
Blessed Hope Japanese 

 

This is a word for word translation proof of English into Japanese of 
the brochure Looking for the Blessed Hope. This proof needs review 
to make sure it reads correctly. 

At the end is the English main body for comparison. 

 

 

祝福された希望を求めて 

 

 

大いなる神と救い主イエス・キリストの栄光の出現を待ち望みながら 

テトス2:13 

 

 

私たちが肉体的に生きていくために必要な3つのもの、空気、水、食べ物は、人々は当

たり前のように持っています。空気がなければ数分、水がなければ数日、食べ物がなけ

れば1ヶ月しか生きることができません。同じように、霊的に生きるためには、愛と信

仰と希望が必要です。誰もが愛され、愛を与える必要があるのです。 

 

愛がなければ私たちは死んでしまいます。これは、憎しみや辛さ、赦せない人、残酷な

人、情け容赦のない人に見られることです。彼らの一部は心の中で死んでいるのです。

霊的に生きるためには、信仰と希望も必要です。この二つは一緒になるものですが、希

望が最も重要です。 

 

神は私たちが希望を持って生きるように設計されたのであり、希望がなければ死んでし

まいます。もし人が希望を捨てると、体が反応し、死へのプロセスを開始します。生き

る意欲を失い、うつ状態に陥ると、肉体的にも精神的にも衰弱し、自殺に至ることもあ

ります。 

 



しかし、神からの希望は、私たちの魂の錨となり、決して裏切られることはないのです

。"この希望は魂の錨であり、堅固である" しっかりと錨を下ろした船はどんな嵐も切

り抜けられるように、神の希望に錨を下ろした人はこの世のあらゆる苦難を切り抜ける

ことができるのです! 

 

希望とは何でしょうか？それは、「手に入ることを期待しての望み」、「確信を持って

期待すること」、「望みの中心となっている人への期待を持って、望みを大切にするこ

と」などを含む期待です。私たちの希望は、聖書に書かれているように、そして約束さ

れているように、私たちのために来てくださるイエス・キリストという人物に支えられ

ています。イエス・キリストは、聖書が約束したとおりに最初に来られたので、聖書が

約束したとおりに私たちのところにも来られるのです。 

 

聖書は、イエス・キリストが信者のために来られるとき、大きなラッパの音とともに叫

びながら天から下ってくると示しています。まず、死んだ信者が新しい体を持って復活

し、空中でキリストに会います。そのとき生きている人は、永遠の栄光の新しいからだ

を受け、また空中でイエスに会います。私たちの栄光の体は、病気や腐敗や死にさらさ

れることはありません。そして、私たちは永遠に神と共に住みます。この出来事はとて

も速く、ほんの1秒の間に起こります。そして、イエス様は私たちを天国へ連れて行っ

てくださいます。 

 

ピリピ3:21 神は、私たちの汚れたからだを変えて、その栄光あるからだに似せて造っ

てくださいます。 

 

イエス・キリストが空中で信者に会い、天国に連れていってくださるのは、祝福された

希望です。これは、信者が生きる希望であり、決して取り去られたり、弱められたりす

ることはありません。聖書はこの希望を私たちの魂の錨と呼んでいます。 

 

1テサロニケ4:16,17 主は、大天使の声と神のラッパとをもって、叫びながら天から下っ

てこられる。生きていて残っている私たちは、彼らといっしょに雲につかまって、空中

で主にお会いするのです。 

 

イエス・キリストは、空中で信者と出会った後、私たちを天国の生活へと連れて行き、

そこで神が栄光のうちに御座に座っておられるのを私たちの目で見ることができるので



す! 聖書は、この玉座におられる神を美しい色彩で描写しており、稲妻と雷鳴があり、

火のランプが燃えているとあります。 

 

イエス・キリストは私たちの祝福された希望ですから、私たちは恐れることはありませ

ん。神の玉座の前には、水晶のような美しいガラスの海があります。信者はこのクリス

タル・ガラスの海の上に立ちます。父なる神様の前に立った後、信者たちは聖書が「小

羊の婚宴」と呼ぶものに連れて行かれます。これはなんと素晴らしい出来事でしょう。

それはまるで地上の結婚式のように、家族や友人たちが集まって、すばらしい音楽とす

ばらしい料理を楽しむのです。ダンスがあり、愛する友人や家族と一緒にいて、もしか

したら懐かしいかもしれませんね。花嫁はいつも美しい白いガウンに身を包み、天国で

は信者たちも素晴らしい白いガウンに身を包んでいます。神とその民の間には、霊的な

結びつきがあるのです。 

 

黙示録19:8,9 彼女は、清く白い良い麻布を着ることが許された。良い麻布とは聖人の義

のことである。 

 

聖書は、新しい聖なるエルサレムと呼ばれる天国の私たちの家を示している。この都市

は、大きさも高さも巨大です。それはまるで大きな国のようです。その土台は美しい石

でできており、その石を通して神の栄光が輝きます。この都は、金の入った水晶でいっ

ぱいなので、神の栄光で輝く壮大な宝石のようなものです。 

 

黙示録21:10,11 神はわたしを霊によって高く大きな山に運び去り、あの大きな都、すな

わち神の栄光を帯びて天から下って来る聖なるエルサレムをわたしに示した。その光は

最も貴重な石のようであり、碧玉のようでもあり、水晶のように澄んでいた。 

 

祝福された希望を得、永遠に神と共に生きるには。 

 

ヨハネ3:16 神は、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは、彼

を信じる者が滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。 

 

あなたが祝福された希望を持って生き、永遠の命を保証される前に、罪のための死刑は

終わらなければなりません。神は聖なる方であり、人間の罪は大きな違反です。その罰



は、地獄と呼ばれる恐ろしい場所で、神から永遠に離れることです。イエス・キリスト

が十字架上で死に、血を流された時、罪の罰を完 全に支払われました。その罰が支払

われたことで、あなたは今、神様との 永遠の命を完全に保証されているのです。イエ

ス様はあなたの罪のために死んでくださっただけでなく、栄光の体を持って死からよみ

がえられました。ですから、あなたは祝福された希望と共に生きることができ、栄光の

体を得ることができるのです。神はあなたを愛しておられますが、祝福された希望を得

るためには、まず罪を悔い改め、イエス・キリストがあなたの主であり救い主であるこ

とを告白しなければなりません。 

 

ローマ6:23 罪の報酬は死ですが、神からの贈り物は、私たちの主イエス・キリストに

よる永遠のいのちです。 

 

キリストを受け入れ、祝福された希望を持って生きるための祈り 

 

「神様、私は自分の罪をあなたに告白し、深く悔い改めます。イエス・キリストが私の

罪のために十字架上で血を流して死なれたことを信じます。そして、イエス・キリスト

が死からよみがえり、再び来られることを信じます。私は今、イエス・キリストを私の

主、救い主として告白します。私は今、父なる神であるあなたと共に永遠の命を持ち、

祝福された希望と共に生きることができます。 

私は父なる神様として、私の傷ついた心を癒してくださるようお願いします。私の心を

傷つけた全ての人を赦します。恐れ、不安、恐怖、憎しみ、落ち込み、恨み、拒絶から

私を癒し、解放してください。私を罪から解放し、私の傷ついた心を癒すために、イエ

ス・キリストを遣わしてくださったことを感謝します。" 

 

天国にいる人たちは、どうやってそこにたどり着いたかを教えてくれます。これが永遠

を手に入れ、永遠に神と共に生きるための唯一の方法です。 

 

黙示録 5:9...あなたは殺され、すべての部族、言語、民族、国民から、あなたの血によ

って、私たちを神のもとに贖い出してくださったからです。 
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Looking For the Blessed Hope 
 
 
And Glorious Appearing of the Great God and Our Savior Jesus 
Christ 
Titus 2:13 
 
 
People take for granted three things we need to physically live: air, water 
and food. We can only live for a few minutes without air, a few days without 
water and a month without food. In the same way, to live spiritually, we 
need love, faith, and hope. Everyone needs to be loved and give love. 
 
Without love we die. This is seen in people who are hateful, bitter, 
unforgiving, cruel, and unmerciful. A part of them died inside. To live 
spiritually we also need faith and hope. These two go together, but hope is 
the most important. 
 
God designed us to live with hope, without it we will die. If a person gives 
up hope, the body reacts, and it starts the dying process. If a person loses 
the will to live and depression takes over, this can lead to both a physical or 
spiritual breakdown even leading to suicide. 
 



The tribulations of this world can crush human hope; however, hope which 
is from God is an anchor of our soul and will never fail us: "Which hope we 
have as an anchor of the soul, both sure and steadfast." A boat that is well 
anchored can weather any storm, so a person anchored in God's hope can 
weather all the tribulations of this world! 
 
What is hope? It is an expectation which includes: a desire with expectation 
of obtainment: to expect with confidence: or cherish a desire with 
anticipation of someone on whom our hopes are centered. Our hope is 
anchored in the person of Jesus Christ coming for us just as the Bible 
states and promises. He came the first time exactly as the Bible promised, 
so he will come for us precisely as promised in the Bible. 
 
The Bible shows when Jesus Christ comes for his believers, he will 
descend from heaven with a shout along with a great trumpet blast. What 
happens first is the dead believers are resurrected with new bodies and 
meet Christ in the air. Those who are alive then will receive a new eternal, 
glorified body and also meet Jesus in the air. Our glorified body will never 
be subject to disease, decay or death. We then live with God for eternity. 
This event happens so fast it occurs in a fraction of a second! Jesus then 
takes us to heaven. 
 
Philippians 3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned 
like unto his glorious body 
 
Jesus Christ meeting his believers in the air and then taking them to 
heaven is the Blessed Hope! This is the hope believers live by that can 
never be taken away or diminished. It’s hope the Bible calls the anchor of 
our soul! 
 
1 Thessalonians 4:16,17 For the Lord himself shall descend from heaven 
with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: 
and the dead in Christ shall rise first: The we which are alive and remain 
shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the 
air: and so shall we ever be with the Lord. 
 
After Jesus Christ meets the believers in the air, he then takes us to live in 
heaven where, with our eyes, we will see God sitting on his throne in all his 
glory! The Bible describes God on this throne with beautiful colors; there 
are lightening and thundering, along with burning lamps of fire. 



 
Because Jesus Christ is our Blessed Hope we will not fear. Before God’s 
throne is a beautiful sea of glass like crystal. The believers will stand on 
this sea of crystal glass. After standing before God the Father, the believers 
are then taken to what the Bible calls the Marriage Supper of the Lamb. 
What a wonderful event this is. It will be like a marriage on earth where all 
the family and friends get together with wonderful music and great food. 
There is dancing and being with friends and family we love and maybe 
missed! The bride is always dressed in a beautiful white gown while in 
heaven the believers also are dressed in stunning white gowns. There is a 
spiritual union between God and his people. 
 
Revelation 19:8,9 And to her was granted that she should be arrayed in 
fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of 
saints…Blessed are they which are called unto the marriage supper of the 
Lamb. 
 
The Bible then shows us our home in heaven which is called the New and 
Holy Jerusalem. This city is enormous in size and height. It is like a large 
nation. Its foundation is made of beautiful stones through which the glory of 
God will shine. The city is full of crystal with gold, thus making it like a 
magnificent jewel shinning with God's glory through it! 
 
Revelation 21:10,11 And he carried me away in the spirit to a great and 
high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem 
descending out of heaven from God, Having the glory of God: and her light 
was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as 
crystal; 
 
How to Obtain the Blessed Hope and Live with God forever. 
 
John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, 
that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. 
 
Before you can live with the Blessed Hope and have assurance of eternal 
life, the death penalty for sin must end. God is holy and man's sin is a great 
offense. The penalty is eternal separation from God in a terrible place 
called hell. When Jesus Christ died on the cross and shed his blood, he 
paid the full penalty for sin. With the penalty paid, you now have full 
assurance of eternal life with God. Not only did Jesus die for your sin, but 



he rose from the dead with a glorified body; therefore, you can live with the 
Blessed Hope and also obtain a glorified body! God loves you, but to obtain 
the Blessed Hope, you first must repent of sin and then confess Jesus 
Christ is your Lord and Savior. 
 
Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life 
through Jesus Christ our Lord. 
 
Prayer to Receive Christ and Live with the Blessed Hope 
 
"God, I confess my sin to you and deeply repent of it. I believe Jesus Christ 
shed his blood on the cross and died for my sin. I believe he rose from the 
dead and he is coming again. I now confess Jesus Christ as my Lord and 
Savior. I now have eternal life with you as my Father God and can live with 
the Blessed Hope. 
I ask you as Father God to heal my broken heart. I forgive all who broke my 
heart. Please heal and free me from fear, anxiety, terror, hate, depression, 
bitterness and rejection. Thank you for sending Jesus Christ to free me of 
sin and heal my broken heart." 
 
The people in heaven tell us how they got there. This is the only way to 
obtain eternal and live with God forever. 
 
Revelation 5:9...for you were slain, and has redeemed us to God by your 
blood out of every tribe, and language, and people, and nation; 
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