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But I say to you who hear, Love your enemies, do 
good to those who hate you, bless those who 
curse you, pray for those who abuse you. To one 
who strikes you on the cheek, offer the other also, 
and from one who takes away your cloak do not 
withhold your tunic either. Give to everyone who 
begs from you, and from one who takes away your 
goods do not demand them back. And as you wish 
that others would do to you, do so to them. If you 
love those who love you, what benefit is that to 
you? For even sinners love those who love them. 
And if you do good to those who do good to you, 
what benefit is that to you? For even sinners do 
the same.

Luke・ルカ 6:27-36



And if you lend to those from whom you expect to 
receive, what credit is that to you? Even sinners 
lend to sinners, to get back the same amount. But 
love your enemies, and do good, and lend, 
expecting nothing in return, and your reward will 
be great, and you will be sons of the Most High, for 
he is kind to the ungrateful and the evil. Be 
merciful, even as your Father is merciful.

Luke・ルカ 6:27-36



「しかし、いま聞いているあなたがたに、わたしはこう
言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に
善を行いなさい。あなたをのろう者を祝福しなさい。あ
なたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の
頬を打つ者には、ほかの頬をも向けなさい。上着を奪い
取る者には、下着も拒んではいけません。すべて求める者
には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけま
せん。自分にしてもらいたいと望むとおり、人にもその
ようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、
あなたがたに何の良いところがあるでしょう。罪人たち
でさえ、自分を愛する者を愛しています。



自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといっ
て、あなたがたに何の良いところがあるでしょう。罪人た
ちでさえ、同じことをしています。返してもらうつもりで
人に貸してやったからといって、あなたがたに何の良いと
ころがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪
人たちでさえ、罪人たちに貸しています。ただ、自分の敵
を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを
考えずに貸しなさい。そうすれば、あなたがたの受ける報
いはすばらしく、あなたがたは、いと高き方の子どもにな
れます。なぜなら、いと高き方は、恩知らずの悪人にも、
あわれみ深いからです。あなたがたの天の父があわれみ深
いように、あなたがたも、あわれみ深くしなさい。」

Luke・ルカ 6:27-36



To one who strikes you on the cheek, offer the 
other also, and from one who takes away your 
cloak do not withhold your tunic either. Give to 
everyone who begs from you, and from one who 
takes away your goods do not demand them back. 

「あなたの片方の頬を打つ者には、ほかの頬をも向け
なさい。上着を奪い取る者には、下着も拒んではいけ
ません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者
からは取り戻してはいけません。」

Luke・ルカ 6:29-30



“lend, expecting nothing in return.”

「返してもらうことを考えずに貸しなさい。」

Luke・ルカ 6:35



“And as you wish that others would do to you, do so 
to them.”

「自分にしてもらいたいと望むとおり、人にもそのよう
にしなさい。」

Luke・ルカ 6:31



“Freely you have received; freely give.”

「あなたがたは、ただで受けたのだから、ただで与
えなさい。」

Matthew・マタイ 10:8



“For he makes his sun rise on the evil and on the 
good, and sends rain on the just and on the unjust.”

「天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正し
い人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからで
す。」

Matthew・マタイ 5:45



“If you love those who love you, what benefit is 
that to you? For even sinners love those who love 
them. And if you do good to those who do good to 
you, what benefit is that to you? For even sinners 
do the same. And if you lend to those from whom 
you expect to receive, what credit is that to you? 
Even sinners lend to sinners, to get back the same 
amount.”

Luke・ルカ 6:32-34



「自分を愛する者を愛したからといって、あなたが
たに何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさ
え、自分を愛する者を愛しています。自分に良いこ
とをしてくれる者に良いことをしたからといって、
あなたがたに何の良いところがあるでしょう。罪人
たちでさえ、同じことをしています。返してもらう
つもりで人に貸してやったからといって、あなたが
たに何の良いところがあるでしょう。貸した分を取
り返すつもりなら、罪人たちでさえ、罪人たちに貸
しています。」

Luke・ルカ 6:32-34



“and your reward will be great, and you will be 
sons of the Most High, for he is kind to the 
ungrateful and the evil. Be merciful, even as 
your Father is merciful.”

「そうすれば、あなたがたの受ける報いはすばら
しく、あなたがたは、いと高き方の子どもになれ
ます。なぜなら、いと高き方は、恩知らずの悪人
にも、あわれみ深いからです。あなたがたの天の
父があわれみ深いように、あなたがたも、あわれ
み深くしなさい。」

Luke・ルカ 6:35-36



You make known to me the path of life; in your 
presence there is fullness of joy; at your right 
hand are pleasures forevermore.

あなたは私に、いのちの道を知らせてくださいま
す。 あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右に
は、楽しみがとこしえにあります。

Psalm・詩篇 16:11
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And without faith it is impossible to please him, for 
whoever would draw near to God must believe that 
he exists and that he rewards those who seek him.

信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神
に近づく者は、神がおられることと、神を求める者に
は報いてくださる方であることとを、信じなければな
らないのです。

Hebrews・ヘブル 11:6



By faith Moses, when he was grown up, refused to 
be called the son of Pharaoh’s daughter, choosing 
rather to be mistreated with the people of God than 
to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered 
the reproach of Christ greater wealth than the 
treasures of Egypt, for he was looking to the reward.

信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と
呼ばれることを拒み、はかない罪の楽しみを受けるより
は、むしろ神の民とともに苦しむことを選び取りました。
彼は、キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝
にまさる大きな富と思いました。彼は報いとして与えら
れるものから目を離さなかったのです。

Hebrews・ヘブル 11:24-26



Blessed (deeply happy) are those who hunger and 
thirst for righteousness, for they shall be satisfied.

義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りる
から。

Matthew・マタイ 5:6



"The most important is, ‘Hear, O Israel: The Lord our 
God, the Lord is one. And you shall love the Lord 
your God with all your heart and with all your soul 
and with all your mind and with all your strength.’ The 
second is this: ‘You shall love your neighbor as 
yourself.’ There is no other commandment greater 
than these.”

「一番たいせつなのはこれです。『イスラエルよ。聞け。
われらの神である主は、唯一の主である。心を尽くし、
思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの
神である主を愛せよ。』次にはこれです。『あなたの隣
人をあなた自身のように愛せよ。』この二つより大事な
命令は、ほかにありません。

Mark・マルク 12:29-31



Jesus said, “When you give a dinner or a banquet, do 
not invite your friends or your brothers or your 
relatives or rich neighbors, lest they also invite you in 
return and you be repaid. But when you give a feast, 
invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and 
you will be blessed, because they cannot repay you.”

「昼食や夕食のふるまいをするなら、友人、兄弟、親族、
近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度
は彼らがあなたを招いて、お返しすることになるからです。
祝宴を催す場合には、むしろ、貧しい者、からだの不自由
な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たち
はお返しができないので、あなたは幸いです。」



“For you will be repaid at the resurrection of the 
just”

「義人の復活のときお返しを受けるからです。」

Luke・ルカ 14:12-14



looking to Jesus, the founder and perfecter of our 
faith, who for the joy that was set before him endured 
the cross, despising the shame, and is seated at the 
right hand of the throne of God. Consider him who 
endured from sinners such hostility against himself, 
so that you may not grow weary or fainthearted.

信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さ
ないでいなさい。イエスは、ご自分の前に置かれた喜び
のゆえに、はずかしめをものともせずに十字架を忍び、
神の御座の右に着座されました。あなたがたは、罪人た
ちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。
それは、あなたがたの心が元気を失い、疲れ果ててしま
わないためです。

                                    Hebrews・ヘブル12:2-3



“If anyone would come after me, let him deny himself 
and take up his cross daily and follow me. For 
whoever would save his life will lose it, but whoever 
loses his life for my sake will save it. For what does it 
profit a man if he gains the whole world and loses or 
forfeits himself?”

「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、
日々自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。
自分のいのちを救おうと思う者は、それを失い、わたしの
ために自分のいのちを失う者は、それを救うのです。人は、
たとい全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら、
何の得がありましょう。」

Luke・ルカ 9:23-25


