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(Kirk Franklin)6.Love Theory

Brothers and sisters
I wanna welcome you back to life
Back to the one that can make your next chapter
Your best chapter
Hallelujah 

How can it be that you love the most unlovable 
part of me, of me?
How could you see your life was the only gift I'll 
ever need to be free?
It's amazing with you, I win even if I lose
Everything's working for my good for always

He saves the day
He will come through
He won't fail, that's not what superheroes do
No greater love makes my heart beat
All I wanna do is make you proud of me

I don't wanna love nobody but you
I don't wanna love nobody but you
I don't wanna love nobody, love nobody but you

How can it be, everyone of my secrets that you 
keep
You cover me?
A mystery, your patience with me, 
God, will never leave
Don't ever leave

Help me to see like you
No matter what I go through
Everything's working for my good for always

Loving you will be, will be the death of me
That's how it's s’posed to be
More of you, less of me

I don't wanna love nobody but you
I don't wanna love nobody but you
I don't wanna love nobody, love nobody but you
I don't wanna love nobody but you
I don't wanna love nobody but you
I don't wanna love nobody, love nobody but you

ブラザー、そしてシスターたち
「いのち」への帰還を、歓迎するよ
このお方のもとへ、帰ってきたんだね
君の人生の次の章を
最高のものにしてくれるお方　ハレルヤ 

一体、どうして？
私の一番愛せない部分さえ、あなたは愛してくれる
こんな私を・・・どう思っただろう？
あなたのいのちだけが、私に必要なギフトだった
私が自由になるために
驚くしかない、あなたと一緒なら、負けても勝つんだ　
いつも、全てが私にとって益とされるんだ

危ないところを救ってくださる
必ず来てくださる
決して失敗しない、スーパーヒーローはそんなことしない
私の心臓を鼓動させる、これほど偉大な愛はない
ただあなたに、私のことを誇りに思って欲しい

あなただけを愛します
他の誰をも愛さない　他の誰も
ただ、あなただけ

一体、どうして？
私の秘密を全部、あなたは守ってくださる
私を庇ってくださる
不思議だ 
私のこと、とことん忍耐してくださる
決して見捨てない

あなたと同じように見させてください
たとえどんなところを通るとしても
必ず、全てが私にとって益とされるんだ

あなたを愛すること、それは
自分が死ぬことなんだ
でも、そうであるべきなんだ
あなたが多くなって、自分が減っていく 

あなた以外の、誰も愛さない
あなただけを、愛します 
他の誰も愛さない　ただ、あなただけ
あなた以外の、誰も愛さない 
あなただけを、愛します
他の誰も愛さない　ただ、あなただけ

★

Oh happy day     [C] Oh happy day 
Oh happy day    [C] Oh happy day   
When Jesus washed  [C] When Jesus washed  
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
Washed my sins away [C] Oh happy day   
Oh happy day        [C] Oh happy day  

Lalalalalalalalala　　　 [C] Lalalalalalalalala 

Oh happy day     [C] Oh happy day 
Oh happy day     [C] Oh happy day   
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
When Jesus washed  [C] When Jesus washed  
When Jesus washed [C] When Jesus washed  
Washed my sins away

Lalalalalalala     [C] Lalalalalalala 
Lalalalala   　　 [C] Lalalalala 

★★

He taught me how to watch fight and pray,
Fight and pray!
And live rejoicing every, everyday  everyday!

★REPEAT
★★REPEAT

Oh happy day ×7
Oh happy day !

4.Oh Happy Day

イエスが罪を洗い流してくれた時
それが幸せな日
主イエスは私に教えてくれた
ものの観方、戦い方、そして祈り方を
日々、喜びに満たされて生きることを
オーハッピーデイ！

いま大きな期待を胸に
あなたを慕い求めて、私たちは集います
聖なる啓示を待ち望みます
あなたの真理の御言葉を、ささやきかけてください

ただひとこと、
それだけで私たちは解放されます
束縛の鎖は、断ち切られます
ただひとこと、あなたが語りかけてくださる言葉
あなたにしかできない方法で
私だけのために用意された言葉を
どうか主よ、語りかけてください
御言葉によって、ご自身をあらわしてください

この土くれの唇は、
あなたについて語る値打ちもないのです
ですからどうぞ、
あなたの恵みで洗い清めてください
私に息を吹き込んでください
素晴らしい音楽家が、楽器を奏でるように
私を奏でてください

あなたの御言葉は私の道の光
私の足のともしびです
主よ、語りかけてください
どうか私に、語りかけてください

主よ、語りかけてください
御言葉によって、ご自身をあらわしてください

Here we are in great anticipation

We have gathered in pursuit of You

Longing for divine revelation,

breathe on us with Your Word of truth

One Word is all we need 

to destroy captivity, 

and break the chains that are binding

One rhema word, 

designed with Your expertise, 

tailor-made for me

Speak, Lord,through Your Word 

reveal Yourself to me

Lips of clay are so unworthy

to speak for You

So with grace,

won't You purge and clean?

Breathe into me

and like a masterful musician 

playing an instrument

You can play through me

 

Your Word is a light unto my pathway

Your Word is a lamp unto my feet

Speak, Lord, Speak, Lord

Speak, Lord! Speak, Lord!

Speak, Lord

through Your Word, reveal Yourself to me

5.One Word (Kurt Carr)

(Kurt Carr)7.Holy Holy Holy

Holy, holy, holy, Lord God Almighty
Early in the morning our song shall rise to Thee
Holy, holy, holy, merciful and mighty
God in three Persons, blessed Trinity

Holy, holy, holy, all the saints adore Thee
Casting down their golden crowns around the 
glassy sea
Cherubim and seraphim falling down before Him
Which wert, and art, and evermore shalt be

Ah, ah, holy, holy, 　Lord God Almighty

Holy, holy, holy, though the darkness hide Thee
Though the eye of sinful man 
Thy glory may not see
Only Thou art holy, there is none beside Thee
You are perfect in pow'r, in love, and purity

Ah, ah, ah, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Holy, holy, holy, Lord God almighty 
God in three Persons, blessed Trinity

Holy, holy, holy, holy! 

Lord, we give You all the glory, oh Lord
We give You the praise
Lord, You brought me out in the time of trouble 
And I lift You up and I praise Your name 
They nailed His hands, 
and He hung His head and died
But on that third day , He got up from the grave 
Shook His self off and said, 
"Power,  in my hands!"

Hallelujah Hallelujah
We praise Your name, Your name!

聖なる、聖なる、聖なる、全能の神、主よ
朝明けに、我らはあなたにほめ歌をお捧げしよう
聖なる、聖なる、聖なる、憐れみ深く力あるお方
三つにしてお一人の神に、栄えあれ

聖なる、聖なる、聖なるお方、全ての聖徒はあなたを慕い
水晶のような海の周りに、黄金の冠を投げ捨てる
御使いたちもみな、御前にひれ伏し拝む
昔おられ、今おられ、やがて来られるお方

聖なるかな、聖なるかな　全能の神、主よ

聖なる、聖なる、聖なるお方、世の暗闇がさえぎり
罪ある者の目にその栄光は見えずとも

ただあなただけ、比べるもののない聖なるお方
力、愛、きよさにおいて、完全なるお方

ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ
聖なる、聖なる、聖なる、全能の神、主よ
父、子、御霊の唯一の神に、栄えあれ

聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな

主よ、全ての栄光をあなたにお捧げします
あなたに賛美をお捧げします
主よ、あなたは苦難の時に、私を救い出してくださった
あなたをほめたたえ、御名を賛美します
人間は御手に釘を打ち込み
主は恥を受け、頭を垂れて死なれた
けれど三日目に、ハレルヤ、墓からよみがえられ
死を振り払い宣言された
「わたしにはいっさいの権威が与えられている！」

ハレルヤ、ハレルヤ
あなたの御名をほめたたえます、あなたの御名を！


