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はじめに

祈りを教えてください

ままだ私の娘が小さかった頃、州で2回、干ばつ
がありました。給水制限が実施され、農家
のために祈りました。2回目の干ばつのとき

は、一滴も雨が降らないまま60日が過ぎました。ある午後の
こと、娘を乗せて車を運転していた私は、中央分離帯の草
が燃えているのに気付き、車を路肩に停めて消防に電話し
ました。

その場所は数日後もまだ、焦げ跡が残っていました。何
でも知りたがる娘は「これって怖いことなの？」「消防車を呼
ぶのはいけないことなの？」「どうして火事になるの？」「草は
どうして燃えるの？」「どうして、どうして？」と聞きました。
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私は、草はのどが渇いているのよ、木も草も雨が降ってほ
しいのよ、と説明しました。

「どうしたらいいの？」と娘は尋ねました。
「祈ることしかできないわ」
「いますぐ祈る？」
「そうね」と私は言いました。「今がいいかもね」

娘は、ここで今すぐ祈ろうと強く言いました。
「わかったわ」と私は言って、前を向いたまま、天の父に

語りかけました。「草も木ものどが渇いています。神さま、雨
を降らせてください」と訴えました。

娘も祈りました。私は、イエスが、信仰と謙遜さにおいて
幼子のようになるように、と弟子たちに説かれたことを思い
出しました（マタイ18:2-5）。

私たちが「アーメン」と言ったあと、20秒ほど経って、大粒
の水滴がフロントガラスに当たりました。隣を走っているト
ラックから液漏れしたのかと横を見ました。するともう一粒
落ちてきました。そしてまた一粒。なんと、雨が降ってきたの
です。

「こたえてくれたわ！」後ろに座っていた娘は叫びました。
「こたえてくれた！」

はたして、大粒の液体は空から落ちてきたものでした。私
は目頭が熱くなるのを感じました。

すると、車を脇によせて路肩に立ち、両腕を空に投げ出して
いる人たちがいました。

「こたえてくれた！」と叫びつづける娘に、「そうね」と私は
ささやきました。あまりのタイミングに驚きと感動でいっぱ
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いでした。
神は、平凡で無力な人の祈りでも聞いてくださる、と使徒

ヤコブは述べます。「エリヤは、私たちと同じような人でした
が、雨が降らないように熱心に祈ると、三年六か月の間、地に
雨が降りませんでした」と書かれています（ヤコブ5:17）。

敬虔で信仰深い人の祈りは聞き届けられても、ありふれ
た人の願いは見過ごされるのでは、と私たちは思いがちで
す。焦げた中央分離帯の横を車で走っている無名の母子の
祈りは聞き届けられるのでしょうか。まさにこの疑問にヤコ
ブは答えています――エリヤはたしかに私たちと同じ人間でし
た。そのエリヤの祈りで大きなことが起きました。

サンドラ・グラーン
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神神にどのように語りかけるかは、語りかける相手と
なる神がどのような方であるかによります。ヨハ
ネの黙示録の中で、年老いたヨハネは終わりの

時について見た幻を記録しています。「また、私は大群衆の声、大
水の音、激しい雷鳴のようなものが、こう言うのを聞いた。『ハレ
ルヤ。万物の支配者である、われらの神である主は王となられた」

（黙示録19:6）。ヨハネが用いた「万物の支配者である、われらの
神である主」という、まさに神の御名が、神が全能なるお方であ
ることを示しています。そして、神は全能なるお方なので、私たち
は神に何でもお願いでき、また神が何でもおできになると確信
できます。たとえば、神がそのお力で空の星をお造りになったこ

第一章

祈りの目的
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とを考えてみてください。
イエスが地上にいらっしゃった何世紀も前に、イエスの到来

を預言した預言者は、神についてこのように書きました。「目を
高く上げて、だれがこれらを創造したかを見よ。この方は、その
万象を数えて呼び出し、一つ一つ、その名をもって、呼ばれる。こ
の方は精力に満ち、その力は強い。一つももれるものはない」 

（イザヤ書40:26）。科学者によると、私たちの銀河系には約
2000億の星があり、宇宙には1000億以上の銀河があると考えら
れています。全部合わせて20,000,000,000,000,000,000,000の星
があることになります。2のあとにゼロが22個つづきます。神はそ
のすべてを創造しました。そしてそのひとつを他のひとつと取り
違えることはありません。

数えきれないほどの星がある空を見上げると、自分が取る
に足りない存在だと感じるかもしれません。ある詩篇作者も空
を見上げて同じように感じて、神にこのように問いかけました。 

「人とは、何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められると
は」（詩篇8:4）。青い点の上にいるアリのような存在です。

でもイエスはご自分を信じる者たちにこのように言われまし
た。「空の鳥を見なさい。種蒔きもせず、刈り入れもせず、倉に納
めることもしません。けれども、あなたがたの天の父がこれを 
養っていてくださるのです。あなたがたは、鳥よりも、もっとすぐ
れたものではありませんか」。つづけてこう言われました。「なぜ
着物のことで心配するのですか。野のゆりがどうして育つのか、 
よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、 
わたしはあなたがたに言います。栄華を窮めたソロモンでさ
え、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした」 



 祈りの目的     7

（マタイ6:26-29）。
宇宙のエネルギーすべてをお持ちの神は、ご自身が造られ

た、何千億もいる鳥たち以上に私たちのことをより気にかけてく
ださっています。そして、私たちのことを気にかけてくださってい
るという究極の証拠は、神が世を愛されたので、御子を送り、御
子を信じる者が、すべて、永遠のいのちを持つようにされたこと
です（ヨハネ3:16）。

神はたしかに、私たちが小さな存在であると自覚することを
望まれます。しかし、無意味な存在ではありません。創造主の宇
宙の壮大さと、自分という存在の小ささを悟ったからといって、 

「私は取るに足りない存在だから、神を煩わせてはならない」と
思う必要はありません。むしろ「神は偉大で大きな存在だ。神に
できないことはない」と考えましょう。処女マリヤが聖霊によって
御子をみごもったとき、こう言いました。「神にとって不可能なこ
とは一つもありません』」（ルカ1:37）。

私たちを祈りへと導くお方はとても偉大なので、必然的に、
被造物である私たちは謙虚な姿勢で神に近づくべきです。イエ
スが死からよみがえって何十年もして、弟子のペテロは、苦しみ
に耐えているクリスチャンを励ますために手紙を書きました。  
ペテロは「あなたがたは、神の力強い御手の下にへりくだりな
さい。…あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。
神があなたがたのことを心配してくださるからです」（Iペテロ 
5:6-7）と書きました。また、使徒パウロは、祈りが心配事の解決方
法であると述べています（ピリピ4:6）。それで、私たちは偉大な
神のもとに行き、私たちを心配させている「思い煩い」を聞いて
いただくことができます。がんの治療から、壊れた家電、なくした
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鍵、子どもの虫歯まで、何でもです。神は私たちのことを気遣って
くださるからです。

私は中学生の頃、自分のお願いで神を煩わしてはいけない、
という思いが強くありました。

でもある夜、生理痛がひどくて立てなくなり、「神さま、あなた
が貧しい人々を救うのに、とてもお忙しいことは分かっています
が、この痛みを何とかしてくれませんか」とお願いしました。そ
の後私は、神の大事な働きを妨げた、と罪悪感を覚えました。で
も私は、神がもっと大きなお方であることを知る必要がありまし
た。神にとって、貧しい人たちを助け、生理痛を癒やし、地球を回
しつづけ、何百億もの恒星の様子を把握することを同時に行う
のは簡単だからです。

それで私たちは祈ります。神が気遣ってくださり、またすべて
を解決する力をお持ちだからです。ある詩篇作者は「主を呼び求
める者すべて、まことをもって主を呼び求める者すべてに主は近
くあられる」（詩篇145:18）と記しています。それで、私たちは神に
近づくよう促され、そうするなら神は近づいてくださると約束さ
れています（ヤコブ4:8）。

神がこれほど力強く、近づきやすい方であるという真理を本
当に理解するなら、何があってもひたすら祈るでしょう。ピュリッ

  ペテロが手紙を宛てた信者たちは、皇帝ネロによる迫害に 
遭っていたと考えられます。ネロは、キリスト教徒を紀元64年に
起こったローマ大火の放火犯に仕立て上げたとされます。
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ツァー賞受賞者のアニー・ディラードは、
『石に話すことを教える』の中でこのよ
うに述べています。「概して、地下墓所 

（カタコンベ）にいる以外のキリスト教
徒は、条件というものに無頓着な気が
する。わたしたちがこれほど快活に呼
び起こしている力がどんなものか、漠
然とでもわかっている人はいるのだろ
うか。それとも、わたしが疑っていると
おり、だれもひと言だって信じちゃいな
いのだろうか。教会は、床に坐って化学
の実験セットで遊んでいる子供のよう
なもので、日曜の朝の暇つぶしにニト
ログリセリンを混ぜて遊んでいるのだ。女性信者たちが麦藁や
ベルベットの帽子を被っていくのは、まさに狂気の沙汰。そんな
のより緩衝ヘルメットを被るべきだ。案内係は救命具と火炎信
号をわたすべきだし、わたしたちを会衆席に縛りつけておくべき
だ。」

ディラードの言うことはもっともです。私たちは神が解き放つ
ことのできる力を過小評価しています。私たちが祈っている神に
これほどの力があるなら、祈りは爆弾に点火するようなもので
す。想像してみてください。私たちは、全能の父なる神にいつで
も親しく交わることのできる招待状を手にしているのです。祈り
とは、目に見えない方、言葉で世界を創造された方、すべての星
の動きを把握している方、私たちにひとり子を送ってくださった
方と語り合うことなのです。

わたしたちがこれほ
ど快活に呼び起こし
ている力がどんなも
のか、漠然とでもわ
かっている人はいる
のだろうか。
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天の父は目に見えない方で、語るときも、耳に聞こえる声を用
いないことが多いので、私たちが体験する神は、聖書で学んで知
る神の姿からはかけ離れています。神は全能ですが、日常生活の
中では、マッチに火をつけることさえできないように感じるかも
しれません。

祈っても、雨が降らなかったり、病が癒やされなかったりする
と、神は何もしてくださらないように感じてしまいます。だからこ
そイエスは「いつでも祈るべきであり、失望してはならない」（ル
カ18:1）と教えられました。イエスの復活から数十年後、使徒パウ
ロも「絶えず祈りなさい」（Iテサロニケ5:17）と仲間に勧めていま
す。私たちは、あきらめたり、やめたりしがちです。天は力に満ち
ているのに、祈りが天まで届かないように感じてしまうからです。

イエスは弟子たちに「求めなさい。そうすれば与えられます」
と教えておられます（マタイ7:7）。また、「誘惑に陥らないように、
目をさまして、祈っていなさい」（マタイ26:41、マルコ14:38、ルカ
22:40、46）と言われました。パウロは自分が目をかけていたテモ
テにこう書き送っています。「まず初めに、このことを勧めます。す
べての人のために、…願い、祈り、とりなし、感謝がささげられる
ようにしなさい」（Iテモテ2:1）。

聖書がこれほど信仰について多く語っているのは、神が沈黙
を守っているように見えることも、その理由のひとつです。真理だ

  Annie Dillard (1982). Teaching a Stone to Talk. New York: 
Harper.　（アニー・ディラード. 内田 美恵（訳）(1993). 石に話す
ことを教える　めるくまーる）p.209
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と分かっていても、実際の経験としては、信じている事柄が現実
には起こらないように感じてしまいます。ヘブル人への手紙の著
者はこう書いています。「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に
見えないものを確信させるものです」（ヘブル11:1）。祈るとき、私
たちは「目に見えない」父とやり取りしています。それで、神の働
きの跡をたどれないことが多いのです。

でも、努力しても報われないように思えても、引きつづき祈っ
てください。なぜなら、星々を名づけた神によって、私たちの頭の
毛さえも、みな数えられているからです（マタイ10:30）。

神は私たちに、求め、捜し、叩くよう促しておられます（マタイ
7:7-8）。そもそも、私たちが祈るのは、神との関係があるからで
す。親が子どもと意思の疎通を図りたいと思うのと同じように、神
は私たちが神に語りかけることを望んでおられます。逆に、子ど
もが親と気持ちを通わせたいと思うのと同じように、私たちも、
神を知り、神に知られ、心の奥底にある本音を表したいと思いま
す（もしそう思わなかったとしても、そう思えたらいいなと思うで
しょう）。

しかし、すべてをご存じの神が、なぜ私たちに祈るように促さ
れるのか疑問に思うかもしれません。聖書には、神は、私たちが
願う前に、私たちの必要を知っておられると書かれています（マ
タイ6:8）。もちろん、祈ることによって、神の視点から何が重要な
のかを考えるという点で、私たちのためになります。でも、つきつ
めて考えると「なぜ祈るのか」という疑問の多くの部分は、なぞの
ままです。神の道はあまりにも高いので、私たちには理解できな
いのです（イザヤ書55:9）。

うちのネコは、病院に連れて行くとき、いつも不機嫌になって、
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爪を立てたり、ニャーニャー鳴いたりします。でも私は、良かれと
思ってしている計画についてネコに分かるようには説明できま
せん。同じように、神の道は私たちにはあまりにも高いので、神
の愛に満ちた計画は、私たちの理解を超えています。神の愛は、
人間には、残酷に見えることさえあります。

神は目に見えない方で、しかも神の道はあまりにも高いので、
私たちには助けが必要です。それで私たちも、イエスの弟子のひ
とりが言ったように「祈りを教えてください」（ルカ11:1）というお
願いから始めましょう。そうすれば、祈るための良い方法、悪い方
法を聖書の中に見つけることができるでしょう。
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第二章

祈るときに避けたいこと

人人間関係が損なわれたままで祈らない。イエスは、
もし祭壇の上に供え物をささげようとしていると
き、兄弟に恨まれていることを思い出したなら、

供え物はそのままにして、まず兄弟と仲直りをしなさい、と弟子た
ちに教えました（マタイ5:24）。ですから、私が同僚に思いやりの
ないことを言ったり、家族が私の気持ちを傷つけたりしたら、私
は、礼拝に行く前に仲直りをすべきです。もちろん、すべての人が
和解に応じるわけではありませんが（ローマ12:18）、それでも自
分から関係修復に努めるのです。たとえ相手の方が悪い場合で
も、礼拝で神に近づく前にそうすべきです（マタイ18:15）。
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他人から称賛を受けるために祈らない。イエスは、自分の善行
を見せて称賛を得るために、祈ったり、断食したり、献金したりす
る人々に対して、大変厳しい方でした。祈りの中心は神の偉大さ
にあるべきで、自分を高くすべきではありません。イエスは群衆
に「祈るときには、偽善者たちのようであってはいけません。彼ら
は、人に見られたくて会堂や通りの四つ角に立って祈るのが好き
だからです。まことに、あなたがたに告げます。彼らはすでに自分
の報いを受け取っているのです」（マタイ6:5）と教えました。みせ
びらかしたいから祈るというのは、動機が悪すぎます。世間体を
良くして自分の地位を上げたいために祈る人は、神から何も得ら
れません。人の称賛というかたちで、すでに報いを受け取ってい
るからです。

意味もなく長 と々祈ったり同じ言葉を繰り返したりしない。イエ
スはまた、人前で長々と祈ったり、同じ言葉をただ繰り返したりす
る人を批判なさいました（マタイ6:7）。それで「人前では短く、ひ
とりのときは長く」祈ることにすれば、間違いないでしょう。とはい
え、「祈りの中では書かれたものを読んではいけない」あるいは 

「前に祈ったことを繰り返し祈ってはいけない」という訳ではあ
りません。そう解釈してしまいそうですが、問題は、繰り返しとい
う部分ではなく「無意味に」という部分にあるからです。繰り返す
ことの危険は、頭がぼうっとして、自分が何を祈っているのか分か
らなくなってしまうところにあります。

何年もの間、私は祈るのが苦手でした。でも、ある年に参加し
たリトリートで、友人が1冊のノートをくれました。これに祈りを
書き出してみるよう勧められました。やってみると、それまでより 
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ずっと楽に、神との交わりに集中できる
ようになりました。

同じように感じている人はたくさん
います。聖書の詩の大部分を記した詩
篇作者たちが書き出した祈りは、神の
民によって集められました。これが今
日、詩篇として知られているものです。
このような祈りと賛美歌の歌詞は、的
確な言葉が見つからないときも大いに
助けてくれます。それで、あらかじめ書
かれた祈りや繰り返しを避けるよりも、
むしろ、心を込めずに呪文のように唱え
るだけになっていないかに注意すべきです。

詩篇には、人のあらゆる気持ちを表す、時代を超えた祈りの言
葉が収められています。神の偉大さに圧倒されているなら、詩篇
150篇に、神をほめたたえる方法が列挙されています。慰めを必
要としているなら、詩篇23篇は「主は私の羊飼い」（1節）であると
保証します。不正に怒りをおぼえているなら、詩篇2篇に、神に逆
らう国々のむなしさが書き記されています。

心ない言葉に傷つけられて悲嘆に暮れているなら、詩篇12篇
に、そのような嘆きが言い表されています。罪悪感に苦しんでい
るなら、詩篇51篇は、罪の告白です。おそらくダビデがバテ・シェ
バを汚したあとに書かれたものです。

主にどのように申し上げたらよいか分からないときは、詩篇を
見ると、うまく言えなかった言葉が見つかります。

「人前では短く、ひ
とりのときは長く」
祈ることにすれば、
間違いないでしょ
う。
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自分の必要のためだけに祈らない。パウロが生きていた1世紀
当時、ギリシヤ・ローマの世界では、キリスト教はとても不評でし
た。パウロは、キリストの福音を告げ知らせたために何度も逮捕
され、投獄されました。ある日、おそらくローマの刑務所で、明か
りのない監房に座っていると、ピリピの教会から、手紙と献金が
届きました。パウロはピリピの町で祈り場に集まった女たちから
始めて、教会を建て上げていました（使徒16:13-14）。それでパウ
ロは教会に書簡を認めました。それが新約聖書のピリピ人への
手紙です。その手紙の中でパウロは感謝の気持ちを書き表し、
自分が彼らのためにどのように祈っているか書きました。「私は 
祈っています。あなたがたの愛が真の知識とあらゆる識別力に
よって、いよいよ豊かになり、あなたがたが、真にすぐれたものを
見分けることができるようになりますように。またあなたがたが、
キリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリス
トによって与えられる義の実に満たされている者となり、神の御
栄えと誉れが現されますように」（ピリピ1:9-11）。パウロがピリピ
のクリスチャンたちの霊的必要に注意を払い、そして究極的には
神に栄光があるように、と言っていることにお気付きでしょうか。
祈りの優先順位の素晴らしい模範です。
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第三章

どのように祈るか

私私たちはイエスが祈られたことを知っています（例：
ヨハネ17章）。またイエスは弟子たちに祈るよう
教えました（ルカ11:1-4）。そして旧約聖書・新約

聖書を通じて、聖書記者たちは信者に祈るよう説いています。私
たちは祈りの働きがどういうものか正確には分かりませんが、神
の力、神のやさしさ、そして神が私たちに、ご自分に近づいて祈っ
てほしいと思っておられることを知っています。

福音書記者のルカは、ある日、イエスがある場所で祈りを終え
られた後、弟子のひとりが「『主よ。（バプテスマの）ヨハネが弟子
たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください』」と言っ
た、と記しています（ルカ11:1）。この言葉によって、最後の預言者
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であるヨハネが祈りを教えていたことを、弟子のひとりが認めて
います。

十二弟子はみなユダヤ人でした。彼らは詩篇をすっかり暗記
していました。 そして幼い頃から、安息日の祈りを口にしてい
ました。言葉が話せるようになったら毎日祈ることは、ユダヤ人
の生活の一部でした。特に文字が浸透する前はそうでした。しか
し、ユダヤ人の弟子たちも、どのように祈るべきかについての指
示を仰ぐ必要を感じていました。これを聞いて勇気づけられない
でしょうか。なぜなら、祈りにおいて成長することは、生涯かけて
追求していくものだからです。何十年も祈ってきた人でも、神と
有意義な交わりを完全に習得してはいません。

「どのように」祈るべきかという質問に対するイエスの答え
は、二千年後の私たちのためにもなります。主の最も有名な祈り
によって、私たちは、祈りに関する洞察と方向性を得られます。で
すから、イエスの最も有名な祈りを、詳しく調べていきましょう。

私たちの父に祈る。私が成人してから、地元の子のひとりが、
私の父を見て良い父親とはどんなものなのか分かった、と言って
くれました。このように、地上の父を見て、天の父がどのような方
であるか想像できることが多いと思います。

私の父は、夜、私たちが眠りにつくまでチターを弾きながら 
歌ってくれました。父は私たち兄弟や友達をキャンプやカヌーに
連れて行ってくれました。キャンプで泥にはまってしまったとき
は、引き上げてくれました。イースターの夜明けには、「主はよみ
がえりぬ」を力いっぱい歌うよう教えてくれました。

父は母を愛し、結婚65周年を迎えた年に父が亡くなるまで連
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れ添いました。90歳になっても、貧しい人たちを助けるボラン 
ティアをしていました。父は、正しくしっかり生きるとはどういうこ
とかを見せてくれました。イエスは群衆に言いました。「してみる
と、あなたがたは、悪い者ではあっても、自分の子どもには良い
物を与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天に
おられるあなたがたの父が、どうして、求める者たちに良いもの
を下さらないことがありましょう」（マタイ7:11）。

  彼らは詩篇を覚えていた。
イギリスの神学者、N.T.ライトは『詩篇の場合』の中でこう書いて
います。「詩篇は賛美歌集であり、イエスと弟子たちは詩篇をそら
んじていただろう。電子機器が普及して、記憶に頼る必要が少なく
なっている現代でさえ、私たちの大多数は、子ども時代・10代の
頃に流行った歌を覚えている。イエスとその当時の人々は、詩篇
を隅から隅まで知っていたはずである。パウロは幼い頃から、詩
篇の祈りを祈り、詩篇の歌を歌っていたと考えられる。イエスは自
らの使命と召命について理解し、パウロはイエスの唯一無二の御
業について信じ、また理解するようになったが、いずれも、詩篇に
よって形作られた世界の中で信じ、理解した。特筆すべきことに、
今日、詩篇によって形作られた世界は、私たちに開かれている。」

印刷機が発明される前、資産家たちは詩篇の写しを作らせて、毎
日それを使って祈りました。しかし活版印刷が発明されて、祈祷書
が手に入れやすくなると、日々詩篇を読む習慣はとって代わられ
ました。詩篇は150篇から成っており、一篇はそれほど長くありま
せん。詩篇を毎日読むという古代の習慣に倣ってみてはどうでしょ
う。
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私たちの天の父は、最高の父です。私の父よりもずっと良い方
です。そして、イエスは主に祈るとき「私たちの父よ」という言葉か
ら始めました（マタイ6:9）。「私たちの」という言葉に注目してくだ
さい。これは、神に従う者はみな兄弟姉妹であるということです。
同じ父を持つ、家族の一員です。ですから、家族として祈り合いま
す。

三位一体の第一格「父」について言えば、男性でも人間でもあ
りません。「父」という言葉は、もっとも慕われていて親密な表現
ではありますが、比喩にすぎません。私の友人でクリスチャン作
家のバーブ・ペイルは、キリスト以前には民は、彼らの国を造っ
た創造主なる父として神を見ていたが、自分個人の父とは見て
いなかったと言います。それで、イエスのように祈る人は誰もい
なかったのです。イエスは、父との親密な関係を弟子たちにも勧
めました。そして弟子たちに、自分と同じように神に向かって父と
語りかけるように勧めました。父の家族に属する者として、私たち
は神との親密な関係を持っています。

イエスの名によって祈る。私たちは祈るとき最後に「イエスの
御名によって、アーメン」と言います。使徒ヨハネは、イエスが弟
子たちにこう約束されたことを記録しています。「またわたしは、
あなたがたがわたしの名によって求めることは何でも、それをし
ましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです」（ヨハネ
14:13）。でも、イエスの御名によって祈るとはどういう意味でしょ
うか。

以前、会社で働いていたとき、私の上司は嫌々中国に行くこと
になりました。その命令を持ってきたのは社長秘書でした。秘書
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は私の上司よりも位が下でしたが、社長の名によって語るとき
は、権威を持っていたのです。

同様のことが、イエスの御名によって祈る場合にも言えます。
私たちの願いを「イエスの御名によって」祈ることによって、私た
ちは自分の力によるのではなく、天と地のすべての権威をお持
ちの方の御名によって祈るのです。もちろん、イエスがご自分の
御名によって祈るように言われたときは、ただ無意味に「イエス
の御名によって」と最後につけるようおっしゃったのではありま
せん。その言葉によってすべての願いが天の父のお墨付きを得
られるものでもありません。むしろ、天の父の栄光がイエスの御
名によって祈ることの究極の目的です。それで、私たちの生活と
祈りは、父に誉れを帰するものでなければなりません。

聖霊によって祈る。でも、神に栄光を帰する方法が分からない
ときはどうでしょう。私の父が死の床にあったとき、生きつづける
ことと、天に召されることのどちらを祈ればよいか迷いました。

私には全知という性質が備わっていないので、答えは分かり
ませんでした。神のみこころが分からないとき、みこころを祈る方
法が分かりませんでした。

答えは、三位一体の第三格である聖霊から与えられました。こ
の種の疑問はいつもこのように答えられます。使徒パウロはロ
ーマの教会に、私たちはみな、贖われることを待ち望んでうめく
と書いています。つづいてパウロはこう記しています。「御霊も同
じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちは、どの
ように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が、言い
ようもない深いうめきによって、私たちのためにとりなしてくだ
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さいます」（ローマ8:26-27）。私たちにとりなしてくださる助け手
がいると知れば、なんと安心でしょう。私たちの祈りは完璧でなく
てもよいのです。なぜなら、すべてをご存じの聖霊が私たちとと
もに祈ってくださるからです。言葉にならない深いうめきを発し
てくださるのです。聖霊は私たちの気持ちを分かっておられます
し、父なる神のみこころもご存じです。そして聖霊は父と私たちと
の間の溝を埋めてくださいます。ですから、自分の必要・望み・苦
悶を言葉で神に伝えきれないと心配する必要はまったくないの
です。聖霊は私たちの弱点を補ってくださいます。

確信をもって神に近づく。イエスは肉体をもって地上に来られ
たので、空腹や家がないこと、裏切られ傷つけられること、そして
殺されることすら、実体験をもってご存じです。ですからイエス
は、人間に共感できる方です。ヘブル人への手紙の書き手は、こ
のように述べています。「私たちの大祭司は、私たちの弱さに同
情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべ
ての点で、私たちと同じように、試みに会われたのです」（ヘブル
4:15）。

そして、以下のような勧めで締めくくり、父なる神に語りかける
ことを学んでいる私たちに大きな慰めを与えてくれます。「です
から、私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりに
かなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうで
はありませんか」（16節）。

絶えず祈る。ギリシヤの港町であるテサロニケには、パウロに
よって設立された教会がありました。のちにパウロはテサロニケ
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の仲間たちに手紙を書き、「絶えず祈りなさい」と教えました（Iテ
サロニケ5:17）。「間隔を空けずに」と訳すことができるこの言葉
は、パウロの時代には、執拗な軍事的攻撃やしつこい咳を描写す
るために使われた、と神学者のスティーブン・コールは述べてい
ます。誰も毎日毎秒祈りつづけることはできません。でもしつこく
祈ることならできます。

ですから、「今日の分のお祈りは終わった」とやめてしまうので
はなくて、私たちを愛してくださる方と、常に会話しつづけましょ
う。朝目覚めたら、神に呼びかけます。朝日を見るとき、神を礼拝
します。朝食のときには与えられた食事に感謝します。仕事が与
えられていることに感謝し、仕事に携わるために必要な能力を求
めます。自分が愛に富む者となり、福音を伝えるために用いられ
るように祈ります。壊れてしまった人間関係について嘆きます。車
を運転しながら往来について神に語りかけます。

夕べには、どのように時間を過ごすべきかについて神の助言
を求めます。家族に対して辛抱強くありつづけることができるよ
う助けを求めます。友人を慰めるために電話するときには、神が
用いてくださるようにお願いします。ニュースを見て、政府のため
に祈ります。起きている間中、神を自分の生活に招き入れるので
す。そして眠りにつくときには、神の恵みを数え上げ、眠れないと
きには、心配事を神にお預けします。

目をさまして、感謝をもって、たゆみなく。パウロはエペソ に2
年間住みました。現在はトルコに廃墟が残っているだけですが、
当時は小アジヤの活気に満ちた大都市でした。そこから200キロ
近く離れたところにコロサイがありました。貿易の中心地として
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栄えていました。パウロの友人のエパフラスがそこに教会を始め
たようです（コロサイ1:7、4:12-13）。エパフラスはパウロと働くた
めに旅をしました。そして、教会の発展についてパウロに報告し
ました。パウロはコロサイの教会へ手紙を送りました。その手紙
の中に、神に語りかけることについての教えがぎっしり詰まった1
行があります。「目をさまして、感謝をもって、たゆみなく祈りなさ
い」（コロサイ4:2）。

たゆみなく祈る、つまり祈りに専心するとは、時間を取り分け、
いつでも祈れるように準備ができていることです。私の友人が飼
っている犬は彼女を慕っています。敷物の上で横になっていると
きも、飼い主から視線を離さず、彼女がリードに手をかけた瞬間
に飛び起きる準備ができています。これこそ専心です。パウロが
使った「たゆまず」という言葉は、波止場に泊まっていて、いつで
も出航できる船を描写するために使われました。

パウロは、コロサイのクリスチャンへの勧めで、感謝の心を持
つよう思い出させています。感謝がなければ、祈りは単なるショッ 
ピング・リストに成り下がってしまいます。食べ物が欲しい、壊れ
た家電が動いてほしい、なくした鍵を見つけたい、といった日常

  エペソは、キリスト教世界の最初期の教会のひとつでしたが、
神は使徒ヨハネの手紙を通してエペソの信者たちに警告しまし
た。「悔い改めることをしないならば、わたしは、あなたのとこ
ろに行って、あなたの燭台をその置かれた所から取りはずして
しまおう」（黙示録2:5）。これは、教会がもはや神の真理のあか
し――光――ではなくなってしまったことを指しています。そして
まさに、エペソの教会は、なくなって久しいのです。
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的な願い事。また、よい交わりや誘惑に負けないための助け、人
々が福音に心を開いてほしいなど信仰面の願い事。神と私たち
とのやりとりは、私たちの感情や心の表現を網羅します。神への
賛美から、悲嘆、告白、自分の願い、他の人のための嘆願まで、祈
りには、あらゆる感情と必要が込められています。

それでも、私たちの祈りが、受けたいものに対する願いだけ
で、受けたものに対する感謝に欠けているなら、私たちは、神を
自動販売機と勘違いしています。従順という「代金」を投入する代
わりに、故障した車が直ったり、自分の子が健康でいたりすること
を期待します。期待通りにならないと、「あんなに祈ったのに」と
腹を立てることさえあります。感謝の気持ちを持つことによって、
私たちは、受けて当然という感覚を、もったいないほどすでに多
くを受けているという気持ちに変えることができます。

ときには言葉によらずに祈ってみる。神に語りかけることに加
えて、祈りには沈黙も含まれます。立っていても、座っていても、 
どのような姿勢でもかまいません。神の前で、心を静め、神の臨
在を待ち望むことです。ダビデ王は多くの詩や歌を書きました。
これは詩篇の中に収められている一例です。「私のたましいは 
黙って、ただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ」（詩篇
62:5）。詩篇の別の部分には、神がお持ちの力について書かれて
います。主なる全能の神は「地のはてまでも戦いをやめさせ、弓
を折り、やりを断ち、戦車を火で焼かれる。『静まって、わたしこそ
神であることを知れ。わたしはもろもろの国民のうちにあがめら
れ、全地にあがめられる』」（詩篇46:9-10　口語訳）。

私は娘に「祈ることしかできないわ」と言いました。あたかも
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何もないよりまし、のような言い方で
した。でも、私は間違っていました。祈
りは、宇宙の中で一番力をお持ちの
方に語りかけることです。19世紀の牧
師、E.M.バウンズは、祈りについて9冊
の本を書きました。バウンズは、いみじ
くも次のように描写しています。「（祈り
の部屋は）教会の戦場であり、要塞であ
る。つまり超自然的で壮烈な戦いの場
である。祈りの部屋は、クリスチャンと
教会の必要の供給源であり、そこから
切り離されることは、退却と完全な失敗
以外の何物でもない。働きに注ぐ精力、
自分自身を抑えること、恐れから解放さ
れること、すべての霊的な成果や恵み

は、祈りによって促進される」
父なる神と子なる神、そして聖霊――三位一体の神――が私

たちの祈りをとりなしてくれます。私たちの祈りは、愛に満ちた全
能なる天の父に向けられています。そして私たちは、聖霊の助け
を得て、御子のとりなしを通して、御子の御名によって父なる神
に祈ります。ですから、王の恵みの御座に大胆に近づき、弟子た
ちとともに、「主よ、私たちに祈りを教えてください」と願い出ま 
しょう。

私たちの祈りが、受
けたいものに対す
る願いだけで、受け
たものに対する感
謝が欠けているな
ら、私たちは、神を
自動販売機と勘違
いしています。



「デイリーブレッド」
日々聖書に親しみ、神と交わるひとときの
手助けをするデボーション誌。
季刊冊子の定期送付、メール、ウェブサイ
ト、アプリでお読みいただけます。

詳しくはウェブサイトをご覧
ください。
https://japanese-odb.org/

デイリーブレッド社が発行する 
冊子およびコンテンツのご案内

毎週、一部を手話動画にしてお届けしています。 
https://www.youtube.com/channel/
UCSsW1QrPw7Tj5aPSP2Kg0Yg

多言語対応アプリのダウンロード
はこちらから

電話でもお届けしています。
06-6622-1870

https://japanese-odb.org/
https://www.youtube.com/channel/UCSsW1QrPw7Tj5aPSP2Kg0Yg
https://www.youtube.com/channel/UCSsW1QrPw7Tj5aPSP2Kg0Yg
https://itunes.apple.com/us/app/our-daily-bread/id437496538
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rbc.odb


「探究の書シリーズ」

「自分らしく生きるシリーズ」

人生で直面するあらゆるテーマに
ついて聖書がどう語っているかをと
もに考えます。
https://japanese-odb.org/ds/

自分らしさを発見して、育てていきま
せんか。
そのヒントを聖書からお伝えします。
https://japanese-odb.org/lal/

https://japanese-odb.org/ds/
https://japanese-odb.org/lal/


NN698

約3分間静まって主に心を向けましょう。

※電話料金はご利用者様のご負担になります。

デイリーブレッド 
電話配信

06-6622-187006-6622-1870
約3分間静まって主に心を向けましょう。

デイリーブレッドへのお問い合わせは、近くの下記事務所、もしくは、 
https://japanese-odb.org/locations/までお願いいたします。

Japan: 有限会社デイリーブレッド 〒540-0004 大阪市中央区玉造2-26-47 OCC内 
USA: Our Daily Bread Ministries, PO Box 2222, Grand Rapids, MI 49501-2222, USA

Singapore: Our Daily Bread Ministries Asia Ltd, 5 Pereira Road 0000007-01  
Asiawide Industrial Building, Singapore 368025

当社の冊子は非売品です。デイリーブレッドの働きは、特定の教会や教団の支援によ
るものではありません。読者のみなさまが、精一杯の献金をしてくださることによって、
私たちは人生を変える聖書の英知を伝えつづけることができます。

japanese-odb.org




