
タイトル：「あなたを助ける聖霊」 ヨハネによる福音書１４：１６ 
 
あなたはイエスキリストを救い主と受け入れていますか？ 
あなたが、イエスキリストを信じた瞬間から、聖霊は心に住んでくださいます。 
ヨハネによる福音書 14:16 
わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあなたがたと一
緒にいるようにしてくださる。  
16 節、“別の弁護者”とは、イエスキリストと全く同じようなお方である聖霊を指
しています。          
“永遠にあなたがたと一緒にいるようにしてくださる”とは、どういう状況であっ
ても、あなたを見捨てることはないということです。 
聖霊はあなたを真理へと導き、神の子としてふさわしく歩むことが出来るように
助けてくださいます。 
イエスキリストを信じるまでの古い人生は、自力で歩む人生です。 
新しい人生は、ナビゲーターであるイエスと共に、車で旅をしているようなもの
です。 
イエスのナビに従えば安全に目的地に着くことが出来ます。 
しかし、ナビを無視して自力で歩もうとするなら、思わぬ回り道をしてしまいま
す。 
そうすると、次第に信仰生活に行き詰まりを感じるようになります。 
聖霊を信頼しましょう。 
聖霊は、あなたが生き生きとした信仰生活を歩むことが出来るように助けてくだ
さいます。 
 
聖霊について、3 つのポイントをお話しいたします。 
 
１． 聖霊はあなたを真理に導いてくださいます 
 ヨハネによる福音書 16 章 8 節 その方が来れば、罪について、義について、ま
た、裁きについて、世の誤りを明らかにする。 
 
聖霊は、“あなたが神の前に罪人であることを認めさせ、救いが必要であること
を悟らせてくださいます。 

“Holy Spirit will Help You” John 14:16 
 
Do you accept Jesus as your Savior? 
The minute you believe this, the Holy Spirit will abide in you.  
John 14:16 says,  
“And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and 
be with you forever.”  
“Another advocate” means the Holy Spirit, who is just like Jesus.  
 
To “be with you forever” means that he will never forsake you no matter what.  
 
The Holy Spirit will guide you to the truth and help you to walk as a child of God.  
 
The old life before believing Jesus is like walking on your own.  
But the new life is like traveling in a car with Jesus who is your navigator.    
  
If we follow his lead, we get to our destination safely.  
But trying to get there on our own, we could be taking long detour.  
 
When this happens, our faith walk seem like hitting a dead-end.  
Letʼs trust the Holy Spirit.  
The Spirit helps to keep our faith lively and fresh.  
 
 
I will share with you three things about the Holy Spirit.  
 
1. The Spirit will guide you to the truth.  
John 16:8 says “When he comes, he will prove the world to be in the wrong about 
sin and righteousness and judgment about sin”  
 
The Holy Spirit helps you to acknowledge that you are sinner before God who needs 
salvation. 



その証拠として、イエスキリストを信じた瞬間から、罪に敏感になります。 
そして、あなたが聖霊に求めるなら、潔めへと導いて下さいます。 
そして、神に完全に明け渡すことが出来るようになります。 
こうして、神のご計画に用いることのできる器へと変えられて行きます。 
主の訓練なしに用いられることはありません。 
イエスキリストとの二人三脚を想像してください。 
あなたがイエスキリストの指示をまたず、行きたい方向に進むなら、躓いてしま
い、計画は決して前進しません。 
神様はご自分で何でもお出来になります。（マルコ１０：２７）  
しかし、クリスチャンに御国のご計画を委ねておられるのは、共によろこびを分
かち合いたいと願っておられるからです。 
神の訓練を喜んで受けいれ、ご計画に加わりましょう。 
 
２．聖霊は救いの確信を下さいます 
エフェソの信徒への手紙 1 章 13 節あなたがたもまた、キリストにおいて、真理
の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて、約束された聖霊で証印を押
されたのです。 
あなたがどこかの国に行くときは、イミグレーション（入境国）で、入国審査を
受けなければなりません。 
そしてパスポートに“入国を許可する”というスタンプが押され初めて入国でき
ます。 
これが証印です。 
① あなたがイエスを救い主と信じたとき、 
② 父なる神は、あなたを神の子として下さり、 
③ 聖霊は、あなたの心に、“天国への入国を許可する”という証印を押してくだ

さいます。 
④ しかも、聖霊自らがあなたの心に住まわれるのです。 
このように、父、子、聖霊なる神が、あなたの救いの証人となってくださり、 
聖霊があなたの心に住んでおられるのだからこの御言葉を信じて救いを確信し
ましょう。 
イエスがあなたの罪のために死なれ、墓に埋葬され、復活したと信じるなら、あ
なたは救われます 

This is true- you become more conscious about sins after becoming a believer. 
And the Spirit will guide you to holiness if you seek him. 
This will help you to surrender completely to God.  
And you will be equipped to be used for Godʼs purpose.  
But Godʼs discipline is necessary for this.  
Imagine being in a 3-legged race with Jesus.  
If you go your own way without listening to Jesus, you will fall.  Your plan will not 
succeed. 
God can do everything on his own (Mark 10:27) 
But he entrusts his Kingdom plan to Christians because he wants to share its joy 
with us.  
So let us gladly accept his disciplines and join his plan.  
 
2. The Holy Spirit gives confirmation of our faith. 
Ephesians 1:13 - “And you also were included in Christ when you heard the message 
of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him 
with a seal, the promised Holy Spirit” 
When you go to other countries, you have to go through immigration.  
 
You can enter the country only when your passport is stamped with admission 
approval.   
That is a seal.   
1. When you believe Jesus as your Savior,  
2. Father God accepts you as his child.  
3. The Holy Spirit gives you seal that you have approval to enter the kingdom of 

heaven.  
4. And the Spirit himself will abide in you. 
Father, Son, and the Spirit will become witness of your salvation.   
Since the Spirit lives within us, let us believe this word and be assured of our salvation.  
 
If you believe that Jesus died for your sin and was buried, but he was resurrected, 
you will be saved.   



３．聖霊はあなたの霊的な成長を助けてくださいます。 
 エフェソの信徒への手紙１：14 
この聖霊は、わたしたちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして、わたし
たちは贖われて神のものとなり、神の栄光をたたえることになるのです。 
“保証”とは、手付金で、神様は御国にあるあなたの銀行口座に手付金を振り込ん
でくださるのです。 
それらは霊的な賜物です。 
聖霊は、あなたの為に与えられている霊的な賜物を用い、あなたがイエスの身丈
まで成長するように助けてくださいます。 
 
今日はこの霊的な賜物について、４つのことをお話しいたします。 
  
① 聖霊は聖書の言葉の理解を助けてくださいます。 
聖書を読んでいてよくわからないと思うことがあるでしょう。 
聖書を理解するのに基本的な知識は必要ですが、聖書の作者は聖霊なる神です。
全てを人間が理解することには限界があります。 
あなたが聖霊に願うなら、霊の目を開いて下さいます。 
聖霊は、聖書を通して、またあなたの心に直接働きかけて真理の解き明かしをし
てくださいます。 
 
② 聖霊は祈りを助けてくださいます。 
ローマの信徒への手紙８：２６ 
同様に、“霊”も弱いわたしたちを助けてくださいます。わたしたちはどう祈るべ
きかを知りませんが、“霊”自らが、言葉に表せないうめきをもって執り成してく
ださるからです。 
 
自分の祈りたいことを祈るのではなく、聖霊に祈るべきことを教えてくださいと
願うならば、聖霊はあなたを導いてくださいます。 
 
そして弱い私たちのために、聖霊が自らとりなして下さいます。 
 
 

3.  The Holy Spirit will help you to grow spiritually. 
Ephesians 1:14 ‒  
“(The Holy Spirit) who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption 
of those who are Godʼs possession—to the praise of his glory.” 
God has made a deposit into your bank account in heaven.  
 
This means spiritual gifts 
The Spirit will put your spiritual gifts to use, so that you can grow to the likeness of 
Jesus Christ. 
  
There are four things on this spiritual gifts.  
 
1.  The Holy Spirit helps us to understand the Bible.  
Sometimes it may be difficult to understand the scriptures.  
You may need basic knowledge, but the author of the Bible is God, who is spirit.  
There is limitation to what human-being can understand,  
But if we seek the Holy Spirit, he opens our spiritual eyes. 
The Holy Spirit reveals the truth to your heart through the words in the Bible.  
 
 
2.  The Holy Spirit helps us to pray. 
Romans 8:26 ‒  
“In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we 
ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.” 
 
 
Not only what we want to pray, but if we ask what we should pray, the Holy Spirit will 
guide us.  
 
And he will intercede on our behalf in our weakness.  
 
 



③ 聖霊は、あなたの心に霊の実を与えてくださいます。 
ガラテヤの信徒への手紙５：２２－２３ 
22 これに対して、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠
実、 23 柔和、節制です。 
もし、愛が足りなければ、聖霊に求めてください。愛が与えられます。 
もし、喜びが無ければ、聖霊に求めてください。喜びが与えられます。 
同じように、あなたが求めれば、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制を
与えてくださいます。 
是非実践することをお勧めします。 
何度も失敗することがあるでしょう。 
しかし、繰り返し聖霊の訓練を受けることで自然にできるようになって行きます。
このようにして霊の実が豊かに実って行くのです。 
 
④ 聖霊は、霊の賜物を与えてくださいます。 
コリントの信徒への手紙一 12 章 6-11 
 6 働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ
神です。 7 一人一人に“霊”の働きが現れるのは、全体の益となるためです。 8 あ
る人には“霊”によって知恵の言葉、ある人には同じ“霊”によって知識の言葉が与
えられ、 9 ある人にはその同じ“霊”によって信仰、ある人にはこの唯一の“霊”に
よって病気をいやす力、 10 ある人には奇跡を行う力、ある人には預言する力、
ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を
解釈する力が与えられています。 11 これらすべてのことは、同じ唯一の“霊”の
働きであって、“霊”は望むままに、それを一人一人に分け与えてくださるのです。 
 
私たちは、この霊の賜物について全く無頓着ではないでしょうか？ 
イエスを信じる者には霊の賜物が与えられます。 
イエスがされた、タラントンンの例え話をみなさん覚えておられると思います。
主人が、旅行している間に、僕たちにお金を託すのですが、1 タラントンを預け
られた僕が、運用をせず、土に埋めてしまいます。 
帰って来た主人は、怠け者の僕を叱り、１タラントンを取り上げて忠実であった
僕に与えてしまうという話があります。 
 

3. The Holy Spirit gives us the fruit of the Spirit. 
Galatians 5:22-23 
“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness and self-control.” 
If you lack love, ask the Holy Spirit.  Love will be given.  
If you lack joy, seek the Holy Spirit.  Joy will be given.  
If you ask, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and 
self-control will be given. 
I encourage you to try.  
You may fail many times,  
But by the disciplining of the Holy Spirit, you will gradually be successful.  
This is how you will bear fruit abundantly.  
 
4.  The Holy Spirit will give us spiritual gifts.  
1 Corinthians 12:6-11 “There are different kinds of working, but in all of them and in 
everyone it is the same God at work. Now to each one the manifestation of the Spirit 
is given for the common good.  To one there is given through the Spirit a message 
of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to 
another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to 
another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between 
spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the 
interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he 
distributes them to each one, just as he determines.” 
 
Are we not neglecting the spiritual gifts? 
All who believe in Jesus are given this gift.  
You may recall the parable of the bags of gold that Jesus told.  
A man entrusted his money to the servants, but one of them who was given one bag 
of gold buried it in the ground.  
When a man returned, he scolded this servant and gave the gold to the other who 
was more faithful.   
 



タラントンとは賜物の意味ですが、そもそもは重さの単位で、責任の重さもあら
わしていると言えるでしょう。 
霊の賜物はあなたに与えられているのです！ 
神はあなたに期待し、霊の賜物を与え、責任を果たすようにと願っておられます。
霊の賜物を用いなければ神の計画を前進させることはできません。 
お互いに仕え合うことで、それぞれにどの霊の賜物が与えられているかはっきり
わかるようになります。 
 
このように、聖霊は、あなたを真理に導き、救いが必要であることを悟らせ、救
いの確信を与えると共に、あなたを訓練し、聖徒としてふさわしく整えてくださ
います。 
私たちは、それに応答して、神に委ねられている、神の国の宝を用いて、神の計
画を進めて参りましょう。 
 
それではお祈りいたします。 
天の父なる神様、御名をあがめ感謝いたします。 
私たちに聖霊を与えてくださり感謝いたします。 
私たちは、自分の思いが先行し、聖霊に聞かずに行ってしまうことがありますが、
お許しください。 
神様、どうぞ私たちをもう一度きよめてくださり、あなたの御用に用いてくださ
い。 
そして神様、あなたが私たちを整えるために、聖霊を通してくださった賜物を私
たちが賢く用いることができるように導いてください。 
そしてあなたの栄光をあらわすことができますように。 
すべてに感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 
 
 
 
 
 
 
 

The gold symbolizes the spiritual gifts.  It may also mean the amount of 
responsibilities.   
You have been given spiritual gifts. 
He entrusted them to you, with expectations that you will invest them  
Spiritual gifts are needed in order to advance Godʼs purpose.  
When we serve each other, we have better understanding of what spiritual gifts we 
may have.  
 
The Holy Spirit guides you to the truth, reveals to you that you need salvation, also 
giving you the confirmation of the salvation.  He disciplines and equips you as his 
saints.  
Let us respond and advance the Kingdom of God by using the heavenly treasure that 
has been given to us.  
 
Let us pray,   
Father God, we praise you name.  
Thank you for giving us the Holy Spirit.  
Forgive us when we do not listen to him and choose to go our own way.  
 
Sanctify us again, Lord, and use us for your purpose.  
 
And help us to use the spiritual gifts wisely, the gifts that you have given to us through 
the Spirit to equip us.  
And help us to glorify you.  
With thanksgiving, we pray this in the name of Jesus.  Amen. 


