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   五  確信 編

     受 入  人     大事 確信     
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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. 救いの確信
どういう人が永遠のいのちをもっていますか?

（ヨハネの手紙第一 5:11,12）そのあかしとは、神が
私たちに永遠のいのちを与えられたということ、そ
してこのいのちが御子のうちにあるということです。
御子を持つ者はいのちを持っており、神の御子を持
たない者はいのちを持っていません。

1.Confidence of salvation
What kind of person has eternal life?
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2. 祈りの確信
求める祈りの結果はどういうことですか?

（ヨハネの福音書 16:24）あなたがたは今まで、何も
わたしの名によって求めたことはありません。求め
なさい。そうすれば受けるのです。それはあなたが
たの喜びが満ち満ちたものとなるためです。

2.Confidence of prayer
What is the result of the prayer you ask?

                               

                                      

                              

(S2) 確信編 Confidences series



8

3. 勝利の確信

あなたが試練に勝利するようにと、
神があなたのためになさることは何ですか?

（コリントへの手紙第一 10:13）あなたがたのあった試
練はみな人の知らないようなものではありません。神
は真実な方ですから、あなたがたを耐えることのでき
ないような試練に会わせるようなことはなさいません。
むしろ、耐えることのできるように、試練とともに、
脱出の道も備えてくださいます。

3.Confidence of victory
What does God do for you so that

you can win the trials?
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4. ゆるしの確信
自分の罪を言い表すと、どんな祝福が与えられますか?

（ヨハネの手紙第一 1:9）もし、私たちが自分の罪
を言い表わすなら、神は真実で正しい方ですから、
その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてく
ださいます。

4.Confidence of forgiveness
What blessings do you get
when you express your sins?
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5. 導きの確信
神の導きを受けるために、

あなたがすべきことは何ですか?

（箴言 3:5,6）心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟
りにたよるな。あなたの行く所どこにおいても、主
を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐ
にされる。

5.Confidence of guidance
What should you do to receive God's guidance?
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