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「愛の中にとどまる」 
9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。(ヨハネ15:9 新改訳2017) 

A.B.I.D.Eの頭⽂字を使った 
神様の愛にとどまらなければならない5つの理由 

A: 息⼦、娘への「アバ」＝⽗の愛 (息⼦としてのアイデンティティー) 
14神の御霊に導かれる⼈はみな、神の⼦どもです。15あなたがたは、⼈を再び恐怖に
陥れる、奴隷の霊を受けたのではなく、⼦とする御霊を受けたのです。この御霊によっ
て、私たちは「アバ、⽗」と叫びます。(ローマ8:14-15 新改訳2017) 

B: Belonging ⽗に属す 
27神は⼈をご⾃身のかたちとして創造された。神のかたちとして⼈を創造し、男と⼥に
彼らを創造された。(創世記1:27 新改訳2017) 

I: アイデンティティー：性別関係なく、神の息⼦として 
15あなたがたは、⼈を再び恐怖に陥れる、奴隷の霊を受けたのではなく、⼦とする御霊
を受けたのです。この御霊によって、私たちは「アバ、⽗」と叫びます。16御霊ご⾃身
が、私たちの霊とともに、私たちが神の⼦どもであることを証ししてくださいます。17
⼦どもであるなら、相続⼈でもあります。私たちはキリストと、栄光をともに受けるた

めに苦難をともにしているのですから、神の相続⼈であり、キリストとともに共同相続

⼈なのです。(ローマ8:15-17 新改訳2017) 

1わたしはまことのぶどうの⽊、わたしの⽗は農夫です。(ヨハネ15:1 新改訳2017) 

D: 弟⼦-従う者 
24それからイエスは弟⼦たちに⾔われた。「だれでもわたしについて来たいと思うな
ら、⾃分を捨て、⾃分の⼗字架を負って、わたしに従って来なさい。25⾃分のいのちを
救おうと思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを失う者はそれを⾒出すのです。 
(マタイ16:24-25 新改訳2017) 

E: 永遠 
16神は、実に、そのひとり⼦をお与えになったほどに世を愛された。それは御⼦を信じ
る者が、⼀⼈として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 
(ヨハネ3:16 新改訳2017) 
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Abide In My Love 
“As the Father loved Me, I also have loved you; abide in My love.” (John 15:9 NKJV) 

5 REASONS WHY WE MUST ABIDE IN HIS LOVE  
USING THE ACRONYMS OF THE WORD A.B.I.D.E 

A: ABBA FATHER’S LOVE TO SONS AND DAUGHTERS.
(SONSHIP IDENTITY).  

“For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you 
received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you 
received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, “Abba, Father.”” 
(Romans 8:14-15 NIV) 

B: BELONGING -TO THE FATHER. 

“So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male 
and female he created them.” (Genesis 1:27 NIV) 

I: IDENTITY -SONSHIP: MALE AND FEMALE SONS OF GOD.  

“The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, 
the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, 
“Abba, Father.” The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children. Now 
if we are children, then we are heirs—heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we 
share in his sufferings in order that we may also share in his glory.” 
(Romans 8:15-17 NIV) 

““I am the true vine, and my Father is the gardener.” (John 15:1 NIV) 

D: DISCIPLES-FOLLOWER,  
“Then Jesus said to his disciples, “Whoever wants to be my disciple must deny 
themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life 
will lose it, but whoever loses their life for me will find it.” 
(Matthew 16:24-25 NIV) 

E: ETERNITY.  
“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in 
him shall not perish but have eternal life.” 
(John 3:16 NIV)


