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1．初めの祈り (invocation) 

 



そして、夜も昼もこの神殿に、この所に御
目を注いでください。ここはあなたが、『わ
たしの名をとどめる』と仰せになった所で
す。この所に向かって僕がささげる祈りを
聞き届けてください。 

29 Let your eyes look toward this temple 
night and day. You said, 'I will put my 
Name there.' So please listen to the 
prayer I'm praying toward this place.  

 
 



 

僕とあなたの民イスラエルがこの所に向
かって祈り求める願いを聞き届けてくださ
い。どうか、あなたのお住まいである天に
いまして耳を傾け、聞き届けて・・・くださ
い。 （列王記上８：２９〜３０a） 
30 “Hear me when I ask you to show us 
your favor. Listen to your people Israel 
when they pray toward this place. Listen 
to us from heaven. It's the place where 
you live.” (I Kings 8:29-30a) 
 

 



あなたの光とまことを遣わしてください。
彼らはわたしを導き／聖なる山、あなた
のいますところに／わたしを伴ってくれる
でしょう。 

3 Send out your light and your truth. Let 
them guide me. Let them bring me back 
to your holy mountain, to the place 
where you live.  



神の祭壇にわたしは近づき／わたしの神
を喜び祝い／琴を奏でて感謝の歌をうた
います。神よ、わたしの神よ。（詩編４３：
３〜４） 

4 Then I will go to the altar of God. I will 
go to God. He is my joy and my delight. 
God, you are my God. I will praise you by 
playing the harp. (Psalm 43:3-4) 

 

 



朝にはどうか、聞かせてください／あなた
の慈しみについて。あなたにわたしは依
り頼みます。行くべき道を教えてください
／あなたに、わたしの魂は憧れているの
です。（詩編１４３：８） 

8 In the morning let me hear about your 
faithful love, because I've put my trust in 
you. Show me the way I should live, 
because I pray to you.  (Psalm 143:8) 

 



２．賛美 (praise) 

 



主よ、あなたはわたしの神／わたしはあ
なたをあがめ／御名に感謝をささげます。
あなたは驚くべき計画を成就された・・・。
（イザヤ２５：１） 

O Lord, Thou art my God.  I will exalt Thee, 
I will give thanks to Thy name.  For Thou 
hast worked wonders. . . . (Isaiah 25:1a) 

 



永遠の王、不滅で目に見えない唯一の
神に、誉れと栄光が世々限りなくありま
すように、アーメン。（テモテへの手紙一
１：１７） 

Now to the King eternal, immortal, 
invisible, the only God, be honor and 
glory forever and ever.  Amen. (I Timothy 
1:17) 

 



３．感謝 (thanks) 

 



いかに楽しいことでしょう／主に感謝をささげ
ることは／いと高き神よ、御名をほめ歌い朝
ごとに、あなたの慈しみを／夜ごとに、あな
たのまことを述べ伝えることは （詩編９２：２
〜３） 

1 Lord, it is good to praise you. Most High 
God, it is good to make music to honor you. 2 
It is good to sing every morning about your 
love. It is good to sing every night about how 
faithful you are. (Psalm 92:1-2) 

 



「今おられ、かつておられた方、／全能者
である神、主よ、感謝いたします。大いな
る力を振るって統治されたからです。（ヨ
ハネの黙示録１１：１７b） 

“Lord God who rules over all, we give 
thanks to you. You are the One who is and 
who was. We give you thanks because 
you have taken your great power and 
have begun to rule.” (Revelation 11:17b) 

 



４．告白 (confession) 

 

（１）信仰告白 (confession of faith) 

 



「イスラエルの神、主よ、天にも地にもあ
なたに並ぶ神はありません。心を尽くして
御前を歩むあなたの僕たちに対して契約
を守り、慈しみを注がれる神よ、  

14 . . . “Lord, you are the God of Israel. 
There is no God like you in heaven or on 
earth. You keep the covenant you made 
with us. You show us your love. You do 
that when we follow you with all our 
hearts.  



あなたはその僕、わたしの父ダビデにな
さった約束を守り、御口をもって約束な
さったことを、今日このとおり御手をもっ
て成し遂げてくださいました。」（歴代誌
６：１４〜１５） 

15 You have kept your promise to my 
father David. He was your servant. With 
your mouth you made a promise. With 
your powerful hand you have made it 
come true. And today we can see it.” (II 
Chronicles 6:14-15) 

 



前からも後ろからもわたしを囲み／御手
をわたしの上に置いていてくださる。その
驚くべき知識はわたしを超え／あまりに
も高くて到達できない。5 You are all 
around me. You are behind me and in 
front of me. You hold me in your power. 6 
I'm amazed at how well you know me. It's 
more than I can understand.  



どこに行けば／あなたの霊から離れるこ
とができよう。どこに逃れれば、御顔を避
けることができよう。天に登ろうとも、あな
たはそこにいまし／ 

 7 How can I get away from your Spirit? 
Where can I go to escape from you? 8 If I 
go up to the heavens, you are there.   



陰府に身を横たえようとも／見よ、あなた
はそこにいます。（詩編１３９：５〜８）  

If I lie down in the deepest parts of the 
earth, you are also there. (Psalm 139:5-8)  



(2) 哀歌 (lamentation) 

 



御覧ください、主よ、この苦しみを。胸は裂け
んばかり、心は乱れています。わたしは背き
に背いたのです。外では剣が子らを奪い／
内には死が待っています。（哀歌１：２０） 

Lord, see how upset we are! We are suffering 
deep down inside. Our hearts are troubled. 
Again and again we have refused to obey you. 
Outside the city, people are being killed with 
swords. Inside, there is nothing but 
death. (Lamentations 1:20) 

 



(3) 罪の告白 (confession of sin) 

 



わたしの罪に御顔を向けず／咎をことご
とくぬぐってください。神よ、わたしの内に
清い心を創造し／新しく確かな霊を授け
てください。御前からわたしを退けず／
9 Take away all of my sins. Wipe away all 
of the evil things I've done. 10 God, create 
a pure heart in me. Give me a new spirit 
that is faithful to you. 11 Don't send me 
away from you.  



あなたの聖なる霊を取り上げないでくだ
さい。御救いの喜びを再びわたしに味わ
わせ／自由の霊によって支えてください。  

Don't take your Holy Spirit away from 
me. 12 Give me back the joy that comes 
from being saved by you. Give me a spirit 
that obeys you. That will keep me going.   

 



わたしはあなたの道を教えます／あなた
に背いている者に／罪人が御もとに立ち
帰るように。（詩編５１：１１〜１５） 

13 Then I will teach your ways to those 
who commit lawless acts. And sinners will 
turn back to you. (Psalm 51:9-13)  

 



５．悔い改め (repentance) 

 

 



耳を傾け、・・・罪を赦してください。（列王
記上８：３０b） 

When you hear us, forgive us. (I Kings 
8:30b) 

 



神よ、わたしを究め／わたしの心を知っ
てください。わたしを試し、悩みを知ってく
ださい。23 God, see what is in my heart. 
Know what is there. Put me to the test. 
Know what I'm thinking.  



御覧ください／わたしの内に迷いの道が
あるかどうかを。どうか、わたしを／とこし
えの道に導いてください。（詩編１３９：２３
〜２４） 

24 See if there's anything in my life you 
don't like. Help me live in the way that is 
always right. (Psalm 139:23-24) 

 



懺悔、赦し、挨拶  

(confession, forgiveness, greetings ) 

 
 



会衆一同：憐れみ深い神よ、わたしたち
は思いと言葉と行動とで、そして行ったこ
とと行わなかったことであなたに対して罪
を犯したことを懺悔します。  

All: Most merciful God, we confess that 
we have sinned against you in thought, 
word, and deed, by what we have done 
and by what we have left undone.  

 



心を尽くしてあなたを愛していません。隣
人を自分のように愛していません。心か
ら反省し、へりくだり、悔い改めます。  

We have not loved you with our whole 
heart.  We have not loved our neighbors 
as ourselves.  We are truly sorry, and we 
humbly repent.  

 



あなたの御心を喜び、あなたの道 を歩み、

あなたの御名の栄光を現せるように、御
子イエス・キリストのゆえに、わたしたち
を哀れみ、お赦しください。アーメン。 

For the sake of your Son Jesus Christ, 
have mercy on us and forgive us, that we 
might delight in your will and walk in your 
ways, to the glory of your name.  Amen.   

 

 



牧師：全能の神があなたを憐れみ、わた
したちの主イエス・キリストを通してあな
たのすべての罪を赦し、すべての善にお
いてあなたを強め、そして聖霊の力によ
り永遠の命の中にあなたを保ってくださ
いますように。  
Pastor: May almighty God have mercy on 
you, forgive all your sins through our Lord 
Jesus Christ, strengthen you in all 
goodness, and by the power of the Holy 
Spirit, keep you in eternal life.  Amen.   
 



牧師：それでは、罪赦され、贖われてい
る人として互いに平和と和解の挨拶を交
わすようにご招待します。  

Pastor: And now as forgiven and 
redeemed people, I invite you to 
exchange signs of peace and 
reconciliation with one another.   

 

 



６．放棄 (relinquishing) 

 



「父よ、御心なら、この杯をわたしから取
りのけてください。しかし、わたしの願い
ではなく、御心のままに行ってください。」
（ルカ２２：４２） 

"Father, if you are willing, take this cup of 
suffering away from me. But do what you 
want, not what I want." (Luke 22:42b) 

 



７．献身 (commitment) 

 



まことの神、主よ、御手にわたしの霊をゆ
だねます。わたしを贖ってください。（詩編
３１：６） 

Into your hands I commit my very life. 
Lord, set me free. You are my faithful God.  
(Psalm 31:5) 

 



８．願い (requests, petitions) 

 

（１）赦し (forgiveness) 

  

（２）解放 (deliverance) 

 



「わたしたちには、攻めて来るこの大軍を
迎え撃つ力はなく、何をなすべきか分か
らず、ただあなたを仰ぐことしかできませ
ん。」（歴代誌下２０：１２） 

“. . . We don't have the power to face this 
huge army that's attacking us. We don't 
know what to do. But we're looking to 
you to help us.” (II Chronicles 20:12) 

 



神よ、わたしの叫びを聞き／わたしの祈
りに耳を傾けてください。心が挫けるとき
／地の果てからあなたを呼びます。高く
そびえる岩山の上に／わたしを導いてく
ださい。  

1 God, hear my cry for help. Listen to my 
prayer. 2 From a place far away I call out 
to you. I call out as my heart gets weaker. 
Lead me to the safety of a rock that is 
high above me.  



あなたは常にわたしの避けどころ／敵に
対する力強い塔となってくださいます。あ
なたの幕屋にわたしはとこしえに宿り／
あなたの翼を避けどころとして隠れます。
（詩編６１：２〜５） 

3 You have always kept me safe from my 
enemies. You are like a strong tower to 
me. 4 I long to live in your holy tent 
forever. There I find safety in the shadow 
of your wings. (Psalm 61:1-4) 
 

 



（３）癒し (healing) 

 

主よ、憐れんでください／わたしは嘆き
悲しんでいます。主よ、癒してください・・・
（詩編６：３） 

Lord, have mercy on me. I'm so weak. 
Lord, heal me. My body is full of pain. 
(Psalm 6:2)  

  



主よ、あなたがいやしてくださるなら／わ
たしはいやされます。あなたが救ってくだ
さるなら／わたしは救われます。あなた
をこそ、わたしはたたえます。（エレミヤ１
７：１４） 

Lord, heal me. Then I will be healed. Save 
me from my enemies. Then I will be saved. 
You are the one I praise. (Jeremiah 17:14)  

 



（４）備え (provision) 
 

主よ、あなたの道をわたしに示し／あなた
に従う道を教えてください。主よ、あなたの
道をわたしに示し／あなたに従う道を教え
てください。（詩編２５：４〜５） 
4 Lord, show me your ways. Teach me how 
to follow you. 5 Guide me in your truth. 
Teach me. You are God my Savior. I put my 
hope in you all day long. (Psalm 25:4-5) 
 
 



母の胎にあるときから／あなたに依りす
がって来ました。あなたは母の腹から／
わたしを取り上げてくださいました。わた
しは常にあなたを賛美します。  

6 From the time I was born I have 
depended on you. You brought me out of 
my mother's body. I will praise you forever.  



・・・老いの日にも見放さず／わたしに力
が尽きても捨て去らないでください。 

9 Don't push me away when I'm old. 
Don't desert me when my strength is 
gone.  



・・・神よ、わたしの若いときから／あなた
御自身が常に教えてくださるので／今に
至るまでわたしは／驚くべき御業を語り
伝えて来ました。 

17 God, ever since I was young you have 
taught me about what you have done. To 
this very day I tell about your wonderful 
acts.  



わたしが老いて白髪になっても／神よ、ど
うか捨て去らないでください。御腕の業を、
力強い御業を／来るべき世代に語り伝え
させてください。（詩編７１：６、９、１７〜１
８）  

18 God, don't leave me even when I'm old 
and have gray hair. Let me live to tell my 
children about your power. Let me tell all 
of them about your mighty acts. (Psalm 
71:6,9,17-18) 
 


