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ヘブライ人への手紙10:36

「神の御心を行って、約束のもの
を受けるためには、忍耐が必要

なのです。」
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Hebrews 10:36
“For you have need of endurance, 

so that when you have done 
the will of God you may receive 

what is promised.” 
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32～33節/イザヤ書53:7～8

「屠り場に引かれて行く羊のように、毛を
刈る者の前で黙っている小羊のように口を
開かない。卑しめられて、その裁きも行わ
れなかった。誰が、その子孫について語れ
るだろう。彼の命は地上から取り去られる

からだ。」

34節 「どうぞ教えてください。預言者は、誰

についてこう言っているのですか。自分につい
てですか。誰かほかの人についてですか。」



35節

「フィリポは口を開き、聖書のこの箇
所から説き起こして、イエスについ

て福音を告げ知らせた。」



v. 32-33/ Isaiah 53:7-8
“Like a sheep he was led to the slaughter

and like a lamb before its shearer is 
silent, so he opens not his mouth. 33 In 
his humiliation justice was denied him.

Who can describe his generation?
For his life is taken away from the earth.”

v. 34 “About whom, I ask you, does the 
prophet say this, about himself or about 

someone else?”



v. 35 “Then Philip opened his mouth, 
and beginning with this Scripture he 

told him the good news about Jesus.”



聖書は、人生の地図。
信仰のガイドブック。

教えてくれる人
が必要！

聖書を学んだ人
から学ぶ必要が

ある！



The Bible is a map of life 
and a guidebook of faith.

You need someone
to teach you.

You need to learn 
from someone who 
studied the Bible.





2コリント6:2 「今こそ、恵みの時。
今こそ、救いの時です。」

ヘブライ3:7～8

「今日、あなたがたが神の声を聞く
なら、荒れ野で試練を受けた頃、神に
背いた時のように、心をかたくなに

してはならない。」







2 Cor. 6:2 “Behold, now is the 
favorable time; behold, now is 

the day of salvation.”

Hebrews 3:7-8 “Today, if you hear his 
voice, do not harden your hearts as in 

the rebellion, on the day of testing 
in the wilderness.”





「宦官はもはやフィリポの姿を見なかっ
たが、喜びにあふれて旅を続けた。」

（39節）



“The eunuch saw him no more, and 
went on his way rejoicing.” 

(v. 39b)








