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霊的戦い
エペソ 6:10-20

「子どもたちよ。あなたがたは神から出た者です。そして彼らに
勝ったのです。あなたがたのうちにおられる方が、この世のうち
にいる、あの者よりも力があるからです。
」（1 ヨハネ 4：4）

しっかりと立ち、敵の

に立ち向かう

「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。11 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。12 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。13 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。14 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、15 足には平和の福音の備えをはきなさ
い。16 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。17 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。18 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。19 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。20 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。」
（エペソ 6:10-20）
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SPIRITUAL WARFARE
Ephesians 6:10-20

“But you belong to God, my dear children. You have already won a
victory over those people, because the Spirit who lives in you is
greater than the spirit who lives in the world.” (1John 4:4)

STAND FIRM AGAINST

OF THE ENEMY

“A final word: Be strong in the Lord and in his mighty power. 11 Put
on all of God’s armor so that you will be able to stand firm against
all strategies of the devil. 12 For we are not fighting against
flesh-and-blood enemies, but against evil rulers and authorities of
the unseen world, against mighty powers in this dark world, and
against evil spirits in the heavenly places. 13 Therefore, put on
every piece of God’s armor so you will be able to resist the enemy in
the time of evil. Then after the battle you will still be standing firm.
14 Stand your ground, putting on the belt of truth and the body
armor of God’s righteousness. 15 For shoes, put on the peace that
comes from the Good News so that you will be fully prepared. 16
In addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the
fiery arrows of the devil. 17 Put on salvation as your helmet, and
take the sword of the Spirit, which is the word of God. 18 Pray in
the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be
persistent in your prayers for all believers everywhere. 19 And
pray for me, too. Ask God to give me the right words so I can boldly
explain God’s mysterious plan that the Good News is for Jews and
Gentiles alike. 20 I am in chains now, still preaching this message
as God’s ambassador. So pray that I will keep on speaking boldly for
him, as I should. (Ephesians 6:10-20 NLT)
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