
みんなで読みましょう！LET’S READ TOGETHER! 

『天にいます私たちの父よ。御名があがめられますように。御

国が来ますように。みこころが天で行われるように地でも行わ

れますように。私たちの日ごとの糧をきょうもお与えください。

私たちの負いめをお赦しください。私たちも、私たちに負いめ

のある人たちを赦しました。私たちを試みに会わせないで、悪

からお救いください。』〔国と力と栄えは、とこしえにあなたのも

のだからです。アーメン。〕マタイ6:6-9 

"`Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth 

as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven 

our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. [1] '  



1.祈りの目的 
1. PURPOSE OF PRAYER 

主の祈りは私たちに祈りのパターンを教える。ゆ

えに私たちは霊的戦いの最中にあっても堅く立

つことができる。 

THE LORD’S PRAYER GIVES US A PATTERN TO TEACH US HOW TO PRAY SO 

THAT WE CAN STAND IN THE MIDST OF SPIRITUAL WARFARE.  

ルカLUKE 11:1–2 

マタイMATTHEW 6:9 



要約：SUMMARY 

•主イエスキリストの弟子として、私たちはみな霊的戦いを経験する。
As disciples of the Lord Jesus Christ, we all experience spiritual warfare.  

•私たちに対するサタンの攻撃に焦点を当てすぎると、必要以上に悪
魔に機会を与えることになる。If we place our focus on Satan’s attacks against us, we give 

the devil too much credit.  

•日々の生活の中で霊的戦いが厳しくなる時に、私たちは神の力と意
志を解き放すことのできる、祈りの新しいレベルに進む必要がある。
Instead, when spiritual warfare increases in our lives, we need to go to a new level of prayer so we can 

release God’s power and will.  

•主の祈りは私たちに祈りの型を教える。The Lord’s Prayer gives us a pattern to teach 

us how to pray  



1.真剣に受け止める1. TAKE IT SERIOUSLY. 

• 私たちは戦いの中にあり、敵は私たちを殺そうとする(エペソ6:12,ヨハネ10:10)の

で、真剣に祈らなければならない。We must take prayer seriously because we are in a war, and 

our Enemy wants to kill us (Ephesians 6:12; John 10:10) 

• レビ記Leviticus 18:21  

• 私たちに敵対するサタンの一つの種類は「支配者」と言われる。彼らは土地を支
配している。旧約聖書の預言者ダニエルは支配者(exペルシャの君)と戦った（ダ

ニエル10:12-13,20-21)。One type of demon that comes against us is called a principality, which is a 

prince over a geographic region. The prophet Daniel in the Old Testament battled principalities (Daniel 10:12–

13, 20–21) 

• マルコ5章におけるイエスの悪霊につかれた人の癒しも、領域を支配する悪魔の

現実を示している(マルコ5:9-10)。Jesus’ healing of the demon-possessed man in Mark 5 also 

reveals the reality of territorial principalities (Mark 5:9–10) 

• テトスTitus 1:5; 1:10–13  



私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗
やみの世界の支配者たち、また、天にいるもろもろの悪霊に対
するものです。エペソ6:12 
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the 

powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.  

 

盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけ
のためです。わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを
豊かに持つためです。ヨハネ10:10  

 
The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.  

 

 



私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、
この暗やみの世界の支配者たち、また、天にいるもろも
ろの悪霊に対するものです。エペソ6:12 
 

 

 

For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of 

this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.  



2.「家系の霊」と言われる悪魔との戦い 
2. WE ALSO BATTLE DEMONS  

CALLED FAMILIAL SPIRITS.  

先祖の罪を通して、私たちの家族の中の要塞となる霊がある。These are spirits that have 

strongholds in our families through the sins of our ancestors.  

家族の罪は、家族の中である特定の罪に対しての強い傾向がある領域において現れ

る。We can recognize a familial spirit in areas where family members have a strong tendency toward a certain sin.  

支配と家系の霊に対して、祈りと反対の霊によって打ち勝つことができる。We overcome 

principalities and familial spirits by prayer and by walking in the opposite spirit.  

例えば、強欲は祈りと寛容さによって打ち勝つことができる。For example, greed is overcome 

through prayer and generosity.  



3.真面目になりすぎない  
3. DON’T TAKE IT TOO SERIOUSLY. 

• 真剣に祈っている時に、良い知らせは、私たちが真面目になりすぎる必要がないこと。
神は、私たちが霊的戦いの重荷を主に委ねることができるように意図された(ピリピ

4:6,Ⅰペテロ5:7)。While we must take prayer seriously, the good news is we don’t need to take it too seriously. 

God designed us to pray so we can transfer the burden of our battles to Him (Philippians 4:6; 1 Peter 5:7).  

• すべての重荷を主に委ねることができる。そして主が私たちを心配してくださることを
知る(詩篇55:22)。We can give Him every concern and know He will sustain us (Psalm 55:22).  

• エペソ6:12 Ephesians 6:12 

• イエス、私たちの平和の君は、すべての権威と霊的な力を治める方(コロサイ2:9-10)。
Jesus, our Prince of Peace, is Lord over every principality and every spiritual power (Colossians 2:9–10). 



 何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる

祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただ

きなさい。そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、

あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれま

す。 ピリピ4:6,7 

 

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your 

requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds 

in Christ Jesus.  



あなたの重荷を主にゆだねよ。主は、あなたのことを心配して

くださる。主は決して、正しい者がゆるがされるようにはなさら

ない。 詩篇55:22 

 

Cast your cares on the LORD and he will sustain you; he will never let the righteous fall.  



キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っ

ています。そしてあなたがたは、キリストにあって、満ち満ちて

いるのです。キリストはすべての支配と権威のかしらです。 

コロサイ2:9-10 

 

For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form, and you have 

been given fullness in Christ, who is the head over every power and 

authority.  



実践しましょう！LIVE 

• ピリピ4:6,7、Ⅰペテロ5:7を読みましょう！Read Philippians 4:6–7 and 1 Peter 5:7.    

• あなたが心配していることすべてのリストを作りましょう！Make a list of everything you 

are anxious about.   

• すべての心配、重荷を平和の君であるイエス様に委ねましょう！Give each burden to 

Jesus, the Prince of Peace.  



分かち合い：TALK 

1.主の祈りとあなたの歴史を分かち合ってください。子どもの頃に覚えましたか？新しく、

慣れないものですか？What has been your experience with the Lord’s Prayer? Did you memorize it as a child? 

Is it new or unfamiliar to you?   

2.霊的戦いに関して、なぜ私たちは時に、神によりも、サタンに焦点を当てすぎてしまう

のでしょうか？ In spiritual warfare, why do you think we sometimes give too much attention to Satan instead of 

focusing on God?   

3. 困難な状況において、祈りによって神に重荷を委ねることで平安を得た時のことを話
してください。Describe a time when you had peace in a difficult situation because you had “transferred the 

burden” to God in prayer.  

4. 現在、どの領域において戦いを経験していますか？互いのために祈る時間を持ちま
しょう。In what area of your life are you currently experiencing warfare? Spend time as a group praying for 

each other.  

5. あなたの家族の中における家族の霊の働きを認識していますか？祈りの友に、その
ために祈り続けてくださるようお願いしましょう。Do you recognize any familial spirits at work in your 

family? Ask a friend to commit to praying with you about this.  

 



祈りましょう 

「主よ。われらの神よ。あなたは、栄光と誉れと力とを受けるにふ
さわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたのみこころゆえ
に、万物は存在し、また創造されたのですから。」黙示録4:11 

 
 "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and 

by your will they were created and have their being." Revelation 4:11 



祈りましょう：PRAYER 

聖霊様、祈り方を教えてくださり感謝します。Holy Spirit, we thank You that You teach us how 

to pray.  

イエス様、あなたはすべての権威と霊的力を治めておられる平和の君であるゆ

えに、あなたに賛美をささげます。We praise You, Jesus, Prince of Peace, because You are Lord 

over every principality and spiritual power.   

父なる神様、今日、この重荷をあなたにお渡しします。Father, we give You our burdens 

today.  

霊的戦いの最中に堅く立つことができるよう助けてください。Please help us to stand in 

the midst of spiritual warfare.   

 


