
INTO THE PSALMS 
詩編の中に 



Psalms are… prayers, praises, songs. 
詩編は、祈り、賛美、歌 





• Lengthy  長い 

• Most-quoted  最も引用される 

• Unique  独特 

The Book of Psalms is… 
詩編とは… 





music meant to be 
音楽とは 

“personalized” 
「個人的なもの」 



•  When you come together, everyone has a hymn… (1 Cor 
14:26)  

　あなたがたは集まったとき、それぞれ詩編の歌をうたい、、、（1コ
リント14:26）	

•  Speak to one another with psalms, hymns and spiritual 
songs. (Eph 5:19) 

　詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から
ほめ歌いなさい。（エフェソ5:19） 



•  Let the word of Christ dwell in you richly…. as you sing 
psalms, hymns and spiritual songs with gratitude in your 
hearts to God. (Col 3:16) 

　キリストの言葉があなたがたの内に豊かに宿るようにしなさい…
詩編と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神をほめたたえなさ
い。（コロサイ3:16） 

•  Is anyone happy? Let him sing songs of praise. (Jam 5:13) 

　あなたがたの中で苦しんでいる人は、祈りなさい。喜んでいる人
は、賛美の歌をうたいなさい。（ヤコブ5:13） 



Connecting 
繋がる 



PS 103 EXCERPTS  詩編103編の抜粋 
 

….forgives all your sins 
お前の罪をことごとく赦し 
…heals all your diseases  
病をすべて癒し 
…redeems your life 
命を墓から贖い出してくださる 
…crowns you with love and compassion 
慈しみと憐れみの冠を授け 

 



1. A Father who shows compassion 
    1. 憐れみ深い父 



Psalm 103:13-16  
 
As a father has compassion on his children,  
     so the LORD has compassion on those who 
fear him;  
for he knows how we are formed,  
      he remembers that we are dust.  
As for man, his days are like grass,  
       he flourishes like a flower of the field;  
the wind blows over it and it is gone,  
       and its place remembers it no more.  
 



詩編 103:13-16  
 
父がその子を憐れむように 
主は主を畏れる人を憐れんでくださる。 
主はわたしたちを 
　　　どのように造るべきか知っておられた。 
わたしたちが塵にすぎないことを 
　　　御心に留めておられる。 
人の生涯は草のよう。 
野の花のように咲く。 
風がその上に吹けば、消えうせ 
生えていた所を知る者もなくなる。 
 



Psalm 103:6-8  
The LORD works righteousness  
       and justice for all the oppressed.  
He made known his ways to Moses,  
       his deeds to the people of Israel:  
The LORD is compassionate and gracious,  
       slow to anger, abounding in love.  



詩編 103:6-8  
主はすべて虐げられている人のために 
恵みの御業と裁きを行われる。  
主は御自分の道をモーセに 
御業をイスラエルの子らに示された。  
主は憐れみ深く、恵みに富み 
忍耐強く、慈しみは大きい。 



My ICOC Family Album 
ICOC家族のアルバム 



ICOC – 
Lebanon 
レバノン 
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Marlyn	&	Brenda–	マーリン&ブレンダ 		
Dumaguete,	Phils. ドゥマゲテ, フィリピン	









Psalm 103:19-22  
The LORD has established his throne in heaven,  
       and his kingdom rules over all.  
Praise the LORD, you his angels,  
       you mighty ones who do his bidding,  
       who obey his word.  
Praise the LORD, all his heavenly hosts,  
       you his servants who do his will.  
Praise the LORD, all his works  
       everywhere in his dominion.  
Praise the LORD, O my soul. 
 



詩編 103:19-22  
主は天に御座を固く据え 
主権をもってすべてを統治される。  
御使いたちよ、主をたたえよ 
主の語られる声を聞き 
　　　御言葉を成し遂げるものよ 
力ある勇士たちよ。  
主の万軍よ、主をたたえよ 
御もとに仕え、御旨を果たすものよ。  
主に造られたものはすべて、主をたたえよ 
主の統治されるところの、どこにあっても。 
わたしの魂よ、主をたたえよ。 



a different king 
a different kingdom 
異なる王 
異なる国 



Guda Family – グダ家族 
Sydney Church of Christ シドニー教会 



Daniel Guda ダニエル グダ 



Chinese Disciples at the Discipleship Summit 
弟子サミットでの中国の兄弟姉妹  



INTO THE PSALMS 
詩編の中に 



For further study より学ぶために  
 

Rolan’s website ローランのウェブサイト: 
 www.addtoyourlearning.com 

 
Rolan’s podcasts on Psalms  

詩編に関するローランのポッドキャスト: 
www.douglasjacoby.com 


