


THE CHALLENGE OF



27“But I say to you who hear, love your

enemies, do good to those who hate you,
28bless those who curse you, pray for those

who mistreat you.”
27「しかし、聞いているあなたがたに言う。敵を愛
し、憎む者に親切にせよ。28のろう者を祝福し、は
ずかしめる者のために祈れ。」

(Luke・ルカ書 6:27-28)



35“But love your enemies, and do good, and lend,

expecting nothing in return; and your reward will

be great, and you will be sons of the Most High;

for He Himself is kind to ungrateful and evil men.”
35「しかし、あなたがたは、敵を愛し、人によくして
やり、また何も当てにしないで貸してやれ。そうすれ
ば受ける報いは大きく、あなたがたはいと高き者の子
となるであろう。いと高き者は、恩を知らぬ者にも悪
人にも、なさけ深いからである。」

(Luke・ルカ書 6:35)



36“Be merciful, just as your Father is

merciful.”
36「あなたがたの父なる神が慈悲深いように、あな
たがたも慈悲深い者となれ。」

(Luke・ルカ書 6:36)



The first thing we need to do in

reading this passage is to

agree that this is how God

wants us to live.

この箇所を読む際に最初にすべきこ
とは、これが神様が私たちに求めて
おられる生き方であることに同意す
ることです。



Secondly, we need to agree

that it is impossible to live this

way in our own strength.

第二に、私たち自身の力ではこのよ
うに生きることは不可能であること
に同意する必要があります。



Thirdly, we need to agree that

because God wants us to live

this way, it must be possible to

do so with His help.

第三に、神様が私たちにこのように
生きることを望んでいるのであれば、
神様の助けによってそうすることが
可能であることに同意する必要があ
ります。



Luke・ルカ書 6:1-26



And turning His gaze toward His disciples,

He began to say, “Blessed are you who are

poor, for yours is the kingdom of God.”

(Luke・ルカ書 6:20)

そのとき、イエスは目をあげ、弟子たちを見て言
われた、「あなたがた貧しい人たちは、さいわい
だ。神の国はあなたがたのものである。」



“Blessed are the

poor in spirit,

for theirs is the

kingdom of heaven.”

(Matthew・マタイ書 5:3)

「こころの貧しい人たちは、

さいわいである、

天国は彼らのものである。」



Unconditional and Eternal and encompasses all of life
無条件かつ永遠であり、人生のすべてを包含します

GOD’S LOVE・神様の愛



God’s love for us in the

sending of His Son Jesus Christ

GOD’S LOVE・神様の愛



“For God so loved the world, that He gave

His only begotten Son, that whoever

believes in Him shall not perish, but have

eternal life.”

「神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を
愛して下さった。それは御子を信じる者がひとり
も滅びないで、永遠の命を得るためである。」

(John・ヨハネ書 3:16)



But God demonstrates His own love toward

us, in that while we were yet sinners, Christ

died for us.

しかし、まだ罪人であった時、わたしたちのため
にキリストが死んで下さったことによって、神は
わたしたちに対する愛を示されたのである。

(Romans・ローマ書 5:8)



9By this the love of God was manifested in us, that

God has sent His only begotten Son into the world

so that we might live through Him. 10In this is love,

not that we loved God, but that He loved us and

sent His Son to be the propitiation for our sins.

9神はそのひとり子を世につかわし、彼によってわたしたちを
生きるようにして下さった。それによって、わたしたちに対
する神の愛が明らかにされたのである。10わたしたちが神を愛
したのではなく、神がわたしたちを愛して下さって、わたし
たちの罪のためにあがないの供え物として、御子をおつかわ
しになった。ここに愛がある。 (1 John・第一ヨハネ 4:9-10)



God desires for us to love Him with all

that we are (heart, soul, mind, and strength)

GOD’S LOVE・神様の愛



29Jesus answered, “The foremost is, ‘Hear,

O Israel! The Lord our God is one Lord;
30and you shall love the Lord your God with

all your heart, and with all your soul, and

with all your mind, and with all your

strength.’ 31The second is this, ‘You shall

love your neighbor as yourself.’ There is no

other commandment greater than these.”

(Mark・マルコ書 12:29-31)



29イエスは答えられた、「第一のいましめはこれで
ある、『イスラエルよ、聞け。主なるわたしたち
の神は、ただひとりの主である。30心をつくし、精
神をつくし、思いをつくし、力をつくして、主な
るあなたの神を愛せよ』。31第二はこれである、
『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』。
これより大事ないましめは、ほかにない」。

(Mark・マルコ書 12:29-31)



God desires for us to love one another 

with the same love that He has for us

GOD’S LOVE・神様の愛



34“A new commandment I give to you, that you

love one another, even as I have loved you, that

you also love one another. 35By this all men will

know that you are My disciples, if you have love

for one another.”
34「わたしは、新しいいましめをあなたがたに与える、
互に愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したよう
に、あなたがたも互に愛し合いなさい。35互に愛し合う
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、すべての者が認めるであろう」。

(John・ヨハネ書 13:34-35)



12“This is My commandment, that you love one

another, just as I have loved you. 13Greater love

has no one than this, that one lay down his life

for his friends. 14You are My friends if you do

what I command you.”
12「わたしのいましめは、これである。わたしがあなた
がたを愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。
13人がその友のために自分の命を捨てること、これより
も大きな愛はない。14あなたがたにわたしが命じること
を行うならば、あなたがたはわたしの友である。」

(John・ヨハネ書 15:12-14)



20If someone says, “I love God,” and hates his

brother, he is a liar; for the one who does not love

his brother whom he has seen, cannot love God

whom he has not seen. 21And this commandment

we have from Him, that the one who loves God

should love his brother also.
20「神を愛している」と言いながら兄弟を憎む者は、偽り
者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えな
い神を愛することはできない。21神を愛する者は、兄弟を
も愛すべきである。この戒めを、わたしたちは神から授
かっている。 (1 John・第一ヨハネ 4:20-21)



“Blessed are the

poor in spirit,

for theirs is the

kingdom of heaven.”

(Matthew・マタイ書 5:3)

「こころの貧しい人たちは、

さいわいである、

天国は彼らのものである。」



27“But I say to you who hear, love your

enemies, do good to those who hate you,
28bless those who curse you, pray for those

who mistreat you.
27「しかし、聞いているあなたがたに言う。敵を愛
し、憎む者に親切にせよ。28のろう者を祝福し、は
ずかしめる者のために祈れ。

(Luke・ルカ書 6:27-28)



29Whoever hits you on the cheek, offer him

the other also; and whoever takes away

your coat, do not withhold your shirt from

him either.
29あなたの頬を打つ者にはほかの頬をも向けてやり、
あなたの上着を奪い取る者には下着をも拒むな。

(Luke・ルカ書 6:29)



30Give to everyone who asks of you, and

whoever takes away what is yours, do not

demand it back.
30あなたに求める者には与えてやり、あなたの持ち
物を奪う者からは取りもどそうとするな。

(Luke・ルカ書 6:30)



31Treat others the same way you want them

to treat you.
31人々にしてほしいと、あなたがたの望むことを、
人々にもそのとおりにせよ。

(Luke・ルカ書 6:31)



32If you love those who love you, what

credit is that to you? For even sinners love

those who love them.
32自分を愛してくれる者を愛したからとて、どれほ
どの手柄になろうか。罪人でさえ、自分を愛して
くれる者を愛している。

(Luke・ルカ書 6:32)



33If you do good to those who do good to

you, what credit is that to you? For even

sinners do the same.
33自分によくしてくれる者によくしたとて、どれほ
どの手柄になろうか。罪人でさえ、それくらいの
事はしている。

(Luke・ルカ書 6:33)



34If you lend to those from whom you

expect to receive, what credit is that to

you? Even sinners lend to sinners in order

to receive back the same amount.
34また返してもらうつもりで貸したとて、どれほど
の手柄になろうか。罪人でも、同じだけのものを
返してもらおうとして、仲間に貸すのである。

(Luke・ルカ書 6:34)



35But love your enemies, and do good, and lend,

expecting nothing in return; and your reward will

be great, and you will be sons of the Most High;

for He Himself is kind to ungrateful and evil men.
35しかし、あなたがたは、敵を愛し、人によくしてや
り、また何も当てにしないで貸してやれ。そうすれば
受ける報いは大きく、あなたがたはいと高き者の子と
なるであろう。いと高き者は、恩を知らぬ者にも悪人
にも、なさけ深いからである。

(Luke・ルカ書 6:35)



36Be merciful, just as your Father is

merciful.
36あなたがたの父なる神が慈悲深いように、あなた
がたも慈悲深い者となれ。」

(Luke・ルカ書 6:36)



Unconditional and Eternal and encompasses all of life
無条件かつ永遠であり、人生のすべてを包含します

GOD’S LOVE・神様の愛

to love, esteem, cherish, 

favor, honor, respect, 

accept, prize, relish;

to be devoted to
愛する、尊敬、大事、好意、
名誉、尊敬、受け入れ、賞賛、

楽しみ; 献身的である



32Be kind to one another, tender-hearted,

forgiving each other, just as God in Christ

also has forgiven you. 1Therefore be

imitators of God, as beloved children; 2and

walk in love, just as Christ also loved you

and gave Himself up for us, an offering and

a sacrifice to God as a fragrant aroma.

(Ephesians・エペソ書 4:32-5:2)



32互に情深く、あわれみ深い者となり、神がキリス
トにあってあなたがたをゆるして下さったように、
あなたがたも互にゆるし合いなさい。1こうして、
あなたがたは、神に愛されている子供として、神
にならう者になりなさい。2また愛のうちを歩きな
さい。キリストもあなたがたを愛して下さって、
わたしたちのために、ご自身を、神へのかんばし
いかおりのささげ物、また、いけにえとしてささ
げられたのである。

(Ephesians・エペソ書 4:32-5:2)



It is an offering, sacrifice, and fragrant 

aroma, which is a pleasing service and 

worship to God!

GOD’S LOVE IN CHRIST

キリストにある神様の愛



SPIRIT OF TRUTH AND LOVE

真理と愛の霊



15“If you love Me, you will keep My

commandments. 16I will ask the Father, and

He will give you another Helper, that He

may be with you forever; 17that is the Spirit

of truth, whom the world cannot receive,

because it does not see Him or know Him,

but you know Him because He abides with

you and will be in you.”

(John・ヨハネ書 14:15-17)



15「もしあなたがたがわたしを愛するならば、わた
しのいましめを守るべきである。16わたしは父にお
願いしよう。そうすれば、父は別に助け主を送っ
て、いつまでもあなたがたと共におらせて下さる
であろう。17それは真理の御霊である。この世はそ
れを見ようともせず、知ろうともしないので、そ
れを受けることができない。あなたがたはそれを
知っている。なぜなら、それはあなたがたと共に
おり、またあなたがたのうちにいるからであ
る。」

(John・ヨハネ書 14:15-17)



御霊の実
ガラテヤ書 5:22-23

IS LOVE



SURRENDER NECESSARY

降伏が必要

Confession・告白

Repentance・悔い改め

Obedience・従順

Submission・承伏

Service・奉仕



If you have not loved . . .
もし . . . 愛さなかったとしたら

神の受けられるいけにえは砕けた魂で
す。神よ、あなたは砕けた悔いた心を
／かろしめられません。（詩篇51:17）



LET US LIVE IN AND WITH


