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あなたは霊的戦いに勝つことができる！ 
 

シモン、シモン。見なさい。サタンがあなたがたを麦のようにふるいにかけることを願っ

て、聞き届けられました。32しかし、わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくなら

ないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさ

い。(ルカ 22:31～32新改訳) 
 

1. イエスの力は、私たちの生活の中で悪魔の影響を             

さて、イエスは悪霊を追い出しておられた。それは口をきけなくする悪霊であった。悪霊が出て

行くと、口がきけなかった人がものを言い始めたので、群衆は驚いた。15しかし、彼らのうちの

ある者たちは、「悪霊どものかしらベルゼブルによって、悪霊どもを追い出しているのだ」と言っ

た。16また、ほかの者たちはイエスを試みようとして、天からのしるしを要求した。17しかし、イエ

スは彼らの心を見抜いて言われた。「どんな国でも内輪もめしたら荒れすたれ、家も内輪で争

えば倒れます。18あなたがたは、わたしがベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言

いますが、サタンが仲間割れしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。 
                                                      (ルカ 11:14～18新改訳) 
 
2. イエスの力は、私たちを悪魔の支配から                 

もし、わたしがベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなたがたの子らが悪

霊どもを追い出しているのは、だれによってなのですか。そういうわけで、あなたがたの子らが

あなたがたをさばく者となります。20しかし、わたしが神の指によって悪霊どもを追い出している

のなら、もう神の国はあなたがたのところに来ているのです。21強い者が十分に武装して自分

の屋敷を守っているときは、その財産は無事です。22しかし、もっと強い人が襲って来て彼に打

ち勝つと、彼が頼みにしていた武具を奪い、分捕り品を分けます。(ルカ 11:19～23新改訳) 
 

3. イエスの力は、みことばに              ことを選ぶ人に働く 

わたしに味方しない者はわたしに敵対し、わたしとともに集めない者は散らしているのです。24

汚れた霊は人から出て行くと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、

『出て来た自分の家に帰ろう』と言います。25帰って見ると、家は掃除されてきちんと片付いて

います。26そこで出かけて行って、自分よりも悪い、七つのほかの霊を連れて来て、入り込んで

そこに住みつきます。そうなると、その人の最後の状態は、初めよりも悪くなるのです。」27イエ

スがこれらのことを話しておられると、群衆の中から、ある女が声をあげてイエスに言った。「あ

なたを宿した胎、あなたが吸った乳房は幸いです。」 28しかし、イエスは言われた。「幸いなの
は、むしろ神のことばを聞いてそれを守る人たちです。」 (ルカ 11:23～28新改訳) 
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YOU CAN WIN THE SPIRITUAL WARFARE! 
 

“Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like 
wheat, 32but I have prayed for you, that your faith may not fail, and you, 

when once you have turned again, strengthen your brothers.” 
 (Luke 22:31-32 NIV) 

 
1.Jesus’ power             demonic influences in our lives  
Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the 
man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. 15 But some of 
them said, “By Beelzebul, the prince of demons, he is driving out demons.” 
16Others tested him by asking for a sign from heaven. 17Jesus knew their 
thoughts and said to them: “Any kingdom divided against itself will be ruined, 
and a house divided against itself will fall. 18If Satan is divided against 
himself; how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive 
out demons by Beelzebul.” (Luke 11:14-18 NIV) 
 
2. Jesus’ power             demonic control over our lives  
Now if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your followers drive 
them out? So then, they will be your judges. 20But if I drive out demons by 
the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. 21“When a 
strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. 
22BUT when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away 
the armor in which the man trusted and divides up his plunder. 
                                              (Luke 11:19-22 NIV) 

 
3. Jesus’ power works with those who choose to  
                              His word  
Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me 
scatters. 24“When an impure spirit comes out of a person, it goes through 
arid places seeking rest and does not find it. Then it says, ‘I will return to the 
house I left.’ 25When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. 
26Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they 
go in and live there. And the final condition of that person is worse than the 
first.” 27As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, 
“Blessed is the mother who gave you birth and nursed you.” 28He replied, 
“Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”  
                                                (Luke 11: 23-28 NIV) 


