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イエス様に導かれたいと願おう
1. イエス様につながり、
「わたしはまことのぶどうの木、わたしの父は農夫です。2 わたしの枝で実を結ば
ないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を
結ぶように、刈り込みをなさいます。3 あなたがたは、わたしがあなたがたに話し
たことばによって、すでにきよいのです。4 わたしにとどまりなさい。わたしもあなた
がたの中にとどまります。枝がぶどうの木にとどまっていなければ、自分では実
を結ぶことができないのと同じように、あなたがたもわたしにとどまっていなけれ
ば、実を結ぶことはできません。5 わたしはぶどうの木、あなたがたは枝です。人
がわたしにとどまり、わたしもその人にとどまっているなら、その人は多くの実を
結びます。わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないのです。6 わ
たしにとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。
人々がそれを集めて火に投げ込むので、燃えてしまいます。7 あなたがたがわた
しにとどまり、わたしのことばがあなたがたにとどまっているなら、何でも欲しいも
のを求めなさい。そうすれば、それはかなえられます。8 あなたがたが多くの実を
結び、わたしの弟子となることによって、わたしの父は栄光をお受けになりま
す。」 (ヨハネ 15:1～8 新改訳 2017)

2.

を守ることでつながり続ける

「父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛しました。わたしの愛にと
どまりなさい。10 わたしがわたしの父の戒めを守って、父の愛にとどまっているの
と同じように、あなたがたもわたしの戒めを守るなら、わたしの愛にとどまってい
るのです。11 わたしの喜びがあなたがたのうちにあり、あなたがたが喜びで満ち
あふれるようになるために、わたしはこれらのことをあなたがたに話しました。12
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うこと、これがわ
たしの戒めです。13 人が自分の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな
愛はだれも持っていません。14 わたしが命じることを行うなら、あなたがたはわた
しの友です。15 わたしはもう、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべなら主人
が何をするのか知らないからです。わたしはあなたがたを友と呼びました。父か
ら聞いたことをすべて、あなたがたには知らせたからです。16 あなたがたがわたし
を選んだのではなく、わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命しました。そ
れは、あなたがたが行って実を結び、その実が残るようになるため、また、あなた
がたがわたしの名によって父に求めるものをすべて、父が与えてくださるようにな
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るためです。17 あなたがたが互いに愛し合うこと、わたしはこれを、あなたがたに
命じます。」 (ヨハネ 15:9～17 新改訳 2017)

3.

にもつながり続ける

「世があなたがたを憎むなら、あなたがたよりも先にわたしを憎んだことを知って
おきなさい。19 もしあなたがたがこの世のものであったら、世は自分のものを愛し
たでしょう。しかし、あなたがたは世のものではありません。わたしが世からあな
たがたを選び出したのです。そのため、世はあなたがたを憎むのです。20 しもべ
は主人にまさるものではない、とわたしがあなたがたに言ったことばを覚えておき
なさい。人々がわたしを迫害したのであれば、あなたがたも迫害します。彼らがわ
たしのことばを守ったのであれば、あなたがたのことばも守ります。21 しかし彼ら
は、これらのことをすべて、わたしの名のゆえにあなたがたに対して行います。わ
たしを遣わされた方を知らないからです。22 もしわたしが来て彼らに話さなかった
ら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今では、彼らの罪について弁解の余地
はありません。23 わたしを憎んでいる者は、わたしの父をも憎んでいます。24 もし
わたしが、ほかのだれも行ったことのないわざを、彼らの間で行わなかったら、彼
らに罪はなかったでしょう。けれども今や、彼らはそのわざを見て、そのうえでわ
たしとわたしの父を憎みました。25 これは、『彼らはゆえもなくわたしを憎んだ』と、
彼らの律法に書かれていることばが成就するためです。」
(ヨハネ 15:18～25 新改訳 2017)

4.

につながり続ける

「わたしが父のもとから遣わす助け主、すなわち、父から出る真理の御霊が来る
とき、その方がわたしについて証ししてくださいます。17 あなたがたも証しします。
初めからわたしと一緒にいたからです。」 （ヨハネ 15:26～27 新改訳 2017）
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DESIRE TO BE LED BY JESUS
1. STAY CONNECTED AND

IN JESUS

“I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch
in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so
that it will be even more fruitful. 3 You are already clean because of the word
I have spoken to you. 4 Remain in me, as I also remain in you. No branch can
bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit
unless you remain in me. 5 “I am the vine; you are the branches. If you
remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can
do nothing. 6 If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown
away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and
burned. 7 If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you
wish, and it will be done for you. 8 This is to my Father’s glory, that you bear
much fruit, showing yourselves to be my disciples.” (John 15:1-8 NIV)
2

2. STAY CONNECTED BY KEEPING
“As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. 10 If
you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my
Father’s commands and remain in his love. 11 I have told you this so that my
joy may be in you and that your joy may be complete. 12 My command is this:
Love each other as I have loved you. 13 Greater love has no one than this: to
lay down one’s life for one’s friends. 14 You are my friends if you do what I
command. 15 I no longer call you servants, because a servant does not know
his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I
learned from my Father I have made known to you. 16 You did not choose me,
but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit
that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give
you. 17 This is my command: Love each other.” (John 15:9-17 NIV)
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3. STAY CONNECTED IN
“If the world hates you, keep in mind that it hated me first. 19 If you belonged
to the world, it would love you as its own. As it is, YOU DO NOT BELONG TO
THE WORLD, but I HAVE CHOSEN YOU OUT OF THE WORLD. That is why the
world hates you. 20 Remember what I told you: ‘A servant is not greater than
his master.’ If they persecuted me, they will persecute you also. If they
obeyed my teaching, they will obey yours also. 21 They will treat you this way
because of my name, for they do not know the one who sent me. 22 If I had
not come and spoken to them, they would not be guilty of sin; but now they
have no excuse for their sin. 23 Whoever hates me hates my Father as well.
24
If I had not done among them the works no one else did, they would not
be guilty of sin. As it is, they have seen, and yet they have hated both me and
my Father. 25 But this is to fulfill what is written in their Law: ‘They hated me
without reason.” (John 15:18—25 NIV)

4. STAY CONNECTED TO
“When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the
Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me. 27 And
you also must testify, for you have been with me from the beginning.”
(John 15:26—27 NIV)

