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9 But concerning brotherly love you have 

no need that I should write to you, 

for you yourselves are taught by God to 

love one another; 10 and indeed you do so 

toward all the brethren who are in all 

Macedonia. But we urge you, 

brethren, that you increase more and 

more; 11 that you also aspire to lead a 

quiet life, to mind your own business, 

and to work with your own hands, as we 

commanded you, 12 that you may walk 

properly toward those who are outside, 

and that you may lack nothing.  

13 But I do not want you to be ignorant, 

brethren, concerning those who have 

fallen asleep, lest you sorrow as 

others who have no hope. 14 For if we 

believe that Jesus died and rose again, 

even so God will bring with Him those 

who sleep in Jesus. 15 For this we say to 

you by the word of the Lord, that we who 

are alive and remain until the coming of 

the Lord will by no means precede those 

who are asleep. 16 For the Lord Himself 

will descend from heaven with a shout, 

with the voice of an archangel, and 

with the trumpet of God. And the dead in 

Christ will rise first. 17 Then we who are 

alive and remain shall be caught up 

together with them in the clouds to meet 

the Lord in the air. And thus we shall 

always be with the Lord. 18 Therefore 

comfort one another with these words. 
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9兄弟愛については、あなたがたに書き送

る必要がありません。あなたがたこそ、互

いに愛し合うことを神から教えられた人た

ちで、10マケドニア全土のすべての兄弟た

ちに対して、それを実行しているからで

す。兄弟たち、あなたがたに勧めます。ま

すます豊かにそれを行いなさい。11また、

私たちが命じたように、落ち着いた生活を

し、自分の仕事に励み、自分の手で働くこ

とを名誉としなさい。12 外の人々に対して

品位をもって歩み、だれの世話にもならず

に生活するためです。 

13 眠っている人たちについては、兄弟た

ち、あなたがたに知らずにいてほしくあり

ません。あなたがたが、望みのない他の

人々のように悲しまないためです。14 イエ

スが死んで復活された、と私たちが信じて

いるなら、神はまた同じように、イエスに

あって眠った人たちを、イエスとともに連

れて来られるはずです。15 私たちは主のこ

とばによって、あなたがたに伝えます。生

きている私たちは、主の来臨まで残ってい

るなら、眠った人たちより先になることは

決してありません。16 すなわち、号令と御

使いのかしらの声と神のラッパの響きとと

もに、主ご自身が天から下って来られま

す。そしてまず、キリストにある死者がよ

みがえり、17 それから、生き残っている私

たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上

げられ、空中で主と会うのです。こうして

私たちは、いつまでも主とともにいること

になります。18 ですから、これらのことば

をもって互いに励まし合いなさい。 


