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完全な守り 

     イザヤ書 52:12 

       ブラウン・ジェームズ 

 

イザヤ書 52:12   あなたがたは、あわてて出なくてもよい。逃げるようにして去らなくてもよい。

主があなたがたの前に進み、イスラエルの神が、あなたがたのしんがりとなられるからだ。 

1. 将来の守り 

私たちがイエス様に従うことを選ぶとき、イエス様は私たちの前を進み、正面から導き、守っ

てくださると約束されています。つまり、私たちは決して人生の行き詰まりにあうことがない

ということです。なぜなら、イエス様がいつも私たちの前にいて、私たちのために道を切り開

いてくださるからです。どんなに人生が苦しくなったとしても、いつも前に進む道があるので

す。ですから、私たちは決して希望を失わず、絶望することもありません。前方に神様を見、

先に進まれる神様に目を留めるなら、恐れる理由などないのです。 

 

2.  過去からの守り  

神様は私たちの後ろからも守ってくださいます。私たちの過去によって私たちが傷つくような

ことを許されません。その中には、自分自身の失敗や間違いも含まれています。イエス様が十

字架ですべてを贖ってくださったので、神様はこれからも、過去の失敗や罪を絶対に私たちに

対して引き出すことはありません。過去の出来事によって、神様の、私たちに対する完璧な計

画がダメになることはないのです。また、自分や、家族の誰か、もしくは先祖の誰かがしたこ

とによって神様の私たちに対する完璧な計画が駄目になることもないのです。イエス様がすべ

ての代価を払ってくださり、神様はすべて私たちのために働いておられるのです。 

 

3.  現在における守り 

神様が私たちの前を進み、また、後ろからも守ってくださっているので、現在においても平安

を得ることができます。主の守りは完璧なのです。神様はすべてにおいて完全に支配しておら

れ、すべてにおいて私たちと共にいると約束されています。神様の約束を知り、また信じるこ

とによって、どんな状況の中にあっても、全き平安を得ることができます。神様は、問題から

逃れる道を備えて下さること、またはそれに耐えるための特別な恵みと力とを与えて下さるこ

とを約束されています。ですから、私たちは心配しなくて良いのです。人生でどのようなこと

がおこったとしても、私たちは今、平安な心と安定さを維持することができるのです。 
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 Perfect Protection  

     Isaiah 52:12  

                                                                 James Brown 
 

Isaiah 52:12. But you will not leave in haste or go in flight; for the Lord will 
go before you, the God of Israel will be your rear guard. 

1. Protection for the future 
When we choose to follow Jesus, He promises to go ahead of us into the future. 
He goes before us leading and protecting from the front. Which means we will 
never come to a dead end in life because Jesus is always in front making a way 
for us. No matter how hard life gets there will always be a path forward. So we 
never lose hope, we never despair. When you can see God ahead of you and you 
fix your eyes on Him going into the future you have no reason to fear. 

2. Protection from the past 
God also protects us from behind, He won’t allow anything from your past to 
harm you. This includes all of our own failures and mistakes as well. God’s not 
holding anything against you going into the future because Jesus already paid 
for it all on the cross. Nothing that’s ever happened to you in the past could ever 
spoil God’s perfect plan for you. And nothing you or anyone in your family or 
ancestors have ever done could ever spoil God’s perfect plan for you. Jesus paid 
the price for it all and God is only ever working it all for your good. 

3. Protection in the present 
Because God goes before us and He guards behind us we can have peace in the 
present. That’s why His protection is perfect, because it goes before us, it 
guards behind us and it gives us peace in the present. He’s in complete control 
over it all and He’s promised to be with us through it all. Through knowing and 
believing the promises of God we can be at complete peace in the midst of any 
circumstances. God has promised to either provide a way out of your trouble or 
to provide exceptional grace and strength to endure it. So we don’t need to 
worry. No matter what we’re going through in life we can maintain a heart of 
peace and stability in the present. 


