
神の言葉（黙想） 
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言葉はたくさんあるのに、本当に私が聞かなければならない言葉は誰の言葉なのか？ 

私が聞いて、私の魂が喜ぶ言葉は誰の言葉なのか？ 

私が聞く耳を持って聞かなければならない言葉は神の言葉。 

天地を言葉一つで創造した神の言葉。 

 

民数記 23章 19節 

神は人間ではなく、偽りを言うことがない。人の子ではなく、悔いることがない。 

神は言われたことを、なさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。  

 

自分で約束しておきながら守ってないことがどれほど多いだろうか。 

しかし神様は約束を守る方だから安心して信じることが出来るから、本当に感謝、感謝！！ 

 

イザヤ書 55章 10-11節 

雨や雪が天から降ってもとに戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、 

種蒔く者には種を与え、食べる者にはパンを与える。 

そのように、わたしの口から出るわたしのことばも、むなしく、わたしのところに帰っては 

来ない。必ず、わたしの望む事を成し遂げ、わたしの言い送った事を成功させる。 

 

苦しかった時、この言葉を信じて希望を持って忍耐しました。 

そして神様は助けると約束したとおりに助けて下さいました。 

その事でさらに神様を信頼することが出来ました。 

言葉で世界を造った神様の言葉は今も健在。その言葉は力があふれ、希望があふれ、 

愛があふれ、命があふれます。 

日々私を支え、私の足元を照らし、私が人生につまずく事がないようにして下さいます。 

主の言葉を愛し感謝しています。



素晴らしい恵み（黙想） 
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受ける資格もない者に注がれる神の恵み ――。 

それはまるで 空から降ってくる雨のよう。暖かい太陽の光のよう。 

そよ風のようだ。 

聖書の隅々にあふれるのは、神様の恵み。 

その恵みは私にとっては…宝物、財産。盗人も盗むことが出来ないから、持っていても平安。 

エジプトで奴隷の苦役で耐えられなくなったイスラエルの民たちに与えられた主の恵みは 

どんなに素晴らしい恵みであったのか？ 

出エジプト記 15章 13節 

あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、御力をもって、 

聖なる御住まいに伴われた。 

 

昼は雲の柱で、夜は火の柱で守りながら乳と蜜の流れるカナンの地に導いた 

神様の素晴らしい恵み！！ 

私が受けた恵みは何か？ 

罪の奴隷から、神の子にされた、言葉では言い表す事の出来ない恵み。 

天国に入る資格を与えて下さった素晴らしい恵み。 

エペソ 1章 7節 

この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の赦しを受けています。 

これは神の豊かな恵みによることです。 

エペソ 2章 8節 

あなたがたは、恵みのゆえに信仰によって救われたのです。 

それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。 

取るに足りない小さい者に目を留め、手を差し伸べて下さった主、 

わが主に心からの感謝をささげます。 

主は今日も失われた魂を求めて全世界を見回している。 

一人の魂が救われることを誰よりも喜ぶ主。 

恵みを惜しまずに与える主。恵みを受けた私もその心で生きていきたい。



平安に関するみことば 
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神が与えて下さる平安は、この世にある平安とは本質的に違います。 

神の平安は、信じる人の心を守る見張り人のように、すべての心配から絶望から聖徒たちを 

守ることです。 

ピリピ 4章 6-7節 

何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、 

あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。 

そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いを 

キリスト・イエスにあって守ってくれます。 

ローマ 5章 1節 

ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、 

神との平和を持っています。 

ヨハネの福音書 14章 27節 

わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。 

わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。 

あなたがたは心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。 

イザヤ書 26章 3節 

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。 

詩篇 29編 11節 

主は、ご自身の民に力をお与えになる。主は、平安をもって、ご自身の民を祝福される。 

幸せになりたいなら、この平安なしにはなることができません。 

主がこの平安を与えます。 

詩篇 119編 165節 

あなたのみおしえを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありません。 

詩篇 37編 37節 

全き人に目を留め、直ぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。



感謝に関するみことば 
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神を神として認める人、自分は神によって生かされていることを知っている人は、 

いつも感謝の心で神様をあがめます。 

感謝の心は、神様が喜ぶ心です。 

詩篇 107編 21-22節 

彼らは、主の恵みと、人の子らへの奇しいわざを主に感謝せよ。 

彼らは、感謝のいけにえをささげ、喜び叫びながら主のみわざを語れ。 

 

詩篇 140編 13節 

まことに、正しい者はあなたの御名に感謝し、直ぐな人はあなたの御前に住むでしょう。 

 

コロサイ 3章 15節 

感謝の心を持つ人になりなさい。 

 

第 1歴代誌 16章 34節 

主に感謝せよ。主はまことにいつくしみ深い。その恵みはとこしえまで。 

 

詩篇 75編 1節 

私たちは、あなたに感謝します。神よ。私たちは感謝します。 

御名は、近くにあり、人々は、あなたの奇しいわざを語り告げます。 

 

詩篇 50編 23節 

感謝のいけにえをささげる人は、わたしをあがめよう。 

その道を正しくする人に、わたしは神の救いを見せよう。



信仰に関するみことば 
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信仰は、みことばを聞く時に生まれます。神のみことばをよく聞く時に信仰が生まれ、 

さらに聞いていくうちに、信仰の確信が与えられて信仰は成長していきます。 

ローマ 10章 17節 

そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによる 

のです。 

 

ローマ 5章 1節 

ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、 

神との平和を持っています。 

 

第 2コリント 5章 7節 

確かに、私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。 

 

ガラテヤ 5章 6節 

キリスト・イエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、 

愛によって働く信仰だけが大事なのです。 

 

ローマ 10章 9-10節 

なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から 

よみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。 

人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 

 

ヤコブ 2章 26節 

たましいを離れたからだが、死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は、 

死んでいるのです。 



力に関するみことば 
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私には出来ないが、私に力を与えて下さる方の中で出来るということを 

信じなければなりません。 

不可能を可能に。出来ないことを出来るようにするのが神の力です。 

エペソ 6章 10節 

終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。 

 

ピリピ 4章 13節 

私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。 

 

ヘブル 1章 3節 

御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力あるみことばによって 

万物を保っておられます。 

また、罪のきよめを成し遂げて、すぐれて高い所の大能者の右の座に着かれました。 

 

第 1ペテロ 1章 5節 

あなたがたは、信仰により、神の御力によって守られており、終わりのときに現されるように

用意されている救いをいただくのです。 

 

ヨハネの黙示録 4章 11節 

「主よ。われらの神よ。あなたは、栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。 

あなたは万物を創造し、あなたのみこころゆえに、万物は存在し、また創造されたのですから。」 

 

詩篇 18編 1節 

主、わが力。私は、あなたを慕います。 



命に関するみことば 
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いのちほど尊いものはないです。全世界を手に入れても、いのちを失ったらすべてのものは 

虚しいものになります。永遠のいのちの値打ちは、はかり知れないほど尊いものであります。 

 

ルカの福音書 12編 15節 

そして人々に言われた。「どんな貪欲にも注意して、よく警戒しなさい。 

なぜなら、いくら豊かな人でも、その人のいのちは財産にあるのではないからです。 

 

ヨハネの福音書 1章 4節 

 

この方にいのちがあった。このいのちは人の光であった。 

 

ヨハネの福音書 5章 24節 

 

まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方

を信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているの

です。 

 

 

ローマ 5章 18節 

 

こういうわけで、ちょうどひとりの違反によってすべての人が罪に定められたのと同様に、 

ひとりの義の行為によってすべての人が義と認められ、いのちを与えられるのです。 

 

第 2コリント 4章 10節 

 

いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それは、イエスのいのちが私たちの身に 

おいて明らかに示されるためです。 

 



怒りがある時 
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イライラして怒りを爆発させても心がすっきりして平安になることはありません。 

火山が爆発して良い事がないのと同じです。怒りをおさめなければなりません。 

 

詩篇 37編 8節 

怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。 

 

伝道者の書 7章 9節 

 

軽々しく心をいらだててはならない。いらだちは愚かな者の胸にとどまるから。 

 

 

ローマ 12章 19節 

愛する人たち。自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは、こう書いて 

あるからです。「復讐はわたしのすることである。わたしが報いをする、と主は言われる。 

 

 

エペソ 4章 31-32節 

無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを、いっさいの悪意とともに、みな捨て去りなさい。 

お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなたがたを赦して 

くださったように、互いに赦し合いなさい。 

 

 

エペソ 4章 26-27節 

怒っても、罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。 

悪魔に機会を与えないようにしなさい。 

 

 

ヤコブ 1章 19-20節 

愛する兄弟たち。あなたがたはそのことを知っているのです。 

しかし、だれでも、聞くには早く、語るにはおそく、怒るにはおそいようにしなさい。 

人の怒りは、神の義を実現するものではありません。



挫折した時 
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挫折をしてしまうと良い未来を描くことが出来ません。 

座り込んでいると良い景色が見えないように、良い未来のためにも立ち上がらないと 

いけません。 

 

詩篇 37編 24節 

 

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。 

 

イザヤ書 40章 29-30節 

 

疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、 

若い男もつまずき倒れる。 

 

山登りをする人たちは上る時より下る時にもっと気をつけます。 

下る時に足を滑らせて転落する事故が多いからです。 

人生にも下る時がありますが、その時挫折するなら転落する危険があります。 

その時はもっと気を付けて神のことばで足元を安全にして下さい。 

 

ピリピ 4章 6-7節 

 

何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、 

あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。 

そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いを 

キリスト・イエスにあって守ってくれます。 

 

 

第 1ペテロ 4章 12-13節 

 

愛する者たち。あなたがたを試みるためにあなたがたの間に燃えさかる火の試練を、 

何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろ、キリストの苦しみ

にあずかれるのですから、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が現れるときにも、 

喜びおどる者となるためです。 

 

イザヤ書 26章 3節 

 

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。



病気にかかった時 
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イエス様や弟子たちは多くの病人を癒しました。癒すことが主のみこころです。 

医者にかかったり、 薬がすべてではないです。必ずみことばを握ってまず祈ってください。 

医者の所に行く時も祈りながら行きましょう。 

 

 

ヤコブ 5章 14-16節 

 

あなたがたのうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によって、

オリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは、病む人を回復させます。 

主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は 

赦されます。ですから、あなたがたは、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。 

いやされるためです。義人の祈りは働くと、大きな力があります。 

 

 

詩篇 41編 3節 

 

主は病の床で彼をささえられる。病むときにどうか彼を全くいやしてくださるように。 

 

 

エレミヤ書 30章 17節 

 

わたしがあなたの傷を直し、あなたの打ち傷をいやすからだ。 

 

 

出エジプト記 23章 25節 

あなたがたの神、主に仕えなさい。主はあなたのパンと水を祝福してくださる。 

わたしはあなたの間から病気を除き去ろう。 

 

 

出エジプト記 15章 26節 

 

そして、仰せられた。「もし、あなたがあなたの神、主の声に確かに聞き従い、 

主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、そのおきてをことごとく 

守るなら、わたしはエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。 

わたしは主、あなたをいやす者である。」 

 

 

 

 



病気にかかった時 
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主は癒し主です。主は私たちが健康になることを願う方です。 

 

病気の時に癒しを求めて祈るように主が勧めています。 

 

 

マタイの福音書 9章 35節 

 

それから、イエスは、すべての町や村を巡って、会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、 

あらゆる病気、あらゆるわずらいをいやされた。 

 

 

イザヤ書 58章 8節 

 

そのとき、暁のようにあなたの光がさしいで、あなたの傷はすみやかにいやされる。 

あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光が、あなたのしんがりとなられる。 

 

 

第 2列王記 20章 5節 

 

引き返して、わたしの民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神、主は、こう仰せら

れる。『わたしはあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ。わたしはあなたをいやす。 

三日目には、あなたは主の宮に上る。



経済的ストレスの時 
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貧困は不幸ではないですが不便です。経済的祝福は生活上、必要です。 

 

神様は私たちの必要を満たして下さる方です。祝福の神に祈り求めましょう。 

 

 

ピリピ 4章 19節 

 

また、私の神は、キリスト・イエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなたがたの必要を 

すべて満たしてくださいます。 

 

 

詩篇 34編 9-10節 

 

主を恐れよ。その聖徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。 

若い獅子も乏しくなって飢える。 

しかし、主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。 

 

 

ルカの福音書 12章 24節 

 

烏（からす）のことを考えてみなさい。蒔きもせず、刈り入れもせず、納屋も倉もありません。 

けれども、神が彼らを養っていてくださいます。 

あなたがたは、鳥よりも、はるかにすぐれたものです。 

 

 

ヨハネの福音書 16章 24節 

 

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。 

 

 

詩篇 37編 25節 

 

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。 



天地創造に関するみことば 
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全世界は偶然出来たものではなく、創造主なる神によって造られました。 

 

 

創世記 1章 1節 

 

初めに、神が天と地を創造した。 

 

 

ヨハネの福音書 1章 1-3節 

 

初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。 

この方は、初めに神とともにおられた。 

すべてのものは、この方によって造られた。 

造られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。 

 

 

詩篇 33編 6節 

 

主のことばによって、天は造られた。天の万象もすべて、御口のいぶきによって。 

 

 

出エジプト記 20章 11節 

 

それは主が六日のうちに、天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを造り、 

七日目に休まれたからである。 

それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。 

 

 

コロサイ 1章 15-17節 

 

御子は、見えない神のかたちであり、造られたすべてのものより先に生まれた方です。 

なぜなら、万物は御子にあって造られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、 

また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって造られたのです。 

万物は、御子によって造られ、御子のために造られたのです。 

御子は、万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。



イエス・キリストに関するみことば 
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神の御子として全世界と救いをもたらすために来られた救い主イエス・キリストを知ることは

永遠のいのちへの一歩です。 

 

 

ヨハネの福音書 3章 16節 

 

神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。 

それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 

 

 

ピリピ 2章 5-7節 

 

あなたがたの間では、そのような心構えでいなさい。 

それはキリスト・イエスのうちにも見られるものです。 

キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、 

ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。 

 

 

使徒の働き 4章 12節 

 

この方以外には、だれによっても救いはありません。 

天の下でこの御名のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。 

 

 

ヨハネの福音書 6章 35節 

 

イエスは言われた。「わたしがいのちのパンです。わたしに来る者は決して飢えることがなく、 

わたしを信じる者はどんなときにも、決して渇くことがありません。



苦難の中にいる時 
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人生の旅路で苦しい道を歩く時があります。 

涙の谷、心も凍るような冬の景色の道を歩く時、力を得ることば、希望あることばが必要です。 

 

第 2コリント 1章 5-7節 

 

それは、私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによって 

あふれているからです。 

もし私たちが苦しみに会うなら、それはあなたがたの慰めと救いのためです。 

もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなたがたの慰めのためで、その慰めは、 

私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなたがたに与えるのです。 

私たちがあなたがたについて抱いている望みは、動くことがありません。 

なぜなら、あなたがたが私たちと苦しみをともにしているように、 

慰めをもともにしていることを、私たちは知っているからです。 

 

ヨハネの福音書 16章 33節 

 

わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を 

持つためです。あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。 

わたしはすでに世に勝ったのです。 

 

ヤコブ 5章 13節 

 

あなたがたのうちに苦しんでいる人がいますか。その人は祈りなさい。 

喜んでいる人がいますか。その人は賛美しなさい。 

 

詩篇 34編 19節 

 

正しい者の悩みは多い。しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。 

 

 

詩篇 121編 7-8節 

 

主は、すべてのわざわいから、あなたを守り、あなたのいのちを守られる。 

主は、あなたを、行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。 

 

詩篇 50編 15節 

 

苦難の日にはわたしを呼び求めよ。わたしはあなたを助け出そう。 

あなたはわたしをあがめよう。



悩みがある時 
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悩みのない人生があるでしょうか？悩みがある時、心は沈みがちになります。 

その時にこそ助けてくださる方の助け・助言を求めましょう。 

 

 

詩篇 46編 1-3節 

 

神はわれらの避け所、また力。苦しむとき、そこにある助け。 

それゆえ、われらは恐れない。たとい、地は変わり山々が海のまなかに移ろうとも。 

たとい、その水が立ち騒ぎ、あわだっても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。 

 

 

詩篇 37編 39節 

 

正しい者の救いは、主から来る。苦難のときの彼らのとりでは主である。 

 

 

ヨブ記 5章 19節 

 

神は六つの苦しみから、あなたを救い出し、七つ目のわざわいはあなたに触れない。 

 

 

詩篇 40編 1-2節 

 

私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私のほうに身を傾け、私の叫びを聞き、 

私を滅びの穴から、泥沼から、引き上げてくださった。そして私の足を巌の上に置き、 

私の歩みを確かにされた。 

 

 

第 2コリント 4章 8-9節 

 

私たちは、四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。 

途方にくれていますが、行きづまることはありません。 

迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。



みことばに従順する 
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主のことばは権威あることばであり、私たちの魂にいのちを与えることばです。 

そのことばに対して謙虚に聞き従うことを主は命令しておられます。 

 

 

マタイの福音書 5章 18節 

 

まことに、あなたがたに告げます。天地が滅びうせない限り、 

律法の中の一点一画でも決してすたれることはありません。全部が成就されます。 

 

 

マタイの福音書 12章 50節 

 

天におられるわたしの父のみこころを行う者はだれでも、わたしの兄弟、姉妹、 

また母なのです。 

 

 

マタイの福音書 7章 21節 

 

わたしに向かって、『主よ、主よ』と言う者がみな天の御国に入るのではなく、 

天におられるわたしの父のみこころを行う者が入るのです。 

 

 

イザヤ書 1章 19節 

 

もし喜んで聞こうとするなら、あなたがたは、この国の良い物を食べることができる。 

 

 

ヨハネの福音書 15章 10節 

 

もし、あなたがたがわたしの戒めを守るなら、あなたがたはわたしの愛にとどまるのです。 

それは、わたしがわたしの父の戒めを守って、わたしの父の愛の中にとどまっているのと 

同じです。 

 

 

 

第 1ヨハネ 2章 17節 

 

世と世の欲は滅び去ります。しかし、神のみこころを行う者は、いつまでもながらえます。



神様の守り 
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神さまの守りがあることは私たちにとって一番の安心です。 

守りは要りませんと言える人は何もわかってない人です。 

私たちは神さまの守りは必ず必要です。 

 

 

ヨハネの福音書 10章 4節 

 

彼は、自分の羊をみな引き出すと、その先頭に立って行きます。 

すると羊は、彼の声を知っているので、彼について行きます。 

 

 

詩篇 121編 1-2節 

 

私は山に向かって目を上げる。私の助けは、どこから来るのだろうか。 

私の助けは、天地を造られた主から来る。 

 

 

イザヤ書 40章 31節 

 

しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、鷲のように翼をかって上ることができる。 

走ってもたゆまず、歩いても疲れない。 

 

 

第 1ヨハネ 5章 18節 

 

神によって生まれた者はだれも罪を犯さないことを、私たちは知っています。 

神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、 

悪い者は彼に触れることができないのです。



言葉で失敗が多いとき・１ 
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ことばで失敗をしない人がいたら、その人はからだ全体もりっぱに制御できる完全な人と 

言われますが、そのような人が果たして存在しているでしょうか。 

しかし、ことばの失敗を減らす努力は常にしていかなければなりません。 

 

箴言 10章 19節 

 

ことば数が多いところには、そむきの罪がつきもの。自分のくちびるを制する者は思慮がある。 

 

箴言 12章 18節 

 

軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人をいやす。 

 

箴言 15章 1節 

 

柔らかな答えは憤りを静める。しかし激しいことばは怒りを引き起こす。 

 

箴言 15章 28節 

 

正しい者の心は、どう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。 

 

箴言 21章 23節 

 

自分の口と舌とを守る者は、自分自身を守って苦しみに会わない。 

 

箴言 17章 9節 

 

そむきの罪をおおう者は、愛を追い求める者。同じことをくり返して言う者は、 

親しい友を離れさせる。 

 

箴言 17章 27節 

 

自分のことばを控える者は知識に富む者。心の冷静な人は英知のある者。 

 

箴言 18章 8節 

 

陰口をたたく者のことばはおいしい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。



言葉で失敗が多いとき・２ 
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箴言 20章 19節 

 

歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。くちびるを開く者とは交わるな。 

 

箴言 20章 22節 

 

「悪に報いてやろう」と言ってはならない。主を待ち望め。主があなたを救われる。 

 

箴言 25章 11節 

 

時宜にかなって語られることばは、銀の彫り物にはめられた金のりんごのようだ。 

 

箴言 25章 15節 

 

忍耐強く説けば、首領も納得する。柔らかな舌は骨を砕く。 

 

第 1ペテロ 3章 10節 

 

いのちを愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を押さえて悪を言わず、 

くちびるを閉ざして偽りを語らず 

 

ヤコブ 3章 2節 

 

私たちはみな、多くの点で失敗をするものです。もし、ことばで失敗をしない人がいたら、 

その人は、からだ全体もりっぱに制御できる完全な人です。 

 

ヤコブ 1章 26節 

 

自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌にくつわをかけず、自分の心を欺いているなら、

そのような人の宗教はむなしいものです。 

 

エペソ 4章 29節 

 

悪いことばを、いっさい口から出してはいけません。 

ただ、必要なとき、人の徳を養うのに役立つことばを話し、聞く人に恵みを与えなさい。



恐れがある時 

 

21 

心に恐れがあるとストレスを強く感じます。恐れのない心は平安です。 

 

恐れがある時に必要なことばです。 

 

 

ヨハネの福音書 14章 27節 

 

わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。 

わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。 

あなたがたは心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。 

 

 

詩篇 91編 7節 

 

千人が、あなたのかたわらに、万人が、あなたの右手に倒れても、それはあなたには、 

近づかない。 

 

 

箴言 29章 25節 

 

人を恐れるとわなにかかる。しかし主に信頼する者は守られる。 

 

 

ヨシュア記 1章 9節 

 

わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。 

おののいてはならない。 

あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたとともにあるからである。 

 

 

第 1ヨハネ 4章 18節 

 

愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。 

なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。 

恐れる者の愛は、全きものとなっていないのです。 

 



信仰と信頼 
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信頼出来る存在がいることほど心強いことはないです。 

イエス様はとこしえまで変わらない一番信頼できる方です。 

 

信頼出来るその方を信じることが私たちの力です。 

 

 

イザヤ書 41章 10節 

 

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め、あなたを助け、わたしの義の右の手で、あなたを守る。 

 

 

ヘブル 12章 2節 

 

信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 

イエスは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、はずかしめをものともせずに十字架を忍び、 

神の御座の右に着座されました。 

 

 

イザヤ書 43章 2節 

 

あなたが水の中を過ぎるときも、わたしはあなたとともにおり、川を渡るときも、 

あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。 

 

 

マタイの福音書 17章 20節 

 

イエスは言われた。「あなたがたの信仰が薄いからです。まことに、あなたがたに告げます。 

もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、『ここからあそこに移れ』と言えば 

移るのです。 

どんなことでも、あなたがたにできないことはありません。 

 

 

ヨハネの福音書 20章 29節 

 

イエスは彼に言われた。「あなたはわたしを見たから信じたのですか。 

見ずに信じる者は幸いです。」 

 



自由に関するみことば 
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あらゆるものに縛られたり、押えられたりしながら生きるのが人間です。 

 

その人間を解放するために来られた主に出会うならば、奴隷のような人生から自由人としての 

人生に変わります。 

 

 

ヨハネの福音書 8章 32節 

 

そして、あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にします。 

 

 

ローマ 8章 2節 

 

なぜなら、キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、罪と死の原理から、 

あなたを解放したからです。 

 

 

第 1コリント 3章 17節 

 

もし、だれかが神の神殿をこわすなら、神がその人を滅ぼされます。 

神の神殿は聖なるものだからです。あなたがたがその神殿です。 

 

 

イザヤ書 61章 1節 

 

神である主の霊が、わたしの上にある。主はわたしに油をそそぎ、 

貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者をいやすために、わたしを遣わされた。 

捕らわれ人には解放を、囚人には釈放を告げ 

 

 

ガラテヤ 5章 1節 

 

キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。 

ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないように 

しなさい。



失望している人 
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失望の原因が何かをよく調べましょう。 

みことばが教えますし、みことばが立ち上がる力を与えます。 

 

イザヤ書 59章 1-2節 

 

見よ。主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて、聞こえないのではない。 

あなたがたの咎が、あなたがたと、あなたがたの神との仕切りとなり、あなたがたの罪が 

御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。 

 

ヤコブ 4章 7-10節 

 

ですから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなた 

がたから逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいてください

ます。罪ある人たち。手を洗いきよめなさい。二心の人たち。心を清くしなさい。 

あなたがたは、苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。 

あなたがたの笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。 

主の御前でへりくだりなさい。そうすれば、主があなたがたを高くしてくださいます。 

 

ヤコブ 1章 12-14節 

 

試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された、 

いのちの冠を受けるからです。だれでも誘惑に会ったとき、神によって誘惑された、と言って

はいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分でだれを誘惑なさることも 

ありません。人はそれぞれ自分の欲に引かれ、おびき寄せられて、誘惑されるのです。 

 

第 2ペテロ 1章 10節 

 

ですから、兄弟たちよ。ますます熱心に、あなたがたの召されたことと選ばれたこととを 

確かなものとしなさい。これらのことを行っていれば、つまずくことなど決してありません。 

 

ヘブル 10章 35-36節 

 

ですから、あなたがたの確信を投げ捨ててはなりません。 

それは大きな報いをもたらすものなのです。あなたがたが神のみこころを行って、約束のもの

を手に入れるために必要なのは忍耐です。 

 

ホセア書 14章 4節 

 

わたしは彼らの背信をいやし、喜んでこれを愛する。わたしの怒りは彼らを離れ去ったからだ。



祈りに関するみことば 
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祈りは信徒の霊的呼吸です。 

たえず祈りなさいと主が語った理由も祈りが呼吸であるからです。 

 

ダニエル書 6章 10節 

 

ダニエルは、その文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。 

―― 彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かってあいていた。――  

彼は、いつものように、日に三度、ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。 

 

ローマ 8章 26節 

 

御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちは、どのように祈ったら 

よいかわからないのですが、御霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって、 

私たちのためにとりなしてくださいます。 

 

マタイの福音書 6章 6節 

 

あなたは、祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして、戸をしめて、 

隠れた所におられるあなたの父に祈りなさい。 

そうすれば、隠れた所で見ておられるあなたの父が、あなたに報いてくださいます。 

 

ヨブ記 33章 26節 

 

彼が神に祈ると、彼は受け入れられる。彼は喜びをもって御顔を見、 

神はその人に彼の義を報いてくださる。 

 

詩篇 55編 17節 

 

夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると、主は私の声を聞いてくださる。 

 

第 1サムエル 12章 23節 

 

私もまた、あなたがたのために祈るのをやめて主に罪を犯すことなど、とてもできない。 

私はあなたがたに、よい正しい道を教えよう。 

 

ピリピ 4章 6節 

何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、 

あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。



伝道のことば 

 

26 

救われた人たちは、まだ救われていない人々に福音を必ず伝えなければなりません。 

 

なぜなら主の願いは、たましいが救われることだからです。 

 

 

マルコの福音書 16章 15節 

 

それから、イエスは彼らにこう言われた。「全世界に出て行き、すべての造られた者に、 

福音を宣べ伝えなさい。 

 

 

マタイの福音書 28章 19-20節 

 

それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。 

そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、わたしがあなたがたに命じて

おいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。 

見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。 

 

 

使徒の働き 1章 8節 

 

しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。 

そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、 

わたしの証人となります。 

 

 

第 2テモテ 4章 2節 

 

みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。 

寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。



什一献金と他の献金に対して 
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神様に捧げる献金に対しても神様は私たちに明確に語っておられます。 

 

 

レビ記 27章 30節 

 

こうして地の十分の一は、地の産物であっても、木の実であっても、みな主のものである。 

それは主の聖なるものである。 

 

 

マラキ書 3章 8-10節 

 

人は神のものを盗むことができようか。ところが、あなたがたはわたしのものを盗んでいる。 

しかも、あなたがたは言う。『どのようにして、私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。』 

それは、十分の一と奉納物によってである。 

あなたがたはのろいを受けている。あなたがたは、わたしのものを盗んでいる。 

この民全体が盗んでいる。 

 

十分の一をことごとく、宝物倉に携えて来て、わたしの家の食物とせよ。 

こうしてわたしをためしてみよ。―― 万軍の主は仰せられる ―― わたしがあなたがたのた

めに、天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなたがたに注ぐかどうかをためしてみよ。 

 

 

第 2コリント 9章 7節 

 

ひとりひとり、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めたとおりにしなさい。 

神は喜んで与える人を愛してくださいます。



神の裁きについて 
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神様は愛の神だけではなく、公義を行う神であります。 

 

罪に対して、悪に対しては公義に基づいて必ずさばきます。 

 

 

ヘブル 9章 27節 

 

そして、人間には、一度死ぬことと死後にさばきを受けることが定まっているように 

 

 

マタイの福音書 25章 32-33節 

 

そして、すべての国々の民が、その御前に集められます。彼は、羊飼いが羊と山羊とを 

分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、山羊を左に置きます。 

 

 

第 2テサロニケ 1章 8節 

 

そのとき主は、神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。 

 

 

伝道者の書 12章 14節 

 

神は、善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべてのわざをさばかれるからだ。 

 

 

ヨハネの黙示録 22章 12節 

 

「見よ。わたしはすぐに来る。わたしはそれぞれのしわざに応じて報いるために、 

わたしの報いを携えて来る。



心がかたくなな人 
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心を道端のように、堅くする人は、神からの恵みを受けるどころか、 

 

そのかたくなさのために神に打たれるほうが多いです。 

 

 

ヘブル 3章 7-8節 

 

ですから、聖霊が言われるとおりです。「きょう、もし御声を聞くならば、 

荒野での試みの日に御怒りを引き起こしたときのように、心をかたくなにしてはならない。 

 

 

第 1サムエル 15章 23節 

 

まことに、そむくことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。 

あなたが主のことばを退けたので、主もあなたを王位から退けた。 

 

 

マタイの福音書 23章 37節 

 

ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に遣わされた人たちを石で打つ者。 

わたしは、めんどりがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾たび集めようと 

したことか。それなのに、あなたがたはそれを好まなかった。 

 

 

ヨハネの福音書 5章 44節 

 

互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなたがたは、 

どうして信じることができますか。 

 

 

第 1コリント 1章 18節 

 

十字架のことばは、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには、 

神の力です。



信仰の決心をなかなかしない人 
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神のことばを伝えると強く拒むわけでもなく、今は難しいけど後で信じると言う人たちが 

います。決心することもなくあいまいな態度で拒みます。 

 

 

第 1列王記 18章 21節 

 

エリヤはみなの前に進み出て言った。「あなたがたは、いつまでどっちつかずによろめいて 

いるのか。もし、主が神であれば、それに従い、もし、バアルが神であれば、それに従え。」 

しかし、民は一言も彼に答えなかった。 

 

 

箴言 27章 1節 

 

あすのことを誇るな。一日のうちに何が起こるか、あなたは知らないからだ。 

 

 

マタイの福音書 16章 26節 

 

人は、たとい全世界を手に入れても、まことのいのちを損じたら、何の得がありましょう。 

そのいのちを買い戻すのには、人はいったい何を差し出せばよいでしょう。 

 

 

ヨシュア記 24章 15節 

 

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。 

 

 

ヤコブ 4章 13節 

 

聞きなさい。「きょうか、あす、これこれの町に行き、そこに一年いて、商売をして、 

もうけよう」と言う人たち。あなたがたには、あすのことはわからないのです。 

あなたがたのいのちは、いったいどのようなものですか。 

あなたがたは、しばらくの間現れて、それから消えてしまう霧にすぎません。



神につぶやく人 
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神に感謝と賛美をささげることは私たちのすべきことです。 

神にしてはいけないことは呟きです。神のなさることはすべて正しいからです。 

 

 

第 1コリント 10章 10節 

 

また、彼らの中にある人たちがつぶやいたのにならってつぶやいてはいけません。 

彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。 

 

 

ヨブ記 11章 7節 

 

あなたは神の深さを見抜くことができようか。全能者の極限を見つけることができようか。 

 

 

エゼキエル書 33章 11節 

 

彼らにこう言え。『わたしは誓って言う。―― 神である主の御告げ ―― わたしは決して悪者

の死を喜ばない。かえって、悪者がその態度を悔い改めて、生きることを喜ぶ。悔い改めよ。

悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜ、あなたがたは死のうとするのか。』 

 

 

ローマ 11章 33節 

 

ああ、神の知恵と知識との富は、何と底知れず深いことでしょう。 

そのさばきは、何と知り尽くしがたく、その道は、何と測り知りがたいことでしょう。 

 

 

ユダ 1章 15-16節 

 

すべての者にさばきを行い、不敬虔な者たちの、神を恐れずに犯した行為のいっさいと、 

また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼のいっさいとについて、 

彼らを罪に定めるためである。」 

彼らはぶつぶつ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。 

その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人をほめるのです。 

あなたがたには、あすのことはわからないのです。 

あなたがたのいのちは、いったいどのようなものですか。 

あなたがたは、しばらくの間現れて、それから消えてしまう霧にすぎません。



他人に対してつぶやく人 
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第 1コリント 10章 10節 

 

また、彼らの中にある人たちがつぶやいたのにならってつぶやいてはいけません。 

彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。 

 

 

民数記 11章 1節 

 

さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、 

主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端をなめ尽くした。 

 

 

ピリピ 2章 14節 

 

すべてのことを、つぶやかず、疑わずに行いなさい。 

 

 

第 1ペテロ 4章 9節 

 

つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。 

 

 

マタイの福音書 6章 14-15節 

 

もし人の罪を赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたを赦してくださいます。 

しかし、人を赦さないなら、あなたがたの父もあなたがたの罪をお赦しになりません。



自分には罪がないと言う人 
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自分はまじめに正しく生きて来たと思う人が多いです。 

自分を罪人とはまったく思わない人たちもいます。 

 

 

ローマ 3章 10節 

 

それは、次のように書いてあるとおりです。「義人はいない、ひとりもいない。 

 

 

伝道者の書 7章 10節 

 

「どうして、昔のほうが今より良かったのか」と言ってはならない。 

このような問いは、知恵によるのではない。 

 

 

第 1ヨハネ 1章 10節 

 

もし、罪を犯してはいないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです。 

神のみことばは私たちのうちにありません。 

 

 

ガラテヤ 6章 7節 

 

思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。 

人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります。 

 

 

ヨブ記 22章 4節 

 

あなたとともに、さばきの座に、入って行かれ、あなたを責められるのは、 

あなたが神を恐れているためか。



自分は罪が多くて神の前に出る顔がないと言う人 
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罪がないから、神は要らないと言う人もいれば、罪深いから神は自分なんか救って 

くださらないと思っている人も多いです。 

 

 

ヨハネの福音書 1章 4節 

 

この方にいのちがあった。このいのちは人の光であった。 

 

 

ローマ 5章 8節 

 

しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことに 

より、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 

 

 

第 1ペテロ 2章 24節 

 

そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。 

それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。 

キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです。 

 

 

ルカの福音書 7章 47-48節 

 

だから、わたしは『この女の多くの罪は赦されている』と言います。 

それは彼女がよけい愛したからです。しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません。」 

そして女に、「あなたの罪は赦されています」と言われた。 

 

 

ルカの福音書 5章 31-32節 

 

そこで、イエスは答えて言われた。「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。 

わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです。」



疑う人 
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疑い深いことと思慮深さの区別がつかない人も多いです。 

疑いでは神を神と知ることはできません。 

無条件に神のことばを受け入れることが信仰であり、その信仰が私たちを救います。 

 

 

マタイの福音書 14章 31節 

 

そこで、イエスはすぐに手を伸ばして、彼をつかんで言われた。「信仰の薄い人だな。 

なぜ疑うのか。」 

 

 

使徒の働き 10章 20節 

 

さあ、下に降りて行って、ためらわずに、彼らといっしょに行きなさい。 

彼らを遣わしたのはわたしです。」 

 

 

ヤコブ 1章 6節 

 

ただし、少しも疑わずに、信じて願いなさい。 

疑う人は、風に吹かれて揺れ動く、海の大波のようです。 

 

 

マルコの福音書 11章 23節 

 

まことに、あなたがたに告げます。だれでも、この山に向かって、『動いて、海に入れ』と 

言って、心の中で疑わず、ただ、自分の言ったとおりになると信じるなら、 

そのとおりになります。 

 

 

エペソ 1章 13節 

 

この方にあってあなたがたもまた、真理のことば、あなたがたの救いの福音を聞き、 

またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。



信じたら迫害されると言う人 
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マタイの福音書 5章 10-12節 

 

義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。 

わたしのために人々があなたがたをののしり、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせる 

とき、あなたがたは幸いです。 

喜びなさい。喜びおどりなさい。天ではあなたがたの報いは大きいから。 

あなたがたより前にいた預言者たちを、人々はそのように迫害したのです。 

 

 

マタイの福音書 10章 34-35節 

 

わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。 

わたしは、平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。 

なぜなら、わたしは人をその父に、娘をその母に、嫁をそのしゅうとめに逆らわせるために 

来たからです。 

 

 

ミカ書 7章 5-6節 

 

友を信用するな。親しい友をも信頼するな。 

あなたのふところに寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、 

嫁はしゅうとめに逆らい、それぞれ自分の家の者を敵としている。 

 

 

ヨハネの福音書 15章 18節 

 

もし世があなたがたを憎むなら、世はあなたがたよりもわたしを先に憎んだことを 

知っておきなさい。 

 

 

ヨハネの黙示録 2章 10節 

 

あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ。 

悪魔はあなたがたをためすために、あなたがたのうちのある人たちを牢に投げ入れようとして

いる。あなたがたは十日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。 

そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠を与えよう。



神の栄光のために 
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自分の心をコントロールすることができないならその心は暴走します。 

 

自制できる人は城を奪う人に勝ります。 

 

 

第 1コリント 3章 16-17節 

 

（※身体に対して） 

あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを 

知らないのですか。 

もし、だれかが神の神殿をこわすなら、神がその人を滅ぼされます。 

神の神殿は聖なるものだからです。あなたがたがその神殿です。 

 

 

第 1コリント 9章 25節 

 

また闘技をする者は、あらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるために 

そうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。 

 

 

第 1コリント 10章 31節 

 

こういうわけで、あなたがたは、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を現す

ためにしなさい。



罪に対する勝利 
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十字架の主によって罪から贖われた私たちは再び罪の奴隷になってはいけないです。 

反対に罪の誘惑に勝たなければなりません。 

 

ローマ 6章 14節 

というのは、罪はあなたがたを支配することがないからです。 

なぜなら、あなたがたは律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。 

 

第 1コリント 10章 13節 

あなたがたの会った試練はみな人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、 

あなたがたを、耐えられないほどの試練に会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くださいます。 

 

ヤコブ 1章 12-14節 

試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された、 

いのちの冠を受けるからです。だれでも誘惑に会ったとき、神によって誘惑された、 

と言ってはいけません。神 

は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分でだれを誘惑なさることもありません。 

人はそれぞれ自分の欲に引かれ、おびき寄せられて、誘惑されるのです。 

 

ヤコブ 4章 7節 

ですから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。 

そうすれば、悪魔はあなたがたから逃げ去ります。 

 

第 1ペテロ 5章 8-9節 

身を慎み、目をさましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、 

食い尽くすべきものを捜し求めながら、歩き回っています。 

堅く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。 

ご承知のように、世にあるあなたがたの兄弟である人々は同じ苦しみを通って来たのです。 

 

エペソ 6章 12-17節 

 

私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗やみの世界の支配者たち、 

また、天にいるもろもろの悪霊に対するものです。 

ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また、いっさいを成し遂げて、 

堅く立つことができるように、神のすべての武具をとりなさい。 

では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てを着け、 

足には平和の福音の備えをはきなさい。これらすべてのものの上に、信仰の大盾を取りなさい。 

それによって、悪い者が放つ火矢を、みな消すことができます。 

救いのかぶとをかぶり、また御霊の与える剣である、神のことばを受け取りなさい。



知恵のことば 
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上から与えられる知恵なしに人間は勝利することは難しいです。 

 

自分に頼って生きることは、知恵がないことです。 

 

 

ヤコブ 1章 5節 

 

あなたがたの中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は、だれにでも惜しげなく、 

とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。 

 

 

ヘブル 5章 13-14節 

 

まだ乳ばかり飲んでいるような者はみな、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。 

しかし、堅い食物はおとなの物であって、経験によって良い物と悪い物とを見分ける感覚を 

訓練された人たちの物です。 

 

 

箴言 28章 5節 

 

悪人は公義を悟らない。主を尋ね求める者はすべての事を悟る。 

 

 

ルカの福音書 21章 15節 

 

どんな反対者も、反論もできず、反証もできないようなことばと知恵を、 

わたしがあなたがたに与えます。



自由に対して 
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自由は人間が人間らしく生きるためには必要です。自由は平安であり、喜びです。 

 

 

ヨハネの福音書 8章 32節 

 

そして、あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にします。 

 

ローマ 8章 2節 

 

なぜなら、キリスト・イエスにあり、いのちの御霊の原理が、罪と死の原理から、 

あなたを解放したからです。 

 

ローマ 6章 22節 

 

しかし今は、罪から解放されて神の奴隷となり、聖潔に至る実を得たのです。 

その行き着く所は永遠のいのちです。 

 

第 2コリント 3章 17節 

 

主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。 

 

イザヤ書 61章 1節 

 

神である主の霊が、わたしの上にある。主はわたしに油をそそぎ、 

貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者をいやすために、わたしを遣わされた。 

捕らわれ人には解放を、囚人には釈放を告げ 

 

ガラテヤ 5章 1節 

 

キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。 

ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないように 

しなさい。 

 

ガラテヤ 5章 13節 

 

兄弟たち。あなたがたは、自由を与えられるために召されたのです。 

ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。



隣人への愛 
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神を愛する事、隣人を愛することは主の命令であり、律法の中身です。 

イエス様も命令として隣人愛を示しました。 

 

 

第 1ヨハネ 4章 11-12節 

 

愛する者たち。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、 

私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて、だれも神を見た者はありません。 

もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに 

全うされるのです。 

 

 

ヨハネの福音書 15章 12-13節 

 

わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合うこと、 

これがわたしの戒めです。 

人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだれも持っていません。 

 

 

マルコの福音書 12章 30-31節 

 

心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』 

次にはこれです。『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』 

この二つより大事な命令は、ほかにありません。」 

 

 

マルコの福音書 13章 34-35節 

 

それはちょうど、旅に立つ人が、出がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて 

責任を持たせ、門番には目をさましているように言いつけるようなものです。 

だから、目をさましていなさい。家の主人がいつ帰って来るか、夕方か、夜中か、 

鶏の鳴くころか、明け方か、わからないからです。 

 

 

マタイの福音書 5章 44節 

 

しかし、わたしはあなたがたに言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。 
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ローマ 13章 10節 

 

愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ、愛は律法を全うします。 

 

 

第 1ヨハネ 4章 7-8節 

 

愛する者たち。私たちは、互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。 

愛のある者はみな神から生まれ、神を知っています。 

愛のない者に、神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。 

 

 

第 1ヨハネ 3章 14節 

 

私たちは、自分が死からいのちに移ったことを知っています。 

それは、兄弟を愛しているからです。愛さない者は、死のうちにとどまっているのです。 

 

 

詩篇 133編 1-3節 

 

見よ。兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんというしあわせ、 

なんという楽しさであろう。 

それは頭の上にそそがれた尊い油のようだ。 

それはひげに、アロンのひげに流れてその衣のえりにまで流れしたたる。 

それはまたシオンの山々におりるヘルモンの露にも似ている。 

主がそこにとこしえのいのちの祝福を命じられたからである。 


