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Biblical 

Guidance on 

Relationships

Philippians 1

聖書が教える
人間関係の
道標
ピリピ１

What can we do for 
others?

Philippians 1:3-4
• Pauls’ circumstance=prison
• Wherever we are, we can 

pray for others
• Positive prayer filled with 

thanksgiving and joy
• Positive prayer is more 

effective than positive 
thinking through prayer, 
our attitude changes, & God 
will change them in the 
way God intended them to 
be

• Who should you pray for?

私達は周りの人になにが
出来るか?

ピリピ1:3-4
• パウロの状況=牢獄の中
• どのような状況にあろう
とも、遠く離れていても、
誰にでも祈る事は出来る

• 感謝と喜びを持ったプラ
スな祈りを

• プラスな祈りはプラスに
考えるよりもはるかに効
果がある»祈る事によっ
て私達の気持ちは変えら
れ、私達は彼らを変えれ
ないが神様は彼らを変え
て下さる

• あなたが祈ってあげるべ
き人は誰でしょうか?

Let’s pray that love may 
abound yet more & more in 
knowledge & in judgment

Philippians  1:9
• What does it mean to have 

more knowledge of love?
• Not just a surface 

knowledge but deeper 
understanding (through 
experience, rooted in love 
living a love-filled life) 
Ephesians 3:17-19

• We can display in action 
because there’s deeper 
knowledge, understanding

• Without unconditional love, 
we can’t pray love-filled 
prayer

• Have you accepted God’s 
unconditional love?

愛が、深い知識において、
するどい感覚において、
増し加わるように祈ろう

ピリピ1:9

• 愛についての深い知識と
は?

• 上辺だけの知識でなく、
深い理解（体験による、
愛に根ざした、愛に満ち
た生活）エペソ3:17-19

• 深い知識・理解があるか
らその他の行動に

• 無条件の愛なしでは、愛
溢れる祈りはできない

• 神様の無条件の愛を心か
ら受け入れてますか?

Let’s pray that they can 
decide what is best

Philippians  1:10a
• We can’t change people’s 

minds
• People can affect their lives 

by change their direction
• When the priority and the 

direction is right, God takes 
care the rest     

• Matthew 6:33 But above 
all pursue his kingdom and 
righteousness, and all these 
things will be given to you 
as well.

何が重要であるかを判
別することが出来るよ

うに祈ろう

ピリピ1:10a
• 人の考えを私達は変える
事は出来ない

• 人は考えの方向性を変え
る事によって人生を変え
る事ができる

• 優先順位と方向性が正し
ければ、神様は残りの部
分を補足してくださる

• マタイ6:33まず神の国と
神の義とを求めなさい。
そうすれば、これらのも
のは、すべて添えて与え
られるであろう
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Let’s pray that they will 
prepare themselves to 

go to heaven

Philippians  1:10b
• Destiny=heaven
• What if you are not 

prepared even if you know 
the destination? 

• Preparation process
– priority, direction
– Route
– Necessities
– Unnecessities releasing 

will purify / sanctify us
– Hebrews 12:14 Pursue 

peace with everyone, and 
holiness, for without it no 
one will see the Lord. 

天国への準備ができるよ
うに祈ろう

ピリピ1:10b
• 目的地=天国
• 目的地を知っていても、
準備が出来ていなければ?

• 準備のプロセス
– 優先順位・方向
– 道順
– 必要な物
– 不必要な物»取り去る事
によって純真となれる

– ヘブル12:14すべての人
と相和し、また、自ら
きよくなるように努め
なさい。きよくならな
ければ、だれも主を見
ることはできない。

Let’s pray that they’ll be filled 
with the fruit of righteousness 

that comes through Jesus 
Christ to the glory and praise

Philippians  1:11
• What does this mean?
• How does a tree bear fruit?
• Galatians 5:5 through the 

Spirit wait for the hope of 
righteousness by faith

• Word = seed
• God = The Spirit = water & 

sun
• Human = soil

– Condition: receiving stance
– Position to receive

• When we are ready & 
position ourselves to 
receive God, we’ll bear 
fruits naturally for His 
glory

イエス・キリストによる義
の実に満たされて、神の栄
光とほまれとをあらわすに
至るように、祈ろう

ピリピ1:11
• 具体的にどういう意味な
のか?

• 実がなる条件は?
• ガラテヤ5:5 御霊の助け
により、信仰によって義
とされる

• 御言葉=種
• 神様=御霊=水と太陽
• 人間=土壌

– 状態：受ける体勢
– 場所：受けられる場所へ

• 受ける体勢と場所にある
時、実はなり、栄光と誉
れは自然に表れる

Praying for Others:

 Love may abound even 

more and more in 

knowledge and every kind 

of insight

 May be able to decide 

what is best

 Be sincere and blameless 

for the day of Christ

 Filled with the fruit of 

righteousness that comes 

through Jesus Christ to the 

glory and praise of God

周りの人の為の祈り:

 愛が、深い知識において、
するどい感覚において、
いよいよ増し加わるよう
に。

 何が重要であるかを判別
することができるように。

 キリストの日に備えて、
純真で責められるところ
のないものとなれるよう
に。

 イエス・キリストによる
義の実に満たされて、神
の栄光とほまれとをあら
わすに至るように。

 As I accept Your love 
wholeheartedly, fill us 
with your love even more 
and more in knowledge 
and every kind of insight

 Guide us so that we can 
decide what is best

 Sanctify us in the Spirit, so 
we can be sincere and 
blameless for the day of 
Christ

 Filled  us with the fruit of 
righteousness that comes 
through Jesus Christ to the 
glory and praise as we 
depend our lives to you

 あなたの愛を心から受け
入れ、私達の内に深い知
識において、するどい感
覚において、いよいよ増
し加わるように。

 何が重要であるかを判別
することができるように
導いてください。

 キリストの日に備えて、
純真で責められるところ
のないものとなれるよう
にあなたの霊で聖めて下
さい。

 イエス・キリストによる
義の実に満たされて、神
の栄光とほまれとをあら
わすに至るように、あな
たに私を委ねます。


