
 

  



2 

 

 

心をいやす光 
傷つきやすい自分を脱ぎ捨てて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バジレア・シュリンク著 

カナン出版  



3 

 

Copyright © 2019 Evangelical      

Sisterhood of Mary  

Darmstadt, Germany 

 

Original title: Wider die Verzagtheit  

(Shine Light into my Darkness) 

First German edition 1961 

First English edition 2015 

Japanese eBook digest version 2019  

All rights reserved. 

 

 

 

心をいやす光 

傷つきやすい自分を脱ぎ捨てて 

ダイジェスト版 

 

 

 

© マリア福音姉妹会 2019年 

聖書の引用は「新共同訳聖書」によっています。 



4 

 

目次 

 

わたしの神は、今、どこに？………………6 

祈り・詩編より………………………………12 

祈り・新たな希望に生きるには……………15 

祈り・思い悩んで、疲れ果てている時……18 

祈り・「もう、生きていたくない」という 

思いから抜け出すために……………………21 

絶望に陥ったとき……………………………24 

御言葉より……………………………………28 

祈り・傷つきやすい自分に勝利するために 30 

誘惑に打ち勝つには…………………………33 

信じるとおりになる…………………………35 

 



5 

 

心おののく人々に言え。 

「雄々しくあれ、恐れるな。 

見よ、あなたたちの神を。 

…… 神は来て、 

あなたたちを救われる。」 

                       

イザヤ書 35･4 
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わたしの神は、今、どこに？ 

 

「わたしの神は、どこにおられるのだろう？ 遠く

離れていて、どこにも見いだせない。わたしは途

方に暮れて、神のなさることが分からなくなって

いる。神はわたしから離れてしまわれた。わたし

を決して見放すことも、見捨てることもしない、

と約束してくださったはずなのに……。今のわた

しには進むべき道が見えず、何の助けもない……」。

このように思うことはないでしょうか。そのため

暗い気持ちになっても無理はありません。 

 

 けれども、わたしたちがこんなふうに思ってい

ても、実は神が遠く離れていると感じるその時こ

そ、最も近くにおられるのです。わたしたちには

分からなくなっているその時、神はまさにご自身

を現わそうとしておられます。神は神であられ、

人間ではありません。人間の理解をはるかに超え

る存在なのです。神の思いと道は、わたしたちの

それを高く超えています（イザヤ書 55･9参照）。思い

もよらないほどの大きな計画を、神はわたしたち
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の人生において持っておられます。それは救いへ

と導こうとする神のご計画なのです。神が分から

なくなったそのこと自体、まさに神ご自身が今わ

たしたちの人生に働いておられる証拠です。 

  

わたしたちは更にこう自問するのではないで

しょうか。「それにしても、なぜ、人生はこんなに

大変なのだろう？ 神はこの先もよそよそしく、わ

たしと何の関係もないような遠い存在で、理解し

難い方なのか？ わたしはこんなに混乱して、苦し

んでいるのに……」 

  

 では、いったいどのようにして、理解を超える

神が分かるのでしょうか。一つだけ道があります。

それは、神の子として、神に近づくという道です。 

 

 理想の父親像を思い描いてみましょう。大人の

考えていることを理解できない子供にも、唯一理

解できる人。それが、心から愛し、信頼する自分

の父親です。子供にはしつけが必要な時がありま

す。あるいは、病気の時に痛みを伴う治療を受け
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なければならない場合もあります。それは魂や体

をより大きな痛みから守るためですが、子供にし

てみれば、ただつらいだけのことです。それでも

心の奥で分かっているのは、父親が自分のことを

心配し、大切にしてくれているということです。

他の人の目からは隠されている父親の愛を子供は

感じ取っています。父親に愛されている子供は、

父の判断が何であれ、最終的にはすべてが良くな

ると分かっています。 

 

 天の国は子供のような者のものだ、とイエスが

語っておられます。全能の神と比較してみると、

わたしたちはいったい何者なのでしょうか。小さ

く、取るに足りない、限界がある人間にすぎませ

ん。神が間違った道に導き、わたしたちから無理

なことを要求しておられる、と思ってしまうこと

があるかも知れません。しかし、それは、小さな

子供たちが大人のすることを理解できないのと同

じで、わたしたちが天の御父のなさることを理解

できないだけなのです。ですから、自分たちが無

知な子供であることを認め、この事実を受け入れ
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るのが、最初のステップです。万物を造られた方

を責めるなら、愚かで高ぶった態度だと思い知り

ましょう。「神の導きは厳しすぎて、受け入れられ

ない」とか、「神がこんなひどい状態を善いものに

変えられるはずがない」と言える立場にわたした

ちはあるのでしょうか。この人生で、どんな深い

痛みがあったとしても、神はそれを祝福へと変え

られないはずがありません。 

 

 次のステップは、御父の愛に信頼をおくことで

す。神は、天と地にあって、「父」と呼ばれている

あらゆるものの源なる方（エフェソ 3･15参照）であ

り、その本質を一言で言い表すなら、それは「愛」

です（Ⅰヨハネ 4･8参照）。 

 

 神は、愛する独り子イエスをご自身のふところ

から引き離し、死に渡されることによって、わた

したちへの愛を示してくださいました。それはわ

たしたちをあらゆる不幸の源である罪から救い出

すためでした。神は、愛と憐れみをもってわたし

たちに御顔を向け、心身ともにいやしてください
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ます。わたしたちを愛してやまない方、それが天

のお父様です。 

 

 失意のどん底にある時、「神はどこにおられるの

だろう？」と問うわたしたちに、神は「今、わた

しはあなたと共にいる」と語りかけられます。「な

ぜ、わたしだけがこんなにつらいのだろうか？ わ

たしの心が痛んでいるのを神は気に留めてくださ

らないのか？」と思っても、まさに神はわたしを

心に留めておられ、わたしの内に働き、清め、よ

り良い者とするために配慮してくださっています。

神にとって、わたしたちはかけがえのない存在で

あり、永遠に続く喜びをわたしたちに与えようと

しておられます。求められているのは、わたした

ちが神に深く愛されているのを信じ、神の愛に信

頼をおくことです。 

 

 神はどこにおられるのでしょうか。神はわたし

たちの痛みと心の闇のただ中におられます。神を

信頼すれば、たった今、神を見いだせるのです。

重荷は取り除かれ、混乱している心が鎮まり、痛
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みや失望は消え去るのです。そして、わたしたち

は自分が愛され、愛なる神がわたしたちの道を計

画しておられることを、何の疑いもなく知るでし

ょう。その道こそ、大いなる祝福へと至る道なの

です。  
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祈り・詩編より 

 

なぜうなだれるのか、わたしの魂よ、なぜ呻くの

か。神を待ち望め。わたしはなお、告白しよう、

「御顔こそ、わたしの救い」と。 

詩編 42･6 

 

いつまで、主よ、わたしを忘れておられるのか。 

いつまで、御顔をわたしから隠しておられるのか。 

いつまで、わたしの魂は思い煩い、日々の嘆きが

心を去らないのか｡いつまで､敵はわたしに向かっ

て誇るのか。わたしの神、主よ、顧みてわたしに

答え、わたしの目に光を与えてください、 

死の眠りに就くことのないように、 

敵が勝ったと思うことのないように、 

わたしを苦しめる者が、動揺するわたしを見て喜

ぶことのないように。 

あなたの慈しみに依り頼みます。 

わたしの心は御救いに喜び躍り、主に向かって歌

います、「主はわたしに報いてくださった」と。                                           

詩編 13･1～6 
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主よ、あなたの裁きが正しいことを、わたしは 

知っています。 

わたしを苦しめられたのは、あなたのまことの 

ゆえです。 

あなたの慈しみをもって、わたしを力づけて 

ください、あなたの僕への仰せのとおりに。 

詩編 119･75､76 

 

わたしの心は喜び、魂は躍ります。からだは安心

して憩います。あなたはわたしの魂を陰府に渡す

ことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見

させず、命の道を教えてくださいます。 

わたしは御顔を仰いで満ち足り、喜び祝い、 

右の御手から永遠の喜びをいただきます。 

詩編 16･9～11 

 

死の陰の谷を行くときも、 

わたしは災いを恐れない。 

あなたがわたしと共にいてくださる。 

あなたの鞭、あなたの杖、 

それがわたしを力づける。     詩編 23･4 
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天におられるわたしの父よ、 

わたしには今、 

あなたのなさることが 

分かりません。 

しかし、あなたが愛であることを 

信じます。 
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祈り・新たな希望に生きるには 

 

次の祈りは、信頼できる人と一緒に祈る時、 

より大きな力となるでしょう。 

  

 愛するイエス様 

 多くのクリスチャンは、落ち込んでいる時にあ

なたに依り頼まず、あなたを深く傷つけています。

わたしは、そうしたくはありません。出口を見失

い、罠にはまってしまったような時があります。

そんな時に、あきらめてしまうのは簡単ですが、

それでは戦わずして武器を捨てるのと同じです。

ですから、わたしは武器を握りしめ、最後まであ

なたの側に立ち続け、戦いたいのです。あなたは、

まさにそれにふさわしい方だからです。これまで、

わたしは何度もそうせずに、あなたの期待にこた

えなかったため、良い証しが出来ていませんでし

た。前に進むのがつらくて厳しい時、あなたから

離れてしまい、あなたを悲しませるよりは、弱い

自分であっても、あなたの側に立って戦わせてく

ださい。 



16 

 

 主イエス様 

 あなたにわたしをおゆだねします。何度つまず

いたとしても、あなたの道にとどまり、歩み続け

ます。この道をあきらめたいという思いの背後に、

わたしの傷ついたプライドがあることを分からせ

てください。自分の限界や欠点を認める勇気をお

与えください。 

 

 主よ、あなたの御前に、また闇の力の前に、わ

たしはあなたに無条件で自分自身をおゆだねしま

す。わたしは、罪人です。わたしは、過ちを犯し

ました。わたしは、さまざまな問題や重荷を抱え

ています。しかし、わたしはあなたの御前でマイ

ナス思考をすべて断ち切り、「逃げ出したい！ こ

れ以上は耐えられない！」という否定的な思いを

いっさい捨てます。「神に服従し、悪魔に反抗しな

さい。そうすれば、悪魔はあなたがたから逃げて

行きます」（ヤコブ４･７）との御言葉を堅く信じま

す。主よ、勝利はあなたのものです。          

アーメン 
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神に服従し、悪魔に反抗しなさい。 

そうすれば、悪魔はあなたがたから

逃げて行きます。 

 神に近づきなさい。そうすれば、 

神は近づいてくださいます。 

…… 主の前にへりくだりなさい。 

そうすれば、主があなたがたを高め

てくださいます。 

ヤ

ヤコブ４･７､8､10 
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祈り・思い悩んで、疲れ果てている時 

 

 愛する天のお父様 

 わたしは思い悩みすぎて、疲れ果てています。

思い煩いはますます増え、わたしの心を乱してい

ます。主よ、助けてください。どうすればこの状

態から抜け出せるのでしょうか？ わたしには分

からないのです。困難や未解決の問題が積み重な

り、負わされた責任が重くのしかかって、わたし

は押しつぶされそうです。喜ぶことなど、とても

できません。 

 

 にもかかわらず、わたしは心配事に捕らわれた

くはありません。あなたがおられないかのような

態度をとらないように、助けてください。天のお

父様、あなたはわたしが今、どんな状況に耐えて

いるか、すべてをご存じであり、わたしのために

既に助けを備えておられます。主よ、わたしはあ

なたから目を離しません。信頼できる方は、あな

ただけだからです。「山々は蠟のように溶ける、主

の御前に、全地の主の御前に」（詩編 97･5）という



19 

 

御言葉を、わたしは堅く握りしめます。この約束

によって、わたしの不安は溶け去るのです。あな

たがわたしを助けてくださらないことなど、あり

得ません。わたしはあなたの愛する子供なのです

から。山のように大きく見える数々の心配事も、

あなたはことごとく海に投げ込まれるに違いあり

ません。すべての力はあなたのものです。わたし

が抱えている問題よりもあなたの助けは常に大き

く、わたしのあなたへの信頼を揺るがすものは何

一つありません。 

 

命の主であるイエス様。水をぶどう酒に変えら

れたように、あなたは悲しみを喜びに変えてくだ

さいます。ひと言おっしゃってください。そうす

れば、問題は解決するのです。歩けなかった道が

歩けるようになり、その道を通り抜けた時、わた

しは慰められ、あなたの勝利を喜ぶことができま

す。あなたに懲らしめられても、それがわたしに

とって益となるのです。わたしに求められている

のは、ただ、苦しみをそのまま進んで受け入れる

ことなのです。 
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わたしは自分に与えられた十字架を背負える

ように、助けてください。自分が最も恐れている

ものであろうとも、それに向き合う覚悟ができて

います。そうして初めて、不安や心配は取り除か

れるのです。愛する天のお父様、わたしは全能の

御手の下に身を低くします。あなたがわたしの人

生に与えられるものはすべて、善いものである、

と確信しているからです。たとえそれが、痛みや

苦しみであったとしても……。 

 

あなたがこの試練から奇跡的に逃れさせてく

ださるか、あるいはそのさなかで耐えさせてくだ

さるか、どちらになろうとも、わたしはあなたの

愛と助けを確信しています。ですから、わたしに

何一つ欠けるものはありません。   アーメン 
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祈り・「もう、生きていたくない」という

思いから抜け出すために 

 

主イエス様 

助けてください！ わたしは今、絶望のただ中

にいます。闇の力がわたしの心を支配し、希望を

奪い取ろうとしているのです。わたしは失意のど

ん底に引き落とされそうです。悪い者がわたしの

魂をつかもうとし、絶えず「すべてを終わらせて

しまえばいい……」と、ささやきかけてくるので

す。疲れ果てて、それに抵抗できなくなりそうで

す。 

 

主イエス様、わたしはあなたに叫びます。あな

たは、悪い者より強い方です。あなたは、命の君

であり、死に打ち勝ち、わたしの死んでしまいた

いという思いよりも強い方です。ハレルヤ！ 死

の君である敵が、もはやわたしを支配することは

できません。わたしは死の力を滅ぼされたあなた

のものだからです。神の小羊なるイエス様、あな

たの尊い血潮がわたしを守っています。悪い者は
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撤退せざるを得ません。敵はわたしに対するすべ

ての権利を失ったのです。ゴルゴタの十字架の上

で、あなたはサタンと死と地獄に打ち勝ち、わた

しを贖うために代価を払ってくださいました。 

 

わたしは、自分の暗い思いと、その背後にある

悪霊の力を断ち切ります。イエス様、わたしは自

分自身をあなたに固く結びつけます。わたしはあ

なたの御心に従いたいのです。あなたが願ってお

られるのは、わたしが生きること、人生に起きて

くる試練や困難に真正面から向き合うことです。 

 

わたしは、生きることを選びます。あなたへの

愛と感謝から、苦しみに向き合う覚悟ができてい

ます。あなたがわたしを愛し、身代わりとなって

御自身の命をわたしのために献げてくださったか

らです。あなたはわたしに背負いきれない重荷を

お与えになることは、決してありません。むしろ、

絶望的に見えても、あなたはそれぞれの状況に応

じて、助けや解決の道を用意してくださっていま

す。わたしはこの事実を、信仰をもって握りしめ
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ます。そうすれば、暗闇の力から解放されるので

す。死の君はわたしを死に引き寄せ、自分のもの

にしようとしますが、あなたは既にその力に打ち

勝たれました。わたしが喜びと栄光の御国に永遠

に住むことができるようにと、あなたは十字架の

上でわたしを贖い、わたしのために身代金を払っ

てくださったのです。 

アーメン 
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絶望に陥ったとき 

 

「もうだめだ。これ以上、耐えられない。つらす

ぎて、もう生きていたくない。」 

 

このような思いに捕らわれた時、わたしたちは

どう対応していますか。苦しみのさなかで、ただ

あきらめてしまうのでしょうか。それとも、神の

助けに信頼して、その困難に立ち向かおうとして

いるのでしょうか。 

 

 生きている限り、誰もが苦しみから逃れること

はできません。しかし、戦いがあるところに勝利

もあるのです。神が望んでおられるのは、わたし

たちがただこの世の喜びを味わうだけでなく、罪

と絶望から解き放たれて永遠の喜びを味わうこと

です。ですから、わたしたちを鍛え、清めてくだ

さる神に信頼して、この地上での苦しみに耐えま

しょう。苦しみは一時的なものにすぎません。暗

いトンネルを通り抜けた先には、光があるのです。 
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 ただただ困難から逃げ出したい、という誘惑に

かられる時があるかも知れません。しかし、その

誘惑に負けてしまうと、後になって困難に追いつ

かれてしまうことがあります。この終わりの時代

は、これまでにない苦しみの時代であり、その中

で神に頼らなければ、人を苦しめようとするサタ

ンの手に陥るのです。しかし今、わたしたちは慈

愛に満ちた救い主イエス・キリストの御手の中に

あり、サレジオのフランシスコの言葉にあるとお

り、「わたしたちに負わせられた十字架は、主が愛

をもって重すぎないように量られたもの」なので

す。ですから、自分の十字架を背負いましょう。

わたしたちを愛しておられる良い羊飼いなるイエ

スは、死の陰の谷でも必ず安全に導いていてくだ

さいます。 

 

「もうこれ以上、耐えられない。わたしの十字架

は重すぎて背負いきれない。生きることは、わた

しにはつらすぎる」といった否定的な思いを持た

ないようにしましょう。むしろ、「主よ、すべてを

あなたにおゆだねします！」と祈り、神の導きを
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受け入れて、サタンを追い払うのです。「救い主は、

わたしのために苦しみの道を歩んでくださいまし

た。だからこそ、生きるのが苦しくなったとして

も、この道をイエスと共に歩みます」と、目に見

えない世界の前で自分の決心を宣言するのです。 

 

 イエスは、苦しみを受けて栄光に入られました

（ルカ 24･26参照）。そして今や、王の王としてすべ

てを支配しておられます。苦しむことはイエスに

定められた道でした。だとしたら、わたしたちの

人生にも、苦しみがあって当然ではないでしょう

か。御言葉にあるように、弟子は師にまさるもの

ではないのです。罪人であるわたしたちにこそ困

難が必要であり、それによってわたしたちは変え

られ、清められ、御国のために備えられていくか

らです。イエスはわたしたちを愛し、共に苦しみ

の道を歩んでくださいます。最も深い苦しみを耐

え忍ばれたイエスは、困難に直面するわたしたち

を助けてくださるに違いありません。 

 



27 

 

主よ。ここにいます。 

わたしはあなたのものです。 

わたしは絶望の中にとどまらず、 

あなたの愛を信頼し、 

最後まで固く立ちます。 

あなたの愛は、 

必ず勝利するからです。 アーメン 
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御言葉より 

 

自分の確信を捨ててはいけません。この確信には

大きな報いがあります。 

ヘブライ 10･35 

  

今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばなら

ないかもしれませんが、あなたがたの信仰は、そ

の試練によって本物と証明され、火で精錬されな

がらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イ

エス・キリストが現れるときには、称賛と光栄と

誉れとをもたらすのです。 

Ⅰペトロ 1･6､7 

 

わたしの兄弟たち、いろいろな試練に出会うとき

は、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試され

ることで忍耐が生じると、あなたがたは知ってい

ます。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば、完

全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人に

なります。 

ヤコブ 1･2～4 
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試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と 

認められ、神を愛する人々に約束された命の冠を 

いただくからです。 

ヤコブ 1･12 
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祈り・傷つきやすい自分に勝利するために 

 

イエス様、わたしはあなたの御名を呼び求めま

す。どうか、否定的な思いや感情からわたしを解

き放ってください。あなたは、わたしの正しさを

認めてもらいたいという思いをご存じです。わた

しが「あまりにもひどく傷つけられた」という思

いに捕らわれすぎて、なかなかそこから抜け出せ

ないこともご存じです。あなたは、わたしの思い

どおりにしてくれなかった相手への怒りをもご存

じです。人を責める思いに苦しめられたわたしは、

夜も眠ることができないのです。 

 

イエス様、あなたは光であり、真理であられま

す。わたしにあなたの光を当て、人の行いに対し

て悪く思う気持ちの背後にある、わたしの罪を示

してください。人を批判し責めるという、自分に

都合の良い態度をとらないように助けてください。

わたしがどこで過敏に反応し、傷つきやすかった

のか、あるいは、求めすぎてねたみ深かったのか

をお示しください。相手に対して理想が高く、自
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分自身がしていないのに、人に要求しすぎてしま

うという、裏表のある自分を恥じるようにしてく

ださい。 

 

そして何よりも、十字架の上であなたが苦しま

れた御姿を心に刻んでください。あなたはわたし

のために、ご自身の命をお捨てになりました。わ

たしはいったい、何をお返ししてきたでしょう

か？ 何度となく愛を示さず、あなたに栄光を帰す

ことを怠ってきました。また、真の弟子として、

あなたの足跡に従っていくことをも怠ったのです。 

 

今、わたしは、人を責めるあらゆる毒に満ちた

思いを断ち切ります。たとえそのような思いが何

度となく出て来たとしても、わたしはその度ごと

にそれらを捨て去ります。イエス様、あなたの力

はこれらの罪深い思いより、はるかに強いのです。

あなたの十字架は勝利のしるしです。人を責める

思いは、もはやわたしを支配することができませ

ん。わたしは、傷つきやすい自分の心、自己中心

的なさまざまな欲求をすべて、あなたにお渡しし
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ます。あなたがわたしを愛してくださっているだ

けで、十分です。 

 

神の小羊なるイエス様、わたしはあなたに従い

ます。困難なことに愛をもって耐え、自分の命を

失う道（マルコ 8･35参照）を教えてください。あな

たの行かれるところに、わたしもついて行きます。  

アーメン 
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誘惑に打ち勝つには 

  

 あなたは、自分の罪との戦いに本気で取り組ん

でいますか。あなたは、本当に「罪から自由にな

りたい」と願っていますか。  

もし願っているのなら、自分の弱さにいっさい

甘えてはなりません。罪と仲良くしてはならない

のです。あなたを霊的に導いてくれる人の前で、

自分の弱さを隠そうとするのではなく、むしろそ

れをさらけ出しましょう。特に負けそうな誘惑に

遭う時は、そうすべきです。 

 

「わたしが弱すぎて、自分を支配している罪から

一人では自由になれない」ということを、あなた

は認めることができますか。 

 それができるのであれば、一緒に祈ってくれる

仲間を探しましょう。そして、あらゆる霊的なサ

ポートを進んで受け入れましょう。その人に弱さ

をさらけ出すことによって、サタンの策略は暴露

されるのです。たとえば、お金があなたにとって

罠になりそうなら、誤った使い方をしてしまわな
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いように、それを預かってもらったりするのです。

とにかく、誘惑になりそうなものは何であれ、そ

れを言い表すのです。人に対して誤った執着の場

合も同じです。 

 

 真理だけが、わたしたちを自由にします（ヨハネ

8･32参照）。光の中に入りましょう。すなわち、霊

的に導いてくれる人の前で、自分の罪深い習慣や

執着を、ありのままさらけ出すのです。それこそ

が本当の謙遜であり、神は謙遜な人に恵みを与え、

確実に助けてくださいます。 
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信じるとおりになる 

 

 あなたが信じるなら、罪の鎖から解放されます。

あなたの信じるとおりになるのです。これしかあ

りません。 

 

「主の御名を呼ぶ者は皆、救われる」（ヨエル 3･5）、

とあなたは信じていますか。「主は青銅の扉を破り、

鉄のかんぬきを砕いてくださる」（詩編 107･16）方で

ある、と信じていますか。神は、あなたを縛って

いる鎖を解くことができる方である、と信じてい

ますか。  

 

信じるなら、そのとおりになります。ただし、

そのタイミングは神にゆだねなければなりません。

待つことによって、謙遜にされるのです。わたし

たちが罪に対して信仰の戦いを戦い抜くなら、必

ず解放の時が訪れるのです。「然りであり、アーメ

ン」である方として、神はご自分が語られたとお

りのことを行われます。父なる神はわたしたちを

愛し、決して失望させることはありません。 
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 しかし、神が罪に縛られている者を解放してく

ださるという信仰を持たない限り、わたしたちが

罪から自由になることはありません。その不信仰

の背後に、心の深い所で、本当は解放されたくな

いという思いがあるのです。どうしても解放され

たいと願う囚人は、自由を約束してくれる人─そ

の人がだれであれ─にしがみつくはずです。だと

すれば、わたしたちは贖い主である神に、なおさ

ら依り頼むはずです。神は人と違って、嘘をつい

たり、約束したことを取り消したりするような方

ではありません。必ず約束を守ってくださいます。 

  

あなたは、罪の束縛から解放されたい、と心の

底から願っていますか。そう願っているのなら、

どんな犠牲を払ってでも、不信仰によって霊の戦

いに負けるよりも、信じ抜く方がましです。不信

仰によって神の御名が汚されますが、その反対に

信じ抜くことによって神は栄光をお受けになるの

です。「あなたに望みをおく者はだれも、決して恥

を受けることはありません」（詩編 25･3）。 
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信じる者が勝利を得るのです。 

 信じれば、すべてが変わります。 
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バジレア・シュリンク著による他の著書 

（カナン出版） 

 

「主の似姿に ─ 変えられたいあなたに」 

「キリストにわがすべてを ─ 愛のともし火、

掲げつつ」 

「立ち帰って生きよ ─ 日々の悔い改めから喜

びの泉へ」 

「変化の秘訣 ─ 性格をも変える不思議な力」 

「聖所の光に至る道 ─ 闇から父・子・御霊なる

神のふところへ」  

「苦難のさなかをゆくとも ─ 迫害前夜に生き

るキリストの弟子」 

「終末を告げる警鐘 ─ 今、求められること」 

「災害 ─ 神の警告？」 

「大なる力に囲まれて明日へ ─  一週間を信頼

しつつ」 

 

「カナン出版」あるいは 

キリスト教書店にてお求めください。 


