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「信仰者の姿勢」編
クリスチャンの望ましい人格や姿勢は、

どういうことですか？

「Christian Attitude」series
What are the characteristics of a Christian's

attitude and way of life?
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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



100

1. 信仰

信仰者として、堅く信じるべきことは、
どういうことですか？

（ヘブル 11:6） 信仰がなければ、神に喜ばれることは
できません。神に近づく者は、神がおられることと、神
がご自分を求める者には報いてくださる方であること
を、信じなければならないのです。

1. Faith

What do you have to believe in as a believer?

(Hebrews 11:6) Without faith no one can please
God. Anyone who comes to God must believe
that he is real and that he rewards those who
truly want to find him.
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2. 愛

真の愛に求められるのは何ですか？

（１ヨハネ 3:18） 子どもたち。私たちは、ことばや口先
だけではなく、行いと真実を愛しましょう。

2. Love

What is required for true love?

(1John 3:18) My children, our love should not be
only words and talk. Our love must be true love.
And we should show that love by what we do.
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3. 感謝

すべてを導く神を信じる者として、すべてのことに対し、
とるべき姿勢とは何ですか？

（Ⅰテサロニケ 5:16-18） 16 いつも喜んでいなさい。
17絶えず祈りなさい。 18 すべてのことにおいて感謝し
なさい。これが、キリスト・イエスにあって神があなたが
たに望んでおられることです。

3. Thanks

As a believer in God who guides everything,
what is the attitude to take for all things?

(1Thessalonians 5:16-18) 16 Always be happy. 17
Never stop praying. 18 Give thanks whatever
happens. That is what God wants for you in
Christ Jesus.
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4. 平和

信仰者は、他人にどのような態度をとるべきですか？

（エペソ 4:2-3） 2 謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示
し、愛をもって互いに耐え忍び、3 平和の絆で結ばれ
て、御霊による一致を熱心に保ちなさい。

4. Peace

What attitude should a believer
take toward others?

(Ephesians 4:2-3) 2 Always be humble and gentle.
Be patient and accept each other with love. 3
You are joined together with peace through the
Spirit. Do all you can to continue together in this
way. Let peace hold you together.
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5. 端正

どういうことが、クリスチャンの道徳的な面に
傷をつけるようになりますか？

（エペソ 5:3） あなたがたの
ま

間では、
せいと

聖徒にふさわしく、
いんらん

淫乱な
おこな

行いも、どんな
けが

汚れも、また
むさぼ

貪りも、
くち

口にすること

さえしてはいけません。

5. Decency

What damages the moral side of Christians?

(Ephesians 5:3) But there must be no sexual
immorality among you. There must not be any
kind of evil or greed. Those things are not right
for God’s holy people.
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6. 聖さ

ダビデは罪を犯さないために、何をしましたか？

（詩篇 119:9,11） 9 どのようにして若い人は自分の道
を清く保つことができるでしょうか。あなたのみことば
のとおりに道を守ることです。 11 私はあなたのみこと
ばを心に蓄えます。 あなたの前に罪ある者とならない
ために。

6. Holiness

What did David do to keep him from sinning?

(Psalm 119:9,11) 9 How can a young person live
a pure life? He can do it by obeying your word.
11 I have taken your words to heart so I would
not sin against you.
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7. 謙遜

謙遜な人は、自分や他人にどのような
態度をとるのですか？

（ピリピ 2:3-4） 3 何事も利己的な思いや虚栄からする
のではなく、へりくだって、互いに人を自分よりすぐれた
者と思いなさい。4 それぞれ、自分のことだけではなく、
ほかの人のことも顧みなさい。

7. Humility

How do humble people behave
towards themselves and others?

(Philippians 2:3-4) 3 When you do things, do not
let selfishness or pride be your guide. Be humble
and give more honor to others than to
yourselves. 4 Do not be interested only in your
own life, but be interested in the lives of others.
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8. 良心

クリスチャンは、何に責められないように
すべきですか？

（使徒行伝 24:16） そのために、私はいつも、神の前に
も人の前にも責められることのない良心を保つように、
最善を尽くしています。

8. Conscience

At the very least, what should
Christians not be attacked by?

(The Acts 24:16) This is why I always try to do
what I believe is right before God andmen.
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9. 自制

失格者とならないために、必要な二つは何ですか？

（Ⅰコリント9:26-27） 26ですから、私は目標がはっきり
しないような走り方はしません。空を打つような拳闘も
しません。27むしろ、私は自分のからだを打ちたたいて
服従させます。ほかの人に宣べ伝えておきながら、自
分自身が失格者にならないようにするためです。

9. Temperance

What are the two things you need
to do to avoid being disqualified?

(1Corinthians 9:26-27) 26 So I do not run without
a goal. I fight like a boxer who is hitting
something—not just the air. 27 It is my own body
that I hit. I make it my slave. I do this so that I
myself will not be rejected after I have preached
to others.
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10. 忠実

任されたことに対し、あなたがとるべき
態度とは何ですか？

（コロサイ 3:23）何をするにも、人に対してではなく、主
に対してするように、心から行いなさい。

10. Faithful

What is your attitude towards the job
you are assigned to?

(Colossians 3:23) In all the work you are doing,
work the best you can. Work as if you were
working for the Lord, not for men.
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11. 奉仕

交わりの中で、心かけるべきことは何ですか？

（Ⅰペテロ 4:10） それぞれが賜物を受けているのです
から、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物
を用いて互いに仕え合いなさい。

11. Service

What should you keep in mind in fellowship?

(1Peter 4:10) Each of you received a spiritual gift.
God has shown you his grace in giving you
different gifts. And you are like servants who are
responsible for using God ’ s gifts. So be good
servants and use your gifts to serve each other.
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12. 良い行い

あなたの良い行ないがもたらす、
望ましい結果とは何ですか？

（マタイ 5:16） このように、あなたがたの光を人々の前
で輝かせなさい。人々があなたがたの良い行いを見
て、天におられるあなたがたの父をあがめるようにな
るためです。

12. Good deeds

What is the most desirable result that our
good deeds should bring to people?

(Matthew 5:16) In the same way, you should be a
light for other people. Live so that they will see
the good things you do. Live so that they will
praise your Father in heaven.



112

「幸せの木を育てる」聖句暗唱 2 
〒812-0045福岡市博多区東公園４－５
著 者 JOY CHURCH
電 話 092(643)5534
E－mail joyskan@gmail.com

mailto:jenm@jenm.org

	「信仰者の姿勢」編
	クリスチャンの望ましい人格や姿勢は、
	どういうことですか？
	What are the characteristics of a Christian's atti
	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。
	“Speak, Lord. I am your servant, and I am listenin

	信仰者として、堅く信じるべきことは、               　　　　どういうことですか？
	What do you have to believe in as a believer?
	真の愛に求められるのは何ですか？
	What is required for true love?
	すべてを導く神を信じる者として、すべてのことに対し、とるべき姿勢とは何ですか？
	As a believer in God who guides everything,
	what is the attitude to take for all things?
	信仰者は、他人にどのような態度をとるべきですか？
	What attitude should a believer               　　　　
	どういうことが、クリスチャンの道徳的な面に
	傷をつけるようになりますか？
	What damages the moral side of Christians?
	ダビデは罪を犯さないために、何をしましたか？
	What did David do to keep him from sinning?
	謙遜な人は、自分や他人にどのような
	態度をとるのですか？
	How do humble people behave 
	towards themselves and others?
	クリスチャンは、何に責められないように
	すべきですか？
	At the very least, what should             　　Chris
	失格者とならないために、必要な二つは何ですか？
	What are the two things you need
	to do to avoid being disqualified?
	任されたことに対し、あなたがとるべき
	態度とは何ですか？
	What is your attitude towards the job
	you are assigned to?
	交わりの中で、心かけるべきことは何ですか？
	What should you keep in mind in fellowship?
	あなたの良い行ないがもたらす、
	望ましい結果とは何ですか？
	What is the most desirable result that our        


