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断食への実用的な手引き 
 

なぜ、断食か 

断食は御国を前進させ、国々の運命を変え、リバイバルを起こし
人々の人生に勝利をもたらすために神が用いられる霊的な道具で
す。エブリネイションチャーチズ アンド ミニストリーは、 
神の前にへりくだり、来たる年のために自分自身を聖別し、全員
で破れが起こることに同意するために、毎年、新年を5日間の 
祈りと断食で始めます。 

 

+,-は./)01 
それからイエスは、悪魔の試みを受けるために、御霊に導かれて
荒野に上って行かれた。そして四十日四十夜、断食をし、その後
で空腹を覚えられた。マタイ 4:1-2 

イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。すると、その評
判が周辺一帯に広まった。ルカ 4:14 

イエスは、ご自分の目的を達成するためには、霊的な力が必要に
なるということを知っておられました。断食は私たちを霊的に 
強くし、神の働きができるように私たちを整えるのです。 

 

断食は謙遜と聖別の行為である 

私はそこ、アハワ川のほとりで断食を布告した。それは、私たち
の神の前でへりくだり、私たちのために私たちの子どもたちと、
私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求める
ためであった。エズラ 8:21 

へりくだるということは、神の恵みの結果として起こることで
す。祈りと断食を通して私たちの祈りへの神からの答えを受け 
取ることができるのです。 
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断食は私たちが聖霊に敏感になるようにする 

彼らが主を礼拝し、断食していると、聖霊が「さあ、わたしのた
めにバルナバとサウロを聖別して、わたしが召した働きに就かせ
なさい」と言われた。使徒 13:2 

私たちが自然な欲求や世の中の娯楽を避けると、神の声にもっと
敏感になります。そうなると、もっとうまく集中できるようにな
り、御心に従えるようになります。 

 

断食はリバイバルをもたらす 

あなたのうちのある者は、昔の廃墟を建て直し、あなたの古代の
礎を築き直し、「破れを繕う者、市街を住めるように回復する
者」と呼ばれよう。イザヤ 58：12 

歴史を通じて、神は祈りや断食に応えてリバイバルをもたらし、

国々を破滅から救われました。断食は私たちが祈りやとりなしに

おいて継続して成功するのを助けてくれます。 

 

断食は健康的である 

断食は、消化器系統を毒素から浄化します。医師は断食をアレル

ギーやある種の疾患に対する治療とみなします。断食によって鍛

錬することを学ぶことにより、私たちの人生にある非健康的な中

毒症状を断ち切ります。 
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断食を計画する 

ヨシュアは民に言った。「あなたがたは自らを聖別しなさい。 
明日、主があなたがたのただ中で不思議を行われるから。」  
ヨシュア 3:5 

祈るー断食を始める前に、時間をとり聖書を読んでください。

聖霊に導きを求めて祈りましょう。 

9-10 ページに、自分の信仰の目標や、家族、友人、教会、国家

へのはっきりとした祈りのリクエストを書いてください。 

約束するー自分が約束し、しようとしている断食の種類につい

て、前もって祈ってください。 

7 ページに自分の計画を書いてください。自分が決心したことに

従い通せるように、神に恵みを求めて祈りましょう。 

行動するー断食の数日前から、少ない量を食べ始めましょう。 

糖分や脂肪分の高い食物は避けましょう。断食の週には、物理

的、社会的な活動を制限するように計画しましょう。断食の間、

誰かに祈りのパートナーになってもらうように頼み、その人に  

7 ページにサインしてもらいましょう。 

注意:あなたが妊娠している、授乳している、薬を飲んでいる場

合には、医師に相談してください。あなたの状況により終日断食

できない場合、あなたに最もふさわしい方法を決めてください。 
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断食している間 

イエスは答えられた。「『人はパンだけで生きるのではなく、 
神の口から出る一つ一つのことばで生きる』と書いてある。」   
マタイ 4:4 

焦点―デボーションをする時間をとりましょう。御言葉や聖霊の

導きに応答する準備をしてください。 

祈るー地域の教会の祈り会に少なくとも一度は参加しましょう。

その週に、自分の家族、教会、牧師、国、キャンパス、宣教のた

めに祈りましょう。 

補充するー食事の時間には、その代わりに聖書を読み、祈りまし

ょう。水をたくさん飲み、できるだけ休んでください。イライラ

短気など、肉体的な弱さや精神的な不快感が一時的に発生するこ

とに備えましょう。 

 

断食を終える 

何事でも神のみこころにしたがって願うなら、神は聞いてくだ 
さるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信 
です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるな
ら、私たちは、神に願い求めたことをすでに手にしていると分か
ります。1ヨハネ 5:14-15 

食べるー徐々に固い食物を取り入れましょう。あなたの体は、通

常の食事に慣れるまで時間がかかります。果物、ジュース、サラ

ダから始め、その後で野菜を増やしてください。終日、少しの量

を食べてください。 
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祈るー諦めないで祈り続けてください。神の忠実さとタイミング

を信頼してください。新たに発見した、神への情熱を一年中持ち

続けてください。あなたの祈りに神が答えてくださることを信じ

ましょう。  
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私の計画 

 

1 日目  
水のみ  飲み物のみ  １食のみ  その他の方法   祈り会に参加  

2 日目 
水のみ  飲み物のみ  １食のみ  その他の方法   祈り会に参加  

 3 日目 
水のみ  飲み物のみ  １食のみ  その他の方法   祈り会に参加   

4 日目  
水のみ  飲み物のみ  １食のみ  その他の方法   祈り会に参加   

5 日目  
水のみ  飲み物のみ  １食のみ  その他の方法   祈り会に参加   

 

 

まことに、あなたがたにもう一度告げます。もし、あなたがたのうち

ふたりが、どんな事でも、地上で心を一つにして祈るなら、天におら

れるわたしの父は、それをかなえてくださいます。 マタイ 18：19        

 

私の祈りのパートナー:  

 __________________________________J  
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私は・・を神様に感謝しています。  

応えられた祈り   
2021 年の主な出来事、応えられた祈り、学んだことをリストに

しましょう。 
!  
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2022 年、私はこれらの領域で神様を 

求め信頼します。   

個人的な信仰の目標   
霊的なリバイバル・肉体的な癒し・繁栄と豊かさ・おおいに寛大

になること  

 

 

 

私の家族  
人間関係の回復・家族の救い  

 

 

 

私の教育/仕事  
優秀さ・昇格  

 

 

 

私のミニストリー  
スモールグループの成長・仲間、級友、同僚の救い  

 

 

 
!  
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私は・・のために祈ることを約束します。 

 
名前       リクエスト  

 

  

   

   

私の教会  
教会のリーダーシップ・備え・弟子づくりミニストリー  

 

 

私の地域の共同体   
キャンパスや教育機関・行政・伝道の機会 
 
 

私の国   
官僚・政治家・霊的リバイバル・経済的繁栄・平和と秩序  
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エブリネイションは現在 81 カ国で活動しています。 

世代に与えられたビジョンを遂行する   

神は私たちを全ての国の全ての世代に届くように呼ばれ、私たちに使命と 

神を伝える期間を与えられました。私たちは国々のために祈り、キャンパス 

伝道を優先し、素晴らしい福音を伝えなければなりません。 

 

残りの 114 ヶ国の扉が開かれ、教会開拓がなされるようにお祈りください。 

 
 
アフガニスタン          コンゴ             レバノン            セネガル        

アルバニア            デンマーク           ルワンダ           セルビア           

アルジェリア           ジブチ               リビア            リトアニア         

アンドラ              ドミニカ共和国         リヒテンシュタイン    セイシェル  

アンゴラ             エクアドル           ルクセンブルグ        シエラレオネ 

アンティグア バーブーダ      エジプト            マケドニア          スロバキア         

アルゼンチン                エルサルバドル           マダガスカル        スロベニア 

アゼルバイジャン          赤道ギニア            マリ              ソロモン諸島  

バハマ              エリトリア          マルタ            ソマリア 

バルバドス            エストニア          マーシャル諸島      南スーダン         

ベラルーシ            エチオピア          モーリタニア       スーダン     

ベリーズ             フィンランド         ミクロネシア       スリナム         

ベニン              ガンビア           モルドバ          スイス    

ボスニア ヘルツェゴビナ          ギリシャ                モナコ           スウェーデン        

ブルガリア            グレナダ           モンテネグロ       シリア    

ブルキナファソ            グアテマラ          モロッコ          タンザニア        

カーボベルデ            ギニア             ナウル           トンガ 

カメルーン              ギニアビサウ         トリニダード トバゴ       チェコ共和国 
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中央アフリカ共和国        ガイアナ              ニジェール         チュニジア     

チャド                    ハイチ             北朝鮮          トルクメニスタン        

ハンガリー             ノルウェー           ツバル               コモロ            

アイスランド            パラオ                ウルグアイ        コンゴ共和国 

イラク                パレスティナ自治区        ウズベキスタン        イエメン        

コスタリカ           イスラエル           パラグアイ        バヌアツ         

コートジボアール        イタリア            ロシア          バチカン市国 

キューバ             ジャマイカ             リベリア         サモア     

キリバス             レソト             ラトビア             セント ルシア 

ケニア              サンマリノ    セイントクリストファー ネイビス  サントメ プリンシペ 

セントビンセントグレナディーン諸島  

!

エブリネイションには、全世界に458の教会があり、 

88の教会開拓がなされています。 
  

もっと多くの教会開拓がなされるように祈ってください。 
 

わたしに求めよ。わたしは国々をあなたへのゆずりとして与え、地をその

果て果てまで、あなたの所有として与える。詩篇 2:8 



 

Abide: The Power and Beauty of God’s Word  13 

新しい都市で良き知らせである福音を伝え、弟子を作り、人々の  

ニーズを満たす中で、新しい教会が生まれるようにお祈りください。 

  

アルメニア 

インド 

インドネシア 

イラン 

オーストラリア 

カンボジア 

カナダ 

中国 

クロアチア 

ガボン 

ジョージア 

ラオス 

マラウィ 

モルディブ 

ナイジェリア 

メキシコ 

モンゴル 

モザンビーク 

ネパール 

オランダ 

ニュージーランド 

ニカラグア 

カザフスタン 

ルーマニア 

ザンビア 

南アフリカ 

ジンバブエ 

タジキスタン 

東ティモール 

UAE 

アメリカ 

パナマ 

ブラジル 

フランス 

ベトナム 

ボツワナ 

ポルトガル 

ホンデュラス 
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1,905 の大学でキャンパスアウトリーチが

なされています。  
 

だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りな

さい。マタイ 9:38 

キャンパスを通して全世界に届くというビジョン 

私たちは大学にアウトリーチする教会を開拓します。なぜなら、キャンパス

を変えるなら、結果的に家族、国、全世界を変えると固く信じているからで

す。キャンパスミニストリーはキャンパスにいる学生に福音をもたらすため

に仕え、影響を与え、出ていくための献身的な召しです。 

 

祈ってください:  

" 今年、新しい学生と繋がることができるように。 

" 学生に伝道し、弟子づくりするための知恵がキャンパスミニスターと 

教会にあるように。 

" 学生に繋がるための厚意を大学から受けることができるように。 

" 新しい大学への扉が開くように。 
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申命記 8:1−20 を読みましょう。 

 
それで主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖た
ちも知らなかったマナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるの
ではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる、ということを、あなた
にわからせるためであった。申命記 8:3 

 

続けてマタイ 4:3-4、ルカ 4:1-4、ヨハネ 4:34 を読みましょう。 
 

パンは古代中近東の食事における主要な食べ物でした。今日でも世界のさ

まざまな地域でユニークなパンが広く普及しています。フランスにはサクサク

したバゲット、インドには酵母が入っていないため膨らんでいないローティ、

エチオピアにはスポンジ生地のインジェラ、メキシコには薄いトルティーヤ、

フィリピンには柔らかいパンデサルがあります。 
 
申命記 8:3 でモーセは、人はパンだけで生きるのではないと宣言しました。

イスラエルの民が荒野をさまよっていた時、神は天からパンのような食べ物

であるマナを降らせ、彼らを養いました。そして、彼らが豊かな土地である約

束の地に入る前に、モーセは時間を取って誰が荒野で自分たちを養ってくれ

たのかを民に思い出させました。それは彼らが新しい地に入り天からのパン

が必要なくなっても、彼らの神への信頼が変わることのないようにするため

でした。彼らがその地で生き長らえ、繁栄するかは、神の言葉に信頼し、  
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従うかどうかにかかっていました。荒野で生き残るためにパンが必要であっ

たように、彼らには神の言葉が必要でした。 
 
そして、私たちがパンに頼るように神の言葉をも信頼するべきではないでし

ょうか。断食の間、私たちの体はパンから受け取っていた栄養を渇望するよ

うになるでしょう。全身が食べ物の必要性を認識することになるこの渇望は、

パンとしての神の言葉の必要性をさらに認識させるでしょう。体がパンを欲

するように、私たちは毎日神とその言葉の必要性を常に覚えて生き、求める

べきです。 
 
私たちはヨハネの福音書から、ことばは神であり、そのことばはイエスである

と学びました。イエスは、ご自分のところに来る人々は決して飢えたり、渇く

ことがないと約束され、ご自分を“いのちのパン”と呼ばれました。私たちがイ

エスの前に行き、神の言葉で自分を満たす時、私たちは神の救いと真の満

たしを受け取ることができます。 
 
神の言葉は真実です。神の言葉は力強いものです。神は言葉を通してご自

分を現され、それによって私たちは神のために生きる者として力づけられ、

変革されました。 
 

断食と祈りの週を過ごす中で、パンへの飢え渇きは増して行くでしょう。   

しかしそれ以上に私たちの神の言葉への飢え渇きが増すことを願います。 
 

神に頼らなければならなかった状況を思い出してみましょう。あなたが   

そのような状況でも守られたことを神に感謝しましょう。 
 
去年、どの御言葉に励まされましたか？ 時間をとって、その御言葉が信頼

するに値するものであり、力強いものであったことを思い出し、神をほめたた

えましょう。 
 
 
神の言葉は私たちを守ります。 
!  



 

Abide: The Power and Beauty of God’s Word  17 
  

申命記 8:3 
それで主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも
知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べ
させられた。それは、人はパンだけで生きるのではな
い、人は主の口から出るすべてのもので生きる、とい
うことを、あなたにわからせるためであった。 

 

神様、聖書という贈り物をありがとうございます。   
あなたは御言葉を通して私に語られ、私の味方である

ことを思い出させて下さいます。あなたはご自分の    
永遠に変わらない品性を御言葉を通して現されます。   
私はあなたの言葉を読み、思いを巡らせる中で、あな

たの声を聞くことを学びます。 
主よ、あなたの言葉にとどまりたいという願いを日々 
持ち続けることができるように助けて下さい。 
あなたとの歩みを通して、その願いが成長しますよう

に。あなたの言葉は私の霊を養い、心を満たします。

今週、祈りと断食、聖別を通して、さらにあなたに近づ

き、あなたへの理解と愛が成長しますように。イエスの

お名前によって祈ります。 
アーメン。 
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第一ペテロ 1:13−25 を読みましょう。 
 
あなたがたが新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からで
あり、生ける、いつまでも変わることのない、神のことばによるのです。   
第一ペテロ 1:23 
 

続けてマルコ 4:3-9,13-20 を読みましょう。 
 

この箇所でペテロは、神の朽ちない種によって私たちは新しく生まれたと 

言っています。これはどのようなことを意味しているでしょうか？私たちは 

神の言葉の中に、神が私たちを救うためにイエスキリストにあってしてくだ 

さった良い知らせを見つけることができます。そして、人が新たに生まれるの

は、神の言葉にある良い知らせによるのです。しかし、神は単にご自身の言

葉による救いの計画を明らかにされただけではありません。神ご自身を私た

ちに現してくださいました。そういうわけでペテロは「生ける、いつまでも変わ

ることのない神による」と言ったのです。 
 
ペテロは神の言葉を朽ちない種にたとえています。種の興味深いところは、

それを植える前は乾燥していて、生命力を感じるようなものはほとんどない

ということです。けれども、種が適切な環境の下、湿った栄養豊富な土壌に

植えられるなら、私たちが待ち望んでいる間に命の兆候が土の上に現れ、

満ちるでしょう。種が適切な土壌に植えられる必要があるのと同じように、 
神の言葉も良い心に植えられるのを待っています。 
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そこから聖霊によって発芽し、根を張り、成長し、やがて触れるものに命と 

美しさをもたらすようになります。 
 
私たちが生ける神の言葉にとどまるとき、全宇宙を創造し、全てを新しくされ

る神に出会います。神に出会って、人生が変えられないということはありま

せん。あなたの人生のある領域は乾燥しているように感じているかもしれま

せん。失われた魂に対する愛が弱まっているかもしれません。または神の使

命のための情熱が消えそうになっているかもしれません。神の生ける、いつ

までも変わることのない言葉は、どんなに乾燥し、生命力のないものに対し

ても、その力を失うことは決してありません。あなたの人生の死んでしまった

ような領域をも、神が触れてくださるならいつまでも永遠に残る新しい命で 

満たしてくださるでしょう。 
 
神のことばが私たちの人生に触れ変えられて行く時、朽ちない種すなわち 

イエスが私たちを救うためにしてくださった良い知らせをどこに行っても蒔か

ずにはいられなくなります。 
 
初めて福音を聞いた時のことを思い出してください。誰があなたに話してくれ

ましたか？ 
その時のことを思い出し、救われたことを神に感謝しましょう。 

 

 

 

神の言葉は生きていて変わることがありません。 
今週、あなたの人生で新しくされる必要のある領域は何ですか？ 

 

 

 

神の言葉は全てを新しくします。 
!  
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第一ペテロ 1:23 
あなたがたが新しく生まれたのは、朽ちる
種からではなく、朽ちない種からであり、
生ける、いつまでも変わることのない、 
神のことばによるのです。 

 

神様、あなたの御言葉は朽ちない種であり、私の人生

のあらゆる領域を新しくすることができると信じます。 
あなたの言葉が私を完全なものとし、確信と安心を 

与えてくださると知っているので、あなたの前に自分の

壊れた部分、混乱、不安を持っていきます。あなたは

私を死から命へと移し、私の中で始めてくださった  

良い働きを最後まで確実に成し遂げてくださるお方で

す。主よ、どうか私の周りにいる人々にあなたの愛を

現すために私の人生を変え続けてください。私に植え

てくださったあなたの言葉のゆえに、私がどこに行こう

とも大胆にあなたの福音を伝えることができます。イエ

ス様のお名前によって祈ります。       
アーメン。 

 



 

Abide: The Power and Beauty of God’s Word  22 
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詩篇 119:05-112 を読みましょう。 
 
あなたのみことばは、私の足のともしび、私の道の光です。 
詩篇 119:105 

 

続けて詩篇 119:130 を読みましょう。 
 

詩篇 119篇では御言葉を、人生における完全なガイド（導いてくれるもの）で

あると説明しています。105節でこの詩篇の作者は、神の言葉は足のともし

び、道の光であると言っています。古代中近東のランプには、小さなボウル

の側面に、芯を入れるためのつまみがついていました。ボウルに油をいっぱ

い入れ、芯に光を灯すと、暗い道を照らすのに十分な光が与えられます。 

 

人生の中で、私たちは度々、自分ではどうにもできない状況に直面します。

決断しなければならないこと、直面しなければならないこと、格闘し

なければならない考えなどです。私たちは自分の力で問題を解決しよ

うとしますが、導いてくれるガイドがなければ暗闇でつまづいてしま

います。私たちには、目の前にある暗い道を照らす信頼できる光が必要で

す。私たちは御言葉にそのようなガイドを見つけることができます。 
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第二テモテ 3:16 でパウロは、聖書はすべて、神の霊感によるものであると

言っています。それは、御言葉は神からのものであるという意味です。あな

たには、疑うことなく信頼できる人がいますか？あなたがその人を信頼でき

るのは、その人が何度も信頼に足りる品性を示してくれたからではないでし

ょうか。もし人の言葉を信頼することができるなら、何度も何度も良いお方で

あることを証明されてきた神様に対してはどれだけ信頼することができるで

しょう。神は信頼に値するガイドなので、神の言葉も信頼することができるの

です。 
 
もしかしたら、今あなたは自分ではどうしようもできない状況ー決断しなけれ

ばならない、大変な状況に対応しなければならないなどーに直面しているか

もしれません。神の言葉はあなたの暗い道を導く明るい光であり、あなたに

必要な知恵を与えてくれます。それだけでなく、もし私たちが神の言葉に従う

なら、神は私たちをこの暗い世の中にあって神の光を輝かせる知恵ある者と

して成長させてくださいます。 
 
難しい状況の中で神の言葉を通して知恵を与えられた時のことを思い出し

てみましょう。 
 

 

 

神が信頼に値するお方であることを感謝し、賛美しましょう。あなたの人生

で、より強く神の言葉の導きに信頼できる部分はありますか？ 
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詩篇 119:105 
あなたのみことばは、私の足のともしび、
私の道の光です。 

 

 

天の父なる神様、あなたはこの不完全な世の中に 

あって、完全なガイドである御言葉を与えてください 

ました。あなたは良いお方、信頼に値する方、全てを 

知っておられ、そして親切なお方なので、私はどんな

状況においてもあなたの導きに頼ることができます。

あなたは私の人生と、しなければならない決断につい

て、気にかけ心配してくださいます。 
あなたの御言葉は混乱の中に秩序をもたらす力が 

あり、暗闇の中の光です。ですから私は恐れません。

私はあなたの御言葉を心に蓄え、守ります。どうか 

御言葉をどのように読み、自分の人生に適用したら 

よいのか教えてください。イエス様のお名前によって

祈ります。 
アーメン。 
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ヤコブ 1:19-25 を読みましょう。 
 
みことばを聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの
顔を鏡で見る人のようです。自分をながめてから立ち去ると、すぐにそれが
どのようであったかを忘れてしまいます。ヤコブ 1:23-24 
 
続けてローマ 2:13 を読みましょう。 
 

ヤコブはローマ帝国中に散らされ、試練の中にあったクリスチャンのユダヤ

人に向かって手紙を書きました。彼らは試練の中で神の言葉を実践するの

ではなく、この世の教えに従っていました。そのためヤコブは手紙の中で、

神の言葉を聞くだけでは十分ではなく、実践することが大切であると指摘し

ました。 
 
ヤコブは、神の言葉を聞いてもそれを行わない人は、鏡で自分の顔を見て

そこを立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまう人のよう

だと言いました。この例えは滑稽に思えます。どうしたら、鏡に近づいて自分

の顔を見た後に、それを忘れることができるのでしょうか。けれどもこれがヤ

コブが言いたかったポイントなのです。あなたは朝、髪の毛が立っていない

か、歯に何かついていないかなど鏡で確認しますか？ もし大きな汚れが顔

についているのに気づいたら、そのままにして立ち去り、忘れると思います

か？ 顔についた汚れをそのままにして何もしないことは愚かですが、同じ
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ように、神の言葉を読み吟味しても、従わないならそれは愚かなことです。

鏡のように、神の言葉は私たちの真の姿を映し出します。神の言葉なしで

は、私たちは簡単に自分を欺き、自分の弱さを無視し、罪に対する言い訳を

してしまいます。特にヤコブの手紙を読んでいた人たちのような大変な状況

の中では、本物の自分ではない自分を本当の自分だと思うのです。けれど

も、このようなことは神の言葉を自分の人生にしっかりと適用するなら起こる

ことはありません。自分の人生を神の言葉に照らし合わせるとき、私たちは

自分の本当の姿を見ることができ、悔い改めと変革がもたらされるための神

の恵みと憐れみに出会うことができます。 
 

私たちは神の言葉を吟味する必要があります。なぜなら御言葉は本物の私

たちを示してくれるからです。けれどもそこで止まってはいけません。神の御

言葉を実践するために出ていく必要があります。 
 
神の恵みと憐れみがあなたの人生で注がれたのを見たことはありますか？ 

 

 

 

神の言葉を実践するのをためらっている領域はありますか？ 
時間をとって、あなたに対する神の愛と憐れみをほめたたえましょう。 
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ヤコブ 1:23-24 
みことばを聞いても行わない人がいるなら、
その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る
人のようです。自分をながめてから立ち去る
と、すぐにそれがどのようであったかを忘れ
てしまいます。 

 

主よ、あなたの御言葉を読むとき、あなたは私が 

どのようなものであるかを示し、また、どのような  

ものにしようとしてくださっているのかを示してくださ

ると信頼します。 
私の心を探り、私の人生のどこで、どのようにあな

たの御言葉を実践する必要があるのかを教えて  

ください。救いという贈り物に信仰によって応答し、

あなたの御言葉を行う謙虚さを与え、信仰によって

応答することができますように。 
聖霊様、あなたに従うことができるように助け、心を

変え、行く道を導いてくださるあなたの力に感謝しま

す。イエス様のお名前によって祈ります。 
アーメン。 
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エレミヤ 23:23-32 を読みましょう。 
 
わたしのことばは火のようではないか。また、岩を砕く金槌のようではない
か。エレミヤ 23:29 
 
続けて使徒 2:37-38 を読みましょう。 
 

預言者エレミヤは南ユダ王国の激動の時代に生きた人でした。エレミヤは南

ユダ王国最後の忠実な王であったヨシア王の治世から預言を始め、ユダヤ

人がネブカデレザルによって捕囚として連れて行かれ、エルサレムが破壊さ

れるまでの最後の数年まで預言しました。 
 
エレミヤは神からの厳しい裁きが来ることを預言し、人々に悪い行いと偶像

礼拝から離れ、唯一の真実な神に立ち帰るように宣言し続けました。しかし

人々は、エレミヤが語る主の言葉ではなく、自分たちが聞きたい、聞こえの

良い偽預言者の声を聞くことを選びました。偽預言者たちの無意味でうわべ

だけの言葉とは逆に、神の言葉はどんなに硬い岩でも砕くことのできる金槌

のようです。 
 
“金槌”と聞くと、家を建てるときに釘を打ち付ける道具を思い浮かべるかも

しれません。けれども、ここでいう金槌とは、金属を打って延ばし、形を変え

たり、器を作ったり、強い力で物を壊したり砕いたりするときに使う鍛冶屋の

金槌です。 
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私たちはイエス様と共に歩みながらも、心が硬くなってしまうことがあります。 
それは、告白されていない秘密の罪、赦さないことからくる苦々しい思い、 

祈りが応えられない時に心に忍び込む皮肉などによって起こります。 
このような時期には、神の言葉にとどまることよりも、ソーシャルメディアを

延々とスクロールしたり、ネットで否定的なニュースを読んだり、テレビを見

続けたりしてしまいます。 
 
しかし、神の言葉を聞き、謙遜と悔い改めを持って応答するとき、私たちは

神の金槌の重みによって、罪、苦々しい思い、硬い心による不信や皮肉など

が砕かれ、粉々にされるのを経験します。 
 
 
あなたは神の言葉によって心が柔らかくされた経験はありますか？ 
!"#$%&'()*+$,-).$/012343567

 

 

神の言葉に向くよりも“偽預言者”に従ってしまう状況や困難なできごとは  
ありますか？ 
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エレミヤ 23:29 
わたしのことばは火のようではないか。 
また、岩を砕く金槌のようではないか。 

 

神様、あなたは誰よりも私の心を知っておられます。 
あなたは私があなたの道から離れてしまったときに

も私を愛してくださいました。どうか私がどのように 

あなたから離れてしまったのかを示し、硬い土台の

上に戻してください。 
あなたの言葉ではなく、この世のものに信頼を置い

たことを悔い改めます。あなたの言葉には石の心を

肉の心に変える力があります。今、私自身をあなた

の前に差し出します。どうか私の人生をあなたが形

作ってください。 
神様、あなたが私の心を柔らかくしてくださるとき、 

私の周りにあなたの言葉をもたらす者となれるよう

に力づけてください。イエス様のお名前によって祈り

ます。           
アーメン。 
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Abide: The Power and Beauty of God’s Word  35 

'"# 

'()*6 

ヘブル 4:1-12 を読みましょう。 
 
神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、  
関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな考えやはかりごとを
判別することができます。ヘブル 4:12 
 
続けてエペソ 6:13-17 を読みましょう。 
 

ヘブル書 4章に至るまでに、著者は神が私たちに与えてくださった安息につ

いて語っています。イスラエルは彼らの不従順と不信仰のゆえに、神の与え

る安息に入ることができませんでした。しかし今キリストにある者には、この

安息が提供されています。ヘブル書の著者は私たちにイスラエルと同じよう

な不従順に陥らないために、この安息を当然のように受け取らないようにと

注意しています。 
 
ヘブル書の著者は、神の言葉の力を両刃の剣にたとえて語っています。  

剣は、戦いのための剣や正確に切るための剣など、目的によってデザイン

や刃の種類が異なります。両刃の剣は、正確に刺し通すために両辺が刃で

あるユニークな剣です。 
 
ヤコブ書で学んだように、神の言葉によって私たちは自分の本当の姿を見

ます。エレミヤ書では、神の言葉には私たちの罪や硬い心を砕く力があるこ

とを学びました。そしてヘブル書では、神の言葉は魂と霊、関節と骨髄の分

かれ目さえも刺し通す両刃の剣であることを学びました。これは、私たちの
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本質、最も中心的な部分を刺し通すことができるという意味です。      

同時に 著者は神の言葉は生きていて、力があると言っています。 
神の言葉は単に私たちの本質を見せ、罪を認識させ、心を刺し通すだけで

なく、内側から私たちを変革する力を持っているのです。 
 
私たちはイエスにある救いを生きる上で、荒野をさまよったイスラエル人のよ

うな不従順と不信仰に陥りたくありません。生きて力のある神の言葉に悔い

改めと信仰で応答するなら、この両刃の剣は私たちの心を刺し通し、心に 

本当にあるものを見せ、そしてキリストの似姿へと変革してくださるのです。 
 

信仰と悔い改めは神に近づくための賜物です。これらの賜物に感謝したこと

はありますか？ 
 

 

 

 

神の言葉があなたの人生のどの領域で変革してくださると信じますか？ 

 

 

 

 

 

神の言葉は私たちを変革してくださいます。 
!  
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ヘブル 4:12 
神のことばは生きていて、力があり、両刃の
剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄の 
分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな  
考えやはかりごとを判別することができます。 

 

主よ、私を内側から変えてくださる、あなたの 

生きた、力ある言葉に感謝します。たとえ私の

心の硬い部分が刺し通されても、私はあなたの

御言葉にとどまることを選びます。 
主よ、この世の基準に合わせてきたことを悔い

改めます。私があなたの言葉を日々思い巡らす

時、どうか私の思いを新たにし、変革してくださ

い。あなたの御言葉を日々思い巡らす中で、 

どうか私の信仰を増し加え、キリストの似姿へと

さらに作り変えてください。イエス様のお名前に

よって祈ります。 
アーメン。 
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マタイ 7:24-27 を読みましょう。 
 
だから、わたしのこれらのことばを聞いて、それを行うものはみな、岩の上に
自分の家を建てた賢い人に比べることができます。 
 
続けて第一ペテロ 2:4-10 を読みましょう。 
 

山上の垂訓でイエスは弟子たちと群衆に神の国はどのようなものかを教え

ました。その後、一つの戒めを与えてこの有名な説教を終えました。その戒

めとは「あなたはわたしの言葉である岩の上にあなたの人生を建てる賢い

建築家になりますか？ またはわたしの言葉を無視して砂の上に家を建て

る愚かな建築家になりますか？」というものでした。 
 

頻繁に集中豪雨が発生し、激しい水の流れが押し寄せてくる地域に住んで

いる人なら、しっかりとした土台の上に人生を建てなさいというイエスのたと

えはよく理解できるでしょう。美しかったかつての家は豪雨の威力によって 
一瞬で破壊されてしまいます。暴風雨によって建物の土台があらわになるよ

うに、人生の暴風雨は私たちが神の言葉というしっかりした土台の上に人生

を建てたかどうかをあらわにします。 
 
今週私たちは以下のことを学びました。 
神の言葉はパンであり、私たちが霊的に養われるのに必要なもの。 
神の言葉は種であり、私たちの心に植えられて実を結ぶもの。 
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神の言葉は光であり、私たちの道を照らし、全ての知恵へと導くもの。 
神の言葉は鏡であり、本当の自分を映すもの。 
神の言葉は金槌であり、私たちの罪、硬い心を砕くことができるもの。 
神の言葉は剣であり、私たちの心を刺し通し、変革をもたらすもの。 
 
断食の週を終えるにあたって、あなたはどうしますか？ 
しっかりとした土台に人生を建てる賢い建築家になりますか？  
今週の断食中、一緒に集まり、神を体験し、神の声を聞いて感じたとしても、

人生をしっかりとした土台の上に建てるには、十分ではありません。 
日々、神の言葉を読み、それに従うライフスタイルによって私たちは暴風雨

が来ても倒れることのない土台を建てることができるのです。 
 
神の言葉にとどまるとは、生ける神の言葉であるイエス様にとどまること  

です。あなたの人生はイエス様という土台の上に建っていますか？ 
 

 

 

“とどまる”と言う言葉は、安定した状態が保たれている、一つの場所で続け

る、という意味があります。 
 
あなたは神の言葉にとどまる−御言葉を読み、調べ、理解し、信じ、従う−た

めに新しくどう献身しますか？ 

 

 

 

 

"#$%&'()#*+,-.!  
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マタイ 7:24 
だから、わたしのこれらのことばを聞い
て、それを行うものはみな、岩の上に自
分の家を建てた賢い人に比べることがで
きます。 

 

天の父なる神様、あなたが今週私にしてくだ

さったことに感謝します。御顔を求めるとき、

あなたは現れてくださり、誠実に私に語りか

けてくださいます。私の人生をあなたという

硬い土台の上に建てるために、神の言葉と

いう贈り物を与えてくださいました。 
日々あなたの言葉にとどまり、御言葉を心に

保つことができるように助けてください。 
そして、人生を変革するあなたの力を経験す

ることができますように。イエス様のお名前

によって祈ります。 
アーメン。 
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