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LOVE ONE ANOTHER
JOHN 13
“Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud 5 or rude. It
does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of
being wronged. 6 It does not rejoice about injustice but rejoices whenever
the truth wins out. 7 Love never gives up, never loses faith, is always hopeful,
and endures through every circumstance. 8 Prophecy and speaking in
unknown languages and special knowledge will become useless. But love
will last forever!” (1Corinthians 13:4—8 NLT)
§

LOVE

IS A TOUGH THING TO DO!

“As soon as Judas left the room, Jesus said, “The time has come for the Son
of Man[h] to enter into his glory, and God will be glorified because of him. 32
And since God receives glory because of the Son, he will give his own glory
to the Son, and he will do so at once. 33 Dear children, I will be with you only
a little longer. And as I told the Jewish leaders, you will search for me, but
you can’t come where I am going. 34 So now I am giving you a new
commandment: Love each other. Just as I have loved you, you should love
each other. 35 Your love for one another will prove to the world that you are
my disciples.” 36 Simon Peter asked, “Lord, where are you going?” And
Jesus replied, “You can’t go with me now, but you will follow me later.” 37
“But why can’t I come now, Lord?” he asked. “I’m ready to die for you.” 38
Jesus answered, “Die for me? I tell you the truth, Peter—before the rooster
crows tomorrow morning, you will deny three times that you even know me.”
(John 13:31—38 NLT)
•

LOVE IS ALWAYS MORE THAN A FEELING： IT'S A
CHOICE

I.

CHOOSE TO SERVE IN SPITE OF WHO THEY ARE

II.

CHOOSE TO ACCEPT KNOWING WHAT THEY WILL
BETRAY YOU

III.

CHOOSE TO LOOK BEYOND PEOPLE’S FAULT WHO
DENIED YOU

IV.

CHOOSE TO FORGIVE WHEN THEY FAIL YOU AGAIN
AND AGAIN…
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互いに愛し合おう！	
 
ヨハネ１３章	
 
愛は寛容であり、愛は親切です。また人をねたみません。愛は自慢せず、高
慢になりません。5礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、
人のした悪を思わず、6不正を喜ばずに真理を喜びます。7すべてをがまんし、
すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。8愛は決して絶え
ることがありません。預言の賜物ならばすたれます。異言ならばやみます。
知識ならばすたれます。(1コリント人への手紙13:4-8)	
 
§

	
  愛	
  を実践するのは大変です！	
 

ユダが出て行ったとき、イエスは言われた。「今こそ人の子は栄光を受けま
した。また、神は人の子によって栄光をお受けになりました。32神が、人の
子によって栄光をお受けになったのであれば、神も、ご自身によって人の子
に栄光をお与えになります。しかも、ただちにお与えになります。33子ども
たちよ。わたしはいましばらくの間、あなたがたといっしょにいます。あな
たがたはわたしを捜すでしょう。そして、『わたしが行く所へは、あなたが
たは来ることができない』とわたしがユダヤ人たちに言ったように、今はあ
なたがたにも言うのです。34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。35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。」36シモン・
ペテロがイエスに言った。「主よ。どこにおいでになるのですか。」イエス
は答えられた。「わたしが行く所に、あなたは今はついて来ることができま
せん。しかし後にはついて来ます。」37ペテロはイエスに言った。「主よ。
なぜ今はあなたについて行くことができないのですか。あなたのためにはい
のちも捨てます。」38イエスは答えられた。「わたしのためにはいのちも捨
てる、と言うのですか。まことに、まことに、あなたに告げます。鶏が鳴く
までに、あなたは三度わたしを知らないと言います。」	
 
(ヨハネの福音書13:31-38)	
 

愛はいつも感情を超えるもの：愛は選択である。	
 
Ⅰ.相手が誰であろうと	
  仕える	
  ことを選ぼう	
 
Ⅱ.相手があなたを裏切るとわかっていても、	
 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  相手を	
  受け入れる	
  ことを選ぼう	
 
Ⅲ.	
 あなたを拒絶した人の欠点よりも、	
 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  その人の	
  心の内を見る	
  ことを選ぼう	
 
Ⅳ．何度もあなたを失望させた相手を	
  赦す	
  ことを選ぼう	
 
•

