
I am Jesus - I am the resurrection and the life!

わたしはイエスです。
わたしはよみがえりです。いのちです。



姉妹たちは、イエスのところに使いを送って言った。
「主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられる者が病
気です。」
[ヨハネの福音書 11:3]

So the sisters sent word to Jesus, “Lord, the one you 
love is sick.” John 11:3 NIV



これを聞いて、イエスは言われた。「この病気は死で
終わるものではなく、神の栄光のためのものです。そ
れによって神の子が栄光を受けることになります。」
[ヨハネの福音書 11:4] 

“When he heard this, Jesus said, “This sickness will 
not end in death. No, it is for God’s glory so that God’s 
Son may be glorified through it.”” John 11:4
NIV



そこで、デドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに
言った。「私たちも行って、主と一緒に死のうではない
か。」
[ヨハネの福音書 11:16]

“Then Thomas (also known as Didymus ) said to the 
rest of the disciples, “Let us also go, that we may die 
with him.”” John 11:16 NIV



トマス ー 疑いの中で死んでいる状態
Thomas - Dead in your doubts



マルタは、イエスが来られたと聞いて、出迎えに行っ
た。マリアは家で座っていた。
[ヨハネの福音書 11:20]

“When Martha heard that Jesus was coming, she 
went out to meet him, but Mary stayed at home.” 
John 11:20 NIV



マリア ー 失望の中で死んでいる状態
Mary - Dead in your discouragement



マルタはイエスに言った。「主よ。もしここにいてくだ
さったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。
[ヨハネの福音書 11:21]

“Lord,” Martha said to Jesus, “if you had been here, 
my brother would not have died.” John 11:21 NIV



マルタ ー 遅れの中で死んでいる状態
Martha - Dead in the Delay



しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神
があなたにお与えになることを、私は今でも知ってい
ます。」イエスは彼女に言われた。「あなたの兄弟はよ
みがえります。」
[ヨハネの福音書 11:22-23]

“But I know that even now God will give you 
whatever you ask.” Jesus said to her, “Your brother 
will rise again.” John 11:22-23 NIV



よみがえりは、出来事ではなく
イエス様ご自身です！

The resurrection is not an event,
it is Jesus!!!



イエスは彼女に言われた。「わたしはよみがえりです。いのちです。わ
たしを信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていてわたしを信
じる者はみな、永遠に決して死ぬことがありません。あなたは、このこ
とを信じますか。」彼女はイエスに言った。「はい、主よ。私は、あなた
が世に来られる神の子キリストであると信じております。」
[ヨハネの福音書 11:25-27]

“Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who 
believes in me will live, even though they die; and whoever lives by 
believing in me will never die. Do you believe this?” “Yes, Lord,” she 
replied, “I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to 
come into the world.” John 11:25-27 NIV



そう言ってから、イエスは大声で叫ばれた。「ラザロよ、出て来なさ
い。」すると、死んでいた人が、手と足を長い布で巻かれたまま出て

来た。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。「ほど
いてやって、帰らせなさい。」
[ヨハネの福音書 11:43,44]

“When he had said this, Jesus called in a loud voice, “Lazarus, come 
out!” The dead man came out, his hands and feet wrapped with 
strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, “Take 
off the grave clothes and let him go.” 
John 11:43-44 NIV




