
New Hope Tokyo Message Note                                                                               8/21/2022 

人生の逆境を乗り越えるために 
 

「子どもたち。あなたがたは神から出た者であり、彼らに勝ちました。あなたがたのうちにおられ

る方は、この世にいる者よりも偉大だからです。」 （１ヨハネ 4：4 新改訳） 
 
1.私たちには悲しみを喜びに変える                    が備わっている 

「まことに、まことに、あなたがたに言います。あなたがたは泣き、嘆き悲しむが、世は喜びます。

あなたがたは悲しみます。しかし、あなたがたの悲しみは喜びに変わります。21 女は子を産む

とき、苦しみます。自分の時が来たからです。しかし、子を産んでしまうと、一人の人が世に生

まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。22 あなたがたも今は悲しんでい

ます。しかし、わたしは再びあなたがたに会います。そして、あなたがたの心は喜びに満たされ

ます。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、あなたがたに言います。わたしの名によって父に求

めるものは何でも、父はあなたがたに与えてくださいます。24 今まで、あなたがたは、わたしの

名によって何も求めたことがありません。求めなさい。そうすれば受けます。あなたがたの喜び

が満ちあふれるようになるためです。」  (ヨハネ 16:20～33 新改訳) 
 
2. 私たちには疑いを信仰に変える                     が備わっている 
「『わたしはこれらのことを、あなたがたにたとえで話しました。もはやたとえで話すのではなく、

はっきりと父について伝える時が来ます。26 その日には、あなたがたはわたしの名によって求

めます。あなたがたに代わってわたしが父に願う、と言うのではありません。27 父ご自身があな

たがたを愛しておられるのです。あなたがたがわたしを愛し、わたしが神のもとから出て来たこ

とを信じたからです。28 わたしは父のもとから出て、世に来ましたが、再び世を去って、父のもと

に行きます。』29 弟子たちは言った。『本当に、今あなたははっきりとお話しくださり、何もたとえ

では語られません。30 あなたがすべてをご存じであり、だれかがあなたにお尋ねする必要もな

いことが、今、分かりました。ですから私たちは、あなたが神から来られたことを信じます。』」 
                                         (ヨハネ 16:20～33 新改訳) 
3. 私たちには神様の平安が与えられることを                         

 してくださっている 
「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。その時が来

ます。いや、すでに来ています。あなたがたはそれぞれ散らされて自分のところに帰り、わたし

を一人残します。しかし、父がわたしとともにおられるので、わたしは一人ではありません。33 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得るためです。世

にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝ちました。』」  
                                         (ヨハネ 16:20～33 新改訳) 
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OVERCOMING LIFE ADVERSITY 
 

“You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in 
you is greater than the one who is in the world.” (1John 4:4 NIV) 
 

1. We are equipped with                     to turn  
 our grief into joy. 

“Very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, 
but your grief will turn to joy. 21A woman giving birth to a child has pain because her time 
has come; but when her baby is born she forgets the anguish because of her joy that a 
child is born into the world. 22So with you: Now is your time of grief, but I will see you 
again and you will rejoice, and no one will take away your joy. 23 In that day you will no 
longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in 
my name. 24 Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will 
receive, and your joy will be complete.” (John 16:20-24 NIV) 
 

2. We are equipped with                       to turn  
our doubts into faith. 

“’Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this 
kind of language but will tell you plainly about my Father. 26In that day you will ask in my 
name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. 27No, 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 entered the world; now I am leaving the world and going back to the 
Father.’ 29Then Jesus’ disciples said, ‘Now you are speaking clearly and without figures of 
speech. 30 Now we can see that you know all things and that you do not even need to have 
anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God.’”   
                                                          (John 16:25-30 NIV) 
 

3. We are equipped with                       that  
we have His peace.  

“Do you now believe?” Jesus replied. 32 ‘A time is coming and in fact has come when you 
will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, 
for my Father is with me. 33 I have told you these things, so that in me you may have 
peace. In this world, you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.’”  
                                                          (John 16: 31-33 NIV) 


