
From Despair to Hope 
絶望から希望へ 

1 Peter 第１ペテロ 1:3; Romans ローマ 15:13
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True and lasting hope is based upon the 
reality of the resurrection of Jesus Christ. 

本当の永遠に続く望みは、イエス・キリストが 
よみがえられた事実に基づいている。



私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめたたえら
れますように。神は、ご自分の大きなあわれみのゆえに、
イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことに
よって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つ
ようにしてくださいました。

第１ペテロ・1 Peter 1:3

Blessed be the God and Father of our Lord 
Jesus Christ, who according to His great mercy 
has caused us to be born again to a living hope 
through the resurrection of Jesus Christ from 
the dead.



「わたしは、よみがえりです。いのちです。わたしを 
信じる者は、死んでも生きるのです。」

ヨハネ・John 11:25

“I am the resurrection and the life; he who 
believes in Me will live even if he dies.”



「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのとこ
ろに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。」

マタイ・Matthew 11:28

“Come to Me, all who are weary and heavy-laden, 
and I will give you rest.”



「わたしが来たのは、［あなたがた］がいのちを得、 
またそれを豊かに持つためです。」

ヨハネ・John 10:10

“I came that [you] may have life and have it 
abundantly.”



第１テモテ・1 Timothy 4:10

We have fixed our hope on the living God, who 
is the Savior of all men, especially of believers.

私たちは･･･すべての人々、ことに信じる人々の救い主で
ある、生ける神に望みを置いているからです。



Psalm 115:2-7

Why should the nations say, “Where, now, is their 
God?” Our God is in the heavens; He does what-
ever He pleases. Their idols are silver and gold, the 
work of man's hands. They have mouths, but they 
cannot speak; they have eyes, but they cannot see; 
They have ears, but they cannot hear; they have 
noses, but they cannot smell; They have hands, 
but they cannot feel; they have feet, but they 
cannot walk; they cannot make a sound with their 
throat. 



詩篇 115:2-7（新共同訳）

なぜ国々は言うのか。「彼らの神はどこにいる」と。わたし
たちの神は天にいまし、御旨のままにすべてを行われる。
国々の偶像は金銀にすぎず、人間の手が造ったもの。口が
あっても話せず、目があっても見えない。耳があっても聞こ
えず、鼻があってもかぐことができない。手があってもつ 
かめず、足があっても歩けず、喉があっても声を出せない。



Isaiah 46:5-7 (ESV)

“To whom will you compare Me or count Me 
equal? To whom will you liken Me that we may 
be compared? Some pour out gold from their 
bags  and weigh out silver on the scales; they 
hire a goldsmith to make it into a god, and they 
bow down and worship it. ... Though one cries 
out to it, it does not answer; it cannot save him 
from his troubles.” 



イザヤ 46:5-7

「わたしをだれになぞらえて比べ、わたしをだれと並べて、
なぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀をてんび
んで量る者たちは、金細工人を雇って、それで神を造り、
これにひざまずいて、すぐ拝む。･･･これに叫んでも答え
ず、悩みから救ってもくれない。」 



Those who trust in idols (or good luck 
charms, fortune-telling and anything 

similar) cannot have hope. 

偶像（またはお守り、占いなど）を頼りにする
人たちは、望みを持つことはできない。



ローマ（口語訳）・Romans 15:13

どうか、望みの神が、信仰から来るあらゆる喜びと平安とを、
あなたがたに満たし、聖霊の力によって、あなたがたを、望み
にあふれさせて下さるように。

Now may the God of hope fill you with all joy and 
peace in believing, that you may abound in hope 
by the power of the Holy Spirit. 



ローマ（口語訳）・Romans 15:13

どうか、望みの神が、信仰から来るあらゆる喜びと平安とを、
あなたがたに満たし、聖霊の力によって、あなたがたを、望み
にあふれさせて下さるように。

Now may the God of hope fill you with all joy and 
peace in believing, that you may abound in hope 
by the power of the Holy Spirit. 
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“Our God, whom we 
serve, is able to 
deliver us from the 
furnace of blazing 
fire; and He will 
deliver us out of 
your hand, O king.”
「私たちの仕える神は、
火の燃える炉から私たち
を救い出すことができま
す。王よ。神は私たちを
あなたの手から救い出し
ます。」

ダニエル・Daniel 3:17

http://goodsalt.com


エレミヤ（口語訳）・Jeremiah 32:27

「わたしは主である、すべて命ある者の神である。わたしに
できない事があろうか。」

“I am the God of all mankind. Is anything too hard 
for Me?”
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ローマ（口語訳）・Romans 15:13

どうか、望みの神が、信仰から来るあらゆる喜びと平安とを、
あなたがたに満たし、聖霊の力によって、あなたがたを、望み
にあふれさせて下さるように。

Now may the God of hope fill you with all joy and 
peace in believing, that you may abound in hope 
by the power of the Holy Spirit. 



Our hope comes from  
believing in the power of God. 

私たちの望みは、神様の御力を 
信じることから生まれる。



Our hope comes from  
believing in the promises of God. 

私たちの望みは、神様の約束を 
信じることから生まれる。



ローマ（口語訳）・Romans 15:4

昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたの
です。それは、聖書の与える忍耐と励ましによって、希望を
持たせるためなのです。

For everything that was written in the past was 
written to teach us, so that through endurance 
and the encouragement of the Scriptures we 
might have hope.
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“But even if He 
does not, we are 
not going to serve 
your gods or 
worship the golden 
image that you 
have set up.”
「しかし、もしそうでな
くても、私たちはあなた
の神々に仕えず、あなた
が立てた金の像を拝むこ
ともしません。」

ダニエル・Daniel 3:18

http://goodsalt.com


Our hope must also come from 
believing in the character of God. 

私たちの望みは、神様のご性質を信じる 
ことからも生まれなければならない。



Our hope should not be based upon a 
misplaced belief that the Lord will 
always do what we hope He will do. 

 私たちの望みは、神様がいつも私たちが 
   主に願う通りにしてくださるという、 
   間違った信仰に基づいてはいけない。



Adam and Eve were disloyal to God.  They 
forfeited divine honor to pursue a self-earned 
honor. Their disloyalty to God created shame. 
Adam and Eve brought shame upon everyone. 

アダムとエバは神様に不誠実だった。自分で誉れを手に
しようとして、神様の誉れを失ってしまった。神様に不
誠実であったため恥が生まれた。アダムとエバが全人類
に恥をもたらした。

ジェイソン•ジョージズ・Jayson Georges
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The heart of the Gospel message 
福音の良い知らせの中心
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With assurance of the Lord’s unconditional, 
unchanging love for us — the love He 

showed to us when He died on the cross for 
our sins — may we be His loving presence  

in the lives of those longing for love. 

   私たちへのイエス様の無条件の決して 
変わらない愛 ー 主が私たちの罪のために、 
十字架で死んでくださった時に示して 

くださった愛を確信して、愛を渇き求めている 
人々の人生の中で、私たちがキリストの愛を 
あらわす存在となることができますように。



With the knowledge that the Lord Jesus,  
for the joy set before Him, despised  
the shame of the cross, may we help  

those living in shame find deliverance  
from their shame as honored and  

beloved children of God. 

   主イエス様が、ご自分の前におかれた喜び 
のゆえに、十字架の恥をものともされなかった 
ことを知っているので、恥を負って生きている 
人々が、恥から自由になり、誉れを受けた 

   神様の愛する子供となることができるように、 
   私たちが助けることができますように。



And with the living hope that is ours 
because of the resurrection of Jesus  

Christ from the dead, may we bring hope 
to those who are living in despair. 

イエス・キリストが死からよみがえられたこと 
によって、私たちには生ける望みがあるので、 
絶望の中で生きている人々に、私たちが 
希望をもたらすことができますように。
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