


The Lord Our God Rules the Heavens 
Above and the Earth Below!

私たちの神様は
天と地を治める神様

ｖここに文字を入力



Joshua 2:8-11 ERV
“The two men were ready to sleep for the night, but Rahab went
to the roof to talk to them. She said, “I know that the Lord has 
given this land to your people. You frighten us. Everyone living in 
this country is afraid of you. We are afraid because we have heard 
about the ways that the Lord helped you. We heard that he dried 
up the Red Sea when you came out of Egypt. We also heard what 
you did to the two Amorite kings, Sihon and Og. We heard how 
you destroyed those kings living east of the Jordan River. When we
heard about this, we were very afraid. And now, not one of our 
men is brave enough to fight you, because the Lord your God rules 
the heavens above and the earth below!”



ヨシュア記 2:8-11 JCB

“ラハブは、二人がまだ寝ないうちに屋上に上って来て、彼らに
言いました。 「あなたたちの神様が、この地をあなたたちのもの
にしようとしていることは、よくわかっています。みんな怖がって
いるわ。イスラエルと聞いただけで震え上がるほどよ。 だって、
イスラエルの人たちがエジプトを出た時、神様が紅海に道をつくら
れたっていうじゃない。それに、ヨルダン川の東側にいたエモリ人
の二人の王様、あのシホン王とオグ王をどんな目に会わせたかとい
うことも、みんな聞いてるわ。何でもそこを攻め落とし、住民を皆
殺しにしたんですって? そんなことを聞いたら、怖がらないほう
がおかしいでしょう。戦う勇気なんか吹っ飛ぶもの。あなたたちの
神様はただの神様じゃないわね。きっと、天地を支配なさるお方に
違いないわ。”



The Lord Our God Rules the Heavens 
Above and the Earth Below!

私たちの神様は
天と地を治める神様
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Joshua 3:1-4 NIV
“Early in the morning Joshua and all the Israelites set out from
Shittim and went to the Jordan, where they camped before
crossing over. After three days the officers went throughout the
camp, giving orders to the people: “When you see the ark of the
covenant of the Lord your God, and the Levitical priests carrying it,
you are to move out from your positions and follow it. Then you
will know which way to go, since you have never been this way
before. But keep a distance of about two thousand cubits 
between you and the ark; do not go near it.”



[ヨシュア記 3:1-4]

ヨシュアは翌朝早く起き、すべてのイスラエルの子らとともにシ
ティムを旅立ち、ヨルダン川のところまで来て、それを渡る前にそ
こに泊まった。三日後、つかさたちは宿営の中を巡り、民に命じ
た。「あなたがたの神、主の契約の箱を見、さらにレビ人の祭司た
ちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいる場所を出発して、そ
の後を進みなさい。あなたがたが行くべき道を知るためである。あ
なたがたは今まで、この道を通ったことがないからだ。ただし、あ
なたがたと箱の間に二千キュビトほどの距離をおけ。箱に近づいて
はならない。」



The Lord Our God Is 
Our Guide Here On Earth

私たちの神様は
私たちを導く方

ｖここに文字を入力



Matthew 27:50-51 NLT
“Then Jesus shouted out again, and he released his spirit. At
that moment the curtain in the sanctuary of the Temple was torn 
in two, from top to bottom. The earth shook, rocks split apart,”

[マタイの福音書 27:50,51]
しかし、イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見
よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動
き、岩が裂け、



John 16:7 NLT
But in fact, it is best for you that I go away, because if I don’t,
the Advocate won’t come. If I do go away, then I will send him to
you. 

[ヨハネの福音書 16:7]

しかし、わたしは真実を言います。わたしが去って行くこと
は、あなたがたの益になるのです。去って行かなければ、あ
なたがたのところに助け主はおいでになりません。でも、行
けば、わたしはあなたがたのところに助け主を遣わします。



John 16:13-15 NLT

When the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth.
He will not speak on his own but will tell you what he has heard. 
He will tell you about the future. He will bring me glory by telling 
you whatever he receives from me. All that belongs to the Father 
is mine; this is why I said, ‘The Spirit will tell you whatever he 
receives from me.



[ヨハネの福音書 16:13-15]

しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなたがた
をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語る
のではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こること
をあなたがたに伝えてくださいます。御霊はわたしの栄光を
現されます。わたしのものを受けて、あなたがたに伝えてく
ださるのです。父が持っておられるものはすべて、わたしの
ものです。ですからわたしは、御霊がわたしのものを受けて、
あなたがたに伝えると言ったのです。



Q:Why Does God Do Miracles?

なぜ神様は
奇跡を起こすのか？

ｖここに文字を入力



Joshua 4:21-24 NLT

“Then Joshua said to the Israelites, “In the future your children
will ask, ‘What do these stones mean?’ Then you can tell them,
‘This is where the Israelites crossed the Jordan on dry ground.’ For
the Lord your God dried up the river right before your eyes, and 
he kept it dry until you were all across, just as he did at the Red 
Sea when he dried it up until we had all crossed over. He did this 
so all the nations of the earth might know that the Lord’s hand is
powerful, and so you might fear the Lord your God forever.”



[ヨシュア記 4:21-24]

イスラエルの子らに言った。「後になって、あなたがたの子どもた
ちがその父たちに『この石はどういうものなのですか』と尋ねたと
きには、あなたがたは子どもたちに『イスラエルは乾いた地面の上
を歩いて、このヨルダン川を渡ったのだ』と知らせなさい。あなた
がたの神、主が、あなたがたが渡り終えるまで、あなたがたのため
にヨルダン川の水を涸らしてくださったからだ。このことは、あな
たがたの神、主が葦の海になさったこと、すなわち、私たちが渡り
終えるまで、私たちのためにその海を涸らしてくださったのと同じ
である。それは、地のあらゆる民が主の手が強いことを知るた

めであり、あなたがたがいつも、自分たちの神、主を恐れるためで
ある。」


