
6. 祈りの守り
PROTECTION OF PRAYER

皆、試練や誘惑を経験する。神は私たちが毎日、敵からの守りと誘惑
への勝利を祈ることを願っておられる。We all experience trials and temptations. God 
wants us to pray every day for protection from the Enemy and for victory over temptation. 



要約：SUMMARY

主の祈りは、私たちにどのように祈るかの型を教えている。The Lord’s Prayer is a 
pattern that teaches us how to pray. 

このセッションで覚えるのは6:13のはじめの部分、「私たちを試みに会
わせないで、悪からお救いください」The portion to memorize for this time is the first part of 
Matthew 6:13: “And lead us not into temptation, but deliver us from evil.”  



1.神は私たちを誘惑へ導かない GOD CAN’T 
TEMPT US. 

• 神は誰をも誘惑に導かない。それは神の御品性の正反対のものである（ヤコブ
1:12-14)。神は私たちを祝福し、誘惑に耐えることができるようにさせてくださる。
God can’t tempt us because it’s contrary to His character to tempt anyone (James 1:12–14). In fact, He blesses us and 
rewards us for enduring temptation. 

• 誘惑が起こる時は、私たちの願い(たとえ良いものであっても)が神から焦点を外し
た時に起こる。神に焦点が合っていないので、サタンが来て、神なしの願いが成就
するように誘惑してくる。神は我々を誘惑しない。サタンはいつも誘惑する(マタイ
4:3、Ⅰテサロニケ3:5）。Temptation occurs when our desires (even for good things) take our focus off of God. 
Then when our focus is no longer on God, Satan comes to tempt us into fulfilling that desire without God. God is never 
the tempter— Satan is (Matthew 4:3; 1 Thessalonians 3:5).



2.神は導き間違えることはない GOD WON’T 
MISLEAD US. 

• 神は試練へと我々を導くが、間違って導くことは決してない。God leads us into trials, but He won’t mislead us. 

• 試練はいつも我々に良いものであり、人格の成長のためのものである（申命記8:16、ヤコブ1:2-3)。Testing is 
always for our good and for growing our character (Deuteronomy 8:16; James 1:2–3). 

• しかしながら、誘惑する者はいつも試練の中に潜んでいる。だからイエスは「悪からお救いください」と祈る
ように教えられた。However, the tempter is also in the trial. That’s why Jesus taught us to pray: “Deliver us from evil.” 

• イエスは誘惑を受けたところで試練へと導かれた（マタイ4:1-11)。Jesus was led into a trial where He was tempted 
(Matthew 4:1–11). 

• イエスは私たちの誘惑との戦いを理解してくださる（ヘブル4:15）。He understands our battles with temptation 
(Hebrews 4:15). 

• イエスが誘惑に勝利され、かえってそれによって強められたことによって（ルカ4:14）、主は私たちが誘惑に
勝利することを助けることができる（ヘブル2:18)。Because He triumphed over his temptation and was strengthened by 
it  (Luke 4:14), He is able to help us overcome temptation (Hebrews 2:18).  



3.神は私たちを救ってくださる GOD WILL 
DELIVER US. 

• 私たちが祈る時、神は誘惑から救ってくださる。God will deliver us from temptation if we’ll pray. 

• 神は、私たちが決して耐えることできない誘惑の中に進むことを許可されない（Ⅰコリント10:13）。He’ll never 
allow us to be tempted beyond what we can bear (1 Corinthians 10:13). 

• すべての誘惑において、神は脱出の道を備えてくださっている（Ⅱテモテ4:18、Ⅱペテロ2:9)。With every 
temptation, He gives us a way of escape (2 Timothy 4:18; 2 Peter 2:9). 

• 救いにおける私たちの役割は、悪から守られること、誘惑に打ち勝つことを毎日祈ることである（マタイ
26:41、ヨハネ17:15、詩篇119:133)。Our part in being delivered is to pray every day for protection from the Enemy and 
for success over temptation (Matthew 26:41; John 17:15; Psalm 119:133). 



分かち合い：TALK
1. マタイ6:9-13を暗記しましょう。グループ皆で声に出して言いましょう。Practice reciting Matthew 6:9–13 together as a 
group. Say it together out loud. 

2. 私たちがよく受ける共通する誘惑にはどんなものがあるでしょう？ヘブル4:14-15を読みましょう。イエス
様がこれらの同じ誘惑に合われたことを考えたことがありましたか？What are some common temptations that many of us 
struggle with? Now read Hebrews 4:14–15. Have you ever thought of Jesus facing those same temptations? 

3. 最近、試練(仕事、家族、健康、経済などにおいて)を通りましたか？その試練を通してどのような良いもの
を得ましたか？またどのように強められましたか？その試練の最中の誘惑はどのようなものでしたか？Have 
you recently been through a trial (in your job, family, health, finances)? How were you strengthened by it or what good resulted from the trial? What were 
the temptations in the middle of the trial? 

4. Ⅰコリント10:13を読みましょう。この箇所で描かれている神の品性はどのようなものですか？次にマタイ
26:41を読みましょう。なぜ試練の中にいる時に、神が真実な方であることが重要なのですか？なぜ祈りが
重要なのでしょう？Read 1 Corinthians 10:13. What is the character quality of God mentioned in this verse? Now read Matthew 26:41. Why is the 
faithfulness of God important to us when we’re in the middle of trials? Why is prayer important? 

5.祈りは、霊的戦いの武器の一つ（エペソ6章)。十分に祈ることができていない時でさえも。どのように祈りに
おいて成長することができますか？人生の様々な季節においての有効なアイディアをグループで話しましょ
う。 Prayer is one of our weapons for spiritual warfare (see Ephesians 6), and yet we often feel like we don’t pray enough. What are some practical ways 
we can develop the discipline of prayer in our lives? Brainstorm together several ideas of what has worked for you during various seasons of your life.  



実践：LIVE

• 現在、直面している戦っている誘惑はありますか？祈りましょう！！どの点において、神から焦点がそれ
ているのか気づかせてくださるよう祈りましょう。Is there a recurring temptation you are struggling to overcome? 
Pray! Ask God to show you the desire that has taken your focus off of Him. 

• その誘惑からの脱出の道を示してくださるよう祈りましょう。悪からお救いくださるよう祈りましょう。Ask Him 
to show you the way of escape out of the temptation. Ask Him to deliver you from the evil one. 

• 兄弟姉妹にも、この領域における勝利のため祈ってもらいましょう！Also, ask a friend to pray with you for victory 
in this area of your life.  



祈り：PRAER

主よ、祈り方を教えてくださり感謝します。Thank You, Lord, for teaching us how to pray. 

神よ、あなたは真実なお方です。試みの時、決して私たちを見捨てることのない方です。We 
praise You, God, for Your faithfulness and that You never leave us alone in our trials. 

誘惑から遠ざけてください。We ask You to lead us away from temptation. 

試みの最中にも、力強められるよう助けてください。Help us to be strengthened in the midst of testing. 

悪から守り、救ってください。Protect us and deliver us from the evil one. 

イエスの御名によって、祈ります！In Jesus Name, we pray!

アーメン。Amen.


