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ヨハネの福音書5:41–47 

 

適応のための質問： 

(1) 申命記や他の旧約聖書の中で私達が神様への愛をどのように表現するかを教えてますか？そし

てその具体的な方法としてなにが挙げられるでしょうか？What do Deuteronomy and other OT 

passages tell us about how we express love for God? Why, and what are some practical ways we can 

implement what they tell us? 

 

(2) 以下の個所を考えてください：ヨハネ8:42; 14:15, 21, 23;１ヨハネ2:5, 15; 3:17; 4:9, 20, 21; 5:1, 2, 

3. これらの個所と申命記で言われている神様への愛を比較してみてどうでしょう、他に付け加

えられている点はなんでしょうか、そして、もし私達が神様を愛しているとはどういう意味で、

私達が神様の愛ゆえにするべきことは何でしょうか？Consider the following verses: John 8:42; 

14:15, 21, 23; 1 John 2:5, 15; 3:17; 4:9, 20, 21; 5:1, 2, 3. How do these compare with what 

Deuteronomy says about loving God, what additional things do they show, and what does that mean 

about if we love God and what we should do out of love for Him? 

 

 

(3) 信者である人が、どんな点において人からの栄誉を求めてしまうでしょう、そしてどんな点に

おいてイエス様を信じ、神様からの栄誉を求めなくさせるでしょう。もし人からの栄誉を求め

るのであれば、どのようにそれらを現わすべきでしょうか？Even as believers, are there ways in 

which receiving glory from other people hinders believing things about Jesus and seeking glory from 

God? If so, what can we do to address this? 

 

(4) 41–44節にあるイエス様のことばは人や自分自身をほめたたえることの本質について私たちに

なんと示しているでしょうか、そしてイエス様のことばによって私たちのその本質をもっと見

ることができますか？そしてそのことばはどのように私達に人の栄誉、自分の栄誉を受けない

ようにするかを示しますか？What do Jesus’ words in verses 41–44 show us about the nature of 

glorifying man and self, and does it help us to see ways in which we do this? What do His words show 

us about how not to glorify man and self? 

 

(5) 私たちは神様からの栄誉を時々後回しにすることがありますか？イエス様がどのように、徐々

に私たちを御姿の形に変え、栄光をささげられるように するか、そしてイエス様がどのよう

に私たちの救いを完成してくださるかということを考えられますか？そしてこれらは私達の

日々の生活、ミニストリー、宣教、祈りなどにどのような変化を表しますか？Do we think of 

glory from God as sometime to seek after? What can help us to be mindful of both how He gradually 

makes us more like Jesus now to glorify Him and how He will complete our glorification? How does 

this affect how we approach our daily life, ministry, evangelism, prayer, etc.? 

 

 

(6) 旧約聖書を含む、みことばだけしか受け入れてないで、イエス様自身を拒絶した人の事実、そ

してイエス様のことばと旧約聖書のことばが完全に一致しているかどうかの事実についてどの

ような具体的な証拠があげられるでしょうか？そしてそのことがどのよう私たちの聖書に対す

る見方とイエス様についてどのように他の人にシェアするかに影響するでしょうか？What are 

practical implications of the facts that someone can only accept what Scripture, including the OT, says 

and who Jesus is, or reject both, and that Jesus words and the OT are completely consistent with each 

other? How can it affect how we view Scripture and how we talk about Jesus with others? 


