








Jesus, Our Prayer Role Model !
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1.祈り＝神様との会話
Prayer = Talking with God.



「今でも私は知っております。あなたが神にお
求めになることは何でも、神はあなたにお与え
になります。」 ヨハネ11：22

“But even now I know that God will give you 
whatever you ask.” John 11:22 NLT



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。

エペソ6：18

“Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay 
alert and be persistent in your prayers for all believers 
everywhere.” Ephesians 6:18 NLT



いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事に

ついて、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって神
があなたがたに望んでおられることです。

第１テサロニケ5：16-18

“Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all 
circumstances, for this is God’s will for you who belong to 
Christ Jesus.” 1 Thessalonians 5:16-18 NLT



２．イエス様が祈りのお手本
Jesus is our prayer role model.



• 彼は子供たちに手を置かれ祈られた（マタイ19：13-15）
He laid his hands on children and prayed for them. 

(Matthew 19:13-15)
• 彼は食事の前に祈られた（マタイ14：19）

He prayed for the food before they ate it. (Matthew 14:19)

• 病人に手を置かれた（ルカ13：10-13）
He laid hands on the sick. (Luke 13:10-13)

• 彼は自分のために祈られた（ヨハネ17：1-５）
He prayed for himself. (John 17:1-5)



• 彼は弟子たちのために祈られた（ヨハネ17：6-19）
He prayed for His disciples. (John 17:6-19)

• 彼は私たちのために祈られた（ヨハネ17：20-26）
He prayed for us (John 17:20-26)

• 彼は裏切られる前日の夜に祈られた（マタイ26：36-44）
He prayed the night he was betrayed. (Matthew 26:36-44)

• 彼は彼を十字架にかけた人々のために祈られた（ルカ23：34）
He prayed for the people who hung Him on the cross. 

(Luke 23:34)



３．祈りを通して神様の心を受け取る
Receiving God’s heart for people through prayer.



そしてイエスは、群衆に命じて草の上にすわらせ、五つのパンと二匹の
魚を取り、天を見上げて、それらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たち
に与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々はみな、食べて満腹
した。そして、パン切れの余りを取り集めると、十二のかごにいっぱい
あった。食べた者は、女と子どもを除いて、男五千人ほどであった。

マタイ14：19-21

“Then he told the people to sit down on the grass. Jesus took the five 
loaves and two fish, looked up toward heaven, and blessed them. Then, 
breaking the loaves into pieces, he gave the bread to the disciples, who 
distributed it to the people. They all ate as much as they wanted, and 
afterward, the disciples picked up twelve baskets of leftovers. About 5,000 
men were fed that day, in addition to all the women and children!”

Matthew 14:19-21 NLT



４．神様は、癒しを通して神様の力、
人々への愛、そして神様が現実である
ことを示される
God shows His power, His love for people, and 
that He is real through healing. 



イエスはもう一度、彼らに言われた。「平安があなたがたにあ
るように。父がわたしを遣わしたように、わたしもあなたがた
を遣わします。」 ヨハネ20：21

“Again he said, “Peace be with you. As the Father has sent me, 
so I am sending you.” John 20:21 NLT


