
私は預言者であるI am a prophet. 

私たちはみな御声を聞くことができるので、
みなが預言することができる。神は慰め強
める言葉によって私たちを励ましたいと願っ
ている。主は、私たちが愛すること、御霊の
賜物、特に預言することを熱心に求めるこ
とを願っておられる。We can all prophesy 
because we can all hear God.  

God wants to encourage us with words of comfort 
and strength.  

He wants us to pursue love and to desire spiritual 
gifts, especially so we may prophesy. 



鍵となるみことばKey Scriptures 

• 民数記Numbers 11:24–29  

• 使徒Acts 2:16–18  

• Ⅰコリント1 Corinthians 14:1, 3, 31 



3つの考えるポイント 
3 things to think about 

• 私たちはみな預言するAll can prophesy. 

• 預言は操りではないProphecy is not 
manipulative. 

• 預言は励ましであるProphecy is encouraging. 



私たちはみな預言するAll can prophesy. 

• モーセは人々がみな預言できるように神の霊
を人々にくだらせてくださるよう祈った。Moses 
prayed that the Lord would put His Spirit upon all His people 
so that they would all prophesy.  

• この祈りは使徒2章において成就した。聖霊
がくだられ、とどまられ、人々は預言した。This 
prayer was fulfilled in Acts 2 when the Holy Spirit 
baptized and remained on God’s people so that they all 
prophesied. 



預言は操りではないProphecy is not 
manipulative. 

• 神に聞き、語ることは注意深く学び続けていくプ
ロセスである。Hearing and speaking from God is a 
careful learning process.  

• 私たちの自己中心的な願いは預言をむなしいも
のにしているOur own selfish desire could lead us to 
prophesy vainly.  

• 聖霊は操りでなく励ましのことばをもって、私たち
のとなりに歩み語りかけられる。The Holy Spirit walks 
alongside us and talks with us with words of exhortation, not 
manipulation. 



預言は励ましであるProphecy is encouraging. 

• 神は私たちが愛を追い求め、御霊の賜物を求め
ることを願っておられる。ゆえに私たちは預言す
ることができる。God wants all of us to pursue love and 
desire spiritual gifts, especially that we may prophesy.  

• 神からの預言的メッセージは他の人を強め慰め
る。A prophetic message from God strengthens and 
comforts others. 

• 聖霊の言葉を聞くことを学んだならば、他の人の
徳を高めるために聖霊の言葉を語ることができ
る。As we learn to hear the words of the Holy Spirit, we can 
speak His words for the purpose of edification. 



分かち合い：Discuss 
• 霊的賜物、特に預言の言葉を求める時に、神を励
ましてくれる父として知ることがなぜ重要なのでしょ
うか？Why is it important to know God as an encouraging Father 
when you seek spiritual gifts, especially prophetic words? 

• Ⅰコリント14:3を読みましょう。真の預言の言葉であ
るかを見分けるための聖書的テストは何でしょう
か？Read 1 Corinthians 14:3. What questions can you ask as 
a scriptural test to discern a true prophetic word? 

• 他の人のための正確な預言的言葉は、なぜまったく
聖霊に従順な時に与えられるのでしょうか？Why 
does fully yielding to the Holy Spirit prepare you to give accurate 
prophetic words for others? 

• 民数記11:29のモーセの祈りはいつ、どのように成
就したか説明してください。Describe when and how the 
prayer of Moses in Numbers 11:29 has been fulfilled. 



共に祈りましょう：Pray Together 

 父なる神様、この地上において聖霊によってイエス様
が洗礼を受けられたことを感謝します。聖霊様、あな
たが私たちを満たしてくださった時から今も内側にい
てくださることを知っています。主よ、明確にあなたの
声を聞き取り、他の人に預言的な言葉をもって励ます
ことができるよう助けてください。あなたが霊的な賜物、
特に預言の賜物を与えてくださるよう求めます。あな
たを祝福します。イエスの御名によって。アーメン。
Father, thank You for baptizing Jesus with the Holy Spirit on earth. 
Holy Spirit, we know You remain inside us also when You baptize us.  

 Lord, help us to clearly hear Your voice so that we may encourage 
others with prophetic words. We seek and ask You to give us 
spiritual gifts, especially the gift of prophecy.  

 We bless You. In Jesus’ name, Amen. 


