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「黙想の有益」

•救いや信仰の確信を与える最高の方法 •最高の伝道
•人生の道しるべ •聖霊の働きの通路
•強力な祈り •神様との交わり(私的礼拝)
•心を癒す力 •悪魔の攻撃からの一番力強い守り

（詩編 1：1-3）1幸いなことよ。悪者のはかりごとに歩ま
ず、罪人の道に立たず、あざける者の座に着かなかった、

その人。2まことに、その人は主のおしえを喜びとし、昼
も夜もそのおしえを口ずさむ。3その人は、水路のそばに
植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れ

ない。その人は、何をしても栄える。

（申命記 6：6-9）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。8これをしるしとしてあなたの手に結
びつけ、記章として額の上に置きなさい。9これをあなた
の家の門柱と門に書きしるしなさい。

•参考︓「日本語聖書は新改訳、英語聖書は ICV を引用」
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「Beneficial of meditation」
• The best way to give salvation and confidence in faith
• The best evangelism • A guide to life • A passage for the

work of the Holy Spirit • Strong prayer
• Fellowship with God (private worship) • Power to heal the

mind • The strongest protection from the devil's attack

(Psalm 1: 1-3) 1Happy is the person who doesn ’t listen to

the wicked. He doesn’t go where sinners go. He doesn’t do

what bad people do. 2He loves the Lord ’ s teachings. He

thinks about those teachings day and night. 3He is strong,

like a tree planted by a river. It produces fruit in season. Its

leaves don’t die. Everything he does will succeed.

(Deuteronomy 6: 6-9) 6Always remember these commands

I give you today. 7Teach them to your children. Talk about

them when you sit at home and walk along the road. Talk

about them when you lie down and when you get up.

8Write them down and tie them to your hands as a sign. Tie

them on your forehead to remind you. 9Write them on your

doors and gates.
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「クリスチャンの５大確信」編
すべてのクリスチャンが持つべき、
5大確信とは何でしょうか？

「Five Great Christian Confidences」
series

What are the five great convictions that every
Christian should have?
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「暗唱のための祈り」
主よ、「お話しください。しもべは聞いております。」

聖霊様、私を教え、あなたのことばを思い起こさせ

てください。私は、悟りとわきまえのある人間とな

ります。主よ、自分の道を聖く保ち、進むべき道へ

歩ませてください。みことばは、私の心を潤し、時

になると実を結ばせ、行なうすべてに繁栄と栄えを

もたらします。イエス様のみ名によってお祈りしま

す。アーメン

「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

私たちの救いの証拠は何ですか？

（Ⅰヨハネ 5:11-12） 11 その証しとは、神が私たちに永
遠のいのちを与えてくださったということ、そして、その
いのちが御子のうちにあるということです。12 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 is the proof of our salvation?

(1 John 5:11-12) 11 This is what God told us: God
has given us eternal life, and this life is in his Son.
12 Whoever has the Son has life. But the person
who does not have the Son of God does not have
life.
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２．祈りの確信

イエス様の名によって求める結果は何ですか？

（ヨハネ 16:24） 今まで、あなたがたは、わたしの名によ
って何も求めたことがありません。求めなさい。そうす
れば受けます。あなたがたの喜びが満ちあふれるよう
になるためです。

2. Confidence of prayer

What is the result you seek in the name of Jesus?

(John 16:24) You have never asked for anything
in my name. Ask and you will receive. And your
joy will be the fullest joy.
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３．勝利の確信

私たちの試練に対する神様の約束は何ですか？

（Ⅰコリント 10:13） あなたがたが経験した試練はみな、
人の知らないものではありません。神は真実な方です。
あなたがたを耐えられない試練にあわせることはなさ
いません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出
の道も備えていてくださいます。

3. Confidence of victory

What is God's promise to our trials?

(1 Corinthians 10:13) The only temptations that
you have are the temptations that all people
have. But you can trust God. He will not let you
be tempted more than you can stand. But when
you are tempted, God will also give you a way to
escape that temptation. Then you will be able to
stand it.
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４．赦しの確信

罪を犯した私たちが行なうべきことと、
それに対する神からの約束とは何ですか？

（Ⅰヨハネ 1:9） もし私たちが自分の罪を告白するなら、
神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、私たちを
すべての不義からきよめてくださいます。

４．Confidence of forgiveness

What should we do when we sin and
what is God's promise to it?

(1 John 1:9) But if we confess our sins, he will
forgive our sins. We can trust God. He does what
is right. He will make us clean from all the
wrongs we have done.
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５．導きの確信

自分の将来のための一番確実な備えとは何ですか？

（箴言3:5-6） 5心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟り
にたよるな。6 あなたの行く道すべてにおいて、主を知
れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。

5. Confidence of guidance

What is the surest preparation for your future?

(Proverbs 3:5-6) 5 Trust the Lord with all your
heart. Don’t depend on your own understanding.
6 Remember the Lord in everything you do. And
he will give you success.
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