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2021 年 9 月 12 日主日礼拝説教 「わたしは、神さまの色えんぴつ」 イザヤ 43：10～21 

                           IGM 釧路・白鳥・深川教会牧師 川嶋直行 

 

Worship September 12th, 2021 
"I am a color pencil of God"   Isaiah 43,10-21 
Rev.Naoyuki Kawashima, IGM Kushiro, Shiratori, Fukagawa Church, 
 

ハレルヤ！主のみ名を賛美します。 

イザヤ書を続けて開いています。今日は、43 章 10～21 節です。説教題は「わたしは、神さまの色えん

ぴつ」と付けさせて頂きました。ポイントは 3 つです。➀歴史の生き証人 ②流されない生き方 ③わ

たしは、神さまの色鉛筆 となっています。 

Hallelujah! Praise the name of the Lord. 

I continue to open the book of Isaiah. Today’s text is chapter 43, verses 10-21. The title of the sermon 

is "I am a color pencil of God." There are three points. ➀ A living witness of history ② A way of life 

that is not swept away ③We are colored pencils of God. 

 

 

１，歴史の生き証人 

1. A living witness of history 
10、11節 あなたがたはわたしの証人、──【主】のことば──わたしが選んだわたしのしもべである。こ

れは、あなたがたが知って、わたしを信じ、わたしがその者であることを悟るためだ。わたしより前に

造られた神はなく、わたしより後にも、それはいない。わたし、このわたしが【主】であり、ほかに救

い主はいない。 

13 節 これから後もわたしは神だ。わたしの手から救い出せる者はない。わたしが事を行えば、だれが

それを戻せるだろうか。」 

 
 

10“You are my witnesses,” declares the Lord, 
“and my servant whom I have chosen, 
so that you may know and belie 
 
11I, even I, am the Lord, 
and apart from me there is no savior. 
 
13Yes, and from ancient days I am he. 
No one can deliver out of my hand. 
When I act, who can reverse it?” 
 

 
皆さんは、歴史がお好きでしょうか。最近、「歴女」というワードを知りました。歴史好きあるいは歴

史通の女性を指す造語だそうです。歴史上の人物に想いを寄せて、いろいろ調べたり、ゆかりの土地を

訪問してみたり、グッズを集めたりするのだそうです。確かに、面白そうだなあと思います。 

Do you like history? Recently, I learned the word "reki-jo". It is a neologism that refers to a women 

who like history or is very familiar with history. It is said that they think about historical figures, 

researches various things, visits related lands, and collects goods. Certainly, I think it looks 

interesting. 

 

 

歴史を英語で言うと、History ヒストリーですね。語源的なことは、はっきりとは分かりませんが、歴

史は His story だという説明を聞いたことがあります。歴史は、単なる出来事の羅列ではなく、多くの

人の物語が散りばめられているということでしょうか。そう考えると、私は、歴史を、身近に感じます。 

http://biblehub.com/isaiah/43-10.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-11.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-13.htm
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If you say history in English, it's “History”. I'm not sure about the etymology, but I've heard the 

explanation that history is His story. Does history mean that the stories of many people are studded 

with, not just a list of events?  If so, I feel the history is very close to me. 

 

ある方は、更に、論を発展させて、この His とは、救い主イエス・キリス

トを指していると言う方もおられます。学問的に正しいかどうかは別とし

て、歴史の中心に、イエス・キリストの十字架が立っていて、人類の歴史

が、ＢＣ（ビフォー・クライスト／キリスト以前）と、ＡＤ（ラテン語の

アンノ・ドミニ／主の年）に分けられている、今の世界の現実を見ると、

当たらずとも、遠からずという感じがします。 

Some have further developed the theory to say that this “His” refers to 

the Savior Jesus Christ. Whether or not it is academically correct, the 

cross of Jesus Christ stands in the center of history, and the history of 

mankind is devided into BC (Before Christ / Pre-Christ) and AD (Latin 

Anno Domini / year of theLord). Looking at the reality of the present 

world, it seems to be not near but not far. 

 

歴史は、見る人によって、あるいは、見る立ち位置によって、解釈が変わ

ってきます。歴史は、全くバラバラで、何の繋がりもないように見える。

という人もおられるでしょう。しかし、先ほども言いましたように、イエ

ス・キリストの十字架から、歴史を見てみると、そこには「人類救済の物語」という、一貫したテーマ

が見えてきます。 

The interpretation of history changes depending on the viewer or the standing position of the viewer. 

Some people may say that history is completely disjointed and seems to have no connection. However, 

as I said earlier, when we look at history from the cross of Jesus Christ, we can see the consistent 

theme of "the story of salvation for humankind." 

 

旧約聖書は、罪に堕ちた人類を救う為に、やがて、救い主イエス・キリストが来られるということを、

証言しています。新約聖書は、イエス・キリストが、既に、この世に救い主として来てくださり、この

世界を、最終的な、罪のない天の御国へと導いておられることを証言しています。その中心には、イエ

ス・キリストの十字架が立っています。 

The Old Testament testifies that the Savior Jesus Christ will soon come to save mankind who has 

fallen into sin. The New Testament testifies that Jesus Christ has already come to this world as the 

Savior and is leading this world to the final, innocent kingdom of heaven. At the center of these 

testaments, the cross of Jesus Christ stands. 

 

13 節に「これから後もわたしは神だ。わたしの手から救い出せる者はない。わたしが事を行えば、だれ

がそれを戻せるだろうか。」とありますが、聖書を通して、世界を見ると、歴史の中で、神様が働いて

おられることが分かります。昔に限ったことではなく、今、この瞬間も、神様は働いておられます。そ

して、この歴史を前に進められる神の働きは、何も、あるいは、誰も止めることが出来ないと言うので

す。 

In verse 13, "Yes, and from ancient days I am he. No one can deliver out of my hand. When I act, who 

can reverse it?.”" But when you look at the world through the Bible, you can see that God is working 

in the history. God is working at this moment, not limited in the past. And this verse says that nothing, 

or no one, can stop the work of God that advances this history. 

 

10 節に「あなたがたはわたしの証人」とありますが、私達キリスト者は、その神の救いの証人なのです。

キリストを知る以前は、私たちは、歴史の傍観者でしかありませんでした。しかし、イエスさまを信じ

て、救われた人は、もはや、見物人ではなく、歴史の参加者となったのです。信仰のマラソンレースに

自動エントリーされたのです。 

Although verse 10 says, "You are my witnesses," we, Christians are witnesses of God's salvation. 

Before we knew Christ, we were only bystanders of history. However, those who believed in Jesus and 

were saved are no longer spectators, but participants in the history. They are automatically entered 
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into the Marathon Race of Faith. 

 

「いえいえ、私には、そんなこと、とても出来ません。」と、少々、怖気づくかもしれません。でも、

どうぞ、ご安心ください。私たちは、ひとりで戦うのではなく、人生の伴走者である、聖霊と共に歩ん

で行けば良いのです。殊更に、特別なことをする訳ではありません。イエスさまを信じて、御言葉を頼

りに生き、御霊の助けによって、祈りを捧げて行くことによって、私たちはゴールへと導かれて行くの

です。 

"No, I can't do that very much," you might be a little scared. But please be assured. Instead of fighting 

alone, we should walk with the Holy Spirit, our companion in life. In particular, you will not do 

anything special. By believing in Jesus, living by relying on His Word, and praying with the help of 

the Holy Spirit, we are led to the goal. 

 

私たち、ひとりひとりが体験する、主の救いの物語が、世界の歴史の一部となって行くのです。歴史と

は、His story ではないかと申しましたが、世界には、表舞台には、登場して来ないけれども、世界の

あちこちに、主の救いの物語が、散りばめられています。そして、聖書的に言えば、小さな存在ではあ

っても、私たちも、その歴史の一部を構成していると言って良いのです。 

The story of the Lord's salvation, in which each of us experience, becomes part of the history of the 

world. I said that history is His story, but in the world, although it does not appear on the front stage, 

stories of the Lord's salvation are scattered all over the world. And, biblically speaking, even though 

they are small beings, we can be said to be one part of that history.  

 

そういう意味で、私達は、歴史の傍観者ではありません。私たちは、小さき者であっても、歴史の証人

なのであり、主の救いの物語を、次の世代へと、語り次いで行く使命があるのです。今、私たちは、こ

れまで体験したことがなかったコロナ禍の中を通過しています。この試練の中で、救い主は、どんな救

いを与えて下さったか、ひとりひとりが、しっかりと体験し、記憶し、そして、次の世代に伝えて行く

務めが与えられています。 

In this sense, we are not bystanders of history.  We are witnesses of history, even small ones, and 

have a mission to tell the story of the Lord's salvation to the next generation. Now we are passing 

through  corona disaster that we have never experienced before. In this ordeal, the Savior is tasked 

with experiencing, remembering, and passing on to the next generation what kind of salvation he has 

given. 

 

 

２，流されない生き方 

2,  a way of life that is not swept away 
 

15～17 節  わたしは【主】、あなたがたの聖なる者、イスラエルの創造者、あなたがたの王である。」 

海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した【主】はこう

言われる。「彼らはみな倒れて起き上がれず、灯芯のように消え失せる。 

 

15I am the Lord, your Holy One, 
Israel’s Creator, your King.” 
16This is what the Lord says— 
he who made a way through the sea, 
a path through the mighty waters, 
17who drew out the chariots and horses, 
the army and reinforcements together, 
and they lay there, never to rise again, 
extinguished, snuffed out like a wick: 
 

 

歴史は、時として、まるで、川の流れのように、大水の濁流となって、人々と生活を押し流して行きま

http://biblehub.com/isaiah/43-15.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-16.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-17.htm
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した。普段は、人々に飲料水を提供し、生き物にいのちをもたらす川の水が、一旦、大雨によって、濁

流と化すと、多くの人達のいのちを飲み込んでしまいます。人類は、これまで、2 度の世界大戦を経験

してきました。ちょっとしたことが、引き金となって、戦争が始まり、多くのいのちが犠牲となりまし

た。 

History, sometimes, became a muddy stream of flood water, like the flow of a river, and it swept away 

people and lives. Once the river water, which normally provides drinking water to people and brings 

life to living things, becomes muddy due to heavy rain, it swallows the lives of many people. Mankind 

has experienced two World Wars so far. A little happening triggered the war and many lives were 

sacrificed. 

 

神様が、歴史を支配しておられるなら、どうして、こんな悲惨なことが起こるのか？そう思われる方も、

少なくないと思います。一つ言えることは、これは、神がなさったことではなく、この世の罪がもたら

した結果であるということです。罪の力もまた、私たちの想像を遥かに超えて、強大なのです。弱い私

たちは、その罪と誘惑の濁流に、流されて行くしかないのでしょうか。 

If God controls history, why does such a tragedy happen?  I think there are many people who think 

so. One thing I can say is that this is not what God has done, but the result of the sins of the world. 

The power of sin is also powerful, far beyond our imagination. Are we weak and forced to be swept 

away by the muddy stream of sin and temptation? 

 

 

15節の「海の中に道を」というのは、出エジプトのとき、

後ろから、パロの軍隊が押し寄せてきて、前には、紅海が

あって、どこにも逃げ場がないという、絶体絶命のピンチ

のときに、神様が、紅海を 2 つに開いて、イスラエルの人

たちを、安全に通過させてくださった出来事を指していま

す。 

In verse fifteen, "he who made a way through the sea," 

means the event that when Exodus, Pharaoh's army 

rushed in from behind, and there was the Red Sea in front 

of them, and there was no escape, God divided the Red 

Sea in two and let the Israelites pass safely during desperate pinch. 

 

イスラエルが、渡り終えると、海は再び、元に戻って、後から追いかけてきた、パロの軍勢を飲み込ん

でしまいました。イスラエルの人たちは、神様が、彼らが絶体絶命のピンチのとき、御介入してくださ

った出来事を忘れず、記憶にとどめ、後の世代に伝えて来ました。 

16 節の後半の「激しく流れる水の中に通り道を設け」というのは、ヨシュアに率いられたイスラエルの

軍勢が、同じように、雪解けの水で、岸一杯に流れるヨルダン川を渡ろうとしたとき、先頭の祭司たち

の足が水についた途端、上流で、川がせき止められ、人々は全員無事に渡ることが出来た出来事を指し

ています。 

When Israel finished its migration, the sea returned and swallowed Pharaoh's army, which he had 

chased after. The Israelites remembered the events that God intervened in when they were in a pinch 

of desperation, and passed them on to future generations. 

In the latter half of verse 16, "a path through the mighty waters," is when the Israeli army, led by 

Joshua, also tried to cross the Jordan River, which flows across the shore, with thawed water. As soon 

as the feet of the leading priests got into the water, the river was dammed upstream and all the people 

were able to cross safely. 

 

 

これらの昔の出来事は、何を教えているのでしょうか。それは、神様は、必ず、脱出の道を備えておら

れるということです。私たちが大好きなⅠコリント 10:13 にこうありますね。『あなたがたが経験した

試練はみな、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなたがたを耐えられない試練に

あわせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えていてくださ

います。』 
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What do these old events teach? That is, God always provides us a way to escape. This is what we 

love at I Corinthians 10:13. "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. 

And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are 

tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.” 

 

そうです。私たち主を信じる者は、歴史の濁流、あるいは、人生の奔流に、押し流される必要はないの

です。何故なら、神様が、脱出の道を開いてくださるからです。今回のコロナ禍で、これまで積み上げ

て来たものが、一気に押し流されてしまったように感じている方も、おられるかもしれません。しかし、

その中にも、主は、平安の義の小道を用意していてくださいます。主に信頼する者は、死と滅びに、押

し流されることは決して、ありません。 

That's right. We those who believe in the Lord need not be swept away by the muddy stream of history 

or the torrent of life. Because God will pave the way for escape. Some people may feel that what they 

have accumulated so far has been swept away at once by this corona disaster. However, even in that, 

the Lord has prepared a path of righteousness for peace. Those who trust in the Lord will never be 

swept away by death and destruction. 

 

神様は、どんな強力な軍勢でも渡ることが出来ない濁流を遮り、私たち信じる者たちの足が滑らないよ

うに、歩きやすい道を備えてくださり、私たちは、安心して、そこを通って行くことができます。イザ

ヤ 43:2 にこうあります。「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。」 

God will block the muddy stream that no powerful army can cross, and provide an easy-to-walk path 

so that the feet of our believers will not slip, and we can rest assured that we will pass through it. 

Isaiah 43: 2 says: "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." 

 

３，わたしは、神さまの色えんぴつ 

3, We are colored pencils of God 
 

18～20 節  先のことに心を留めるな。昔のことに目を留めるな。見よ、わたしは新しいことを行う。

今、それが芽生えている。あなたがたは、それを知らないのか。必ず、わたしは荒野に道を、荒れ地に

川を設ける。野の獣、ジャッカルや、だちょうも、わたしをあがめる。わたしが荒野に水を、荒れ地に

川を流れさせ、わたしの民、わたしの選んだ者に飲ませるからだ。 

 

18“Forget the former things; 
do not dwell on the past. 
19See, I am doing a new thing! 
Now it springs up; do you not perceive it? 
I am making a way in the wilderness 
and streams in the wasteland. 
20The wild animals honor me, 
the jackals and the owls, 
because I provide water in the wilderness 
and streams in the wasteland, 
to give drink to my people, my chosen, 
21the people I formed for myself 
that they may proclaim my praise. 
 

 

3 つ目のポイントは「わたしは、神さまの色えんぴつ」です。最近、絵手紙が静かなブームだと、ニュ

ースで言っていました。メールや、ラインは、便利で効率が良いですが、どうも、味気ないですね。や

はり、下手くそでも、自分の手で書いた方が、気持ちが伝わるような気がします。 

http://biblehub.com/isaiah/43-18.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-19.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-20.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-21.htm
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The third point is "I am a color pencil of God." Recently, the news says that picture letters is quiet 

boom. Emails and LINE are convenient and efficient, but they are irksome. After all, even if I'm not 

good at writing letters, I feel that writing with my own hands conveys my feelings well. 

 

 

絵や文字を書く時、新しい紙の上に書きますよね。紙がもったいなから、前の文字が書いてあるうえに、

書こうとすれば、絵や文字が重なって、何がなんだか分からなくなってしまいます。たとえ、消しゴム

で消しても、完全には白くならないので、汚く見えてしまいます。やはり、ケチらないで、真っ新な紙

の上に、書くのが良いですね。 

When you write a picture or a letter, you write it on a new piece of paper. Because you want to waste 

paper, if you try to write on top of the previous letters, the pictures and letters will overlap and you 

could not understand what it is. Even if you erase it with an eraser, the paper cannot become complete 

white, so it will look dirty. After all, it is better to write on clean paper without being stingy. 

 

18 節に「先のことに心を留めるな。昔のことに目を留めるな。」とあります。これは、歴史の教訓を疎

かにするという事ではありません。私たちは、昔の失敗から、学ぶ必要がありますし、過去の偉大な聖

徒たちから、よく学ぶ必要があります。しかし、その上で、自分の信仰履歴を、真っ新なキャンバスの

上に、描いて行くのが良いということだと思います。 

Verse 18 says, "Forget the former things; do not dwell on the past." This does not mean neglecting the 

lessons of history. We need to learn from old mistakes and study well from the great saints of the past. 

However, in addition, it would be better to draw your faith history on a brand-new canvas. 

 

 

 

19 節に「見よ、わたしは新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなたがたは、それを知らない

のか。」「見よ」とありますが、英語ですと、Beholdですね。私たちが、注視して行くのは、神ご自身

です。神様の御言葉であり、神の御業です。コロナウイルスがもたらす禍でもなく、昔の出来事でもあ

りません。聖霊を通して、今も働いておられる、生ける神ご自身に、心の目を留めて行くのです。 

Verse 19 says, "See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making 

a way in the wilderness and streams in the wasteland.”  “See" is also translated to “Behold” in English. 

It is God Himself that we are watching. It is the word of God and the work of God. It's not the disaster 

of the coronavirus, it's not an old event. Through the Holy Spirit, we can keep eye on the living God 

himself, who is still working. 

 

「見よ、わたしは新しいことを行う。今、それが芽生えている。」と、ありますが、私たちは、今、コ

ロナ禍にあって、何を見ているのでしょうか。毎日、発表される、新規感染者数でしょうか。重症者数

でしょうか。グラフの上がり下がりに合わせて、安心したり、恐れたりしながら毎日を過ごしているよ

うな気がしますが、ほんとうは、見るべきものは、他にあるのではないでしょうか。 

"Behold, I'm doing something new. Now it's sprouting." But what are we looking at now in the Corona 

disaster? Is it the number of newly infected people announced every day? Is it the number of seriously 

ill people? We feel like we are spending our days feeling relieved and afraid as the graph goes up and 

down, but we think there's something else to see. 

 

表面的には、禍と見える事の中に、神様は、すでに、新しいことを始めておられるのです。切り倒され

た切株から、新芽が出てきていると、主は言われるのです。「歴史は繰り返される。」と言われます。

大雑把に見れば、その通りかもしれません。しかし、神様の働きは、決して、昔の働きの焼き直しでは

ありません。神様は、ひとりびとりに相応しく、新しいことを行ってくださるのですね。 

On the surface, God has already begun new things in what appears to be a disaster. The Lord says 

that sprouts are emerging from the stumps that have been cut down. It is said that "history repeats 

itself." Roughly speaking, that may be true. However, God's work is by no means a rehash of the old 

work. God knows what is suitable for each person and he does new things. 

 

ですから、私たちも、真っ新な気持ちで、主の御業を待ち望みたいと思います。Ⅱコリント 5:17 「です
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から、だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、

見よ、すべてが新しくなりました。」とあります。神様は、キリストを信じる私たちの心も、気持ちも、

考え方、感じ方も、新しくしてくださります。その勢いで、私たちの在り方も新しくされて行くのです。 

Therefore, we also want to look forward to the work of the Lord with a fresh feeling. II Corinthians 

5:17 "So if anyone is in Christ, he is a newly created one. The old ones are gone, and behold, everything 

is new." God renews our hearts, feelings, ways of thinking, and feelings of believing in Christ. With 

that momentum, our way of being will be renewed. 

 

昔の出来事に拘り過ぎると、逆に、成長が阻害されかねません。新しいことをされるのは、神様です。

私たちの人生のキャンバスを新しくし、神様が、ご自由にストーリーを描いて頂くことがでるようにし

てみてはいかがでしょうか。マザー・テレサは「自分は、神様の御手にある鉛筆だ。」と言われたそう

ですが、ちょっと色を付けて、「わたしは、神様の色えんぴつ」と言ってみました。 

Too much attention to old events can, on the contrary, hinder growth. It is God who does new things. 

How about renewing the canvas of our lives so that God can freely draw stories? Mother Teresa said, 

"I am a pencil in God's hand." but I changed it a little and said, "I am God's colored pencil." 

 

最後に、これは、昔の焼き直しで恐縮ですが、マザー・テレサのストーリーを紹介して終わります。彼

女が汽車の窓から、インドの貧しい人々の生活を見ていたとき、聖書のみ言葉が響いてきたそうです。

マタイ 25:40 『まことに、あなたがたに言います。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、それも

最も小さい者たちの一人にしたことは、わたしにしたのです。』 

Finally, this is an old rehash and excuse me, but I'll end with a story about Mother Teresa. When she 

was looking at the lives of the poor in India from the window of her train ride, the words of the Bible 

echoed. Matthew 25:40 ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and 

sisters of mine, you did for me.” 

 

このみ言葉によって、マザー・テレサは、安全な修道院を出て、カルカッタの貧民街に出て行くことを

決意しました。最初は広場に出て行き、貧民街の子供たちに文字を教えて、青空教室を開きました。最

初、この働きは理解されませんでしたが、次第に、多くの協力者が与えられるようになり、1979 年にノ

ーベル平和賞を受賞しました。 

With this word, Mother Teresa decided to leave the safe monastery and go to the shantytown of 

Calcutta. She first went out to the open space, taught letters to the children in the shantytown, and 

opened a outdoor classroom. At first, this work was not understood, but gradually more and more 

collaborators were given and won the Nobel Peace Prize in 1979. 

 

その時のマザー・テレサの言葉が、「わたしは神様の御手にある鉛筆に

すぎません。鉛筆は握られた方によって決まります。」というものでし

た。私たちも、神様の御手に握られた色鉛筆のように、新しい紙に、自

由に描いて頂くことができたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。 

Mother Teresa's words at that time were, "I am just a pencil in the 

hands of God. The pencil is determined by the person who holds it." 

How wonderful it would be if we could freely draw on new paper like 

colored pencils held in God's hand. 

 

神様は、ひとりひとりに、素晴らしいストーリーを用意しておられます。

描いてくださるのは、神様であり、私たちは、神の御手に握られた色鉛

筆なのです。昔のことも、未来のことも、すべてのこだわりを一旦捨て

て、自分の道を主にゆだねるとき、神様は、私たちを、自由に用いてくださることが出来ます。 

God has prepared a wonderful story for each person. It is God who draws us, and we are colored 

pencils held in the hands of God. God is free to use us when we give up all our commitments, both our 

past and our future, and leave our way to the Lord. 

 

私たちも、神の手に握られた色えんぴつなのです。ヒズストーリーがマイストリーになって行くのです。

コロナ禍にあっても、希望を抱き、わくわくしながら、今週も歩んで行きたいと思います。 
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We too are colored pencils held in the hands of God. His story becomes my story. Even in the disaster 

of Corona, I would like to continue to live this week with hope and excitement. 

 

18～20 節  先のことに心を留めるな。昔のことに目を留めるな。見よ、わたしは新しいことを行う。

今、それが芽生えている。あなたがたは、それを知らないのか。必ず、わたしは荒野に道を、荒れ地に

川を設ける。野の獣、ジャッカルや、だちょうも、わたしをあがめる。わたしが荒野に水を、荒れ地に

川を流れさせ、わたしの民、わたしの選んだ者に飲ませるからだ。 

 

18“Forget the former things; 
do not dwell on the past. 
19See, I am doing a new thing! 
Now it springs up; do you not perceive it? 
I am making a way in the wilderness 
and streams in the wasteland. 
20The wild animals honor me, 
the jackals and the owls, 
because I provide water in the wilderness 
and streams in the wasteland, 
to give drink to my people, my chosen, 
 

 

http://biblehub.com/isaiah/43-18.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-19.htm
http://biblehub.com/isaiah/43-20.htm

