 
One way we know that what the Bible says is true is by the manuscripts. 
Below are some points explaining manuscripts and the reliability of the 
Bible.  
 

● All of the original New Testament manuscripts are lost, and 
manuscripts written by people specially trained in copying 
documents are all that remain 

● In other words, the Bible we have today is a copy of a copy of a 
copy...or of something copied many more times 

● It’s questionable if information transmitted in an era with no printing 
techniques is true → by comparing manuscripts from the same era 
with each other, it’s possible to examine whether information was 
correctly transmitted 

● Generally, almost all ancient documents have around ten existing 
original-language manuscript fragments, but there are around 5000 
such fragments of the New Testament in the original Greek 

● Comparing all the gospel manuscripts results in 99.5% content 
agreement 
 

Another way to know that what the Bible says is true is by the time of 
writing. Below are some points explaining time of writing and the 
reliability of the Bible.  
 

● The oldest existing book (not manuscript) is The Anabasis of 
Alexander 

● This book was written around 450 years after the death of 
Alexander the Great, but it is regarded as highly authentic among 
historians 



● On the other hand, the original manuscript of Mark, the first of the 
gospels to be written, was written within 20 to 30 years after Jesus’ 
death 

● Historically speaking, it’s fair to say that the gospel was written at 
the speed of breaking news for its time, and the likelihood that 
intentionally untruthful things were written in an era when many 
people who knew Jesus were still alive is exceedingly low 

 
[Question] What kind of effect has thinking about the Bible from an 
apologetics point of view like this today had on your faith?  
 
[Question] Do you have any family members, friends, or coworkers with 
whom you want to share these things you learned today? Share with the 
group and encourage each other.  
 
There’s a lot more objective evidence we can discover with Christian 
apologetics. If you’re interested in learning more, please join the 
Apologetics & Bento seminar held by Yūki Hamasaki after service on the 
second Sunday of each month.  
 
[Prayer] Last, read the following from God’s Word and pray we would be 
able to trust in God’s salvation through the Holy Spirit. John 16:7-8: 
 

しかし、わたしは真実を言いま
す。わたしが去って行くこ と
は、あなたがたにとって益なので
す。それは、もしわたしが去って
行かなければ、助け主があなたが
たのところに来ないからです。
しかし、もし行けばわたしは助け
主をあなたがたのところに遣わし
ます。その方が来ると、罪につ
いて、義について、さばきにつ
いて、世にその誤りを認めさせま
す。 

Nevertheless, I tell you the truth: it 
is to your 
advantage that I go away, for if I 
do not go away, the Helper will not 
come to you. But if I go, I will send 
him to you. And when he comes, 
he will convict the world 
concerning sin and righteousness 
and judgment…. 

 
 


