
HOW DO I PRAY? 

How can we pray for our lost friends and family? 
What should we ask for our Christian brothers 
and sisters? Should we pray for ourselves? We 
can freely ask God  anything. Special words or 
phrases do not strengthen our prayers. But on a 
practical level, the Bible gives us wonderful 
examples of prayers for the lost, Christians, and 
ourselves. Use the following verses to help you 
know what to pray for. 


Prayers for non-Christian:  “... my heart’s 
desire and prayer to God for them is that they 
may be saved.” (Romans 10:1) 
	 “I will sprinkle clean water on you, and you 
shall be clean from all your uncleannesses, and 
from all your idols I will cleanse you. And I will 
give you a new heart, and a new spirit I will put 
within you. And I will remove the heart of stone 
from your flesh and give you a heart of flesh. And 
I will put my Spirit within you, and cause you to 
walk in my statutes and be careful to obey my 
rules.” Ezekiel 36:25-27

	 “…  The Lord opened her heart to pay 
attention to what was said by Paul.” Acts 16:14

	 See also: Ezekiel 11:19-20; Deuteronomy 
30:6, and 2 Timothy 2:25-26.


Prayers for Christians:  “... always struggling 
on your behalf in his prayers, that you may 
stand mature and fully assured in all the will 
of God.” (Colossians 4:12) 
	 “…  that according to the riches of his 
glory he may grant you to be strengthened with 
power through his Spirit in your inner being, so 
that Christ may dwell in your hearts through faith
—that you, being rooted and grounded in love, 
may have strength to comprehend with all the 
saints what is the breadth and length and height 
and depth, and to know the love of Christ that 
surpasses knowledge, that you may be filled with 
all the fullness of God.” Ephesians 3:16-19


どのように祈ればいい？ 

私達はどのように失われている友達や家族のために
祈ることが出来ますか？クリスチャン兄弟姉妹のた
めに、何をお願いするべきでしょうか？私達自身の
ためにも祈るべきですか？私達は神様に自由にどん
なことでもお願いすることが出来ます。特別な言葉
やフレーズが、私達の祈りを強めるわけではありま
せん。しかし、聖書は私たちに、失われている人た
ち、クリスチャン、そして私達自身のために祈る素
晴らしい例を与えてくれています。 以下の聖句を通
して、どのように祈るか学んでみましょう。 

  

ノンクリスチャンのための祈り：「私が心の望みと
し、また彼らのために神に願い求めているのは、彼
らの救われることです。」（ローマ10:1）  
• エゼキエル書36:25~27「わたしがきよい水をあ
なたがたの上に振りかけるそのとき、あなたが
たはすべての汚れからきよめられる。わたしは
すべての偶像の汚れからあなたがたをきよめ、
あなたがたに新しい心を与え、あなたがたのう
ちに新しい霊を授ける。わたしはあなたがたの
からだから石の心を取り除き、あなたがたに肉
の心を与える。わたしの霊をあなたがたのうち
に授け、わたしのおきてに従って歩ませ、わた
しの定めを守り行なわせる。」 


• 使徒の働き16:14「テアテラ市の紫布の商人
で、神を敬う、ルデヤという女が聞いていたが、
主は彼女の心を開いて、パウロの語る事に心を
留めるようにされた。」 


• そして、エゼキエル書11:19~20、申命記30:6、
第二テモテ2:25~26 


クリスチャンのための祈り：「...  いつも、あなた
がたが完全な人となり、また神のすべてのみこころ
を十分に確信して立つことができるよう、あなたが
たのために祈りに励んでいます。」（コロサイ
4:12） 
• エペソ3:16~19「どうか父が、その栄光の豊か
さに従い、御霊により、力をもって、あなたが
たの内なる人を強くしてくださいますように。
こうしてキリストが、あなたがたの信仰によっ
て、あなたがたの心のうちに住んでいてくださ
いますように。




• “And so, from the day we heard, we have not 
ceased to pray for you, asking that you may 
be filled with the knowledge of his will in all 
spiritual wisdom and understanding, so as to 
walk in a manner worthy of the Lord, fully 
pleasing to him, bearing fruit in every good 
work and increasing in the knowledge of 
God. May you be strengthened with all 
power, according to his glorious might, for all 
endurance and patience with joy, giving 
thanks to the Father, who has qualified you to 
share in the inheritance of the saints in light.” 
Colossians 1:9-12


• See also: Ephesians 1:17-19, Philippians 
1:9-11, 1 Thessalon ians 3:12-13, 1 
Thessalonians 5:23-24, 2 Thessalonians 
2:16-17, and Hebrews 13:20-21.


Prayers for yourself:  
“Brothers, pray for us.” (1 Thessalonians 5:25) 
• “… praying at all times in the Spirit, with all 

prayer and supplication. To that end keep 
a ler t wi th a l l perseverance, making 
supplication for all the saints, and also for 
me, that words may be given to me in 
opening my mouth boldly to proclaim the 
mystery of the gospel, for which I am an 
ambassador in chains, that I may declare it 
boldly, as I ought to speak.” Ephesians 
6:18-20


• "Continue steadfastly in prayer, being 
watchful in it with thanksgiving. At the same 
time, pray also for us, that God may open to 
us a door for the word, to declare the mystery 
of Christ, on account of which I am in prison
—that I may make it clear, which is how I 
ought to speak.” Colossians 4:2-4


• また、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあな
たがたが、すべての聖徒とともに、その広さ、
長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解す
る力を持つようになり、人知をはるかに越えた
キリストの愛を知ることができますように。こ
うして、神ご自身の満ち満ちたさまにまで、あ
なたがたが満たされますように。」 


• コロサイ1:9~12「こういうわけで、私たちはそ
のことを聞いた日から、絶えずあなたがたのた
めに祈り求めています。どうか、あなたがたが
あらゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみ
こころに関する真の知識に満たされますように。
また、主にかなった歩みをして、あらゆる点で
主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、
神を知る知識を増し加えられますように。また、
神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって
強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また、光の
中にある、聖徒の相続分にあずかる資格を私た
ちに与えてくださった父なる神に、喜びをもっ
て感謝をささげることができますように。」 


• そして、エペソ1:17~19、ピリピ1:9~11、第一
テサロニケ3:12~13、第一テサロニケ5:23~24、
第二テサロニケ2:16~17、ヘブル13:20~21 


自分自身のための祈り：「私たちのためにも祈って
ください。」（第一テサロニケ5:25）  
• エペソ6:18~20「すべての祈りと願いを用い
て、どんなときにも御霊によって祈りなさい。
そのためには絶えず目をさましていて、すべて
の聖徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈
りなさい。また、私が口を開くとき、語るべき
ことばが与えられ、福音の奥義を大胆に知らせ
ることができるように私のためにも祈ってくだ
さい。私は鎖につながれて、福音のために大使
の役を果たしています。鎖につながれていても、
語るべきことを大胆に語れるように、祈ってく
ださい。」 


• コロサイ4:2~4「目をさまして、感謝をもって、
たゆみなく祈りなさい。同時に、私たちのため
にも、神がみことばのために門を開いてくださっ
て、私たちがキリストの奥義を語れるように、
祈ってください。この奥義のために、私は牢に
入れられています。また、私がこの奥義を、当
然語るべき語り方で、はっきり語れるように、
祈ってください。」    



