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どのように建て上げるか？ 祈りをもって（エズラ・ネヘミヤ記シリーズ） 
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1. 祈りをもって始める。 Begin with prayer.  
 

 

2. 私たちは今、ネヘミヤ記を見ています。バビロン帝国がエルサレムを破壊し、ユダの人々を捕囚してから、既に

100年以上が経っていました。（エルサレムは前 586年に破壊され、ネヘミヤがエルサレムに旅立ったのは

前 440年ごろと思われる。） 
 

今やペルシャ帝国がバビロン帝国を打ち負かし、かつてない広大な帝国を築きました。ネヘミヤ自身は、捕囚中

にバビロンで生まれたユダヤ人であると思われますが、スサにあったペルシャの王宮（冬の宮殿）でペルシャ王

（アルタクセスクセス）の献酌官として仕えていました。彼は、城壁の再建を指揮するためにエルサレムに行く

許しを、王から得ようとします。当時、城壁のない街は、軍事的に防衛することができず、そのために強固で独

立し発達した街になることはできませんでした。そんな中、ネヘミヤは、まさに城壁再建のために、神様に用い

られようとしていたのです。 
 

We are in the book of Nehemiah. It has been more than 100 years since Babylon destroyed 
Jerusalem and took the Judahites into exile. (Jerusalem was finally destroyed in 586 BC and 
Nehemiah would journey to Jerusalem around 440 BC.) 
 
Now the Persian Empire had defeated the Babylonians and set up the most expansive Empire the 
world had known. Nehemiah, himself a Jew most likely born in Babylon during the exile, is serving as 
cupbearer to the Persian king (Artaxerxes) in the royal palace of Persia in Susa (the winter palace). 
He will receive permission from the king to go to Jerusalem in order to lead the rebuilding of the 
walls. In those times a city without a wall was not militarily defensible, and therefore could not 
become a strong, independent, or developed city. But Nehemiah will used by God to successfully 
rebuild the wall. 

 
 

3. ネヘミヤ記 1章をお読みください。ネヘミヤは、ここで、エルサレムの城壁が崩され、街が恥辱にまみれたま

まになっているという心を引き裂くようなニュースに応答しています。ネヘミヤは祈りの中でどのような事柄を

祈っていますか？ 皆、それぞれ 1つか 2つ、見つけてください。 
Read Nehemiah chapter 1.  Here Nehemiah responds to the heart-breaking news that Jerusalem’s 
walls are broken down and the city sits in shame. What kinds of things does Nehemiah pray in his 
prayer? Have each person mention 1 or 2. 

 
 

4. ネヘミヤは、祈りの中でとても正直になっています。感情を表に出し、また自分の罪を告白しています。あなた

は、祈りの中で、同じように正直になっていますか？ なぜ正直になれるのですか、あるいはなぜ正直になれな

いのでしょうか？  
Nehemiah is very honest in his praying. His emotions flow and he confesses his sin. Are you similarly 
honest in your praying? Why or why not?  

 
 

5. また、ネヘミヤは毎日、聖書に基づいて祈っていたことが分かります（「昼も夜も」祈っており、彼の祈りは聖

書的テーマに満ちていた）。これは、ネヘミヤが唯一まことの神様がどのような方であるかということを良く知

っていたことを表しています。だからこそ、神様の真のご性質に沿って祈ることができたのです。これは、聖書

に表わされている神様のご性質に沿わないかたちで祈ることと比較すると、その人の祈りにどのような影響を与

えると思いますか？ 
We also observe that Nehemiah prays daily according to the Bible (he prays “day and night” and his 
prayer is full of biblical themes.) This means Nehemiah really knows who the one true God is, and 



therefore can pray prayers that are in line with God’s true character. How do you think this would 
effect one’s praying as opposed to praying in a way that does not line up with God’s character as 
revealed in Scripture? 
 
 

6. ネヘミヤは、神様と契約関係にあることに基づいて、神様に自分の祈りに耳を傾けてくださるよう願っていま

す。この契約に基づいて、ネヘミヤは日々、神様との関係の中で常に祈ることができ、言葉の流暢さや祈りの形

式にかかわらず、神様が自分に耳を傾けてくださっていることを確信できたのです。この契約は聖書の中でユダ

ヤ人に約束されたものであり、ネヘミヤはそのことを知っていたわけです。神様は、ご自分が彼らの神となり、

彼らは神の民となると約束されました。だからこそ、神様は彼らの祈りを聞いてくださるのです。 
Nehemiah asked God to hear His prayer based on his being in covenant with God. Because of this 
covenant, Nehemiah had a daily relationship with God where he could pray at all times and trust 
that God would hear Him, regardless of his eloquence or form of praying. This covenant was 
promised to the Jewish people in the Bible, and Nehemiah knew that. God had promised to be their 
God and for them to be His people; therefore, He would listen to their prayers. 

 
 

7. 私たちは、今、新しい契約の時代に生きています。イエスさまは古い契約を満たし、終わらせられました。それ

ゆえ、今は、ユダヤ人も非ユダヤ人も同じ方法で神様の契約に入ります。それは、イエスさまを信じることを通

してです。これが第一コリント 11：23-26で語られていることです。イエスさまの血とからだをイエスさま

への信仰を通して受け取るすべての者が、神様のとの永遠の契約に入るのです。 
We are now in the times of the new covenant. Jesus fulfilled and brought an end to the Old 
Covenant. Now the ways for Jews and non-Jews to enter into God’s Covenant is the same way: 
Through faith in Jesus. That is what is communicated in 1 Corinthians 11:23-26. All who take the 
blood and body of Jesus, through faith in Him, enter an eternal covenant with God. 

 
 

8. あなたは、神様との契約関係の内にいますか？ なぜそう言えるのでしょうか？  
Are you in covenant with God? Why or why not?  
 
 

9. 神様との契約関係があること（または、ないこと）は、あなたの神様との間の祈りの関係にどんな影響を与えて

いますか？ 
What does your covenant relationship with God (or lack of that relationship) mean for your prayer 
relationship with God? 

 
 

10. 互いのための祈りをもって閉じる。 
Close with prayer for one another. 


