






拠り所が壊されたら 正しい者に何が
できるだろうか。」[詩篇 11:3]

“When the foundations are being 
destroyed, what can the righteous do?””
Psalms 11:3 NIV



主とその御力を尋ね求めよ。 絶えず御顔
を慕い求めよ。[歴代誌 第一16:11]

“Look to the Lord and his strength; seek 
his face always.” 1 Chronicles 16:11 NIV



“ハレルヤ。 主の恵み深さを感謝します。
その愛は、いつまでも変わることがありま
せん。” 詩篇 106:1 JCB 

“Praise the Lord. Give thanks to the 
Lord, for he is good; his love endures 
forever.” Psalms 106:1 NIV



1) 感じるままを神様に伝える
TELL GOD HOW YOU FEEL!



“頼むから、私の苦しみをわかってほしい。
悩み苦しんでいる私に、気がすむまで語
らせてほしい。” ヨブ 記 7:11 

“So I will not be quiet! I will let my 
suffering spirit speak! I will let my bitter 
soul complain!” Job 7:11 ERV



“ああ、できることなら、昔の月日のようで
あったらよいのに。神が私を守ってくだ
さった 日々のようであったらよいのに。
[ヨブ記 29:2]”

“I wish my life could be the same as it 
was a few months ago, when God 
watched over me and cared for me.”
Job 29:2 ERV



2) 変わることのない神様の
ご性質にフォーカスする

FOCUS ON WHO GOD IS - GOD’S 
UNCHANGING NATURE!



このとき、ヨブは立ち上がって上着を引き裂き、頭を剃り、
地にひれ伏して礼拝し、そして言った。「私は裸で母の胎
から出て来た。また裸でかしこに帰ろう。主は与え、主は
取られる。主の御名はほむべきかな。」 ヨブはこれらす
べてのことにおいても、罪に陥ることなく、神に対して愚
痴をこぼすようなことはしなかった。[ヨブ記 1:20,21,22]

“At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. 
Then he fell to the ground in worship and said: “Naked I came 
from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave 
and the Lord has taken away; may the name of the Lord be 
praised.” In all this, Job did not sin by charging God with 
wrongdoing.” Job 1:20-22 NIV



どんな時でも神様を賛美できる理由
What you can praise God for:

-神様は良いお方で、愛に満ちておられる(ヨブ 10:12)
That He is a good & loving God (Job 10:12)

-神様は全能である (ヨブ36:22,  37:5,23)
That He is all-powerful (Job 36:22,  37:5,23)

-神様は私の人生の全てをご存知である(ヨブ23:10, 31:4)
That He notices every detail of my life  (Job 23:10, 31:4)



どんな時でも神様を賛美できる理由
What you can praise God for:

-神様はすべてを支配しておられる (ヨブ 34:13)
That He is in control (Job 34:13)

-神様は私の人生に計画を持っておられる(ヨブ23:14)
That He has a plan for my life (Job 23:14)

-神様は私を守ってくださる(ヨブ5:11-12)
That He will protect me  (Job 5:11-12)



3) 神様がちからを与えてくださこと、
約束を守られる方であることを信じる

ASK GOD FOR STRENGTH AND HELP/ 
TRUST GOD TO KEEP HIS PROMISES



主とその御力を尋ね求めよ。 絶えず御顔を慕い求めよ。[詩篇 105:4]
“Look to the Lord and his strength; seek his face always.” Psalms 
105:4 NIV

知恵と力は神とともにあり、 思慮と英知も神のものだ。
[ヨブ記 12:13]
“To God belong wisdom and power; counsel and understanding are 
his.” Job 12:13 NIV

私は身を横たえて眠り また目を覚ます。 主が私を支えてくださるから
[詩篇 3:5]
“I can lie down to rest and know that I will wake up, because the 
Lord covers and protects me. ”Psalms 3:5ERV



私は神の唇の命令から離れず、自分の定
めよりも神の口のことばを蓄えた。
[ヨブ記 23:12]

“I have not departed from the commands 
of his lips; I have treasured the words of 
his mouth more than my daily bread.”
Job 23:12 NIV



4)イエス様とその約束に
フォーカスし続ける

KEEP FOCUSED ON JESUS AND 
HIS PROMISES!



ですから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は
衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時
の軽い苦難は、それとは比べものにならないほど重い永遠の
栄光を、私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにでは
なく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であ
り、見えないものは永遠に続くからです。
[コリント人への手紙 第二 4:16-18]

“Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are 
wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For 
our light and momentary troubles are achieving for us an eternal 
glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what 
is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, 
but what is unseen is eternal.” 2 Corinthians 4:16-18 NIV



神は、罪を知らない方を私たちのために罪とされ
ました。それは、私たちがこの方にあって神の義
となるためです。
[コリント人への手紙 第二 5:21]

“God made him who had no sin to be sin for us, 
so that in him we might become the 
righteousness of God.” 
2 Corinthians 5:21 NIV




