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３年倫理学習プリント（４） 第１編 青年期の課題と人間の自覚

第２章 人間としての自覚

第２節 キリスト教（教科書ｐ．３６～４５）

《この節の概観》

１．キリスト教は、古代イスラエルの宗教、ユダヤ教を基盤に、その律法主義を批判

して神の愛を説いたイエスの教えから成立した。

２．イエスの処刑後、その弟子たちは教えを伝道し、キリスト教は地中海世界に広が

り、４世紀にはローマ帝国の国教となった。

３．その後、キリスト教は古代ギリシアの哲学と接触し、教父たちはそれを元にキリ

スト教思想を確立した。

４．その後、中世のスコラ学では、特にアリストテレス哲学を基盤としたスコラ哲学

が発展した。

（１）旧約聖書の人間観 ※《重要》cf.資料集p.37～40、61

《ＰＯＩＮＴ》

①『旧約聖書』における人間観・世界観を理解する。

②キリスト教の母体となった、ユダヤ教の特色を理解する。

①ヘブライズム（キリスト教精神）とヘレニズム（ギリシア精神）の比較

ａ）ヘブライズム（キリスト教精神）とは？

：天地万物の創造者であり、唯一絶対の神である【１ 】を中心に据える

生き方である。

→ この神によって、【２ 】を与えられた人間は、神との【３

】（信頼関係）を破り、自己中心的な堕落した状態にある。

→ 神は、こうした人間との修復を求めて、その心に絶えず呼びかけており、

これに応える生き方こそ【４ 】である。

ｂ）ヘレニズム（ギリシア精神）とは？

：自然的存在としての人間を肯定し、【５ 】の働きによる知恵を最も優れた

ものとし、感情・意志をその支配の下におく調和ある生き方を求める考え方であ

る。
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②《確認！》人間は【６ 】を背負った存在

ａ）『【７ 】』（創世記）によると、人類の祖とされるアダムとイブが神の命

令に背き禁断の木の実を食べ楽園から追放されたのは、人間が堕落した罪深い存在で

あることを説明するためにつくられた物語であり、人間の知恵の卑小さ、問題性を暗

示している。

ｂ）人間を二重性をもった存在、すなわち、【８ 】（原罪を背負った）した存在

であると同時に神の【９ 】（恵み）によって救われる可能性をもつ存在として

とらえている。

③《確認！》『旧約聖書』の物語

ａ）天地創造

『旧約聖書』の最初、「創世記」では、７日間の世界の創造が描かれている。神は

言葉によってすべてを創造した。「初めに、神は、天と地を創造された」。神が「光あ

れ」と言うと、「光」が生まれた。これが創造の１日目 である。

７日間につくられたのは、①１日目「光」、②２日目「空と大地」、③３日目「植物」、

④４日目「天体」、⑤５日目「魚と鳥」、⑥６日目「動物、人間」である。７日目には、

世界の創造を終えた神が安息したため、聖なる安息日とされ、十戒はこの日の労働を

禁じている。１週間に１度の休みということから日曜日のようにも思うが、現在イス

ラエルで安息日とされるのは土曜日である。

ｂ）楽園追放

神は、６日目に神に似せて人間アダムをつくり、そのあばら骨から妻となるイヴ（エ

ヴァ）も誕生させた。２人は神のつくった楽園「エデンの園」で多くの生き物と平和

に暮らしていたが、邪悪な蛇にそそのかされ、神の禁に背いて「善と悪を知る木の実」

を食べてしまう。この罪により２人は楽園を追放される。それ以降、人間は死すべき

存在となり、男は労働の苦しみ、女は出産の苦しみを負うことになった。「禁断の木

の実を食べること」は、自分の意志や欲望を優先させ、神の背く根源的な罪の象徴で

ある。この罪はアダム以来の全人類が持つとされ、キリスト教では原罪と呼ばれる。

ｃ）ノアの箱舟

楽園を追われたアダムとエヴァは地上で暮らし、多くの子孫が生まれた。しかし、

その人間たちは欲望のまま生きるようになり、堕落しきったため、神は一度、大洪水

を起こして生物をすべて滅ぼすことに決めた。ただ、神に忠実であったアダムの10代

目の子孫ノアとその家族、さらに一つがい動物たちは救うことにした。神は大洪水を

逃れるため箱船をつくるようノアに命じる。やがて大洪水が起き、その他のすべての

生き物は滅んだが、40日間の洪水の後、ノアは再び地上に降り立った。

神に選ばれて契約を結んだアブラハムは、このノアの子孫とされる。
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ｄ）バベルの塔

地上で豊かな文明を築いたノアの子孫たちは、天に届く高い塔を作り始める。この

時、人々は一つの同じ言葉を話しており、一致団結して巨大な建造物を造ることが可

能であった。さらに人々は「我々の名を作ろう。そして全地に散らされないようにし

よう」と考えたため、神はこの塔の建設を神の名が忘れられることを招く悪い企みと

考え、人間が様々な言葉を話すようにして、意志の疎通ができないようにしてしまっ

た。そのため、塔の建設は放棄され、人々は世界中に散らばっていった。現在、人間

が世界各地に住み、様々な言葉を話しているのは、このためであるとされる。

※（旧約）聖書

１．ユダヤ教・キリスト教・イスラームの聖典。

２．旧約とは、キリスト教の側によって用いられる言葉で、イエス＝キリストに

よる新しい契約即ち新約に対して、その前提となっている古い契約のことを意

味する。前1100年頃から前150年頃までに書かれたもの。

３．イスラエル人は、神との間に契約関係にあるという選民意識に基づき、この

聖典を神の掟、即ち律法としてとらえる。

４．「創世記」、「出エジプト記」、「申命記」などの律法、「イザヤ書」などの預言、

「ヨブ記」などの諸書の三つのグループからなる。

５．『旧約聖書』では、世界の創造から人類の誕生、イスラエル民族の歴史など、

様々な物語が語られている。これらの物語に見られる考え方はキリスト教の土

台となり、ヨーロッパの思想にも多大な影響を与えている。

④《重要！》【10 】 ※資料集p.37の地図「ユダヤ教の成立」を確認

ａ）背景

：過酷なまでに厳しい自然とバビロン捕囚などの迫害の歴史の中で、成立した宗教

である。

ｂ）特色

（ア）【11 】

：唯一絶対の神【12 】（創造主）を信仰をすること。キリスト教と

同じ神であるが、ユダヤ教では「【13 】」「【14 】」とされ

る。

（イ）厳格な【15 】

：神が契約によりユダヤ人に課した掟。
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〔Ⅰ〕神はシナイ山で【16 】に自らの姿を現し、『【17 】』を与え

た。十戒とは「十の言葉」という意味で、そこには民を選んだ神の愛に応え

るための神の教えが記されている。律法（トーラー）を遵守することは、神

への信仰の証と考えられた。

〔Ⅱ〕これらを守り、模範的な民族となれば神はユダヤ人を救い、永遠の繁栄を

与えるが、破れば破滅という罰を与えると信じられた（＝神の義）。

※【18 】

：神の言葉を預かる人のことで、モーセもその一人。

《作業１》教科書p.37、資料集p.39を読んで、「モーセの十戒」をまとめよ。

１．あなたには、わたしをおいてほかに（ ）があってはならない。

〔→ 一神教の規定〕

２．あなたはいかなる（ ）も造ってはならない。〔→ 偶像崇拝の禁止〕

３．あなたの神、（ ）の名をみだりに唱えてはならない。

４．（ ）に心を留め、これを聖別せよ。・・・・七日目は、あなたの

神、主の安息日であるから、いかなる労働もしてはならない。

５．あなたの（ ）を敬え。

６．（ ）てはならない。 ※仏教の五戒【不殺生戒】

７．（ ）してはならない。 ※仏教の五戒【不邪淫戒】

８．（ ）はならない。 ※仏教の五戒【不偸盗戒】
ふちゅうとう

９．隣人に関して（ ）してはならない。 ※仏教の五戒【不妄語戒】
ふ も う ご

10．隣人の家を欲してはならない。

『旧約聖書』「出エジプト記」

※宗教的な掟：１・２・３・４

※道徳的な教え：５

※法律にあたるもの：６・７・８・９・10

※モーセの十戒には、仏教の五戒【不飲酒戒】にあたる項目はない。
ふおんじゅ
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《作業２》教科書p.38前半と欄外を読んで、モーセの死後の預言者についてまとめ
よ。

モーセの死後、ユダヤ人は、（ ）の地（約束の地）にイスラエル
王国を樹立し、前10世紀には（ ）王と（ ）王の下で栄え
た。（ ）の都には神殿が築かれ、信仰の中心地となった。しかし
王国はその後、南北への分裂を経て滅び、ユダヤ人は他民族の支配下に置か
れた。北のイスラエル王国は前722年にアッシリアによって滅ぼされた。南の
ユダ王国は前586年に新バビロニアによって滅ぼされ、住民はバビロンに移住
させられた〔（ ）〕。
こうした苦難の原因は、ユダヤ人が神に背いたことにあるとし、自分たち

を厳しく批判したのがイザヤ、エレミアなどの（ ）たちである。南
北分裂の時代、ユダヤ人は、ヤハウェ以外の神々を求め、（ ）を
行い、快楽にふけり、貧しい者を虐待するなど、神に選ばれた民にふさわし
くないあり方に陥っていた。預言者たちは、王を含むユダヤ人の堕落を批判
し、このままでは神は王国を滅ぼすと警告した。しかし、彼らは社会に反逆
する者とされ、（ ）を受けた。
預言者たちの努力もむなしく、ユダヤ人は国を失った。だが、危機に陥る

ことによって、かえってユダヤ人の間では民族として（ ）する意識が
高まった。彼らは、（ ）を守ることを確認し、（ ）を編纂した。

（ウ）【19 】

：イスラエルの民＝ヘブライ民族（ユダヤ人）は神に選ばれた民であり、世界

の終末（【20 】）にあたり、他民族は滅んでもヘブライ民族だけ

は、神により救われるという考え方。「ユダヤ人」の呼称は紀元前６世紀の

バビロン捕囚以降。

（エ）【21 】

：今は民族的不幸の中にあっても、いつかはメシア＝【22 】が現れて、

彼らを苦難から救出してくれるという考え方で、ユダヤ人の悲願でもある。

※メシアは「【23 】」（ヘブライ語）という意味で、ギリ

シア語で「【24 】」と呼ぶ。

《作業３》教科書p.38後半を読んで、メシアについてまとめよ。

前１世紀にはローマ帝国による過酷な支配を受け、独立を求めるユダヤ人
の間には、救世主〔（ ）〕待望が広がった。この世の終わり〔（
）〕が近づいており、救世主が現れてユダヤ人を異民族の支配から解放し、

新たな国をもたらしてくれるという期待が高まったのである。
しかし、ユダヤ人の社会は矛盾を抱えていた。（ ）の律法学

者は律法を厳格に守ることを主張した。他方、社会には貧富の差や職業の差
別があり、律法を守りたくてもそうできない病人や被差別民は、見捨てられ
ていた。律法は、彼らにとって、救いよりもむしろ（ ）をもたらすも
のであった。このような時代を背景に登場したのが（ ）である。
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ｃ）ユダヤ人社会の矛盾

（ア）【25 】の律法学者は律法を厳格に遵守することを主張。

（イ）他方、ユダヤ人社会には貧富の差や職業の差別があり、律法を遵守できそうにな

い病人や被差別民が存在。

→ 社会全体から見捨てられていた彼らにとって、律法は「救い」ではなく、む

しろ「抑圧」をもたらすものであった。

（２）イエスの教え ※《重要》cf.資料集p.37、41～43、61

《ＰＯＩＮＴ》

①『新約聖書』における人間観・世界観を理解する。

②イエスが説いた「愛」の教えを理解する。

①《重要！》【26 】の宗教（『【27 】』の世界観）

ａ）『旧約聖書』

：神ヤハウェとイスラエル人との契約。

ｂ）『新約聖書』

：イエスをキリスト（救世主）とする新しい契約。

ｃ）『旧約聖書』『新約聖書』とは、キリスト教の立場からの呼び方。ユダヤ教の聖典

は『聖書』（ヘブライ語聖書）と呼ぶ。

※『新約聖書』

：キリスト教の聖典。新約とは、イエスによって樹立された神と人との間の新し

い契約という意味。「マタイによる福音書」、「マルコによる福音書」、「ルカに

よる福音書」、「ヨハネによる福音書」の四つの福音書は、キリストの生涯と教

えを記したもの、「使徒行伝」は使徒による伝道の記録、「ローマ人への手紙」、

「コリント人への手紙」、「ガラテヤ人への手紙」などの手紙は使徒たちの伝道

のためのもの、そして「ヨハネの黙示録」は歴史の終末について記したもので

あり、全27書からなる。

②《重要！！》イエス〔前４頃～後30年頃〕の生涯

※教科書p.39の地図「キリスト時代のパレスチナ」を確認

０歳 ・父ナザレの大工ヨゼフ、母マリア。ユダヤのベツレヘムで出生。

１０歳 ・ナザレの町で若い日々を過ごす。

３０歳 ・洗礼者（バプテスマ）【28 】より洗礼を受け、【29

】としての自覚を得る。
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・荒野での試練（荒野の誘惑）を経て、神の国の福音を説く。

・ガリラヤ各地で布教。

３２歳 ・ゴルゴダの丘で十字架の刑を受ける。３日後復活し、４０日後昇天。

《作業４》教科書p.39の地図上で、次の４箇所にチェックを入れよう。

①ベツレヘム（イエスが生まれた地）

②ナザレ（イエスが育った地）

③ガリラヤ（イエスの主な宣教活動の地）

④エルサレム（イエスが刑に処せられた地）

《まとめ》『新約聖書』によるイエスの生涯

①受胎告知

：大天使ガブリエルが、マリアが神の子を宿していることを伝える。

②誕生

：ベツレヘムの馬小屋で誕生したとされる。

③洗礼

：洗礼者ヨハネから洗礼をうける。

④【30 】

：40日間、荒野で断食と祈りの生活に入る。悪魔に誘惑されるが、それを退ける。

「・・・更に、悪魔は・・・・・世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、

「もし、ひれ伏してわたしを拝むなら、これをみんな与えよう」と言った。す

ると、イエスは言われた。「退け、サタン。『あなたの神である主を拝み、ただ

主に仕えよ』と書いてある。」そこで、悪魔は離れ去った。すると、天使たち

が来てイエスに仕えた。」（『マタイによる福音書』）

：悪魔の誘惑は、地上の栄光・成功を求めた当時のユダヤ人宗教指導者（祭

司、律法学者）が取り込まれていた誘惑を意味。

→ イエスはそうした栄光や成功は求めず、支配者たちに苦しめられて

いる人々、悲しんでいる人々、惨めな人々とともにあろうとした。

⑤宣教・様々な奇跡

：ガリラヤで弟子たちと宣教を開始。宣教を行う中、各地で病人を癒す、死者を

復活させる、水をぶどう酒に変える、湖の上を歩くなど、様々な奇跡を起こす。

⑥最後の晩餐 （※ルネサンス期、レオナルド＝ダ＝ヴィンチの壁画）

：イエスの弟子の中で、伝道を命じられた12人を十二使徒と呼ぶ。イエスは処刑

される前日、十二使徒と食事をともにし、その席上で自分を裏切ろうとする者

がいることを指摘した。
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⑦復活

：十字架刑に処せされるが、３日後に復活し、弟子たちの前に姿を現した。

この復活により、イエスが神の子であるという信仰が生まれ、原始キリスト教

が成立した。現在でも、復活の日には復活祭（イースター）が行われている。

※十字架の意味

：あえてエルサレム入りをし積極的な宗教活動を行ったイエスは、ユダヤ教

の権威集団から告発されて十字架上に刑死した。イエスの死は、人類に代

わって人類の罪を贖う贖罪の行為だと考えられ、十字架はキリスト教の象

徴となった。

③イエスの言葉

ａ）悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向

けなさい。

ｂ）人にしてもらいたいと思うことはなんでも、あなたがたも人にしてやりなさい。

ｃ）神の国は見える形では来ない。「見よ、ここに」とか、「あそこに」とも言えない。

神の国はあなた方のうちにあるのである。

④《超重要！！》イエスの改革

：律法の完成による【31 】の到来を説く。

〔ユダヤ教〕 〔イエスの教え〕
ａ）裁きの神 → 愛の神

ｂ）民族の神 → 【32 】な神 律法の宗教から愛の宗教へ

ｃ）律法の形式化 → 律法の【33 】

ｄ）選民思想 → 普遍的で無差別の愛の思想

※律法の内面化
：イエスは、律法によって一切の労働が禁止されている安息日にも病人を癒した。
また、軽蔑されていた徴税人や罪人とも食事をともにした。律法を絶対視する者
は、それを守る自分を良いと思い、守らない者を蔑み、差別する。イエスは、そ
のように自己を中心にして相手を断じるのではなく、相手の立場に自分をおくこ
とを求めた。

※イエスによれば、単なる外面的な清さを追求する律法の遵守は、内面的な汚れを覆
い隠してしまう。律法の本質は愛と、愛に基づく行いにあると説くイエスは、パリ
サイ派が律法を守ることに捕らわれ、律法の本質である愛を忘れて人々を分裂させ
ていると批判した。

３年倫理学習プリント（４） キリスト教
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⑤《重要！》【34 】

：イエスが丘の上で行った説教。神の国における正義を説いたもの。

《作業５》教科書p.40、資料集p.42を読んで「山上の説教（垂訓）」をまとめよ。

心の貧しい人々は、幸いである、（ ）は彼らのものである。

悲しむ人々は、幸いである、その人たちは慰められる。

柔和な人々は、幸いである、その人たちは（ ）を受け継ぐ。

（ ）に飢え渇く人々は、幸いである、その人たちは満たされる。

憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは憐れみを受ける。

心の清い人々は、幸いである、その人たちは神を見る。

平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは（ ）と呼ばれる。

（ ）のために迫害される人々は、幸いである、（ ）はその人たち

のものである。

『マタイによる福音書』

⑥《超重要！！》悔い改めと二つの戒め（＝【35 】）・・・「放蕩息子のたとえ」

ａ）【36 】

：自らの罪を自覚して神の意志の実現に努めることが救済される前提。

（ア）イエスは「神の国は近づいた。悔い改めて【37 】を信ぜよ」と説いて伝

道を開始した。

※福音

：イエスは、神は救いであり愛であると告げる。苦しむ者、悲しむ者にこ

そ神の救いはもたらされる。それは人々にとって「喜ばしき知らせ（福

音）」であるが、罪人にとってこそ喜ばしいものであった。しかし、イ

エスの語る言葉だけが福音なのではない。なぜなら、イエスが神の子で

ありメシアであるがゆえに、彼の行為も彼の人格そのものも福音なので

ある。したがって、福音書とはイエスの言葉と行動のすべてを福音とし

て記したものといえる。

※４つの福音書（イエスの言行）

・マルコ〔70年頃成立〕 ・ルカ〔80年頃成立〕

・マタイ〔85年頃成立〕 ・ヨハネ〔教会制度整備後に成立〕

（イ）「天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨

を降らせてくださる」

→ むしろ悔い改めた罪人は神の愛をいっそうよく理解するから、正しい人よ

りもいっそう神に近いといえる。
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（ウ）「医者を必要とするのは丈夫な人ではなく、病人である。わたしが来たのは正

しい人を招くためではなく、罪人を招くためである」

→ いかなる人間も、神の前では罪人として平等なのである。

ｂ）【38 】

：律法を守ることを強調しながらも、単に形式的にこれを守るのではなく、その根

本精神に立ち返って、これを完成させようとした。

→ 「律法の中でどの戒めが最も大切か？」という問いに対する答え。

（ア）第一の戒め

：【39 】

「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。」

（イ）第二の戒め

：【40 】・・・「よきサマリア人のたとえ」

「自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。」

「敵を愛し、迫害する者のために祈れ。」

※「よきサマリア人のたとえ」

：隣人とは誰のことかという質問に対し、イエスは、一つのたとえ話で答

えた。ある旅人が強盗に襲われ、傷ついて路上に倒れていたが、彼を救

ったのはユダヤの同胞ではなく、ユダヤ人が異教徒とみなしていたサマ

リア人だった。この場合、真の隣人はそのサマリア人ではないかとイエ

スは説いた。

ｃ）隣人愛の実践

「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。」

→ 「黄金律」と呼ばれ、キリスト教倫理の根本的な考え方を表しているとし

て尊重される。

《作業６》教科書p.41、資料集p.43の「放蕩息子のたとえ」（『ルカによる福音書』）を

読もう。

※登場人物の３人

・弟：やがて回心する罪人。

・兄：表面的には義を確信し他人を責めるパリサイ派の人。

・父：罪人が罪を自覚することをあたたかく見守っている神。

⑦《超重要！！》【41 】（神の愛）

：キリスト教の愛

→ 無価値なるものを愛する愛、無償の愛、自己犠牲的愛、惜しみなく与える愛。

３年倫理学習プリント（４） キリスト教
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《まとめ》「アガペー（神の愛）とエロース（人の愛）」

神 イデア（真・善・美）

アガペー エロース

キリスト教の愛（神の立場） ギリシア思想の愛（人間の立場）

・惜しみなく与える愛 ・惜しみなく奪う愛

・無価値なものを愛する愛 ・価値あるものを求める愛

・犠牲的な愛 ・自己中心的愛

人間（不完全）

《まとめ「イエスの思想」》

①イエスはなぜ律法主義を批判したのだろうか？

→ 律法主義は独善的、偽善的であり、罪人や弱者、異邦人を認めないため。

②イエスとはどのような人だったのだろうか？

→ 律法により差別され苦しんでいる人々とともに生きることで、神の愛を

身をもって示した。

③イエスの教えとはどのようなものだろうか？

→ 神の国は分け隔てない愛の国であり、神を愛し、隣人を愛すべきだと教

えた。

（３）キリスト教の展開 ※《重要》cf.資料集p.37、44～46、61

《ＰＯＩＮＴ》

①パウロが説いた「贖罪」思想について理解する。

②アウグスティヌスの説いた「恩寵」と「神の国」の思想を理解する。

③信仰と理性を調和したスコラ哲学について理解する。

①《確認！》原始キリスト教

：イエスの死後から１世紀半頃までのキリスト教。

※『新約聖書』によると、イエスは死後３日目に復活して、弟子のペトロらの前に現

れ、その後エルサレムの地から天に昇った。

弟子たちは、イエスこそ神の子、神の使わしたキリスト（救世主）であると信じた。

昇天したイエスは、終末に再び地上に現れ（再臨）、【42 】を行い、善

人に永遠の命を与え、「神の国」（天の国）を完成すると信じられた。

弟子たちは、キリストの使徒として伝道活動を開始し、教会（教団）を形成。
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イエスをキリストと信じるキリスト教の誕生（【43 】）。

ａ）《確認！》【44 】（ペテロ、ヨハネ、大ヤコブ、小ヤコブ、アンデレ、ピ

リポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、シモン、タダイ、ユダ）

：イエスの直接の弟子たちであり、素朴で生き生きとした信仰を伝える。

※ペテロ（ペトロ）〔？～64年頃〕

（ア）イエスの十二使徒の筆頭に置かれ、イエスの死後、教会の中心的指導者と

して 活躍した。ローマで迫害に遭い（ネロ帝）、殉教したといわれる。

初代ローマ教皇とされる。初期のローマ教皇は、ペテロの後継者（代理者）。

→ 次第に教皇の権威が増すに従って、「キリストの代理者」。

（イ）イエスが捕まった時に、イエスのことを知らないと３度否認したとされる。

しかし、そのことを悔い、イエスの復活の証人となった。

ｂ）《重要！》【45 】〔？～65年頃〕

※熱心なユダヤ教徒（パリサイ派）から【46 】。

（ア）イエスの十字架上の死の意義（イエスの死の解釈）

：イエスの十字架刑は、人類の罪を贖うための神の大きな犠牲的な愛である。

→ 【47 】

（イ）信仰による救い

：人間が義とされるのは、律法によるのではなく信仰による。

→ 後のルターの【48 】に大きな影響を与える。

（ウ）【49 】

：彼は、ユダヤ人以外の民族（ギリシア・ローマ）にキリスト教を伝え、キリ

スト教が世界宗教となる礎を作った。

（エ）キリスト教の【50 】：【51 】

「信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなる

ものは、愛である」（『コリントの信徒への手紙』）

※パウロは、信仰によってすべてのキリスト教とは一つであり、ユダヤ人も

異邦人も男性も女性も皆、区別なく信仰によって救われるとした。キリス

ト教徒にとって大切なことは、救世主（キリスト）であるイエスによって

救われるという希望を持つこと、そして、キリストが示した愛（アガペー）

を大切にして、喜んで実践することであるとした。

→ 信仰・希望・愛が、キリスト者の三つの大切な徳、三元徳と呼ばれ

るようになった。

３年倫理学習プリント（４） キリスト教
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《まとめ「パウロの思想」》

①パウロによると、キリスト教の信仰とはどのようなものだろうか？

→ 神の愛と恩寵により与えられる「信仰」によって、イエスを信じること

で義とされる。

②中世のキリスト教（ローマ帝国） ※資料集p.37の地図「キリスト教の拡大」を確認

３１３年 ・ミラノ勅令・・・キリスト教公認。

３２５年 ・ニケーア宗教会議

アタナシウス派（正統）・・・【52 】

（父なる神 ＝ 子イエス ＝ 聖霊）

アリウス派（異端）・・・イエスは人間である。

→ ゲルマン社会へ影響。

３９２年 ・キリスト教の国教化・・・他宗教を禁止。

ａ）《重要！》【53 】〔354～430年〕中世キリスト教会最大の教父

（ア）主著：『【54 】』

『告白』

（イ）言葉：「自己愛が地上の国を、神への愛が天上の国をつくった。」

（ウ）【55 】

：キリスト教信仰の理論化

（プラトン哲学（【56 】）からの影響）

※教父

：教会の父。古代教会における理論的指導者。キリスト教を異教徒の攻撃か

ら守るために弁明を行い、キリスト教の正統教義の確立に努めた教会公認

の神学者たち。ギリシア哲学をキリスト教のために利用するようになる。

※新プラトン主義

：【57 】〔205頃～270年頃〕が実質的創始者。３世紀後半か

ら６世紀にかけて広まったプラトン主義の一種。ピタゴラス、ストア派な

ど様々な思想の影響を受け、神秘主義の要素も持つ。プラトンの二元論を

発展させ、様々な階層の世界が、すべての元となる一者から生まれたと考

えた。

→ 一神教と結びつきやすく、アウグスティヌスを通してキリスト教に

も影響を与えた。
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（エ）原罪

〔Ⅰ〕神の意志に反したアダムの罪のために、その子孫である人間たちに負わさ

れた、人間が生まれつきもっている罪への性向。キリスト教の教義の一つ。

パウロの言葉にもみられるが、アウグスティヌスが特に力説。

〔Ⅱ〕罪の状態にある人間が救われるのは、人間の意志によってではなく、ただ

神の一方的な【58 】によるものとする。

→ 神による救いは神の意志によって予め決められている（恩寵予定説）。

→ 教会が「神の国」の代理として、｢地上の国｣に救いをもたらす。

→ 神の絶対性とカトリック（普遍的な）教会の権威を基礎づけた。

※恩寵

：人間が罪の状態にあるにもかかわらず、神が人間に与える哀れみと愛、

神の「無償の恵み」のこと。

※歴史を「神の国」（神への愛）と「地上の国」（自己中心的な人間の心の

あり方）の対立としてとらえ、キリストが再臨する歴史の終末に「神の国」

が実現されるとする独自の歴史哲学を展開。

《作業７》資料集p.45１解説部分を読んで「恩寵・神の愛」をまとめよ。

※（ ）とは、人類の始祖アダムが（ ）ゆえに神に背いた罪が

全人類に及ぶというキリスト教の重要な教義で、人間が生まれつき備えてい

る（ ）への性向である。パウロによって説かれ、アウグスティヌスによ

って確立された。欲望を制御できず、悪に流されやすい弱い人間を救うのは、

（ ）の意志によって無償に与えられる救いの恵み、すなわち（

）のみであると考えた。また、誰が救われるかは神に（ ）されてお

り、その救いは（ ）〔神の国の代理人〕を通してのみなされるという。

（オ）キリスト教の三元徳：信仰・希望・愛

→ パウロが提唱し、アウグスティヌスが強調する。ギリシア四元徳（知恵

・勇気・節制・正義）より上位に位置づける。

（カ）信仰と理性の【59 】。

（キ）三位一体説（父なる神・子なるキリスト・聖霊は一体のもの）の完成。

→ この説そのものは、教父哲学による教義。

《まとめ「アウグスティヌスの思想」》

①恩寵とはどのようなものなのだろうか？

→ 神の注ぐ恵みであり、本来原罪により愛される資格がない人間に与えら

れる、神の無償の愛である。

３年倫理学習プリント（４） キリスト教
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ｂ）《重要！》【60 】〔1225～74年〕

（ア）主著：『【61 】』

（イ）言葉：「恩寵は自然を破壊するのではなく、完成する。」

（ウ）【62 】の完成者（【63 】からの影響）

→ 神学の哲学に対する優位の確立

：教会の教義は真理で、「【64 】」であるとした。

※神学
：宗教の教義や信仰について組織的に研究する学問。キリスト教において
は、教父哲学やスコラ哲学が信仰の合理的説明を試みて、カトリック教
会の神学を発展させた。

※スコラ哲学
：元来キリスト教の教会付属の学校で学僧が説いた哲学の意で、９世紀か
ら15世紀までの中世キリスト教哲学。神学の下位におかれ、教会公認の
教義を擁護することを目的とした。アリストテレス哲学を支柱として13
世紀に頂点に達する。

※【65 】
：「個」に対する「普遍」（本質）は、実体として存在する（実在論）か、
単なる言葉にすぎず存在しない（唯名論）かという、11世紀以降のスコ
ラ哲学の論争。実在論が優勢となり「普遍」である神は実在するという
思想が形成された。トマス＝アクィナスは実在論の立場をとった。

※ウィリアム＝オッカム〔1285頃～1347年 英〕
：スコラ哲学者。論理学に精通。キリスト教信仰を哲学から切り離そうと
考え、複雑な哲学的議論を持ち込まずに、聖書に基づく限られた原理に
よって、信仰の真理を論じるべきであるとした。このような節約的思考
法は、「【66 】」と呼ばれる。

→ 神の存在を証明するために様々な理論を用いる当時のスコラ哲学
を批判。人間の理性で認識できるのは個物のみで、神の存在や全能
性は信仰によってのみもたらされ、論理的に証明できないとして、
信仰と理性を切り離した。

（エ）信仰と理性の【67 】
：キリスト教は超理性的である。

信仰
：神の創造と救いによる人間の完成。

理性
：理性的根拠に基づき信仰について究明。
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※神から啓示され信仰によって受け入れられる真理は人間の理性を超えるも
のであり、理性によって認識される真理はその信仰の真理に対立すること
はありえないとして、信仰と理性の調和を図り、アリストテレスの哲学を
用いてキリスト教の信仰を体系的に説明しようとした。

（オ）世界は神の永遠の法により支配
→ その法を人間が理性によってとらえたものが【68 】。
→ 人間が実践する際の第一原理であり、人間社会の根本規範。

（カ）位階秩序（【69 】）の擁護
→ トマスは、すべての存在は神の摂理によって上下の位階（階層的な）秩
序の下に置かれている、と説いた。だから人間社会でも、教皇が地上にお
けるすべての統治者であるとした。

《まとめ「トマス＝アクィナスの思想」》

①スコラ哲学はどのように成立したのだろうか？

→ スコラとは「学校」を意味する。スコラ哲学は、中世の西ヨーロッパで、

修道院や教会の付属学校における教育の中で確立された研究方法に基づく

哲学である。ギリシア哲学を取り入れ、キリスト教の教義の哲学的な基盤

を確立した。

●３年倫理学習プリント（４）解答

【１ ヤハウェ】 【２ 自由意志】 【３ 契約】 【４ 信仰】 【５ 理性】
【６ 原罪】 【７ （旧約）聖書】 【８ 堕落】 【９ 恩寵】 【10 ユダヤ教】
【11 一神教】 【12 ヤハウェ】 【13 義の神】 【14 裁きの神】
【15 律法主義】 【16 モーセ】 【17 十戒】 【18 預言者】 【19 選民思想】
【20 終末思想】 【21 メシア思想】 【22 救世主】 【23 香油を注がれた者】
【24 キリスト】 【25 パリサイ派】 【26 愛】 【27 新約聖書】 【28 ヨハネ】
【29 メシア】 【30 荒野の誘惑】 【31 神の国】 【32 普遍的】 【33 内面化】
【34 山上の説教（垂訓）】 【35 黄金律】 【36 悔い改め】 【37 福音】
【38 二つの戒め】 【39 神への愛】 【40 隣人愛】 【41 アガペー】
【42 最後の審判】 【43 原始キリスト教】 【44 十二使徒】 【45 パウロ】
【46 回心】※価値観や世界観が根本的に変化すること。
【47 贖罪思想】 【48 信仰義認説】 【49 異邦人伝道】 【50 三元徳】
【51 信仰・希望・愛】 【52 三位一体説】 【53 アウグスティヌス】
【54 神の国】 【55 教父哲学】 【56 新プラトン】 【57 プロティノス】
【58 恩寵】 【59 分離】 【60 トマス＝アクィナス】 【61 神学大全】
【62 スコラ哲学】 【63 アリストテレス哲学】 【64 哲学は神学の侍女】
【65 普遍論争】 【66 オッカムの剃刀】 【67 調和】 【68 自然法】
【69 ヒエラルキー（ヒエラルヒー）】

３年倫理学習プリント（４） キリスト教
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●【センター演習】

（１）「旧約聖書」 04追試験
問．旧約聖書に関する記述として適当でないものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① 世界の創造者である神ヤハウェへの信仰を基礎としている。『創世記』や『出エジ
プト記』などから成り、様々な形で神ヤハウェによる人類全体への平等な愛を説いて
いることが特徴である。

② 『創世記』や『出エジプト記』といった多くの歴史書、預言の書などから成り立っ
ている。ヘブライ人のエジプト寄留と脱出、またモーセの十戒などの話は、この『創
世記』や『出エジプト記』に記されている。

③ ユダヤ教およびキリスト教の聖典とみなされている。イスラエルの民だけが神ヤハ
ウェから使命を帯びて選ばれたとする選民思想や、神の言葉としての律法を遵守しな
ければならないとする考え方がその特徴である。

④ 主にヘブライ語で書かれており、旧約とは本来、「旧い契約」という意味である。
ふる

ここで「契約」とは、神ヤハウェとイスラエルの民とのモーセを通じた契約を意味し
ている。

（２）「モーセ」 06本試験
問．旧約聖書に登場する宗教的指導者モーセについて述べたものとして最も適当なものを、
次の①～④のうちから一つ選べ。
① 王の宮殿で育てられたが、荒野で啓示を受け、奴隷となっていた同胞を約束の地へ
と向かわせ、神から授けられた掟を人々に示した。

② 異民族による支配は、多神教の影響による宗教的な堕落や貧者を虐げる社会的不正
に対する神の罰だとして、神の裁きと救済を説いた。

③ 山の洞窟で神から啓示を受け、預言者として、礼拝や喜捨などの宗教的義務を果た
し敬虔な信仰生活を送るべきことを説いた。

④ 王子として生まれ育ったが、死や病気に直面する人間の苦しみについて思い悩み、
王家を出て真理に達し、人々にそれを示した。

（３）「ユダヤ教」 10追試験
問．ユダヤ教の選民思想に関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一
つ選べ。
① 厳しい自然に立ち向かうなかで育まれた信仰であり、世界の創造主が現世に遣わし
た神の子が、彼らを選びその繁栄と救済を約束した。

② 異民族との闘争のなかで育まれた信仰であり、彼らの血統が優れているがゆえに、
人格を超えた神が、彼らを永遠の救いに導く約束をした。

③ 異民族からの圧迫などの苦難のなかで育まれた信仰であり、唯一の絶対神である人
格神が、彼らを選びその繁栄と救済を約束した。

④ 厳しい自然に翻弄されるなかで育まれた信仰であり、人格を超えた神である宇宙の
根本原理を理解できる彼らだけに、永遠の救いが約束された。

（４）「神と人間」 07本試験
問．キリスト教における神と人間についての記述として最も適当なものを、次の①～④の
うちから一つ選べ。
① 人間は、神の定めた安息日や食事の規定などの戒めを厳しく遵守する律法主義によ
ってのみ、神の怒りをなだめることができる。

② 神は万物と等しくあり、万物の中に入り込んでいるので、人間の喜怒哀楽の感情も
神の現れである。

③ 神の慈悲に促された人間は、他の人々を救済することを誓い、一人でも救済されな
い間は自ら救われることはないと決意している。
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④ 人間は神による被造物であり、愛の神が遣わした救世主（メシア）を信じることに
よって救済される。

（５）「イエス①」 04本試験
問．イエスの説いた愛の思想として適当でないものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① 我々に親しい友人だけでなく、我々を嫌い敵対する者をも愛するようにしよう。自
分を愛してくれる者を愛するのは当たり前であり、自分に敵対する者をさえ愛すべき
なのである。

② 困っている人から哀願されたとき、我々はその人に同情し、その願いを聞き届けた
いと思う。実現が難しくとも、我々はその憐れみの情を大切にすべきである。

③ 道端にたたずむ流浪者のような、自分にとって疎遠な人などよりも、我々に親しく
優れた人とともにいる方がよい。つまり同じ社会に生きる親しく優れた人々こそ我々
は愛すべきである。

④ 友人が暴漢などに襲われている場合、我々は速やかにその友人に手を差し伸べるべ
きである。たとえ命を落とすことになっても、友人を助けることは優れた愛である。

（６）「イエス②」 90本試験
問．イエスの説いた愛の説明として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。
① 見捨てられた者をはじめ、人間である限りすべての人に注がれる愛。
② 道徳的にすぐれた者を、その善さのゆえに認め賞賛する愛。
③ 同じ価値を共有しているという共通性のゆえに、相手と結びつく愛。
④ 人間の理想的な美しさ、善さを信じ、その実現へと人々を促す愛。

（７）「パウロ」 13本試験
問．罪深い人間の救済に関するパウロの義認の教えとして最も適当なものを、次の①～④
のうちから一つ選べ。
① 罪深い人間が義とみなされるのは、イエスの十字架の犠牲に倣った身体的な苦行に
よるのみである。

② 罪深い人間が義とみなされるのは、父・子・聖霊の三位が一であるという教義への
精通によるのみである。

③ 罪深い人間が義とみなされるのは、信仰・誠実・愛というキリスト教の三元徳によ
るのみである。

④ 罪深い人間が義とみなされるのは、イエスの贖罪に示された神の愛への信仰による
のみである。

（８）「アウグスティヌス①」 08本試験
問．アウグスティヌスが説いた、神と人間との関わりの記述として最も適当なものを、次
の①～④のうちから一つ選べ。
① 我々は自らの原罪を克服しようと努めるべきであり、その努力に応じた神の恩寵に
よってのみ救済される。

② 我々は神の無償の愛によってのみ救済されるのであり、原罪ゆえに自ら善をなす自
由を欠いている。

③ 我々は神のロゴスにより創造されているため、そのロゴスに従うよう努めることに
よってのみ救済される。

④ 我々は神の律法を遵守することによってのみ救済されるが、その律法を破ったなら
ば神の罰を受ける。

３年倫理学習プリント（４） キリスト教
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（９）「アウグスティヌス②」 05追試験
問．アウグスティヌスの考えを説明したものとして最も適当なものを、次の①～④のうち
から一つ選べ。
① すべての人間は、原初の人間のふるまいに起因する不道徳な欲望、つまり原罪を負
っている。それゆえ人間は、理性の指導に従い神の実在を論証していく過程を通して、
この欲望から解き放たれていき、やがて救済される。

② 人間は、天地の初めから、生まれつき自己中心的な性質を神に負わされている。そ
の性質こそが原罪である。人間は自らの自由意志によって神への信仰を選び取り、そ
れを通して神の恩恵を獲得しなければならない。

③ この世は善と悪という対立し合う二つの原理から成り立っており、すべての人間は
悪の原理、つまり原罪に支配されている。人間は、神に従順であったころの原初状態
へと復帰し、そこに全面的に没入することで救済される。

④ 原初の人間が自由意志を悪用して神に背いたため、すべての人間は生まれつき原罪
を負っている。それゆえ人間は自由意志によってではなく、神からの一方的な恩恵に
よってのみ救済され、善に向かうことができるようになる。

（10）「トマス・アクィナス①」 06追試験
問．トマス・アクィナスに関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一
つ選べ。
① 神や自由というのも感覚的印象に由来する観念であり、それは習慣によって身につ
けられたものにすぎないとした。

② 理性的に正しいとされる真理と啓示された信仰の真理とは別であり、各々は独立的
に存在するとした。

③ イスラーム世界経由で流入した古代ギリシア哲学を用いて、キリスト教神学をいっ
そう精緻に体系化した。

せ い ち

④ キリスト教の三元徳である信・望・愛にギリシアの四元徳を従属させ、それらをあ
わせた七つの徳を初めて説いた。

（11）「トマス＝アクィナス②」 03本試験
問．トマス＝アクィナスに関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一
つ選べ。
① 信仰と理性は相互に分離された異質な領域に属しており、神にかかわる信仰的実践
を哲学によって基礎づけることはできないとした。

② 信仰と理性の区別を体系的に論じて、信仰の優位のもとで両者の統合を試み、倫理
思想に関しても自然的徳は神の恩恵によって完成されるとした。

③ 一切は神から必然的に生じるものであり、倫理的問題に関しても、永遠の相のもと
で事物を考察することによって判断されなければならないとした。

④ 人間の救済と滅びは神によってあらかじめ決定されており、人間は合理的で正しい
行為によってもその決定を変更することはできないとした。

●【センター演習】解答

（１）① 「人類全体への平等な愛」を説くのはキリスト教なので誤り。ユダヤ教は、民族
宗教としての特徴を持つ。
②について、『創世記』には、『天地創造』『エデンの園』『ノアの箱舟』などが

記されている。
③について、キリスト教徒は、旧約聖書と新約聖書を聖典としているが、ユダヤ

教徒は旧約聖書のみを聖典としている。また、ユダヤ教は選民思想、律法主義が特
徴となっている。

- 20 -

④について、「旧約」は神とイスラエルの民との契約、「新約」は神と全人類と
の契約。

（２）① 旧約聖書の「出エジプト記」によるとモーセはエジプトの王女に拾われて育てら
れたが、神の啓示を受け、ユダヤ民族をカナンの地に導いたとある。
②は、前８世紀から前７世紀にかけて活躍したイザヤ、エレミアなどの古代ユダ

ヤの預言者エゼキエルの思想。「異民族による支配」とはバビロン捕囚のこと。
③は、ヒラー山の洞窟でアラーの神の言葉を授かったのはムハンマドである。
④は、釈迦族の王子として生まれ、人生の苦しみに思い悩み、出家したのはガウ

タマ＝シッダールタである。

（３）③ 長年にわたる異民族から迫害を受けてきたイスラエル民族は、自民族の救済を求
め、自分たちは神から選ばれた民族であり、神との契約を遵守することで救済され
る、とする選民思想を生み出した。
①の「神の子」はキリスト教の概念。
②について、異民族との闘争において、自民族の「血統が優れている」と考えた

ことによって、ユダヤ教の選民思想が生まれたわけではない。また、ユダヤ教の神
ヤハウェは人格神である。
④について、ヤハウェは人格神であり、また「宇宙の根本原理」ではない。

（４）④ キリスト教の神は、愛の神であることがわかれば答えることができる。
①について、律法主義とあるので、ユダヤ教のこと。
②について、ギリシア神話に出てくる神々の特徴。
③について、大乗仏教的な捉え方で、キリスト教の神と人間との関係ではない。

（５）③ イエスの愛の思想は、アガペーという。価値のないとされているものへの愛を特
徴とする。社会的に差別・抑圧されている人々への愛。「親しく優れた人々」への
愛ではない。
①について、イエスの「隣人愛」の説明。
②について、「あなたがたの父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深い者

となりなさい」とイエスは説いた。
④について、イエスは、無償の愛を説いた。

（６）① 神の愛（アガペー）とは、キリスト教的愛で『新約聖書』のいたるところで説か
れており、神の人間に対する無差別で平等の愛。人間もこの神の愛に倣い、隣人愛
を実践しなければならないというのがイエスの教え。

（７）④ 「義認」とは神が人間の信仰を「よし」として認めることである。パウロによれ
ば、原罪を継承する罪深い人間が、神により義とされることは、イエスの十字架の
死に示された神の愛を信じることによってである。イエスの十字架の死は、人類の
罪を贖った死なのであり、そこには一人子イエスを犠牲にした神の愛が現れている
というのである。
①について、「身体的な苦行」は誤り。
②の「父・子・聖霊の三位が一体であるという教義」とは「三位一体説」のこと

で、パウロの義認の教えとは関係ない。
③の「信仰・誠実・愛というキリスト教の三元徳」という説明は誤り。キリスト

教の三元徳とは「信仰・希望・愛」である。パウロは「信仰、希望、愛、この三つ
は、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。」と述べている。

３年倫理学習プリント（４） キリスト教
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（８）② 人間の自由とは、罪を為さざるを得ない自由である。神とその代理人としての教
会に対する信仰のみが人を救うとする。アウグスティヌスは、パウロの原罪説を継
承し、アダムの罪を負った人類は神の恵みによってのみ救われるとする恩寵予定説
を説いた。彼は、人間は神の恩寵のみによって、自らの善の意志を実現できるとし
た。
①について、神の恩寵は人間の努力に応じてもたらされるものではないとアウグ

スティヌスは考えた。
③について、ヨハネによる福音書の冒頭には、初めにロゴスがあったとあるが、

ロゴス（言葉・論理）に従うことによって、救済されるわけではない。
④について、ユダヤ教の律法主義は、キリスト教において批判されている。

（９）④ 「原罪説」と「神からの一方的な恩恵によってのみ救済」という恩寵説から、ア
ウグスティヌスであることがわかる。
①について、「理性」と「信仰」を結び付けているのでスコラ哲学、トマス・ア

クィナスである。
②について、アウグスティヌスは、人間の自由意志を否定している。神の恩寵に

拠らなければ、人間は善を志すことができないとした。
③について、善と悪との二つの原理から成り立っていると考えているのは、ゾロ

アスター教の教えである。

（10）③ トマス＝アクィナスは、イスラーム世界経由で流入したアリストテレスの哲学を
用いて、スコラ哲学を確立した。
①について、神や自由というものは感覚的印象（感覚の束）に由来するとしたのは、

イギリス経験論哲学で懐疑主義に立つヒュームである。
②について、理性と信仰を区別したのではなく、信仰の自由を中心として、理性を

位置づけ、相互に関連するものとした。
④について、アウグスティヌスの七元徳（キリスト教の三元徳＋ギリシアの四元徳）

の思想である。

（11）② 信仰と理性との調和を図る哲学が、トマス・アクィナスのスコラ哲学である。
①について、「神にかかわる信仰的実践を哲学によって基礎づけることはできな

い」（理論理性）と考えるのはカントである。
③は、スピノザの「神即自然」とする汎神論の考え方である。「永遠の相のもと

で物事を考察する」とは、神において認識することを意味する。
④は、カルヴァンの予定説。

●【論述問題】

（１）選民思想とはどういう思想か、７０字以内で説明せよ。

（２）アガペーとはどういう愛か、７０字程度で説明せよ。
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（３）原罪とは何か、８０字以内で説明せよ。

（４）パウロによれば、イエスの贖罪とはどのようなことか、１５０字以内で説明せよ。

●【論述問題】解答例

（１）古代ユダヤ人の宗教思想で、ユダヤ人のみが神によって選ばれた民で、神は必ず救世
主（メシア）を地上に遣わして救ってくれると信じるもの。 （６５字）

（２）キリスト教で説かれる神の人間に対する無差別・平等な愛。イエスは、神とは愛の神
を意味するとし、人間に対しても隣人愛の尊さを説き、二つの愛を重視した。（７３字）

（３）神の創造した最初の人類であるアダムとエヴァが、禁断の木の実を口にして、天国か
ら地上に追放された。その子孫である人類が生まれたときから背負っている根源的罪の
こと。 （８０字）

（４）アダムとエヴァの堕罪により全人類は本来的に罪を負い、原罪が根本悪としてある。
律法の遵守によって償われることは有限な人間にとっては不可能なことであり、神はそ
の救いのためにイエスを遣わした。イエスの十字架の死は全人類の原罪からの贖罪であ
り、人はイエスを信じることにより神の救いにあずかる。 （１４２字）
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