
私たちの豊かな神様 
THE GOODNESS OF OUR GOD 

 
 
 
1） 私たちの神様は、私たちの人生のすべての必要を満たすお方です。 

Our God provides all of our daily needs 
 
 
2） 私たちの神様は、私たちの人生を祝福し、栄えさせてくださるお方です。 

Our God blesses and prospers our life. 
 
 
3） 私たちの神様は、私たちに愛と恵みをもって接してくださるお方です。 

Our God reveals His love and grace to us 
 
 
4） 私たちの神様は、人生のあらゆる問題から救い出してくださるお方です。 

Our God delivers us out of the problems of life. 
 
 
5） 私たちの神様は、人生の不可能に対して奇跡を行ってくださるお方です。 

Our God performs miracles for our impossibilities. 
 
 
6） 私たちの神様は、人生の挑戦に対して、力と勝利を与えてくださるお方です。 

Our God gives us strength and victory in life’s battles 
 
 
7） 私たちの神様は、不安と恐れに変えて、平安を与えてくださるお方です。 

Our God replaces our fear and worry with His peace. 
 
 
  



 
1） 私たちの神様は、私たちの人生のすべての必要を満たすお方です。 

Our God provides all of our daily needs.  
 
 
詩篇23:1, 5 Ps.23:1,5） 
主は私の羊飼いですから、必要なものはみな与えてくださいます。主は敵の面前で、私のためにおいしいごち
そうを備えてくださいます まるで、あふれんばかりの祝福です。 
The Lord is my shepherd I have all that I need. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. My 
cup overflows with blessings. 

 

詩篇37:19 （Ps. 37:19） 
逆境の時にも、神様に守られています。 だから、ききんの年にも飽き足りることができるのです。 
They are not put to shame in evil times; in the days of famine they have abundance. 

 

詩篇37:24-25 （Ps.37:24-25） 
たとい倒れても、それで終わりではありません。私が若かったときも、また年老いた今も、正しい者が見捨て
られたり、その子孫が食べ物を請うのを見たことがない。 
Once I was young, and now I am old. Yet I have never seen the godly abandoned or their children begging for 
bread. 

 

詩篇55:22 （Ps.55:22） 

あなたの重荷を主にゆだねよ。主は、あなたのことを心配してくださる。主は決して、正しい者がゆるがされ
るようにはなさらない。 
Give your burdens to the Lord, and he will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. 
 
詩篇121:1-3 （Ps. 121:1-3） 
私は山に向かって目を上げる。私の助けは、どこから来るのだろうか。私の助けは、天地を造られた主から来
る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は、まどろむこともない。 
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the LORD, who made 
heaven and earth. He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber. 

 
マタイ6:26 （Matt.6:26,） 
空の鳥を見なさい。種蒔きもせず、刈り入れもせず、倉に納めることもしません。けれども、あなたがたの天
の父がこれを養っていてくださるのです。あなたがたは、鳥よりも、もっとすぐれたものではありませんか。 
Look at the birds. They don’t plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And 
aren’t you far more valuable to him than they are?  

 
ピリピ4:19 （Phil 4:19） 
私の信じる神は、キリスト・イエスが成し遂げてくださったすばらしい富の中から、あなたがたのあらゆる必
要を、すべて満たしてくださるのである。 
And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches, which have been 
given to us in Christ Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
2） 私たちの神様は、私たちの人生を祝福し、栄えさせてくださるお方です。 

Our God blesses and prospers our life. 
 
 
詩篇3:8 （Ps. 3:8） 
救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。 
Salvation belongs to the LORD; your blessing be on your people!  

 
詩篇5:12 （Ps. 5:12） 
主よ。まことに、あなたは正しい者を祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。 
For you bless the righteous, O LORD; you cover him with favor as with a shield. 

 
詩篇21:3 （Ps.21:3） 
あなたは彼を迎えてすばらしい祝福を与え、彼のかしらに純金の冠を置かれます。 
You welcomed him back with success and prosperity. You placed a crown of finest gold on his head. 
 
詩篇35:27 （Ps.35:27） 
私の義を喜びとする者は、喜びの声をあげ、楽しむようにしてください。彼らにいつも言わせてください。
「ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は、大いなるかな」と。 
Let those who delight in my righteousness shout for joy and be glad and say evermore,“Great is the Lord, who 
delights in the prosperity of his servants.” 

 
詩篇67:1 （Ps.67:1） 
どうか、神が私たちをあわれみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。 
May God be gracious and bless us. May his face smile with favor on us. 

 
詩篇115:12, 14 （Ps. 115:12,14） 
主はわれらを御心に留められた。主は祝福してくださる。主があなたがたをふやしてくださるように。あなた
がたと、あなたがたの子孫とを。 
The LORD has remembered us; he will bless us. May the LORD give you increase, you and your children!  

 
詩篇116:7 （Ps.116:7） 
私のたましいよ。おまえの全きいこいに戻れ。主はおまえに、良くしてくださったからだ。 
Return, O my soul, to your rest; for the Lord has dealt bountifully with you. 

 
詩篇118:25-26（Ps.118:25-26） 
ああ、主よ。どうぞ救ってください。ああ、主よ。どうぞ栄えさせてください。私たちは主の家から、あなた
がたを祝福した。 
Save us, we pray, O Lord! O Lord, we pray, give us prosperity! We bless you from the house of the Lord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
3） 私たちの神様は、私たちに愛と恵みをもって接してくださるお方です。 

Our God reveals His love and grace to us 
 

 

詩篇13:5-6 （Ps. 13:5-6） 
私は常に、主とそのお恵みによりすがり、主の救いを喜びます。身にあまる祝福をいただき、心から主に歌い
ます。 
But I have trusted in your steadfast love; my heart shall rejoice in your salvation. 6 I will sing to the LORD, 
because he has dealt bountifully with me. 

 
詩篇23:6 （Ps.23:6） 
まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと恵みとが、私を追って来るでしょう。私は、いつまでも、主
の家に住まいましょう。Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in 
the house of the Lord forever. 
 
詩篇31:16 （Ps.31:16） 
主の愛の光で、もう一度このしもべを照らしてください。限りなく恵み深いお方よ、どうかお救いください。 
Make your face shine on your servant; save me in your steadfast love! 

 
詩篇31:21 （Ps. 31:21） 
ああ、恵み深い神様。 あなたは変わらない愛を示して、分厚いとりでの壁のように守ってくださいました。 
Blessed be the LORD, for he has wondrously shown his steadfast love to me when I was in a besieged city. 
 
詩篇40:11 （Ps.40:11） 
主よ。あなたのあわれみを私に惜しまず、あなたの愛と真実で、私をいつも守ってください。 
As for you, O LORD, you will not restrain your mercy from me; your steadfast love and your faithfulness will 
ever preserve me! 

 
詩篇100:5 （Ps. 100:5） 
主は慈しみ深く、その愛は永遠に続き、その真実は代々に至るからである。 
For the LORD is good; his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. 
 
詩篇145:8-9 （145:8-9） 
主は恵み深く、あわれみに富み、怒るのに遅く、愛に豊かであられます。主は、すべてのものに、慈しみ深
く、そのあわれみは、全被造物の上にあります。 
The LORD is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The LORD is good to all, 
and his mercy is over all that he has made. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
4） 私たちの神様は、人生のあらゆる問題から救い出してくださるお方です。 

Our God delivers us out of the problems of life. 
 
 
出エジプト14:13 （Ex.14:13） 
「恐れてはいけない。しっかり立って、きょう、あなたがたのために行われる主の救いを見なさい。あのエジ
プト人を見るのも、きょうが最後だ。 
And Moses said to the people, “Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which he will work for 
you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. 

 
詩篇3:3, 8 （Ps. 3:3,8） 
主よ。あなたは私の回りを囲む盾、私の栄光、そして私のかしらを高く上げてくださる方です。救いは主にあ
ります。 
O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head. Salvation belongs to the LORD! 

 
詩篇18:16-17 （Ps.18:16-17） 
主は、いと高き所から御手を伸べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵から私を救い
出された。 
He sent from on high, he took me; he drew me out of many waters.He rescued me from my strong enemy. 
 
詩篇18:19 （Ps. 18:19） 
主は私を広い所に連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。 
He brought me out into a broad place; he rescued me, because he delighted in me. 

 

詩篇34:4, 6 （Ps.34:4,6） 
私が主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。この悩む者が呼ば
わったとき、主は聞かれた。こうして、主はすべての苦しみから彼を救われた。 
I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. This poor man cried, and the Lord 
heard him and saved him out of all his troubles.  

 
詩篇34:19 （Ps.34:19） 
正しい者の悩みは多い。しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。 
Many are the afflictions of the righteous, but the LORD delivers him out of them all. 

 
詩篇37:39-40 （Ps. 37:39-40） 
正しい人の救いは主から来る。主は、悩みの時のとりでである。主は、彼らを助け、また、救い出される。 
The salvation of the righteous is from the LORD; he is their stronghold in the time of trouble. The LORD helps 
them and delivers them. 

 
詩篇40:1-2 （Ps. 40:1-2） 
私は耐え忍んで、主を待ち望んだ。主は私の方をご覧になって、私の叫ぶ声を聞いてくださり、私を滅びの
穴、泥沼から引き上げて、堅い岩の上に置き、確かな所に立たせてくださった。 
I waited patiently for the LORD; he inclined to me and heard my cry. 2 He drew me up from the pit of 
destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. 

 
 
 
 
 
 
  



 
5） 私たちの神様は、人生の不可能に対して奇跡を行ってくださるお方です。 

Our God performs miracles for our impossibilities. 
 

詩篇40:5 （Ps.40:5） 
ああ、神である主よ。あなたは何度も奇跡を見せてくださり、いつも私たちのことを心に留めてくださってい
ます。ほかのだれに、こんなすばらしいことができるでしょう。だれも比べものになりません。 
O Lord my God, you have performed many miracles for us. Your plans for us are too numerous to list. You 
have no equal. If I tried to recite all your wonderful deeds, I would never come to the end of them. 
 
詩篇68:28 （Ps.68:28） 
神様。あなたの大能を奮い起してください。神様。以前してくださったように、あなたの御力を現してくださ
い。 
Summon your power, O God, the power, O God, by which you have worked for us. 

 
詩篇77:14 （Ps.77:14） 
あなたは奇蹟をなさる神様、人々の中で力を現されるお方です。 
You are the God who works wonders; you have made known your might among the peoples. 

 
詩篇136:4 （Ps.136:4） 
ただ一人、偉大な奇蹟を行われる方に感謝しよう。その愛は永遠に続く。 
To him who alone does great wonders, for his steadfast love endures forever 

 
エレミヤ32:17（Jer.32:17） 
ああ神様。 神様は大きな力をもって天と地をお造りになりました。 神様にとって、難しいことは何一つあり
ません。 
‘Ah, Lord God! It is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your 
outstretched arm! Nothing is too hard for you. 

 
エレミヤ32:27（Jer.32:27） 
わたしは、全人類の神、主だ。 わたしにとって、ただの一つでも不可能なことはない。 
I am the Lord, the God of all the peoples of the world. Is anything too hard for me? 

 

マタイ19:26 （Matt.19:26） 
イエスは彼ら見て言われた。「それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます。」 
Jesus looked at them and said, “Humanly speaking, it is impossible. But with God everything is possible.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
6） 私たちの神様は、人生の挑戦に対して、勝利を与えてくださるお方です。 

Our God gives us strength and victory in life’s battles 
 
 
出エジプト15:2-3 （Ex.15:2-3） 
主は、私の力であり、ほめ歌である。主は、私の救いとなられた。この方こそ、わが神。私はこの方をほめた
たえる。主はいくさびと。 
The Lord is my strength and my song; he has given me victory. This is my God, and I will praise him. The Lord 
is a warrior. 
 
詩篇18:39 （Ps.18:39） 
あなたは戦いのために、私を強くして、私に立ち向う者たちを、私の足下にひれ伏させました。 
For you equipped me with strength for the battle. You made my enemies turn their backs to me. 

 
詩篇29:12 （Ps.29:12） 
主は、ご自身の民に力をお与えになる。主は、平安をもって、ご自身の民を祝福される。 
The Lord gives his people strength.　The Lord blesses them with peace. 

 
イザヤ41:10 （Is.41:10） 
恐れることはない。わたしはあなたと共におり、あなたの神である。わたしはあなたを助け、力づけ、守る。 
Don’t be afraid, for I am with you. Don’t be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. 
I will hold you up with my victorious right hand. 

 
ローマ8:37 （Rom.8:37） 
私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者とな
るのです。 
No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ, who loved us. 

 
ピリピ4:13 （Phil.4:13） 
私に力を与えてくださるお方キリストによって、どんなことでもすることができる。 
For I can do everything through Christ, who gives me strength. 

 
1ヨハネ5:4-5 （1John 5:4-5） 
なぜなら、神によって生まれた者はみな、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ、世に打ち勝った勝利
です。世に勝つ者はだれでしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。 
For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. And who can win 
this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
7） 私たちの神様は、不安と恐れに変えて、平安を与えてくださるお方です。 

Our God replaces our fear and worry with His peace. 
 
 
詩篇4:8 （Ps. 4:8） 
平安のうちに私は身を横たえ、すぐ、眠りにつきます。主よ。あなただけが、私を安らかに住まわせてくださ
います。 
In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O LORD, make me dwell in safety. 

 
詩篇23:2,4 （Ps.23:2,4） 
主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの水のほとりに伴われます。たとい、死の陰の谷を歩くことがあっても、
私はわざわいを恐れません。あなたが私とともにおられますから。 
He lets me rest in green meadows; he leads me beside peaceful streams. Even when I walk through the 
darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. 

 

　詩篇27:1 （Ps. 27:1） 

主は、私の光、私の救い。だれを私は恐れよう。主は、私のいのちのとりで。だれを私はこわがろう。 

The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? The LORD is the stronghold of my life; of whom 
shall I be afraid. 

 
詩篇29:11 （Ps. 29:11） 
主は、その民に力を与えられる。主は、平安を与えて、その民を祝福される。 
May the LORD give strength to his people! May the LORD bless his people with peace! 

 

詩篇46:1-3 （Ps. 46:1-3） 
神様は私たちの隠れ家、また力、そして苦難にあえぐ時の確実な助けです。だから、たとい大地震が突発し、
天変地異が起ろうとも、私たちは恐れない。 
God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear when earthquakes 
come and the mountains crumble into the sea. 

 
マルコ4:39 （Mark 4:39） 
イエスは風をしかり付け、湖に、「黙れ、静まれ」と言われた。すると風はやみ、大なぎになった。 
Jesus rebuked the wind and said to the waves, “Silence! Be still!” Suddenly the wind stopped, and there was a 
great calm. 

 
ヨハネ14:27 （John 14:27） 
わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしがあなたがたに与える平安は、この世の与えるような平安で
はありません。ですから、あわててはいけません。また、恐れてもいけません。 
I am leaving you with a gift—peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So 
don’t be troubled or afraid. 

 
ピリピ4:6-7 （Phil.4:6-7） 
何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神
に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリ
スト・イエスにあって守ってくれます。 
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. 


