
7.祈りの⼒
POWER OF PRAYER

神の御国とその栄光に従って祈る時、私たちを通して神の
⼒が現される
If we will pray according to God’s kingdom and for God’s glory, then God’s power 

will operate through us.  



1. 神の御国について
IT’S ABOUT HIS KINGDOM

使徒1:1-3,1:6Acts 1: 1-3, 1:6



2. 神の⼒を通して
IT’S THROUGH HIS POWER.

使徒1:7-8、マルコ14:50-52、使徒4:31,
Acts 1:7-8, Mark 14:50-52, Acts 4:31



3. 神の栄光のために
IT’S FOR HIS GLORY.

Ⅱペテロ1:17、出エジプト33:18-19、Ⅰペテロ4:11、
ローマ11:36、Ⅱコリント1:20,

2Peter 1:17, Exodus 33:18-19, 1Peter 4:11, 
Romans 11:36; 2 Corinthians 1:20 



グループで：In your group 
■ マタイ6:9-13を覚えましょう。グループ皆で声にだして⾔いましょう。Practice reciting Matthew 6:9-13 

together as a group. Say it together aloud. 

■ 私たちの毎⽇と神の国とは関係しているものです。⾃⼰中⼼から来ている⾏動や態度はあり
ませんか？では、御国が現される⾏動や態度はどのようなものですか？Can you relate to the disciples’ 
difficulty in understanding that our lives are about the kingdom of God? What are some actions and attitudes that come from a self-focused life? On the other hand, 
what are actions and attitudes that show a kingdom-focused life? 

■ あなただどれに当てはまりますか？Which of the following describe you? 

a) 聖霊についてよく分からないI don’t know much about the Holy Spirit. 

b) 聖霊のバプテスマを受けたいI want to be baptized in the Holy Spirit. 

c) 時々、聖霊を受けるSometimes I take the Holy Spirit for granted. 

d)⽇々、聖霊に満たされるよう祈っている I usually pray daily to be filled with the Holy Spirit.  

■ 使徒1:8、4:31を読みましょう。祈りによって起こったことを分かち合ってください。結果と
してどんなことが起こりましたか？Read Acts 1:8 and Acts 4:31. Tell the group about a time that you or someone else prayed or spoke 
God’s word boldly. What happened as a result? 

■ 神の賜物は、神の⽬的にかない、神の⼒を通して、彼の栄光のため与えられる。あなたのグ
ループの⽅々にそれぞれ与えられている賜物はどんなものですか？互いに仕え合うため与え
られた賜物を感謝し、神に栄光を帰しましょう。God’s gifts are about His purpose, through His power, and for His 
praise. What are some of the gifts God has given to various members of your group? Now thank God and give Him glory for the gifts He has given so 
that we can minister to each other.   



考えましょうTHINK ABOUT IT

あなたはどの領域において、神が聖霊の⼒により成したいと願われているこ
とが起こるように祈りたいですか？In what area of your life do you need to pray for God’s will to be 
done by the power of the Spirit? 

今週、毎⽇、そのことを祈ることに献⾝してください。Commit to praying about it every 
day this week. 
その領域において、神が変化を成し遂げてくださったことをデボーション
ノートにメモしてください。Make notes in your journal as you see God begin to change this area of your 
life. 
祈りが答えられたことを分かち合う準備をしてください。Be prepared to tell the group 
about answered prayers!  


