
1.	あなたの心をキリストに献げませんか？聖

書は決して誰かに、自分の心をキリストに

献げるようには言っていません。私たちは、

何かを神に献げることによって救われるの

ではなく、救いは受け取る必要があります。

（エペソ２章８～９節を参照）エレミヤ 17

章 9 節に「人の心は何よりも陰険で、それ

は直らない。だれが、それを知ることがで

きよう。」と書いてあります。またローマ

10 章 10 節には「人は心に信じて義と認め

られ、口で告白して救われるのです。」と

も書いてあります。ある人は、このみこと

ばは未信者がキリストを受け入れる決心へ

と導くと信じています。そうであっても、

このみことばは「未信者が心をキリストに

献げるように」と言っているわけではあり

ません。未信者は心をキリストに献げるこ

とはできません。この招きの言葉は福音を

明確に伝えることのできない非聖書的なも

のであり、誤解を招きます。

2.	あなたの人生をキリストに明け渡しません

か？もう一度言いますが、私たちは、何か

を神に献げることによって救われるのでは

なく、救いは受け取るものです。( ヨハネ

1 章 12 節）明け渡しは主に「全てをささげ

る」という意味を含んでいて、それはクリ

スチャンにのみ適用されます。ローマ 6 章

と 12 章はクリスチャンに「服従」と「献身」

を要求しています。クリスチャンが神のみ

こころに沿った生活をするために、主に従

い奉仕するようにと命令しています。これ

らのことと、イエス・キリストを信じるこ

とを混同しないようにしてください。

3.	あなたの罪を告白して主に赦してもらいま

せんか？この招きは主との関係を回復する

必要があるクリスチャンにのみ適用される

ものです。Ⅰヨハネ１章９節のみことばが

この招きの根拠になっていますが、これは

救いの招きではありません。未信者は神の

前に自分の罪深さや滅ぼされるべき人であ

ることを認めなければなりませんが、罪を

告白することで救われるわけけではありま

せん。( 人は自分の犯してきた罪の全てを

思い出すことができません！ ) キリストが

自分の代わりに罪の罰を受けてくれたこと

を受け入れる時、罪が赦され聖められるの

です。（ローマ 3章 23 節参照。）

4.	キリストのところに来て、今からキリスト

に仕えることを約束しませんか？キリスト

に仕えるという約束は信者にのみ意味があ

ります。未信者は霊的な生活を送っていな

いからです（エペソ 2 章 1 節 )。だから、

未信者はキリストに仕える招きに応えるこ

とができません。更に、キリストのところ

に来て」という言葉は、キリストに受け入

れられるためにはそうする必要があるとい

う意味であり、救われるためには良い行い

が必要であるという誤解を与えます ( エペ

ソ 2 章 8-9 節）。もし「キリストのところ

に来て」とは、キリストを救い主として受

け入れるという意味で使うのであれば、こ

の言葉を招きに用いることができるかもし

れません。しかし、キリスト教の専門用語

を含む招きは未信者に誤解を与えることが

あります。主に仕えることは救われた者の

当然の反応ですが、それ自体は救いとは何

の関係もないのです。

5.	キリストのもとに来て祈り求めてみません

か？「祈り求める」や「任せる」や「ゆだ

ねる」という言葉は救いの招きに全く適し

ません。それらはキリストを救い主と受け

入れる事とは別の事を要求しています。キ

リストを信じた時に救われるとキリスト自

身が約束しています（ヨハネ 3 章 18 節 ,6

誤解しやすい招きと明確な招き

明確に福音を子ども伝えることはとても重要です。しかし、時々 Awana リーダは子どもがキリス

トを受け入れるための招きにおいて、誤解しやすいキリスト教の専門用語を使うことがあります。

救いは恵みによる贈り物であることを忘れないでください。救いは単に受け取るべき物なので、救

われていない子どもに次のように尋ねることは間違いです。



章 47 節）。救いを神に求めなければならな

いという事は聖書のどこにも書かれていま

せん。信仰を持ってイエス・キリストの所

へ行く時に、主は私たちを受け入れてくれ

るのです。「祈り求める」という招きは感

情を強調する人たちがしばしば用います。

そのような人たちは自分が救われたと感じ

るまで祈り続ける事を強要します。

6.	すぐにキリストにあなたの心の中に来ても

らいましょう。この様な招きを聞いた子ど

もはしばしば誤解して、文字通りキリスト

が自分の心の中に来てくれると考えます。

キリストを信じるだけでなく更に別のこと

が必要であるという誤解を与えます。キリ

ストが十字架の上で私たちの罪の罰を代わ

りに受けられたので、私たちは救われるの

です (エペソ 1章 7節 )	。私たちが救い主

であるイエス・キリストを信じるときに、

聖霊は私たちの内に住んでくださり、私た

ちの体は神の宮となります。しかし、聖霊

が私たちの内に住むのは、救われる方法で

はなくて救いの結果です。この様な招きを

する人は黙示録 3 章 20 節をその根拠にし

ますが、残念ながらそれは文脈を無視した

考えであって、それを救いに適用すること

はできません。

7.	あなたは今、キリストに献身をしませんか？

この招きの言葉は、とても曖昧で最も誤解

を与えるものの 1つです。この「献身する」

という言葉は、罪深い習慣をやめて、ある

働きに仕えることを意味します。キリスト

への献身は明らかに個人的な働きです。し

かし未信者は罪過と罪との中に死んでいた

者（エペソ 2 章 1 節）なので、キリストに

そのような献身をすることはできません。

私たちは、神へのそのような献身によって

救われるわけではなく、神の救いの贈り物

を受け入れることで救われるです（ヨハネ

3 章 16-18 節）。未信者はキリストへの献身

の前に、贈り物としての救いを受け取る必

要があります。彼らは、キリストが救いを

完成してくださったことを信じる事によっ

てのみ、この贈り物を受け取ることができ

るのです。（ヨハネ 5章 24 節）

8.	キリストをあなたの人生の主としません

か？この招きは、自分の人生をキリスト

の支配にゆだねてこなかったクリスチャン

のためのものです。未信者は霊的な人生を

送っていないので、キリストを自分の救い

主として最初に受け入れるときまではキリ

ストを自分の人生の主とすることはできま

せん。ですから、救いの招きに「人生の主」

をキリストにする事は含まれるべきではな

いのです。キリストは十字架の贖いを通し

て私たちを救ってくれました。キリストは

私たちの代わりに、罪の罰をその身に負っ

てくれました（ローマ 5 章 8 節）。キリス

トの死と復活によって、私たちは霊的な生

活を送れるようになり、主に従い、仕える

ことができるのです ( Ⅰペテロ 2 章 24 節 )	

。救われるために、キリストを自分の人生

の主にするのではありません。救われた後

でみことばに従ってそうすべきです。

9.	あなたの罪を悔い改めて救いを受けません

か？悔い改めるとは「心を入れ替える」意

味で、態度が変わることで明らかになりま

す。心からの悔い改めは、自分の罪を悲し

み、罪から神に立ち返ろうと願う心に導く

聖霊の働きの結果なのです。救いの贈り物

を受け入れていない未信者は、自分の罪深

さ（ローマ 2 章 23 節 ,6 章 23 節）と救い

の必要性を認めなくてはなりません。救い

において悔い改める事と信じる事は表裏一

体なのです（ルカ 24 章 47 節）。悔い改め

るだけでは救われません。

10.	今、単純に信じてイエスに触れてもらいま

しょう。この招きはその人の感情に訴える

もので、キリストを救い主と認めることの

重要性を欠いたものです。この招きは、キ

リストを信じる代わりに救いを実感する特

別な経験に目を向けさせています。聖書の

どこにも「イエスに触れてもらう」時に救

われると書かれていません。また、聖書は

私たちがキリストを救い主として認める時

に、特別な感情を求めるように命じていま

せん。確かに、救われた時に喜びや安心や



平安を感じることは珍しいことではありま

せん。しかし、救いの確証は私たちの感情

にではなく、みことばの約束にあるのです

（ヨハネ 3章 36 節）。

11.	救いのために、あなたの全ての罪を捨て去

ろうと思いますか？未信者は自分の罪を捨

て去ることはできません。また聖書も、救

いを贈り物として受け取る前に、罪を捨て

去らなくてはならないとは教えていませ

ん。代わりに、聖書は私たちのために死ん

でくださったキリストの福音を信じるよう

にと強く勧めています（ローマ 5 章 8 節）。

私たちがキリストを信じるとき、失われて

希望のなかった私たちを神は受け入れてく

ださるのです。一方で、キリストを受け入

れたなら、私たちは聖霊の力によって罪を

捨て去り、キリストにある生き方を学ぶべ

きです（ヨハネ 14 章 21 節、Ⅰヨハネ 5 章

2-3 節）。この招きは、救いの結果（神を敬

う行い）と救いの方法（キリストを信じる

こと）とを取り違えているのです。

次の招きは明確な表現の例です :

12.	主イエスを受け入れて、イエスを自分の救い

主として信じませんか？この招きのことば

は聖書的に正しいものです。イエス・キリ

ストを自分の救い主として受け入れる事は、

キリストが十字架の上で私のためになして

くださった事を信じることです。キリストを

信じる事は、キリストが私のために死んでく

ださった事を個人的に受け入れることです。

未信者は私を罪の罰から救うためにキリス

トが死んでくださったと個人的に信じるべ

きです。... この方を受け入れた人々、すな

わち、その名を信じた人々には、...（ヨハ

ネ 1 章 12 節）のみことばは全ての人に開か

れた招きのことばなのです。これは福音の中

心です	!

13.	キリストはあなたの罪のために死にました。

キリストを個人的に信じてください。そうす

ればあなたは救われます。この招きは正しい

招きです。キリストは私たちの罪のために死

に、その死から肉体を持って復活した事に

よって罪に対する勝利を示されました（ロー

マ 4 章 24-25 節）。聖書において信じると言

う言葉は何かを完全に信頼することを意味

しています。私たちが個人的に福音のメッ

セージを信頼した時に、天国での永遠のいの

ちが保証されます。イエスは私たちの救いを

完成する事を保証してくださる生けるお方

です（ピリピ 1章 6節）。


