
 
Baptism 

Preparation Guide 
洗礼の準備ガイド 

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. —Acts 2:38 

「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。」使徒 2:38  



Part 1: 誰が洗礼を受けるべきですか？ 
__________________________________________________ 
イエスキリストの福音を信じ、イエスを神の子とする信仰を置
き、罪を悔い改めてイエスを主として従うことを選ぶ人は洗礼を
受けるべきです。 

1. 福音 

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、…」 

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。」 

ローマ 5:8「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。」 

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。」 
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2. 神の子 

聖書はイエス・キリストを唯一真の神の子であると教えてい
ます。 

マタイ 3:16-17「こうして、イエスはバプテスマを受けて、
すぐに水から上がられた。すると、天が開け、神の御霊が鳩
のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。ま
た、天からこう告げる声が聞こえた。『これは、わたしの愛
する子、わたしはこれを喜ぶ。』」 

唯一の神が、「父なる神」、「子なる神」、「聖霊なる神」
という３つの位格を持って存在しています。イエスは私達に
父と子と聖霊の名によって洗礼を受けるようにと命令されま
した。（マタイ28:19） 

• 「父なる神」は私達を造り、愛し、彼の子となるように選
ばれ、彼の「子」と「聖霊」を私達の救いが達成されるた
めに送られました。 

• 「子なる神」は人になり、罪のない人生を送られ、私達の
罪の代わりに死なれ、私達を救うためにその死からよみが
えられました 

• 「聖霊なる神」は、「父」と「子」によって私達に遣わさ
れ、私達の死んだ心を生かし、すべての信者の中に存在し
ています。 

あなたは「父」「子」「聖霊」の３つの位格をもった唯一の
神がおられることを信じますか？
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3. 悔い改め 

使徒 2:38 「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。」 

悔い改めるという言葉の意味は罪から１８０度顔を背けて、
神様の方に向き直るということを意味しています。  

あなたが悔い改めていない罪がなにかありますか？

私達は間違った神々と間違った宗教に関しても悔い改める必
要があります。 私達自身を神、そして主イエスに完全に捧げ
るので、私達はもはや偽りの神に礼拝や、祈り、敬意を示し
たり、積極的に関わったりしません。私達は偶像と他の宗教
的なものを取り除かなければなりません。 

第二コリント 6:14-16「不信者と、つり合わぬくびきをいっ
しょにつけてはいけません。正義と不法とに、どんなつなが
りがあるでしょう。光と暗やみとに、どんな交わりがあるで
しょう。キリストとベリアルとに、何の調和があるでしょう。
信者と不信者とに、何のかかわりがあるでしょう。神の宮と
偶像とに、何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮
なのです。…」

あなたは偽りの神々や偽りの宗教、そして間違った宗教活動
を悔い改めますか？
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4. イエスは主であること 

ルカ 9:23「イエスは、みなの者に言われた。「だれでもわた
しについて来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字
架を負い、そしてわたしについて来なさい。」 

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。」 

イエスに従いたいと思う人はだれでも彼を主として従わなけ
ればなりません。それは彼を自分の人生に対する決定権を持
つ人とすることを意味します。私達は自分自身を喜んで否定
し（私達は自分の人生の支配者ではありません）、イエスの
命令すべてに従います。 

あなたは以下の質問にどのように答えますか？
1. あなたは罪深く、イエスが必要と信じますか？      
2. イエス・キリストは唯一真の神の子であると信じます      
か？

3. イエスはあなたの罪を死で償い、救い主となられたこ      
とを信じますか？

4. イエスが死からよみがえったことを信じますか？      
5. あなたの主と救い主であるイエスに信仰があることを      
告白をできますか？これから主としてイエスに従いた
いですか？

6. 悔い改め、バプテスマを受け、イエス様と共に新しい      
人生を歩みたいですか？
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Part 2: 洗礼は何を表していますか？ 
__________________________________________________ 
ローマ 6:3-4, 6, 9-11「それとも、あなたがたは知らないのですか。キリスト・
イエスにつくバプテスマを受けた私たちはみな、その死にあずかるバプテスマ
を受けたのではありませんか。私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマ
によって、キリストとともに葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光
によって死者の中からよみがえられたように、私たちも、いのちにあって新し
い歩みをするためです。…キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬ
ことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを、私たちは知っています。
なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、
キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。こ
のように、あなたがたも、自分は罪に対しては死んだ者であり、神に対しては
キリスト・イエスにあって生きた者だと、思いなさい。」 

1. 洗礼は私達がキリストとともに罪に死んだことを表していま
す。これには２つの意味があります。ひとつは、私達の罪をやめ
ることができない古い自分自身がキリストとともに殺され、埋葬
されるというものです。そして今、私達は絶えず罪を犯し続ける
ことから自由にされるのです。一方で、私達は自分自身が罪に対
して死んでいることを常に考え続けなければなりません。（コロ
サイ3:5）

2. 洗礼はキリストのように私たちがよみがえったことを
表しています。私たちはもはや死んで、壊れているわけ
ではなく、よみがえり、新しい命が与えられ、神様によっ
て新しく造られます。(第二コリント 5:17) 私たちは神様
のために生きます。ということは日々神に栄光をもどら
したり、喜ばせたり、従ったりしようとしています。
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使徒 2:38 「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。」 

3. 洗礼は私たちの罪が赦されたことを表します。
私たちが犯した全ての罪、そしてこれから犯すであろう
罪は神様によって赦され、消去されます。イザヤ1:18
『「さあ、来たれ。論じ合おう。」と主は仰せられる。
「たとい、あなたがたの罪が緋のように赤くても、雪の
ように白くなる。たとい、紅のように赤くても、羊の毛
のようになる。』

4. 洗礼は私たちが聖霊を受け取ったことを表します。
私たちがクリスチャンになる時、神様は私たちにとって
驚くべき賜物を与えてくださります。聖霊が私たちの中
に来て住むようになるのです。神様の霊が私たちの死ん
だ魂を生かすのです。(ヨハネ 6:63) 私たちが神様の愛を
知ることができるように助けてくださり、(ローマ 5:5) 
罪をやめるように助けてくださいます。(ピリピ 2:13) そ
して、私たちが永遠の命を受け継ぐことを保証してくだ
さいます。(エペソ 1:14)
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ガラテヤ 3:26-29「あなたがたはみな、キリスト・イエスに対す
る信仰によって、神の子どもです。バプテスマを受けてキリスト
につく者とされたあなたがたはみな、キリストをその身に着たの
です。ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子
も女子もありません。なぜなら、あなたがたはみな、キリスト・
イエスにあって、一つだからです。もしあなたがたがキリストの
ものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束によ
る相続人なのです。」

5. 洗礼は私たちが神の子供であることを表します。
キリストへの洗礼は、あたかもキリストのIDバッヂをつけて、彼
の父の息子として家に自由に入ることができ、息子としての特権
を受け取ることができるようなものです。あなたは本当にキリス
トにあって神様の子なのです。

6. 洗礼は、私たちが神の家族のメンバーであることを表します。
全てのクリスチャンは、社会的地位や国籍に関わりなく、一つの
世界的な教会家族の一員です。(第一コリント 12:13) 私たちは神
の息子であり、娘なのです。

洗礼を受けた人は、洗礼を受けた教会、つまり神の家族を地域的
に表現したコミュニティへ自然と加わります。あなたの洗礼を通
して、あなたはマスタードシードクリスチャン教会のメンバーに
なります（使徒2:41）。メンバーシップに関しての詳細はこの冊
子の付録を御覧ください。 

あなたはマスタードシードクリスチャン教会のメンバー規約やビ
ジョン、価値観に対して何か質問がありますか？ 

あなたはマスタードシードクリスチャン教会の信仰宣言を受け入
れますか？ 
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Part 3: 助けになる情報
__________________________________________________ 
あなたの洗礼式は二つのパートで構成されています。

まず初めにあなたは、自分自身の信仰の公の告白をする
為にある質問されます。 

「あなたはイエスがキリストで、生きておられる神のひ
とり子だと信じますか？」 

「あなたはイエスが自分の主と救い主として受け入れま
すか？」 

つぎに、あなたは水の中に入ります。洗礼を施す人が「あ
なたを父と、子と、聖霊の名を通してあなたにバプテス
マを施します」と言い、あなたを水の下に沈めてから引
き上げます。 

実践的なお知らせ： 
教会からはタオルを支給します。着替えをお持ちくださ
い。

教会には洗礼のためのガウンがあります。ガウンの下に
着る水着か暗めの色のシャツと短いショーツを持ってき
てください。 

水の下に入るときは鼻をつまんでください。 
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Appendix: 教会会員 
__________________________________________________ 
マスタードシードクリスチャン教会はこの教会の信仰宣言、使命、そして価値観に同意
し、歴史上の聖書のキリスト教と違わない信仰 を明言する教会において洗礼を受けた者
すべてに会員資格を与える。また会員は、賜物を神の栄光のために使い、自分の意思
で、喜び と犠牲を持って献金をし、教会に精勤し、一人一人が行動的で健康なクリス
チャン生活を送ることとする。 

母国の母教会との葛藤なく、一時的に大阪府内に在住する者にも会員資格を与える。 

会員になることを考えている者は牧師が検討し、ここに記す条件を満たした場合に受け
入れられた上で、すべての会員に公開される教 会名簿に加えられることとする。 

牧師にその理由を知らしめた上で会員はその資格を放棄、または移すことが可能であ
る。 

罪の悔い改めの努力を拒絶する場合は会員資格の剥奪となる。会員追放は牧師全員の同
意を必要とし、神の御言葉である聖書に沿って 生活するように会員を導く努力を何度も
行った後にのみ行われることとする。牧師は対象となっている罪を止めさせることのみ
なら ず、そのために必要な適切な助けと支えを与える手順を踏まなければならない。(マ
タイの福音書第18章15-20節)  

マスタードシードクリスチャン教会の信仰宣言
我々は旧約・新約聖書ともに、原文に誤りのない、神の霊感による神の御言葉であり、
人類の救いという神の御心の完全なる啓示であ り、すべてのキリスト教信者の信仰とそ
の人生に対して、神聖かつ最高権威を持つものであると信じる。(テモテの第二の手紙第
3章16 節) 

我々はすべての創造主であり、とこしえに完全で永遠に三位一体(父なる神、御子、聖
霊)である、唯一の神を信じる。(ペテロの第 一の手紙第1章2節) 

我々はイエス・キリストが、聖霊により宿り、処女マリアからお生まれになった、まこ
との神であり、まことの人となられた方である と信じる。また聖書の御言葉通り、この
方は我々の罪のために、完全かつ成し遂げられた捧げ物として十字架の上で亡くなら
れ、 さ らには死から甦り、天に昇り、万能の父なる神の御座の右に座られていると信
じる。(ルカの福音書第1章34節、テモテの第一の手紙 第2章5節、ヘブル人への手紙第8
章1-2節) 
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我々は聖霊の働きは、主イエス・キリストに栄光を帰すためのものであると信じる。こ
の時代にあって、聖霊は人に罪を認めさせ、罪 ある者を新生させ、神を信じる者がその
信仰にふさわしく生き、働きをなすことができるように、そのうちに宿り、導き、教え、
力を 与える方であると信じる。(ヨハネの福音書第16章7-14節) 

我々は人は神の御姿に似せて造られたにも関わらず、罪を犯し迷い出た。イエス・キリ
ストの流された御血とその復活だけが信じる者 すべての義と救いの原点となり、信仰に
よりイエス・キリストを受け入れた者だけが、聖霊によって生まれ変わり、神の子ども
となり うると信じる。 (ローマ人への手紙第5章15-19節・第8章15-17節、エペソ人への
手紙第2章8-9節) 

我々は主イエス・キリストの再臨を信じ、この「幸いなる望み」こそ、個人の信仰生活
とその働きに重要な意味を与えると信じる。(ヨハネの福音書第14章2-3節、ヨハネの第
一の手紙第3章2-3節) 

我々は死者はすべて甦り、キリストにある死者は主とともに永遠の祝福と喜びを受け、
神に反する者は裁きと永遠なる苦しみの処罰を受けると信じる。(テサロニケの第一の手
紙第4章13-18節、ヘブル人への手紙第9章27節) 

我々は真の教会とはイエス・キリストの救いにあずかり、聖霊により新しく生まれ変わ
り、イエス・キリストを頭とするキリストの体につながるすべての者たちの集まりであ
ると信じる。(コリント人の第一の手紙第12章12-13節) 

マスタードシードクリスチャン教会の使命と価値観
使命：人々をイエス・キリストに導き、イエス・キリストにおいて成長できるよう助け
ることによって、神にご栄光をもたらすこと  

核の価値観： 
• 増し続ける神への愛 
• 増し続ける教会への愛 
• 増し続ける迷える者への愛 
• 聖書の御言葉への喜びを持っての服従 
• 間断なき福音の伝播 
• 計画性ある指導者の育成 
• 聖霊の力に支えられた奉仕  

• 弟子が弟子を生み出すこと 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