
ステップ１１ 
霊的な攻撃 

ネクスト・ステップは、クリスチャンとの交わりの中で、私たちがキリスト
の弟子として成長するための学びです。それぞれの学びは「神のことば」と
「神の使命」の２つのセクションに分かれています。 

神のことば 

分かち合いましょう： 

d 前回は仕事について学びました。そのとき学んだ神のことばに従うこ
とが出来たでしょうか。少し時間を取って、正直に分かち合ってみま
しょう。 

エペソ人への手紙６章１０～１２節  

b 終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさ
い。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべて
の武具を身に着けなさい。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。

Step 11 
Opposition 
Next Steps are designed to help us grow as Christians, in the context 
of Christian community, by focusing on two categories: obeying God’s 
Word and doing God’s Mission. 

God’s Word 

Share: 

d Take a few minutes to honestly share what it has been like as 
you’ve tried to obey what you learned from God’s word last 
time as we talked about work. 

Ephesians 6:10-12  

b Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. 
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand 
against the schemes of the devil. For we do not wrestle against 
flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, 
against the cosmic powers over this present darkness, against 
the spiritual forces of evil in the heavenly places.
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聖書は、この世界にある霊的な領域について、また神と神の民に敵対する悪
魔や悪霊の存在について教えています。悪魔は私たちを告発し、誘惑する存
在です。また盗んだり殺したり、私たちの喜びと神への信仰を失わせようと
けしかけます（ヨハネの福音書１０章１０節）。悪魔の陰謀は、（１）誘惑、
（２）罪の告発、（３）偽り、の３つにまとめることができます。 

エペソ人への手紙６章１３～１７節  

b ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また、いっさいを成
し遂げて、 堅く立つことができるように、神のすべての武具をとりな
さい。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には
正義の胸当てを着け、足には平和の福音の備えをはきなさい。これら
すべてのものの上に、信仰の大盾を取りなさい。それによって、悪い
者が放つ火矢を、みな消すことができます。救いのかぶとをかぶり、
また御霊の与える剣である、神のことばを受け取りなさい。 

１．誘惑  

ヤコブの手紙１章１３～１５節 

b だれでも誘惑に会ったとき、神によって誘惑された、と言ってはいけ
ません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分でだれを誘
惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に引かれ、おびき
寄せられて、誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟する
と死を生みます。 

罪への誘惑は、私たちの住む世界からの影響や、私たちの内にある罪への欲
望、そして悪魔が私たちを罪へと誘い込むことによって起こります。初めの
人間であるアダムとエバは、悪魔からの誘惑を受けました。 

創世記３章１～２節 

b さて、神である【主】が造られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番
狡猾であった。 蛇は女に言った。「あなたがたは、 園のどんな木か
らも食べてはならない、と神は、ほんとうに言われたのですか。」女
は蛇に言った「私たちは、園にある木の実を食べてよいのです。

The Bible teaches there exists a spiritual realm and an enemy of God 
and God's people: the devil and his demons. The devil is the accuser 
and tempter. He strives to steal, kill, and destroy our joy and faith in 
God (John 10:10). The devil’s schemes can be summarized as (1) 
temptation, (2) accusation, and (3) deception.  

Ephesians 6:13-17  

b Therefore take up the whole armor of God, that you may be 
able to withstand in the evil day, and having done all, to stand 
firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and 
having put on the breastplate of righteousness, and, as shoes 
for your feet, having put on the readiness given by the gospel 
of peace. In all circumstances take up the shield of faith, with 
which you can extinguish all the flaming darts of the evil one; 
and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, 
which is the word of God…. 

1. Temptation 

James 1:13-15 

b Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by 
God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself 
tempts no one. But each person is tempted when he is lured 
and enticed by his own desire. Then desire when it has 
conceived gives birth to sin, and sin when it is fully grown 
brings forth death. 

Temptation to sin comes from the influence of the world around us, 
from the sinful desires within us, and from the devil who entices us to 
sin. The first humans, Adam and Eve, were tempted by the devil: 

Genesis 3:1-2 

b Now the serpent was more crafty than any other beast of the 
field that the LORD God had made. He said to the woman, 
“Did God actually say, ‘You shall not eat of any tree in the 
garden’?”

170

第１１：霊的な攻撃 Step 11: Opposition

171



アダムとエバの欲望により（創世記３章６節）、二人は誘惑に負け、罪を犯
しました。イエスも悪魔の誘惑を受けられましたが、罪を犯すことはありま
せんでした。 

マタイによる福音書４章１節、９～１０節 

b さて、イエスは、悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に
上って行かれた。…言った。「もしひれ伏して私を拝むなら、これを
全部あなたに差し上げましょう。」イエスは言われた。「引き下がれ、
サタン。『あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ』と書いてあ
る。」 

イエスは神を信頼することで悪魔の誘惑を防御し、神のことばの真理（イエ
スは聖書のことばを引用された）をもって反撃しました。それと同じように、
エペソ６章は、私たちが信仰の大盾と御霊の与える剣、つまりみことばを用
いるように教えています。 

あなたが罪に誘惑されているときは、福音を思い出し、それを信じましょう。
そして、神のことばを頭に思い浮かべるか、むしろそれを声に出してみましょ
う。クリスチャンは互いに神のことばの真理を思い起こさせ合う必要があり
ます。あなたが葛藤していることについて、心を開き互いに正直に分かち合
いましょう。そして、互いに神の真理を語り合いましょう。 

ここで、例としていくつか神のことばを紹介します。これらを暗記し、誘惑
を受けたときに思い出したり、他のクリスチャンに伝えたりすると良いでしょ
う。 
 • 物質主義 - マタイによる福音書６章１９～２１節 

 • 経済的不安 - マタイによる福音書６章３３～３４節 

 • 性的誘惑 -  コリント人への手紙第一６章１８～２０節 

 • 怒り - ガラテヤ人への手紙５章２２～２３節 

 • 恐れ - 詩篇１１８篇６節 

 • 不安やストレス - ピリピ人への手紙４章６～７節 

d 考えましょう：他にも誘惑を受けたときに助けになったみことばはあ
りますか？

Because of their desire (Genesis 3:6) Adam and Eve gave into 
temptation and sinned. Jesus, was tempted by the devil but he did 
not sin: 

Matthew 4:1, 9-10 

b Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be 

tempted by the devil. … And [the devil] said to [Jesus], “All 
these I will give you, if you will fall down and worship me.” 
Then Jesus said to him, “Be gone, Satan! For it is written, “‘You 
shall worship the Lord your God and him only shall you serve.’” 

Jesus defended against the temptations of the devil by trusting in 
God and fought back with the truth of God’s Word (he quoted the 
Bible). Likewise we are told in Ephesians 6 to use the shield of faith 
and the sword of the Spirit, which is the Word of God. 

When you are tempted to sin, remember the good news and believe 
it. And bring to mind or even quote out loud the Word of God. 
Christians should remind one another of the truth of God’s Word. Be 
open and honest with one another about how you are struggling. 
Speak God’s truth to one another. 

Here are a few examples of God’s Word that you can memorize and 
bring to mind or share with another Christian in the moment of 
temptation: 
 • Materialism - Matthew 6:19-21 
 • Financial Worry - Matthew 6:33-34 
 • Sexual Temptation - 1 Corinthians 6:18-20 
 • Anger - Galatians 5:22-23 
 • Fear - Psalm 118:6 
 • Anxiety/Stress - Philippians 4:6-7 

d Consider: What other scriptures help you in times of temptation?
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２．罪の告発 

悪魔は罪の告発者です―「サタン」という名前もこの言葉に由来しています
（黙示録１２章９～１０節）。悪魔は、私たちが無価値で、醜く、愚かで、
よこしまで、無用の存在だと、様々な言葉で囁きます。そして悪魔の最大の
欺きは、私たちの罪は重すぎて神の救いと愛を受けることができない、とい
う嘘を信じさせようと、私たちを非難し誘惑することです。そのような悪魔
の告発と戦うには、私たちは救いの福音とキリストの義（救いのかぶとと正
義の胸当て）を信じる必要があります。 

ローマ人への手紙８章３３～３４節 

b 神に選ばれた人々を訴えるのはだれですか。神が義と認めてくださる
のです。罪に定めようとするのはだれですか。 死んでくださった方、
いや、よみがえられた方であるキリスト・イエスが、神の右の座に着
き、私たちのためにとりなしていてくださるのです。 

ローマ人への手紙８章３３～３４節に描かれているのは法廷の場面です。神
という裁判官の前で、悪魔が私たちを告発しているのです。しかし、イエス・
キリストが神の右の座におられ、私たちの代わりにこう言ってくださるので
す。「私は彼らのために死に、よみがえりました。彼らは赦され、神の子と
なり、愛されているのです。」悪魔は数々の罪を告発し非難しますが、最後
に下される判決と真理は、私たちがキリストの血によって救われているとい
うこと、そしてその判決により悪魔のすべての告発が無効になるということ
なのです。 

３．偽り 

悪魔が私たちを攻撃するために用いるもう一つの陰謀は、偽りを告げること
です。 

ヨハネによる福音書８章４４節 

b 悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちに
は真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話
し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父で
あるからです。

2. Accusation 

The devil is the accuser—it is what the name “Satan” means 
(Revelation 12:9-10). The devil tells us that we are invaluable, ugly, 
stupid, evil, worthless, etc. Worst of all, the devil condemns us and 
tempts us to believe the lie that we are too sinful to be saved or 
loved by God. The way we combat the devil’s accusations is by 
believing the gospel of our salvation and righteousness in Christ (like 
our helmet of salvation and breastplate of righteousness). 

Romans 8:33-34 

b Who shall bring any charge against God’s elect? It is God who 

justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died
—more than that, who was raised—who is at the right hand of 
God, who indeed is interceding for us. 

The imagery of the Romans 8:33-34 is of a courtroom where the devil 
condemns us before God the judge. But Jesus Christ sits at the right 
hand of God saying on our behalf, “I died and rose for them. They 
are forgiven and adopted and loved.” The devil makes many 
accusations and condemnations, but the final verdict and truth is that 
we are saved by the blood of Christ, a verdict which nullifies all the 
accusations of the devil. 

3. Deception 

Another scheme the devil uses to attack us is by speaking lies.  

John 8:44 

b “[The devil] was a murderer from the beginning, and does not 
stand in the truth, because there is no truth in him. When he 
lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the 
father of lies.”
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神は常に良いお方です。しかし悪魔は、神が良い方ではなく、正義でもない
と度々偽ります。私たちの人生に災難が降りかかるときこそ、悪魔はすかさ
ず私たちの耳にこう囁くのです。「神はあなたを見捨てた。神はあなたを助
けない。神はあなたを傷付けるためにこうしているんだ。」私たちはこの悪
魔の偽りに対して、神のことばという真実をもって戦います。腰に締める帯
のように、私たちは神の真理を知識として持ち、悪魔の偽りの攻撃を受けた
ら思い出すことができるように備えておかなければいけません。常に神のこ
とばを読み、聖書のメッセージを聴き、互いに神の真理を語り合うことは、
とても大切です。 

信仰の戦いのときにしっかりと立つために、私たちは互いのために祈り合う
必要があります。勝利は私たち自身の力で得るのではなく、神から来るので
す。 

エペソ人への手紙６章１８～２０節   

b すべての祈りと願いを用いて、どんなときにも御霊によって祈りなさ
い。そのためには絶えず目をさましていて、すべての聖徒のために、
忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また、私が口を開くとき、語
るべきことばが与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができる
ように私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のた
めに大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきこ
とを大胆に語れるように、祈ってください。 

私たちが人生を終えるとき、誰もがパウロと共にこう宣言できますように。
「私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。」
（テモテへの手紙第二４章７節） 

一歩踏み出しましょう！ 

d 少し個々で時間を取って、今回のレッスンで学んだ内容について、あな
たがどのように従うべきか、黙想し祈りましょう。互いにそのことを分
かち合いましょう。次回の学びでまた、グループで分かち合います。

God is always good, but the devil often speaks lies to us saying that 
God is not good or just. When calamity happens in our lives, the devil 
is especially quick to whisper lies in our ears: “God will not take care 
of you. God will not help you. God did this to hurt you.” We combat 
the lies of the devil with the truth, the truth of God’s Word. Like a 
belt, we must be prepared by knowing God’s truth so we can 
remember it when we are bombarded with lies. Regularly reading 
God’s Word, listening to biblical preaching, and speaking God’s truth 
to one another is very important. 

In order to stand firm in the fight of faith, we need to pray for one 
another. Victory will not come through our own strength but from 
God. 

Ephesians 6:18-20   

b ... praying at all times in the Spirit, with all prayer and 

supplication. To that end keep alert with all perseverance, 
making supplication for all the saints, and also for me, that 
words may be given to me in opening my mouth boldly to 
proclaim the mystery of the gospel, for which I am an 
ambassador in chains, that I may declare it boldly, as I ought to 
speak. 

May we all stand at the end of our lives and declare with Paul: "I have 
fought the good fight, I have finished the race, I have kept the 
faith." (2 Timothy 4:7). 

Take the Step!  

d Take a moment individually to reflect and pray about how you 
will obey what you have learned. Share with one another about 
these things. Your group will ask you how this is going next 
time.
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神の使命 

マタイによる福音書１０章１６～２５節  

b （イエスは言われた。）「いいですか。わたしが、あなたがたを遣わ
すのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のよう
にさとく、鳩のようにすなおでありなさい。人々には用心しなさい。
彼らはあなたがたを議会に引き渡し、会堂でむち打ちますから。また、
あなたがたは、わたしのゆえに、総督たちや王たちの前に連れて行か
れます。それは、彼らと異邦人たちにあかしをするためです。人々が
あなたがたを引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと
心配するには及びません。話すべきことは、 そのとき示されるからで
す。というのは、話すのはあなたがたではなく、あなたがたのうちに
あって話されるあなたがたの父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に
渡し、父は子を死に渡し、子どもたちは両親に立ち逆らって、彼らを
死なせます。また、わたしの名のために、あなたがたはすべての人々
に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこ
の町であなたがたを迫害するなら、次の町にのがれなさい。というわ
けは、確かなことをあなたがたに告げるのですが、人の子が来るとき
までに、あなたがたは決してイスラエルの町々を巡り尽くせないから
です。弟子はその師にまさらず、しもべはその主人にまさりません。
弟子がその師のようになれたら十分だし、しもべがその主人のように
なれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、
ましてその家族の者のことは、何と呼ぶでしょう。」 

私たちは、どのような敵に遭遇しても、決して諦めてはいけない使命を受け
て遣わされています。今日の世界には、クリスチャンがこのみことばに書か
れているような、またはそれ以上の迫害を受けている地域もあります。私た
ちの周囲の人々に嫌われることや、その人たちとの関係（家族、地域の仲間、
社会など）から拒絶されることもまた、辛い迫害の一つです。どのような迫
害に遭おうとも、私たちは救いを得るために、いのちの限り耐え抜き、イエ
スへの信仰に留まらなければいけません。私たちの教師であり主人であるイ
エスも、人々に嫌われ、家族から拒絶され、残酷な死に追いやられました。
しかし、イエスのしもべである私たちが迫害を受けるのは当然のことです。
むしろ、迫害を受けることでイエスのものであると認識されるなら、それは
誇るべきことです。

God’s Mission 

Matthew 10:16-25  

b Jesus said, “Behold, I am sending you out as sheep in the 
midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. 
Beware of men, for they will deliver you over to courts and flog 
you in their synagogues, and you will be dragged before 
governors and kings for my sake, to bear witness before them 
and the Gentiles.   When they deliver you over, do not be 
anxious how you are to speak or what you are to say, for what 
you are to say will be given to you in that hour. For it is not you 
who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. 
Brother will deliver brother over to death, and the father his 
child, and children will rise against parents and have them put 
to death, and you will be hated by all for my name’s sake. But 
the one who endures to the end will be saved. When they 
persecute you in one town, flee to the next, for truly, I say to 
you, you will not have gone through all the towns of Israel 
before the Son of Man comes. A disciple is not above his 
teacher, nor a servant above his master. It is enough for the 
disciple to be like his teacher, and the servant like his master. If 
they have called the master of the house Beelzebul, how much 
more will they malign those of his household.” 

We have been sent on a mission that we cannot abandon no matter 
what kind of opposition we face. In some parts of the world today, 
Christians face persecution like that described here and worse. Being 
hated by those around us and rejected from the community (family, 
social group, society, etc.) is also a painful form of persecution. No 
matter what type of persecution we encounter, we must endure and 
remain faithful to Jesus to the end of our lives in order to be saved. 
Jesus, our teacher and master, was hated by men, rejected by his 
family, and brutally killed. It is natural that we his servants are likewise 
persecuted, and it is an honor to be identified with Jesus through 
persecution.
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ヤコブの手紙１章２節 

b さまざまな試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。 

マタイによる福音書１０章２６～３３節  

b （「だから、彼らを恐れてはいけません。おおわれているもので、現

されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはあり
ません。わたしが暗やみであなたがたに話すことを明るみで言いなさ
い。また、あなたがたが耳もとで聞くことを屋上で言い広めなさい。
からだを殺しても、たましいを殺せない人たちなどを恐れてはなりま
せん。そんなものより、たましいもからだも、ともにゲヘナで滅ぼす
ことのできる方を恐れなさい。二羽の雀は一アサリオンで売っている
でしょう。しかし、そんな雀の一羽でも、あなたがたの父のお許しな
しには地に落ちることはありません。また、あなたがたの頭の毛さえ
も、みな数えられています。だから恐れることはありません。あなた
がたは、たくさんの雀よりもすぐれた者です。ですから、わたしを人
の前で認める者はみな、わたしも、天におられるわたしの父の前でそ
の人を認めます。しかし、人の前でわたしを知らないと言うような者
なら、わたしも天におられるわたしの父の前で、そんな者は知らない
と言います。」 

死は、あなたに訪れる最悪の出来事ではありません。ゲヘナ（地獄）で滅ぼ
されることの方が恐ろしいことです。クリスチャンは迫害や死を恐れる必要
はありません。なぜなら、私たちには天国で神と永遠に生きる希望があるか
らです。人が私たちに何をしようとも、それを恐れてはなりません。それよ
りも、私たちは神を恐れ、地上での結果がどのようなものになろうとも神に
従うべきです。私たちは一人ひとりに価値があり、神に愛されています。神
は決して私たちが直面する試練を知らないのではなく、むしろ私たちを導き、
守り、すべてが益となるように働かせてくださいます（ローマ人への手紙８
章２８節）。イエス・キリストに従う自分自身を、決して恥じることのない
ようにしましょう。

James 1:2 

b Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various 

kinds…. 

Matthew 10:26-33  

b “So have no fear of them, for nothing is covered that will not 

be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you 

in the dark, say in the light, and what you hear whispered, 
proclaim on the housetops. And do not fear those who kill the 
body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy 

both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a 
penny? And not one of them will fall to the ground apart from 

your Father. But even the hairs of your head are all numbered. 
Fear not, therefore; you are of more value than many sparrows. 
So everyone who acknowledges me before men, I also will 

acknowledge before my Father who is in heaven, but whoever 
denies me before men, I also will deny before my Father who is 

in heaven.” 

Death is not the worst thing that can happen to you. Being destroyed 

in hell is worse. Christians should not fear persecution or even death 
because we have hope of eternal life with God in heaven. We should 

not fear what men can do to us; rather, we should fear God and obey 
him no matter what the earthly consequences may be. Each of us is 
valuable and loved by God. God is not unaware of the trials we face 

but guides and protects us, working all things together for our good 
(Romans 8:28). Never be ashamed to identify yourself as a follower of 

Jesus Christ.
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マタイによる福音書１０章３４～３９節  

b 「わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。

わたしは、平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすため
に来たのです。なぜなら、わたしは人をその父に、娘をその母に、嫁
をそのしゅうとめに逆らわせるために来たからです。さらに、家族の
者がその人の敵となります。わたしよりも父や母を愛する者は、わた
しにふさわしい者ではありません。また、わたしよりも息子や娘を愛
する者は、わたしにふさわしい者ではありません。自分の十字架を負っ
てわたしについて来ない者は、わたしにふさわしい者ではありません。
自分のいのちを自分のものとした者はそれを失い、わたしのために自
分のいのちを失った者は、それを自分のものとします。」 

あなたの家族がクリスチャンでない場合、あなたがイエスを信じる信仰によっ
て家族との関係がこじれることがあるかもしれません。自分の家族から迫害
を受けることは、最も辛い戦いとも言えるでしょう！しかし、クリスチャン
であるあなたは、聖霊の力を受け、信仰を持つ前よりも家族に対して良い振
る舞いができるはずです。聖霊の力によって家族を愛し、聖霊の力によって
福音の良い知らせを伝えることができます。最終的に、私たちはイエスに忠
実でなければなりません。家族や、自分の命をも含め、私たちはどんな存在
よりもイエスを愛さなければいけません。 

互いに励まし合いましょう： 

d あなたが誰かにキリストを伝えるために、神はどのような機会を与えて
くださいましたか？ 

d あなたがキリストのもとに導きたいと思っている人に対して、神はどの
ように働きかけられておられますか？

Matthew 10:34-39  

b “Do not think that I have come to bring peace to the earth. I 

have not come to bring peace, but a sword. For I have come to 
set a man against his father, and a daughter against her 
mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a 

person’s enemies will be those of his own household. Whoever 
loves father or mother more than me is not worthy of me, and 

whoever loves son or daughter more than me is not worthy of 
me. And whoever does not take his cross and follow me is not 
worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever 

loses his life for my sake will find it.” 

If your family is not Christian, your faith in Jesus may complicate your 
relationship with your family members. Being persecuted by one’s 
family can be one of the most painful forms of opposition! However, 

as a Christian you are empowered by the Holy Spirit to be a better 
family member than you were before you became a Christian—

empowered to love and forgive others and empowered to share the 
good news of the gospel. Ultimately, our allegiance must be with 
Jesus. We must love him above everything, including our family and 

even our own life.  

Encourage One Another: 

d What opportunities has God provided to lead others closer 

toward knowing Christ? 

d How have you seen God working in the lives of those you want 

to lead to Christ?
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互いのために祈りましょう： 

d あなたがキリストのもとに導きたいと思っている人のうち、少なくとも
１人の名前を分かち合いましょう。その人がもう一歩キリストに近づく
ことができるように、あなたが次にしようと思っていることがはっきり
していれば、それを分かち合いましょう（例：教会に誘う、夕食に招待
してあなたの証を分かち合う、ファースト・ステップの学びを一緒にす
る、聖書またはクリスチャン書籍をプレゼントする、など）。 

互いのために日々祈るようにしましょう。（１）大胆さと知恵が与えられるよ
うに。（２）良い機会が与えられるように。（３）相手の心が開かれるように 

他の祈りの課題： 

d 何か祈って欲しいことはありますか？ 

神の使命と、その他の祈りの課題、感謝していることについて、共に祈りましょ
う。

Pray for One Another: 

d Share at least one name of someone you want to win to Christ. 

If you know, share your next action step in leading them closer 
to knowing Christ (for example: invite them to church, take 
them out to dinner and share your testimony, study First Steps 
together, give them a Bible or Christian resources, etc.). 

Commit to praying for one another everyday: (1) For boldness and 
wisdom, (2) for opportunities, (3) for other’s open hearts. 

Other Prayer Requests: 

d How can we pray for you? 

Pray together about God’s Mission and other requests and 
thanksgivings.
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