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8.Lean On Me

This is for that little child with no father

For that man that doesn't have a place to stay

For that little boy living with AIDS

Can I tell you a story, tell you a story

You can lean on me

There's a man  Standing on the corner

He has no home  He has no food

And his blue skies are gone 

Can't you hear him cryin' out

And there's a girl

Searching for a father and a friend

Praying that the storm someday will end

But instead of walking away

Open up your heart and say

I am here

You don't have to worry 

I can see your tears

I'll be there in a hurry when you call

Friends are there to catch you when you fall

Here's my shoulder, you can lean on me

Oh, there's a child 

Who is sick and begging to be free

But there is no cure for his disease

He looks up to his mother and

As she hold , his hand 

Prayin' that someday  The sun will shine again

And the pain will end

I am here

You don't have to worry 

I can see your tears

I'll be there in a hurry when you call

Friends are there to catch you when you fall

Here's my shoulder, you can lean on me

Tell me, how can I, how can I love Jesus

When I've never seen His face

Yeah, I see you dying

And I turn and walk away

So hold my hand

Let me take you to a friend of mine

He's waiting just to ease your troubled mind

Yeah, yeah, He loves you more than you'll ever know

'Stead of walking away

Open up your heart and say

I am here

You don't have to worry 

I can see your tears

I'll be there in a hurry when you call

Friends are there to catch you when you fall

When you call, friends will be there to catch you when, 

catch you when you fall

Here's my shoulder, you can lean on me

Thank you Jesus, yeah

Here's my shoulder, you can lean on me

Here's my shoulder, you can lean on me

You can lean on me

Lean on me, yeah, yeah

You're my friend but you're also my brother

Here's my shoulder, you can lean on me

これは、父親のいないあの小さな子のために

今夜泊まるところもない、あの男性のために

エイズとともに生きる、あの男の子のために

僕の話を、聞いてくれるかい？

寄りかかかっておいで

そこに、男がいる・・・街角に立っている

彼には家も無く、食べるものもない

希望という名の青空も、どこかへ行ってしまった

彼の心の叫びが、聞こえるだろう？

そこに、少女がいる

お父さんを、友と呼べる人を、探し求めている

この嵐がいつか過ぎ去ることを祈りながら・・・

そんな彼らの前をただ通り過ぎる代わりに

心を開いて、こう言ってみよう

私がいるよ

心配しなくていい

私には見える   あなたの涙が

あなたが呼べば、急いで駆けつけるよ

倒れそうな時そばにいて支えるのが友達だから

さあ、もたれかかっていいんだよ

そこに男の子がいる 

病気に苦しみ、そこから解放されたいと願っている

でもその病に治療法は無い

彼はお母さんを見上げ・・・

お母さんは彼の手を握りしめ

ただ祈る・・・いつかまた太陽の光が輝くように

そしてこの苦しみが、終わる時が来るようにと

私がここにいる

心配しなくていい

私には見える   あなたの涙が

あなたが呼べば、急いで駆けつけるから

倒れそうな時そばにいて、受け止めるのが友達だから

さあ、肩をかすよ、もたれかかっていいんだよ

教えてくれよ

いったいどうやってイエスを愛せるというんだ？

その顔さえ見たこともないのに・・・

そう、きみが死に向かっているのを見ながら

私は背を向け、歩み去るなんて・・・

だから、私の手につかまって

私の友のところへ、きみを連れて行きたいんだ

彼はきみの悩みを和らげようと、待っておられる

きみが想像もできないほど、きみを愛しておられる

黙って通り過ぎるんじゃなくて

心を開いて、こう言おう

私がいるよ

心配しなくていいんだよ

あなたの涙が見える

あなたが呼ぶなら、急いで駆けつけよう

倒れそうな時そばにいて、受け止めるのが友達だから

あなたが呼ぶとき、もうダメだっていう時、

支えるのが友達だから

さあ、私によりかかって

イエスさま、感謝します

さあ、私によりかかって

さあ、私に信頼して

私に頼っておいで

頼っておいで

私の友であり、兄弟でもあるのだから

さあ、私に、よりかかっておいで

(Kirk Franklin)5.Testify (Donald Lawrence presents The Tri-City Singers)

たった一日でも
ほんの一瞬でも、あなたに感謝しないままでは過ごせない
証しせずにはいられない

座ったままではいられない
私の足からも賛美がわき上がる   
証しせずにはいられない

私が途方に暮れていた時
主よ、あなたが助けてくださった
助けてくださったのはあなただと、証しします
私が追いつめられていた時
倒れてしまいそうになった時   
あなたが支えてくださった

主よ、あなたは驚くべきお方
私の心はあなたを慕ってやみません（主をほめたたえよ）
いつもあなたは全てを成し遂げ   
そのたびにさらに大いなることをしてくださる
私を引き上げ、立ち上がらせてくださる
その大いなる手で、私のために道を切り開いてくださった

証ししよう

私の心が砕かれ
私の魂が痛んでいた時
あなたが私を癒してくださったと、私は証しします
私が追いつめられていた時
倒れてしまいそうになった時 
あなたが支えてくださった

証しせずにはいられない

I can’t let a day go by
I can’t let one moment fly 
without thanking You
I’ve got to testify

I got to get up off my seat
There’s a praise in my feet 
I’ve got to testify

When I couldn’t see my way 
Load, You came to save the day
It was You and I’ll testify
When my back was against the wall
When I thought that I would fall 
You caught me

Load, You’re amazing
You make me crazy (praise Thee) 
Every time I think You’ve done it all 
You out do Yourself
You lift me up and let me stand
Made way out for me 
with the power of Your hand

Testify

When my heart was breaking 
When my soul was aching 
You healed me and I got to testify
When my back was against the wall 
When I thought that I would fall 
You caught me

Gotta testify

いと高きところにおられる神に、栄光あれ
神のいつくしみが私たちのただ中にある
いまこの時、栄光を神にささげよう
持てる力を尽くして、歌おう　最高のほめ歌を!

平安と恵みが、私たちの上にとどまっている
神との和解、恩恵が、私たちに与えられている
心に平安を得て、愛されている
栄光を神に、ささげよう
いまこの時、栄光を神にささげよう
最高のほめ歌を、歌おう力の限り！

さあ、立ち上がろう 救い主を、ほめたたえよう
さあ、共にささげよう
いまこの時、栄光を神に
最高の賛美をささげよう！

平安と恵みが、私たちの上にとどまる
栄光、神にあれ！

Glory to God in the highest
The favor of God is among us
Glory to God today
With our best praise our highest

Peace and favor rest upon us
Peace and favor rest upon us
Peace and favor rest upon us
Glory to God  We give 
Glory to God today
With our best praise our highest

Everybody get up
Lift the Savior up we give
Glory to God today
With our best praise

Peace and favor rest on us
Glory to God Glory to God

7.Peace And Favor Rest On Us (Kurt Carr )

私の両手はあなたを讃えるために作られた
王なる主よ　私の心臓はあなたのために鼓動している

ああ、神の子羊よ、真実なる方 あなたにすべてをゆだねます

私の命、私の愛、私のすべてをあなたに捧げます 

あなたのぬくもり、あなたのくちづけ、あなたの恵み
それは思い描くことさえできないほど深い
あなたの名を呼んだとき
私の生きる目的は変わった

あなたとの出会いによって過去の過ちは消し去られ
不安も、悲しみも、心の傷もやわらいだ
あなたが十字架で流された血潮によって
私は新たな命を与えられた

やがてこの世は終わり私が天国へ行く時
「よくやった！」と言って
あなたは迎えてくださるだろう

私の命、私の愛、私のすべてを
あなたに捧げます

ああ、神の子羊よ、真実なる方
あなたにすべてをゆだねます

イエスよ、あなたこそ私の命　
私の愛　私のすべて

My hands were made to worship You 
My heart, my King, It beats for You 　　

Oh Lamb so true 　I surrender to You 

My life (I give You) My love (I give You)
My all (All) 

Your touch, Your kiss ,Your grace to me 
Is deeper than my soul can see 
My purpose it changed 
When I called out Your name

My past has been erased 
With just one touch from You 
My clouds, my rain ,my pain has changed 
Your blood has made me new 

And when this world has come to end 
And paradise with You begins 
Well done, You'll say when I see Your face 

My life (I give You) My love (I give You) 
My all (My all) 

Oh Lamb so true 
I surrender to You

Jesus, You are
My life My love My all

6.My Life My Love My All (Kirk Franklin)


