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付 録

   敬虔 家庭 編

信仰   家庭   方 祝福  
何   考        
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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.信仰の家庭
彼（コルネリオ）の家庭の雰囲気はどうでしたか？

（使徒の働き 10：2）彼は敬虔な人で、全家族とと
もに神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施し
をなし、いつも神に祈りをしていたが

1. Godly family
How was the atmosphere of Cornelius's house?
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2.信仰の家庭
多くの偶像があるカナン地域で、

ヨシュアはどういう決心をしましたか？

（ヨシュア記 24:15） もしも主に仕えることがあな
たがたの気に入らないなら、川の向こうにいたあな
たがたの先祖たちが仕えた神々でも、今あなたがた
が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなたがた
が仕えようと思うものを、どれでも、きょう選ぶが
よい。私と私の家とは、主に仕える。

2. Godly family
What decision did Joshua make in the Canaan

region, where there are many idols?
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3.重要な戒め
神は私たちがみことばに対し、
どうするよう求めていますか？

（申命記 6:6,7）6私がきょう、あなたに命じるこれ
らのことばを、あなたの心に刻みなさい。7これを
あなたの子どもたちによく教え込みなさい。あなた
が家にすわっているときも、道を歩くときも、寝る
ときも、起きるときも、これを唱えなさい。

3. Important commandments
What does God ask us to do with the Word?
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4.重要な戒め
神を信じる人にとって一番重要な戒め、二つは何ですか？

（マタイの福音書 22:37-39）37そこで、イエスは彼
に言われた。「『心を尽くし、思いを尽くし、知力を
尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』 38 これ
がたいせつな第一の戒めです。 39 『あなたの隣人
をあなた自身のように愛せよ。』という第二の戒めも、
それと同じようにたいせつです。

4. Important commandments
What are the two most important

commandments for those who believe in God?
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5.幸せな家族
神はあなたの家族の幸せのため、
何をするように命じていますか？

（申命記 5:16）あなたの父と母を敬え。あなたの神、
主が命じられたとおりに。それは、あなたの齢が長
くなるため、また、あなたの神、主が与えようとし
ておられる地で、しあわせになるためである。

5. Happy family
What does God command you to do for the

happiness of your family?
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6.幸せな家族
幸せな家庭のため、夫婦は相手に
どのように振る舞うべきですか？

（エペソ人への手紙 5:33）それはそうとして、あな
たがたも、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しな
さい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。

6. Happy family
For a happy family, how should husband and wife

behave towards their partner?
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7.成長
人間にとって一番知るべき知識は何ですか？

（箴言 9:10）主を恐れることは知恵の初め、聖なる
方を知ることは悟りである。

7. Growing
What is the most important knowledge for

humans?
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8.成長
幼いサムエルは何をしていて、また誰に愛されましたか？

（サムエル記第一 2：18,26）18サムエルはまだ幼く、
亜麻布のエポデを身にまとい、主の前に仕えていた。
26一方、少年サムエルはますます成長し、主にも、
人にも愛された。

8. Growing
What was little Samuel doing and who loved him?

                                    

                                  

                                    

       

(F8) 敬虔な家庭編 Devout family series



93

9.信頼
親が子供へ送るべき心の姿勢は何ですか？

（コリントへの手紙第一 13:7）すべてをがまんし、
すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍び
ます。

9. Trust
What is the attitude that parents should send to

their children?
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10.信頼
義人の子どもに対する神様の約束とは何ですか？

（詩編 37:24,25）24その人は倒れてもまっさかさま
に倒されはしない。主がその手をささえておられる
からだ。25私が若かったときも、また年老いた今も、
正しい者が見捨てられたり、その子孫が食べ物を請
うのを見たことがない。

10. Trust
What is God's promise to

the children of the righteous?
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11.神の祝福
「あなた」の代わりに子供の名前を入れて読みましょう。

（民数記 6:24-26）24『主があなたを祝福し、あなた
を守られますように。 25主が御顔をあなたに照ら
し、あなたを恵まれますように。26主が御顔をあな
たに向け、あなたに平安を与えられますように。』

11. God’s blessing
Read your child's name instead of "you".
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12.神の祝福
「ヨセフ」の代わりに子供の名前を入れて読みましょう。

（創世記 49:22）ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとり
の実を結ぶ若枝、その枝は垣を越える。

12. God’s blessing
Read this verse by putting

your child's name in place of "Joseph."
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