
コロサイ1:9-14でも真理に満ちた祈りが続きます。パウロとテモテは自分達がいかにコロサ

イの教会のために祈っているのかを書いています。 
 
グループでコロサイ1:9-14を朗読しましょう。 
 
9,こういうわけで、私たちも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

ついての知識に満たされますように。 
10,また、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良いわざのうちに実を

結び、神を知ることにおいて成長しますように。 
11,神の栄光の支配により、あらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し、寛容で

いられますように。 
12,また、光の中にある、聖徒の相続分にあずかる資格をあなたがたに与えてくださった御

父に、喜びをもって感謝をささげることができますように。 
13,御父は、私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してください

ました。 
14,この御子にあって、私たちは、贖い、すなわち罪の赦しを得ているのです。 
 
なんと真理に満ちた、力強い祈りでしょうか！日々、この祈りを模範とする祈り方は数ある

祈り方の中でも特に良い祈りと言えます。この祈りを通してパウロが神様にお願いしている

祈りはグループ内でお互いの為に、まだクリスチャンでない家族や友人の為の祈りに最適で

す。 
 
この聖書箇所をいくつかに分けて、全体で(または2-3人組になって)それぞれの部分を模範

として互いの為に、そして自分が知っている未信者達のために祈りましょう。 
 
9節「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、神のみこころについ

ての知識に満たされますように。」 
 
ローマ12:1-2にも同様の概念が書いてあります。 
 
ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのか

らだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたに

ふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにすること

で、自分を変えていただきなさい。そうすれば、神のみこころは何か、すなわち、何が良い

ことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。 
 
神の御心とは一体何なのでしょうか？簡潔に言えばあなたが全人生を通して神を愛し、神に

栄光を帰し、隣人を自分自身のように愛する事です。あなたの歩みには、「心を新たにする

ことで、自分を変えていただかず、この世と調子を合わせてしまっている」、悔い改める必

要のある部分はありませんか？ 
 
10,また、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良いわざのうちに実を

結び、神を知ることにおいて成長しますように。 
 
神を知る事において成長できるように、御言葉を通して神を知る事を喜ぶ歩ができるように



祈りましょう。神に喜ばれる、あらゆる良いわざのうちに実を結ぶ歩みができるように祈り

ましょう。今週誰かに福音を伝えるチャンスが与えられるようにも祈りましょう。 
 
11,神の栄光の支配により、あらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し、寛容で

いられますように。 
 
神様は全能で、愛なるお方です。神様に喜ばれる歩みができる力を神様が与えてくれるよう

に祈りましょう。 
キリスト者としての歩みは簡単ではありません、忍耐のが与えられるように祈りましょう。 
あなたの、そしてスモールグループの仲間のキリストにあっての成長/成熟の過程におい

て、自分への、そして互いへの寛容さが与えられるように祈り、 
未信者の友人や家族がキリストを愛し、信じる事ができるように、その助け手となれる機会

が与えられるようにも祈りましょう。 
 
12,また、光の中にある、聖徒の相続分にあずかる資格をあなたがたに与えてくださった御

父に、喜びをもって感謝をささげることができますように。御父は、私たちを暗闇の力から

救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって、私たち

は、贖い、すなわち罪の赦しを得ているのです。 
 
神様に感謝しましょう！神様は御子を送ってくださる事によって私たちを暗闇の力から救い

出して下さいました。今や私達はキリストにある信仰によって御子のご支配の中に移されて

います。このみわざは神様が日々私達からの賛美を受けるに価する方である事を示していま

す！罪の赦しとキリストにある贖いのゆえに神様に感謝する時間を持ちましょう。この素晴

らしい神のみわざをまだクリスチャンでない人に伝えるチャンスが与えられるように祈りま

しょう。 
 
グループ内で毎日祈る事にコミットした信仰者となれるように互いに励まし合いましょう。 
コロサイのこの箇所の祈りは毎日の祈りの時間 
で用いるのに最適です。またグループとして一緒に毎月の祈り会に出席する目標を立てま

しょう。  



In Colossians 1:9-14, the theme of truth-filled prayer continues. Paul and Timothy describe 
how they pray for the church in Colossae.  
 
As a group, read Colossians 1:9-14. 
 
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; being 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. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the 
kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. 
 
This is a powerful; truth-filled prayer! Following this prayer in scripture can be a great way to 
pray daily. The things that Paul is asking God to do are great ways to pray for one another in 
your group and to also ask God to do for your friends and family who may not yet be 
Christians.  
 
Let’s divide this passage into separate parts and, as a group (or in small groups of 2 or 3) 
pray through each section both for yourselves and for others in your life who are not 
Christians. 
 
v.9 “...asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual 
wisdom and understanding,” 
 

Romans 12:1-2 also discusses this idea: 
 
I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a 
living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be 
conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by 
testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and 
perfect. 
 
What is God’s will? Simply put, God’s will is loving and glorifying him with your entire life, and 
love your neighbor as yourself. Are there ways you need to confess and repent of 
conforming to the world rather than being transformed by the renewal of your mind? 
 
v.10 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;  
 
Pray that you would increase in your knowledge of God. That you would delight in knowing 
Him more through His Word. Pray that good fruit would come from your work towards 
honoring God. Pray for the opportunities to share the good news of Jesus with someone this 
week. 
 
v.11 being strengthened with all power, according to his glorious might, for all 
endurance and patience with joy; 
 
God is almighty and loving. Pray for His strength as you strive to honor him with your life. 



The Christian life is not easy, pray for endurance.  
Pray for patience as you grow more mature in Christ, as others in your small group grow 
more mature in Christ, and for the opportunity to help your non-Christian friends and family 
grow to love and trust in Christ. 
 
vv.12-14 giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance 
of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred 
us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness 
of sins. 
 
Give thanks to God! He has made a way for you to be delivered from darkness by sending 
his Son. And now, by faith in Christ, you are transferred to the kingdom of His Son. This is 
something that God is worth being praised for every day! Take time to thank God for the 
forgiveness of sins and redemption in Christ. Pray that you would have the opportunity to 
share this with someone you know who is not a Christian. 
 
As a group, encourage one another to be people who are committed to pray every day. This 
prayer in Colossians is a great way to take time each day to pray. Set a goal to come to the 
monthly prayer night as a group as well, if you’re able to come.  


