
メッセージ『最大のプレゼント』聖書箇所：ヨハネによる福音書 3 章 16 節 

 

皆さんは、今までにもらったプレゼントの中で、一番記憶に残っているものは何でし

ょうか。 

クリスマス、誕生日、何かのお祝い事など、今までたくさんのプレゼントをもらって

きたと思います。 

私も今までに、たくさんのプレゼントをもらってきました。その中でも、特に記憶に

残っている 3 つのプレゼントを紹介したいと思います。 

まず、一つ目が私の妻にもらった名刺入れです。 

私の妻は、プレゼントは「もらっちゃえば中身は一緒なんだから」という考えの持ち

主です。 

ですので、相手が何をもらえればうれしいかなとサプライズなどを考えるのでなく、

直接、「プレゼントいる？何がほしい？」と聞いてきます。 

この考え方は、私も嫌いではないのですが、ある時、私に内緒でプレゼントを用意し

てくれていたことが一度だけありました。 

それがとても驚きだったので、その時にもらった名刺入れを今も大切に使っていま

す。 

二つ目は、私の子ども達です。子ども達の成長を見るのは、とても楽しみですし、落

ち込んだ時には、慰めたりしてくれるとても大きな存在です。 

それだけではなく、子ども達を通して神様との関係性がよい方向に変えられてもい

ます。 

たくさんの大切なことを教えてくれる、大切な存在として、神様からプレゼントされ

たのだと思っています。 

そして、三つ目は、私の人生の中で一番大切なプレゼントで、これからの人生もこれ

以上のプレゼントはないというものです。 

それは、神様に出会ったこと、そして、この世に御子であるイエス様をお与えになっ

てくださったことです。 

これは私の人生の進むべき方向を 180 度変えてしまうほどのプレゼントでした。 

今までにたくさんの出会いがあり、素晴らしい方々に会ってきましたが、これほど私

の人生に影響を及ぼした方はいません。 

そして、この出会いが私の最大プレゼントであり、これからの人生も、これ以上のプ

レゼントはありません。 

“The Greatest Gift” John 3:16  

 

What would be the most memorable gift you have ever received? 

 

We give presents to each other on special occasions.  

 

I have received many too, but today, I wanted to share with you three that come to mind.  

 

First one is a business card case from my wife.  

She is a very practical person, and it shows in her gift giving.  

 

Instead of going for surprises, she asks the person if there is anything they need or want.  

 

I appreciate this approach, but there was one time she did surprise me with a gift. 

  

The card case she gave me then, I am very fond of it.  

 

Second gift is my children.  They bring such joy in my life, and their presence mean so 

much to me.  

They are helping me to pursue my relationship with God to go deeper too.  

 

They are gift from God, who help me to experience and recognize important things in life.  

 

And third one is the greatest gift I have ever received in my life, there will be nothing 

greater.  

It is a gift of knowing God.  Giving Jesus to the world is the greatest gift ever.  

 

For me, the impact of it changed my life completely.  

I have met many wonderful people, but there is no one who have impacted me to this 

degree. 

Knowing Jesus is, and is going to be, the greatest gift I have ever received in my life. 

 



プレゼントは、贈る人が、受け取る人に喜んでもらいたいから、その喜んでいる姿を

想像して、受け取る人のことを考えながらプレゼントを選びます。 

このように考えると、プレゼントとは、受け取る相手への愛を表す一つの見える形だ

と言えます。 

 

今、読みます、聖書個所のヨハネによる福音書 3 章 16 節には、神様から私たちへの

最大のプレゼントが書いてあります。お読みいたします。 

『神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一

人も滅びないで、永遠の命を得るためである。』 

16 節の前半の部分に「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された」

と書いてあります。 

その独り子とはイエス様で、世というのは私たち人間です。世というところに、ぜひ

自分の名前を入れてもう一度読んでみてください。 

私たち一人ひとりに、どれだけの最大のプレゼントを用意して、愛しているかがわか

るのではないでしょうか？ 

私たち一人ひとりのために、愛している大事な独り子を、この世に与え、十字架の死

に引き渡されました。 

イエス様は何一つ罪を犯していない方です。 

少しの汚れもない、全くきよい方、十字架に架かる必要の全くない方です。  

その方を、十字架の死に引き渡されました。 

 

それはなぜか、なぜこのようなことをしないといけなかったのか？ 

ヨハネによる福音書 3 章 16 節の後半にその理由が書いてあります。 

その理由は「独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである」と

いうことです。 

私たちは生まれながらにして残念ながら罪びとです。 

その証拠として、子どもは、悪いことを教えていなくても、自然と罪を犯します。 

私もたくさん罪を犯してきました。 

小学生のころで言えば、親の財布からお金を抜き取り、おもちゃを買ってしまったこ

ともありました。 

 

 

When choosing a gift for someone, you try to pick something that would bring joy to that 

person. 

So, giving a gift is an expression of love and care you have for the person.    

 

 

John 3:16 talks about the greatest gift God is giving to each one of us. It says,  

 

“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in 

him shall not perish but have eternal life. “ 

“For God so loved the world that he gave his one and only Son“ 

 

This is Jesus, and the world means us.  Try to read it with your name in place of “the 

world”. 

Isn’t it amazing to see how great of a gift God has for each one of us to show the extent 

of his love? 

He has sent his only beloved Son to the world to die on the cross, for you and for me.  

 

There is no sin in Jesus. 

There is no reason for him to be crucified.  

Yet he was given over to the death on the cross. 

 

Why did he have to go through this? 

The reason is written in the last part of verse 16. 

“So that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” 

 

We are born sinners.  

The proof of that is you never have to teach the children to behave badly. 

I too committed many sins. 

When I was a boy, I stole money from my parents’ wallet to buy a toy.  

 

 

 



また、罪とは、このように誰が見ても罪と分かるものだけではありません。 

自尊心を含めた自我も罪となります。 

今までに罪を犯さずにここまで生きてきましたと言える方はいないでしょう。 

人に言える罪、言えない罪、様々な罪を抱えて、私たちは生きているのです。 

しかし、神様は、こんな罪を抱えている私たちを愛してくださっています。 

私たちが神様を愛しているかどうかは関係なく、神様はどんな方をも愛してくださ

っているのです。 

 

私も以前は、こんなに愛してくださっている神様の存在を、クリスチャンの家庭に生

まれ、神様を知っておきながら、無視し続け、自分勝手に歩み、悲しませ続けました。

それでも、そんな私を変わらずに愛し続けてくださり、永遠の命を与えるために独り

子を十字架の死に引き渡し、私の代わりに罪の身代わりとされたのです。 

 

皆さんは、パッションという映画を見たことはありますか？ 

2004 年に上映されたイエス・キリストが処刑される 12 時間の出来事を描いている

映画です。 

様々な面で賛否両論あるみたいですが、イエス様のむち打ちや石投げの拷問、十字架

にかけられるシーンがかなりリアルに描かれている印象を私は受けました。 

本当に徹底的に痛めつけられ、十字架に架けられています。とても悲惨だと思うと同

時に、こんなに徹底的にやられないといけなかったのは私たちの罪のためだったの

かと考えさせられました。 

しかし、それだけでなく、イエス様は三日目に復活されました。 

私たちの変わりに死なれただけでなく、そこからよみがえり、罪に完全に勝利し、死

をも手中に納められました。 

だからこそ、私たちはもう、自分の犯した罪によって苦しむ必要がなくなり、悔い改

め、神様を救い主と信じれば、永遠の命を得ることができるのです。 

死というものだけを見ると、普通はマイナスなことにとられてしまいますが、イエス

様は、それを永遠の命というプラスに変えられました。 

また処刑としての道具だった十字架を愛の象徴に変えたのです。 

 

 

 

And sin is not only about wrong behavior. 

Our ego, pride is sin. 

No one could say that they have never sinned. 

Whether they are visible or hidden, we are living with sin. 

But despite our condition, God still loves us.  

He loves everyone, whether we love him in return or not.  

 

 

I was born in the Christian family, but I ignored and rejected this amazing love of God by 

choosing to go my own way.  

But God continued to pour his love over me by sending His only begotten Son to the 

cross to die for my sins.  

 

Have you watched the film “Passion”? 

It follows what had happened over 12 hours before Jesus was crucified. 

 

For me, the film depicted the agony and pain that Jesus went through so realistically.  

 

His suffering of crucification was too painful to watch, but it made me realized that it was 

because of our sins that he had to go through this.  

 

But it didn’t end there.  He was resurrected on the third day.  

Not only did he die for us, but with his resurrection, he overcame sin and death completely.  

 

We don’t need to struggle with our sin.  If we repent and believe Jesus is a Savior, we 

can receive eternal life.  

Jesus has turned death to life, something negative into something positive. 

 

Cross was changed to symbol of love. 

 

 



神様のこのプレゼントは、マイナスをプラスに変えるこの最大の愛、十字架の愛で

す。 

神様はこのプレゼントを渡そうとして、すぐそこで待っておられます。 

あとは私たちが手を伸ばし、受け取るだけです。 

まだこのプレゼントを受け取っていらっしゃらない方はぜひ、このプレゼントを受

け取り、自分の罪を悔い改めてほしいと思います。 

そして、もう受け取っていらっしゃる方はこのような最大のプレゼントをくださっ

た神様に感謝しつつ、ご自分の中で思いつくこのプレゼントを受け取っていない方

のために祈ってください。 

神様も「独り子信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである」と言って

います。 

ぜひ一人でも多くの方が神様を信じ、永遠の命を得ることができるよう願っていま

す。 

それでは、祈りましょう。 

 

天の父なる神様、今こうして私たちにヨハネによる福音書 3 章 16 節から、与えられ

ている最大のプレゼントを見ることができて感謝いたします。 

あなたは私たちが愛しているから、私たちがきよいものだから、ではなく、わたした

ちにその愛を注いでくださっています。 

最大の愛を注いでくださっています。神様、感謝いたします。 

私たちはこの愛によって私たちの罪が赦されていることを、また永遠の命を受け取

ることができることを心から感謝いたします 

どうか神様、今この動画をご覧になっている方で、まだこの愛を受け取っていらっし

ゃらない方がいるのでしたら、その方に働いてくださり、その方があなたの愛を受け

取ることができますように。 

また受け取っているわたしたちは、受け取っていない方を思い、全力で祈っていくこ

とができるようにあなたが導いてください。 

このときを感謝いたします。 

尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 

 

 

 

This love shown on the cross is the gift from God, turning everything from bad to good. 

 

He is waiting to give this gift.  

We just need to reach out and receive. 

If you haven’t received it, please receive it and confess your sin. 

 

I you have received it already, give thanks to God for this gift and pray for those who have 

not received it.  

 

God has said that “whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” 

 

It is my prayer that more people will come to know this God and receive eternal life in 

him.  

Let us pray together. 

 

Father God, thank you for reminding us of your greatest gift promised in John 3:16. 

 

You love us, not based on our love for you or our purity. 

 

Thank you that your utmost love is poured over us. 

Thank you that our sins are forgiven, and we can receive eternal life because of your love. 

 

If anyone who is watching this video and have not receive your love, may you work on 

their hearts so that they can receive this gift from you. 

 

For us who have received, help us to pray fervently for those that do not know this gift 

yet.  

Thank you for this time together.  

In Jesus name we pray, Amen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


