
2.私は友である 
2. I am a friend. 

神が私たちに語りかけてくださる最も大きな動
機は友情関係である 
God’s greatest motivation to talk to us is friendship.  

 

神は共に座り、語りあうような友になりたい 
God wants to be the type of friend who sits and talks with us. 



鍵となる聖書箇所 
Key Scriptures 

• ヨハネJohn 15:13, 15:15, 16:12–13 

• 創世記Genesis 18:17–33 

• 士師記Judges 16:17; 

• 出エジプトExodus 33:11 

• ヤコブJames 2:23 

• ゼカリヤZechariah 13:6 

• マタイMatthew 26:48–50 



3つの考えるポイント 
3 things to think about 

• 神はロボットには語らないGod does not 
speak to robots. 

• 神は人々に語りかけるGod speaks to people. 

• 神は友に語りかけるGod speaks to friends. 



神はロボットには語りかけない 
God does not speak to robots. 

• コミュニケーションの2つの方法。機会に対して機
会的に。人に対して人格的に。We communicate two 
ways, mechanically to machines and personally to people.  

• 神は私たちと機会的にコミュニケーションを取り
たくない。人格的なコミュニケーションを願ってい
る。God does not want to communicate mechanically with 
us; He wants to communicate personally.  

• 神は私たちを愛しているゆえに語りかけられる。
ただ方向を示すためではない。God talks to us 
because He loves us, not just to give us direction. 



神は人々に語りかける 
God speaks to people. 

• 聖書の中には神が人々に語りかけられた驚くべ
き記録が沢山書かれている。There are amazing 
records in the Bible where God speaks to people. 

•   

• 神は聖書の中で語られた方法と違う方法では語
られない。God does not speak differently now than He did 
in the Bible.  
 

• 聖霊は恐れによってではなく、信仰によって私た
ちに語りかけられる。The Holy Spirit speaks to us by 
faith and not fear. 



神は友に語りかける 
God speaks to friends. 

• 神はあなたの友となりたい。God wants to be your 
friend.  

• 神は自由意思を人に与え、聞き、語る能力を与
えられた。He created people with free will and the ability to 
hear and speak.  

• 神は毎日私たちと共に歩み、語り合うことを願っ
ている。God’s desire is to walk and talk with us in the cool 
of the day.  

• 神は私たちがそうすべき行動ができていない時
でさえ、友となりたいと願われている。God wants to 
be our friend even when we don’t act the way we should. 



分かち合い：Discuss 

• 私たちはみな他の人とのつながりのためメールなどを
用いる。しかし神は機会的にではなく、人格的にコミュ
ニケーションを取りたいと願っておられる。神との個人
的なコミュニケーションを確立していくためにとるステッ
プは何ですか？We use email and texting to connect to other 
people, but God desires to communicate with us personally, not 
mechanically. What are some steps we can take to ensure personal 
communication with God? 
 

• 時に私たちが落胆する理由は、神が聖書の中で語ら
れた方法と同じように語りかけると思っていないから。
神があなたに語られたいくつかの方法は何ですか？
Often times we get discouraged because we don’t think God speaks 
to us in the same way He spoke to those in the Bible. What are 
some ways God has spoken to you? 



共に祈りましょう：Pray Together 

 主よ、創造主、父、友となってくださり感謝します。

あなたと共に歩み語り合う能力を与えてくださり
感謝します。個人的レベルにおいてあなたとコ
ミュニケーションを取り、御声を聞くことができる
ように助けてください。イエスの御名により。アー
メン。Lord, thank You for being our Creator, Father, and Friend.  

 Thank You for giving us the ability to walk and talk with You.  

 Help us to communicate with You on a personal level so that we 
may hear Your voice. 

 In Jesus’ name, Amen. 


