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イエス様のことばを愛することにコミットする
「神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄を
分けるまでに刺し貫き、心の思いやはかりごとを見分けることができます。
神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ
出されています。この神に対して、私たちは申し開きをするのです。」
(ヘブル 4:12～13 新改訳)
「聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益で
す。17 神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられた者となるためです。」
（2 テモテ 3:16～17 新改訳）

1. イエス様のことばは自分の献身が本物かを
「これを聞いて、弟子たちのうちの多くの者が言った。『これはひどい話だ。だれが
聞いていられるだろうか。』61 しかしイエスは、弟子たちがこの話について、小声で
文句を言っているのを知って、彼らに言われた。『わたしの話があなたがたをつま
ずかせるのか。62 それなら、人の子がかつていたところに上るのを見たら、どうな
るのか。63 いのちを与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。わたしが
あなたがたに話してきたことばは、霊であり、またいのちです。64 けれども、あなた
がたの中に信じない者たちがいます。』 信じない者たちがだれか、ご自分を裏
切る者がだれか、イエスは初めから知っておられたのである。65 そしてイエスは言
われた。『ですから、わたしはあなたがたに、「父が与えてくださらないかぎり、だ
れもわたしのもとに来ることはできない」と言ったのです。』」
(ヨハネ 6：60-65 新改訳)

2. イエス様のことばによって信じ、

ことができる

「こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスとともに歩
もうとはしなくなった。67 それで、イエスは十二人に、「あなたがたも離れて行きた
いのですか」と言われた。68 すると、シモン・ペテロが答えた。「主よ、私たちはだ
れのところに行けるでしょうか。あなたは、永遠のいのちのことばを持っておられ
ます。69 私たちは、あなたが神の聖者であると信じ、また知っています。」
(ヨハネ 6：66-69 新改訳)

3. イエス様のことばは、

ためのものである

「イエスは彼らに答えられた。『わたしがあなたがた十二人を選んだのではありま
せんか。しかし、あなたがたのうちの一人は悪魔です。』 71 イエスはイスカリオテ
のシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二人の一人であっ
たが、イエスを裏切ろうとしていた。」 （ヨハネ 6:60～71 新改訳
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RENEW YOUR COMMITMENT
TO LOVE JESUS’ WORDS
“For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it
penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and
attitudes of the heart. 13 Nothing in all creation is hidden from God’s sight. Everything is
uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.”
(Hebrews 4:12—13 NIV)
“All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training
in righteousness, 17 so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good
work.” (2Timothy 3:16—17NIV)

1. JESUS’ WORDS
OUR COMMITMENT

THE TRUTHFULNESS OF

“On hearing it, many of his disciples said, ‘This is a hard teaching. Who can accept it?’
61Aware

you?

that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, ‘Does this offend

62Then

what if you see the Son of Man ascend to where he was before! 63The Spirit

gives life; the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you—they are full of
the Spirit and life. 64Yet there are some of you who do not believe.’ For Jesus had known
from the beginning which of them did not believe and who would betray him. 65He went
on to say, ‘This is why I told you that no one can come to me unless the Father has
enabled them.’” (John 6:60-65NIV)

2. JESUS’ WORDS CAUSE US TO BELIEVE AND GROW IN
“From this time many of his disciples turned back and no longer followed him. 67 ‘You do
not want to leave too, do you?’ Jesus asked the Twelve. 68Simon Peter answered him,
‘Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. 69We have come to believe
and to know that you are the Holy One of God.’” (John 6:66-69 NIV)

3. JESUS’ WORDS ARE FOR ALL TO
“Then Jesus replied, ‘Have I not chosen you, the Twelve? Yet one of you is a devil!’ 71 (He
meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the Twelve, was later to
betray him.)” (John 6:70-71 NIV)

