
「イエスさまとの出会い」 
“Simply Jesus” 

 
ヨハネによる福音書 John 
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ヨハネによる福音書 John ４：６−１２ 
 6 ・・・イエスは旅に疲れて、そのまま井戸のそばに座っておられた。正午ごろのことである。 7 
サマリアの女が水をくみに来た。イエスは、「水を飲ませてください」と言われた。 8 弟子たちは食べ
物を買うために町に行っていた。 9 すると、サマリアの女は、「ユダヤ人のあなたがサマリアの女の
わたしに、どうして水を飲ませてほしいと頼むのですか」と言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際し
ないからである。（イエスはユダヤ人、この女性はサマリア人。この時代のユダヤ人はサマリヤ人に
偏見を持っていた）10 イエスは答えて言われた。「もしあなたが、神の賜物を知っており、また、『水
を飲ませてください』と言ったのがだれであるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、
その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。」  11 女は言った。 「主よ、あなたはくむ物をお持
ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。 12 あなたは
、わたしたちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸をわたしたちに与え、彼自身も、そ
の子供や家畜も、この井戸から水を飲んだのです。」 

For English speakers: an Invitation to meet Jesus today (Text: John 4:1-42) 
-Read the text as a simple story of a woman’s encounter with Jesus. 
-Question for you as you read the text:  
 Have you met Jesus? I know you know Jesus—but, have you really met Jesus? 
-Later in my sermon: two examples from world Christianity.  
 Note the ways Christians around the world focus simply on Jesus. 
-Lesson: You need Jesus; simply Jesus. 



ヨハネによる福音書 John ４：13−１5 
 
 13 イエスは答えて言われた。「この水を飲む者はだれでもまた渇
く。 14 しかし、わたしが与える水を飲む者は決して渇かない。わたし
が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る
。」 15 女は言った。「主よ、渇くことがないように、また、ここにくみに
来なくてもいいように、その水をください。」 



ヨハネによる福音書 John ４：1６−１8 
 
 16 イエスが、「行って、あなたの夫をここに呼んで来なさい」と言
われると、 17 女は答えて、「わたしには夫はいません」と言った。イ
エスは言われた。「『夫はいません』とは、まさにそのとおりだ。 18 あ
なたには五人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あ
なたは、ありのままを言ったわけだ。」 



ヨハネによる福音書 John ４：19−30 
 

 19 女は言った。「主よ、あなたは預言者だとお見受けします。 20 わたしどもの先祖はこの山で礼
拝しましたが、あなたがたは、礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。」 21 イエスは言
われた。「婦人よ、わたしを信じなさい。あなたがたが、この山でもエルサレムでもない所で、父を礼
拝する時が来る。 22 あなたがたは知らないものを礼拝しているが、わたしたちは知っているものを
礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。 23 しかし、まことの礼拝をする者たちが、霊と真理
をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝する者を求めて
おられるからだ。 24 神は霊である。だから、神を礼拝する者は、霊と真理をもって礼拝しなければな
らない。」 25 女が言った。「わたしは、キリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その
方が来られるとき、わたしたちに一切のことを知らせてくださいます。」26 イエスは言われた。「それ
は、あなたと話をしているこのわたしである。」 
 ・・・28 女は、水がめをそこに置いたまま町に行き、人々に言った。 29 「さあ、見に来てください。
わたしが行ったことをすべて、言い当てた人がいます。もしかしたら、この方がメシアかもしれません
。」 30 人々は町を出て、イエスのもとへやって来た。 
 



 

ジョン・宋（宋尚節） 

John Sung 
(1901-1944) 

• Born as the son of a Methodist 

pastor 

• Ph.D in Chemistry (Ohio State) 

• Changed while studying at Union 

Theological Seminary (NYC) 

• Simple message: pray, read the 

Bible, evangelize 

• Laid foundation for the growth of 

popular Christianity in today’s 

China 

 



モスク (イスラム教礼拝所)  
でイエスを礼拝する 
 
（『クリスチャニティー・トゥデイ
』誌、特集） 

イスラム教インサイダー・ムーブメ
ントを推奨する「キリスト信奉者」
の多くは、他のイスラム教徒同様
、日常的なモスクでの祈祷儀式に
参列します。 

インサイダー・ムーブメント 
Insider Movement 
クリスチャンとなりつつも、イス
ラム教の枠組みの内部に留ま
ることを推奨する運動 



ヨハネによる福音書 John ５：３９ 
 
39 あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて、聖書を研究
している。ところが、聖書はわたしについて証しをするものだ。 
 
39 You study the Scriptures diligently because you think that in 
them you have eternal life. These are the very Scriptures that 
testify about me. 



コロサイ Col. ３：９−１７ 
 
9 ・・・古い人をその行いと共に脱ぎ捨て、 10 造り主の姿に倣う新しい人を身に着け、日々
新たにされて、真の知識に達するのです。 11 そこには、もはや、ギリシア人とユダヤ人、
割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別は
ありません。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられるのです。・・・17 そして
、何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって、父で
ある神に感謝しなさい。 
 

9 . . . you have taken off your old self with its practices 10 and have put on the new self, 
which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. 11 Here there is no 
Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ 
is all, and is in all. . . . 17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the 
name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 
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