
Why did Jesus Die? 

 
 

1.   Because we are all sinners! 
 

It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.  

That is called sin!  We all are guilty of it we have been doing it since we were born. 

 

Mark 2:17   

イエスはこれを聞いて言われた、「丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。わたしがき

たのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである」。 
 

Romans 3:10   次のように書いてある、「義人はいない、ひとりもいない。 
 

Matthew 18:11   人の子は、滅びる者を救うためにきたのである。〕 
  

2.   Because there is a cost for that sin! 
 

Matthew 15:18-20  

 しかし、口から出て行くものは、心の中から出てくるのであって、それが人を汚すのである。 

というのは、悪い思い、すなわち、殺人、姦淫、不品行、盗み、偽証、誹りは、心の中から出てくる

のであって、 

 これらのものが人を汚すのである。しかし、洗わない手で食事することは、人を汚すのではない」

。  

Romans 6:23   

罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は、わたしたちの主キリスト・イエスにおける永遠のい

のちである。 
 

Mark 16:16   信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし、不信仰の者は罪に定められる。 
 

Revelation 20:11-15   

  また見ていると、大きな白い御座があり、そこにいますかたがあった。天も地も御顔の前から逃げ

去って、あとかたもなくなった。 



また、死んでいた者が、大いなる者も小さき者も共に、御座の前に立っているのが見えた。かずかず

の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これはいのちの書であった。死人はそのしわざに

応じ、この書物に書かれていることにしたがって、さばかれた。 

  海はその中にいる死人を出し、死も黄泉もその中にいる死人を出し、そして、おのおのそのしわざ

に応じて、さばきを受けた。 それから、死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死

である。このいのちの書に名がしるされていない者はみな、火の池に投げ込まれた。 

このいのちの書に名がしるされていない者はみな、火の池に投げ込まれた。 

 

 
There is a cost for that sin! 

 

3.   Because Jesus died and paid for our sins on the cross! 
 

Matthew 1:21   

彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名づけなさい。彼は、おのれの民をそのもろもろの

罪から救う者となるからである」。 

Romans 5:8   

 しかし、まだ罪人であった時、わたしたちのためにキリストが死んで下さったことによって、神は

わたしたちに対する愛を示されたのである。 
 

John 3:16     

 16  神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さった。それは御子を信じる者がひとり

も滅びないで、永遠の命を得るためである。  

 

Matthew 18:11   人の子は、滅びる者を救うためにきたのである。〕 
 

4.   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 

word for it, and trust Jesus alone! 
 

Salvation is trusting and receiving Jesus Christ as your Savior. It's trusting in the fact that Jesus Christ died on 

the cross of Calvary to pay for your sins! It's realizing there is absolutely nothing whatsoever you can do to save 

yourself and completely trusting in Jesus Christ to save you! It's not any church that saves. It's not any baptism, 



not good works, not sacraments, not repenting, not praying through, not living a good life — IT'S NOT 

ANYTHING YOU CAN DO! 
 

Acts 4:12   

この人による以外に救はない。わたしたちを救いうる名は、これを別にしては、天下のだれにも与え

られていないからである」。 
 

Ephesians 2:8-9  

あなたがたの救われたのは、実に、恵みにより、信仰によるのである。それは、あなたがた自身から

出たものではなく、神の賜物である。  

決して行いによるのではない。それは、だれも誇ることがないためなのである。  

Tĩtus 3:5   

わたしたちの行った義のわざによってではなく、ただ神のあわれみによって、再生の洗いを受け、聖

霊により新たにされて、わたしたちは救われたのである。 
 

5.   We must put our faith and trust in Christ alone! 
 

Mark 9:23   

イエスは彼に言われた、「もしできれば、と言うのか。信ずる者には、どんな事でもできる」。 
  

Mark 1:15 “And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the 

gospel.” 

 

Mark 10:15   

よく聞いておくがよい。だれでも幼な子のように神の国を受けいれる者でなければ、そこにはいるこ

とは決してできない」。  

. 

Romans 10:9-10,13 

 すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、神が死人の中からイエスをよみ

がえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救

われるからである。  

 



Put your faith in Christ alone! 
 

If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is 

prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting 

in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to 

God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.  

 

 
 

私は、 

罪の結果を受けるべき者です。しかし、私はイエス·キリストを私の救い主として信じ

ます。私は、イエスさまが死んでよみがえられたおかげで、私に赦しが与えられた事

を信じます。イエスさまに信頼します。イエスさまだけがわたしの主であり救い主で

す。主よ、私の救いと赦しを感謝します。アーメン。」 

If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED! HALLELUJAH! 

You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL 

depends on doing what God SAID!  

God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could" 

be saved — but "shall be saved". YOU ARE SAVED! 

なぜなら、「主の御名を呼び求める者は、すべて救われる」とあるからである。 Romans 10:13  

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH 

EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED! 

御子を信じる者は永遠の命をもつ。御子に従わない者は、命にあずかることがないばかりか、神の怒

りがその上にとどまるのである」。 John 3:36  
Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said — 

AND GOD CANNOT LIE!  
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