
Scales falling from eyes 
Acts 9:18 

目から鱗 

使徒 9:18 

Setting: 

A. Why did Paul went to the wrong way? 

 He was stuck in a pre-conceived idea 
 He only sought God through the knowledge and 

not through the experience 
 Living your life the way you think diligently does 

not mean it’s right. To walk in the truth, we must 
be led by God 

B. The process of experiencing scales falling from 

eyes 

 Following God=Depend on Him completely= 
Surrender (v 6) 

 Being filled with the Spirit (v. 17) 
C. Through the experience of scales falling from eyes 

 Understanding the truth and the Gospel of Jesus 
Christ: The message of God is not the God that 
punishes our mistakes, but the one who bring us 
into His family, and save us through His grace with 
love 

 He found his true purpose in His life 
 Through experiencing the living God, he was 

transformed to share the message of love instead 
of just understanding the Word 

 Strengthen (v. 22) » spoke boldly (v. 27) 
 Acts 1:8 

聖句の背景:  

A. なぜパウロは間違った道を突っ走ってしまったか？ 

 固定観念にこだわってしまっていたから 

 知識の理解による神様を求めていたが、体験による神様を

求める事を忘れていたから 

 自分の信じる方向へ真面目に、一生懸命に生きているか

らといって、決してそれが正しいわけではない。神様に導か

れて真理の道を歩み必要がある 

B. 目から鱗の体験のプロセス 

 神様に従う＝全てを委ねる＝降伏する（6節） 

 聖霊に満たされる （17節） 

C. 目から鱗の体験によって 

 真理・キリストの福音がわかった：間違いを罰する神様で

はなく、愛をもって神の家族にそして神様の恵みによる救い

へと導いて下さるメッセージ 

 彼の人生の本当の目的を知った。 

 生ける神様を体験し、御言葉の理解だけでなく、愛のメッ

セージを分かち合う物と変えられた 

 力が加わった（22節）» 大胆に語る（27節） 

 使徒 1：8 

  Application: 

When we are filled with the Holy Spirit, we’ll gain 

deeper understanding and spiritual maturity so that 

we can fulfill the true purpose in our lives 

 People who was led to the right path=Simon Peter, 
Thomas 

 You, too, can fulfill the true purpose in your life 
when you are filled with the Holy Spirit. 

 Through being filled with the Holy Spirit » bearing 
fruits of the Spirit=Character traits given by God 
Galatians 5:22-23 (NCV) But the Spirit produces the 
fruit of love, joy, peace, patience, kindness, 
goodness, faithfulness, gentleness, self-control.  

 We would not be able to gain these through our 
diligent efforts naturally on our own, but we bear 
these fruits given by God  

聖句の適用方法:  

私達が聖霊に満たされる時、更なる理解と霊的成熟が与

えられ、私達の真の目的を成就する事ができる 

 聖霊の満たしによって、正しい道へと導かれた人々=ペテ

ロ、トマス  

 あなたも、聖霊の力を受けて真の目的を成就する事が

できます 

 聖霊の満たし»御霊の実＝神様から与えられる人格 

ガラテヤ 5:22-23(JLB) しかし、聖霊様が生活を支

配してくださる時、私たちのうちに、次のような実を結んで

くださいます。 それは、愛、喜び、平安、忍耐、親切、

善意、誠実、柔和、自制です。 

 これらは、私達が努力したり、真面目に生きる事で得る

者ではなく、神様から頂かなければならない。自然に得ら

れる人格ではないから。 

Prayer: 
 We’ll surrender our lives once again, please fill 

us with the Holy Spirit. 
 Bear the fruits of Spirit through us as we are 

filled with the Holy Spirit and its power. 

いのり: 

 再度、私達の全てをあなたに委ねますので聖霊で満

たしてください。 

 聖霊で私達を満たし、その力をもって、私達の内に御

霊の実が実りますように。 
 


