


「身を慎んで目を覚ましていなさい。あなたがた
の敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、だ
れかを食い尽くそうと探し回っています。信仰に
しっかり踏みとどまって、悪魔に抵抗しなさい。あ
なたがたと信仰を同じくする兄弟たちも、この世
で同じ苦しみに遭っているのです。」 
              （1ペトロ5:8~9） 

“Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls 
around like a roaring lion looking for someone to devour. 
Resist him, standing firm in the faith, because you know 

that the family of believers throughout the world is 
undergoing the same kind of sufferings.”  

(1 Peter 5:8-9) 



「悪魔は最初から人殺しであって、真理を
よりどころとしていない。彼の内には真理が
ないからだ。悪魔が偽りを言うときは、その
本性から言っている。自分が偽り者であり、
その父だからである。」（ヨハネ8:44） 

“He (The devil) was a murderer from the 
beginning, not holding to the truth, for there 

is no truth in him. When he lies, he speaks 
his native language, for he is a liar and the 

father of lies.” (John 8:44) 



 1．真理の帯を腰に締める。 
 Buckle the belt of truth around your waist. 

「わたしは道であり、真理であり、命で
ある。わたしを通らなければ、だれも 
父のもとに行くことができない。」 

（ヨハネ14:6） 

“I am the way and the truth and the life. 
No one comes to the Father except 

through me,”  (John 14:6) 



 2．正義の胸当てを着ける。 
   Put on the breastplate of righteousness. 

義  Righeousness 



「義の実は、平和を実現する人たちに
よって、平和のうちに蒔かれるので

す。」（ヤコブ3:18） 

“Peacemakers who sow in peace 
reap a harvest of righteousness.” 

(James 3:18) 

 3. 平和の福音を告げる準備の靴をはく。 

   With your feet fitted with the readiness 

that comes from the gospel of peace. 



 4．信仰の盾を取る。 
       Take up the shield of faith. 

「主よ、それでも、あなたはわたしの
盾、わたしの栄え。わたしの頭を高くあ
げてくださる方。」（詩編3:4） 

“But you, LORD, are a shield around 
me, my glory, the One who lifts my 

head high.” (Psalm 3:3) 



 4．信仰の盾を取る。 
       Take up the shield of faith. 

「私はいつも、私の前に主を置いた。
主が私の右におられるので、私はゆる
ぐことがない。」（詩編16:8 新改訳） 

“I keep my eyes always on the LORD. 
With him at my right hand, I will not 

be shaken.”( Psalm 16:8) 



 5．救いの兜をかぶる。 
       Take the helmet of salvation. 

「どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。
何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを
ささげ、求めているものを神に打ち明けな

さい。」（フィリピ4:4） 

“Do not be anxious about anything, but in 
every situation, by prayer and petition, with 
thanksgiving, present your requests to God.” 

(Philippians 4:4) 



 6. 霊の剣、すなわち神の言葉を取る。 

   Take the sword of the spirit, which is 
the word of God. 

「わたしの魂は塵に着いています。 
御言葉によって、命を得させてください。」 

（詩編119:25） 

“I am laid low in the dust; preserve 
my life according to your word.” 

(Psalm 119:25) 



 7.  祈 り。 Prayers. 

“Pray often, for prayer is a shield to 
the soul, a sacrifice to God, and a 

scourge for Satan.”  - John Bunyan 

「絶えず祈りなさい。祈りは、魂に 
対しては盾、神に対してはいけにえ、
サタンに対しては天敵である。」   

             ジョン・バニヤン 
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