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James 1:12-15
Blessed is the man who 
endures temptation; for when 
he has been approved, he will 
receive the crown of life which 
the Lord has promised to 
those who love Him. Let no 
one say when he is tempted, “I 
am tempted by God”; for God 
cannot be tempted by evil, nor 
does He Himself tempt 
anyone. But each one is 
tempted when he is drawn 
away by his own desires and 
enticed. Then, when desire 
has conceived, it gives birth to 
sin; and sin, when it is full-
grown, brings forth death.

ヤコブ 1:12-15
試錬を耐え忍ぶ人は、さい
わいである。それを忍びと
おしたなら、神を愛する者
たちに約束されたいのちの
冠を受けるであろう。だれ
でも誘惑に会う場合、「こ
の誘惑は、神からきたもの
だ」と言ってはならない。
神は悪の誘惑に陥るような
かたではなく、また自ら進
んで人を誘惑することもな
さらない。人が誘惑に陥る
のは、それぞれ、欲に引か
れ、さそわれるからである。
欲がはらんで罪を生み、罪
が熟して死を生み出す。

Tips to Have a 

Blessed 

Christian 

Living

さいわいな

クリスチャン
人生を歩む
コツ

 Being a Christian does not 

mean that we are living a 

problem less life.

 James 1 defines trials and 

tests

o 2:count it all joy when 

you fall into various trials

(profitable / battle »

opportunity to have a 

victory)

o 3: testing of your faith 

produces patience

o 4: you may be perfect and 

complete, lacking nothing 

(Spiritual growth & 

maturity)

クリスチャンになるという
事は、問題の無い人生であ
るいうわけではない。

ヤコブの手紙1章の試練の
定義
o 2節:試錬に会った場合、

それをむしろ非常に喜
ばしいことと思いなさ
い（益・戦い»勝利を得
るチャンスでもある）

o 3節:信仰がためされるこ

とによって、忍耐が生
み出されるからである

o 4節:なんら欠点のない、
完全な、でき上がった
人となるように（霊的
成長と成熟）

As we seek God’s wisdom, 
He’ll give us the wisdom 
we need for our daily life

James 1:5
• Wisdom in the 

Word=Biblical principles 
(example: Proverbs)

• Let’s plant the Word & Its 
root to grow in ourselves as 
we receive the Word 
beyond just listening & 
knowing. 21: receive with 
meekness the implanted 
word

• 22: be doers of the word
• What part of the Word do 

you need to intergrade into 
your life, now?

神様に知恵を求める時に、
私達の日々の生活に必要
な知恵を与えて下さる

ヤコブ1:5
• 御言葉の中の知恵=聖書の
原理・原則（例:箴言）

• 聞く・知るだけでなく、植
え付け、根をはらせ、受け
入れよう。21節:心に植え

つけられている御言を、す
なおに受け入れなさい

• 22節:御言を行う人になり
なさい。

• 日々の生活の中に、今、あ
なたが組み込まなければな
らない御言葉は何ですか？
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As we seek God’s wisdom, 
He’ll give us the wisdom 
we need for our daily life

James 1:6-8
• Christians ought to be a 

seeker until we make it to 
the Heaven. The Heaven= 
our destiny

• What is faith to you?
• Example: unstable faith=5 

that didn’t bring extra oil » 
When it was the time, they 
could not enter into the 
banquet (heaven) (Matt.25)

• What do you need to do for 
your to grow and mature 
spiritually?

疑わない信仰を持って求
める時に安定した歩みを

する事ができる

ヤコブ1:6-8

• クリスチャンは天国に行く
まで求道者。天国=我々の
終着点。

• あなたにとって信仰とは?
• 不安定な信仰の例=5人の

予備の油を持って来なかっ
た愚かな人達»呼ばれた時

に、宴（天国）に入れな
かった（マタイ25）

• 更なる霊的成長と成熟を求
めて、今、あなたは何をす
るべきですか?

Learn to Find Positives 
in Things by Having the 

God’s Point of View

James 1:9
• New Living Translation: 

Believers who are poor 
have something to boast 
about, for God has honored 
them.

• God’s point of view » See 
things positively. He is the 
finisher, & He makes the call 
(Phil. 1:6 & Heb. 12:2)

• What do you need to do to 
be able to see everything 
positively?

物事にプラスを見つけ
る神様目線を持とう

ヤコブ1:9
• リビング・バイブル:クリ
スチャンの中で、この世で
見下されている人は、か
えって、そのことを喜びな
さい。 主の目からは、高
く評価されているからです。

• 神様目線»物事をポジティ
ブに見る。完成者である神
様が結果を握っておられる
（ピリピ1:6&ヘブル12:2）

• 物事をポジティブに見れる
様になるには何をするべき
ですか？

Thank You for allowing us to 

have a blessed Christian 

living:

 Give us the necessary wisdom 

as we would be doers of the 

Word.

 Fill us with the Holy Spirit and 

sanctify us as we pray and 

study the Word for further 

spiritual growth and maturity

 Help us to have faith to be able 

to see things from Your view 

point as You have taught us 

about Your view point & 

allowed us to experience.

幸いなクリスチャン人生
を歩ませて下さっている
事を感謝します:
 今、あなたの御言葉を実践
し歩んでいきますので、
我々に必要な知恵を与えて
ください。

 更なる、霊的成長と成熟を
求めて祈り、学んでいきま
すので、あなたの聖霊で私
達を満たし、聖めて下さい。

 神様の目線を知り、又経験
させて頂いている事を感謝
します。今、更なる信仰を
持って物事をポジティブに
考えられるように、あなた
の目線で物事が見れるよう
に助けて下さい。


