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「クリスチャンの生活」編
クリスチャンが信じ頼るべき、神様の人格や力とは、

どういうことですか？

「Christian’s life」series
Deserving for Christians to believe What is

God's personality and power?
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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. 神の霊

私の中の聖霊は、どんな働きをするのですか？

（Ⅰコリント 2:12） しかし私たちは、この世の霊を受け
たのではなく、神からの霊を受けました。それで私たち
は、神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知
るのです。

1. Holy Spirit of God

Who is inside you?

(1Corinthians 2:12) We did not receive the spirit
of the world, but we received the Spirit that is
from God. We received this Spirit so that we can
know all that God has given us.
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2. 神の霊

あなたの中におられる聖霊は、何をされるのですか？

（ヨハネ 14:26） しかし、助け主、すなわち、父がわたし
の名によってお遣わしになる聖霊は、あなたがたにす
べてのことを教え、わたしがあなたがたに話したすべ
てのことを思い起こさせてくださいます。

2. Holy Spirit of God

What does the Holy Spirit in you do?

(John 14:26) But the Helper will teach you
everything. He will cause you to remember all
the things I told you. This Helper is the Holy
Spirit whom the Father will send in my name.
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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 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
なたを強くし、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?

(Isaiah 41:10) So don’t worry, because I am with
you. Don ’ t be afraid, because I am your God. I
will make you strong and will help you. I will
support you with my right hand that saves you.
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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 4:13） 私を強くしてくださる方によって、私はど
んなことでもできるのです。

4. God's power

Why can we say I can do anything?

(Philippians 4:13) I can do all things through
Christ because he gives me strength.



76

5. 神の真実

神の真実の特徴とその恵みとは何ですか？

（哀歌3:22-23） 22主の恵みを。実に、私たちは滅び失
せなかった。主のあわれみが尽きないからだ。23 それ
は朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。

5. God's truth

What is the grace of the mighty God's truth?

(Lamentations 3:22-23) 22 The Lord’s love never
ends.His mercies never stop. 23 They are new
every morning. Lord, your loyalty is great.



77

6. 神の真実

神はどういう面において、真実な方ですか？

（民数記 23:19） 神は人ではないから、偽りを言うこと
がない。人の子ではないから、悔いることがない。神が
仰せられたら、実行されないだろうか。言われたら、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?

(Numbers 23:19) God is not a man. He will not lie.
God is not a human being. He does not change
his mind. What he says he will do, he does. What
he promises, he keeps.
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7. 神の平安

堅固な志や平安は、どこから来ますか？

（イザヤ 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?

(Isaiah 26:3) You, Lord, give true peace. You give
peace to those who depend on you. You give
peace to those who trust you.
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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、
話していますか？

（1ペテロ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?

(1Peter 5:7) Give all your worries to him, because
he cares for you.
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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 8:32） 私たちすべてのために、ご自分の御子
をさえ惜しむことなく死に渡された神が、どうして、御子
とともにすべてのものを、私たちに恵んでくださらない
ことがあるでしょうか。

9. God's preparation

Where does the boldness that God should
bless us with everything come from?

(Romans 8:32) God let even his own Son suffer
for us. God gave his Son for us all. So with Jesus,
God will surely give us all things.
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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4:19） また、私の神は、キリスト・イエスの栄光の
うちにあるご自分の豊かさにしたがって、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?

(Philippians 4:19) My God will use his wonderful
riches in Christ Jesus to give you everything you
need.
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11. 神の導き

私への神の導きに対し、持つべき確信とは何ですか？

（ローマ 8:28） 神を愛する人たち、すなわち、神のご計
画にしたがって召された人たちのためには、すべての
ことがともに働いて益となることを、私たちは知ってい
ます。

11. God's guidance

What is your conviction about
God's guidance to me?

(Romans 8:28) We know that in everything God
works for the good of those who love him.Some
Greek copies read “ We know that everything
works together for good for those who love
God.” They are the people God called, because
that was his plan.
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12. 神の導き

信仰者のあなたがすべきことと、
それに対する神の約束とは何ですか？

（詩篇 37:4-5） 4 主を自らの喜びとせよ。主はあなたの
心の願いをかなえてくださる。5 あなたの道を主にゆだ
ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。

12. God's guidance

What should you do as a believer and
what is God's promise to it?

(Psalm 37:4-5) 4 Enjoy serving the Lord. And he
will give you what you want. 5 Depend on the
Lord.Trust him, and he will take care of you.
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