
祈りと礼拝のための資料

See all our resources at www.thykingdomcome.global

み国が来ますように



THY KINGDOM COME
祈りと礼拝のための資料

The Prayer for  
Thy Kingdom 
Come
全知全能の神よ、
天に昇ったあなたの息子
が、私たちをこの世界に
送り出しました。
それは、み国の福音を説
くためです。
あなたのみ霊で私たちに
ひらめきを与えてください
そして、私たちの心にあな
たの愛を灯してください
そうすれば、あなたの言
葉を聞く全ての人々が
あなたのもとに集まるでし
ょう、
私たちの主、イエス・キリス
トを通じて。

祈りと礼拝のための資料
序文

私たちは、大主教による世界的な祈りのムー
ブメント、 「Thy Kingdom Come （み国がき
ますように）」に参加を予定している全ての皆
さんのためにこれらの文例や概要を用意しま
した。皆さんと、ともに礼拝して知人たちがイエ
スを知ることができるようにと祈る人々のお役
に立てるよう願っています。その多くは伝統的
な聖公会の祈りおよび礼拝方式からの引用で
すが、ほとんどがあらゆる宗派のキリスト教徒
の皆さんに馴染んで頂けるものです。文例や
概要はそのままでも使用できますが、あなたの
住むコミュニティのニーズに合わせて創造的
な変更を加えることもできます。  

できる限り多くの 「Thy Kingdom Come」 
のイベントで、イエス自身が私たちに教えた祈
りとともに、このリーフレットの最初にある祈り
が、この世界的な波を形作る人々全てを統合
するための祈りとして使われるよう願っていま
す。 

イングランド国教会
英国典礼・礼拝アドバイザー
Matthew Salisbury 

（マシュー・ソールズベリー）
「Thy Kingdom Come」のための礼拝

内容

「Thy Kingdom Come」に関する

規定の概要と礼拝の例 

教会礼拝式のための集祷文および

とりなし

友人のための祈りの宣誓用紙

国の内外での福音伝道のための聖

餐式（イングランド国教会） 

教会または個人で使用できるその他

の祈り



神よ、速やかにわたしたちをお救いください。
主よ、急いでわたしたちを助けてください。

主よ、あなたの道を私に知らせ、 
あなたの小道を私に教えてください。 

神よ、あなたの教会を集め、 
偉大なる弟子たちの一団を作ってください。
彼らはともに私たちの主イエス・キリストに従い、
あらゆる職業の人 と々交流し、
ともに彼の世界への伝道に仕え、
ともに彼の愛を証しするのです、
あらゆる大陸や島々で。
私たちは主イエスの名において祈ります。アーメン。

詩編67章、または2章か46章等を唱えるか、歌います。

神よ、わたしたちを憐れみ、祝福してください •
そして、そのみ顔をわたしたちの上に照らし出してください、
 
それはあなたの道があまねく地に知られ、•
あなたの救いの力がもろもろの国民のうちに知られるためです。
 
神よ、人々にあなたを褒め称えさせ、 •
もろもろの人々にあなたを褒め称えさせてください。
 
もろもろの国民を楽しませ、喜ばせてください、 •
あなたは公平をもってもろもろの人 を々裁き、
地の上なるもろもろの国民を導かれるからです。
 
神よ、人々にあなたを褒め称えさせ、 •
もろもろの人々にあなたを褒め称えさせてください。
 
すると地はその産物を出します。 •
そして神、わたしたちの神は、わたしたちを祝福されます。
 
神はわたしたちを祝福されます。 •
そして地のもろもろの果ては彼を畏れるのです。

詩編67
栄光は父と子と 
聖霊に、
初めのように、今も
世 に々限りなく。アーメン

礼拝の順序の例A SERVICE FOR  
THY KINGDOM COME
構成

開始 。
世界中から集ったキリスト教徒たちとの祈りにおいて、イエスが私た
ちに示した神の愛がどこでも知られるように、神の助けを求めます。

詩編。
聖書から取られた古代の祈りや賛美の言葉が使われます。

朗読。
私たちに語りかけるイエスの言葉に耳を傾けます。

内省。
語りや説教を聞くか、または朗読について静かに沈思します。 

誓いの形。
私たちの友人がイエスを知ることができるよう祈る誓いを立てる上
で、神に力を与えてくれるよう求めます。

聖書の歌。
。エゼキエル書からの歌、または他の歌を用い、誓いから祈りへと進
みます。

祈り。
み霊が来るよう、私たちの友人がイエスを知ることができるよう、そし
て私たちへの彼の愛の効果的な証人に私たちがなれるよう祈りま
す。「み国がきますように」という祈り、そして希望があれば主の祈り
で終了します。 

歌や賛歌  
賛美歌 私たちが世界へと送り出される準備となります。

終了。 
神を称え、感謝します。 

開始 。

詩編。

次の通り唱えても
良いでしょう：



聖霊に、
初めのように、今も
世々に限りなく。アーメン。

反復します:  [全員:]  神のみ霊が世界全体を満たしますように。

次の言葉またはその他の形式の祈りを用いて祈ります。

私たちを救済する神よ、
地のもろもろの果ての希望よ、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
世界がイエス・キリストを知ることができるように、
平和の君として、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
大胆にも神の言葉を話すことができるように、
あなたがそのみ手を救いのために差し出して下さる間、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
教会が寛大に与え、
誠実に仕え、大胆に宣言するよう、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
誰もが跪き、
誰もがイエス・キリストは主であると告解するよう、
私たちは祈ります：
み国がきますように。

「Thy Kingdom Come」

の祈りを捧げます。

イエスは叫んで言われた、「だれでもかわく者は、わたしを信じる者は、わたしのと
ころにきて飲むがよい。聖書に書いてあるとおり、その腹から生ける水が川となっ
て流れ出るであろう。」これは、イエスを信じる人々が受けようとしている御霊をさ
して言われたのである。   ヨハネ7章37-39a節

イエスは言われた。「求めよ、そうすれば、与えられるであろう。捜せ、そうすれば
見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるであろう。すべて求め
る者は得、捜す者は見いだし、門をたたく者はあけてもらえるからである。」

ルカ11章11.9-10節

私たちはイエスの言葉を思い浮かべます。

この友人のための祈りの宣誓用紙を使っても構いません。

愛する天父よ、
イエス・キリストの御前で、 
あなたの光と栄光が燃え上がりました。
友人である[友人の名前を挿入]と共有できるように、あなたの聖霊を送ってくだ
さい
あなたの息子の生命とあなたの愛を、全ての人々に向けて。
その愛の証人として私に力を与えてください 
私は彼らのために祈る決意をしています、
あなたのみ名において。アーメン。

反復します:   [全員:]  神のみ霊が世界全体を満たしますように。 

わたしはあなたたちをもろもろの国民から導き出し、 •
万国から集めます。
 わたしは清い水をあなたたちにそそいで、•
全ての汚れから清めます。
 わたしは新しい心をあなたたちに与え、  •
新しい霊をあなたたちの内に授けます。
 そしてあなたたちの身体から石の心を除いて  •
肉の心を与えます。
 あなたたちは私の民となり、  •
わたしはあなたたちの神となるのです。    

エゼキエル36章24-26、28b章
栄光は父と子と 

朗読。

内省。

誓いの形。

聖書の歌。

友人の名前を思って個
人的に祈る、またはそれ
らの名前を共有して集
団でともに祈る創造的
な方法を編み出しても
良いでしょう。

エゼキエルの歌また
はその他の賛歌を
唱えるか歌っても良
いでしょう。 

次の通り唱えても良
いでしょう：

祈り。

私たちは祈ります：
私たちが祈りを捧
げる人々がイエスを
知り、愛するように、
イエスの弟子であ
る私たちに、聖霊が
新たな自信と励まし
とを授けてくださる
ように、
私たちがイエスの
効果的な証人とな
れるように。

主の祈りはここで、
またはこれより前
に唱えても構いま
せん。  



全知全能の神よ、
天に昇ったあなたの息子が、私たちをこの世界に送
り出しました。
それは、み国の福音を説くためです。
あなたのみ霊で私たちにひらめきを与えてください
そして、私たちの心にあなたの愛を灯してください
そうすれば、あなたの言葉を聞く全ての人々が
あなたのもとに集まるでしょう、
私たちの主、イエス・キリストを通じて。

私たちをイエスの証人として送り出すため、歌または賛美歌をここで
歌っても良いでしょう。

次のような最後の称賛で祈りを終了します。

神に栄光あれ、
わたしたちのうちに働く力によって、
わたしたちが求めまた思うところのいっさいを、
はるかに越えてかなえて下さることができるかたに。
教会により、また、キリスト・イエスによって、栄光が
世々限りなくありますように。 
アレルヤ。アーメン。

エフェソの信徒への手紙3章20-21節より

歌や賛歌

終了。

昼間の祈り 
Thy Kingdom Come
祈りのパターンの発見

「Thy Kingdom Come」の期間中、あなたは、知人たちがイエスを知ることがで
きるようにと祈るうちに、祈りの新たな習慣ややり方に気づくことでしょう。 

教会の黎明期から、人々は昼夜に集い、神を称え彼の息子による救済を求めて祈
りを捧げてきました。昼間の祈り とは、個人やグループが、いつでも使用できる礼
拝や祈りの形式で、.称賛や嘆願を構成するものです。これは 共同礼拝書からの
引用で、イングランド国教会の礼拝の際の資料の一つです。どんなやり方でも自由
に、またはニーズに合わせて変更を加えて使用してください。 

構成の決まった祈りに慣れている人もそうでない人も、アセンションからペンテコ
ステまでの期間に 昼間の祈り を試してみてください。あなたは、心の栄養となり常
に祈りを口ずさめるような霊的なリズムに気づくことでしょう。それにより、世界的
な祈りの波の一部となることができるのです。

昼間の祈りの使い方
• 下記の内容は、声に出して読んでも、黙読しても構いません。 

• 1人で、またはグループでも祈ることができます。グループで祈る場合、 太字 の箇
所は全員で唱えます。賛美歌や歌を一斉に唱えたり歌ったりしても、または唱える人
と聞く人を決めても構いません。 

• 賛美歌や歌や朗読文は自分で選んでも、与えられたものを使っても構いません。

• 「Thy Kingdom Come」の期間は、各日に聖書の一節が設定されています。定め
られた節を各日使用しても、他の朗読文を使用しても良いでしょう。 

• 祈りは声に出しても黙して行っても、また1人で行ってもグループで行っても構いま
せん。自分の言葉で祈っても、提案された言葉を使っても構いません。

ヒント
文例から何らかのアイデアや省察が読み取れることもあるでしょう。祈りの前後で、またはそれ
らの文例を読みながら、そうしたアイデアについて考えてみてください。 



アセンションの日からペンテコステの日までの昼間の
祈り

準備

神よ、速やかにわたしたちをお救いください。
全員   主よ、急いでわたしたちを助けてください。
 
あなたに奉仕する人々の魂を喜ばせてください、
全員  ああ主よ、わたしのたましいはあなたを仰いでいます。

詩編86章4節

礼賛   
賛美歌、歌、賛歌、即興的な礼賛、または
われらの先祖の神、主よ、あなたは賛美され、代 に々ほめたたえ
られ、あがめられますように。
 栄光の聖なる御名は賛美され、代 に々ほめたたえられ、あがめ
られますように。
 あなたは聖なる栄光の神殿の中で賛美され、代 に々ほめたたえ
られ、栄光をお受けになりますように。
地下の大海を見通される神よ、あなたは賛美され、代 に々たたえ
られ、あがめられますように。
ケルビムの上に座す神よ、あなたは賛美され、代々にたたえられ、
あがめられますように。
 御国の玉座におられるあなたは賛美され、代 に々ほめたたえら
れ、あがめられますように。
天の高みにおられるあなたは賛美され、代々にたたえられ、栄光
をお受けになりますように。

三人の若者の賛歌29-34章

言葉
アセンションまたはそれ以外の日 詩編47章

節または章は次の言葉で終えるようにします

[全員:]  栄光を天父に、その息子に、

そして聖霊に。

初めのように、今も

世々に限りなく。アーメン。

賛美歌を唱えたり
歌ったりしても構い
ません。

(または）
日曜日 詩編104章
26-32節
月曜日 詩編21章
1-7節
火曜日 詩編29章
水曜日 詩編46章
木曜日 詩編84章
金曜日 詩編93章
土曜日 詩編98章



金曜日
神の約束はことごとく、彼において「しかり」とな
ったからである。だから、わたしたちは、彼によっ
て「アーメン」と唱えて、神に栄光を帰するのであ
る。あなたがたと共にわたしたちを、キリストのう
ちに堅くささえ、油をそそいで下さったのは、神
である。神はまた、わたしたちに証印をおし、その
保証として、わたしたちの心に御霊を賜わったの
である。
コリントの信徒への手紙2　1章20-22節

土曜日
主は霊である。そして、主の霊のあるところには、
自由がある。わたしたちはみな、顔おおいなしに、
主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄
光へと、主と同じ姿に変えられていく。これは霊な
る主の働きによるのである。
コリントの信徒への手紙2　3章17、18節

ペンテコステの日
イエスはまた彼らに言われた、「安かれ。父がわた
しをおつかわしになったように、わたしもまたあな
たがたをつかわす」。そう言って、彼らに息を吹き
かけて仰せになった、「聖霊を受けよ。」
ヨハネ20章21、22節

 

応答

沈黙、学習、歌、または次のような聖書の言
葉

 だれでもかわく者は、わたしのところ
にくるがよい。  

全員   そしてわたしを信じる者は飲
むがよい。

祈り

祈りには次のような関心事を含めても構
いません：
神の祭司の国がみ霊によって力づけられ
ますように
神を待ち続ける人々が再生を見出します
ように
全ての人々が昇天したキリストの王国を
認識しますように
この地球の生産性と豊かな収穫
崩壊した関係に苦しむ人々

短い朗読
アセンションまたはそれ以降の日
キリストは、ほんとうのものの模型にすぎない、手
で造った聖所にはいらないで、上なる天にはい
り、今やわたしたちのために神のみまえに出て下
さったのである。
ヘブライ人への手紙9章24節

アセンション以降の金曜日
しかし、今もなお万物が彼に服従している事実
を、わたしたちは見ていない。 ただ、しばらくの
間、御使たちよりも低い者とされたイエスが、死の
苦しみのゆえに、栄光とほまれとを冠として与えら
れたのを見る。それは、彼が神の恵みによって、す
べての人のために死を味わわれるためであった。
万物の帰すべきかた、万物を造られたかたが、多
くの子らを栄光に導くのに、彼らの救の君を、苦
難をとおして全うされたのは、彼にふさわしいこと
であったからである。
ヘブライ人への手紙2章8b-10節

アセンション以降の土曜日
わたしは確信する。死も生も、天使も支配者も、現
在のものも将来のものも、力あるものも、 高いもの
も深いものも、その他どんな被造物も、わたしたち
の主イエス・キリストにおける神の愛から、わたし
たちを引き離すことはできないのである。
ローマ人への手紙8章38、39節

アセンション以降の日曜日
祭の終りの大事な日に、イエスは立って、叫んで
言われた、「だれでもかわく者は、わたしを信じる
者は、わたしのところにきて飲むがよい。  聖書に
書いてあるとおり、その腹から生ける水が川とな
って流れ出るであろう。これは、イエスを信じる人
々が受けようとしている御霊をさして言われたの
である。 
ヨハネ7章37-39a節

月曜日
あなたは知らなかったか、あなたは知らなかった
か、主はとこしえの神、地の果の創造者であって、
弱ることなく、また疲れることなく、その知恵ははか
りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者
には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ

疲れ、壮年の者も疲れはてて倒れる。しかし主を
待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を
はって、のぼることができる。走っても疲れることな
く、歩いても弱ることはない。 
イザヤ書40章28節の最後まで

火曜日
霊の賜物は種 あ々るが、御霊は同じである。務は
種 あ々るが、主は同じである。働きは種 あ々るが、
すべてのものの中に働いてすべてのことをなさる
神は、同じである。各自が御霊の現れを賜わって
いるのは、全体の益になるためである。
コリントの信徒への手紙1　12章4-7節

水曜日
わたしはわが霊をすべての肉なる者に注ぐ。あな
たがたのむすこ、娘は預言をし、あなたがたの老
人たちは夢を見、あなたがたの若者たちは幻を
見る。その日わたしはまたわが霊をしもべ、はした
めに注ぐ。
ヨエル2章28、29節

木曜日
イエスは言われた。「求めよ、そうすれば、与えられ
るであろう。捜せ、そうすれば見いだすであろう。
門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるであろう。   
すべて求める者は得、捜す者は見いだし、門をた
たく者はあけてもらえるからである。 あなたがた
のうちで、父であるものは、その子が魚を求めるの
に、魚の代りにへびを与えるだろうか。卵を求める
のに、さそりを与えるだろうか。 このように、あなた
がたは悪い者であっても、自分の子供には、良い
贈り物をすることを知っているとすれば、天の父
はなおさら、求めて来る者に聖霊を下さらないこ
とがあろうか。」
ルカ11章9-13節



Thy Kingdom Come」のための祈り
全知全能の神よ、
天に昇ったあなたの息子が、私たちをこの世界に送り出しました。
それは、み国の福音を説くためです。
あなたのみ霊で私たちにひらめきを与えてください
そして、私たちの心にあなたの愛を灯してください
そうすれば、あなたの言葉を聞く全ての人々が
あなたのもとに集まるでしょう、
私たちの主、イエス・キリストを通じて。

国の内外での福音伝道のための集祷文 
(共同礼拝書より)

あなたの教会に対し、 
あなたが、世界とあなた自身とを和解させた 
キリストの内にいたことを証しするよう呼びかけた方よ、 
私たちがあなたの愛である福音を宣言できるよう力を貸してください、 
そして、それを聞いた全ての人々があなたのもとに集まりますように。 
十字架にかけられ、 
聖霊との一致においてあなたとともに君臨する彼を通じて。 
唯一の神よ、今かつ世々限りなく。

教会礼拝式のための集祷文およびとりなし

私たちを救済する神よ、 
地のもろもろの果ての希望よ、 
私たちは祈ります： 
み国がきますように。 
世界がイエス・キリストを知ることができるように、 
平和の君として、 
私たちは祈ります： 
み国がきますように。 
大胆にも神の言葉を話すことができるように、 
あなたがそのみ手を救いのために差し出して下さる間、 
私たちは祈ります： 
み国がきますように。 
教会が寛大に与え、 
誠実に仕え、大胆に宣言するよう、 
私たちは祈ります： 
み国がきますように。 
誰もが跪き、 
誰もがイエス・キリストは主であると告解するよう、 
私たちは祈ります： 
み国がきますように。
「Thy Kingdom Come」の祈り、または他の祈りを唱えても構いま
せん。

全知全能の神よ、
天に昇ったあなたの息子が、私たちをこの世界に送り出しま
した。それは、み国の福音を説くためです。
あなたのみ霊で私たちにひらめきを与えてください
そして、私たちの心にあなたの愛を灯してください
そうすれば、あなたの言葉を聞く全ての人々が
あなたのもとに集まるでしょう、
私たちの主、イエス・キリストを通じて。

主の祈りを唱える。

終了

聖霊の恩寵が私たちの思考と感情を照らしますように。
[全員:]   アーメン。.

アセンションの日からペンテコステの日までの期間に使用する 昼間
の祈り を オンラインで閲覧する： 
www.churchofengland.org/prayer-worship/worship/texts/daily2/day/
ascensiontopentecost.aspx
共同礼拝書にも掲載されています：日々の祈り （pp.80—84）をご覧ください。ま
たは、1週間や1年を通じどの季節にも使いやすく便利な祈りの資料が、Church 
House Publishing発行の祈りの書籍、「Time to Pray（祈りの時）」 （この順序は
pp.64—68を参照）にも掲載されています。

次の通り祈っても良いでしょう：



とりなしの祈りとして提案される形式
私たちを救済する神よ、
地のもろもろの果ての希望よ、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
世界がイエス・キリストを知ることができるように、
平和の君として、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
疎外され、希望を失った全ての人々が
キリストの血のもとに側近く集められますように、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
教会が一つになって福音に仕え
宣言するよう、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
大胆にも神の言葉を話すことができるように、
あなたがそのみ手を救いのために差し出して下さる間、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
教会が寛大に与え、
誠実に仕え、大胆に宣言するよう、
私たちは祈ります：
み国がきますように。

教会が、神が信仰を呼びかける
全ての人 を々歓迎し、支援するよう、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
福音に仕える全ての人々が安全に保護されるよう、
あなたの言葉がその目的を達する間、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
福音のために苦しむ全ての人々が
キリストの慰めと栄光を知ることができるよう、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
誰もが跪き、
誰もがイエス・キリストは主であると告解するよう、
私たちは祈ります：
み国がきますように。
全知全能の神よ、
あなたは聖霊によって私たちを
天と地にいるあなたの聖人たちと一つにしてくれました。
この世の旅において
私たちがこの愛と祈りの交わりによって長らく支えられるよう、
そしてあなたの力と慈悲を証しする彼らに囲まれていることを

知ることができるよう、導いてください。
私たちの主、イエス・キリストを通じて。
アーメン。

私たちは、十字架にかけられよみがえった神の子の前に、 
永遠に私たちを天父にとりなす彼の前に集い、唱えます： 
もう一度、私たちの心の向きを変えてください。 

神の子よ、あなたは罪人を救うためにこの世界に来ました： 
全員  もう一度、私たちの心の向きを変えてください。 

私たちが豊かになるよう、あなたは貧しくなってくれました。 
全員  もう一度、私たちの心の向きを変えてください。 

私たちの苦しみを全て、あなたは引き受けてくれました。 
全員  もう一度、私たちの心の向きを変えてください。 

あなたは教会を愛し、教会にあなた自身を捧げました。 
全員  もう一度、私たちの心の向きを変えてください。 

自分の前に置かれている喜びのために、 
あなたは十字架を忍んだのです。 
全員  もう一度、私たちの心の向きを変えてください。

時代の王よ、あなたは生命という贈り物を私たちにくれ、 
尽きない喜びへの道を開いてくれました。 
全員  もう一度、私たちの心の向きを変えてください。

私たちをよみがえった主に、 
あらゆるものを新たにするみ霊を私たちに与えてくれた彼に、向かわせ
てください。唱えます： 
あなたの愛の内に私たちを再生させてください。 

ああ、生命の言葉よ、 
天父とみ霊とともにいる唯一の神よ、 
全員 あなたの愛の内に私たちを再生させてください。 

ああ、永遠なる光よ、 
あなたは聖霊の働きを通じて、 
聖母より私たち人間の身体を受け取りました： 
全員 あなたの愛の内に私たちを再生させてください。 

十字架にかけられた、贖う方よ、 
永遠のみ霊によってあなたは、私たちのために自らを天父に差し出しま
した。 
全員 あなたの愛の内に私たちを再生させてください。 

(または)

(または)



あなたは、あなたの愛のみ霊を、息を使徒たちに吹きかけたのです。 
罪人も神の慈悲を知ることができるようにと。 
全員 あなたの愛の内に私たちを再生させてください。 

あなたがその右側に座っている天父は、 
私たちにみ霊の贈り物を授けてくれます 
全員 あなたの愛の内に私たちを再生させてください。 

あなたは聖霊の働きを通じて、 
洗礼の水で私たちの罪を洗い流し 
天父の導きの手に私たちの心を開いてくれます。 
全員 あなたの愛の内に私たちを再生させてください。

良い羊飼い、イエス・キリストに、 
自らの生命を私たちのために投げ出した彼に、感謝を捧げましょう。唱
えます： 
全員  私たちの主、イエスよ、感謝します。 

あなたは私たちを連れ出し、私たちは牧場を見つけました。 
全員  私たちの主、イエスよ、感謝します。 

あなたは私たちの名前を呼び、私たちはあなたの声を聞きます。 
全員  私たちの主、イエスよ、感謝します。

あなたによって入る人々は皆救われるでしょう。 
全員  私たちの主、イエスよ、感謝します。 

あなたは、もう一度立ち上がるために、自らの生命を投げ出しました。 
全員  私たちの主、イエスよ、感謝します。 

あなたは、私たちが豊かな生命を持てるように、私たちのもとにやって
来ました。 
全員  私たちの主、イエスよ、感謝します。 

私たちは、あなたに従って死の陰の谷を進み 
悪を恐れません。 
全員  私たちの主、イエスよ、感謝します。

(または)

途上の儀式より、とりなしの祈り
み霊の力のもとに、天父に祈りを捧げさせてください、 
道であり、真実であり、生命であるイエス・キリストを通じて。 
私たちは、キリストの道に従う全ての人  々
そして全てのキリスト教徒のために祈ります。 
私たちを互いに分かち、あなたから遠ざけようとするものを壊してくださ
い。 
あなたの赦しを知ることで私たちはあなたの愛を 
愛に飢えた世界と共有します。 
主よ、私たちの声を聞いてください。 
全員  主よ、私たちを憐れみ、声を聞いてください。 

責任と権力を担う人々のために祈ります 
国際的に、また私たちのコミュニティでそのような立場にある人々のた
めに。 
彼らの意思決定があなたの聖霊によって導かれますように、 
そうすれば、皆の前に真実と正義の道が開かれます。 
主よ、私たちの声を聞いてください。 
全員  主よ、私たちを憐れみ、声を聞いてください。 

私たちは感謝し、祈ります 
キリストの道に従う私たちを支え、慈しんでくれた全ての人々のために、 
家族や友人のために、 
そしてともに進んできた仲間の巡礼者のために。 
生命の言葉と天からのパンで私たち皆に栄養を与えてください、 
私たちが歓喜してあなたを崇拝し、 
進んであなたの言葉を聞き、 
喜んであなたに仕えられるように。 
主よ、私たちの声を聞いてください。 
全員  主よ、私たちを憐れみ、声を聞いてください。

私たちは祈ります 
病や不運、虐待によって 
人生の意味や方向性を見失ってしまったと感じている人々のために。 
あなたの愛で彼らを包んでください、 
そして、彼らを支え、導く全ての人々に知恵と忍耐を与えてください。 
主よ、私たちの声を聞いてください。 
全員  主よ、私たちを憐れみ、声を聞いてください。 

私たちは感謝します、あなたがイエス・キリストのもと、私たちに与えてく
れた生命の充実感に、 
あなたの真実の一例である生命の全てに 
そして私たちに与えた生命に。 
彼らや全ての聖人たちとの交わりが、 
地上の巡礼において私たちに栄養を与え、支えてくれますように。 
主よ、私たちの声を聞いてください。 
全員  主よ、私たちを憐れみ、声を聞いてください。



弟子訓練のための祈り： 途上の儀式 より 
（共同礼拝書） 

聖なる神よ、 
誠実かつ不変の方よ、 
あなたの真実の知識で私たちの思考を広げてください、 
そしてより深く、あなたの愛の神秘へと導いてください、 
私たちが真にあなたを崇拝することができるように、 
天父よ、み子よ、そして聖霊よ、 
唯一の神よ、今かつ世々限りなく。
 

主キリストよ、世界を照らす真実の光よ、 
私たちは祈ります、あなたの人々の心で輝いてください、 
永遠の生命へと繋がる道を私たちが見ることができるように、 
そしてつまずくことなく従うことができるように。 
ああキリストよ、それはあなたこそが道であり、 
それと同時に、真実であり、生命だからです。
 

神よ、私の頭に、私の理解の中にいてください。 
神よ、私の目に、私の眼差しの中にいてください。 
神よ、私の口に、私の語りの中にいてください。 
神よ、私の心に、私の思いの中にいてください。 
神よ、私の終わりに、私の旅立ちにいてください。 

主イエス・キリストよ、 
あなたの地上の生命において涙が流されますように 
泣く人々全ての慰めとなりますように、 
そしてあなたの巡礼の祈りが 
苦しむ全ての人々に力を与えますように、 
あなたの慈悲において。
 

イエス・キリストよ、神の子よ、 
暗い死の眠りを経験された方よ、 
あなたに向かって叫ぶ人 を々覚えていてください 
彼らは恥と沈黙と敗北の中にいるのです。 
そして彼らを、よみがえったあなたの生命の高みへと引き上げて
ください、 
あなたは生きていて、世々限りなく君臨するのですから。

友人のための祈りの宣誓用紙
愛する天父よ、
イエス・キリストの御前で、 
あなたの光と栄光が燃え上がりました。
友人である[友人の名前を挿入]と共有できるように、あなたの聖霊を送ってください、
あなたの息子の生命とあなたの愛を、全ての人々に向けて。
その愛の証人として私に力を与えてください 
私は彼らのために祈る決意をしています、
あなたのみ名において。アーメン。 
主の祈りを唱えても良いでしょう。

国の内外での福音伝道のための聖餐式
共同礼拝書：「タイムズアンドシーズンズ（Times and Seasons）」、 pp.149-158よ
り、または 
https://www.churchofengland.org/media/41154/tandsepiphany.pdf

教会または個人で使用できるその他の祈り 
全体性のための祈り 
ああ主よ、私たちが記憶と素養とを隠しながら目
を背け、にも関わらず明るみに出すことなくあなた
に全て差し出すこともない暗がりを照らし出してく
ださい。あなたは、心深く永続的に埋められた恨
み、十分自覚されないながらもくすぶり続ける憎
しみ、払うべき犠牲へと転換させられていない喪
失の苦しみ、しがみついて離れられない個人的
な快楽、独創性を奪い本当は高慢さの裏返しで
ある失敗への隠れた恐怖心、そしてあなたの喜び
を侮辱する悲観主義を浄化し、変容させてくれま
す。主よ、私たちはこれらを全てあなたに預け、恥
入り悔悛の念をもって、あなたの確固たる光に照
らしてこれらを見つめます。

Evelyn Underhill 

チチェスターの聖リチャードの祈り 
主イエス・キリストよ、あなたが私たちに与えた全
ての恵みのために、そして私たちのために背負っ
てくれた全ての苦痛と侮辱のために、感謝があな
たのもとに届きますように。 
ああ最も憐れみ深く贖う方よ、友人そして兄弟よ、
私たちが日 あ々なたをはっきりと知り、より深く愛
し、より側近くであなたに従うことができますよう
に。アーメン。

チチェスターの聖リチャード (1197-1253) 

エリック・ミルナー＝ホワイトの祈り 
ああ聖霊よ、私たちの崇敬する方のために私た
ちを憐れみ照らし、祈りへと昇華する思いを、愛
へと昇華する祈りを、そして世々限りなくあなたと
ともにある生命へと昇華する愛を私たちに与えて
ください。 

エリック・ミルナー＝ホワイト (1884-1963)

(または)

(または)

(or)



主キリストよ、私たちに与えてください、 
あなたの恩寵の豊かさを、 
あなたの存在とあなた自身を、 
なぜなら、あなたは私たちの一部であり、私たちの喜びだからで
す、 
今かつ世々限りなく。 

神よ、私たちの光、私たちの救済よ、 
私たちの生命を照らしてください、 
生けるものの地で私たちがあなたの恵みを目にすることができる
ように、 
そして、あなたの美を眺めながら、 
私たちの主イエス・キリストに似たものに変わることができるよう
に。

栄光なる主キリストよ、私たちの耳を開き、 
あなたの声が奏でる、 
この混沌とした世界の上に響く音楽を聞かせてください。 
私たちの目を開き、あなたの栄光の姿を私たちに見せてくださ
い。 
あなたは今かつ世々限りなく、私たちの王なのです。

ああキリストよ、羊の囲いの戸よ、 
私たちがあなたを褒め称えながら門を通ることができますように 
そしてあなたに仕えるため、あなたの庭から進むことができます
ように 
貧しい人々、道に迷う人々、戸惑う人々の中で、 
今日も、そして私たちが生きる限り。

生命と愛の神よ、 
あなたの息子は罪と死に勝利しました。 
私たちを彼の生命とともに生かしてください、 
全世界からあなたへの称賛が鳴り響きますように、 
私たちの主、イエス・キリストを通じて。

ペンテコステに先立つ週のためのレスポンソリウム 
（ローマ人への手紙8章参照） 
聖霊よ来たれ、あなたの人々の心を満たしてください 
全員 そして私たちの内にあなたの愛の炎を燃え上がらせてく
ださい。 
神のみ霊に導かれる人々は皆 
神の子であり、キリストを継承する仲間です。 
全員 聖霊よ来たれ、あなたの人々の心を満たしてください。 
主よ、あなたの創造物の顔を新たにしてください、 
あなたのみ霊の贈り物を私たちの上に注いで。 
全員 そして私たちの内にあなたの愛の炎を燃え上がらせてく
ださい。 
なぜなら創造物は熱心に待ちわびていたのです 
神の子の栄光の自由を。 
全員 聖霊よ来たれ、あなたの人々の心を満たしてください。 
そして私たちの内にあなたの愛の炎を燃え上がらせてください。

(または)

(または)

(または)

(または)

(または)
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