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RISE ABOVE DISCOURAGEMENT
John 16:4-33

THREE TRUTHS ON HOW TO RISE ABOVE YOUR DISCOURAGEMENT

1. YOU WILL BE GUIDED
“4 I did not say these things to you from the beginning, because I was with
you. 5 But now I am going to him who sent me, and none of you asks me,
‘Where are you going?’ 6 But because I have said these things to you, sorrow
has filled your heart. 7 Nevertheless, I tell you the truth: it is to your
advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to
you. But if I go, I will send him to you. 8 And when he comes, he will convict
the world concerning sin and righteousness and judgment: 9 concerning sin,
because they do not believe in me; 10 concerning righteousness, because I
go to the Father, and you will see me no longer; 11 concerning judgment,
because the ruler of this world is judged. 12 “I still have many things to say
to you, but you cannot bear them now. 13 When the Spirit of truth comes, he
will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but
whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that
are to come. 14 He will glorify me, for he will take what is mine and declare it
to you. 15 All that the Father has is mine; therefore, I said that he will take
what is mine and declare it to you.”

2. YOUR SORROWS WILL TURN INTO JOY
“

16 “A little while, and you will see me no longer; and again a little while, and
you will see me.” 17 So some of his disciples said to one another, “What is this
that he says to us, ‘A little while, and you will not see me, and again a little
while, and you will see me’; and, ‘because I am going to the Father’?” 18 So
they were saying, “What does he mean by ‘a little while’? We do not know
what he is talking about.” 19 Jesus knew that they wanted to ask him, so he
said to them, “Is this what you are asking yourselves, what I meant by saying,
‘A little while and you will not see me, and again a little while and you will see
me’? 20 Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will
rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. 21 When a
woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come, but when
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she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish, for joy
that a human being has been born into the world. 22 So also you have sorrow
now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will
take your joy from you. 23 In that day you will ask nothing of me. Truly, truly,
I say to you, whatever you ask of the Father in my name, he will give it to you.
24 Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive,
that your joy may be full.

3. YOU WILL HAVE PEACE IN TRIBULATIONS
25“I have said these things to you in figures of speech. The hour is coming
when I will no longer speak to you in figures of speech but will tell you plainly
about the Father. 26 In that day you will ask in my name, and I do not say to
you that I will ask the Father on your behalf; 27 for the Father himself loves
you, because you have loved me and have believed that I came from God.
28 I came from the Father and have come into the world, and now I am
leaving the world and going to the Father.” 29 His disciples said, “Ah, now
you are speaking plainly and not using figurative speech! 30 Now we know
that you know all things and do not need anyone to question you; this is why
we believe that you came from God.” 31 Jesus answered them, “Do you now
believe? 32 Behold, the hour is coming, indeed it has come, when you will be
scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone,
for the Father is with me. 33 I have said these things to you, that in me you
may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have
overcome the world.”
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新シリーズ：今の状況を克服する

落胆から立ち上がれ
ヨハネ 16:4-33

落胆から立ち上がるための３つの原則
1. あなたは導かれる
「4 しかし、わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、その時が来れば、
わたしがそれについて話したことを、あなたがたが思い出すためです。わたしが
初めからこれらのことをあなたがたに話さなかったのは、わたしがあなたがたとい
っしょにいたからです。5 しかし今わたしは、わたしを遣わした方のもとに行こうと
しています。しかし、あなたがたのうちには、ひとりとして、どこに行くのですかと尋
ねる者がありません。6 かえって、わたしがこれらのことをあなたがたに話したた
めに、あなたがたの心は悲しみでいっぱいになっています。7 しかし、わたしは真
実を言います。わたしが去って行くことは、あなたがたにとって益なのです。それ
は、もしわたしが去って行かなければ、助け主があなたがたのところに来ないか
らです。しかし、もし行けば、わたしは助け主をあなたがたのところに遣わします。
8 その方が来ると、罪について、義について、さばきについて、世にその誤りを認
めさせます。9 罪についてというのは、彼らがわたしを信じないからです。10 ま
た、義についてとは、わたしが父のもとに行き、あなたがたがもはやわたしを見な
くなるからです。11 さばきについてとは、この世を支配する者がさばかれたから
です。12 わたしには、あなたがたに話すことがまだたくさんありますが、今あなた
がたはそれに耐える力がありません。13 しかし、その方、すなわち真理の御霊
が来ると、あなたがたをすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るので
はなく、聞くままを話し、また、やがて起ころうとしていることをあなたがたに示す
からです。14 御霊はわたしの栄光を現わします。わたしのものを受けて、あなた
がたに知らせるからです。15 父が持っておられるものはみな、わたしのものです。
ですからわたしは、御霊がわたしのものを受けて、あなたがたに知らせると言っ
たのです。」

2. あなたの悲しみは喜びに変わる
「16 しばらくするとあなたがたは、もはやわたしを見なくなります。しかし、またし
ばらくするとわたしを見ます。」17 そこで、弟子たちのうちのある者は互いに言っ
た。「『しばらくするとあなたがたは、わたしを見なくなる。しかし、またしばらくする
とわたしを見る。』また『わたしは父のもとに行くからだ。』と主が言われるのは、ど
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ういうことなのだろう。」18 そこで、彼らは「しばらくすると、と主が言われるのは何
のことだろうか。私たちには主の言われることがわからない。」と言った。19 イエ
スは、彼らが質問したがっていることを知って、彼らに言われた。「『しばらくすると
あなたがたは、わたしを見なくなる。しかし、またしばらくするとわたしを見る。』と
わたしが言ったことについて、互いに論じ合っているのですか。20 まことに、まこ
とに、あなたがたに告げます。あなたがたは泣き、嘆き悲しむが、世は喜ぶので
す。あなたがたは悲しむが、しかし、あなたがたの悲しみは喜びに変わります。21
女が子を産むときには、その時が来たので苦しみます。しかし、子を産んでしまう
と、ひとりの人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてし
まいます。22 あなたがたにも、今は悲しみがあるが、わたしはもう一度あなたが
たに会います。そうすれば、あなたがたの心は喜びに満たされます。そして、その
喜びをあなたがたから奪い去る者はありません。23 その日には、あなたがたは
もはや、わたしに何も尋ねません。まことに、まことに、あなたがたに告げます。あ
なたがたが父に求めることは何でも、父は、わたしの名によってそれをあなたが
たにお与えになります。24 あなたがたは今まで、何もわたしの名によって求めた
ことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなたがたの喜
びが満ち満ちたものとなるためです。」

3. 患難の中にも平安が与えられる
「25 これらのことを、わたしはあなたがたにたとえで話しました。もはやたとえで
は話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。26 その日には、あなた
がたはわたしの名によって求めるのです。わたしはあなたがたに代わって父に願
ってあげようとは言いません。27 それはあなたがたがわたしを愛し、また、わた
しを神から出て来た者と信じたので、父ご自身があなたがたを愛しておられるか
らです。28 わたしは父から出て、世に来ました。もう一度、わたしは世を去って父
のみもとに行きます。」29 弟子たちは言った。「ああ、今あなたははっきりとお話
しになって、何一つたとえ話はなさいません。30 いま私たちは、あなたがいっさ
いのことをご存じで、だれもあなたにお尋ねする必要がないことがわかりました。
これで、私たちはあなたが神から来られたことを信じます。」31 イエスは彼らに答
えられた。「あなたがたは今、信じているのですか。32 見なさい。あなたがたが
散らされて、それぞれ自分の家に帰り、わたしをひとり残す時が来ます。いや、す
でに来ています。しかし、わたしはひとりではありません。父がわたしといっしょに
おられるからです。33 わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなた
がたがわたしにあって平安を持つためです。あなたがたは、世にあっては患難が
あります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです。」

