
 
 
 

私たちは「地の塩」 

 
We Are the Salt of the Earth 

 

ヨハネ（John）17:20-26 

 
 



• 相川忠義（あいかわただよし） 

 

• Tad Aikawa 



 

 

 

 

 

 

アビリン・キリスト教大学（テキサス州） 

Abilene Christian University (Abilene, TX) 



• キリスト教の歴史 

• History of Christianity 

 

• メキシコ料理 

• Mexican Food 



 

 

 

 

 

 

エンチラダス 

Enchilada Plate 



• キリスト教の歴史 

• History of Christianity 

 

• メキシコ料理 

• Mexican Food 



• 御茶の水キリストの教会 

• Ochanomizu Church of Christ 

 

• 水戸キリストの教会 

• Mito Church of Christ 

 

• 「キリストの教会」 

• Churches of Christ 



バートン・ストーン 

Barton W. Stone 

（1772-1844） 

トーマス・キャンベル 

Thomas Campbell 

（1763-1854） 

ストーン=キャンベル運動 
The Stone-Campbell Movement 



ストーン=キャンベル運動 
The Stone-Campbell Movement 

 

• クリスチャンたちが一致して歩んでいくこと 

• The Unity of Christians 

 

• 多様性を持ちつつも共に歩んでいくこと 

• Unity in Diversity 

 



ストーン=キャンベル運動 
The Stone-Campbell Movement 

• キャンベルが属していた教会 

＝「分離派長老教会自治都市宣
誓反対派の旧光派」 

 

・Campbell belonged to: 

 The Old Light, Anti-Burgher, 
Seceder Presbyterian Church 



ヨハネ（John）17:20-26 

• 21節「すべての人を一つにしてください」 

• 22節「彼らも一つになるため」 

• 23節「彼らが完全に一つになるため」 

 

• V. 21, “all of them may be one” 

• V. 22, “they may be one as we are one” 

• V. 23, “they may be brought to complete 
unity” 
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ストーン=キャンベル運動 
The Stone-Campbell Movement 

• 「長老派」 

• Presbyterians 
 

 

 

• 「弟子の教会」また
は「キリストの教会」 

• “disciples” or 
“church of Christ” 



ヨハネ（John）17:20-26 

• 21節「そうすれば、世は、あなたがわたしをお

遣わしになったことを、信じるようになりま
す。」 

 

• 23節「こうして、あなたがわたしをお遣わしに

なったこと、また、わたしを愛しておられたよう
に、彼らをも愛しておられたことを、世が知る
ようになります。」 



ヨハネ（John）17:20-26 

• V. 21, “the world may believe that 
you have sent me.” 

 

• V. 23, “the world will know that you 
sent me and have loved them even 
as you have loved me.” 



１コリント（1 Corinthians） 13:4-7 

• 「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。
愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自
分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱か
ない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを
忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべて
に耐える。」 



１コリント（1 Corinthians） 13:4-7 

Love is patient, love is kind. It does not 
envy, it does not boast, it is not proud. It 
does not dishonor others, it is not self-
seeking, it is not easily angered, it keeps no 
record of wrongs. Love does not delight in 
evil but rejoices with the truth. It always 
protects, always trusts, always hopes, 
always perseveres. 



フィリピ（Philippians）2:6-8 

• 「キリストは、神の身分でありながら、神と等し
い者であることに固執しようとは思わず、 か

えって自分を無にして、僕の身分になり、人
間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、 

へりくだって、死に至るまで、それも十字架の
死に至るまで従順でした。」 



フィリピ（Philippians）2:6-8 

Who, being in very nature God, did not 
consider equality with God something to 
be used to his own advantage; rather, he 
made himself nothing by taking the very 
nature of a servant, being made in human 
likeness. And being found in appearance as 
a man, he humbled himself by becoming 
obedient to death—even death on a cross! 
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