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解放の手引 

※クリスチャンでない方は救いを受けることが先決。https://www.mikotobakaerujuku.com/jesus-good-news 

 

聖書では、心を畑に例えています。石ころだらけだったり、粘土質だったり、雑草が生い茂っていたりする

ならば、どんなに良い種を蒔いても実りを期待することは無駄なことだと誰もが知っています。ですからまず

最初に、あなたの心を耕す作業から始めましょう。そして、サタンに扉を開いてしまったと思われる罪を一つ

ずつ悔い改めていきましょう。呪いの扉をぴったり閉めて祝福への扉を大きく開きましょう！ 

 

 

Step1：あなたは神様を誤解していませんか？ 

神は他のクリスチャンを愛しているかもしれないけど、私のことは忘れているのだ、などといった偽り

はすべてサタンがもたらすものです。サタンの言う事には一言も耳を貸すべきではありません。神様があなたを愛し

ているという証拠であるみことばを繰り返し声に出して読み、それが心にしっかりと刻み込まれるまでその作業をや

めてはいけません。偽りを手放し、真理に立ちましょう！あなたは全地宇宙を造られた神に愛されています！ 

例）わたしの目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。（イザヤ43：4）など  

※これに関する聖句は【みことばかえる塾カード100】にたくさん含まれています。https://www.mikotobakaerujuku.com/100mai 

 

 

Step2：あなたは自分をどのように見ていますか？（ｐ8ウソホント早わかり表参照） 

父なる神がその子供（クリスチャン）を見るように、私たちもまた神様目線で自分を認識すべきです。そうでな

いと簡単に敵の嘘に騙されてしまいます。さぁ、古い歪んだアイデンティティーにさよならして、キリストにあ

る新しい喜びいっぱいのアイデンティティーに乗り換えましょう！いつまでもおんぼろの車に乗

っている必要はありません。今日からは、キリストの十字架の贖い（身代わりの死）のゆえに神

があなたにただでくださった高級車に乗り換えようではありませんか！ 

★私は神のこども、私は圧倒的勝利者、私は義人、私は聖徒、私は王である祭司、私はキリストの友、私は世の光、 

私は地の塩…（ｐ9私はキリストにあって何ものであるか参照） 

※これに関する聖句は【４０の真偽カード】に勢ぞろいしています。https://www.mikotobakaerujuku.com/40 

                      

 

Step3：赦していない人はいませんか？ 

赦しは相手のためではありません。もし赦していないことがあると、それが神様からの祝福をとどめてしま

うことになるのです。だから赦しは自分の祝福のためだと思ってください。特に両親に対する憎しみはあな

たの人生を台無しにします。両親を憎んだままで幸せな人は誰も見たことがありません。また、あなたは自

分自身を憎んだことがあるかもしれません。時に自分を赦すことが必要な人がいます。さらに、神様のご性

質を誤解していたゆえに神に対して恨みを持っていたかもしれません。その場合、神様を赦しますという告白が有効な人

もいます。思いつく限り赦しの作業に取り組みましょう。 

主よ。私は○○（自分を傷つけた出来事やありのままの感情も含めて）をした○○（相手の名前）を赦します。 

 

 

Step4：自分自身の罪を徹底して悔い改めましょう（ｐ4～呪いをもたらす37の罪リスト参照） 

殺人や姦淫や盗みなどの罪を悔い改めるのは当然ですが、ほとんどの日本人にとってもっとも大きな罪である偶像崇拝・

偽りの宗教に対する悔い改めは、キリスト教界の中で常に不十分だったと思われます。この点でサタンに欺かれてはいけ

ません。 

 

 

【偶像崇拝の罪】 

例）神道、仏教、創価学会、天理教、成長の家、霊友会、幸福の科学、立正佼成会、真如苑、霊派の光、オウム真理教、

大本、日月神事……その他 

寺や神社など、行ったことのある所はできる限り具体的に書き出して断絶の祈りをするとよい。 
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関わりの例として以下のようなものがあります。 

★太陽崇拝、神格化された山や木や石、仏像、位牌、ご本尊、仏教的な行事・儀式、寺に行ったこと……その他 

★神棚、地鎮祭、初詣、縁日、宮参り、お祓い、神輿をかつぐこと、山車を引くこと、出産の宮参り、七五三、入学祈

願、かんの虫封じ、神棚の供え物を食べること、節分、七夕、お盆、厄払い、厄除け、絵馬、護摩焚き、安産祈願、神社

に行くこと……その他 

 

 

 

 

 

【オカルト行為】 

★こっくりさん、占い、おみくじ、星占い、トランプ占い、手相、方角、暦（大安・仏滅など）、家相、姓名判断、干支、

口寄せ、拝みや、まじない、呪文、手かざし、わら人形、タロットカード、心霊術、睡眠術、指導霊、守護霊、先祖の

霊、キューピッド、夢占い、妖精、自動書記、ロールプレイングゲーム、呪い、恐山、テレパシー、水晶、悪魔的なアニ

メ・映画（デビルマンなど悪魔が登場したり、魔女っ子メグちゃんど魔法が用いられているもの、ドラゴンボールなどオ

カルト要素を含むものなど、ハリーポッターなど）、超能力、催眠術、プロミスリング、千羽鶴、ホワイトマジック、ブラ

クマジック、開運グッズ、開運の絵、スピリチュアル、アセンション、ニューエイジ……その他   

※オカルトとは、まことの神以外からパワーや癒しや情報を得ようとする行為 

 

 

 

 

【異端】 

例）エホバの証人（ものみの塔）、モルモン教、統一教会、愛の家族、セブンスデー・アドベンチスト、 

イエス乃御霊教会、万民中央教会、全能紳……その他   

 

 

【その他】 

★天皇崇拝、ホラー映画・オカルト映画、オカルト雑誌（月刊ムーなど） 

★空手や柔道、書道や華道といったものでも、神社や寺で行われるものが多いので偶像崇拝に関わる危険があり要注意。

また少林寺拳法も仏教的要素が多いのでクリスチャンは要注意。 

★クリスチャンにとって非常に紛らわしいのが次のものです。カトリックが用いているような死んだイエスが掛かってい

る十字架、イエス像、マリヤ像、聖人像、ロザリオ、メダイ、聖水…その他 

★ヨガ、気功、瞑想、ヘビーメタル・ロック（サタン崇拝や破壊や不品行な要素に霊的影響を受けるので非

常に危険） 

★牧師や聖職者崇拝、ポルノ（テレビ、雑誌、歓楽街）、ニューエイジ・ミュージック……その他 

 

 

《断絶の宣言》 

ひとつひとつ声に出して断絶の祈りを宣言しましょう。時間がかかってもやってください。 

父なる神様、私は○○と関わりを持っていたことをあなたの御前に言い表します。私はあなたの赦しを請い、○○と

の関わりを断ち切ります！ 

 

【処分すべきものを捨てる】 

あなたが持っているもので、以上のものがあるならば、それらはすべて処分しましょう。悪霊が働く可能性のある拠点を

家の中に置く必要はありません。処分の方法としては焼却するのが望ましいですが、それが難しい場合は燃えるゴミとし

て捨てて下さい。処分に際しては、あなたが悪霊に対してキリストにある正当な権威を取り、 

「主イエスの御名により汚れた霊を縛る。そしてイエスの血潮により私と私の家族の守りを宣言します。汚れた霊ども

よ、二度と戻ってくるな！」と宣言するとよい。 

 

 

平和の神は、すみやかに、あなたがたの足でサタンを踏み砕いてくださいます。ローマ16：20 
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Step5：家系の呪いの断絶  

呪いには世代間を通じて働くという性質があります。(出エジプト20：4～5)もし自分の先祖

に明らかな罪があるとわかっている場合には、あなたが代わって悔い改めの祈りをすること

は効果的です。また、私たちは先祖の罪を全て知るわけではなくほとんどがわからないまま

です。（聖霊様が示してくださることもありますが）ですから、次の断絶の祈りをもって対処

することをお勧めします。 

 

父なる神様、私の父と母の先祖たちの犯した罪を赦してください。そして私は今、先祖たち

のすべての罪を退け、それらとの関わりを断ち切ります。キリストが私のために呪われたものとなり、私を律法の呪いか

ら贖いだしてくださったと聖書に書いてあります。また暗闇の王国から救い出され愛する御子のご支配の中に移されたと

聖書に書いてあります。主イエスが私の身代わりにすべての呪いを負ってくださったのですから、私は二度と先祖の犯し

た罪のゆえに流れてくる呪いの犠牲を負う必要がないことを宣言します。悪魔が私に対して主張するいかなる所有権をも

すべて拒絶します。十字架のイエスの犠牲を通して、私は呪いの下を抜け出して、神がすべてのことにおいて祝福したア

ブラハムの祝福の中に入ると宣言します！アーメン。 

 

以上のことを終えたら「勝利を収める者のキリストにある契約」を宣言しよう。（ｐ10） 

 

以上は、ニール・アンダーソン博士の「キリストにある解放へのステップ」を参考にさせて頂いたり、

その他自分の体験をもって書かせて頂きました。もっと深くこのステップを踏んでいきたいと思われる方

は、最初に「鎖を解き放つ主」をぜひお読み頂きたいと思います。理解が深まったうえでステップを踏む

ことは解放への早道だからです。 

 

また、この作業の一番肝心なことは、聖霊様に拠り頼む態度であると思います。ときに私たちは多くの

ことを忘れてしまっていますが、もし真剣に聞くならば、助け主である聖霊様があなたに何を赦し、何を断ち切り、何を

悔い改めるべきかを教えて下さいます。それは私自身も経験したことです。 

 

解放の業はあなたの努力ではなく、実際にはあなたの身代わりに十字架で死なれてよみがえられた主イエスの業です。

すべての罪と呪いをあなたに代わって負ってくださったのですから、あなたがそれを負う必要はなくなったのですが、あ

なたがそれに応答しないならばサタンはいつまでもあなたに重責を負わせることができるのです。 

 

あなたは神の子羊の血潮というこの世で最も高価な代価で贖われた（身代わりの死）存在なのですから、それにふさわ

しい者となるべく、偽りを手放し、みことばの真理に立ち続けていくことは今後あなた自身の責任となっていきます。 

そうです、この先はあなたがすべきことであり、みことばの水の洗いをもって生涯をかけて前進していくというスター

トラインに今あなたは立ったばかりなのです。God bless you！ 

 
 

 

 

 
《みことばかえる塾》 

https://www.mikotobakaerujuku.com/deliverance 
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① 偶像礼拝（何かの偶像を作ることや拝むことや所有することも含む） 

『工人の手の作である刻んだ像、または鋳た像は、主が憎まれるものであるから、それを造って、ひそかに安置する者はのろわ

れる』。民は、みな答えてアァメンと言わなければならない。（申命記27：15） 

 

あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水のなかにあるも

のの、どんな形をも造ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたし

は、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子に報いて、三四代に及ぼし…  

（出エジプト記20：4,5） 

 

② 自分の両親を尊ばないこと 

『父や母を軽んずる者はのろわれる』（申命記27：16） 

  

③ 隣人からだまし取ること  

『隣人との土地の境を移す者はのろわれる』（申命記27：17） 

 

④ ハンディキャップのある人に残酷な扱いをすること 

『盲人を道に迷わす者はのろわれる』（申命記27：18） 

 

⑤ 弱い立場の人々を抑圧すること 

『寄留の他国人や孤児、寡婦のさばきを曲げる者はのろわれる』（申命記27：19） 

 

⑥ 淫行 

その女を父の家の入口にひき出し、町の人々は彼女を石で撃ち殺さなければならない。彼女は父の家で、みだらな事をおこな

い、イスラエルのうちに愚かな事をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

…（申命記22：21～29） 

 

⑦ 自分の姉妹、義母、あるいは父親の妻との近親相姦 

『父の妻を犯す者は、父を恥ずかしめるのであるからのろわれる』…『父の娘、または母の娘である自分の姉妹を犯す者はのろ

われる』…『妻の母を犯す者はのろわれる』 

（申命記27：20,22,23） 

 

⑧ 動物との性的関係 

『すべて獣を犯す者はのろわれる』（申命記27：21） 

 

⑨ 姦淫 

もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪

を除き去らなければならない。（申命記22：22～27） 

 

姦淫する者…彼らは水のおもてにすみやかに流れ去り、その受ける分は地でのろわれ、… 

（ヨブ記24：15～18）（レビ記20：10参照） 

 

その女は民のうちののろいとなるであろう。（民数記5：27） 

 

⑩ 同性愛 

女と寝るように男と寝る者は、ふたりとも憎むべき事をしたので、必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰するであろ

う。（レビ記20：15）（創世記19：13.24,25） 
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⑪ 月経期間中の性 

人がもし、月のさわりのある女と寝て、そのはだを現すならば、男は女の源を現し、女は自分の血の源を現したのであるから、

ふたり共にその民のうちから断たれなければならない。（レビ記20：18） 

 

⑫ 一人の女性およびその母親との結婚 

女をその母と一緒にめとるならば、これは悪事であって、彼も、女たちも火に焼かれなければならない。（レビ記20：14） 

 

⑬ レイプ 

しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕えてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。（申命記

22：25） 

 

⑭ 夫婦以外から生まれた子どもたち 

私生児は主の会衆に加わってはならない。その子孫は十代までも主の会衆に加わってはならない。（申命記23：2） 

 

⑮ 絶滅すべきものを所有すること 

あなたは彼らの神々の彫像を火に焼かなければならない。それに着せた銀または金をむさぼってはならない。これを取って自分

のものにしてはならない。そうでなければ、あなたはこれによって、わなにかかるであろう。これはあなたの神が忌みきらわれ

るものだからである。あなたは忌むべきものを家に持ちこんで、それと同じようにあなた自身も、のろわれたものとなってはな

らない。あなたはそれを全く忌みきらわなければならない。それはのろわれたものだからである。（申命記7：25～26） 

 

⑯あらゆるオカルト行為（占い、魔法、縁起、魔術、霊媒師に相談すること、死者に伺いを立てること）。 

あなたの神、主が賜わる地にはいったならば、その国々の民の憎むべき事を習いおこなってはならない。あなたがたのうちに、

自分のむすこ、娘を火に焼いてささげる者があってはならない。また占いをする者、卜者、易者、魔法使、呪文を唱える者、口

寄せ、かんなぎ、死人に問うことをする者があってはならない。主はすべてこれらの事をする者を憎まれるからである。そして

これらの憎むべき事のゆえにあなたの神、主は彼らをあなたの前から追い払われるのである。あなたの神、主の前にあなたは全

き者でなければならない。 

（ 申命記18：9～13） 

 

もし口寄せ、または占い師のもとにおもむき、彼らを慕って姦淫する者があれば、わたしは顔をその人に向け、これを民のうち

から断つであろう。…男または女で、口寄せ、または占いをする者は、必ず殺されなければならない。すなわち、石で撃ち殺さ

なければならない。その血は彼らに帰するであろう』（レビ記20：6、27） 

 

⑯ 殺人 

『ひそかに隣人を撃ち殺す者はのろわれる』（申命記27：24） 

 

⑰ お金で雇われてする殺人（お金を受け取って堕胎行為をする者を含む） 

『まいないを取って罪なき者を殺す者はのろわれる』（申命記27：25） 

 

⑱ 主を捨てること 

主はあなたが手をくだすすべての働きにのろいと、混乱と、懲しめとを送られ、あなたはついに滅び、すみやかにうせ果てるで

あろう。これはあなたが悪をおこなってわたしを捨てたからである。（申命記28：20） 

 

⑲ 繁栄している時に喜んで進んで主に使えようとしないこと 

あなたがすべての物に豊かになり、あなたの神、主に心から喜び楽しんで仕えないので、 あなたは飢え、かわき、裸になり、す

べての物に乏しくなって、主があなたにつかわされる敵に仕えるであろう。敵は鉄のくびきをあなたのくびにかけ、ついにあな

たを滅ぼすであろう。（申命記28：47～48） 

 

㉑ 主なる神の御名を尊ばないこと 

もしあなたが、この書物にしるされているこの律法のすべての言葉を守り行わず、あなたの神、主というこの栄えある恐るべき

名を恐れないならば、主はあなたとその子孫の上に激しい災を下されるであろう。その災はきびしく、かつ久しく、その病気は

重く、かつ久しいであろう。主はまた、あなたが恐れた病気、すなわちエジプトのもろもろの病気を再び臨ませて、あなたの身
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につかせられるであろう。またこの律法の書にのせてないもろもろの病気と、もろもろの災とを、主はあなたが滅びるまで、あ

なたの上に下されるであろう。（申命記28：58～61） 

 

㉒ 神のことばをないがしろにして自分のやり方でできる、と思うこと 

そのような人はこの誓いの言葉を聞いても、心に自分を祝福して『心をかたくなにして歩んでもわたしには平安がある』と言う

であろう。そうすれば潤った者も、かわいた者もひとしく滅びるであろう。（申命記29：19） 

 

㉓ アブラハムの子孫を呪ったり、虐待すること 

【神がアブラハムに】あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。（創世記12：3） 

【イサクがヤコブに】あなたをのろう者はのろわれ、あなたを祝福する者は祝福される。 

（創世記27：29） 

【バラムがイスラエルの民に】あなたを祝福する者は祝福され、あなたをのろう者はのろわれるであろう」。（民数記24：9） 

 

㉔ 主の戦いを助けるのを拒むこと 

主の使は言った、『メロズをのろえ、激しくその民をのろえ、彼らはきて主を助けず、主を助けて勇士を攻めなかったからであ

る』。（士師記5：23） 

 

㉕ 神に栄光を帰さないこと 

万軍の主は言われる、あなたがたがもし聞き従わず、またこれを心に留めず、わが名に栄光を帰さないならば、わたしはあなた

がたの上に、のろいを送り、またあなたがたの祝福をのろいに変える。あなたがたは、これを心に留めないので、わたしはすで

にこれをのろった。（マラキ2：2） 

 

㉖ 十分の一と献げ物を神から奪うこと 

 人は神の物を盗むことをするだろうか。しかしあなたがたは、わたしの物を盗んでいる。あなたがたはまた『どうしてわれわれ

は、あなたの物を盗んでいるのか』と言う。十分の一と、ささげ物をもってである。あなたがたは、のろいをもって、のろわれ

る。あなたがたすべての国民は、わたしの物を盗んでいるからである。  

（マラキ3：8～9）（ハガイ1：6～9参照） 

 

㉗ 主のわざを怠ること 

主のわざを行うことを怠る者はのろわれる。またそのつるぎを押えて血を流さない者はのろわれる。（エレミヤ48：10） 

 

㉘ 人々を主から引き離して偽りの宗教に引き込むこと 

よこしまな人々があなたがたのうちに起って、あなたがたの知らなかった『ほかの神々に、われわれは行って仕えよう』と言っ

て、その町に住む人々を誘惑したことを聞くならば、あなたはそれを尋ね、探り、よく問いたださなければならない。そして、

そのような憎むべき事があなたがたのうちに行われた事が、真実で、確かならば、あなたは必ず、その町に住む者をつるぎの刃

にかけて撃ち殺し、その町と、そのうちにおるすべての者、およびその家畜をつるぎの刃にかけて、ことごとく滅ぼさなければ

ならない。 

（申命記13：1～18） 

 

㉙ 神のことばから取り去ったり、付け加えたりすること 

この書の預言の言葉を聞くすべての人々に対して、わたしは警告する。もしこれに書き加える者があれば、神はその人に、この

書に書かれている災害を加えられる。また、もしこの預言の書の言葉をとり除く者があれば、神はその人の受くべき分を、この

書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれる。（黙示録22：18～19） 

 

㉚ 主にそむくように教えること 

それゆえ主は仰せられる、『わたしはあなたを地のおもてから除く。あなたは主に対する反逆を語ったので、今年のうちに死ぬの

だ』と」。預言者ハナニヤはその年の七月に死んだ。 

（エレミヤ28：16～17） 

 

㉛ 罪を犯す人々に警告することを拒むこと 

わたしが悪人に『あなたは必ず死ぬ』と言うとき、あなたは彼の命を救うために彼を戒めず、また悪人を戒めて、その悪い道か

ら離れるように語らないなら、その悪人は自分の悪のために死ぬ。しかしその血をわたしはあなたの手から求める。しかし、も
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しあなたが悪人を戒めても、彼がその悪をも、またその悪い道をも離れないなら、彼はその悪のために死ぬ。しかしあなたは自

分の命を救う。また義人がその義にそむき、不義を行うなら、わたしは彼の前に、つまずきを置き、彼は死ぬ。あなたが彼を戒

めなかったゆえ、彼はその罪のために死に、その行った義は覚えられない。しかしその血をわたしはあなたの手から求める。け

れども、もしあなたが義人を戒めて、罪を犯さないように語り、そして彼が罪を犯さないなら、彼は戒めを受けいれたゆえに、

その命を保ち、あなたは自分の命を救う」。 

（エゼキエル3：18～21） 

 

㉜ 安息日を汚すこと 

それゆえ、あなたがたは安息日を守らなければならない。これはあなたがたに聖なる日である。すべてこれを汚す者は必ず殺さ

れ、すべてこの日に仕事をする者は、民のうちから断たれるであろう。（出エジプト記31：14）（民数記15：32～36参照） 

 

㉝ キリストの福音をゆがめること 

しかし、たといわたしたちであろうと、天からの御使であろうと、わたしたちが宣べ伝えた福音に反することをあなたがたに宣

べ伝えるなら、その人はのろわるべきである。 1:9わたしたちが前に言っておいたように、今わたしは重ねて言う。もしある人

が、あなたがたの受けいれた福音に反することを宣べ伝えているなら、その人はのろわるべきである。 

（ガラテヤ1：8～9） 

 

㉞ 自分の支配者たちを呪うこと 

彼（シムイ）はわたしがマハナイムへ行った時、激しいのろいの言葉をもってわたしをのろった。… しかし彼を罪のない者とし

てはならない。（Ⅰ列王記2：8～9） 

 

あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。 

（出エジプト記22：28） 

 

㉟ 自分を赦してくださいと神に願いながら、他の人々を赦さないこと 

そして主人は立腹して、負債全部を返してしまうまで、彼を獄吏に引きわたした。 あなたがためいめいも、もし心から兄弟をゆ

るさないならば、わたしの天の父もまたあなたがたに対して、そのようになさるであろう」。（マタイ18：34～35） 

 

㊱ 子どもたちを犠牲にすること（堕胎など） 

あなたがたのうちに、自分のむすこ、娘を火に焼いてささげる者があってはならない。 

（申命記18：10）（レビ記18：21参照） 

 

㊲ 主の命令に対するあらゆる不従順 

もしあなたがたの神、主の命令に聞き従わず、わたしが、きょう、あなたがたに命じる道を離れ、あなたがたの知らなかった他

の神々に従うならば、のろいを受けるであろう。 

（申命記11：28） 

『この律法の言葉を守り行わない者はのろわれる』（申命記27：26） 

参考図書＞「呪いを打ち壊す方法」フランク＆アイダ・ハモンド 

o*――ﾟ+.――ﾟ+.――ﾟ+.――ﾟ+.――*oo*――ﾟ+.――ﾟ+.――ﾟ+.――ﾟ+.――*oo*――ﾟ+.――ﾟ+.――ﾟ+.――ﾟ+. 

 

私たち新契約の下にある異邦人クリスチャンが負っている注意点 
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【私は受け入れられている】 

① 私は神の子供である。（ヨハネ1：12） 

② 私はキリストの友である。（ヨハネ15：15） 

③ 私は義なる者とされている。（ローマ5：1） 

④ 私は主と一体とされており、主と一つの霊とされている。（Ⅰコリント6：17） 

⑤ 私は代価を払って買い取られた。私は神のものである。（Ⅰコリント6：19～20） 

⑥ 私はキリストの体のひとつの器官である。（Ⅰコリント12：27） 

⑦ 私は聖徒である。（エペソ1：1） 

⑧ 私は神の子供として養子にされた。（エペソ1：5） 

⑨ 私は聖霊によって神に直接近づくことができる。（エペソ2：18） 

⑩ 私は自らの全ての罪に関して、あがなわれ、赦されている。（コロサイ1：14） 

⑪ 私はキリストにあって満ちあふれている。（コロサイ2：10） 

 

【私は守られている】 

⑫ 私は永遠に責めを負うことはない。（ローマ8：1～2） 

⑬ 私は全てのことが相働いて益となることを確信している。（ローマ8：28） 

⑭ 私は自分を罪に定めようとする告発から一切解放されている。（ローマ8：31～34） 

⑮ 私は神の愛から引き離されることはあり得ない。（ローマ8：35～39） 

⑯ 私は神によって堅く立たせられ、また、神から油注がれ証印を押されている｡（Ⅱコリント1：21～22） 

⑰ 私はキリストとともに神の内に隠されている。（コロサイ3：3） 

⑱ 私は神が私の内に始めて下さった良きわざが完成されることを確信している。（ピリピ1：6） 

⑲ 私が与えられているのは、恐れの霊ではなく、力と愛と冷静な分別の霊である。（Ⅱテモテ1：7） 

⑳ 私は憐みと恵みを受け、時にかなった助けを得ることができる。（Ⅰヨハネ5：18） 

㉑ 私は神から生まれた者である。悪しき者は私に触れることはできない。（Ⅰヨハネ5：18） 

 

【私は価値ある者である】 

㉒  私は地の塩であり、世の光である。（マタイ5：13～14） 

㉓  私はまことのぶどうの木に連なる枝であり、神からの生命を通す管である。（ヨハネ15：1、5） 

㉔  私は、実を結ぶために選ばれ、任命された者である。（ヨハネ15：16） 

㉕  私はキリストと交わり、キリストを身をもって伝える証人である。（使徒1：8） 

㉖  私は神の神殿である。（Ⅰコリント3：16） 

㉗  私は、キリストのために和解を進める働き人である。（Ⅱコリント5：17～21） 

㉘  私は神と共に働く者である。（Ⅰコリント3：9） 

㉙  私はキリストとともに天の王座に着かせていただいている。（エペソ2：6） 

㉚  私は神の作品である。（エペソ2：10） 

㉛  私は神に対し、自由と確信を持って近づくことが許されている。（エペソ3：12） 

㉜  私は自分を強くして下さるキリストによっていかなることも行うことができる。（ピリピ4：13） 

 

 

☆ 過去の堕落したアイデンティティー（自己認識像）を捨てて、キリストにある新しいアイデンティティー

を自分に何度も語って聞かせましょう。信仰は聞いてやってきます！（ローマ10：17） 

 

 

 

     《みことばかえる塾》 束縛と呪いからの解放 https://www.mikotobakaerujuku.com/deliverance 
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① 私は主に全ての信頼と確信を置く。肉に対しては一切の確信を置かない。私は、自分が

神に拠り頼む者であることを宣言する。私は、自分で自分を救うことができないこと、

自分の努力や力によって自分を解放することができないことを知っている。また、自分

がキリストを離れては何もすることのできない者であることを知っている。私は、誘惑

というものは全て、私に神から離れた歩みをさせようとする試みであること、それに対

して神が逃れの道を備えて下さっていることを知っている。 

 

② 私は、神に服従し悪魔に抵抗する道を、意識的かつ意図的に選択する。これは、自分を無にすること、日々自らの十字

架を背負いイエスに従うことによってなされる。神がお造り下さったこの魂は、主人としての働きをなすべく造られた

ものではない。私は、神に逆らうことは魔術の罪に匹敵するものであること、神に従わないことは偶像崇拝と姦淫に匹

敵するものであることを知っている。 

 

③ 私は、神の力強い御手の御前で自らを低くすることを選択する。神は来るべき時に私を高く上げて下さるからである。

私は、神が高慢な者に立ち向かう方であること、謙遜な者に恵みを注ぐ方であることを知っている。 

 

④ 私は、自分が罪に対しては死んだ者であること、罪から解放された者であること、キリスト・イエスにあって神に対し

て生きた者であることを宣言する。私は、キリストとともに死に、キリストとともに蘇った者であるからである。私

は、律法も自分のあらゆる努力も、生命を得させることはできないこと、イエス様が来てくださったのは私に生命を与

えるためであったことを知っている。 

 

⑤ 私は、自分が今や神の子供であり、無条件に愛され受け入れられている者であるという真理を、喜びをもって受け入れ

る。私は、他者から受け入れられるためには行いが必要であるという偽りを拒絶するとともに、この世で生きる中から

自然に生まれてきた、堕落したアイデンティティーを拒絶する。自分がいかなるものであるかということを決定するの

は、自分がいかなる行いをするかということではない。自分がいかなる者であるかという事こそが、自分がいかなる行

いをするかを決定するのである。 

 

⑥ 私は、罪がもはや私を支配するものではないことを宣言する。私は律法のもとではなく、恵みのもとにある者だからで

ある。また、もはや有罪に定められたり、罪ある者として責められることもない。私は霊的にはキリスト・イエスにあ

って生きる者であるからである。私は新たなる契約のしもべである。書かれたもののしもべではなく、御霊のしもべで

ある。文字に書かれたものは殺し、御霊は生命を与えるからである。 

 

⑦ 私は、自分の身体を不義の器として用いることを一切やめる。また、これからは、この世に調子を合わせることはせ

ず、むしろ心の一新によって新しい者と変わっていくことができるように全力を尽くす。私は、感情や環境にとらわれ

ることなく、真理を信じ真理の内を歩むことを選択する。 

 

⑧ 私は、全ての思いを捕らえてキリストに従わせるよう全力を尽くす。また、真実であること、尊敬に値すること、正し

いこと、汚れなきこと、愛すべきことに基づいて物事を考えることを選択する。私は、聖霊が、後の日には欺きの霊や

悪霊の教えなどに心を奪われて信仰から離れる人が現れるということを明確に語っておられるのを知っている。 

 

⑨ 私の人生に対する神の大いなる目標は、私が神の姿に形を変えていくことである。私はこの目標が現実のものとなるよ

う全力を尽くす。私は、自分が今後、多くの試練に直面することを知っている。しかし、神は既に勝利を与えてくださ

っている。私は犠牲者ではなく、キリストにあって勝利を収める者である。神の恵みによって、私は個々の試練に大い

なる勝利を収めることとなる。また、その結果として私は、それにふさわしい品性を与えられることであろう。 

 

⑩ 私は、キリストの振る舞いを自らの内に取り入れることを選択する。すなわち、何事も自己中心や空しいはかりごとに

よって行うことはせず、謙遜をもって、他の人々を自分よりも大切な存在とみなす。自分自身の個人的な関心だけを求

めるのではなく、他の人々の関心をも追い求める。私は受けるよりも与えるほうが祝福は大きいということを知ってい

る。 

《みことばかえる塾》束縛と呪いからの解放    参考図書＞「鎖を解き放つ主」ニール・アンダーソン 


