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John 12:24-25

Most assuredly, I say to 

you, unless a grain of wheat 

falls into the ground and dies, 

it remains alone; but if it dies, 

it produces much grain.

He who loves his life will lose 

it, and he who hates his life in 

this world will keep it for 

eternal life.

ヨハネ 12:24-25

よくよくあなたがたに言っ

ておく。一粒の麦が地に落

ちて死ななければ、それは

ただ一粒のままである。し

かし、もし死んだなら、豊

かに実を結ぶようになる。

自分の命を愛する者はそれ

を失い、この世で自分の命

を憎む者は、それを保って

永遠の命に至るであろう。

Gleaning Life 

Principles 

From Seeds
Part 1

種から学ぶ

人生の摂理

パート1

• Few days before the 
crucifixion

• Prophecy: His death (end)
• But the Bible does not end 

with the Crucifixion
• By His death & burial » 

resurrection = fruits
• Jesus’ death = The sacrifice 

for us » forgiven & freed 
(sin, flesh, imperfectness)

• He buried them away
• At the resurrection, the 

sacrifice itself has 
physically disappeared= if 
anyone is in Christ, he is a 
new creation; old things 
have passed away; behold, 
all things have become 
new. 2 Corinthians 5:17

• Death=planting» fruits

• 十字架にかかられる数日前
• 死（終わり）の予言
• 十字架上のイエス様の死で
聖書は終わらない

• イエス様が死に、葬られ
た事の結果»復活=実り

• イエス様の死=私達の犠牲
»赦され、開放される（罪、
肉欲、不完全さ）

• それらを埋葬を持って葬
り去ってくださった。

• 復活の時には犠牲自身の
物理的姿は無くなっていた
=だれでもキリストにある
ならば、その人は新しく造
られた者である。古いもの
は過ぎ去った、見よ、すべ
てが新しくなったのであ
る。 2コリント5:17

• 死=植える»実り

Before we Expect Fruits, 
Plant Seeds That are

Given to us

John 12:24a
• There is no free lunch
• There is not much value to 

wheat by themselves
• Things we are assuming as 

natural phenomenon? »Not 
accidental but inevitable 
based on God’s principles

• If you don’t do anything? » 
trash!?

• Seeds can only bear fruits 
by being planted. Seeds? 
(Word, love, joy, peace, 
wisdom, forgiveness, etc.)

• What are you doing with 
seeds God has given to you? 
(Matthew 25:14-30)

実りを求める前にまず
与えられている種を
植える事をしよう

ヨハネ12:24a
• この世にタダ飯は無い
• 小麦はそのままではあまり
価値が無い

• 私達が勝手に・自然に起き
ていると思っている事?»偶
然では無く、緻密な神様の
必然的な原理の積み重ね

• 物を放って置くと結果とし
て? »ゴミ!?

• 植えない種は実らない。種
とは?（み言葉、愛、喜び、
平安、知恵、赦し、等）

• どの様にして神様から与え
られている物を植えていま
すか?（マタイ25:14-30）
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In God, an end is not the 
end but the Beginning

John 12:24b
• Winter has its place even 

leaves die & fall»fruits ripen 
& fall, & seeds inside are 
planted as leaves become 
fertilizers to cover them up

• The crucifixion is not the 
end, but the beginning. 
(resurrection)

• We get to bury our flesh & 
experience the resurrection 
of our souls (Relationship 
as a God’s child) by the Holy 
Spirit

• Do you have a hope & a faith 
that God will not end your 
stories in despair?

神様の中では、終わり
は終わりではなく、始

まりである

ヨハネ12:24b
• 葉が枯れ、散ってしまう冬
にも意義がある»実が熟し
て地に落ち、実の中の種が
植えられ、枯れ葉が肥料と
してその上に重ねられる

• 十字架での死は終わりでは
なく、始まり（復活）です。

• 我々自身も肉欲を葬り去り、
聖霊による霊的復活（神の
子としての関係）を経験す
る特権が与えられている。

• 決して神様は絶望な状況で
終わらされないという希望
と信仰を持てていますか?

3 Keys of Planting: Actions 
of “Trust,” “Depend,” & 

“Wait”

• Love & hate life? »Whether 
you can let yourself go or not 
(Message) Who is your top 
priority?

• Matthew 6:33…seek first the 
kingdom of God and His 
righteousness, and all these 
things shall be added to you.

• Letting go?» Trust, depend & 
wait on God=action verbs, & 
doesn’t mean pushing on to 
God & being irresponsible

• Jesus released Himself 
(death, burial)
»resurrection=freedom

• What does it mean to accept 
His forgiveness & burying 
ourselves? (obediently 
follow: v. 26)

3つの植える鍵：「頼
る」、「委ねる」、
「待つ」という行動

• 自分の命を愛する者、憎む者
とは?»自分に執着するかしな
いか（リビング・バイブル）
=最優先は自分かそれとも?

• マタイ6:33まず神の国と神の
義とを求めなさい。そうすれ
ば、これらのものは、すべて
添えて与えられるであろう。

• 執着しないとは? »手放す»神
様に頼り、委ね、待つ=動詞
＆行動であり、決して責任を
放棄して、神様に無責任に押
し付ける訳ではありません。

• イエス様もご自身を手放され
た（死、埋葬）»復活=自由

• 神様の赦しを受け入れ、私達
自身を地に埋めるという、手
放す行動とは何でしょうか? 
(従順に仕える:26節）

John 12:26

If anyone serves Me, let 

him follow Me; and where I 

am, there My servant will be 

also. If anyone serves Me, 

himMy Father will honor.

ヨハネ 12:26

もしわたしに仕えようとす

る人があれば、その人はわ

たしに従って来るがよい。

そうすれば、わたしのおる

所に、わたしに仕える者も

また、おるであろう。もし

わたしに仕えようとする人

があれば、その人を父は重

んじて下さるであろう。

Thank You for Your Sacrifice that 
allow us to be saved because of 
Your death and burial:
 Forgive us we repent and 

release our flesh, selfishness 
and self-centeredness as we 
accept that You forgave us 
through the death .

 Remove our weakness and 
pasts through our baptismal 
as You were buried.

 As You resurrected to give us 
the hope rather than ending 
with death, fill us now with 
Your Holy Spirit to free us 
and allow us to bear fruits of 
the Spirit according to 
Galatians 5.

あなたが私達の為に犠牲となり、死

に、葬られた事により私達も救いに

預かれる事を感謝します:

 あなたが死を持って私達を赦

してくださった事を受け入れ、

私達も、悔い改めて、肉欲、

自分勝手さ、自己中心的な考

えを捨てますので、あなたの

赦しを与えて下さい。

 あなたが埋葬されたように、

私達の弱さや過去もバプテス

マを持って、葬り去って下さ

い。

 死で終わらずに、復活を持っ

て希望を与えて下さった、あ

なたの様に、今あなたの聖霊

で満たし、私達に自由とガラ

テヤ5章の様に御霊の実を実ら

させて下さい。


