
確認への呼びかけ： 
Call for Confirmation 

神のことばを確認することは聖書的なこ
と。正しく御声を聞くために確認をする必
要がある。神にその私たちへの言葉を確
認することを願う時、それを建て上げ確
かなものすることを願っていることになる。

It is biblical to ask God to confirm His word. Sometimes 
we need confirmation to make sure we are hearing Him 
correctly. When we ask God to confirm His word to us, 

we are asking Him to establish it and make it firm.  



鍵となるみことば：Key Scriptures 

• 士師記Judges 6:16–18, 36–40  

• マタイMatthew 18:16, 19:3–4  

• マルコMark 16:20  

• Ⅱコリント2 Corinthians 13:1  

• 箴言Proverbs 12:15, 19:20–21 

• コロサイColossians 3:15 



考えるべき3つのポイント： 
3 Things to Think about 

• これは聖書が言っていることか？Does it line 
up with the Bible? 

• 神の議会は同意するか？Does godly counsel 
agree?  

• 私は平安があるか？Do I have peace?  



これは聖書が言っていることか？
Does it line up with the Bible? 

神の御声は決して神のことばに反し
ない。神の原則と人格はいつも聖書
全体と一致している。God’s voice will 

never disagree with His Word. God’s 
principles and His character always line up 

with the whole Bible. 



神の議会は同意するか？ 
Does godly counsel agree?  

成熟したクリスチャンたちからなる神
の議会は聖書の知恵に同意する。
Godly counsel from mature believers will 

agree with the wisdom of the Bible.  



私は平安があるか？Do I have peace?  

神の平安と落ち着きがあなたの心を治
める。主は決して恐れへと導かない。
神の言葉は理解を超えて平安を与える。

God’s peace and calmness will rule in your 
heart. He never leads through fear. His word 
will give you peace beyond understanding. 



分かち合い：Discuss 

• 士師記6:17-18を読みましょう。神がギデオンに答えられた
ことから、神のことばを確認することがどのように励まされ
ますか？Read Judges 6:17–18. Why does God’s answer to Gideon encourage 
us to ask God for confirmation?  

• 「あなたに聞いていることを知りたい」と祈ることで、どのよ
うに私たちの考えや願いと、主の御声を聞き分けることが
助けられるでしょうか？When we pray, “Lord, I want to know I’m hearing 
You,” how can that help us separate His word from our own thoughts and desires?  

• 一つの聖書箇所を同意のため選ぶことよりも、なぜ聖書全体を読
むことの重要なのでしょうか？What is the importance of reading the 
whole Word of God, rather than just choosing one Scripture to agree with?  

• ピリピ4:7を読みましょう。主の平安があなたの心を治める時の神
の約束は何ですか？Read Philippians 4:7. What is God’s promise when you 
let His peace rule your heart?  

• 箴言24:6に書かれているように、一人の人以上の神の議会を持
つことが安全なのはなぜでしょうか？Why is there safety in having 
godly counsel from more than one person, as stated in Proverbs 24:6?  

• 成熟したクリスチャンたちの神の議会をどのように認識することができ
ますか？How do you recognize godly counsel from mature believers? 



共に祈りましょう：Pray together 

    主よ、あなたとの静かな時間において語りかけてくださり感謝しま
す。あなたのことばを聞き、その導きに従うことに飢え渇きます。心
に語りかけられrたあなたの言葉を確認し、それが人生の中に確
立されていきますように。私たちの理解を超えたあなたの平安を
感謝します。父よ、あなたの言葉をさらに確認するための神の知
恵をもった成熟したクリスチャンを求めます。イエス様、あなたの平
安の中に歩む時、私たちの心を思いを守ってくださり感謝します。
イエスの御名によって、アーメン。 

  Lord God, thank You for speaking to us during quiet times with You.  
    We hunger to hear Your word and follow Your direction.  
 Please confirm Your words spoken in our hearts so they will be established 

in our lives.  
 We praise You for Your peace beyond our understanding.  
 Father, we seek out mature believers with godly wisdom for further 

confirmation of Your word to us.  
 Jesus, we are grateful for how You guard our hearts and minds as we walk 

in Your peace. 
  In Jesus’ name, Amen.  


