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英国教会 コモン・ワーシップ 代祷（私訳） 
Forms of Intercession - Common Worship 

代祷式文 (1) 
* 初めに会衆に短い指示があってもよい。各祈りの間に題目を加えてもよく、ひとまとまりのものとして

続けてもよい。全ての祈りを使う必要はない。示された箇所で特定の個人の名前を加えてもよい。適当な

箇所で式文にある応答を用いてもよい。結びで黙祷してもよく、特祷や他の結びの言葉を唱えてもよい。 

聖霊の力にたより、またキリストとともに 
御父に祈りましょう 
全能の神、天におられるわたしたちの父よ 
あなたは、信仰を持って祈るとき、それを聞いてくださると 
み子イエス・キリストを通して約束されました 
わたしたちの主教（…）とキリストに仕える主の全公会を強め 
み名を呼ぶ者を主の真理の内に結び合わせ 
主の愛にあって共に生き、主の栄光をこの世に現す者とならせてください 
わたしたちの女王エリザベスを祝福し、導いてください 
すべて公務に携わる人に知恵を与え 
この国と、すべての国を、正義と平和の道に導いてください 
互いに尊敬する心を与え 
すべての人の益となることを求めさせてください 
わたしたちと家族、友人とすべての隣り人に恵みを与え 
互いに仕え合うことにおいてキリストに仕えることができるように 
また、キリストがわたしたちを愛してくださるように 
愛することができるようにしてください 
体、心、霊において苦しむすべての人々（ことに…）を慰め、癒し 
その困難を生きる勇気と希望を与え、主の救いの喜びに導いてください 
祈りに覚えるキリストを信じて世を去った人々（ことに…）を顧み 
み言葉の通り、ともに永遠のみ国にあずからせてください 
主のすべての聖徒たち（ことに…）との交わりの内に喜びつつ 
あなたの確かな愛にわたしたちと全被造物を委ねます 
* 黙祷してもよい。特祷または他の結びの言葉を唱えてもよい。 
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代祷式文 (2) 
* 初めに会衆に短い指示があってもよい。示された箇所で具体的な題目を加えてもよく、ひとまとまりの
ものとして続けてもよい。適当な箇所で式文にある応答を用いてもよい。 
* 太字は会衆が唱える。 

聖霊の力にたより、またキリストとともに 

御父に祈りましょう 

すべてを造り、守られている神よ 

様々な困窮のなかにある人々のために祈ります 

主の道を世に知らしめ 

救いのみ摂理をすべての民の間に示してください 

(*応答) 

公会の善き営みのために祈ります 

キリスト者であると告白するすべての者が 

霊の一致、平和のきずな、生活の義において信仰を保ち 

真理の道に入ることができますように 

主の善き聖霊によってわたしたちを導き、治めてください 

(*応答) 

心と体と暮らしの上で苦しみ、悩むすべての人を 

御父の善きみ手に委ねます 

困窮の中で慰めと安心を与え 

災いの中で忍耐を与え 

すべての苦しみの中から幸いをもたらしてください 

(*応答) 

キリストの平和にあって世を去った人々を覚え 

主に信じたすべての人々のゆえにみ名を讃えます 

彼らとともに聖徒たちとの交わりの内に喜びます 

(*応答) 

このすべてをイエス・キリストのいさおによってお願いいたします 

アーメン 
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代祷式文 (3) 

* この式文は途中で言葉を加えずにひと続きのものとして用いる。適当な箇所で式文にある応答を用いて
もよい。ただし、そうすることが望ましいのであれば、礼拝式文にある応答を含めてもよい。祈りを始め
る前に会衆に短い指示があってもよい。つねに全てのパラグラフを用いる必要はない。 

聖霊の力に頼り、またキリストとともに、御父に祈りましょう 

永遠に生きておられる全能の神よ、あなたは、すべての人のために祈祷、嘆願を為し、感
謝を献げることを、聖なる使徒によって教えられました。み前にお献げするこれらの祈り
を、どうか深い憐れみをもってお受けください。公会に真理と一致と友和の霊を絶えず吹
き込んでください。そしてみ名を呼ぶすべての者が、聖なるみ言葉の真理において心を共
にし、一つとなって、神の愛に生きることができるようにしてください。 

すべての国の民を正義と平和の道に導いてください。すべての王と支配者を教え、主の民
が彼らのもとで敬虔と平穏の内に治められるようにしてください。主の僕、わたしたちの
女王エリザベスとその下で公務に携わるすべての者が、事実に即して偏りなく正義を行い、
不正と悪が罰せられ、また主の真の信仰と徳が守られるようにしてください。 

ああ天の父よ、すべての主教、ことに主の僕であるわたしたちの主教（…）と司祭、執事
に恵みを与え、その行いと教えによって、真の生きたみ言葉を示し、正しく定められた通
りに主の聖なる典礼を執り行えるようにしてください。 

主よ、どうか、主の福音を国々に伝えるために労苦している者を導き、その働きを盛んに
してください。すべての教育と学びの場を聖霊によって照らし、世の全体を主のまことの
知識で満たしてください。 

天のみ恵みを、すべての主の民、ことにここに集う会衆に与え、従順な心と敬いの念をも
って聖なるみ言葉を聞いて受けとめ、主の聖と義に生涯にわたって真に仕えていくことが
できるようにしてください。 

ああ主よ、どうか主の慈しみを示し、この束の間の生にあって、悩み、悲しみ、困窮、病
気、その他の災いの内にあるすべての人々に慰めを与え、み手をさしのべてください。 

ああ主よ、主への信仰と畏れをもってこの世から去ったすべての僕を、主の慈悲深い守護
に委ねます。み言葉のとおり、彼らに安らぎと光明と平安をお与えください。 
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わたしたちは、主が恵みを与えるための器として選び、幾世代にもわたって世の光となっ
た主のすべての聖徒たちのゆえに、限りない賛美と心からの感謝を献げます。どうか、彼
らとの交わりの内に喜び、彼らの善き模範に倣って、彼らとともに天のみ国にあずかるこ
とができますように。 

御父よ、わたしたちの唯一の仲保者であり弁護者であるイエス・キリストのいさおによっ
て、この願いをかなえてください。 

アーメン



日本聖公会横浜教区 パウロ眞野玄範 

代祷式文 (4) 

* 結びで黙祷してもよい。または特祷または他の結びの言葉を唱えてもよい。 

* 太字は会衆が唱える。 

聖霊の力に頼り、またキリストとともに、御父に祈りましょう 
わたしたちの神、主よ、祈りをお聞きください 
よき主よ、お聞きください 

主の公会を治め、導いてください 
愛と真理で満たし、み心である一致をお与えください 
よき主よ、お聞きください 
全世界で福音を宣べる大胆さをお与えください 
そして、すべての国の民を主の弟子にしてください 
よき主よ、お聞きください 
主教（…）とすべての聖職の心をみ光で照らし、み言葉の知識を与え、悟らせ 
その教えと行いにより、み言葉を宣べ伝えさせてください 
よき主よ、お聞きください 
主の民に恵みを与え、み言葉を聞いて悟ることを得させ 
聖霊の実を結ばせてください 
よき主よ、お聞きください 
すべて誤りをおかした人、欺かれた人を、まことの道に導いてください 
よき主よ、お聞きください 
心を弱らせている人を立たせ、慰め、助ける者、倒れた人を起こす者を強めてください 
そして、ついにはサタンをわたしたちの足の下に打ち伏せてください 
よき主よ、お聞きください 
国々の指導者を平和と正義の道に導いてください 
よき主よ、お聞きください 
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主の僕であり、わたしたちの女王であるエリザベスを守り、強めて 

彼女が、主を信頼し、主の誉れと栄光を求めるようにしてください 
よき主よ、お聞きください 
議会の最高法院とすべての国務大臣に知恵と理解を与えてください 
よき主よ、お聞きください 
法の執行者を祝福し、彼らに正義と公正と真理を守らせてください 
よき主よ、お聞きください 
主の栄光とすべて被造物の益のために地の産物を用いる心を与えてください 
よき主よ、お聞きください 
主の民を祝福して、これを守ってください 
よき主よ、お聞きください 
孤独な人、家族を失った人、虐げられている人を助け、慰めてください 
主よ、憐れみをお与えください 
旅する人、危難にさらされているすべての人に安全を与えてください 
主よ、憐れみをお与えください 
心身に病を持つ人を癒し、家のない人、糧のない人、貧しい人を養ってください 
主よ、憐れみをお与えください 
囚人、捕虜、すべて困難の中にある人に情けをお示しください 
主よ、憐れみをお与えください 
わたしたちの敵対者、迫害者、中傷者を赦し、彼らの心を変えてください 
主よ、憐れみをお与えください 
信仰を告白した者も、信仰を主にのみ知られている者も 
わたしたちが祈りに覚えるキリストの平和にあって世を去った人々を顧みてください 
そして、ともに永遠のみ国にあずからせてください。 
主よ、憐れみをお与えください 

* 黙祷してもよい。特祷または他の結びの言葉を唱えてもよい。 
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代祷式文 (5)  

* 結びで黙祷してもよい。または特祷または他の結びの言葉を唱えてもよい。 

* 太字は会衆が唱える。 

聖霊の力にたより、またキリストとともに 

御父に祈りましょう 

全世界の平和のため 

神の聖なる公会のため 

すべての人の一致のために 

主に祈りましょう 

主よ、憐れみをお与えください 

わたしたちの主教（…）のため 

姉妹教会の指導者たちのため 

すべての聖職と人々のために 

主に祈りましょう 

主よ、憐れみをお与えください 

わたしたちの女王エリザベスのため 

国々の指導者とすべて公務に携わる人のために 

主に祈りましょう 

主よ、憐れみをお与えください 

この共同体のため 

すべての都市、町、村のため 

そこに住むすべての人々のために 

主に祈りましょう 

主よ、憐れみをお与えください 

天候に恵まれますように 

豊かな収穫が与えられ 

すべての人で分かち合えますように 

主に祈りましょう 

主よ、憐れみをお与えください 
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陸路、空路、海路を旅する人のため 

病気の人、災いの中にある人のため 

（ことに…） 

囚人と捕虜のために 

安全と健康と救いが与えられますように 

主に祈りましょう 

主よ、憐れみをお与えください 

あらゆる苦痛、争い、困窮からの救いを求め 

わたしたちの罪と背きが赦されますように 

主に祈りましょう 

主よ、憐れみをお与えください    

主を信じて世を去ったすべての人々（ことに…）を覚え 

（…と）すべての聖徒たちとの交わりの内に 

わたしたちは互いに対して身を捧げ 

生活のすべてをわたしたちの神、キリストにお献げします 

ああ主よ、あなたにお献げします 

* 黙祷してもよい。または特祷または他の結びの言葉を唱えてもよい。 
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代祷のための特祷、その他の結びの言葉 

１． 天の父よ 
あなたはみ子イエス・キリストを通して約束されました 
み子のみ名によって集まり、そのみ心に従って祈るとき 
み子はわたしたちの間におられ、祈りをきいてくださることを 
愛と憐れみによって願いをかなえてください 
あなたの最も善い賜物をお与えください 
それは、唯一の真の神であるあなたと 
あなたのみ子、わたしたちの主イエス・キリストを知ることです 
アーメン 

２． わたしたちが祈るとき、主よ、共にいてください 
道を示し、救いにあずからせてください 
この死に定められた人生の移ろいと危難のなかで 
あなたの恵み深い助けによっていつも守られますように 
わたしたちの主イエス・キリストによって 
アーメン 

３． すべての知恵の源である全能の神よ 
あなたはわたしたちが求める前から必要なものを知り 
なにを願えばよいのか分からないことをご存知です 
わたしたちの弱さを憐れみ 
それに価しないために敢えて願いえないものを 
また無分別のために求められないものを、得させてください 
あなたのみ子、わたしたちの主イエス・キリストの 
いさおによってお願いいたします 
アーメン 

※ 諸祈祷 46. 随時に用いる祈り(3) 

４． 全能の神よ 
あなたは、み子の名によって祈る人の願いを 
聞いてくださると約束されました 
信仰をもって願ったことを得させてください 
わたしたちの主イエス・キリストによってお祈りします 
アーメン
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５． 全能の神よ 

あなたは聖霊によって 
わたしたちを天と地にある聖徒たちと一つにされました 
地上での信仰の旅路において 
この愛と祈りの交わりによって常に支えてください 
聖徒たちによるみ力と憐れみの証に包まれていることを悟らせてください 
わたしたちの主イエス・キリストによって 
アーメン  

６． すべての人を天の都にお連れください 
幾千もの天使が喜びに満ちて集うところに 
主の初子の集まりに 
完全な者とされた聖徒たちの霊のもとに 
新しい契約へ執りなされるイエスのもとに 
平和を約束する、ふりまかれた血のもとに 
わたしたちをお連れください 
憐れみ深い父よ、これらの祈りをお聞きください 
あなたのみ子、わたしたちの救い主イエス・キリストの 
いさおによってお願いいたします 
アーメン 

７． 主よ、早めてください 
人々が、東から西から、また南から北から来て 
み国で宴会の席に座わる日を 
栄光に包まれたみ子にまみえる日を 
憐れみ深い父よ、早めてください 

８． 今、心をひとつに共同の嘆願をなす恵みを与えられた万能の神よ 
あなたは、二人または三人がみ名によって集うとき 
願いをかなえてくださると約束されました 
ああ主よ、どうぞ今、しもべたちの望みと願いを 
それらに最もふさわしいように、成らせてください 
今の世にあっては、主の真理を悟らせ 
来る世にあっては、永遠の命をお与えください 
アーメン 

※諸祈祷 46. 随時に用いる祈り(6)  聖クリソストムの祈り 
 


