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シリーズ： イエス様は突拍子もないことを言われる

敵を愛しなさい
「悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福
を与えなさい。あなたがたは祝福を受け継ぐために召されたのだから
です。
」（1 ペテロ 3:9 新改訳）

敵を愛するためにするパワフルな選択：
1.

に決して屈しないことを選ぶ

「
『目には目で、歯には歯で。』と言われたのを、あなたがたは聞いて
います。39 しかし、わたしはあなたがたに言います。悪い者に手向か
ってはいけません。あなたの右の頬を打つような者には、左の頬も向
けなさい。40 あなたを告訴して下着を取ろうとする者には、上着もや
りなさい。41 あなたに一ミリオン行けと強いるような者とは、いっし
ょに二ミリオン行きなさい。42 求める者には与え、借りようとする者
は断わらないようにしなさい。
」（マタイ 5：38-42 新改訳）

2.自分の敵なる人のために

ことを選ぶ

「『自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め。』と言われたのを、あなたが
たは聞いています。44 しかし、わたしはあなたがたに言います。自分
の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。45 それでこそ、天にお
られるあなたがたの父の子どもになれるのです。天の父は、悪い人に
も良い人にも太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降ら
せてくださるからです。 46 自分を愛してくれる者を愛したからとい
って、何の報いが受けられるでしょう。取税人でも、同じことをして
いるではありませんか。47 また、自分の兄弟にだけあいさつしたから
といって、どれだけまさったことをしたのでしょう。異邦人でも同じ
ことをするではありませんか。48 だから、あなたがたは、天の父が完
全なように、完全でありなさい。
」（マタイ 5:43-48 新改訳）
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SERIES TITLE：JESUS SAYS THE DRANDEST THINGS!

Love Your Enemies
“Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay
evil with blessing, because to this you were called so that you may
inherit a blessing. (1Peter 3:9 NIV)

TWO POWERFUL CHOICES IN LOVING YOUR ENEMIES
1.CHOOSE NEVER TO GIVE IN TO A
“ You have heard the law that says the punishment must match the
injury: ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’ 39 But I say, do
not resist an evil person! If someone slaps you on the right cheek, offer
the other cheek also. 40 If you are sued in court and your shirt is taken
from you, give your coat, too. 41 If a soldier demands that you carry his
gear for a mile, carry it two miles. 42 Give to those who ask, and don’
t turn away from those who want to borrow.” (Matthew 5:38--42 NLT)

2.CHOOSE TO

FOR YOUR ENEMIES

“You have heard the law that says, ‘Love your neighbor’ and hate
your enemy. 44 But I say, love your enemies! Pray for those who
persecute you! 45In that way, you will be acting as true children of your
Father in heaven. For he gives his sunlight to both the evil and the good,
and he sends rain on the just and the unjust alike. 46 If you love only
those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax
collectors do that much. 47 If you are kind only to your friends, how are
you different from anyone else? Even pagans do that. 48 But you are to
be perfect, even as your Father in heaven is perfect.”
(Matthew 5:43--48 NLT)
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