
「愛に恐れなし」
“There is No Fear in Love”

1ヨハネの手紙4:16～21
1 John 4:16~21







「あなたは、わたしの内臓を造り、母の
胎内にわたしを組み立ててくださった。
わたしはあなたに感謝をささげる。わた
しは恐ろしい力によって、驚くべきもの
に造り上げられている。御業がどんな
に驚くべきものか、わたしの魂はよく
知っている。・・・あなたには、わたしの
骨も隠されてはいない。胎児であったわ
たしをあなたの目は見ておられた。わた
しの日々はあなたの書にすべて記され
ている。まだその一日も造られないうち
から。あなたの御計らいは、わたしに
とっていかに貴いことか。神よ、いかに

それは数多いことか。」
(詩編139：13～17）



“You created my inmost being; you 
knit me together in my mother’s 

womb. 14 I praise you because I am 
fearfully and wonderfully made; your 
works are wonderful, I know that full 

well. 15 My frame was not hidden 
from you when I was made in the 
secret place… 16 Your eyes saw my 

unformed body; all the days 
ordained for me were written in your 
book before one of them came to be. 

17 How precious to me are your 
thoughts, God! How vast is the sum 

of them!” 
(Psalm 139:13-17)



「体は殺しても、魂を殺すことのでき
ない者どもを恐れるな。むしろ、魂も
体も地獄で滅ぼすことのできる方を
恐れなさい。」（マタイ10：28）



「主を畏れることは知恵の初め。
聖なる方を知ることは分別の初め。」

（箴言9：10）

こうして、神は人に仰せられた。「見よ。
主を恐れること、これが知恵である。
悪から離れることは悟りである。」

（ヨブ記28：28 新改訳）



The fear of the LORD is the 

beginning of knowledge,
but fools despise wisdom and 

instruction.

Proverbs 1:7 

「人を恐れるとわなにかかる。しかし
主に信頼する者は守られる。」

（箴言29：25 新改訳）

「罪人らのことに心を燃やすことはない。
日ごと、主を畏れることに心を燃やす

がよい。」（箴言23：17）



“Do not be afraid of those who kill the 
body but cannot kill the soul. Rather, 
be afraid of the One who can destroy 

both soul and body in hell.”
(Matthew 10:28)



“The fear of the LORD is the beginning 
of wisdom, and knowledge of the Holy 
One is understanding.” (Proverbs 9:10)

And God said to the human race,
“The fear of the Lord—that is 
wisdom, and to shun evil is 
understanding.”  (Job 28:28)



“Fear of man will prove to be a snare, 
but whoever trusts in the LORD is kept 

safe.” (Proverbs 29:25) 

“Do not let your heart envy sinners,
but always be zealous for the fear 
of the LORD.” (Proverbs 23:17)



「こうして、愛がわたしたちの内に全うされ
ているので、裁きの日に確信を持つことが
できます。この世でわたしたちも、イエスの
ようであるからです。
愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締
め出します。なぜなら、恐れは罰を伴い、恐
れる者には愛が全うされていないからで
す。」 (1ヨハネ4：17～18）



「兄弟たち、あなたがたのうちに、信仰
のない悪い心を抱いて、生ける神から離
れてしまう者がないように注意しなさい。
あなたがたのうちだれ一人、罪に惑わさ
れてかたくなにならないように、『今日』と
いう日のうちに、日々励まし合いなさい。」

（ヘブライ人への手紙3：12～13）



“This is how love is made complete among 
us so that we will have confidence on the 
day of judgment: In this world we are like 
Jesus.

18 There is no fear in love. But perfect love 
drives out fear, because fear has to do with 
punishment. The one who fears is not made 
perfect in love.” (1 John 4:16-18)



“See to it, brothers and sisters, that none 
of you has a sinful, unbelieving heart that 
turns away from the living God.

13 But encourage one another daily, as 
long as it is called ‘Today,’ so that none of 
you may be hardened by sin’s 
deceitfulness.”  (Hebrews 3:12-13)





「あなたがたに新しい掟を与える。
互いに愛し合いなさい。わたしがあな
たがたを愛したように、あなたがたも
互いに愛し合いなさい。
互いに愛し合うならば、それによって
あなたがたがわたしの弟子であること

を、皆が知るようになる。」
（ヨハネ13：34～35）



“A new command I give you: Love 
one another. As I have loved you, 

so you must love one another.
35 By this everyone will know that 
you are my disciples, if you love 

one another.”
(John 13:34-35)






