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コロサイ3：23-24
23人に対してではなく、主に対してするように、何事においても心
からしなさい。 24報酬を下さるのは主キリストであることを忘れて

はなりません。キリストは、所有しておられるものの中から、有り余
るほどの相続財産を与えてくださいます。あなたがたは、この主キ
リストに仕えているのです。

Colossians 3:23-24 NIV
“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for 
the Lord, not for human
masters, since you know that you will receive an inheritance from 
the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.”
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Exodus 20:8-11 NIV

“Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days 
you shall labor and do all your work, but the seventh day is 
a sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any 
work, neither you, nor your son or daughter, nor your male 
or female servant, nor your animals, nor any foreigner 
residing in your towns. For in six days the Lord made the 
heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but 
he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed 
the Sabbath day and made it holy.”



出エジプト記20:8-11 

8主の定めた安息日を特別の日として守りなさい。 9すべて
の仕事は六日のうちにすませなさい。 10七日目は神の休

息の日だから、その日は一日、人も家畜も仕事をしてはな
らない。外国人も、ここでいっしょに住んでいる限り、この戒
めを守る義務がある。 11わたしが六日の間に天と地と海と、

その中のいっさいのものを造り、七日目に休んだからだ。
わたしは安息日を祝福し、特別な日と定めた。



申命記5：15
15安息日を守るのは、エジプトで奴隷にされていたあなた

を、主であるわたしが力強い手を差し伸べて救い出したこ
とを忘れないためである。

Deuteronomy 5:15 NIV
“Remember that you were slaves in Egypt and that the 
Lord your God brought you out of there with a mighty 
hand and an outstretched arm. Therefore the Lord your 
God has commanded you to observe the Sabbath day.”
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マタイ11：28-29
28重い束縛を受けて、疲れはてている人たちよ。さあ、わたしのと
ころに来なさい。あなたがたを休ませてあげましょう。 29わたしは

やさしく、謙遜な者ですから、負いやすいわたしのくびきを、わたし
といっしょに負って、わたしの教えを受けなさい。そうすれば、あな
たがたのたましいは安らかになります。

Matthew 11:28-29 NIV
“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give 
you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am 
gentle and humble in heart, and you will find
rest for your souls.”



第1ペテロ5：7
7思いわずらいを、すべて神にゆだねなさい。神があなた
がたのことを心配してくださるからです。

1 Peter 5:7 NIV
“Cast all your anxiety on him because he cares for you.”
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創世記1：31

神はでき上がった世界を隅から隅まで見渡しました。とても
すばらしい世界が広がっていました。

Genesis 1:31a NIV
“God saw all that he had made, and it was very good. 



詩篇139：13-14
13神は、精巧に私の体のすべての器官を造り、
母の胎内で組み立ててくださいました。
14こんなにも複雑かつ緻密に仕上げてくださったことを感謝します。

想像することもできないくらい、すばらしいことです。あなたのわざ
は驚くべきもので、私にはとうてい、理解することはできません。

Psalm 139:13-14 NIV
“For you created my inmost being; you knit me together in my 
mother’s womb. I praise you because I am fearfully and 
wonderfully made; your works are wonderful, I know that full 
well.”



出エジプト記15：2
2主は私の力、私の歌、私の救いだ。私は、私の神、主を
たたえよう。先祖の神、主をあがめよう。

Exodus 15:2 NIV
“The Lord is my strength and my defense; he has become 
my salvation. He is my God, and I will praise him, my 
father’s God, and I will exalt him.”



詩篇107：1
主に感謝しなさい。
主は恵み深く、愛と思いやりにあふれたお方なのです。

Psalm 107:1 NIV 
“Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures 
forever.”


