
主の御声を重んじる：Value His Voice 

主の御声を重んじる時、主と時間を過ごすこと
に献身する。When you value the voice of God, 
you will make a commitment to spend time 
with Him. 
 

主にお会いするための時間と場所を進んで確
保することにより、御声を聞く雰囲気を備えるこ
とができる。By providing a time and a place to 
meet with Him, you can prepare an atmosphere 
to hear His voice. 



鍵となるみことば：Key Scriptures 

• Ⅰサムエル1 Samuel 3:1 
• 出エジプトExodus 19:10–11, 19 
• 詩篇Psalm 46:10; 1 
• Ⅱ歴代誌2 Chronicles 20:17 
• マルコMark 1:35 
• 詩篇Psalm 119:147 
• 詩篇Psalm 45:1 
• 歴代誌Chronicles 28:19 
• ハバククHabakkuk 2:2 



考える4つのポイント：4 Things to Think about 

• アポイントメントを設定するSet an appointment. 

• 静まり、礼拝するBe still and worship. 

• 祈り、読むPray and read. 

• 聞き、書くListen and write. 



アポイントメントを設定する： 
Set an appointment. 

• 神は準備された雰囲気の中に来られる。God 
comes to a prepared atmosphere. 

•   

• 神がモーセに会われる時と場所を準備し、彼
に語りかけられたように、私たちも主の御声
を聞くために神にお会いする時と場所を備え
ることができる。Just like God prepared a time 
and a place to meet with Moses and speak to 
him, we can prepare a time and a place to meet 
with God  to hear His voice. 



静まり、礼拝する：Be still and worship. 

• 祈り、聖書を読み始める前に、私たちができ
る最も大切なことは、静まって礼拝すること。
The most important thing we can do is be still and 
worship, before praying and reading the Bible.  

• 私たちが静まって、礼拝をしている時にでさえ、
主は私たちの葛藤・戦いを戦ってくださってい
る。God even fights our battles during our times of 
stillness and worship. 



祈り、読む：Pray and read. 

• 心にあるどんなことからでも祈り始めることがで
きる。We can begin prayer with whatever is on our 
heart.  

• 私たちの重荷を主に渡した後で、さらに先に進
み、御声を聞くことができる。After we give God our 
burden, we’re able to go further with Him and hear His 
voice.  

• そして、適切な翻訳の聖書を読む。Then, read 
any Scripture in an easy-to-understand Bible 
translation. 



聞き、書く：Listen and write. 

• 御声を聞くもっとも実際的な方法は聖書を読
むこと。そして神が言われていると信じること
を書くこと。The most practical way to hear God is to 
read Scripture and then write what you believe God 
is saying.  

• みことばから神が語りかけてくださっているこ
とを理解し始めてゆくでしょう。You will then 
start to understand what God is speaking to you 
through the passage. 



分かち合い：Discuss 
• 神のためにどのように雰囲気を備えることができるか挙げてください。
なぜ日にち、時間、場所を選ぶことが重要なのでしょうか？List some 
ways we can prepare an atmosphere for God. Why is it important to designate a date, 
time, and place?  

• どのように神の御声を重んじることが献身へと導いていくでしょうか？
How does valuing the voice of God lead to making a commitment?  

• マルコ1:35を読みましょう。イエスが父と過ごされた時間と場所を確
認しましょう。この献身にはどのような備えがされていますか？Read 
Mark 1:35. Describe the time and place Jesus spent with His Father. What preparation 
was involved in this commitment?  

• なぜ、主との交わりにおいて、studyBibleのような聖書研究的な聖書
よりも、読みやすい適切な(翻訳の)聖書を選ぶことがよいのでしょう
か？Why should we choose an easy-to-understand Bible to read during an 
appointment, rather than a detailed study Bible?  

• 主との親しい関係において個人的喜びを受け取り、神の御声を聞くこ
とに飢え渇いていくための献身を表明しましょう！Describe the 
commitment involved to go from hungering to hear God’s voice to receiving personal 
joy in an intimate relationship with Him.  

• クリスチャンとしての旅において神がいつ、どのように語りかけられた
かを思い起こしてください。In what ways does remembering when and what 
God spoke to you show your journey as a believer? 



共に祈りましょう：Pray Together 

 主よ、あなたの御声に飢え渇きます。あなたとの親し
い関係を持ちたいです。私たちそれぞれがあなたとお
会いする場所と時を知ることができるよう助けてくださ
い。あなたの御声を重んじ、あなたが語られるを聞くこ
とに献身します。私たちの愛と喜びは、あなたを知るこ
ととあなたに聞くことから沸き起こります。イエスの御
名によって、アーメン。 

  Lord, we hunger to hear Your voice.  
 We want to have an intimate relationship with You.  
 Help each of us to know where and when to meet with You.  
 We value Your voice, and we commit to listen to what You are 

speaking to us.  
 Our love and our joy comes from knowing and hearing You.  
 In Jesus’ name, Amen 


