
ヨハネの福音書 
John 15：9～17

「愛のコミュニティー」

“Community of LOVE”



自分が神様とつながってさえいれば 
それでいい 
I’m fine as long as I am connected in 
a relationship with Jesus

無理に教会に行ったり、教会生活をしな
くてもいい 
I don’t need to be connected with, or 
I shouldn’t force myself to be a part 
of this thing called ‘church’

自分の信仰さえ守れたらでいい 
It’s fine if we can protect and 
sustain our own faith and relationship 
with Jesus.





「もし、あなたがたがわたしの戒めを守るなら、
あなたがたはわたしの愛にとどまるのです。」

（ヨハネ 15:10）

“If you keep my commands,  
you will remain in my love” 

（John 15:10）



「もしあなたがたがわたしを愛するなら、 
あなたがたはわたしの戒めを守るはずです。」 

（ヨハネ 14:15）

“If you love me,  
keep my commands.” 
（John 14:15）



“Whoever has my commands and 
keeps them is the one who loves me.” 

（John 14:21）

「わたしの戒めを保ち、それを守る人は、 
わたしを愛する人です。」 
（ヨハネ 14:21）



「もし、私たちが神の命令を守るなら、それに
よって私たちは神を知っていることがわかりま
す。神を知っていると言いながら、その命令を
守らない者は、偽り者であり、真理はその人の
うちにありません。しかし、みことばを守って
いる者なら、その人のうちには、確かに神の愛
が全うされているのです。それによって、私た
ちが神のうちにいることがわかります。」 

（1ヨハネの手紙 2:3～5）



“We know that we have come to know 
him if we keep his commands. 

Whoever says, ‘I know him,’ but does 
not do what he commands is a liar, and 
the truth is not in that person. But if 
anyone obeys his word, love for God is 
truly made complete in them. This is 

how we know we are in him:” 
（1John 2:3～5）



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

神を愛する 
Love God



「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うこと、 
これがわたしの戒めです。」 

（ヨハネ 15:12）

“My command is this:  
Love each other as I have loved you.” 

（John 15:12）



“This is my command:  
Love each other.” 
（John 15:17）

「あなたがたが互いに愛し合うこと、これが、
わたしのあなたがたに与える戒めです。」 

（ヨハネ 15:17）



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

互いに 
愛し合う 

Love each other



「神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるな
ら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を 
愛していない者に、目に見えない神を愛する 
ことはできません。神を愛する者は、 

兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令を 
キリストから受けています。」 
（ヨハネの手紙 第一 4:20～21）



“Whoever claims to love God yet hates a 
brother or sister is a liar. For whoever 
does not love their brother and sister, 
whom they have seen, cannot love God, 
whom they have not seen. And he has 
given us this command: Anyone who 
loves God must also love their brother 
and sister.”（1John 4:20～21）



「神の命令とは、私たちが御子イエス・キリス
トの御名を信じ、キリストが命じられた通りに、

私たちが互いに愛し合うことです。」 
（ヨハネの手紙 第一 3:23）

“And this is his command:  
to believe in the name of his Son,  

Jesus Christ, and to love one another  
as he commanded us.” 
（1John 3:23～24）



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

互いに 
愛し合う 

Love each other



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

神を愛する 
Love God



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

互いに 
愛し合う 

Love each other



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

神を愛する 
Love God

互いに 
愛し合う 

Love each other



1. 
神様の愛にひたひた 

Drenched with God’s Love



「神の命令とは、私たちが御子イエス・キリス
トの御名を信じ、キリストが命じられた通りに、

私たちが互いに愛し合うことです。 
神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまた
その人のうちにおられます。神がわたしたちの
うちにおられるということは、神が私たちに与
えてくださった御霊によって知るのです。」 

（ヨハネの手紙 第一 3:23～24）



“And this is his command: to believe in 
the name of his Son, Jesus Christ, and to 
love one another as he commanded us. 
The one who keeps God’s commands 
lives in him, and he in them. And this is 
how we know that he lives in us: We 
know it by the Spirit he gave us.” 

（1John 3:23～24）



神/GOD

イエス様 
Jesus

聖霊様 
Holy Spirit

私/me



神/GOD

イエス様 
Jesus

聖霊様 
Holy Spirit

私たち/us



2. 
神様の喜びにひたひた 
Drenched with God’s Joy



「わたしの喜びがあなたがたのうちにあり、 
あなたがたの喜びがみたされるため。」 

（ヨハネ 15:11）

“I have told you this so that  
my joy may be in you and  

that your joy may be complete.” 
（John 15:10）



3. 
「互いに愛し合う」という 

最高のミニストリー 
The Greatest Ministry of  
“loving one another”



たとい、私が人の異言や、御使いの異言で話し
ても、愛がないなら、やかましいどらや、うる
さいシンバルと同じです。また、たとい私が預
言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあ
らゆる知識とに通じ、また、山をも動かすほど
の完全な信仰を持っていても、愛がないなら、
何の値打ちもありません。また、たとい私が持っ
ている物の全部を貧しい人たちに分け与え、 
また私のからだを焼かれるために渡しても、 
愛がなければ、何の役にも立ちません。 
（コリント人への手紙 第一 13:1～3）



“If I speak in the tongues of men or of 
angels, but do not have love, I am only a 
resounding gong or a clanging cymbal.  
If I have the gift of prophecy and can 
fathom all mysteries and all knowledge, 
and if I have a faith that can move 
mountains, but do not have love,  

I am nothing. If I give all I possess to the 
poor and give over my body to hardship 
that I may boast, but do not have love,  

I gain nothing.” 
（1Corinthians 13:1～3）



こういうわけで、いつまでも残るものは  
信仰、希望、愛です。 

その中で一番すぐれているのは愛です。 

（コリント人への手紙 第一 13:13）

“And now these three remain:  
faith, hope and love.  

But the greatest of these is love.” 

（1 Corinthians 13:13）



「あなたがたに新しい戒めを与えましょう。 
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。
もし互いの間に愛があるなら、それによって 
あなたがたがわたしの弟子であることを、 

すべての人が認めるのです。」 
（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. By this 
everyone will know that you are my 
disciples, if you love one another.” 

（John 13:34～35）



「愛のコミュニティー」

“Community of LOVE”



1. 神様との健全な関係 
A healthy relationship with God

愛のコミュニティーへのステップ 
The steps to be a community of love



人はうわべを見るが、主は心を見る。 
（サムエル記 第一 16:7）

イエスは彼ら(パリサイ人たち)に言われた。 
「あなたがたは、人の前で自分を正しいとす
る者です。しかし神は、あなたがたの心をご
存知です。人間の間であがめられるものは、 
神の前で憎まれ、きらわれます。」 

（ルカによる福音書 16:15）



“People look at the outward appearance, 
but the Lord looks at the heart.” 

（1 Samuel 16:7）

“He said to them, ‘You are the ones 
who justify yourselves in the eyes of 
others, but God knows your hearts. 
What people value highly is detestable 

in God’s sight.’” 
（Like 16:15）



2. 教会の家族との健全な関係 
　 A healthy relationship with the 
　 church family

愛のコミュニティーへのステップ 
The steps to be a community of love





愛のコミュニティーの力 
The power of a community of love





イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

神を愛する 
Love God

互いに 
愛し合う 

Love each other



神/GOD

イエス様 
Jesus

聖霊様 
Holy Spirit

私/me



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

神を愛する 
Love God

互いに 
愛し合う 

Love each other



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

神を愛する 
Love God

互いに 
愛し合う 

Love each other



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

神を愛する 
Love God

互いに 
愛し合う 

Love each other



イエス様の戒めを守る 
Keep what Jesus commands

神を愛する 
Love God

互いに 
愛し合う 

Love each other



神/GOD

イエス様 
Jesus

聖霊様 
Holy Spirit

私/me



Q1. もし「互いに愛し合わない」という選
択をとっているなら、それほどの選択をす
る理由ってなんなんだろうか？ 
それは果たして、神様のことばに逆らって、
神様の愛から外れるほど価値があるものな
のでしょうか？

Q1. If I choose not to ‘love one 
another,’	is there a reason I can give 
that is justifiable? Is it really worth 
it to make that choice knowing I reject 
God’s command, God’s word and God’s 
love for that choice?



Q2. この教会が愛し合うコミュニティー
へと成長していくために、自分は、神様
との関係において、どういうところが成
長する必要があるだろうか？そのために
は、今週どんなことを始めていけばいい
だろうか？

Q2. To be an active part of growing 
this church family into a community of 
love, in what ways do I need to grow 
in my relationship with God?  
What specific step will I make THIS 
WEEK to begin doing that?



Q3. この教会が愛し合うコミュニティー
へと成長していくために、自分は、他の
人との関係において、どういうところが
成長する必要があるだろうか？そのため
には、今週どんなことを始めていけばい
いだろうか？

Q3. To be an active part of growing 
this church family into a community of 
love, in what ways do I need to grow 
in my relationship with others?  
What specific step will I make THIS 
WEEK to begin doing that?



「愛のコミュニティー」

“Community of LOVE”


