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神様から来る信仰
Faith from God



マタイ14:28-31
28その時、ペテロが叫びました。「先生。もしほんとうにあな

ただったら、私に、水の上を歩いてここまで来いとおっ
しゃってください。」
29「いいでしょう。来なさい。」言われるままに、ペテロは舟
べりをまたいで、水の上を歩き始めました。 30ところが高波

を見てこわくなり、沈みかけたので、大声で、「主よ。助けて
ください」と叫びました。
31イエスはすぐに手を差し出してペテロを助け、「ああ、信
仰の薄い人よ。なぜわたしを疑うのです」と言われました。
32二人が舟に乗り込むと、すぐに風はやみました。



Matthew 14:28-31 NIV

“Lord, if it’s you,” Peter replied, “tell me to come to you on 
the water.” “Come,” he said. Then Peter got down out of 
the boat, walked on the water and came toward Jesus. But 
when he saw the wind, he was afraid and, beginning to 
sink, cried out, “Lord, save me!” Immediately Jesus 
reached out his hand and caught him. “You of little faith,” 
he said, “why did you doubt?”



信仰は、恐れと正反対
Faith is the opposite of Fear



エペソ2:8-9
8あなたがたは、恵みにより、キリストを信じることによって

救われたのです。しかも、そのキリストを信じることすらも、
あなたがたから自発的に出たことではありません。それも
また、神からの賜物（贈り物）です。 9救いは、私たちの良
い行いに対する報酬ではありません。

Ephesians 2:8-9 NIV
“For it is by grace you have been saved, through faith—and 
this is not from yourselves, it is the gift of God— not by 
works, so that no one can boast.”



イザヤ41：10
10恐れるな。わたしがついている。
取り乱すな。わたしはあなたの神だ。
わたしはあなたを力づけ、あなたを助け、
勝利の右の手でしっかり支える。

Isaiah 41:10 NIV
“So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I 
am your God. I will strengthen you and help you; I will 
uphold you with my righteous right hand.”



ヨシュア1:9
9さあ、勇気を出しなさい。恐れたり迷ったりしてはならない。
どこへ行っても、あなたの神であるわたしがついている。」

Joshua 1:9 NIV
“Have I not commanded you? Be strong and courageous. 
Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your 
God will be with you wherever you go.”



信仰は恐れを打ちのめす
Faith Defeats Fear



ローマ10:17
17信仰は、キリストについてのことばに耳を傾けることから
始まるのです。

Romans 10:17 NKJV
“So then faith comes by hearing, and hearing by the word 
of God.”



詩篇56:3
恐れるとき、私はあなたに信頼します。

Psalms 56:3 ERV 
“When I am afraid, I put my trust in you.”



詩篇56：11
私は神への信頼を失いません。
ああ、神のすばらしいお約束！
人間ごときが何をしかけてこようと、私は恐れません。

Psalms 56:11 NKJV
“In God I have put my trust; I will not be afraid. What can 
man do to me?”



1 Samuel 17:34-37 ERV
“But David said to Saul, “There were times when I was taking care 
of my father’s sheep that wild animals came to take some sheep 
from the flock. Once there was a lion and another time, a bear. I 
chased that wild animal, attacked it, and took the sheep from its 
mouth. The wild animal jumped on me, but I caught it by the fur 
under its mouth. And I hit it and killed it. I killed both a lion and a 
bear like that! And I will kill that foreigner, Goliath, just like them. 
Goliath will die because he made fun of the army of the living God. 
The Lord saved me from the lion and the bear. He will also save me 
from this Philistine.” Saul said to David, “Go and may the Lord be 
with you.”



第1サムエル17：34-37
34「私は父の羊を飼っているのですが、ライオンや熊が現れて、群
れの子羊を奪って行くことがよくあります。 35そんな時、私は棒を

持って追いかけ、その口から子羊を助け出すんです。もしそいつら
が襲いかかって来たら、あごひげをつかんでたたきのめします。
36ライオンも熊も、こうしてやっつけてきました。あの、神様を知ら

ないペリシテ人だって、同じ目に会わせてやります。生ける神様の
軍をばかにした男ですから。 37ライオンや熊の爪や歯から守ってく

ださった神様は、あのペリシテ人の手からも、私を守ってくださるに
違いありません。」

サウルは、ついに首をたてに振りました。「よし、わかった。行きな
さい。主がついておられるように。」



信仰は恐れに勝つ
Faith Wins Over Fear



詩篇32:8
8主はこう言われます。
わたしはあなたを教え、最善の人生へと導こう。
助言を与えて、一歩一歩を見守ろう。

Psalms 32:8 ERV
“The Lord says, “I will teach you and guide you in the way 
you should live. I will watch over you and be your guide.”



ピリピ4:19
19神は、キリスト・イエスが成し遂げてくださったことによる

ご自身の栄光の富の中から、あなたがたに必要なものをす
べて満たしてくださる方です。

Philippians 4:19 NIV
“And my God will meet all your needs according to the 
riches of his glory in Christ Jesus.”



詩篇62：5-8
5しかし、私はじっと黙って、神の救いを待ちます。
救うことができるのは神だけだからです。6確かに、神だけが私の岩、私を救

うお方、そして私のとりでなのです。ですから、困難に出会っても、顔をこわ
ばらせなくてよいのです。7私が守られるのも、名声を獲得するのも、神のお
心ひとつです。神は私の隠れ家、敵の手の届かない岩です。8同胞よ。いつ

でも神への信頼を失わず、心にある願いを洗いざらい申し上げなさい。神は
きっと助けてくださいます。

Psalms 62:5-8 NIV
“Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from him. Truly he is my rock 
and my salvation; he is my fortress, I will not be shaken. My salvation and 
my honor depend on God; he is my mighty rock, my refuge. Trust in him at 
all times, you people; pour out your hearts to him, for God is our refuge.”



出エジプト記14:13-14
13しかし、モーセは言いました。「みんな、怖がってはいけない。今

いる場所にしっかり腰をすえて、今日、主がすばらしい方法で救っ
てくださるのを、よく見ようではないか。あのエジプト人を見るのも、
今日が最後だ。 14主が代わりに戦ってくださる。だから、みんなは
指一本、動かす必要もない。」

Exodus 14:13-14 NIV
“Moses answered the people, “Do not be afraid. Stand firm and 
you will see the deliverance the Lord will bring you today. The 
Egyptians (Corona Virus) you see today you will never see again. 
The Lord will fight for you; you need only to be still.”



ピリピ4：6-7
6何事も心配しないで、どんな時でも神に祈りなさい。そして、祈りに
答えてくださる神に感謝しましょう。 7そうすれば、人間の理解をはる

かに超えた、すばらしい神の平安を経験します。キリスト・イエスに
あって、その平安はあなたがたの心と思いを静め、安らかにしてくれ
るのです。

Philippians 4:6-7 NLT
“Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell 
God what you need, and thank him for all he has done. Then you will 
experience God’s peace, which exceeds anything we can understand. 
His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ 
Jesus.”
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