




「わたしたちを造られた方、主の御
前にひざまずこう。共にひれ伏し、
伏し拝もう。」（詩編95:6） 

 

“Come, let us bow down in worship, 
let us kneel before the LORD our 

Maker.” (Psalm 95:6) 



「御名の栄光を主に帰せよ。 
供え物を携えて神の庭に入れ。」 

（詩編96:8） 
 

“Ascribe to the LORD the glory due  
his name; bring an offering and 

come into his courts.” (Psalm 96:8) 



「礼 拝」 シャカ―（旧約聖書） 
頭を下げる 

     （礼儀正しく、敬意を表して） 
ひれ伏す 
深くお辞儀をする 
ひざまずく（敬意を表して礼拝する） 

“Worship”  Shachah  (OT)  
Bow (politely or respectfully) 
Prostrate oneself 
Make obeisance 
Bend down (in worship as a mark of trust) 





「礼 拝」 プロスクネオ―（新約聖書） 

服従的な低さ、深い敬意と尊敬 

“Worship”  Proskuneo  (NT)  
Submissive lowliness & Deep respect 

• フィリピ2:10～11 
• ヨハネの黙示録1:12～17 

• Philippians 2:10-11 
• Revelation 1:12-17 



人は、礼拝する対象の 
ような者になる。 

We become what we worship. 



      姿勢/Posture     
                  意味/Meaning     聖書頻度/Frequency in the Bible   
頭を下げる/Bowing the head    

                 服従/Submission                                        4 
起立する/Standing            

                 尊敬・敬意/Respect                                    6 
目を上げる/Lifting the eyes     

                 祝福の源を見る/Looking to the source of blessing      9                                                        
ひざまずく/Kneeling            

                 謙虚・謙遜/Humility                                  12 
手を広げる・上げる/Hands spread or lifted                  

                 期待・服従/Expectancy, servitude         14 
ひれ伏す/Prostration       

                神の存在に畏怖する/Awe in the divine presence    28 

祈りの姿勢/Prayer Postures 



祈りの姿勢/Prayer Postures 



      （1）手を上げる 
        = 誓(ちか)いをたてる。 

「わたしは、天地の造り主、いと高き神、主に手
を上げて誓います。あなたの物は、たとえ糸一筋、
靴ひも一本でも、決していただきません。」 

（創世記14:22～23） 

      （1）Lifting hands 
         = Talking of an oath. 

“I have raised my hand to the Lord, God Most High, 
Creator of heaven and earth, and have taken an oath that 
I will accept nothing belonging to you.” (Genesis 14:22-23) 



      （2）手を上げる 
        = 祈りを挙(あ)げる。 

「わたしの祈りを御前に立ち昇る香りとし、
高く上げた手を、夕べの供え物として 
お受けください。」（詩編141:2） 

      （2）Lifting hands 
         = lifted prayers. 

“May my prayer be set before you like incense: may the 
lifting up of my hands be like the evening sacrifice.” 

(Psalm 141:2) 





      （3）手を上げる 
        = 心を挙(あ)げる。 

「天にいます神に向かって、両手を 
上げ 心も挙げて言おう。」 

（哀歌3:41）  

      （3）Lifting hands 
         = lifted heart. 
“Let us lift up our hearts and our hands to 

God in heaven.” (Lamentations 3:41) 



（4）手を上げる 
  = 神様を慕い求める、渇望する。 
「わたしはいにしえの日々を思い起こし、あなたのなさった
ことをひとつひとつ思い返し、御手の業を思いめぐらします。
あなたに向かって両手を広げ、渇いた大地のような 
わたしの魂を、あなたに向けます。」（詩編143:5～6） 

（4）Lifting hands 
  = yearning and thirsting for God. 

“I meditate on all your works and consider what your 

hands have done. I spread out my hands to you; my 
soul thirsts for you like a parched land.” (Psalm 143:5-6) 



（5）ケルビムの羽のイメージ 
 the image of the wings of the cherubim.   

民数記 Numbers 7:89 





「こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみ
によってあなたがたに勧めます。自分の体
を神に喜ばれる聖なる生けるいけにえと
して献げなさい。これこそ、あなたがたの
なすべき礼拝です。」（ローマ12:1） 

 

「だから、わたしが望むのは、男は怒らず
争わず、清い手を上げてどこででも祈る

ことです。」（1テモテ12:1） 



“Therefore, I urge you, brothers and 
sisters, in view of God’s mercy, to offer 
your bodies as a living sacrifice, holy 

and pleasing to God—this is your true 
and proper worship.” (Romans 12:1) 

 
“I want men everywhere to lift up holy 

hands in prayer, without anger or 
disputing.” (1 Timothy 2:8) 


