


天にいます私たちの父よ。御名が聖なるものとされます
ように。御国が来ますように。みこころが天で行われる
ように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧
を、今日もお与えください。私たちの負い目をお赦しく
ださい。私たちも、私たちに負い目のある人たちを赦し
ます。私たちを試みにあわせないで、悪からお救いくだ
さい。』
[マタイの福音書 6:9-13]



Our Father in heaven, Hallowed be Your name. 
Your kingdom come. Your will be done On earth as 
it is in heaven. Give us this day our daily bread. And
forgive us our debts, As we forgive our debtors. 
And do not lead us into temptation, But deliver us 
from the evil one. For Yours is the kingdom and the
power and the glory forever. Amen.
[Matthew 6:9-13 NKJV]



“Jesus said to them, “Very truly I tell you, it is 
not Moses who has given you the bread from 
heaven, but it is my Father who gives you the true 
bread from heaven. For the bread of God is the 
bread that comes down from heaven and gives life 
to the world.” “Sir,” they said, “always give us 
this bread.” Then Jesus declared, “I am the bread 
of life. Whoever comes to me will never go hungry, 
and whoever believes in me will never be thirsty.” 
[John 6:32-35 NIV]



それで、イエスは彼らに言われた。「まことに、まことに、
あなたがたに言います。モーセがあなたがたに天からの
パンを与えたのではありません。わたしの父が、あなた
がたに天からのまことのパンを与えてくださるのです。神
のパンは、天から下って来て、世にいのちを与えるものな
のです。」そこで、彼らはイエスに言った。「主よ、そのパ
ンをいつも私たちにお与えください。」イエスは言われた。
「わたしがいのちのパンです。わたしのもとに来る者は決
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。
[ヨハネの福音書 6:32-35]



“Jesus answered, “It is written: ‘Man shall 
not live on bread alone, but on
every word that comes from the mouth of 
God.’” [Matthew 4:4 NIV]

イエスは答えられた。「『人はパンだけで生きる
のではなく、神の口から出る一つ一つのことば
で生きる』と書いてある。」
[マタイの福音書 4:4]



“You parents—if your children ask for a loaf 
of bread, do you give them a stone instead? 
Or if they ask for a fish, do you give them a 
snake? Of course not! So if you sinful people 
know how to give good gifts to your children, 
how much more will your heavenly Father give 
good gifts to those who ask him.” 
[Matthew 7:9-11 NLT]



あなたがたのうちのだれが、自分の子がパンを求
めているのに石を与えるでしょうか。o魚を求めてい
るのに、蛇を与えるでしょうか。このように、あなた
がたは悪い者であっても、自分の子どもたちには良
いものを与えることを知っているのです。それなら
なおのこと、天におられるあなたがたの父は、ご自
分に求める者たちに、良いものを与えてくださらな
いことがあるでしょうか。
[マタイの福音書 7:9,10,11]



“Praise the Lord, my soul, and forget not all 
his benefits— who forgives all your sins and 
heals all your diseases, who redeems your life 
from the pit and crowns you with love and 
compassion, who satisfies your desires with 
good things so that your youth is renewed like 
the eagle’s.” 
[Psalms 103:2-5 NIV]



わがたましいよ 主をほめたたえよ。主が良くし
てくださったことを何一つ忘れるな。主は あな
たのすべての咎を赦しあなたのすべての病を
癒やしあなたのいのちを穴から贖われる。主
は あなたに恵みとあわれみの冠をかぶらせあ
なたの一生を 良いもので満ち足らせる。あな
たの若さは 鷲のように新しくなる。
[詩篇 103:2-5]



“Taste and see that the Lord is good; 
blessed is the one who takes refuge in 
him.” [Psalms 34:8 NIV]

味わい 見つめよ。主がいつくしみ深い方
であることを。幸いなことよ 主に身を避け
る人は。[詩篇 34:8]


