
みことばの内に生きて、 
みことばによって生きる

申命記 / Deuteronomy 8:1-10

Living In The Word, 
Living By The Word





2. 主と主の行いを覚える (２節) 
2. Remember the LORD (v. 2)

3. 主に従う ～ 「その道に歩む」 (６節) 
3. Observe / ‘Walk in His ways’ (v. 6)

4. 主をほめたたえる (10節) 
4. Praise the LORD (v. 10)

1. 主(神)の命令を守り行う (１節) 
1. Follow every command (v. 1)



「それで主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知
らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせら
れた。それは、人はパンだけで生きるのではない、人は
主の口から出るすべてのもので生きる、ということを、あ
なたにわからせるためであった。」　      ～３節 

‘He humbled you, causing you to hunger and then 
feeding you with manna, which neither you nor 
your fathers had known, to teach you that man 
does not live on bread alone but on every word 
that comes from the mouth of the LORD.’　　 
             - verse 3



‘Seek the LORD while He may be found; call 
on Him while He is near.  Let the wicked 
forsake his way and the evil man his 
thoughts.  Let him turn to the LORD, and He 
will have mercy on him, and to our God, for 
He will freely pardon.  “For My thoughts are 
not your thoughts, neither are your ways My 
ways,” declares the LORD.  “As the heavens 
are higher than the earth, so are My ways 
higher than your ways and My thoughts than 
your thoughts.



“As the rain and the snow come down from 
heaven, and do not return to it without 
watering the earth and making it bud and 
flourish, so that it yields seed for the sower 
and bread for the eater, so is My word that 
goes out from My mouth: It will not return 
to Me empty, but will accomplish what I 
desire and achieve the purpose for which I 
sent it.” 

‒ Isaiah 55:6-11



「主を求めよ。お会いできる間に。近くにおられる
うちに、呼び求めよ。悪者はおのれの道を捨て、不
法者はおのれのはかりごとを捨て去れ。主に帰れ。
そうすれば、主はあわれんでくださる。私たちの神
に帰れ。豊かに赦して下さるから。『わたしの思い
は、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あ
なたがたの道と異なるからだ。ー主の御告げー天が
地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの
道より高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよ
りも高い。



『雨や雪が天から降ってもとに戻らず、必ず地を潤
し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種蒔く者
には種を与え、食べる者にはパンを与える。 
そのように、わたしの口から出るわたしの 
ことばも、むなしく、わたしのところに帰って来な
い。必ず、わたしの望むことを成し遂げ、わたしの
言い送った事を成功させる。』」 

～ イザヤ書  55：6～11



神、その道は完全。主のみことばは純粋。主
はすべて彼に身を避ける者の盾。 

～詩編  18：30 

As for God, His way is perfect; 
the word of the LORD is flawless.  He 
is a shield for all who take refuge in 
Him.　　　  ‒ Psalm 18:30



主よ。あなたのことばは、とこしえから、天
において定まっています。 

～詩編  119：89 

Your word, O LORD, is eternal; 
It stands firm in the heavens.　 

‒ Psalm 119:89



聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、 
人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練
をするうえに有益です。こうして、神に仕え
る人は、どのような善い業をも行うことがで
きるように、整えられるのです。　　 
　　　　　　　  ～第２テモテ  3：16～17 

All Scripture is God-breathed and is useful 
for teaching, rebuking, correcting and 
training in righteousness, so that the man 
of God may be thoroughly equipped for 
every good work.        ‒ 2 Timothy 3:16-17



神のことばは生きていて、力があり、両刃の
剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄の
分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな考
えやはかりごとを判別することができま
す。       　           ～ヘブル人 4：12 

For the word of God is living and active. 
Sharper than any double-edged sword, 
it penetrates even to dividing soul and 
spirit, joints and marrow; it judges the 
thoughts and attitudes of the heart.　　　
　　　  ‒ Hebrews 4:12



この天地は滅び去ります。しかし、　　
わたしのことばは決して滅びることが
ありません。 　～マタイ 24：35 

Heaven and earth will pass 
away, but my words will never 
pass away.  ‒ Matthew 24:35



イエスは答えて言われた。「『人はパンだ
けで生きるのではなく、神の口から　出る
一つ一つのことばによる』と書いてあ
る。」   　  　～マタイ  4：4 

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



そこでイエスは… 言われた。「もしあなた
がたが、わたしのことばにとどまるなら、
あなたがたは本当にわたしの弟子で
す。」 　 　　　　　～ヨハネ  8：31 

…Jesus said, “If you hold to my 
teaching, you are really my 
disciples.”     ‒ John 8:31



また、みことばを実行する人に 
なりなさい。自分を欺いて、ただ聞く 
だけの者であってはいけません。　  

～ヤコブ  1：22 

Do not merely listen to the word, 
and so deceive yourselves.   
Do what is says.        ‒ James 1:22



自分の内に、神様の言葉は
「生きて」いるだろうか？ 
普通１日３回の食事をしま
すが、では神様の言葉は、1
日に何回いただいているだ
ろう？ 
Is the word ‘alive’ in 
me?  If I eat 3 times a 
day, how many times a 
day do I FEAST on the 
word of God?



聖書を開かずに、どれくらい
御言葉を覚えて言うことがで
きるだろう？ 
(祈り、励まし、誘惑) 
Without even opening 
my Bible, how much can 
I recall word-for-word of 
Scripture? (prayer, 
encouragement, 
temptation)



神様の言葉は今、自分の人生の
中でどんなふうに生きているだ
ろう？(行動、考え、態度) 
神様を信じ、神様に信頼してい
ることをどうすればもっと表す
ことができるだろう？ 

How is the word of God 
coming alive in my life? 
(actions, thinking, 
attitude)   
How do I demonstrate 
that I believe & trust 
God more?


