
Japan - 聖霊 経典 - Holy Spirit Scriptures

出エジプト記 35:31 彼に神の霊を満たして、知恵と悟りと知識と諸種

の工作に長ぜしめ、

民数記 11:25 主は雲のうちにあって下り、モーセと語られ、モーセの

上にある霊を、その七十人の長老たちにも分け与えられた。その霊が

彼らの上にとどまった時、彼らは預言した。ただし、その後は重ねて

預言しなかった。

1 サムエル記上 10:6 その時、主の霊があなたの上にもはげしく下っ

て、あなたは彼らと一緒に預言し、変って新しい人となるでしょう。

2 サムエル記上 23:2 そこでダビデは主に問うて言った、「わたしが

行って、このペリシテびとを撃ちましょうか」。主はダビデに言われ

た、「行ってペリシテびとを撃ち、ケイラを救いなさい」。

ヨブ記 33:4 神の霊はわたしを造り、／全能者の息はわたしを生かす。

イザヤ記 11:2 その上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟りの霊、深

慮と才能の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。

ミカ記 3:8 しかしわたしは主のみたまによって力に満ち、公義と勇気

とに満たされ、ヤコブにそのとがを示し、イスラエルにその罪を示す

ことができる。

ゼカリヤ記 4:6 すると彼はわたしに言った、「ゼルバベルに、主がお

告げになる言葉はこれです。万軍の主は仰せられる、これは権勢によ

らず、能力によらず、わたしの霊によるのである。

マタイによる福音書 12:28 しかし、わたしが神の霊によって悪霊を追

い出しているのなら、神の国はすでにあなたがたのところにきたので

ある。

マタイによる福音書 28:19 それゆえに、あなたがたは行って、すべて

の国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテス

マを施し、

マルコによる福音書1:10そして、水の中から上がられるとすぐ、天が裂

けて、聖霊がはとのように自分に下って来るのを、ごらんになった。

マルコによる福音書 13:11 そして、人々があなたがたを連れて行って

引きわたすとき、何を言おうかと、前もって心配するな。その場合、

自分に示されることを語るがよい。語る者はあなたがた自身ではなく



て、聖霊である。

ルカによる福音書 2:26 そして主のつかわす救主に会うまでは死ぬこと

はないと、聖霊の示しを受けていた。

ルカによる福音書 4:1さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川から帰り

ルカによる福音書 4:18-21 「主の御霊がわたしに宿っている。貧しい

人々に福音を宣べ伝えさせるために、わたしを聖別してくださったか

らである。主はわたしをつかわして、囚人が解放され、盲人の目が開

かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、 

19 主のめぐみの年を告げ知らせるのである」。 20 イエスは聖書を

巻いて係りの者に返し、席に着かれると、会堂にいるみんなの者の目

がイエスに注がれた。 21 そこでイエスは、「この聖句は、あなた

がたが耳にしたこの日に成就した」と説きはじめられた。

ルカによる福音書 12:11,12 あなたがたが会堂や役人や高官の前へひっ

ぱられて行った場合には、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心

配しないがよい。 12 言うべきことは、聖霊がその時に教えてくだ

さるからである」。

ヨハネによる福音書 7:38,39 わたしを信じる者は、聖書に書いてあると

おり、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう」。 39 
これは、イエスを信じる人々が受けようとしている御霊をさして言わ

れたのである。すなわち、イエスはまだ栄光を受けておられなかった

ので、御霊がまだ下っていなかったのである。

ヨハネによる福音書 14:16,17,26 わたしは父にお願いしよう。そうすれ

ば、父は別に助け主を送って、いつまでもあなたがたと共におらせて

下さるであろう。 17 それは真理の御霊である。この世はそれを見

ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができな

い。あなたがたはそれを知っている。なぜなら、それはあなたがたと

共におり、またあなたがたのうちにいるからである。 26 しかし、助

け主、すなわち、父がわたしの名によってつかわされる聖霊は、あな

たがたにすべてのことを教え、またわたしが話しておいたことを、こ

とごとく思い起させるであろう。

ヨハネによる福音書 16:7,8 しかし、わたしはほんとうのことをあなた

がたに言うが、わたしが去って行くことは、あなたがたの益になるの

だ。わたしが去って行かなければ、あなたがたのところに助け主はこ



ないであろう。もし行けば、それをあなたがたにつかわそう。8 それ

がきたら、罪と義とさばきとについて、世の人の目を開くであろう。

ヨハネによる福音書 16:13-15 けれども真理の御霊が来る時には、あな

たがたをあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語る

のではなく、その聞くところを語り、きたるべき事をあなたがたに知

らせるであろう。 14 御霊はわたしに栄光を得させるであろう。わ

たしのものを受けて、それをあなたがたに知らせるからである。 15
父がお持ちになっているものはみな、わたしのものである。御霊はわ

たしのものを受けて、それをあなたがたに知らせるのだと、わたしが

言ったのは、そのためである。

ヨハネによる福音書 20:21,22 イエスはまた彼らに言われた、「安か

れ。父がわたしをおつかわしになったように、わたしもまたあなたが

たをつかわす」。 22 そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せに

なった、「聖霊を受けよ。

使徒行傳 1:2 お選びになった使徒たちに、聖霊によって命じたのち、

天に上げられた日までのことを、ことごとくしるした。

使徒行傳 1:5 すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた

がたは間もなく聖霊によって、バプテスマを授けられるであろう」。

使徒行傳 1:8 ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を

受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてま

で、わたしの証人となるであろう」。

使徒行傳 2:1-4 五旬節の日がきて、みんなの者が一緒に集まっている

と、 2 突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起ってきて、

一同がすわっていた家いっぱいに響きわたった。 3 また、舌のよう

なものが、炎のように分れて現れ、ひとりびとりの上にとどまった。

4 すると、一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろ

の他国の言葉で語り出した。

使徒行傳 2:17-19 『神がこう仰せになる。終りの時には、／わたしの

霊をすべての人に注ごう。そして、あなたがたのむすこ娘は預言を

し、／若者たちは幻を見、／老人たちは夢を見るであろう。 18 そ
の時には、わたしの男女の僕たちにも／わたしの霊を注ごう。そして

彼らも預言をするであろう。 19 また、上では、天に奇跡を見せ、

／下では、地にしるしを、／すなわち、血と火と立ちこめる煙とを、



／見せるであろう。 (ヨエル記 2:28,29)
使徒行傳 2:33 それで、イエスは神の右に上げられ、父から約束の聖霊

を受けて、それをわたしたちに注がれたのである。このことは、あな

たがたが現に見聞きしているとおりである。

使徒行傳 2:38 すると、ペテロが答えた、「悔い改めなさい。そして、

あなたがたひとりびとりが罪のゆるしを得るために、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、あなたがた

は聖霊の賜物を受けるであろう。

使徒行傳 4:31 彼らが祈り終えると、その集まっていた場所が揺れ動

き、一同は聖霊に満たされて、大胆に神の言を語り出した。

使徒行傳 8:15-17 ふたりはサマリヤに下って行って、みんなが聖霊を

受けるようにと、彼らのために祈った。 16 それは、彼らはただ主

イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだだれ

にも下っていなかったからである。 17 そこで、ふたりが手を彼ら

の上においたところ、彼らは聖霊を受けた。

使徒行傳 8:39 ふたりが水から上がると、主の霊がピリポをさらって

行ったので、宦官はもう彼を見ることができなかった。宦官はよろこ

びながら旅をつづけた。 (1 列王記上 18:12)
使徒行傳 9:31 こうして教会は、ユダヤ、ガリラヤ、サマリヤ全地方に

わたって平安を保ち、基礎がかたまり、主をおそれ聖霊にはげまされ

て歩み、次第に信徒の数を増して行った。

使徒行傳 10:44,45 ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、

それを聞いていたみんなの人たちに、聖霊がくだった。 45 割礼を

受けている信者で、ペテロについてきた人たちは、異邦人たちにも聖

霊の賜物が注がれたのを見て、驚いた。

使徒行傳 11:15 そこでわたしが語り出したところ、聖霊が、ちょうど

最初わたしたちの上にくだったと同じように、彼らの上にくだった。

使徒行傳13:52 弟子たちは、ますます喜びと聖霊とに満たされていた。

使徒行傳 19:6 そして、パウロが彼らの上に手をおくと、聖霊が彼らに

くだり、それから彼らは異言を語ったり、預言をしたりし出した。

使徒行傳 20:23 ただ、聖霊が至るところの町々で、わたしにはっきり

告げているのは、投獄と患難とが、わたしを待ちうけているというこ

とだ。



ローマの信徒への手紙 5:5 そして、希望は失望に終ることはない。な

ぜなら、わたしたちに賜わっている聖霊によって、神の愛がわたした

ちの心に注がれているからである。

ローマの信徒への手紙 8:9 しかし、神の御霊があなたがたの内に宿っ

ているなら、あなたがたは肉におるのではなく、霊におるのである。

もし、キリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのも

のではない。

ローマの信徒への手紙 8:13-16 なぜなら、もし、肉に従って生きるな

ら、あなたがたは死ぬ外はないからである。しかし、霊によってから

だの働きを殺すなら、あなたがたは生きるであろう。 14 すべて神

の御霊に導かれている者は、すなわち、神の子である。 15 あなた

がたは再び恐れをいだかせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身

分を授ける霊を受けたのである。その霊によって、わたしたちは「ア

バ、父よ」と呼ぶのである。 16 御霊みずから、わたしたちの霊と

共に、わたしたちが神の子であることをあかしして下さる。

ローマの信徒への手紙 8:26 御霊もまた同じように、弱いわたしを助け

て下さる。なぜなら、わたしたちはどう祈ったらよいかわからない

が、御霊みずから、言葉にあらわせない切なるうめきをもって、わた

したちのためにとりなして下さるからである。

ローマの信徒への手紙 15:13,19 どうか、望みの神が、信仰から来るあ

らゆる喜びと平安とを、あなたがたに満たし、聖霊の力によって、あ

なたがたを、望みにあふれさせて下さるように。 19 しるしと不思議

との力、聖霊の力によって、働かせて下さったことの外には、あえて

何も語ろうとは思わない。こうして、わたしはエルサレムから始まり

巡りめぐってイルリコに至るまで、キリストの福音を満たしてきた。

1 コリントの信徒への手紙一 2:10-13 そして、それを神は、御霊によっ

てわたしたちに啓示して下さったのである。御霊はすべてのものをき

わめ、神の深みまでもきわめるのだからである。 11 いったい、人

間の思いは、その内にある人間の霊以外に、だれが知っていようか。

それと同じように神の思いも、神の御霊以外には、知るものはない。

12 ところが、わたしたちが受けたのは、この世の霊ではなく、神か

らの霊である。それによって、神から賜わった恵みを悟るためであ

る。 13 この賜物について語るにも、わたしたちは人間の知恵が教



える言葉を用いないで、御霊の教える言葉を用い、霊によって霊のこ

とを解釈するのである。

1 コリントの信徒への手紙一 3:16 あなたがたは神の宮であって、神の

御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。

1 コリントの信徒への手紙一 6:11 あなたがたの中には、以前はそんな

人もいた。しかし、あなたがたは、主イエス・キリストの名によっ

て、またわたしたちの神の霊によって、洗われ、きよめられ、義とさ

れたのである。

1 コリントの信徒への手紙一 12:3 そこで、あなたがたに言っておく

が、神の霊によって語る者はだれも「イエスはのろわれよ」とは言わ

ないし、また、聖霊によらなければ、だれも「イエスは主である」と

言うことができない。

2 コリントの信徒への手紙二 3:17 主は霊である。そして、主の霊のあ

るところには、自由がある。

2 コリントの信徒への手紙二 13:14(13) 主イエス・キリストの恵みと、

神の愛と、聖霊の交わりとが、あなたがた一同と共にあるように。

ガラテヤの信徒への手紙 4:6 このように、あなたがたは子であるのだ

から、神はわたしたちの心の中に、「アバ、父よ」と呼ぶ御子の霊を

送って下さったのである。

エフェソの信徒への手紙 1:13,14 あなたがたもまた、キリストにあっ

て、真理の言葉、すなわち、あなたがたの救の福音を聞き、また、彼

を信じた結果、約束された聖霊の証印をおされたのである。14 この

聖霊は、わたしたちが神の国をつぐことの保証であって、やがて神に

つける者が全くあがなわれ、神の栄光をほめたたえるに至るためであ

る。

エフェソの信徒への手紙 2:18 というのは、彼によって、わたしたち両

方の者が一つの御霊の中にあって、父のみもとに近づくことができる

からである。

エフェソの信徒への手紙 4:30 神の聖霊を悲しませてはいけない。あな

たがたは、あがないの日のために、聖霊の証印を受けたのである。

1 テサロニケの信徒への手紙一 4:8 こういうわけであるから、これらの

警告を拒む者は、人を拒むのではなく、聖霊をあなたがたの心に賜わ

る神を拒むのである。



1 テサロニケの信徒への手紙一 5:19 御霊を消してはいけない。

2 テサロニケの信徒への手紙二 2:13 しかし、主に愛されている兄弟た

ちよ。わたしたちはいつもあなたがたのことを、神に感謝せずにはお

られない。それは、神があなたがたを初めから選んで、御霊によるき

よめと、真理に対する信仰とによって、救を得させようとし、 (1 ペ
トロの手紙一 1:2)

テトスへの手紙 3:5,6 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。 6 この聖霊は、わたしたち

の救主イエス・キリストをとおして、わたしたちの上に豊かに注がれ

た。

ヘブライ人への手紙 2:4 さらに神も、しるしと不思議とさまざまな力

あるわざとにより、また、御旨に従い聖霊を各自に賜うことによっ

て、あかしをされたのである。

ヘブライ人への手紙 10:15 聖霊もまた、わたしたちにあかしをして、

1 ペトロの手紙一 1:2 すなわち、イエス・キリストに従い、かつ、その

血のそそぎを受けるために、父なる神の予知されたところによって選

ばれ、御霊のきよめにあずかっている人たちへ。恵みと平安とが、あ

なたがたに豊かに加わるように。

2 ペトロの手紙二 1:21 なぜなら、預言は決して人間の意志から出たも

のではなく、人々が聖霊に感じ、神によって語ったものだからであ

る。

1 ヨハネの手紙一 4:2 あなたがたは、こうして神の霊を知るのである。

すなわち、イエス・キリストが肉体をとってこられたことを告白する

霊は、すべて神から出ているものであり、

1 ヨハネの手紙一 5:7,8 あかしをするものが、三つある。 8 御霊と水

と血とである。そして、この三つのものは一致する。

ユダの手紙 1:20 しかし、愛する者たちよ。あなたがたは、最も神聖な

信仰の上に自らを築き上げ、聖霊によって祈り、 
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