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   神 力 信頼   編

       信 頼    神様 人格 力     
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 暗唱    祈  
主    話          聞        聖霊様 私
 教          思 起         私  悟
         人間      主  自分 道 聖 保
  進   道 歩              私 心 潤
  時    実 結   行      繁栄 栄   
         様  名    祈        

「Prayer for meditation」
“ Speak, Lord. I am your servant, and I am
listening.”Holy Spirit, please teach me and remind
me of your words. I will be an enlightened and
knowledgeable person. Lord, keep your way holy
and let me go the way I should go. The Word
nourishes my heart, bears fruit in time, and brings
prosperity to everything I do. I pray in the name of
Jesus. Amen
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1.神の霊
あなたの中に宿っておられる方は誰ですか？

（コリントへの手紙第一 3:16）あなたがたは神の神
殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられる
ことを知らないのですか。

1. Holy Spirit of God
Who is in you?

                                   

                                       

           

(C1) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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2.神の霊
私の中の聖霊は、どんな働きをするのですか？

（コリントへの手紙第一 2:12）ところで、私たちは、
この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けま
した。それは、恵みによって神から私たちに賜わっ
たものを、私たちが知るためです。

2. Holy Spirit of God
Who is inside you?

                                    
                                       
                                    
                                  

(C2) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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3.神の力
神はあなたに、どのように力づけてくれますか？

（イザヤ書 41:10）恐れるな。わたしはあなたととも
にいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。
わたしはあなたを強め、あなたを助け、わたしの義
の右の手で、あなたを守る。

3. God's power
How does God empower you?

                                    

                                    

                                      

                                      

    

(C3) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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4.神の力
なぜ私も、どんなことでもできると言えますか？

（ピリピ人への手紙 4:13）私は、私を強くしてくだ
さる方によって、どんなことでもできるのです。

4. God's power
Why can we say I can do anything?

                                       

                               

(C4) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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5. 神の真実
主の憐れみと恵みの特徴は何ですか？

（哀歌 3:22,23）22私たちが滅びうせなかったのは、
主の恵みによる。主のあわれみは尽きないからだ。
23それは朝ごとに新しい。「あなたの真実は力強い。

5. God's truth
What are the characteristics of
the Lord's mercy and grace?

                                    

                                    

                                     

      

(C5) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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6.神の真実
神はどういう面で信じるにふさわしい方ですか？

（民数記 23:19）神は人間ではなく、偽りを言うこと
がない。人の子ではなく、悔いることがない。神は
言われたことを、なさらないだろうか。約束された
ことを成し遂げられないだろうか。

6. God's Truth
What is the basis for us to believe in God?

                                    

                                 

                                   

                            

(C6) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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7.神の平安
堅固な志や平安はどこから来ると思いますか？

（イザヤ書 26:3）志の堅固な者を、あなたは全き平
安のうちに守られます。その人があなたに信頼して
いるからです。

7. God's peace
Where does solid aspiration

and peace come from?

                                      

                                  

                            

(C7) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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8.神の平安
なぜ神は私たちが、心配してはならないと話しますか？

（ペテロの手紙第一 5:7）あなたがたの思い煩いを、
いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのこと
を心配してくださるからです。

8. God's peace
Why does God say we shouldn't worry?

                                   

                     

(C8) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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9.神の備え
神はすべてのものを、私たちに恵んでくださるはずだという

大胆さは、どこから得られるのですか？

（ローマ人への手紙 8:32）私たちすべてのために、

ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、

どうして、御子といっしょにすべてのものを、私た

ちに恵んでくださらないことがありましょう。

9. God's preparation
Where does the boldness that God should

bless us with everything come from?

                               

                                    

                                       

(C9) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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10.神の備え
神はどのような祝福を私たちに与えると、

約束していますか？

（ピリピ人への手紙 4:19）また、私の神は、キリス
ト・イエスにあるご自身の栄光の富をもって、あな
たがたの必要をすべて満たしてくださいます。

10. God's preparation
What blessings does God promise to give us?

                                

                                     

                  

(C10) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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11.神の助け
主が私たちの苦しみに共感できるのは、なぜですか？

（ヘブル人への手紙 2:18）主は、ご自身が試みを受
けて苦しまれたので、試みられている者たちを助け
ることがおできになるのです。

11. God's help
Why can the Lord sympathize with our suffering?

                                 
                                   
                               

(C11) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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12.神の助け
罪に弱い私たちに助けとなれる何ですか？

（詩篇 119:9,11）9どのようにして若い人は自分の道
をきよく保てるでしょうか。あなたのことばに従っ
てそれを守ることです。11あなたに罪を犯さないた
め、私は、あなたのことばを心にたくわえました。

12. God's help
What can help us who are vulnerable to sin?

                                  
                                    
                                    
                      

(C12) 神の力に信頼する編 Trust in the power of God series
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