	
  

Yokohama Christian School Statement of Faith

We believe the Bible to be the inspired, the only infallible,
authoritative, inerrant Word of God
We believe there is one God, eternally existent in three persons
– Father, Son, and Holy Spirit.
We believe in the deity of Christ.
His virgin birth
His sinless life
His miracles
His vicarious and atoning death
His resurrection
His ascension to the right hand of God
His personal return in power and glory

We believe in the absolute necessity of regeneration by the
Holy Spirit for salvation because of the exceeding sinfulness of
human nature and that we are justified on the single ground of
faith in the shed blood of Christ and that only by God’s grace
and through faith alone are we saved.
We believe in the resurrection of both the saved and the lost:
they that are saved to the resurrection of life and they are lost
unto the resurrection of condemnation.
We believe in the spiritual unity of believers in our Lord Jesus
Christ.

We believe in the present ministry of the Holy Spirit by whose
indwelling the Christian is enable to live a godly life.

2 Timothy 3:16
2 Peter 1:21
Genesis 1:1
Matthew 28:19
John 10:30
Isaiah 7:14
Luke 1:35
Hebrews 2:19
John 2:11
I Corinthians
15:3
Ephesians 1:7
Hebrews 2:9
John 11:25
I Corinthians
15:4
Mark 16:9
Acts 1:11
Revelation 19:11
John 3:16-19
Romans
3:23,5:8-9
Ephesians 2:8-10
Titus 3:5
John 5:28-29

Romans 8:9,
1 Corinthians
12:12-13
Galatians 3:2628
Romans 8:13-14,
1 Corinthians
3:16, 19-20;
Ephesians 4:30,
5:18

	
  

	
  

The Japanese Language Version
信仰告白
A.
私達は聖書が聖霊の導きのもとに書かれ、唯一の誤りなき規範、かつ、 権威のある神の御言葉と
して信じます。
B.
私達は永遠なる神が、三位一体の神 - 父、子、御霊の神としておられ ることを信じます
C.
私達は主イエス キリストの神性；
・イエスは聖霊によって乙女マリアより生まれた事
・イエスは罪のない人生を生きられたことを
・イエスの奇跡
・罪人の身代わりとしてのイエスの代償的な死と復活を
・死人のうちより復活された事を
・天にのぼり、全能の父なる神の右に座している事を
・またイエス自身が全ての栄光と力持って再臨されることを
D.
私達は救いのために聖霊によって上から生まれることが必要であると信 じます。それは私達、人間
の、深く根ざした罪の 故です。私達は
キリストのあがないの血による信仰によってのみ、
また神の恵みによって のみ、信仰を通して私達は救われると信じます。
E.
私達は救われたものも失われたものも復活にあずかることを信じます。 それは復活の命にあずか
る ものと罪人としての復活 ということです。
F.
私達は主、イエス キリストにあって信仰者同士はお互いに霊的に一つ であることを信じます。
G.
私達はキリスト者に内住される聖霊の働きによって神に喜ばれる生き方 が出来ることを信じます。
主御自身が全ての栄光と力持って再臨される ことを信じます。私達は救いのために聖霊によって上から
生まれることが 必要であると信じます。 それは私達、人間の、深く根ざした罪の故です。
私達はキ
リストのあがないの血による信仰によってのみ、また神の恵み によってのみ、信仰を通して私達は救わ
れると信じます。

	
  

