
Faith of Waiting on God 
Isaiah 40:31 

神様を待ち望むという信仰 

イザヤ 40:31 

Setting: 

 Chapters 1～39=First half of Isaiah » The judgement 
to sins, and prophecy about God’s salvation and 
restoration, concerning about days of Isaiah 

 Chapters 40～=prophecy about coming ages after 
Isaiah’s day. About consolation and encouragement 
of things to come (change of perspective) 

A message of hope & encouragement for people 

who are in trials 

 The word of God stands forever v. 8 
 All mighty, Sovereign God v. 10 
 Shepherd=provide our needs and lead us to the right 

path (when needed, he’d even pick us up) v. 11 
 All knowing God v. 12 
 His greatness is not comparable v.25 
 The Creator v. 28 
 Gives power to the weak and powerless v. 29 

聖句の背景:  

 １～39章=イザヤ書の前半部»罪への裁きと、神様が

与えられる救いと回復の予言、イザヤ時代の話し 

 40章～=これから実際起きる慰めと励ましの話。 イザ

ヤの後の時代の予言 (視点の変化) 

苦しい中にいる人々への希望と慰めと励ましの 

メッセージ 

 御言葉とその約束は不変である ８節 

 全能の力を持ち世界を治めておられる １０節 

 羊飼い=我々の必要を備え、正しい道へみちびいて下さ

る （必要な時には抱きかかえ）１１節 

 全知の神様である１２節 

 素晴らしさは、比べようが無い ２５節 

 創造主 ２８節 

 疲れた人々や弱っている人々を力強められる 29節 

Application: 

When we wait on God with faith, God will renew our 

strength and lead us to the best results for us. 

 Waiting is a verb, a type of action. It does not mean 
that doing nothing »Faith of hopefully waiting 
Hebrews 11:1 

 Hebrews 11 lists testimonies of past victories to 
strengthen our faith 

 When we soar like an eagle=our perspective changes 
(from high above)  » current situations may not 
change but through faith, they can see things from 
God’s point of view 

 How would you wait on God? 
 Let’s think of real life application 

 Releasing to God through prayer & praise 
 Understanding God’s power and promises 

through studying the Word 
 Receiving encouragements through 

fellowshipping with church family who 
support you 

 Strengthen faith and remembering God’s 
power as we testify our past victories 

聖句の適用方法:  

信仰をもって、神様を待ち望む時、私達は神様からの 

新しい力を受け、必ず神様がベストな結果へと 

導いてくださります 

 待つというのは、動詞、行動です。何もしないわけではあり

ません»待ち望むという信仰 ヘブル 11:1 

 ヘブル 11章で、更なる強い信仰を持てるように、過去の

勝利の証を記載している 

 鷲のように登る時=視点が変わる（高いところから）»状

況は直ぐには変わらないかもしれないが、信仰によって、神

様からの視点によって物事を見る事ができるようになる。 

 あなたなら、どうやって待ち望みますか？ 

 祈りと賛美をもって、神様に委ねる 

 御言葉を学んで、神様の力と約束を理解する 

 支えてくれる教会の人々と交わって、励ましや慰め

を受ける 

 過去の勝利の証しをもって神様の力を再認識し、

更に信仰を強める 

Prayer: 

 Give us victories and answers as we release our 

problems and battles to You through prayer and 

praise, daily 

 Teach us about You as we read, hear and study the 

Word 

 Fill us with Your encouragement and love as we 

become a part of the church You have given to us 

 Strengthen our faith as we testify, and be confident 

of Your power 

いのり: 

 日々、祈りと賛美をもって、私達の問題や戦いをあな

たに委ねていきますので、私達に勝利と答えを与えて

下さい 

 更に御言葉を読み、聞き、学んでいきますので、更に

あなたの事を教えて下さい 

 あなたが与えて下さった教会の一部となりますので、

励ましと慰めの愛で満たして下さい 

 証をもって、あなたの力を確信しますので、信仰を更

に強めて下さい 


