
最後の時でさえ 
Even In The Last Moments 

ヨハネ１９：１７〜３０   John 19:17-30 



マタイ２１章、 
マルコ１１章、 
ルカ１９章＆２０章、 
ヨハネ１２章 

Matthew 21,  
Mark 11,  
Luke 19 & 20,  John 12 



マタイ２６章、マルコ１４章、 
ルカ２２章、ヨハネ１３章〜１８章 

Matthew 26, Mark 14, Luke 22, 
John 13-18 







「さて、過越の祭りの前に、この世をさって 
父のみもとに行くべき自分の時が来たことを 
知られたので、世にいる自分のものを愛された 
イエスは、その愛を残るところなく示された。」  

ー ヨハネ１３：１ 

“It was just before the Passover Feast.  Jesus knew that 
the time had come for him to leave this world and go to 
the Father.  Having loved his own who were in the world, 
he now showed them the full extent of his love.” 
 
(…or, “he loved them to the last.”) 

- John 13:1 



“Do not let your hearts be troubled.  Trust in God; trust also in me.”  
– John 14:1 
 

“If anyone loves me, he will obey my teaching.  My Father will love 
him, and we will come to him and make our home with him.”  
– John 14:23 
 

“Peace I leave with you; my peace I give to you.  I do not give to you 
as the world gives.  Do not let your hearts be troubled and do not 
be afraid.” – John 14:27 
 

“As the Father has loved me, so have I loved you.  Now remain in my 
love…Greater love has no one than this, that he lay down his life for 
his friends.” – John 15:9, 13 
 

“So it is with you: Now is your time of grief, but I will see you again 
and you will rejoice, and no one will take away your joy.”   
- John 16:22 



「あなたがたは心を騒がしてはなりません。神を信じ、またわたしを信じ 
なさい。」 〜ヨハネ１４：１ 
 

「誰でもわたしを愛する人は、わたしのことばを守ります。そうすれば、 
わたしの父はその人を愛し、わたしたちはその人のところに来て、その 
人と共に住みます。」 〜ヨハネ１４：２３ 
 

「わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたに   
わたしの平安を与えます。わたしが、あなたがたに与えるのは、世が  
与えるのとは違います。あなたがたは心を騒がしてはなりません。   
恐れてはなりません。」 〜ヨハネ１４：２７ 
 

「父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛しました。わたし
の愛の中にとどまりなさい。・・・人がその友のためにいのちを捨てるとい
う、これよりも大きな愛は誰も持っていません。」 〜ヨハネ１５：９、１３ 
 

「あなたがたにも、今は悲しみがあるが、わたしはもう一度あなたがたに
会います。そうすれば、あなたがたの心は喜びに満たされます。そして、
その喜びをあなたがたから奪い去る者はありません。」  
〜ヨハネ１６：２２ 



イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の 
姉妹と、クロパの妻のマリヤとマグダラのマリヤ
が立っていた。イエスは、母と、そばに立っている
愛する弟子とを見て、母に 「女の方。そこに、 
あなたの息子がいます」 と言われた。それから
その弟子に 「そこに、あなたの母がいます」 と
言われた。その時から、この弟子は彼女を自分の
家に引き取った。 〜ヨハネ１９：２５〜２７ 



“Near the cross of Jesus stood his mother,  
his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and 
Mary Magdalene.  When Jesus saw his mother 
there, and the disciple whom he loved standing 
nearby, he said to his mother, ‘Dear woman, here 
is your son,’ and to the disciple, ‘Here is your 
mother.’  From that time on, this disciple took her 
into his home.”   - John 19:25-27 



1. Jesus loves us. 
2. He died for us. 

3. As disciples, He invites us to have the same heart. 
4. Will you accept His invitation? 

5. Will you seek to have the heart of Jesus? 

1. イエスは私たちを愛しています。 
 

2. イエスは私たちのために命を落とされました。 
 

3. 彼の弟子として、イエスは私たちに 
同じような心を持つように招かれています。 

 

4. あなたはその招きを受け入れますか。 
 

5. イエスのような心を持つことを求めますか。 


