
神とつながっている 
ONLINE with God 

神の御声を聞き取る 

Hearing God’s Voice 



1. 私は羊である 
I am a sheep. 

 

神に聞くことはあなたが何かすることではない； 

あなたが「誰であるか」である  
Hearing God is not something you do;  

 it is someone you are.  

神はご自身と個人的関係をもつ者に語り
かけられる 

 God speaks to those who have a personal relationship 
with Him. 



鍵となる聖書箇所 
Key Scriptures 

  

 

ヨハネの福音書10:1-4, 11, 16, 17  
  

 John 10:1–4, 11, 16, 27 



3つの考えるポイント 
3 things to think about 

• 先天的なもの：It’s innate. 

• 学び得るもの：It’s learned. 

• 成熟していくもの：It’s matured. 



先天的なもの 
It’s innate. 

• 人は皆、神のかたちに造られた。つまり私たち
の神はコミュニケーションを願う方As human beings, 
we were created in the image of God, and our God is a 
communicative God 

• 生まれつき神に聞く能力が与えられているWe are 
born with the ability to hear God.  

• 新生した時に、神の子どもとされたWhen we are 
born again, we are born a child of God.  

• 主は羊飼い。私たちは羊であるHe is the Shepherd, 
and we are the sheep. 

• 羊は羊飼いの声を聞く能力をもっているSheep 
have the ability to hear the Shepherd. 



学び得るもの 
It’s learned. 

• 神に聞く能力をもって生まれたが、単に先天
的な知識と知恵だけによらない：聞くことを学
ぶことで増し加えられていくThough we are born with 
the ability to hear God, hearing God isn’t solely based on 
innate knowledge or wisdom; learning to hear helps increase 
our ability to hear Him.  

• 単純に教えられるかどうかにかかっているIt’s 
simply dependent upon being taught.  

• みな神に聞くことを学ばなければならないWe 
all have to learn to hear God. 



成熟していくもの 
It’s matured. 

• 神はただ指示を出すだけでなく、交わりのため
に定期的にコミュニケーションを願っておられる
God wants to communicate with us on a regular basis for 
fellowship, not just instruction alone.  

• あなたが考えることすべてが、あなたが神に聞
いていることではないNot everything you think you hear 
is God.  

• 神の声を聞き分け、正しい決断ができるまで成
熟する必要があるWe need to mature to the place where 
we can discern God’s voice and make the right decision. 



分かち合いDiscuss 

• なぜ自分自身で何かをしてしまうのではなく、神を待ち堅
く立ち続けることが難しいことがあるのでしょうか？Why can 
it sometimes be hard for us to stand still and wait on God to help us instead of doing 
something ourselves? 
 

• 主との個人の静まる時間を持つことが難しい最も大きな
理由は何でしょうか？あなたのデボーションのためのお
気に入りの場所はどこですか？What are some of the biggest 
challenges people face that keep them from having a quiet time with the Lord? Where 
is your favorite place to have a quiet time? 
 

• 御声を聞くことではまだ道半ばです。毎朝のto Doリスト
を示すためには語られません。父と子のコミュニケーショ
ンとして語られる。あなたは神とコミュニケーションを取れ
る関係をもっていますか？あなたが思いを静め、神の御
声に焦点を合わせるためのステップは何ですか？Hearing 
God is the second half of prayer. God never intended prayer to be us giving Him our to-
do list every morning. He intended prayer to be a communication between a Father 
and His children. Do you have a communicative relationship with God? What are some 
steps you use to quiet your mind and focus on God’s voice? 



祈りましょう：Pray Together 

 主よ、あなたのかたちに作ってくださったことを感
謝します。ゆえにあなたとコミュニケーションをとる
ことができます。父なる神様、今も私たちに語りか
けてくださり感謝します。あなたは羊飼いで、私た
ちはあなたの羊です。私たちが学び成熟して、あ
なたの声を聞くことができるように助けてください。
イエスの御名によって、アーメン。  

  Lord, thank You for creating us in Your image so we can communicate 
with You.  

 Father, thank You that You still speak to us. 

 You are the Shepherd, and we are Your sheep. 

 Help us to learn and mature in our growth so we can hear Your voice.  

 In Jesus’ name, Amen. 


