
2. 祈りの⼈格
Person of Prayer

祈る時、神に語りかける：私たちを愛し、良
い贈り物をくれる良い天のお⽗さん

When we pray, we are talking to God—our good heavenly 
Father who loves us and gives us good gifts



1. 神は私たちの⽗であるGod is our Father.

u 祈る時、神に語りかける。彼は私のお⽗さんであり、あなた
のお⽗さんでもある。教会として、私たちは神の家族である
(エペソ3:14-15)When we pray, we are talking to God, who is our Father. He 
is my Father and your Father: as the Church, we are the family of God 
(Ephesians 3:14–15). 

u 天におられる私たちの⽗は、すべての主であり、私たちの祈
りを聞いてくださる信頼できる⽅(マタイ18:19)。Our Father is 
in heaven, He is Lord over all, and we can trust Him to answer our prayers 
(Matthew 18:19). 

u 私たちの⽗なる神は聖いお⽅であり、すべての悪と離れてい
る⽅である(レビ22:32)。Our Father God is holy and set apart from all 
evil (Leviticus 22:32). 



2.サタンは悪い⽗である Satan is the bad father. 

u イエスは2⼈の⽗について語られた(ヨハネ8:30-44)。Jesus 
tells us about two fathers (John 8:30–44). 

u 罪のゆえに、私たちはサタンを⽗として⽣まれた Because 
of sin, we are born with Satan as our father. 

u サタンは悪い⽗であるHe is the bad father. 

u 彼は殺⼈者であり、嘘つきであり、偽りの⽗であるHe is a 
murderer, liar and the father of lies. 

u 彼は盗み、殺し、私たちのいのちを破壊しようとするHe 
wants to steal, kill and destroy our lives. 

u 彼は神のことばに反逆するように私たちの思いに嘘を⼊れ
込もうとするHe lies to us by putting thoughts in our minds that 
contradict God’s Word. 



3.神は良い⽗である God is the good Father. 

u新⽣した時に、神が私たちの⽗となられた。彼は良
い⽗である(詩篇119:68)When we are born again, God becomes our 
Father. He is the good Father (Psalm 119:68). 

u彼には悪いところがない。悪のそばにいることさえ
できない。我々の⼈⽣に悪いことを起こされず、打
ち勝つことができるよう助けてくださる(Ⅰコリント
10:13)There is no evil in Him: He cannot even be in close proximity to 
evil. He does not cause the evil in our lives but will help us overcome it 
(1 Corinthians 10:13). 

u彼は良い賜物だけを与えてくださる(ヤコブ1:13-17)
He gives us only good gifts (James 1:13–17). 



しかし、我々の地上の⽗は…
But our earthly father…

u私たちはみな⽗からの傷があるWe all have father wounds. 

u中には深く傷つけられ、失望させられている⼈もいる
Some of us have had earthly fathers who deeply hurt us or disappointed us. 

uたとえ素晴らしい⽗親であっても、誰も完全ではない
ので、傷を与えているEven people who have great earthly fathers still 

have father wounds because no earthly father is perfect. 

u私たちは神に語りかけることができる。この⽅は良い
天の⽗であるWe can talk to God, our good heavenly Father. 

uこの⽅はすべての⽗からの傷を癒してくださるHe will heal 

us from every father wound. 



分かち合い：TALK

u マタイ6:9をグループで⼀緒に暗唱しましょう。声に出して⼀緒に⾔いましょう。
Practice reciting Matthew 6:9 together as a group. Say it together out loud. 

u 主の祈りは複数形である：「私たち」「私たちの」という語が⽤いられている。
以前それに気づいていましたか？そのメッセージから何を思いましたか？The 
Lord’s Prayer is plural: it uses the words “our, us and we.” Had you noticed that before? What stood 
out to you from that part of the sermon? 

u サタンがあなたの思いに⼊れた偽りは何ですか？What are some examples of lies that 
Satan puts into our minds?  

u 神があなたに与えられた良い贈り物は何ですか？グループの中で⼀⼈のために、
みなで2分間神に聞き、書き出し、2分後、分かち合ってください。What are some 
of the good gifts God has given you? Have someone in the group set a timer and see how many each 
person can write down in two minutes. Then, share your lists with the group. 

u 互いのため祈りましょう。良い⽗なる神様が、すべての⽗親からの傷を癒してく
ださるように。適切であれば、あなたの証や、良い本、教会で⾏っているそのた
めの良いクラスやカウンセリングを紹介してください。Pray for each other as a group, 
that God—our good heavenly Father—will heal us from every father wound. If appropriate, talk to 
the group leader about resources to help you through the process, such as books to read, classes 
your church offers, counseling, etc.



実践：LIVE

uあなたが葛藤してきたサタンが⼊れた偽りを2、3個書き出
してください。Jot down two or three lies from Satan that you struggle with in your 
thought life. 

uそれはおそらく、あなたが失望する傾向があるところ、恐
れがあるところ、⾼慢になるところ、不純な思いと戦うと
ころです。It may be where you tend to be discouraged or be fearful or be prideful or wrestle 
with impurity. 

u次に、それらの偽りを否定する、神のみことばの真理を探
してください。Then, search the Scriptures for God’s truth to refute those lies. 

uそれらのみことばをよく⾒て、読んで、祈って、書いて、
覚えてください。Review those Scriptures often: read them, pray them, write them 
down, memorize them. 

u神の真理がそれらの偽りに置き換えられます！God’s truth will 

replace those lies! 



祈り：Prayer

⽗なる神様、感謝します。私をあなたの⼦どもとしてく
ださったことを、あなたの家族の中に⼊れてくださった
ことを。Thank You, Father, for making us Your children and bringing us 
into Your family. 

あなたが唯⼀の神であるゆえに、そしてあなたの中に
まったく悪がないゆえに、あなたを賛美します。We 
praise You, God, that You are only good, and there is no evil in You. 

主よ、今⽇、私の⼼を差し出します。We give You our hearts 
today, Lord. 

あなたのように、まったく悪から離れ、⾃由と真理の中
に歩むことができるよう助けてください。Help us to walk in 
freedom and truth, set apart from evil, just as You are.

イエスの御名によって祈ります。In Jesus Name we pray.


