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神様はあなたといつも一緒にいる 

 

「恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。

わたしはあなたを強くし、あなたを助け、わたしの義の右の手で、あなたを守る。」 
(イザヤ 41:10 新改訳) 

 
 

 1.あなたは                                   である 
「だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなた

を形造った方が。『恐れるな。わたしがあなたを贖ったからだ。わたしはあなたの名

を呼んだ。あなたは、わたしのもの。』」 (イザヤ 43:1 新改訳) 
 

 
2. あなたは                                   
「あなたが水の中を過ぎるときも、わたしは、あなたとともにいる。川を渡るときも、

あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃え

つかない。」 (イザヤ 43:2 新改訳) 
 
                                             
3. あなたは                                  
「わたしはあなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。

わたしはエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。4 わ

たしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。だから、わたし

は人をあなたの代わりにし、国民をあなたのいのちの代わりにする。」 
                                  (イザヤ 43:3～4 新改訳) 
 
 
4. あなたには                                 がある 
「恐れるな。わたしがあなたとともにいるからだ。わたしは東からあなたの子孫を来

させ、西からあなたを集める。6 北に向かっては『引き渡せ』と言い、南に向かっては

『引き止めるな』と言う。わたしの息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから

来させよ。7 わたしの名で呼ばれるすべての者は、わたしの栄光のために、わたし

がこれを創造した。これを形造り、また、これを造った。」 (イザヤ 43:5～7 新改訳) 
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GOD IS WITH YOU ALWAYS 
 

“So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God.  
I will strengthen you and help you; I will uphold you with  

my righteous right hand.” (Isaiah 41:10 NIV) 
 

 
1. You are                                   
“But now, this is what the Lord says he who created you, Jacob, he who formed 
you, Israel: ‘Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by 
name; you are mine.’” (Isaiah 43:1 NIV) 
 
2. You are                                   
“When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass 
through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the 
fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.”  
                                                  (Isaiah 43:2 NIV)   
 
 
3. You are                                   
“For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt 
for your ransom, Cush and Seba in your stead. 4 Since you are precious and 
honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for 
you, nations in exchange for your life.” (Isaiah 43:3-4 NIV)  
 
 
 
4. You have                                 
“Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the 
east and gather you from the west. 6 I will say to the north, ‘Give them up!’ and 
to the south, ‘Do not hold them back.’ Bring my sons from afar and my 
daughters from the ends of the earth, 7 everyone who is called by my name, 
whom I created for my glory, whom I formed and made.” (Isaiah 43:5-7 NIV) 
  
 


