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JESUS BE A FENCE       
By Sam Cooke/ Fred Hammond   Arranged by John Lucas & Akira Mizuno 
 
 
CHORUS 
Jesus be a fence all around me everyday 
Jesus I want you to protect me as I travel along the way 
I know you can  (yes Lord) 
I know you will  (yes Lord) 
Fight my battle  (yes Lord) 
If I just keep still  (yes Lord) 
Lord be a fence all around me every day 
 
CHORUS 2 
 
VERSE:  
This is my prayer Lord that I pray each and every day 
That you would guide my footsteps lest I stumble and stray 
Lord, I need you to direct me all the way long 
Oh Lord be a fence all around me everyday 
－Come help me say, Jesus－ 
 
CHROUS 3 
 
 
CALL & RESPONSE 
 
BRIDGE 1  
Jesus be a fence  (Jesus be a fence) 
Be a fence right now  (Jesus be a fence)   
As I come and go     (Jesus be a fence) 
Be a fence right now   (Jesus be a fence) 
Jesus be a fence  (Jesus be a fence) 
Jesus be a fence   (Jesus be a fence)   
Jesus be a fence      (Jesus be a fence) 
Jesus be a fence     (Jesus be a fence) 
 
VAMP 1 
－Cause I need－ 
Protection (protection) ×3 
Along the way (along the way) 
Protection (protection) ×3 
Along the way (along the way) ×5 
Protection (protection) ×3 
Along the way (along the way) 
 
BRIDGE 2 
Jesus be a fence (Jesus be a fence) ×4 
 
※RAISE(転調) 

コーラス 

Jesus, 毎日わたしを守る囲いに

なってください。 

わたしが行くすべての道を守っ

てください。 

あなたには出来ます。 

あなたは私に代わって戦ってく

ださいます、わたしが静まって

いるなら。 

主よ、毎日わたしを守る囲いに

なってください。 

 

VERSE 
主よ、日々わたしは、こう祈り

ます。 

つまずきはぐれないように、私

の歩みを導いて下さい。主よ、

私はいつまでもあなたの導きが

必要です。 

主よ、毎日わたしを守る囲いに

なってください。 

 

 

 

 

 

 

ブリッジ１ 

Jesus, 囲いになってください。

今、囲いになってください。 

わたしが行くにも帰るにも。

今、囲いになってください。 

 

 

 

ヴァンプ １ 

私には必要なんです。。。 

守りが 

わたしの行く道に 

守りが 

わたしの行く道に 

守りが 

わたしの行く道に 

 

ブリッジ 2 
Jesus, 囲いになってください。 



2014年 5月-6月 ジョン・ルーカス ゴスペル講習会 

 

VAMP 2 
Protection / salvation / strong tower 
Along the way 
My refuge / my healer / provider 
Along the way ×4 
 
BRIDGE 3 
Jesus be a fence   (Jesus be a fence) ×4 
 
 
※RAISE(転調) 
 
VAMP 3 
My family / my father / my mother 
Along the way 
My brother / my sister / my children 
Along the way 
 
 
BREAK DOWN 
 
 
REPEAT VAMP 2: Protection…. 
REPEAT VAMP 3: My family….. 
REPEAT BRIDGE 3: Jesus be a fence… 
 
 

ヴァンプ 2 

守り、救い、頑丈な櫓(やぐら) 

わたしの行く道に 

私の避難所、私を癒す方、必要

なものを備えてくださる方 

わたしの行く道に 

 

ブリッジ 3 

Jesus, 囲いになってください。 

 

ヴァンプ 3 

私の家族、私の父、私の母 

行く道をずっと 

私の兄、私の姉、私の家族 

行く道をずっと 

  
私は山に向かって目を上げる。 
私の助けは、どこから来るのだろうか。 
私の助けは、天地を造られた主から来る。 
主はあなたの足をよろけさせず、 
あなたを守る方は、まどろむこともない。 
見よ。イスラエルを守る方は、 
まどろむこともなく、眠ることもない。 
 
主は、あなたを守る方。 
主は、あなたの右の手をおおう陰。 
昼も、日が、あなたを打つことがなく、 
夜も、月が、あなたを打つことがない。 
主は、すべてのわざわいから、あなたを守り、 
あなたのいのちを守られる。 
主は、あなたを、行くにも帰るにも、 
今よりとこしえまでも守られる。  

(聖書：詩篇 121篇)  
 
（キリストを信じたなら）あなたはすべての過去から自由に

なり赦されています。あなたの名前は天にある『いのちの書』
に書き込まれました。古い黒人霊歌にこんな歌詞があります。
主(キリスト)に出会った時、『自分の手を見たら、全く新しく
見えた。足を見てみると、足も新しくなっていた。』  


