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戦いの武具を身につける 
 

そして、様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に 
捕虜として加えて、さらしものにされました。" 

(コロサイ 2:15 新改訳) 
 
 

1. 主に依り頼み、その                     によって強くなる 

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

て堅く立つことができるように、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、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上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、一切を成し遂げ

て堅く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。(エペソ 6:10～13新改訳) 
 
 
2. 堅く                          

そして、堅く立ちなさい。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これらすべての上に、信仰の盾を取りなさい。それによって、悪

い者が放つ火矢をすべて消すことができます。17救いのかぶとをかぶり、御霊の剣、すなわち

神のことばを取りなさい。(エペソ 6:14～17新改訳) 
 
 
 

3. どんなときにも御霊によって                        

あらゆる祈りと願いによって、どんなときにも御霊によって祈りなさい。そのために、目を覚まし

ていて、すべての聖徒のために、忍耐の限りを尽くして祈りなさい。19また、私のためにも、私

が口を開くときに語るべきことばが与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるよう

に、祈ってください。20私はこの福音のために、鎖につながれながらも使節の務めを果たしてい

ます。宣べ伝える際、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 6:18～20新改訳) 
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DRESS FOR BATTLE 
 

“And having disarmed the powers and authorities, he made a public 
spectacle of them, triumphing over them by the cross.” 

(Colossians 2: 15 NIV) 
 
 
1. BE STRONG IN THE LORD AND HIS                         

“Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.   11 Put on the full 
armor of God so that you can take your stand against the devil’s schemes. 
12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, 
against the authorities, against the powers of this dark world, and against the 
spiritual forces of evil in the heavenly realms. 13 Therefore put on the full 
armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand 
your ground, and after you have done everything, to stand.”  
                                        (Ephesians 6:10-13 NIV)  
 
 
 2.                                 FIRM 
“Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the 
breastplate of righteousness in place, 15 and with your feet fitted with the 
readiness that comes from the gospel of peace.  16 In addition to all this, take 
up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of 
the evil one.  17 Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, 
which is the word of God.” (Ephesians 6:14-17 NIV)   
  

 
 

3.                     IN THE SPIRIT ON ALL OCCASIONS 
“And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests.  
With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s 
people. 19 Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me 
so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, 20 for which I 
am an ambassador in chains.  Pray that I may declare it fearlessly, as I 
should.” (Ephesians 6:18-20 NIV) 
 
 


