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What would you 

like to leave 

for the future 

generation?

あなたが未来
に残したい
言葉とは?

 People will remember 
how you left

 Death in Jesus Christ is 
victorious & hopeful

 Death is not the end John 
12:23-24 The time has 
come for the Son of Man to 
be glorified. unless a 
kernel of wheat falls into 
the ground and dies, it 
remains by itself alone. 
But if it dies, it 
produces much grain.

 What Jesus said at the last 
supper  John 13-17

 Communion=pattered 
after the last supper

 たつ鳥、後を濁さず
 イエス・キリストのうち
にある死は、勝利であり
希望がある。

 死は終わりではない ヨ
ハネ12:23-24 人の子が
栄光を受ける時がき
た。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。

 最後の晩餐でイエス様が
語られた事 ヨハネ13-
17

 聖餐=最後の晩餐になぞ
らえて

1. Meaning of One’s life

• I am the way, and the truth, 
and the life. No one comes 
to the Father except 
through me. 14:6

• I am the vine; you are the 
branches. The one who 
remains in me – and I in 
him – bearsmuch fruit,
because apart from me you 
can accomplish nothing. If 
you remain in me and my 
words remain in you, ask 
whatever you want, and it 
will be done for 
you. 15:5-7

1.自分の人生の意義

わたしは道であり、真理であ
り、命である。だれでもわた
しによらないでは、父のみも
とに行くことはできない。
14:6

わたしはぶどうの木、あなた
がたはその枝である。もし人
がわたしにつながっており、
またわたしがその人とつな
がっておれば、その人は実を
豊かに結ぶようになる。あな
たがたがわたしにつながって
おり、わたしの言葉があなた
がたにとどまっているならば、
なんでも望むものを求めるが
よい。そうすれば、与えられ
るであろう。 15:5-7

2. Things to leave for those 
who will be left 

• he will give you another 
Advocate to be with you 
forever – the Spirit of truth

14:16-17
• the Advocate, the Holy 

Spirit, whom the Father 
will send in my name, will 
teach you everything, and 
will cause you to remember 
everything I said to 
you. “Peace I leave with 
you; my peace I give to you; 
I do not give it to you as the 
world does. 14:26-27

2.残る人達の為に残す物

• 父は別に助け主を送って、
いつまでもあなたがたと
共におらせて下さるであ
ろう。それは真理の御霊
である。14:16-17

• 助け主、すなわち、父が
わたしの名によってつか
わされる聖霊は、あなた
がたにすべてのことを教
え、またわたしが話して
おいたことを、ことごと
く思い起させるであろう。
わたしは平安をあなたが
たに残して行く。わたし
の平安をあなたがたに与
える。14:26-27
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3. Encouragement to 
those who will be left

• So also you have sorrow 

now, but I will see you 

again, and your hearts will 

rejoice, and no one will 

take your joy from you. 

16:22

• in me you may have 

peace. In the world you will 

have tribulation. But take 

heart; I have overcome the 

world.” 16:33

3. 残る人達への励まし

• あなたがたにも今は不安
がある。しかし、わたし
は再びあなたがたと会う
であろう。そして、あな
たがたの心は喜びに満た
されるであろう。その喜
びをあなたがたから取り
去る者はいない。16:22

• わたしにあって平安を得
るためである。あなたが
たは、この世ではなやみ
がある。しかし、勇気を
出しなさい。わたしはす
でに世に勝っている
16:33

4. Praying for those who 
will be left (church)

John  17:11-17

• Chapter 17=Jesus’ prayer 
for the church

• Why? Display of love

1. To keep / protect

2. To unify

3. To fill with joy

4. They are not of the world, 
just as I am not of the 
world. Sanctify themin the 
truth;

4. 残る人達（教会）の為
の祈り

ヨハネ 17:11-17
• 17章=イエスの教会の為
の祈り

• なぜ? 愛の表現
1. 守ってください
2. 1つとなるように

3. 喜びにみちあふれるよう
に

4. わたしが世のものでない
ように、彼らも世のもの
ではありません。真理

によって彼らを聖別して
下さい

Praying for the church:

 For all of us to be kept & 
protected until the day we 
arrive to heaven & be 
saved in the name of Jesus 
Christ.

 For us to seek God & serve 
each other in unity.

 For us to become the 
church filled with the joy 
of the Holy Spirit

 Not to be influenced by 
the worldly value system 
& philosophy, and live a 
holy life according to the 
Truth.

教会の為の祈り:

 イエスキリストの名によ
り、天国に到着する日ま
で全員が守られ、救われ
ますように。

 一致団結して、神様を求
め仕えあえますように。

 聖霊による喜びに満ち溢
れる教会となりますよう
に。

 この世の価値観や思考に
影響されず、真理に基づ
く聖い生活を日々送れま
すように。


