
  

東日本大震災復興支援

のための祈り 
—あなたの思いを祈りにこめて！— 

日本カトリック司教協議会 東日本大震災復興支援室 

2014 年 3 月 11 日 

南三陸町の海岸で祈りを捧げる若者たち 



2014 年 3 月 11 日 

 
序 

日 本 カトリック司 教 協 議 会  

東日本大震災仙台教区復興支援室 

  2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分、三陸沖を震源とするＭ9.0 という国内観測史上最大の地震が発生しまし

た。500 ㎞におよぶ沿岸部への津波により２万人余の人が犠牲となりました。福島第１原発の放射能汚染は未

だ収束していません。今も増え続ける汚染水対策も緊急対処に過ぎず、被災地の除染はおくれています。放射

能汚染問題は長期避難を強いられている被災者に深刻な影を落とし続けています。 

  がれきの撤去ひとつとっても阪神淡路大震災では３ヶ月で終了したものが、3 年たってやっと「終了した」と政

府は喧伝するものの、それは岩手県、宮城県の 2 県のことであって、放射能汚染された福島県沿岸部の見通し

はついていません。復興は明らかに遅れています。 

  この未曾有の災害にあって東北の被災者は、深い悲しみと絶望の中でも

手を携えながら前を向き、混乱の中で共に助け合い、冷静さを失いませんで

した。日本人が取った態度に世界から賞賛の声が寄せられました。政府や行

政の働きもさることながら多くの支援が全国から寄せられ、ボランティアが駆

けつけました。 

  3月16日に現地「仙台教区サポートセンター」の復興支援活動が開始され、

それを支援すべく、司教協議会は全国に呼びかけ、各教区、宣教会、修道会、

カトリック系諸団体とネットワークを構築し、ともに支援活動を進めてきました。県外避難者には新潟教区、さいた

ま教区、東京カトリックボランティアセンター（CTVC）が多くの支援団体と協力体制を作る中で支援活動を展開し

てきました。 

  仙台教区が策定した「『新しい創造基本』計画」は、「谷間におかれた人々」に対し、「励まし、つなぎ、ささえ、

寄り添う」という基本姿勢を打ち出し、初期救援活動から避難所支援、そして仮設住宅や見なし仮設被災者の支

援を展開してきました。世界の多くの国から、そして全国からの義援金によって、宮古市、岩手県大槌町、釜石

市、大船渡市、宮城県登米市（南三陸町支援）、石巻市、福島県南相馬市原町、いわき市、二本松（福島デスク）

にボランティア活動を推進するための拠点を設け、今も被災者との交流支援活動を展開しています。 

  この 3 年間、被災した多くの人々と少しでも助けになりたいという想いを持った多くの善意の人々との間に織

りなしてきた支援活動を支えてきたのは、「祈り」ではなかったでしょうか。被災された方々は祈りによって慰めら

れ、励まされることもあったでしょう。支援のために関わった方々は、あまりの被災状況にどうしても祈らざるをえ

なくて祈った方々もあったでしょう。この３年間を通しての様々な方々の様々な場所での祈りは、私たちに神様か

らの励ましと勇気、そして希望を与え続けてくれています。 

  今般、「東日本大震災復興支援の祈り」の呼びかけに応えて、多くの方々が応募してくださったことに対して

篤く御礼申し上げます。被災地から、復興支援に携わるボランティアやスタッフ、そして遠い被災地へ直接来る

事が適わない高齢者や学生・児童たちもその想いを寄せてくださいました。被災地への想いを見える形にすべく

この冊子を発行することにしました。掲載されている祈りは、災害の現場に生きている人たちや、被災された

方々へ想いをはせる多くの方の心からの叫びを言葉にしたものであって、教会の公式な祈りの形になっていな

いものもあります。しかし、今回の未曾有の大災害を目前にして立ちすくむ私たちの心の叫びそのものを明確に

表現している祈りとして、応募頂いたオリジナルのまま掲載しています。 
  我々の復興支援活動を支えるのは一人ひとりの祈りです。この冊子を使ってこれからも復興支援活動を支え

る祈りを継続していただけると幸いです。 
 

多くのお祈りと「被災者へのメッセージ」が寄せられましたが、そのすべてを掲載できなかったことをお詫び

申し上げます。応募していただきながらも掲載できなかった方のお名前は、個人情報保護のため、イニシャル

もしくは一部文字列に加工を施したメールアドレスにて、各部の末尾に記させていただきました。 
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大人の部 

 

１． 被災地から捧げられた祈り                                            

 

[1]津波の時 

おらァ命助けでやって、有難(ありがた)ァござりァした 

んだども気ィ抜げだからっぽの命 

これがらなじょにすればいいんだべねんす 

砂浜におがれた蟻っこのようでがんす 

右も左も東も西も何もわがんねァ 

親戚(いどご)ァ四人(よったり)死にァした 

おらなじょにすればいいんだべ 

教えでけらっせん 

息吐ぐたびに 

助けらっせん助けらっせんって 声もねァ声が鼻がら出で行ぐ 

  神様ァ 

おらに何しろって語ってやるんだべ 

わがんねァ わがんねァ 

まっとぎっちり 側にくっついででけらっせん 

ぎっちりくっついで 教えでけらっせん 

わらしに語るように 教えでけらっせん 

せっかぐもれァ申した命だもの 

大事にすっから 教えでけらせん 

大事にすっから 教えでけらせん                     （岩手県大船渡市、K.S） 

 

 

[2]津波に全てを失い悲しみの中に。 

放射能によりふる里を追われ苦悩の中に。 

おにぎりを分け合い、毛布で身をくるみ寒さに耐

えておられた方々。 

私たちは忘れない。 

支え合い、共に歩む所に信仰を証することがで

きますように。 

（福島市、松木町教会 S.K） 

 

 

全国の皆さまからのお祈りとご支援に感謝申し上げ

ます。この度の募集につき、私達は常に放射能のこ

とが頭から離れない生活の中で、ボランティアの一人

ひとりが小さな力、愛の心がつながって思っているこ

とを祈りと致しました。全国の皆さまに、一人でも多く

の方々にお祈りして頂けましたら幸いに存じます。 
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[3]愛と憐れみの神様、あなたはいつも御子イエス・キリストを通して、私たちを力強く導いて下さいます。 

この度の東日本大震災により、多くの尊い命が天に召されました。福島の原子力発電、放射能の問題は未

だ解決されていません。また、仕事も失い、仮設住宅での生活を余儀なくされている方も多数おられます。

平素の落ち着いた生活には程遠い現実です。 

辛いことですが、私たちは、東日本大震災の体験や記憶を風化させることなく、一歩でも前進し、神様の語

りかけておられることに 耳を傾けて参ります。これからも、いつも、どんな時でもあなたが共にいてくださる

ことを忘れずに、友の痛みを自身の痛みとして分かち合うことができますように。必要な手が差し伸べられ

ますように。そして、私たち自身がたくましく、強く、しなやかに生きていくことができますようにお恵みをお与

えください。（青森県八戸市、鮫町教会 W.Y） 

 

[4]私たちキリスト者を地震と津波によって苦しむ方々の支えとして用いてください。すべての地域の環境が

整い、皆が経済的にも精神的にも完全に立ち直れるよう、被災の苦しみのうちに生きる人々とわたしたちキ

リスト者の心を一つに結び付け、痛みを分かち合わせてください。一人一人が互いの思いと働きを尊重し、

自分にできる支援をたゆまず継続する中で絆をさらに深め、皆で復興のよろこびにあずかる日が一日もは

やくきますように。（福島県郡山市、S.A） 

 

[5]忍耐の３年、北陸に高く響く槌音、復興へ向かって人々が力強く立ち上がりました。各地を襲った災害の

犠牲者被災者にもこの響きが届きますように。間もなく３度目の冬も近い「北風よやさしく吹いて」、呟きが

祈りに変わる。多くの支援と祈りを贈って下さった兄弟姉妹に、全ての勝利者である主の恵みがありますよ

うに。傷ついた心の復興をも願いつゝ、愛の尊さと祈りの力をかみしめ祈り続けるわたしたちに、主よ、あな

たの道具として働けるよう、力をお与え下さい。（カトリック須賀川教会 U.E） 

 

[6]すべてを知っておられる神さま、東日本大震災で多数の人々が困窮に苦しみ日々の糧に飢えています。

私は高齢者のひとりです。被災者に直接手をさしのべる体の自由がありません。老婆の声をとどけるには、

主に願う「主の祈り」に託します。天の神さまこの祈りを被害をこうむった人々の上に、萬感の祈りとして、神

のみ旨にかなうみ國建設のため役立つよう熱く祈ります。（宮城県仙台市、U.K） 

 地震津波、そして原発事故。環境問題はもはや被災地だけの問題ではなくなってしまった。 
 私は原発事故で故郷を追われた人を知っている。 
原発を稼働していた人も生活の困窮と放射線の身体への影響の不安、非難の目に耐えながら日々活動している
ことを知っている。青空を見つめながら洗濯物を外に干していいか悩む人を知っている。息子が東電で働いてい
ることに罪悪感を覚える人もいる。新築の家を建てたばかりの故郷をみすみす捨てて新たな土地での新生活を始
めた人も知っている。経済的な圧迫を隠しながら生きている人も知っている。避難することで家族や友達がバラバ
ラになってしまった人も知っている。一方でそれでもそこにとどまり風評被害を乗り越えて収入の激減の中、何とか
生きて行く道を探している人たちも知っている。「原発反対、皆福島には住むべきではない、みんなをすぐに避難
させなければ！」と全力で呼びかける活動をしている人も知っている。放射線のついた瓦礫を受け入れることに反
対する活動を必死で行っている人も知っている。みんな生きている。 
 一方で、立ち入り禁止区域の中で、おそらく白骨になっている人たちもいる福島。 
 被災者同士がお互いを無言のまま羨望の目で見つめる姿も、支援者同士で意見が分かれてしまったがゆえの
混乱も、生じてきていることは確かだ。復興が長引き、被災者も支援者も疲れてしまっている。 
 今後も支援を継続していくための力を、私たちが連帯する勇気を完全な復興の実現の日まで保っていくことがで
きるように切に祈る。 
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２． ふるさとを思って捧げられた祈り                                        

 

[7]ふるさとの被災地で生きる家族、友人、全ての地域の方の為に祈ります。 

どうか、どんな時も共にいて、私たちがその喜びや悲しみを近くからも遠くからも見守り、支え合い、決して

忘れる事のない未来へのメッセージを伝える力をお与えください。 

あなたの元に帰った方々が安らかに休むことができますように。 

またあなたのもたらす豊かな自然に倣い、多くの漁師、農家の方々が一日も早く以前の働きをよみがえら

せ、家族・地域の方と温かい暮らしが出来ますように切に祈ります。 

さらに未だ家族の許に帰ることのできない方々のご家族が心安らぐ日が早く来ますように。 

（大阪教区泉北教会・陸前髙田市出身 M.Y） 

 

[8]神様、ありがとうございます。 

被災地の父と母を震災から守っていただきありがと

うございます。 

父と母の家はまだ歪み、余震に震える日々を送っ

ています。 

神様は今も被災地の父と母を憐れみ，守ってくださ

っていることを私は知っています。 

どうか神様、これからも御心のままに被災地の父と母の傍にいて下さい。 

神様ありがとうございます。 

今までも、これからもそして今も。（東京都、T.T） 

 

両親は茨城に住んでいますが，東日本大震災で，家が
半壊するなど大きな被害を受けました。３日間だけです
が，避難生活も送りました。被災地というと，東北ばかり
が注目されますが，関東の茨城県の人々も 
大きな被害にあったのです。両親は，無事です。家も，
完全ではありませんが，一応住めるようにはなりました。
これも，神様のお陰だと思います。その喜びと 
感謝と気持を素直に祈りとしました。 
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３． 現地で復興支援活動に関わるボランティア、スタッフの祈り                       

 

[9]死の内から復活なさったイエスさま、あなたはど

んな時にもわたしたちが永遠に捨て置かれること

はないと教えてくださいました。どうかこの被災地

において、痛みのあるところにあなたの慰めを、破

壊されているところにいのちの霊を注いで、芽吹か

せてください。痛みの中でこそ、あなたの復活の光

を見つめたいのです。日ごと、新しくされるわたし

たちが、再び勇気を出して、歩みだすことができま

すように。（カリタス米川ベース、M.S) 

 

 

 

 

[10]いつも私たちを見守り、祈りに耳を傾けてくださ

る神さま、私たちは今特に、今回の大震災で仮設

での生活を余儀なくされている人々のために祈り

ます。彼らは愛する家族、仕事、そして家や物すべ

てを失いました。神さまどうか彼らを孤独と失望の

中から救くってください。彼らの不安に心をとめ、一

日も早く、安心と安らぎの日々を送ることができますよう、あなたの力と勇気をあたえてください。(カリタス米

川ベース、S.C) 

 

 

[11]海の底の地のひずみがはじけ 

 海の水は「今」をすべて取り去った 

 海の恵みで暮らしていた人は 

 海を恨んでいない 

 人は立ち上がる 

 涙をふきながら 

 また 海の見える地に住みたいと 

（京都教区滋賀県、Y.N） 

 私は、米川ベースで 2012 年 3 月からお手伝いさせて
いただいております。 
 その中の活動の一つとして、歌津地区の枡沢仮設で
行っている「お茶っこ」に約１年ほど、毎週行っていま
す。お茶っこに参加してくださる仮設の方々と接してい
る中で感じたこと、仮設の方々への思いを今回、祈りに
込めました。 

5 月に、漁師の町南三陸町にボランティアに入りまし
た。まだ、ほとんどの人が、避難所の暮らしでした。そこ
で聞かせていただいたお話から、うまれてきた詩です。
詩篇で祈るのと同じような気持ちで海のすぐそばに、家
がある人は、普段から、地震が来たら、高台に逃げる、
何が何でも逃げる、準備していると話されました。散歩
するときに、時には、その避難する道を歩くそうです。地
震の規模が大きかった、津波はもっとそれ以上に、人の
想像をはるかに超えて、大きかった。私は、福島には、
足を入れていませんが、原発事故は、被害の状況が、
人の想像をはるかに超えています。科学で太刀打ちで
きるのでしょうか。日本の国土では、原発は、やめてくだ
さい。安全ではありません。 

 先日、漁協の漁師さんのお話しの中で震災当初、瓦
礫の中で一つだけ「メカブの苗」を見つけた時、「瓦礫
を拾って稼いでいる場合じゃない、俺らは漁業を復興さ
せなくては」という想いが突然沸き起こり、その体験が漁
業を再開させるきっかけとなったというお話を伺いまし
た。 
 多くのものを突然失い、自分自身が損なわれてしまう
ような失望の中で、落胆している時でさえも、人間には
希望というよい力が備えられ、芽吹き始めるのだなあと
感じました。 
 ふっと沸き起こる希望という力のダイナミックな体験、こ
れこそが復活の光の眩さかなとも思います。 
 3 年という時の中でも、少しずつ景色が代わり、状況も
刻々と変化しています。この土地で、たくさんのちいさな
光が輝き、一斉に芽吹き始め、わたしたちの活動が喜
びのうちに、いつも留まることを祈っています。 



「あなたの思いを祈りにこめて！」大人の部 

＜６＞ 
 

４． 被災者、被災地のためにささげられた祈り                                 

 

[12]東日本大震災で亡くなられた方々と、今も苦しんでいる被災者の方々に、いつくしみ深い御父よ、あな

たが、常に愛と憐れみを注いで下さっていることを信じます。いつくしみ深い主イエスよ、あなたが、彼らの

中のただのひとりも失われることのないよう、常に御父にとりなして下さっていることを信じます。いつくしみ

深い聖霊よ、あなたが、私たちがこれからも祈りと犠牲を捧げ続け、援助し続けることができるよう助けて下

さることを信じます。（札幌市、S.K） 
 

[13]わたしたちの悲しみも苦しみもすべてをご存じ

の 父であるいつくしみの神よ、東日本大震災によ

って、みもとにお召しになった人々を、永遠の命の

よろこびに迎え入れ、愛する者を失って深い悲しみ

のうちにある人々の心の痛みをいやしてください。

また、原発事故も含めてこの大震災によって被災し

たすべての人が、一日も早く以前のように平和な家

庭生活のよろこびを生きることができるために、被

災地の復興が順調に進むよう摂らってください。一方、今なお続く危険と困難の中で、献身的に愛の支援活

動を続け、苦しみの中から立ち上がる勇気と希望を 被災者と分かち合うボランティアの人々をも守り支え

てください。これらの貴重な体験を通して、日本の人々が、人知を超えた神の存在と そのいつくしみに気づ

く、この上ない恵みをいただくことができますように。 わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。

（伊達カルメル会修道院） 
 

[14]主よ、あなたの許に召された方たちが安らいで

おられますように。その方たちの家族、友人が、そ

のことを確信して心の安らぎを得られますように。

その安らぎが生きる勇気と希望を与えてくださいま

すように。震災によって受けた心の傷と記憶が癒されますように。家を失くされた方たち、家に帰れない状

況に置かれた方たちが一日も早く、地上で「帰れる家」を持てますように。核と原発が無くても生きていける

世界、国、社会、経済を作る知恵をお与えください。廃炉と除染のために働く人々が将来にわたって病気に

なりませんように。また、原発労働者の生涯線量が正しく計測され、労働条件に不当がありませんように。

私たちが力を合わせて祈り、共に歩むことによって、苦しんでいる方たちの助けとなることができますように。

（カトリック田園調布教会、Y.Y） 
 

[15]わたしたちは忘れない、３・１１の出来事を。目

の前で津波に飲み込まれて亡くなった尊い生命を。

放射能で汚染されてしまった住み慣れた土地や家

屋を。あの時の恐怖を思い出すごとに、被災者の心が癒されないままに月日が過ぎていく。わたしたちは

忘れてはならない。日本の人たち世界の人々が東北の隣人を忘れてはいない。「海から恵みをもらったの

だから、また海に帰すだけ、海はまた恵みをくれる」神さま、この祈りに耳を傾け、復興に力を注いでいる

人々を守って下さい。（師イエズス修道女会管区本部、シスター一同） 

この祈りは、私どもの修道院で日々のミサ後に祈って

きた全く自家製のつたない心から祈りです。これは採

用のためではなく、この「東日本大震災復興支援の

ための祈りの募集」というすばらしいご計画に、心か

ら賛同し協力したいという私どもの心、祈りを表した

いという、ただそれだけの行為ですからどうぞご放念

くださいませ。 

時々、福島にボランティアに出かけても何も力になれ

ませんが、このお祈りだけは欠かさず続けておりま

す。 

これは、シスターたちの心からの祈りです。全国の

方々と共にお祈りできましたら幸いです。 



「あなたの思いを祈りにこめて！」大人の部 

＜７＞ 
 

[16]主よ、今日、感謝の祭儀を捧げるすべての司祭と心を合わせイエスと共に、わたし自身を奉献し、次の

恵みを求めます。 

1. 東日本大震災と福島原発の事故によって亡くなられた多くの方々に真の安らぎをお与えください。 

2. 深い悲しみ苦しみのうちにある遺族の方々を慰め力づけてください。どうか、今の苦しみ悲しみが、永

遠のいのちへの希望へと変えられますように。 

3. 父母、兄弟、友人、知人、そして住まいも仕事もなくして、途方に暮れている人々が、多くの人の祈りと

善意によって支えられ、生きる力を見出すことができますように。 

4. 身寄りのない高齢者や幼い子供達が、賢明、誠実、寛大な協力者、同伴者に慰められますように。 

5. 自らも負傷し、全てを失い、悲しみのうちにありながら、勇気をもって復興のために立ち上がり、人々の

ために尽力しておられる方々が、多くの協力者に恵まれ、必要な手段を得ることが出来ますように。 

6. 国の復興政策が、迅速かつ効果的に推し進められますように。 

7. 復興支援に協力する多くの方々の働きが快く受け入れられ、共に生きる喜びを体験できますように。 

8. 主よ、彼らの献身的な働きに、豊かな祝福をお与えください。何よりも喜びと平和、健康の恵みを与え、

一人一人の日々の必要を充分に満たしてくださいますように。 

9. 世界の国々から寄せられた善意ある方々の祈りと支援を感謝し、わたし、わたしたちの国も世界の必

要に寛大に心を開き手を差し伸べることが出来ますように。 

10．主よ、大きな苦しみの中で，わたし、わたしたちは学びました。建てなおさなければならないのは、先

ず、わたし、わたしたち一人ひとりの心の佇まいであることを。創造主であるあなたへの信頼と従順。

そして、同じいのちを生きる兄弟姉妹たち、この地球家族の愛の絆であることを。 

11.大切なことは、この世の命の長さではなく、それぞれが受けたいのちを精いっぱいに生き、生かしあう

こと。互いのいのちを いとおしむ心こそ住みよい町を築くのだということを。 

12．主よ、ことばにすることも出来ない、わたしたち地球家族のうめき声を聞いてください。わたしたちの願

いと考えをはるかに超えてすべてをよりよく行われるあなたに、すべてを委ねます。 

13．山積する諸問題、困難の前で、わたしたち皆が、自分の無力さを認め、謙遜と信頼をもって、主により

頼み、光と恵みを求める必要を深く感じるものとならせてください。 

（師イエズス修道女会管区本部、シスター一同） 
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[17]『常にわたし、わたしたちと共にいて、喜びも苦しみも共にしてくださる主よ、使徒の女王マリアの取次ぎ

を求めて祈るわたし、わたしたちの祈りを、聞き入れてください。』 

＊ 津波や地震で肉親を失った子供たちを支え励まして下さい。 

   －わたしたちの祈りを聞き入れてください 

＊ 仮説住宅で疲れている、孤独な老人たちを 支え助けてください。 

   －わたしたちの祈りを聞き入れてください 

＊ 大震災のために、仕事を失い、生活に困窮している人々を 支え助けてください。 

   －わたしたちの祈りを聞き入れてください 

＊ 福島第一原発事故でいまだに放射線汚染の危険にさらされながら、働いている人々を支え励まして

ください。 

   －わたしたちの祈りを聞き入れてください 

＊ 今回の大震災・原発事故のため、心身の不安を癒せないでいる人々を支え励まして下さい。 

   －わたしたちの祈りを聞き入れてください 

＊ 全てを飲み込んでいった津波、恐怖の体験で失望し、今も、元気を取り戻せない高齢者、子どもたち、

天涯孤独に追いやられた人たちを支えてください。 

   －わたしたちの祈りを聞き入れてください 

＊ 仕事、家族、住まい、友人を失い、支えを見いだせず、自死した人を永遠の平安、喜びが実現してい

る国に迎え入れてください。 

   －わたしたちの祈りを聞き入れてください 

光と希望の源である神よ、復興に向けて立ち上がろうとしているわたしたちを省みて下さい。 

大震災で失った、愛する人々の犠牲を無駄にすることなく、希望をもって進めるよう、わたしたちに力と勇気

をお与え下さい。アーメン。（師イエズス修道女会管区本部、シスター一同） 

 

[18]無限の慈しみである神さま、東日本の大震災・

津波・原発事故で命を落とした方々を永遠の安らぎ

に迎えて下さい。家族や生活の全てを失った方々

に、新たな未来を生きる道をお示しください。日本

中、そして全世界から寄せられる祈りを顧み、復興

へのあらゆる連帯と現場での働きを祝福してくださ

い。思いがけない未曾有の惨事を、私たちが造ら

れたすべてのものと共存する新たな生き方を選ぶ機会とすることができますように。わたしたちの主、イエ

スキリストによって、アーメン。（ノートルダム教育修道女会、シスターK） 

 

[19]東日本大震災によって、さまざまな面で壊滅的な被害を受けながら、未だ立ち直れず、追い迫る新たな

不安をも抱える厳しい現実に、苦しみ、痛み、不安のただ中にいる兄弟姉妹に心を合わせて祈ります。「わ

たしの民の苦しみをつぶさに見、追い使う者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った」とおっ

しゃる主よ、神のみにしか頼るすべのない小さくされた一人ひとりに、今こそ救いのみ業を現してください。

（大阪教区企画広報課 大阪教区祈り推進チーム M.H） 

京都に本部がありますノートルダム教育修道女会と

申します。添付の祈りは震災後間もなく修道院で作

成し、それ以来いくつかの修道院で毎朝唱えており

ます。祈りは復興支援と共に、この惨事を自らの生き

方を変える機会とさせていただけるよう懇願する趣旨

も含んでおります。 
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[20]神様、あなたは亡くなった方々をみ国に受け入れ、今もなお苦しみと喪失感を抱えながらも立ち上がろ

うとしている方々と苦しみや悲しみを共にしてくださいます。先が見えない今、また人として成すべきことが

出来ない私たちの痛みの中で、あなたの心もどれほど痛んでおられることでしょう。どうぞ苦しみの中にあ

る方々に、また私たちに何をなすべきかを示し、それを実行する勇気と力を与えてください。（大阪教区企画

広報課 大阪教区祈り推進チーム） 

 

[21]いつくしみ深く、あわれみに満ちた父なる神よ、

あなたの愛する人々、東日本大震災の被災者の

皆様を助けて下さい。あなたの思いは計り知れず、

そのご計画は人の知恵で知ることができません。し

かし、全能唯一の神よ、全てをあなたにゆだねて祈ります。この出来事はあなたの栄光へと導かれるもの

であることを。主・キリストの救いの業のしるしであることを信じます。今の苦しみは、このための過ぎ越しの

神秘の業の中にあることを信じます。どうかこの人々に安らぎをお与え下さい。必ずこの時は過ぎ去り祝福

と恵みの時が訪れることを信じ、今、この時を耐え忍んでゆくことができますように。聖母のお守りのみ手を

彼らの上にのべ、そして、聖霊の交わりの中でこのことを悟らせて下さいますように。アーメン。 

（シトー会伊万里の聖母修道院） 

 

[22] 

霊の注ぎにより すべてを新しくされる神 

遠く沖縄の地より被災地で苦しむ人々に寄り添いながら心より祈りを捧げます。 

どうか悲しみと絶望のうちに沈む人々に希望の光を注いで下さい、更に私たち一人ひとりが泣く者と共

に泣く者となれますように。恵みを注いで下さい。 

霊の注ぎにより すべてを新しくされる神 

どうか主と向き合い、自分自身と向き合い、隣人と向き合って行くことを通して人と人との繋がりを正しく

し、その絆がより固く深いものとなりますように。恵みを注いで下さい。 

霊の注ぎにより すべてを新しくされる神 

どうか復興に取り組む人々の心身の健康を守り、特に大きな責任を託された人や為政者がその使命を

誠実に果たし、苦しむ人々に応える熱意を持ち続けることができますように。恵みを注いで下さい。 

霊の注ぎにより すべてを新しくされる神 

どうか自然の破壊力と放射線から命を守る為に立ち上がる人々が知恵と勇気をもって力を尽くすことが

出来ますように。恵みを注いで下さい。 

霊の注ぎにより すべてを新しくされる神 

困難な時にこそ、あなたのいつくしみへの信頼を固く保ち、愛のうちに手を携えてみ國の実現を求めつ

つ歩み続けることができますように。恵みを注いで下さい。  （那覇教区） 

 

東日本大震災の被災者の方々へ、ささやかな祈りを

送らせて頂きます。このお仕事に携わっていらっしゃ

る方々に神様の豊かな祝福をお祈り申し上げます。 
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[23]全ての人の父である神様、今日まで、いろいろ

な人を通して被災地の方々を支え見守って下さっ

たことを感謝致します。東日本大震災から今日まで、深い悲しみや苦しみを共に乗り越えてきた被災地の

皆さんがこれからも挫けることなく、復興への希望を共有することが出来ますようにお導き下さい。 

私達の主イエス・キリストによって。アーメン。（室蘭市、聖ベネディクト女子修道院 Sr.S.H） 

 

[24]私たちの母であるマリア様、今宵、私はみ前に

まいります。 

どうか、ご覧ください、ここに、私の手にあるものを。 

今宵仙台教区から参加する方々、そして、私たちが

霊的に同伴する兄弟姉妹 

――とくに原発事故がもたらした現実を背負わされ

た福島の方々――に 

あなたのいつくしみの目を留めてください 

ここに、あなたの子どもたちの叫びが記されていま

す。どうか、この一つ一つの叫びを あなたの子イ

エスに取り次いでください。（新潟教会 N.M） 

 

[25]私たちが、震災と原発事故の困難を、分かち合って生きていくことが出来ますように。（新潟教区、花園

教会） 

 

[26]いつくしみ深い父よ、今もなお復興の遅れてい

る地域で困難な生活を余儀なくされておられる

方々に、安心して生活出来る未来に向けて、歩み

続ける希望を与えてください。私たちが、それぞれ

の立場と、能力に応じて出来ることを常に考え、苦

しみの中にある方々の為に祈り、援助し続けること

が出来ますように。（さいたま教区所沢教会 T.Y） 

 

個人的に祈っているお祈りを分ち合います。 

福島原発事故後、新潟県内には多い時で 6000 人超、
現在も 4000 人余りが避難しておられます。震災前から
英語ミサの奉仕などで外国籍信徒とかかわっていたの
で、福島から「移住・移動」してきている避難者の方々
の思いには敏感にならずにいられませんでした。主とし
て地元新潟での活動に参加する中で出会った避難者
の方々は、個別の事情は様々で、一つには括れませ
んし、私には何も語る言葉が見つかりませんでした。 
新潟教区の「信仰年」行事として「聖母マリアとともに過
ごす祈りの夜」が開催され、これに参加を決めました。
仙台教区サポートセンター福島デスクが発行する「福
島デスクニュース」2・3 号を携えていきました。「聖母マ
リアとともに過ごす祈りの夜」の会場で、プログラム開始
前に個人的にささげた祈りの一部です。 

 毎週主日のミサ前と、我が家では毎日、夕飯の時、家
族と一緒に祈っていますが、日々の生活の中での犠牲
は？とか、準備した食事は犠牲の精神で作ったか？
等、従来の祈りでは、後ろめたさを感じていました。 
 さいたま教区のボランティアセンター「もみの木」から
の呼びかけで、被災地への訪問が教会で企画されまし
た。福島の現状をじかに感じるとともに、生きのいいお
いしい海鮮丼を食べたり、おみやげを買って経済を潤
してほしい、とのことでした。８月までは入れなかった久
野浜、富岡はいまだに無残な状態に放置されゴースト
タウンを見る思いでした。除染ゴミの袋があちこちに放
置されているさまは本当に安心して暮らせる日が来るの
だろうかと、絶望的になりました。被災地に暮らす方々
には、辛抱強く希望を持ち続けていただきたいと思いま
した。そして、私たちが復興支援のためにできることは
何かを忘れないで、祈り続けなければ、と思いました。 



「あなたの思いを祈りにこめて！」大人の部 

＜１１＞ 
 

[27]いつも一緒にいてくださる神様、嬉しい時も悲

しい時もそばにいてくださいます。東北の地震で悲

しい思い 苦しい思いをしている人たちのそばにい

てください。私たちもその人たちのそばにいる気持

ちでお祈りします。東北の人たちが安心して毎日を

すごせますように。地震でなくなったすべての人た

ちが 神様のそばで安らかにすごせますように。ア

ーメン。神様のお母様マリア様 どうぞ私たちのた

めにお祈りください。アーメン。（東京教区亀有教会 

T.Y） 

 

[28]苦難と十字架とを通して復活の栄光を示され

た主イエス・キリストに祈ります。私たちの心がくじ

けて折れそうになった時あなたを思い出し、信仰に

根ざした愛によって、大きな希望を見いだし、あな

たに感謝と賛美をささげることができますように。 

主よ、私たちの祈りを聞き入れてください。(東京教区葛西教会 S.M) 

 

[29]主よ、被災者の計り知れない悲しみや苦しみ、

心の傷が癒されますように。 

また、地震と津波は、多くの人々の命を奪い、原子

力発電所を含む多くの建物を崩し、飲み込みました。

それでも、神様は、私たちを愛し、私たちと共におら

れる事を信じ、イエスさまとの出会いの時、特に御ミサの時、すべてをお捧げ致します。主キリストによって。

アーメン。（サレジアン・シスターズ調布聖ヨセフ修道院  シスターK.S） 

 

[30]巨大な津波によって一瞬のうちに愛する家族・友人の命を奪われ、自分たちの生活（衣、食、住）の全

てを失った人々、今なお仮設住宅・避難民のように不安を抱えている方々が、一日も早く安定した生活をと

りもどし、喜びを見出す事ができますように。また、漁業・農業も早く復興しますように。いまだに行方不明の

たくさんの方々が永遠のいのちに結ばれ、安らぎのうちに憩われますように。また、彼らを探し続けておら

れるご遺族の方々にも慰めと明日を生きてゆく勇気が与えられますように。（師イエズス修道女会管区本部、

シスター一同） 

 

[31]大切なひと、大切なもの、大切な空間、大切な

時間を失ってしまわれた方のために祈ります。目を

閉じれば浮かぶ、生き生きとした、あの人やこの人。

ペットと共に歩いた道、手のひらに残る感触。こころは、いつも近くにいます。今日は昨日より少しだけ穏や

かに安らかに過ごされますように。（多治見教会 Y.Y） 

東京足立区にある亀有教会では、隣接する聖フランシ
スコ幼稚園の保護者有志及び卒園児の保護者有志に
よる 祈りの会「ハレルヤ！」で祈りを捧げております。メ
ンバーの中にはフィリピン生まれ インドネシア生まれの
方もいます。カトリック信者も カトリック信者でない方も
います。 
震災直後に出された 「東日本大震災被災者のための
祈り」は日本語が難しいため、簡単な日本語に置き換え
てみました。結果的に 保護者が家で子どもたちと一緒
に祈ることもできる “バリアフリー”のお祈りとなりました
こと 誠に神に感謝します。 

葛西教会には、震災に遭われた宮城県塩釜教会出身

の信者が多数所属しています。そのために、特別に作

成したお祈りを共同祈願のひとつとして、ずっと祈って

います。 

 

私も過去に大切な身内を亡くす経験をしました。悲し
みは一朝一夕には消えてくれませんし、ずっと寄り添
うことになるかも知れませんが・・ 

いつも復興支援のために、さまざまな観点からお働
きくださり心から感謝しております。私たちも、いつも
被災された方々のために祈りをささげております。同
じ共同体に住んでいるシスターが、被災された方々
のために祈っている自分で作った祈りを送らせてい
ただきます。 
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[32]慈しみ深い神よ、東日本大震災をはじめ、多く

の災害によって亡くなられた人々に、安らぎをお与

えください。今も苦しむ人に、助けと励ましをお与え

ください。そして、復興に携わるすべての方々に、

勇気と希望の光を注いでください。（名古屋教区南山教会、マリア会） 

 

[33]天地万物を造られた父である神さま、東日本

大震災を通して、わたしたちは人間の知恵、科学

技術が造り出した物が、災害を増幅させた事実を見ました。人類が、自然との調和のうちに生きる術を教え

てください。震災で命を奪われた方々の魂には安らぎを、喪失で希望を失った方々には慰めと希望をお与

えください。わたしたちが兄弟姉妹の苦しみを忘れることなく、物心の援助で連帯を続けられますように。わ

たしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。（名古屋教区南山教会、川名山聖霊修道院 Sr.O） 

 

[34]マリアは立っている 東日本の海辺に 

3・11 の苦しみをみつめて、悲しみに涙しながら 

マリアは立っている 東日本の海辺に 

立ち上がる一人一人をみつめて、神のみ手を信じ

ながら 

マリアは立っている 東日本の海辺に 

イエスと共に 神の国を待ち望みながら 

私達は祈る 3・11 の十字架をみつめて 

マリアとともに 祈る、祈る、勝利の日まで 

（聖霊会八事聖霊修道院ベタニア Sr.M） 

 

病院で震災 2 年目の祈りの集いのために造ったもの
です。 

2012 年度南山教会初金ミサ後に、東日本大震災被災
者のためのロザリオの祈り・黙想への招きとしてお捧げ
したお祈りです。これからも祈り続けるためにお送りいた
しました。 

2011 年４月に聖霊会管区本部と高齢者のための建物
が竣工しました。その建物の聖堂にかける十字架の製
作中、３月１１日の地震の揺れを感じ、その凄まじさを知
り、製作者は十字架の後ろに３・１１と刻まれました。この
十字架の掛かった聖堂で、100 歳から 66 歳までの高齢
の姉妹が毎日１時間ご聖体顕示で、東日本大震災の
犠牲者のため、被災者のため、復興に励む方々のため
ロザリオを祈り続けています。私達は現地に行くことは
できませんが、祈りで皆様と同伴しております。典礼聖
歌 385 番を使って上記のような祈りを作って見ました。
私達は沈黙のうちに１時間ロザリオやこのような祈りをお
捧げしています。姉妹はこの時間以外にも、朝に夕に
祈っていますし、被災地の方々のため刺子やカードつ
くりなどにも励んで連帯を深めようとしています。 
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[35]神様、私の祈りをお聞きください。東日本大震災の被災者の方々は地震の被害によって家族、友人、

毎日の幸せな生活が奪われ、日々苦しんでいます。しかし、それでも前を向いて復興に取り組んでいます。

夢を諦めずに毎日を精一杯生きています。どうか被災者の方々をお守りください。これ以上幸福が奪われ

ぬようお守りください。被災者の方々が一日でも早く幸せな日々を取り戻せますように。そしてまた笑顔でい

られますように。(京都ノートルダム女子大学キャンパスミニストリー T) 

 

[36]神様、いつも私たちのことを見守っていてくださりありがとうございます。2011 年 3 月 11 日東日本大震

災という震災が起きたくさんの方々が被害にあわれました。亡くなった方々、大切な人を失った方々などたく

さんの方々が辛い思いをしています。私たち京都ノートルダムの生徒はそんな方々の力になりたい。神様、

まだまだ私たちを見離さないでください。私たちのことをこれからもお守りください。（京都ノートルダム女子大

学 sn3bs***@） 

 

[37]東日本大震災で被災に遭われた方々の心が少しでも癒え、被災地ができるだけ早く復興しますように。 

(京都ノートルダム女子大学 T.M) 

 

[38] 2011 年 3 月 11 日、東日本大震災の被害にあわれた方、土地に、再びかつての平和な日々が訪れま

すように。また、人々が東日本大震災の恐怖をのりこえ、震災を忘れず、強く生きていけますように。(京都ノ

ートルダム女子大学 nm3bw***@) 

 

[39]愛するイエス様、感謝します。東日本大震災が発生してから約 2 年半が経ちますが、未だに以前と同じ

ような生活を送れていない人が沢山います。家族が行方不明のままの人もいます。そのような人がいる一

方で日本は今、東京オリンピックに向けて頑張っていますが、その経済効果の一部でも東日本大震災の復

興に使われますように。そして皆が笑って過ごす日が来ますように。愛するイエス様の御名によってお祈り

いたします、アーメン。(京都ノートルダム女子大学 I.Y) 

 

[40]愛する天のお父様、あなたの愛が私たちの許をひと時も離れず、今日まで導いてくださったことを心か

ら感謝します。この災害の被害にあわれた私たちの兄弟姉妹を癒し、祝福で満たしてください。この災害に

よって私たちは、今与えられている恵みが当然のことでないことを思い知り、個々がそれぞれ一日一日を大

切に生き、隣人を敬い愛し合うことを身を持って学びました。この経験による悲しみが、明日への力、愛とな

りますようにお祈りいたします。 (京都ノートルダム女子大学人間文化学科英文一年 M.M) 

 

[41]私はより早く地域が復興することを祈ります。2 年以上という月日がたち、私達は何の問題もなく生活を

しています。しかし、東日本大震災の被害を受けた人々はいまだに普通の生活に戻れていません。それで

は、時が止まったままでいつまでも新しくスタートをすることができないのではないでしょうか。早く被災地の

人々に普通の生活をしてほしいです。穏やかな心で豊かな生活をしてほしいです。被災地の人々が幸せに

なることを祈ります。(京都ノートルダム女子大学 ym3bg***@) 
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[42]神様、どうかお願いします。被災した土地が在りし日の姿を取り戻すことが出来ます様に。放射能汚染

によって立ち入りを制限されている地が、再び人々の笑顔で溢れます様に。神様、どうかお願いします。被

災した方々が、平穏な生活に戻れます様に。一日でも早く、少しでも人々の心の傷が癒え、心から笑顔に

なれる日がやってきます様に。私たちの祈りが人々の心へ届きます様に。 (京都ノートルダム女子大学心理

学部心理学科臨床心理専攻一年 T.K) 

 

[43]神様、東日本大震災からもう少しで丸 3 年が経

とうとしています。3 年経っても十分に復興できてい

ないのが現状です。どうか、出来るだけ早く被災地

の方々の傷が癒え、復興が進みますように。これ

から生まれてくる子どもたちに語り継がれ、この震

災が忘れられることがありませんように。また、私

たち関西に住む者や被災地から遠い所に住む者も、

この震災のことを他人のこととは考えず、日本全体

が仲間として歩んでいけるようお導きください。(京

都ノートルダム女子大学生活福祉文化学部 生活福

祉文化学科 1 回生 A.M) 

 

[44]神様、東日本大震災によって友人や家族を失った人々が受けた心の傷と悲しみを癒してください。今も

避難生活を続けなければならない人々がお互い助け合って励ましあうことで、復興することができますよう

に。震災によって住んでいた場所を離れなければならなくなった人々が新しい場所での生活が幸せな日々

となるように助けてください。私たちは東日本大震災で被災した皆さんが一日でも早く元の生活を送ること

ができるように祈ります。(京都ノートルダム女子大学 Y.E） 

 

[45]神様、私たちの日々の恵みを感謝します。東日本大震災が起こってから二年七ヶ月たちました。まだ心

の傷が癒えていない人は多くいます。そのような方々が一日でも早く一人でも多くの人が救われますように。

そして私たちには、ボランティアや支援物資を送る事しかできない事をお許しください。また、私たちをお導

き下さい。(京都ノートルダム女子大学心理学部 S.M) 

 

[46]震災の津波で犠牲となった方々のご冥福をお祈りし、またそのご親族の方々に一刻でも早く心休まる

日が来られること、そして被災地が一日でも早く復興し、地元住民の方々がまた故郷に戻って、笑顔に暮ら

せることを心からお祈り申し上げます。(京都ノートルダム女子大学 mi3be***@) 

 

[47]今回の東日本大震災でも、兄弟姉妹を亡くした方、家庭や仕事、故郷を失った方々が多くいらっしゃい

ます。しかし、人々は明日を信じ、未来を信じて羽ばたこうとしています。憐れみ深い神様、どうか希望を胸

に立ち上がろうとしている方々を励まし、支え、導いて下さい。アーメン。(京都ノートルダム女子大学人間文

化学部人間文化学科１年 K.T) 

 

わたしは、東日本大震災からの復興は「支援」するので
はなく、「手助け」をするという意識の持ち方でやってい
くことが大切だと思っています。実際、東北に行ったこと
は一度もありません。でも、復興のお手伝いをしたい、と
もに歩んでいきたいという思いは持っています。この思
いを忘れずに毎日を過ごしていこうと思います。また、こ
の祈りを読んだ人の意識が少しでも変わることを祈って
います。 
私たち若者ができるのはこの震災を忘れないことです。
私は、阪神淡路大震災のころまだ生まれていません。
私の様に震災を経験したことがない若者もたくさんいる
ことでしょう。そのようなものが、震災は怖いものだという
こと、いつ自分の身に降りかかるかわからないということ
など忘れず、たまには震災のこと、自然災害のことを考
えて毎日を過ごしていくことを忘れないようにしたいで
す。 
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[48]天におられる私たちの父よ。被災地の人々が一刻もはやく住んでいた家に帰れますように。東日本大

震災での心の傷・悲しみを少しずつでも癒やすことができますように。苦しみ・悲しみをあじわったすべての

人々が希望を忘れることなく前へと一歩ずつ進めますように。主よ、願いを聞き入れてください。(京都ノート

ルダム女子大学 rf3bg***@) 

 

[49]東日本大震災で傷ついた人たちの心が少しでも癒されますように。東北

の街並みが少しでも早く復興されますように。みんなの心からの笑顔が見れ

るようになりますように。祈りを捧げる人たちの想いが天に届きますように。日

本が震災前よりももっと元気になりますように、お祈りいたします。(京都ノート

ルダム女子大学生活福祉文化学部生活福祉文化学科 1 回生 hm3bw***@) 

 

[50]東日本大震災で大切な人を失われた方、現在大切な人の行方が分

からない方の心の傷が少しでもいえますように。故郷に帰りたくても帰れ

る家がない方、危険区域に故郷がある方が一日、一分、一秒でも早く帰る

ことができますように。被災者のすべての人々の悲しみ、恐怖、痛みが取

り除かれ、幸せや喜びが訪れますように。最後にこの震災で亡くなられた

人々のご冥福をお祈り申し上げます。 

(京都ノートルダム女子大学１回生 K.A) 

 

[51]一日でも早く、復興できますように。様々な素晴らしい機会にめぐまれますように。たくさんの人とつな

がりあえますように。ひとりひとりの方に、幸運が訪れますように。被災された方々、支援をなさっている

方々、全ての人が一つになれますように。日々の感謝を忘れずに、遠い地域から皆様のためにお祈りいた

します。(京都ノートルダム女子大学 ah3be***@) 

 

[52]東日本大震災で被災された方々に祈ります。日々の生活の中で少しでも幸福が見つけられ、どんな逆

境にも強くあり、希望をもって生きていられますように。(京都ノートルダム女子大学 cherish.one_***@) 

 

[53]東日本大震災によって苦しむ人々が、一日でも早く元の生活に戻ることができ、安心して暮らせる日が

来るようにお祈りします。また、震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。私たちが皆と心を一つに

して、復興支援をすることができるように、神様お導きください。私たちは東日本大震災があったことを決し

て忘れません。(京都ノートルダム女子大学 S.C) 
 

[54]被災された方々が被災される前の幸せな生活に戻ることができるように、復興が着実に進んでいきま

すように。震災で亡くなられた方々の魂が癒され、安らかな眠りにつかれますように。震災によって、家族や

友人など大切な方を失った方々の心が癒されますように。震災によって、身体的あるいは精神的に傷を負

った方々に、二度と不幸なことが起こりませんように。このような甚大な被害が発生するようなことが二度と

ありませんように。(京都ノートルダム女子大学 1 回生 H.K) 
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[55] 2011年 3月 11日、巨大な地震と津波が東北地方を襲いました。被災された方の中には、住まいを無く

された方や大切な家族・友人を亡くした方がたくさんいらっしゃることでしょう。そんな状況の中で、自分たち

の街を復興しようと努力されている姿は非常に立派なものです。私もできることがあれば何でもする覚悟で

す。被災された方々に 1 日でも早く平穏な暮らしが訪れますように。(京都ノートルダム女子大学 1 回生 K.S) 
 

[56]被災された方々の心の傷が癒され、一日でも早く元の生活へ戻ることができますように。また、被災し

ていない私達が、東日本大震災の理解を深め、今、私達ができることは何なのか考え、一人ひとりがそれ

を実行できる勇気と力をお与えください。一人ひとりの小さな力が集まると大きな力になるということに私た

ちが気付き、今しなければいけないことを考え、行動し、皆で助け合うことができるようにお導きください。ア

ーメン。(京都ノートルダム女子大学 mm3bs***@) 
 

[57]被災された方が一刻も早く、以前のような生活ができますように。被災地への支援が円滑に被災地の

方のために支援がされますように。被災地が復興し、被災された方の苦しみが少しでも和らぎますように。

被災地が一刻も早く復興されることを祈ります。(京都ノートルダム女子大学 in3bw***@) 
 

[58]被災した方々の心の傷が一日でも早く癒えますように。また、被災しなかった私たちが、被災地や被災

者のことを他人事のように受け止めず、そのことを心の隅に忘れずに留めておけますように。主よ、被災し

た全ての人に一にでも早く笑顔が戻ってきますように、どうか見守りください。(京都ノートルダム女子大学 

korin_kon***@) 
 

[59]主よ、私たちの願いをお聞きください。今回の大震災で被害にあわれて悲しむ人や苦しんでいる人に励

ましの声を、元気を与えてください。私たちも自分たちにできるお手伝いを行い、少しでも多くの人たちを助

けたいと思っています。そして少しでも早くいろんな人たちが笑顔になれるように祈りたいと思います。私た

ちの主、イエス・キリストによって。アーメン。(京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化学科 1 回生 

M.I) 
 

[60]東日本大震災から、もうすぐ３年がたちます。被災した方々に少しでも幸せが訪れますように。また、被

災地がただ元に戻るだけではなく、自然と共存し調和した、未来に希望のある社会として復興するよう祈り

をささげます。(京都ノートルダム女子大学 nn3bh***@) 
 

[61]愛する大切なイエスさま、被災地に残って苦し

む人々、被災地を離れたことで苦しむ人々、手を差

し伸べて関わる、ことで苦しむ人々、直接手を差し

伸べることができないことで苦しむ人々にあなたの

平和をお与えください。あなたが私の中で祈り、働

いてください。あなたが私の中で、忘れないようにし

てください。（カトリック泉北教会 H.Y） 

正直、初めのころよりずいぶん気持ちが薄らいできてい
ます。目の前の自分のことで精一杯で、「東日本大震災
被災者のための祈り」にも身が入らなくなってきていまし
た。今回の募集を知り、神さまから「今一度、思い起こし
なさい」と言われた気がして祈りを考えました。お金も体
力も知恵もない私ですが、出来ることでイエスさまが働
いてくださると信じて祈っていきます。目の前の自分の
十字架と合わせながら。 
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[62]いつくしみ深神さま、私たちにあなたの思いを分か

らせてください。東日本大震災から4年目を迎えようとし

ています。未だに消息のわからない方、仮設住宅での

こころの隔たり、家族が共に暮らせず、元の家に戻れな

い方、さまざまな苦しみ、痛みを背負って暮らしておら

れます。だんだん苦しんでおられる方のことが見えなく

なっていきます。どうか、一人ひとりが共に痛みを共有

し、行動に移せるように聖霊を送ってください。 

(大阪教区神戸地区たかとり教会 S.M) 

 

[63]恵みあふれる神よ、今日も、あなたの子である私

たち一人ひとりに力をお与えください。「元気を出せ」

「乗り越えよう」「頑張ろう」とは言いません。まずは今

日も、あの日の兄弟姉妹の悲しみ、つらさ、今でもど

うしようもない「別れ」「苦しみ」、今も続く不安や時お

り起こる孤立した気持ちを、私たち一人一人が思い

起こし、少しでもわかることができますように。私たち

みなが心から痛み、悲しめますように。兄弟姉妹の

悲しみと連帯したあとにしか、喜びの連帯はありませ

ん。私たちはあなたお一人によって、今日も新たにさ

れます。今日一日を支え、励ましてください。主キリストによって。アーメン。(広島学院社会科 K.A) 

 

[64]私たちは忘れません。2011.3．11．のあの悲し

い出来事を。今尚、苦しみ、困難な状況の中におら

れる方々を思い、私たちは祈り、子どもたちに伝え

続けます。命の尊さ、人と人とのつながりの大切さ

を・・・。いつか被災地の皆さんの痛みが和らぎ希

望の笑顔になれますように。そして、いつまでもこの美しい日本でみんなが助け合って過ごせますように。

神さまどうか私たちの祈りを聞きいれてください。（出雲聖園マリア園（保育園） Y.T） 

[65]東日本 3 月 11 日の地震は人、物の全てを一瞬にして奪い、原発災害にまで至りました。今なお、多く

の人々が心身ともに数々の過酷な苦難と試練を強いられています。震災のきずなを忘れずに、心に留めて

祈ります。キリストの環（わ）と和（わ）の中で励まし、分かち、支えあいのうちに、明るい未来が開かれて、

早い復興が訪れますように。（広島教区光教会 O.H） 

 

[66]愛といつくしみの主よ。大震災から 3年が経とうとしている今、被災地の人々が、失ったものの痛みを抱

えつつも、もう一度生きる喜びを感じることができますようにお守り下さい。そして私たち一人一人が、この

震災のことを、また、震災から学んだことをいつも心に留めて生きることができますように。（援助修道会三

篠修道院 Sr.H） 

ボランティアや、ボランティアの参加者、東日本大震
災被災以外の一般の「弱い立場に追いやられた」
方々と、さまざまな形でつながりをもってきましたが、
その出会いからの経験を祈りのことばにするのは至
難です。不可能だと思いつつも、今の自分の素直な
気持ちを祈りにしてみました。 
人によっては、「頑張ろう」「元気を出そう」という明る
い太陽のような祈りのほうがよい、というかもしれませ
ん。また同じ一人の人間でも、ある日はその祈りを唱
えたくなる時もあるでしょう。いろいろな形があってい
いんだと思います。祈りに正解や「これだ」という形は
ありません。 

島根県出雲市の保育園です。この度の祈りの募集に賛
同し、お祈りの言葉を送らせていただきます。私たち
は、遠く離れていてなかなか被災地の現状を理解する
事が出来ませんが、被災地でボランティア活動をしてい
るシスター方のお話しを聞いたりしながら、保護者の
方、子どもたち、職員みんなの思いを集めたものです。 
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[67]すべてのものに癒しを与えて下さる神よ、大震災から立ち直ろうと主の十字架に依り添い、希望を求め

耐え忍んでいるひとり一人に、慰めと勇気を与えてください。また、この災害で犠牲となったすべての御霊

（みたま）にも永遠の安らぎを与えて下さいますように。そして今も懸命に復興に向け尽力している人々が

健康で所期の目的を果たす事ができるよう聖マリアへ取次を願い祈り続けます。アーメン。（長崎教区東長

崎教会 H.T） 

 

[68]主よ、不自由を忍びながら仮設住宅で生活している人々に憐れみを注いでください。絶望することなく、

お互いに助け合い、慰めあってすがすがしい共存生活をし、希望のうちに光を見出すことができますように。

また亡くなられた多くの方が永遠の住処でキリストとともに、安らぐことができますように。ボランテイアで奉

仕している方々も、健康に恵まれ、人々に寄り添い和ませ、力づけることができますように。暁の星なる聖

マリア、彼らを照らし導いてください。私たちの主イエス、キリストによって。アーメン。（長崎教区 紐差修道

院 (東和愛児園) H.C） 

 

[69]・今もなお自然災害の影響を受けている地域

や人々を顧みて下さい。困難を乗り越えるために

多くの人が共に支えあい、思いと力がひとつになり

ますように。 

・一日でも早く被害者の方々が安心して暮らせます

よう復興の輪が一人一人のうちに絶え間なく広が

っていきますように。 

・犠牲となられたすべての人が神の御国で安らかに

憩うことが出来ますように。また残された家族や病気

の床にある方々の上にもあなたの愛の光を注ぎ強め導いて下さい。（長崎教区、社会福祉法人純心聖母会恵の

丘長崎原爆ホーム） 

 

[70]いつくしみ深い父なる神よ、東日本大震災で大

きな苦しみを捧げている被災者に、あなたの暖か

い、慈しみを注いで下さい。仮設住宅の中で、周り

を気遣いながら、忍耐強く生きておられる方々に、

将来明るい光を見出す恵みを与えて下さいますよ

うに。私達も高齢での体の不自由さや障害のための痛みや苦しみをお捧げします。共に重荷を担いながら、

あなたを賛美することが出来ますように。アーメン。（平戸市、お告げのマリア修道会 シスターT） 

 

[71]主よ、虹の向うの東北でその空の下には、むごい厳しい試練を負われた方々がおられます。どうか安

心して住める家が出来、また希望の虹をみつけ、互いに励まし声をかけ合い、生き抜かれますように。どう

ぞ主よ、七色の光を注ぎお救いくださいますように。私達も苦難の人々に思いを馳せます。（レデンプトリスチ

ン長崎修道院 スール・M.B.A） 

 

ボランティアに参加し、狭い仮設の中で大きな声も出せ
ず小さくなって生活しておられる方々に、人間らしい暮
らしが一日も早く与えられるようにとの思いが起こりまし
た。高齢で障害者である私の訪問が、被災者に力を与
えましたので、共に重荷を捧げたいと思いました。 

私たちの施設には原爆の犠牲となられた被爆者が終の
棲家として生活しています。大震災の日、ニュースを見
たある利用者様が「私たちは原爆の時、たくさんの人に
助けてもらった。今、出来ることがあるはずだ」と言って
募金箱を手に取り、周りの利用者の所へ行っては声を
かけ募金を呼び掛けていた姿がありました。いくつにな
っても助け合いの精神を持ち続け、感謝する気持ちを
忘れないで生活されておられる姿にとても感銘をうけた
ことを忘れることが出来ません。この共同祈願も施設の
利用者、職員の気持ちが詰まっています。多くの方々
の上に神様の豊かな愛が宿っていけますことを祈り続
けてまいりたいと思います。 
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[72]慈しみ深い神よ、東日本大震災の復興に向かっ

て歩み続ける私たちを導いてくだい。私たちが目に

見える復興に囚われるのではなく、見えないところで

悲しんでいる人、苦しんでいる人に寄り添い、共に

歩み続ける隣人となれますように。（地域不詳、

max_ai_0***@） 

 

[73]父よ、東日本大震災から長い月日が経っていて

も、今、尚生きる希望を取り戻すことが出来ずにいる

ご高齢者の方々を顧みてください。家族を亡くした悲

しみ、住宅や田畑を奪われた苦しみを 善意ある

人々の愛と奉仕によって慰め癒してください。彼らが、その苦しみを通して 父であるあなたの 存在を感じ、

心穏やかな日々を過ごすことができますように。（地域不詳、修練者（ベトナムの方）） 

 

[74]東北震災によって、大切な家族を失った子供たちのために祈ります。いつくしみ深い神様、心傷ついた

子供たちを癒し、慰めてください。彼らが勇気と希望を持って未来の人生に向かって歩むことが出来るよう

に 一人ひとりに必要なお恵みとお助けをくださいますように。（地域不詳、修練者：ミャンマー人） 

 

[75]すべての人の上に雨を降らせ、太陽の光を照らしてくださる神様。大震災から 2 年半が経ちました。今

尚、多くの人々がさまざまな苦しみや悲しみの中で、生きる希望を見出せずにいます。彼らを癒し、救うこと

が出来る神様！このような状況の中で、祈りたくても祈れない人、祈ることすら出来ずにいる方々に代わっ

て 私たちは祈ります。どうか、彼らの心の叫び、私たちの祈りを受け止めてくださいますように。（地域不詳、

修練者：ミャンマー人） 

 

[76] 3 月 11 日に起こった東日本大震災によって、甚大

な被害を受け、数知れない犠牲者を出しました。この巨

大地震によってできた痛ましい高い山を、共に勇気をも

って登り切ることができますように。 （地域不詳、

biblical_inspirat***@） 

 

[77]主よ、一日も早く苦悩から立ち直れますように。被

災された方々が、神様に出会えますように。勇気、希望、

情熱、信仰、愛をお与え下さい。皆が自分の使命に気

付き、使命を果たしていけますように。その役割を果た

していけますように。（地域不詳、I.C） 

石巻ベースでボランティアに参加した際、募集の用紙
をいただきました。復興の歩みはまだまだ続いていくと
思います。その中で今回私が感じたのは目に見えな
い人々に目を向けるサポートの存在です。お茶会に
参加した際、参加される人数は少なかったのですが、
その方々にとってのお茶会はきっと心のよりどころなの
だろうと感じました。 
沢山の人々を助けることは大切なことです。しかし、そ
れにとらわれて少ない助けを必要としている人々を見
逃してしまったら、私たちのサポートは人間の考えで
終わってしまうと思います。応募するのもどうしようかと
迷いましたが、これも神様の計画の中にあるのかなあ
と思い、祈りのうちに応募することにしました。小さな私
の業ですが、神様が祝福してくださいますように。皆様
の上にも神様の恵みかありますよう祈ります。 
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５． 特に原発災害、被災者へ向けられた祈り                                  

 

[78]福島の地で、人間と自然と家畜との共生の夢

を実現され、40 年もの歳月を牧場経営に労苦され

た方がたの上にあなたのあわれみを注いでくださ

い。目に見えない放射能によって丹精された青草

は汚染され、牧場から牛の姿が消えて、かつての

のどかな牧場の風景は一変してしまいました。私

たち人間がおごりを捨て、あなたの創造の素晴らしさに気付き、すべての被造物との共生の中に真の喜び

を見いだすことができますように。わたしたちの主、イエス・キリストによって。アーメン。（サレジオ会日本管

区扶助者聖マリアの会（ＡＤＭＡ）一同） 

 

[79]原発事故のため故郷を離れ、避難し、不安定な生活を強いられている人々に、安らぎのある場が与え

られますように。そして、一日も早くふるさとへの帰還が叶いますように。また、地震・津波で破壊された原

発の処理に携わっている多くの方々を心にとめて祈ります。身の危険にさらされながらも懸命に、今日も働

く彼らを被爆からお守りください。（師イエズス修道女会管区本部、シスター一同） 

 

[80]いつくしみ深い神よ、東日本大震災や福島第一原発事故によって起こされた多くの災害に心を痛め聖

母の取次ぎを求めて祈ります。国の支援によって一日も早く復興事業が進められ、国民が安心・安全の

日々を取り戻すことが出来ますように。師イエス、あなたを信じます師イエス、あなたに希望します。師イエ

ス、あなたをします。 

年老いた人たち、子供たち、家を離れ、職を失っている人たち、学校を離れ必要な教育が受けられない子

供たちを主に委ねます。（師イエズス修道女会管区本部、シスター一同） 

 

2013 年 9 月、サレジオ会日本管区扶助者聖マリアの会
（ＡＤＭＡ）は、南相馬・原町教会で行われるサレジオ会
の岡本大二郎神父様の初ミサに参加するために福島
に参りました。前日立ち寄った片平牧場の経営者さん
から、放射能汚染の実態と、そのご苦労をうかがう機会
をいただきました。汚染されてもなお希望のうちに働く
姿に接し、わたしたち人間の偏った見方を正されている
ような気がいたしました。 
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６． 震災により亡くなられた方々に向けられた祈り                            

 

[81]思いがけない大震災によって亡くなられた人々の永遠の安息と、いまだに、行方不明の多くの方々の

ためにわたしたちは、常に祈り続けます。さらに、肉親・知人・友人の生存を信じ、出会いを待ち望んでいる

方々に安らぎと癒しが与えられますように。残されたご家族が希望のうちに歩むことが出来ますように、聖

体のうちにおられる復活のイエスに今日も明日も祈り続けます。（師イエズス修道女会管区本部、シスター一

同） 

 

[82]聖母(みはは)の胸で眠る吾子(あこ)よ。吾子が

一体何をしたのでしょうか。吾子は何故津波の中

へ消えてしまったのですか。神はどうして吾子の命

をお召しになったのですか。親の私たちに落ち度

があったためなのでしょうか。十字架上のキリスト

は蔑まれ、辱めを受け、慰めの言葉も届かぬまま、

聖母の前で息を引き取られました。聖母マリアよ、

十字架の元のあなたのお苦しみが今、同じ痛みとして胸を貫きます。聖母マリアよ、愛しい吾子を胸に抱き

しめてください。あなたに抱かれた吾子こそ、私の慰め、私の誇り、私の希望の光ですから。(名古屋教区、

H.S) 

 

[83]父である神さま、東日本大震災でわたしたちは、地が揺れ、海が荒れ狂う光景と原発事故に言葉もなく、

血が凍る思いでした。あなたがこれを通して語られたことを正しく受けとめさせてください。現場で命を亡くさ

れた方の霊魂を安らかに憩わせ、肉親を突然失った方の悲しみを癒してください。生きるすべを奪われた

失意の方々を立ち直らせてください。わたしたちが援助、犠牲と祈りで苦しむ人々と連帯、共生していくこと

ができますように。主キリストによって。アーメン。（名古屋教区南山教会、川名山聖霊修道院 Sr.O） 

 

[84]大震災で亡くなられた方々のために祈ります。神よ、あなたによって、すべての涙がぬぐわれ、すべて

の苦しみから解放され、あなたから頂いた永遠のいのちの喜びの内におられますように。また、今も行方不

明の方々のために祈ります。一人でも多くの方々が、一日でも早く、待ち続けておられるご家族ご親族の元

に帰ることができますように。（大阪教区企画広報課大阪教区祈り推進チーム） 

 

 

 

私が、今回の震災でもっとも心を痛めたのは「夢もあり、
希望あり、輝かしい未来が約束さていた幼い子供達」の
多くの命が奪われた事です。子供を失った親御さんの
苦しみはまた如何程だったのかと思うと胸が詰まり、息
苦しささえ感じます。幼い魂は真っすぐ天の御父のもと
に昇ったのだと信じています。十字架の元で、我が子キ
リストを見詰められていた聖母の悲しみの眼差しが、お
子さんを亡くされた親御さんの慰めになるのだと信じ
て、祈りたいと思いました。 
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７． 「私たち」の誓い、生き方の覚悟を祈るもの                              

 

[85]原発事故を体験しながらも、いまだに原子力に頼らざるを得ない、日本の社会と世界の国々が、もっと

近くから被爆者の声に耳を傾けるよう、回心へと導いてください。便利さと利益を求めることを優先し、人類

のことも、地球のことも後回しにしがちなわたしたちをおゆるしください。（師イエズス修道女会管区本部、シス

ター一同） 

 

[86]父なる神よ、子である主よ、神の息吹なる聖霊

よ、私たちがこの震災を、被災者が受けた痛みを

忘れることがありませんように。（名古屋教区南山教

会、N.H） 

 

[87]主よ、先の震災で被災した方々、又お亡くなり

になられた方々のためにあなたは私に何をお望み

ですか。語って下さい。主よ！私は、あなたの語り

かけに今日も耳を傾けています。(京都教区草津教

会 T.K) 

 

[88]被災された方々が心から笑える日が来ますように。全国の人々が震災にあわれた人のことを忘れず、

亡くなった方々の分も精一杯生きるのだという気持ちを持ち続けますように。今日という日が、亡くなった

方々の「どうしても生きていたかった明日」であるということを自覚し、これからを生きていけますように。震

災で亡くなった方々に恥ずかしくない、日本を創っていけますように。（京都ノートルダム女子大学 M.Y） 

 

[89]わたしたちが、被災者の方々にあなたが望まれる助けができるよう祈ります。わたしたちが、被災者の

いやしと救いのために働いておられる主イエス・キリストと心を合わせ、主が望まれることを選び取り、被災

した方々のことを忘れずに、助け、励ますことができますように。（大阪教区企画広報課大阪教区祈り推進チ

ーム） 

 

[90]震災発生のとき、大きな驚きと衝撃を受け、この記憶はいつまでも消えることはあるまいと思った。しか

し、時が過ぎ記憶は薄れ、思いは風化し、被災者の方を忘れず、祈り思いやった事は何度あったろうか。

微々たる程、数える程もなかったのではないか。愛を教えられても、人生において愛の実りの少ない私を許

し給え。真の愛、愛とまことの実り多く結ぶ者へと変え給え。愛の主の聖名においてアーメン。（広島教区光

教会 O.S） 

 

ボランティア活動を通して、私の方が「生きる喜び」と
「多くの希望」を頂きました。今年はボランティアをズル
休みしましたが、来年は必ず参加するつもりです。 

南山教会のお知らせで表記の祈りを募集しました。 
今後も被災者の方々への祈りとできる限りの支援をさ
せていただく所存です。 
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[91]東日本大震災三周年にあたり多くの犠牲を思

い起こして祈ります。なお続く困難や危機の現実に

私たちが強い絆をもち、輝ける未来を目指して立ち

向っていくことが出来ますように。（長崎、社会福祉

法人純心聖母会恵の丘長崎原爆ホーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 3 月 11 日。「希望への架け橋、日本団結、
支えあい」をメッセージに、私たちの思いを作品として
祭壇に掲げ、震災で亡くなられた方々のご冥福を皆で
祈りました。また、東日本の復興、震災救助に関わるす
べての方々の上に神様のお恵みがありますように、利
用者様、職員心をひとつにして、追悼ミサを捧げまし
た。そのミサの中での共同祈願を祈りとして捧げます。 
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８． 復興支援活動に携わるボランティア、スタッフに向けられた祈り                     

 

[92]あわれみ深い神様、あなたは仰せになりました。

「あなたがたが、私を選んだのではない。私があな

たがたを選んだ。」と、私たちは、信じております。

私たちに使徒の心をもって、み国のために働く人を、

お遣わしください。苦しんでいる人々のために、自

分を捨てて、ほほえみで廻りを照らし愛の心で皆を

温める人、生きる希望を与えてくれる人、復興のために衋力出来る人々を、主よ、数多く選んでください。そ

して、あなたと共に働かせてください。私たちは、これからも自分の出来る支援を続け、心から祈り続けます。

（横浜教区、鎌倉市 S.H） 

 

[93]いつの時代も全人類を、そして、わたしたち一人ひとりを良きに取り計らってくださる全能の父なる神よ、

震災で過酷な状況を生きている人々を顧みてください。その人々に寄り添い、彼らの困難を共にしてボラン

テイア活動にいそしむ人たちが、被災された方々と共に神に心を向け、恵みの中に成長できるよう、聖霊の

豊かな光で照らし強め導いてくださいますように。（師イエズス修道女会管区本部、シスター一同） 

 

[94]被災地の復興に取り組む地域の人々、ボランテイア、支援活動を続けている世界各地の人々の活動を

支え、絆を強めてください。皆が３・１１をいつまでも記憶し、外面的な復興だけでなく、神によって創られた

人間としての心を強くし、連帯する心、思いやる心を育み続けていく事が出来ますように。（師イエズス修道

女会管区本部、シスター一同） 

 

 

私は現在 80 歳です。昨年、福島への支援ツアーに
参加させていただき、福島の皆様にお会いして、ま
だまだ程遠い復興に苦しんでいらっしゃる方のため
に、何も出来ない無力な私です。それでも私に出来
る小さな犠牲と細やかな支援とお祈りを続けさせてい
ただきたいと思っております。神さまの深いあわれみ
と豊かなお恵みを心からお祈りいたします。 
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９． その他、特定の意向をもった祈り                                        

 

[95]今も、汚染水漏れが続く福島原発で放射能を被ばくしながら、懸命に復旧作業をしている方々のため

に祈ります。事故にあうことなく、安全に仕事ができますように。そして、将来健康を害することがないようお

守りください。（大阪教区企画広報課大阪教区祈り推進チーム） 

 

[96]大震災から３年が経ち、私たちの記憶は少しずつ風化しつつあります。その傾向が顕著なのが政治家

です。復興基本法などの法律は制定しましたが、最近、彼らの口から被災者のことを語る言葉を聞くことが

できません。今一度、彼らが、被災された方々の思いに気づき、復興、再生のために有効な政策を実行で

きるようお導きください。（大阪教区企画広報課大阪教区祈り推進チーム） 

 

[97]親を亡くした子どもたちのために祈ります。心に深い傷を負った子どもたちがまわりの人たちの助けで、

つらい現実を受けとめ、これからの人生を前向きに歩んでいくことができますように。主イエス・キリスト、い

つも彼らと共にいて、励まし、支えてください。（大阪教区企画広報課大阪教区祈り推進チーム） 

 

[98]大震災で家族、住まい、仕事、人との交わりを奪われ、自宅、仮設住宅、避難先で不自由で不安な生

活をしている方々のために祈ります。その悲しみ、苦しさ、悔しさを少しでも癒してください。そして、心と生

活の再建のために必要な希望と勇気の恵みをお与えください。私たちも祈りでその方々の思いを受けとめ、

寄り添うことができますように。（大阪教区企画広報課大阪教区祈り推進チーム） 

 

[99]弱い立場の方々のために祈ります。病気の方々、介護が必要な方々、ハンディキャップのある方々、赤

ちゃん、妊婦さん、外国人の方々、一人暮らしの方々に支援の手が十分行き届きますように。（大阪教区企

画広報課大阪教区祈り推進チーム） 
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尚、被災者や復興支援活動に向けてお寄せ下さった「メッセージ」については別の方法で被災地へ届けることを

検討しております 

＜被災者への想いを祈りに託して応募いただいた皆様に感謝申し上げます。＞ 

I.H（聖心会札幌修道院） 
O.N（仙台教区元寺小路教会） 
maae1***@（地域不詳） 
K.I（相模原市） 
K.A（名古屋教区南山教会） 
高槻マリア・インマクラダ幼稚園(大阪府高槻市) 
I（大阪教区高槻教会） 
H.S（広島教区光カトリック教会） 
ko3bw***@(京都ノートルダム女子大学 ) 
T.K(京都ノートルダム女子大学 ) 
K.T(京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文
化学科１年) 
S.A(京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文
化学科１回生) 
ym3bh***@(京都ノートルダム女子大学 
ko3bw***@ (京都ノートルダム女子大学)  
橘 佳菜子（京都ノートルダム女子大学）  
島次 茜（京都ノートルダム女子大学人間文化学部 
人間文化学科１回生） 
ym3bh***@（京都ノートルダム女子大学） 
mk3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
yo3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
A.Y(京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化
学科) 
Y.K(京都ノートルダム女子大学英語英文学科１回生) 
mo3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
I.R（京都ノートルダム女子大学） 
S.R(京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化
学科) 
nk3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
G.A（京都ノートルダム女子大学） 
hn3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
kn3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
ym3bh***@（京都ノートルダム女子大学） 
山本香奈（京都ノートルダム女子大学人間文化学部英語
英文学科１回生） 
M.M（京都ノートルダム女子大学大学１回生） 
sharp***@(京都ノートルダム女子大学心理学部臨床心
理専攻１年) 
yi3bh***@（京都ノートルダム女子大学） 
ms3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
am3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
af3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
Y.A(京都ノートルダム女子大学一年) 
mn3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
en3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
yu3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
nm3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
ci3bg***@（京都ノートルダム女子大学） 
nh3bg***@（京都ノートルダム女子大学） 
am3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
N.I(京都ノートルダム女子大学人間文化学部英語英文

学科 1 回生) 
K.A(京都ノートルダム女子大学心理学部１年) 
mh3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
A.M(京都ノートルダム女子大学) 
mh3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
tk3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
rn3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
H.M(京都ノートルダム女子大学人文一回生) 
ik3bh***@（京都ノートルダム女子大学） 
tora0nek***@（京都ノートルダム女子大学） 
N.C(京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化
学科) 
js3bh***@（京都ノートルダム女子大学） 
W.S（京都ノートルダム女子大学） 
Y.K（京都ノートルダム女子大学） 
O.M（京都ノートルダム女子大学） 
S.M（京都ノートルダム女子大学） 
M.A（京都ノートルダム女子大学） 
hk3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
at3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
sn3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
H.R(京都ノートルダム女子大学１回生) 
O.W(京都ノートルダム女子大学１回生) 
ct3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
nt3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
K.S(京都ノートルダム女子大学 1 回生) 
cm3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
rs3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
K.K(京都ノートルダム女子大学心理学部心理学科 1 回
生) 
mn3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
Y.Y（京都ノートルダム女子大学） 
na3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
ss3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
mt3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
so3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
M.M(京都ノートルダム女子大学) 
H.A（京都ノートルダム女子大学心理学部心理学科臨床
心理専攻１年生） 
ms3bg***@（京都ノートルダム女子大学） 
K.Y（京都ノートルダム女子大学） 
at3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
yi3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
sh3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
D.A(京都ノートルダム女子大学英語英文 1 回) 
hy3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
mm3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
K.T(京都ノートルダム女子大学) 
kk3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
K.C（京都ノートルダム女子大学） 
G.M（京都ノートルダム女子大学） 
T.A（京都ノートルダム女子大学） 
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O.M(京都ノートルダム女子大学人間文化学部英語英文
学科) 
K.R（京都ノートルダム女子大学） 
m-kitao***@（京都ノートルダム女子大学） 
yo3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
at3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
T.E（京都ノートルダム女子大学） 
hi3bg***@（京都ノートルダム女子大学） 
M.R(京都ノートルダム女子大学 1 年) 
ndjsbjs.1***@（京都ノートルダム女子大学） 
S.M(京都ノートルダム女子大学心理学部心理学科臨床
心理専攻 1 回生) 
H.Y（京都ノートルダム女子大学） 
su3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
I.M（京都ノートルダム女子大学） 
M.A(京都ノートルダム女子大学１回生) 
cl3bg***@（京都ノートルダム女子大学） 
I.C(京都ノートルダム女子大学心理学部心理学科臨床
心理専攻１年) 
cn3be***@（京都ノートルダム女子大学） 
yn3bh***@（京都ノートルダム女子大学） 
H.M(京都ノートルダム女子大学心理学部心理学科１回
生) 
at3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
T.A（京都ノートルダム女子大学） 
ro3bg***@（京都ノートルダム女子大学） 
yy3bs***@（京都ノートルダム女子大学） 
K.S（京都ノートルダム女子大学） 
S.S（京都ノートルダム女子大学） 

H.N（京都ノートルダム女子大学） 
M.M(京都ノートルダム女子大学１回生) 
N.S（京都ノートルダム女子大学） 
ko3bw***@ (京都ノートルダム女子大学)  
M.N（京都ノートルダム女子大学）  
M.F(京都ノートルダム女子大学心理学部心理学科学校
心理専攻１回生) 
M.A（京都ノートルダム女子大学） 
ay3bc***@（京都ノートルダム女子大学） 
S.K（京都ノートルダム女子大学） 
ma3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
riho_ishim***@（京都ノートルダム女子大学） 
ym3bh***@（京都ノートルダム女子大学） 
K.Y（京都ノートルダム女子大学） 
mf3be***@（京都ノートルダム女子大学英語英文） 
Y.H（京都ノートルダム女子大学） 
O.K（京都ノートルダム女子大学） 
st3bw***@（京都ノートルダム女子大学） 
N.S（京都ノートルダム女子大学） 
roha***@（京都ノートルダム女子大学） 
K.K（京都ノートルダム女子大学） 
S.M(京都ノートルダム女子大学) 
S.M(京都ノートルダム女子大学) 
N.A（地域不詳） 
pink.co.jpa***@（地域不詳） 
natu***@（地域不詳） 
Morinaga dkcjx***@（地域不詳） 
O.A（地域不詳） 
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中高生の部 

＜北は札幌教区から南の那覇教区への順に掲載しています＞ 

 

[1]神様、今日もあなたが創られた豊かな自然の中

で生活できることに感謝いたします。 東日本大震

災によって困難な生活を強いられている方々、そし

て復興に向け勇気ある一歩を踏み出そうとしている

方々にいつまでも希望の光をお与え下さい。また私

たち一人ひとりが震災によって神のもとに召された

命を想い、苦しい時や心が満たされている時などの

日常の中でも祈りを捧げていくことができますように。

（宇都宮海星女子学院中学校高等学校高 高 3 M.K） 

 

[2]神様、いつも私たちを見守り、支えとなってくださっていることに感謝いたします。そのみこころで東日本

大震災で被害に遭われた方の心を癒し、生きる希望を強めてください。また、時の流れの中、甚大な被害と

心の痛手を受けた方のことを忘れることなく、助け合い協力する心を常に持ち続けることができますように。

（宇都宮海星女子学院中学校高等学校高 高 3 O.Y） 

 

[3]神様、いつも私たちを心にとめ、お守り下さり感謝いたします。これからも、私たちが、被災された方々の

ことを心にとめ、日本全国で復興のために力を尽くすことができますように。また、御家族や友人知人を亡く

されて孤独の内にある方々に生きる希望と力が与えられますよう、この祈りを受け入れください。（宇都宮海

星女子学院中学校高等学校高 高 3 マリア会副部長） 

 

[4] い つ も私た ちを 見 守 って下 さ る神様 、               

震災からもうすぐ 3 年の月日が経ちますが、被害に

あわれた方々それぞれに家族がいて、生活があっ

たということを私たちはこれからも心で感じ、忘れま

せん。どんなに月日が過ぎても、震災の記憶を風

化することなく、被災された方々に励ましの気持ち

を届けることができますように。そして、私達自身、

自分の周りにいる方々への感謝の気持ちを大切に

過ごしていくことができますように、神様、お導き下

さい。（田園調布雙葉中学高等学校 高等学校 2 学

年） 

（宇都宮海星女子学院中学校高等学校 

カトリック研究会・マリア会） 

生徒有志が被災地ボランティアとして参加しました。 

・2012年 8月宮城県亘理町：被災の体験談を聞いて

学び、和紙を使った小物づくりで交流しました。 

・2013 年 7 月宮城県亘理町：亘理教会でのミサ、体

験談を聞いて学び、ゲームで交流しました。 

（田園調布雙葉中学高等学校） 

 私達高 2 学年は、11 月 13 日に、岩手県の大槌町
で復興活動をされている臼沢和之さんからお話を伺
いました。臼沢さんは、震災で婚約者を亡くされ、そ
の婚約者の方の「大槌町に日本中の人を呼び込み
たい」という夢を叶えるために、震災後大槌町で復興
ツーリズムのお仕事をされています。臼沢さんは、私
達に繰り返し「震災のことを、心で感じてほしい」「今
そばにいる大切な人に『愛している』と伝えてくださ
い」とお話しされました。 
 今私達は、この臼沢さんのお話を心に刻んで、毎
日の学校生活を送っています。その思いをこのお祈
りに込めました。12 月には、学年の有志 25 名が、釜
石を訪問しますが、その時も、心を込めて、このお祈
りを唱えたいと思います。 



「あなたの思いを祈りにこめて！」中高生の部 

 

＜２９＞ 
 

[5]慈しみ深い神様、東日本大震災に関わる全て

の人のために祈ります。2011 年３月 11 日、震災に

より多くの人が犠牲となりました。また被災した

方々は今もなお出口の見えない生活を強いられて

います。私たち自身もあの日を忘れず、共に歩ん

でいくことを神様にお約束します。皆があなたの愛

の息吹を受けて、完全な復興に向けて心を一つに

することができますように。また人々の不安が取り

去られますよう豊かな恵みをお与えください。（聖セ

シリア女子中学高等学校（神奈川）聖書フォーラム） 

 

 

[6]私たちは東日本大震災によって、いつも当たり

前に思っていた、家族との時間、また電気や暖房

が使えること、毎日帰る家があることが、当たり前

ではないということに気づきました。自分たちがい

ただいている恵みを忘れることなく、日々感謝して

過ごすことができますように。また、今もなお苦しんでいる方たちのことを忘れず、支援しつづけていくことが

できるよう、お見守り下さい。（神奈川、清泉女学院中 2「宗教研究グループ」） 

 

[7]神様、震災から二年半がたった現在でも、家族を失い、孤独を感じている方々がたくさんいらっしゃいま

す。皆さんが一日でも早く希望を見出すことができますように、光と喜びをお与えください。また、私たちが

被災された方々のことを常に思い起こしていくようお導き下さい。（神奈川、清泉女学院中 2「宗教研究グルー

プ」） 

 

[8]東日本大震災から三年が経とうとする中でも数々の

問題を抱え、被災されている方々に祈ります。僕自身、

十二月に東北ボランティアに参加し、厳しい寒さを体感し

ました。より寒い三月での被災はどれだけつらく、大変な

ものであっただろうと思い巡らしました。しかし、その思い

が心の中にあるだけでは意味がありません。私たちは考

え、実行し、発信していくことができます。被災された

方々と少しでも多くの人と交流を深めていくことができま

すように。（神戸市、六甲高等学校 高 2 K.N） 

 

[9]被災された方々に、家を流された方々に、家族を失った方々に、友だちを失った方々に勇気と希望をお

与えください。そして、2 年半たった今も、遠く離れてはいるけれど、復興を願っています。日々、笑顔が増え

ていきますように。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ K・N・H） 

（聖セシリア女子中学高等学校聖書フォーラム） 

 神奈川県にあります、聖セシリア女子中学高等学
校でカトリック研究を行っている聖書フォーラムという
部活の部員で意見を出し合い、考えたお祈りです。 
 震災後、部活内で震災について知る機会を設けた
り、支援に繋がる活動を学校内で行ったり、カリタス
ジャパンを通し実際に被災地へボランティアに行っ
たりしている中で、この出来事を忘れず、共に歩んで
いきたいという想いが大事だと気づき、このお祈りを
考えました。 
 私たち一人ひとりの力は小さいですが、イエスさま
がなさったように共にいることはできます。寄り添う気
持ちと共にこのお祈りを捧げたいと思います。 

（神奈川、清泉女学院中学校） 

復興支援のための祈りをお送りします。 

中学二年生の「宗教研究グループ」が作成いたしま

した。 



「あなたの思いを祈りにこめて！」中高生の部 

 

＜３０＞ 
 

[10]震災にあった地域の人たちが、本当の意味での笑顔を、一日でも早く取り戻すことができますように。

また、日常生活に不安や不便、孤独を感じている人が救われますように。そして、まいにち、笑顔が絶えな

かった子どもたちが、前にもまして、少しでも笑顔がふえますように。（倉敷市、清心女子高等学校 高２  

A・I・S） 

 

[11]東日本大震災で被災された方々に、希望を与

えてください。今もまだ行方が分からない方々のた

めに、祈ります。私たちは、今できる支援をしていき

ます。私たちの活動が、少しでも早く復興すること

につながりますように。子どもたちが、安心して遊

ぶことができるような環境になりますように。震災か

ら 3 年が経とうとしていますが、忘れないようにしま

す。被災地の方々におとずれる明日が、おだやか

でありますように。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ 

A・K・S・H） 

 

[12]私たちを守ってくださる神さま。東日本大震災

によって、親や家族をなくした人たちのために、主

からの助けと励ましをお与えください。自然とともに

生かされていることに感謝し、皆が同じような環境

で生活できるよう、お支えください。傷ついている人々のために行動を起こす勇気を私たちに与え、その行

動が、被災した方々にとっての援助となりますように。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ O・G・S） 

 

[13]神さま、2011 年 3 月 11 日に、東日本大震災が起きました。今でも、家が津波に流されて、帰ることがで

きない人たちが苦しんでいます。そんな中、私たちは、平和に過ごしています。東日本大震災によって、悲

しい思いをしている人々、苦しんでいる人々のために、私たちができることを探し、復興が少しでも進み、平

和な日々の生活を送ることができますように。イエス・キリストによって、アーメン。（倉敷市、清心女子高等学

校 高２ A・S・S・N・N） 

 

[14]東日本大震災で被災されたたくさんの方々が、一刻も早く、元の生活に戻ることができますように。 

また、被災された方々の精神的な傷が、少しでも癒えますように。そして、亡くなられた方々のご冥福をお

祈りするとともに、今、自分たちにできることを考え、実行していくことができますように。（倉敷市、清心女子

高等学校高２ K・K・T・M） 

（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 

3月 11日の震災が起きて 2年半なので、被災地を
忘れないために、新聞の記事、ニュースの映像、ドキ
ュメンタリーなどを通して、被災地や被災地の人たち
の状況を知る授業を行いました。祈りの募集のことを
知り、まとめの代わりに、祈りを作ることを、生徒たち
に提案しました。祈りを作るということは、それらしい
言葉を並べてまとめを作成するよりも、湧き上る思い
を言葉にすることで、より深いまとめができるのではな
いかと考えたのです。 
 これまでも被災地や被災した人たちのことを忘れな
いように、主の祈り、アヴェマリアの祈り、平和の祈り、
キリスト教学校教育同盟と日本カトリック学校連合会
が共同して作成した祈りなどで祈ってきたのですが、
祈りを自分たちで作成した経験はありませんでしたの
で、生徒たちは戸惑っていました。 
 どうか、被災地から遠く離れた（神戸と比べると本当
に東北は遠いのです）岡山県で生活している高校 2
年生の思いと受け止めていただければありがたいで
す。 



「あなたの思いを祈りにこめて！」中高生の部 

 

＜３１＞ 
 

[15]東日本大震災が起きて、2 年半が経ちました。まだ、自分の家に住むことができなくて、仮設住宅に住

んでいる人がたくさんいます。そういった状況をテレビなどでみると、未だ苦しんでいる被災した方々のこと

を思うと心が痛みます。大切なことは、被災地に行き、見て感じることだと思います。私たちは誓います。被

災地の方々のためにも、震災のことを絶対に忘れません。早く復興することを願って、祈ります。（倉敷市、

清心女子高等学校 高２ I・H） 

 

[16]東日本大震災で、かけがえのない家族や友だちを失った人たち、家や学校や職場を失った人たち、福

島第一原発事故による被災や風評に苦しみ、避難生活を余儀なくされている人たちに、助けと励ましを与

えてください。そして、子どもたちが、放射線を気にせずに、外を走りまわることができるように、一日も早い

復興をお祈りします。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ M・M・W） 

 

[17]東日本大震災で多くの人が犠牲となり、大切な人を失い、家も失い、原発により故郷に戻れない人もい

ます。当たり前のようにいる家族や友人、当たり前のようにある食料、いつも帰る家。平凡な毎日が続くと

は限りません。一日一日を大切にしていきます。東日本大震災から 2 年半。一日も早く復興することをお祈

りします。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ S・S・T） 

 

[18]被災した人々の心の傷が癒えますように。私たちが、東日本大震災で起こったことを、いつまでも、忘

れない心を持ち続けることができますように。津波に流されて見つかっていないすべての人たちが、家族の

もとに帰るこができますように。もう二度と、このような災害が起こりませんように。（倉敷市、清心女子高等

学校 高２ T・T・H） 

 

[19]東日本大震災が発生し、東北地方の太平洋側が、大きな被害を受けたことによって、日本中に深刻な

問題があらわになりました。東北地方の現状は、震災から 2 年半が経った今でも、決して良いとは言えない

状態です。私たちは、被災された方々や被災地のことを忘れずに、絶えず、支援を続けていこうと思います。

被災された方々に、一刻も早く、心安らかな日々がきますように。（倉敷市、清心女子高等学校高２ A・K・T） 

 

[20]東日本大震災から二年半が経ちました。被災地でボラ

ンティアをする人、助け合う被災地の人たち、放射能で自

由に遊ぶことのできない子どもたちに、幸せがありますよう

に。東京オリンピックが決まり、東日本のことが忘れられて

いくように感じます。東日本には、まだ、多くのお金や資材

が必要なのに、東京に集まってしまうのではないかと心配

されています。大きな被害をもたらした東日本大震災という

出来事が、決して忘れ去られないように祈り続けます。 

（倉敷市、清心女子高等学校 高２ H・H） 



「あなたの思いを祈りにこめて！」中高生の部 
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[21]今回の東日本大震災で、本当に大切なものは何かを知りました。それは、家族の大切さと温かさ。そし

て、自然のこわさを忘れないこと。平和、真実とは何かということと向き合い、やるべきことを見つめていか

なければならないと思います。一日も早い復興をお祈りします。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ I・T・N・

H・M・W） 

[22]東日本大震災が起きてから二年半が経ちました。家族や友だちを亡くした方々、仮設住宅で暮らしてい

る方々のために、一日も早く、復興が進みますように。一瞬にして奪われてしまった幸せが、再び戻ってき

ますように、そして、復興が進み、二年、三年、五年、十年後には、皆さんが、笑顔になりますように。（倉敷

市、清心女子高等学校 高２ T・T・S・T・H） 

[23]東日本大震災から二年半。未だ被災地の復興は進んでいません。この震災で、私たちは、今を一生懸

命生きることの大切を知りました。家族や友だちと過ごす日々は当たり前だけれど、とても大切なものだと

わかりました。私たちは、今ある日々を大切に、一生懸命生き、また、震災を経験した人が、一刻も早く、今

までの暮らしを取り戻すことができますように。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ K・K・T・T） 

[24]神さま、お与えください。震災で亡くなった人々に、安らぎを。今もなお苦しんでいる人々に、癒しと希望

と一歩の前進を。家族を失った人々に、ぬくもりと笑顔を。私たちに、忘れない心と手を差し伸べる勇気を。

（倉敷市、清心女子高等学校 高２ H・H・H・M・Y） 

[25]東日本大震災で被災された方々が、できるだけ早くもとの生活を取り戻し、笑顔で暮らすことができま

すように。被災地が復興し、人々でにぎわい、活気のある町になり、安心して暮らすことができますように。

日本全国の人々が、3 月 11 日の震災を忘れず、被災された方々とともに、歩んでいけますように。このよう

な悲劇が、もう二度とおこりませんように。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ K・M・M） 

[26]心をこめて祈ります。亡くなった人々のたましいが、天国で幸せでありますように。平和が訪れますよう

に。私たちが、助けとなれますように。地震や津波にあって、今も苦しんでいる人々、家族を亡くした人々、

家や仕事を失くして困っている人々に、勇気と希望をお与えください。神さまの豊かなお恵みがありますよう

に。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ N・H・M・M） 

[27]神さま、東日本大震災よって苦しむ人々のために、あなたからの助けと励ましを与えてください。（倉敷

市、清心女子高等学校 高２ A・I・K・K・T） 

[28]2011 年から、3 年が経とうとしている今でも、東日本大震災によって苦しんでいる人々の苦しみが、原

発の問題によって、さらに大きくなりませんように。また、悲しみを分かち合うことができますように。そして、

被災地に神さまのお心が届き、光で満たされますように。震災によって失われた笑顔を取り戻せますように。

それがきっと、深い悲しみから救い出してくれると思うから。（倉敷市、清心女子高等学校 高２ K・M・K・M）
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[29]東日本大震災によって、校舎を失い、学校に通

えなくなってしまった子どもたちのために、祈ります。

勉学をともに励む大切な友達ともはなればなれにな

り、さみしい思いをしていることと思います。私たち

の住むヒロシマも原爆による被害から復興をとげま

した。これからの未来には子どもたちの元気と意欲

が必要です。あきらめないこころと復興へと進む勇

気と希望をお与えくださいますように。アーメン。（広

島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ H、H、T、O） 

 

[30]東日本大震災によって被災された方々のために祈ります。

震災によって、多くの方々の日常が変化してしまいました。今

日一日を生きることが大変な方々もいらっしゃると思います。

過去の積み重ねである今を生きることが未来へと繋がります。

毎日を一生懸命生きている方々の今、そして未来がすてきな

ものとなりますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ 

I、E、S、T、M） 

 

[31]東日本大震災によって、大切な人を失い今なお悲しみの中におられる遺族のために祈ります。最愛の

家族、かけがえのない仲間、忘れることのできない恩人を失われたすべての人々に心の安らぎと希望をお

与えください。神さま、私たちが被災された方々の悲しみを忘れることなく、明るい未来を築けるようにお導

きください。そして、私たち一人ひとりが毎日をあたりまえのことと思わず、感謝して生きていくことができま

すように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ K、S、N） 

 

[32]東日本大震災によって被害に遭われた方々のためにお祈りします。一刻も早く心の傷を負われた方々

に復興へと進む希望を与え、一日を照らし、大切に生きることができるよう導いてください。今が辛い時であ

っても、感謝すべきことがあることを思い出し、いつもほがらかで健やかにすごせるようにしてください。また、

私たちも力を合わせて共に助け合いながら、愛をもって行動することができますように。（広島、ノートルダム

清心高等学校 高Ⅲ U、O、S、M） 

 

[33]東日本大震災で被災された方々のために祈ります。今もなお震災によって家族を失った悲しみや、生

活や将来への不安に苦しんでいる方々がたくさんおられます。神様、被災地の方々に安らぎと希望をお与

えください。犠牲になった方々が神様のもとで安らかに眠ることができますように。また、私たちが被災地の

復興のために積極的に行動する勇気を持ち、被災された方々を思い続ける心を忘れることがありませんよ

うに。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ A、K、H、N、Y） 

（広島、ノートルダム清心中・高等学校） 

 中学１年生と２年生、高校 1 年生と 3 年生が復興支

援のための祈りを作りましたのでお送りします。 

 今回このような機会を通して、改めて一人ひとりの

生徒が東北に思いを馳せ、いろいろなことを感じ、考

える時が頂けたことを感謝しております。被災者の

方々が未来に希望をもって一生懸命生きるような祈

りを考えました。 

 寒さ厳しき折、どうぞご自愛ください。祈りのうちに。 
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[34]被災地の子どもたちのために祈ります。震災によって大切なものをなくし、つらく悲しい思いをした子ど

もたちが、笑顔や希望を取り戻してこれからの明るい未来を築いていくことができますように。（広島、ノート

ルダム清心高等学校 高Ⅲ K、K、T、H） 

 

[35]被災地のこれからを担う人たちのために祈ります。東日本大震災によって神から与えられた試練を一

つ一つ心をこめて乗り越えていくことができますように。一人ひとりがそれぞれの場所において試練を乗り

越える中で幸せをみつけることができますように。生命力にあふれる私たちの努力が神からの光と力によ

って豊かな実りを結びますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ K、S、N、M） 

 

[36]東日本大震災によって被害を受けた全ての中高生に向けて祈ります。一生忘れることのない、あの日

から二年半以上経ちました。家族を失った方、友人を失った方、心や身体に傷を負った方、多くの人々が今

も苦しんでいます。彼らに、神様の癒しを注いでください。そして彼らが苦しみから解放され、前向きに歩ん

でいくことができますように。将来を担っていく中高生に笑顔と勇気を与え、私たちと共に明るい日本を築け

ますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ N、Y、M、O） 

 

[37]今なお解決されていない仮設住宅や汚染水の問題に日々不安を感じ、被災地で生活されている方々

のために祈ります。私たちの学校では、東北への物資の支援活動をおこなってきました。微力ながらお役

に立ち、また遠く離れていてもこうして被災地との繋がりを持てることに感謝いたします。これからの問題に

対して一人ひとりが解決に向けて行動し、日本中の人々の力で被災地へ希望の光をもたらすことができま

すように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ U、K、K、T） 

 

[38]神さま、東日本大震災で多くの方々が突然、大切な家族・友人を失いました。その方々の心にあいた穴

の深さは、はかりしれません。どうか私たちがこれからも、震災のことを忘れることなく、みんなで手を取りあ

って協力していくことで、その穴を少しでも埋めていくことができますように。（広島、ノートルダム清心高等学

校 高Ⅲ N、M、A、A） 

 

[39]東日本大震災で被災した学生たちのために祈ります。突然の災害によって当たり前だった環境が失わ

れた人たちが、本来の活気を取り戻し、未来を担う若者として再スタートすることができますように。また、

私たちも幸せな環境にいることに感謝し、手を取り合って、共に新しい社会を築いていくことができますよう

に。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ H、M、I） 

 

[40]東日本大震災で心や体に傷を負ってまだ復興が進まず、故郷を離れ、仮設住宅で暮らし、愛する人と

離ればなれになっている人のために祈ります。彼らの涙が一粒の麦となって地に落ち、多くの実を結びます

ように。弱い人々が守られる社会の実現に結びついていきますように。”何事にも時があり、天の下の出来

事にはすべて定められた時がある”至難の時を共に乗り越え、平和の時を共に分かち合うことができます

ように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ K、K、S、H、W） 
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[41]東日本大震災によって苦しんでいる人々のために祈ります。震災からもうすぐ三年経とうとしている今

でも、復興が進んでいない状況の中で暮らす人々に私たちが寄り添うことができますように。また、私たち

若い世代が、震災を風化させず後世に伝えていくことができますように。そして、心に傷を負った人々と痛

みを分かち合い、祈ることで希望や活力を届けられますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ O、

K、T、M） 

 

[42]東日本大震災で犠牲になられた方や今もなお苦しみ続けている方々のために祈ります。私たちの親・

兄弟・隣人、そして亡くなられた全ての方々に心を留め、あなたの光の中に受け入れてください。神様はあ

らゆる方に慰めをお与えくださいます。原発事故や震災によって今も古里で復興を進めている方々が神様

からの希望を受け入れることができますように、アーメン。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ K、K、K、

K、T、N） 

 

[43]東日本大震災によって心や体に傷を負った方々、

命を落とされた方々のご冥福をお祈りします。震災に

より大切な人を失った遺族の方々の心の傷が少しで

も慰められますように。また、私たちも被災者の心に

寄り添い、他人事になることなく、当たり前に普段の

生活ができることを感謝し、震災の記憶を心に留め続

けられますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 

高Ⅲ T、H、I） 

 

[44]東日本大震災によって大切な家族や友人たちを亡くした同年代の子どもたちのために祈ります。思い

もよらぬ地震や津波によって大切な人を失い、心に深い傷を負った方々が少しずつでも前に進むことがで

きるようにお導きください。そして、わたしたちもその方々の支えになれるように努力します。被災地の子ど

もたちが一日でも早く心に安らぎと希望を取り戻すことができますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 

高Ⅲ I、S、H、H） 

 

[45]東日本大震災で命を落とされた多くの方々のために祈ります。亡くなられた方々の霊魂が神様のもとで

安らかに憩い、慰められますように。また、亡くなられた方々の家族が心の傷を癒し、力強く復興へと進ん

でいけるよう、励ましをお与えください。そして、私たち自身がいつも震災のことを忘れず、自分たちにできる

ことを実行できるようお導きください。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ S、S、M、M） 

 

[46]東日本大震災によって、多くの幼い子どもが亡くなりました。その全ての尊い魂が、天の国で永遠のい

のちを受け、安らぎに満たされますように。また、我が子を思い、悲しみに沈んでいるご両親に、慰めと励ま

しが与えられ、日々の生活が笑顔であふれる時が早く来ますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高

Ⅲ H、S、S、Y） 
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[47]東日本大震災で被災された方のために祈ります。神さまがいつも見守ってくださっていることを忘れず

に、勇気と希望をもって、笑顔に溢れた生活が送れますように。また、震災によって奪われた尊い命が、神

さまのもとで安らかに憩うことができますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ Y、K、O、H） 

 

[48]かみさま、東日本大震災でたいせつなものを失った子どもたちのためにいのります。身近な人を亡くし

た子どもたちが悲しみをのりこえ、毎日を笑顔で過ごせる時が一日でもはやくおとずれますように。そして、

将来への希望を見出すことができますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ O、K、S、W） 

 

[49]わたしたちを見守ってくださる神さま、東日本大震災で被害を受けた方々の心にやすらぎをお与えくだ

さい。家族や友達の死によって今もなお苦しみ続けている人のために私たちが行動を起こす決意をお与え

ください。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ N、M、Y） 

 

[50]神様、地震や津波によって親や兄弟を失った子どもたちが今も悲しみや苦しみから逃れることができな

いままでいます。被災地の復興が一刻も早く行われ、子どもたちが笑顔を取り戻し、未来へと生きる希望を

もちながら日々過ごすことができるよう助けてください。わたしたちもその子どもたちの支えになれるように

努力します。東北、そして日本中に笑顔の花が咲きますように。私たちの主イエスキリストによって、アーメ

ン。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ O、O、T、M） 

 

[51]神さま、震災で家や家族を失った人々、生活に苦労している人々をお救いください。東日本大震災によ

って、大きな被害を受け、仮説住宅での不自由な生活を強いられている人々、二年半経った今でも心に傷

を負った人々がたくさんいます。その人たちの心が少しでも癒され、生きる希望をもち、前のように平和な日

常を取り戻すことが出来ますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ T、H、U） 

 

[52]震災で心や身体に傷を負い、被災された方のために祈ります。被災された方々の悲しみが癒え、一日

でも早く、心から笑える日が来ますように。また、私たちが震災で亡くなった方の思いを忘れることなく、

日々を大切にして過ごせますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ I、K、K、S、N、H） 

 

[53]一日の始まりに、おはよう。おいしいご飯に感謝して、

いただきます、ごちそうさま。みんなと笑いあえる毎日に、

ありがとう。そんなおだやかな日常が少しでも早く取り戻

せますように。そして、一人ひとりがひまわりの花のように、

明るい未来に向かって大きな花を咲かせることができま

すように。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ D、N、

H、M） 
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[54]東日本大震災で被害に遭われた、すべてのいのちに祈ります。私の気持ちが、あなたに寄り添えます

ように。私が幸せを感じる時、あなたの幸せを願えますように。私が喜びを感じる時、あなたの喜びを願え

ますように。私が悲しみを感じる時、あなたの悲しみに寄り添えますように。また、少なくなる報道に流され

て被災地にはせる思いを私たちが失うことがありませんように。神さま、私たちの祈りを聞き入れてください。

（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅲ H、S、S、K） 

 

[55]東日本大震災から数年が経ち、少しずつですが、復興への道を歩み始めました。しかし、今もなお震災

による心の傷を癒されていない被災者の方も多くいらっしゃいます。神さま、その方々の苦しみを少しでも

和らげられるよう、私たちと共にお祈りください。今を生きる私たちにできることを私たち自身が求め、そして

いつも被災者のことを思い起こし、その方々の心に寄り添えますように。（広島、ノートルダム清心高等学校 

高Ⅲ A、I、K、K、T、Y） 

 

[56]忙しい日々の中で、私たちは災害によって今でも心が傷ついている方々がいることを忘れがちになって

います。神様、私たちに彼らの心に寄り添う愛と行動を起こす勇気をお与えください。そして、悲しみのある

ところには安らぎを、不安のあるところには平穏をお与えください。私たちが自然と共に生き、周りの方々の

支えによって感謝して、暮らしていくことができますように。アーメン。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅰ 

E・O・O・S・M・M） 

 

[57]神さま、私たちは隣人を愛する気持ちをいつも心に留め、大切にします。東日本大震災や世界各地で

の災害によって傷ついている人々のために、私たちが力を与えることができるようにしてください。そして、

今も苦しむ人々のことを思う気持ちが風化することのないよう見守ってください。いつまでも私たちと自然が

共に生きていくことができますように。主イエス・キリストのみ名によって。アーメン。（広島、ノートルダム清心

高等学校 高Ⅰ U・K・M・Y・W） 

 

[58]今、世界では戦争や災害で体も心も傷つき、かなしみや苦しみを抱えている人々がたくさんいます。そ

の人々が 1 分 1 秒でも幸せを感じることができますように。そして、私たちは今、安全に生活できていること

に感謝しなければなりません。遠く離れた場所にいても、人々のことを思いやる気持ちがもてますように。 

アーメン。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅰ H・Y・K・K・I・H） 

 

[59]私たちは日々恵まれた環境の中で、多くの人に支えられて生活しています。だからこそ東日本大震災

で苦しんでいる方々のことを心にとめ、今与えられている幸せに感謝いたします。この幸せが当たり前では

なく、大きな愛によってもたらされていることに気づかせてください。そして自らも辛い思いをしている人に手

を差し伸べられる人になりますように。主イエスのみ名によって。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅰ 

T・O・S・S・N・I） 
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[60]神さま、家族や家を失った人々に救いの手を差し伸べてください。また、困っている人、苦しんでいる人

を助ける勇気と力を、私たちにお与えください。私たちに感謝する心をお与えください。私たちに、人を愛す

る喜びをお与えください。私たちが幸福の中にあっても、困っている人たちのことを忘れることがないように

お導きください。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅰ S・S・T・N・N・M） 

 

[61]いつも私たちの事を見守ってくださっている神様、たとえ遠く離れていても辛い事も楽しい事も皆で共有

して共に乗り越えていくことができますように。震災から 2 年経っても癒えることのない心の傷を負った人々

が亡くなった人々の思いと共に本当の意味での“復興”ができる日が一日でも早くきますように。そして、私

たちが後世に生きる者としてあの日、何が起こったのか、という現実を理解し、語り伝えていくことができる

よう、導いてください。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅰ H・T・H・S・K・T） 

 

[62]神さま、震災から時が経過した今も、傷つき、苦しんでいる人々を癒してください。震災で、大切な人や

大切なものを失った悲しみは、今も消えることなく、残っています。その人たちの背負っているものを少しで

もなくすことが出来るようにしてください。そして、私たちに震災のことを忘れさせないでください。被災者の

方々のために、何が出来るかを考えながら、日々過ごしていくことが出来ますように。（広島、ノートルダム清

心高等学校 高Ⅰ K・K・S・H・N・H） 

 

[64]東日本大震災から月日が経った今、震災の記憶の風化がとめられていません。震災をなかったことに

はさせないためにも私たちは祈ります。神様、今でも苦しんでいる人々にあなたからの助けと励ましを与え

てください。また、私たちが震災の記憶を決して忘れることのないようにしてください。そして行動を起こす決

意を与えてください。（広島、ノートルダム清心高等学校 高Ⅰ U・I・H・M・F・Y） 

 

[65]神様、震災が起こってから今もなお傷を抱えこみ、

先の見通しがついていない人がたくさんいます。そのよ

うな被災者の人々が一刻も早く心からの笑顔を取り戻

すことができますように。また、その被災地を度々訪れ、

復興の助けになろうとしている人々の努力が報われま

すように。私たちはここから祈ります。東日本大震災か

ら今もまだ復興が殆どなされていない現状を知り、現

状を変えるために働く人になれるようにしてください。ア

ーメン。（広島、ノートルダム清心高等学校 高ⅠD 組） 

 

[66]東日本大震災から長い年月がたちました。被災された方々は未だに苦しい日々を送られ、ボランティア

の方々は少しでも力になれるようにと活動を続けておられます。そのような方々に震災を乗り越えていく希

望と強さをお与えください。そして私たちも震災のことを決して忘れることなく、身近なことから人を思いやる

ことができますように。私たちの主、イエス様の名によって。アーメン。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅱ 

a 組）
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[67]震災から数年がたった今、記憶の風化が進んでいます。神さま、私たちが今生かされていることに感謝

し、この出来事をいつまでも忘れることがないようにしてください。そして、被災された方々の心が癒えて本

当の復興が進むよう、小さなことでも出来ることから行動していく人になれますように。アーメン。（広島、ノー

トルダム清心中学校 中Ⅱ I・M・A・H・H） 

 

[68]神さま、大震災で大事なものを亡くした人々、大切な人を亡くした人々に希望の光をお与えください。今

なお心に深い悲しみを抱えている人々に前向きに生きる力をお与えください。そして、私たちが、この悲惨

な出来事を忘れることがありませんように。また、自分にできることを見つけ、人との関わりを大切にし、人

の心に寄りそうことができますように。アーメン。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅱ I・O・T・T・Y） 

 

[69] 3 月 11 日、あの出来事は多くの人が悲しみ、苦しみ、己の非力さを感じさせられました。そんな中、私

たちには祈るというささいなことしかできません。神さまどうか、あの日の事で悩まされている人の心に、安

心と、安らぎと、希望をお与えください。心の中に小さな光があるだけで、人は救われます。光を自分で作る

ほど人間は優れておりません。ですから神さまどうか、人々に光をお与えください。アーメン。（広島、ノート

ルダム清心中学校 中Ⅱ M・H・N・K・N） 

 

[70]神さま、震災の傷がいまだに癒えず、今も苦しんでいる人々をお助けください。家族や思い出を奪われ、

心を痛めている人々にたくさんの愛と恵みをお与えください。そして、私たちが今、多くの人に支えられてい

ることを忘れず、どんな苦しみや悲しみがある時にも笑顔を絶やさぬようお守りください。被災者と共に前に

進むことができますように。主イエス・キリストのみ名によって。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅱ K・N・

K・T・I・K） 

 

[71]この世界を創造し、わたしたちを守ってくださる神様、わたしたちが自然と共に生きられていることに感

謝します。東日本大震災によって苦しむ人々に神様の愛と希望の光をお与え下さい。そして、人々のため

に行動を起こす決意と勇気をお与え下さい。神様が私たちに何を望んでおられるのか、日々の学びや生活

の中から感じ取り、笑顔を絶やさず、生きていくことができますように。主イエス・キリストのみ名によって。

アーメン。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅱ K・K・O・Y・K・T） 

 

[72]私たちをつくってくださった神さま、復興が進みつつある東北に希望の光をお与えください。そして一日

でも早く復興しますようにお支えください。私たちに、どんな苦しみや悲しみがある時にも笑顔を絶やさぬよ

うお守りください。人々を助けることができる人になれますように。主イエス・キリストのみ名によって。アーメ

ン。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅱ Y・K・O・K・O・K） 

 

[73]東日本大震災の被災者の方々のために祈ります。震災を受けて家や家族などの大切なものを失くし、

心に深い傷を負った人たちの支えに私たちがなることができますように。また、その人たちを励ます気持ち

を全ての人が忘れることがないようにしてください。私たちの主、イエス・キリストのみ名によって。アーメン。

（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅱ K・K・T・Y・T） 
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[74] 2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災から長い年月がたった今も苦しんでいる人々はたくさんいま

す。神さま、今でも苦しんでいる人々をお助けください。また、私たちにたくさんの人々を笑顔にするための

勇気をお与えください。これからも、東日本大震災を忘れることが決してありませんように。そして１日でも

早く復興することができますように。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。（広島、ノートルダム清心

中学校 中Ⅱ Y・T・O・O・H） 

 

[75]神さま、震災で被害にあわれた人々に早い復興と悲しみから立ち直る力をお与えください。そして、直

接被害にあっていない人々に被災者をいたわる心と隣に寄りそう勇気をお与えください。また、被災者の方

へ物資を送ったり、募金をしたりして支援して下さった方へ感謝することができますように。一日でも早く、東

北が元のように復興できますように。イエス様のみ名によって。アーメン。（広島、ノートルダム清心中学校 

中Ⅱ S・S・D・H・M・Y） 

 

[76]亡くなった方々は私たちの心の中で生き続け、天国から家族の方々を見守っておられます。神さま、懐

かしい故郷に帰れない方々が、心の中に残る平和な風景を、未来への希望に変えられますように。家族と

離れて暮らす子どもたちが、一日も早く両親と一緒に幸せな日々を送れますように。学校を流され、絆を引

き裂かれて悲しい中で頑張っている子どもたちに、光と希望をお与えください。そして東北の方々への支援

が偏りなく行き届きますように。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅰa 組） 

 

[77]この震災で犠牲となられた方々を忘れず、私たちがその命を無駄にしませんように。亡くなられた方々

の思い出が家族の心の支えとなりますように。住みよい家を失った方々に心の安らぎをお与えください。両

親と離れて暮らす子どもたちが、今はつらくても笑顔にあふれる元の生活に戻れますように。友達と別れた

子供たちが絆を回復し、私たちもこの方々と新たな絆を作れますように。そして、みんなが力を合わせて元

の姿に戻れますように。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅰb 組） 

 

[78]震災で亡くなられた方々が、今、苦しんだり悲しんだりしている人を天国から見守って下さいますように。

家族を亡くした方々が、孤独で打ちひしがれそうな時も、一人ではないことを忘れませんように。故郷や懐

かしい自宅に帰れない方々が、一日も早く安心できる場所で幸せに暮らすことができますように。両親と離

れている子供たちが安心して暮らせますように。そして、一日でも早く元気に前よりも活気あふれる街に戻

れますように。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅰc 組） 

 

[79]生きたいと最後まで願い続けた方々が、明るい光と愛に包まれていますように。家族を亡くした方々が

希望をもって生きて行くことができますように。家族と離れて暮らしている方々が、互いの幸せを信じ、また

共に過ごす日まで笑顔で暮らすことができますように。友達と身体は離れていても、友情の証に支えられま

すように。そして東北のみなさんの努力が実って一刻も早く復興の夢がかない、前の生活に戻れますように。

（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅰd 組） 
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[80]亡くなった方々が、この震災のことを後世に伝えていく私たちを見守り、安らかに憩われますように。家

族を亡くした方々に勇気と希望を与え、明るい未来へとお導きください。被災者の方々が安心して暮らせる

よう一刻も早く復興が進みますように。また家族と離れて暮らす子どもたちが早く共に暮らせますように。学

校を失くした方々が友達と再会できますように。この震災でつらい思いをされた方々が、一日でも早く幸せ

になられますように。（広島、ノートルダム清心中学校 中Ⅰd 組②） 

 

[81]神様、震災があった時、地震の被害がなかった

九州でも、東北に知っている人がいない人も悲しい

気持ちになりました。そして、日本中が東北を助け

ようとしました。今考えてみると、神様は日本中が絆

でつながってほしいのかもしれないと思いました。み

んなに課せられた試練をみんなで乗り越えて、つな

がってほしいのかもしれないと思いました。神様、こ

れから先も大地震があったことを私たちが忘れるこ

とがないようにしてください。（長崎、純心中学校２年 

U.M） 

 

[82]私たちを天から見守ってくださっている神様、今

日も私たちは自然と共に生きています。今回の大震

災で苦しみ、悲しんでいる人々に安らぎと幸せと励ましを与えてください。生きていくために必要な物を与え

てください。先のことを恐れずに生きていく力と行動を起こす決意を、私たちに与えてください。これから先

の未来がたくさんの笑顔と幸せでうめつくされますように。今日も一日幸せで過ごせたことに感謝します。ア

ーメン。（長崎、純心中学校３年 K.N） 

 

[83]私たちをいつも見守ってくださる神様、東日本大震災によって亡くなられた方々、家族を失い傷ついた

方々、今もまだ復興に頑張っている方々、そんな人たちを私は忘れません。そして、私たちが想像している

より、遥かに大きな津波の跡など、それを見て心に傷を負った人たちのことを思い祈ります。だから、神様、

彼らに希望を与えてください。震災に遭った人たちが幸せに暮らせる日が早く訪れますように。心から祈り

ます。（長崎、純心高等学校 高 1 K.S） 

 

[84]東日本大震災の被災者の幸福を願います。築き上げてきた大切な物、大切な命、大切な古里など失っ

た悲しさやむなしさが癒されますように。そしてまた大切なものたちが戻ってきますように。新しい大切なも

のがたくさんでき、生きる希望と勇気に満ちあふれますように。世界中の人々が被災者のために行った行

動を誰もが忘れず、いつも他の人を思いやる心を持ち続けることを願います。神様、その姿を温かく見守り、

お助けください。（長崎、純心高等学校 高 1 N.M）

（長崎、純心中学校・純心女子高等学校） 

本校では宗教の授業の中で、中高生全員の生徒

に、自分の言葉で祈りを作る機会を設けました。日常

では、昨年度から続けて、毎授業の始めに「被災者

のための祈り」を全員で唱えています。被災者のため

に直接には何もできませんが、祈ることによって「忘

れていないこと」のメッセージを送っているつもりで

す。 

 今回の取り組みですが、生徒たちはこの定番の祈

りの言葉にとらわれてしまって、なかなかオリジナル

なものを仕上げるのが難しかったようです。１１作品を

送らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 
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[85]いつも私たちを見守っていてくださる神様、東日本大震災で今

もずっと苦しまれている方々に光を与えてください｡私たちはその

光をより明るくするために祈り続けます。そして、その光で足もとを

照らし、足を踏み出せる日が近いことを願います。また、震災で亡

くなられた方々が安心できるように、ずっと傍らにいてください。私

たちはこの出来事をいつも心にとめて、決して忘れることなく、祈り

と共に光の道標を作っていきます。（長崎、純心高等学校 高 1 

O.C） 

 

[86]神様、どうか私たちの祈りを聞き入れてください。傷を負っている人々に、あなたの癒しを与えてくださ

い。悲しんでいる人々にあなたの笑顔を与えてください。寂しがっている人々に、あなたの優しさを与えてく

ださい。また、震災で亡くなられた全ての人々が、あなたの側で安らかに憩うことができるようにしてください。

私たちは祈り続け、受け止めます。そして、一日も早く復興できる日が来ますように。アーメン。（長崎、純心

高等学校 高 2 E.M） 

 

[87]神様、あなたは太陽が昇る時も、夕日が沈む時も、星が瞬く時も、どんな時でも私たちの側におり、優し

く見守ってくださいます。主キリストよ、大震災により傷ついた人々の心を包み込み支えてください。また、そ

の人々のために尽力する者たちに、あなたの力添えを願います。私たちも被災者の方々やその関係者の

皆様の幸せと安穏を願い、祈り続けます。今後の苦難や災難に私たちが負けないようにお祈りします。（長

崎、純心高等学校 高 2 T.A） 

 

[88]神様、聞いてください。東日本大震災では未来ある子どもたちや大切な子どもを守り抜きたかった親、

たくさんの尊い命がほんの短い間に失われてしまいました。その方たちが天国で安らかに眠り、その家族

にも平和をお与えください。被災者の方々、復興を手伝った方々、今もなお汚染水の処理にあたっている勇

敢な方々にお恵みを与えてください。当時の思いや涙を決して忘れることなく、前向きに生きていくことがで

きますように。（長崎、純心高等学校 高 2 Y.R） 

 

[89]神様、朝をくださってありがとうございます。たくさんの笑顔に出会わせてくださってありがとうございま

す。悲しいことも嬉しいことも苦しいことも、全てが自分の糧となりますように。辛い時は道端に咲く花を見て

力をもらいます。そして、空を見上げます。空の大きさ、宇宙の大きさに負けないように大地をしっかり踏み

しめ、前へと進んでいきますように。明日が今日より良い日でありますように。明日に希望がありますように。

（長崎、純心高等学校 高 2 O.M） 

 

[90]東日本大震災によって人は大きなものを失いました。神様、彼らに失った悲しみよりも大きな喜びとな

るものを与えてください。また、亡くなられた全ての人々があなたのもとで幸せになり、生きている人々を安

らかに見守ることができますように。そして、私たちがこの深い傷を忘れることがないように、日々祈り続け

ます。絶えず変わりいく世界が平和であることを祈ります。マリア様、どうか私たちのためにお祈りください。

アーメン。（長崎、純心高等学校 高 3 K.E） 

http://img-cdn.jg.jugem.jp/2b7/2562081/20131214_755353.jpg?_ga=1.48589030.130452046.1392429165
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[91]時が過ぎて、あの日を忘れる私がいても、彼らのあの日は消え去りません。私が何気ない一日を送っ

た日。彼らがあの日を迎えたことを決して忘れてはいけません。私たちが今できることはあの日を覚えてお

くこと、希望と愛を与えること、心の復興に手を差し延べること、そして祈り続けることです。だから、私は祈

るのです。彼らの心に花が咲くように。彼らが何気ない日を取り戻すために、私は今日も祈ります。（長崎、

純心高等学校 高 3 H.N） 

 

＜この他、被災者への想いを祈りに託して応募いただいた皆様に感謝申し上げます。＞ 

C・K・N・Y（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
Y・Y・Y（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
A・K・N・Y（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
A・I・K・K・S・T（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
K・T（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
I・U・K（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
S・T・H・H（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
O・I・O（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
A・I・O・O（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
K・T（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
K・K・T・H（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
K・S・S・T・H（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
Y・K・K・K（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
O・H・M・W・W（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
I・Y（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
O・O・T・T・N・H（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
H・M（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
K・T・H・Y（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
A・I・S・S・T・N（倉敷市、清心中学校・清心女子高等学校） 
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小学生以下の部 

＜北は札幌教区から南の那覇教区への順に掲載しています＞ 

[1]神さま、 

大震災と津波で被災し、いま懸命に生きているす

べての人を、いつもお守りください。 

被災した人々に寄り添い、共に歩む人々を力づ

けてください。 

原発事故の処理のため、今なお日夜働く人々を

祝福してください。 

そして、今も深い心の傷のいやしを求めている

人々に、あなたの光が届きますように。 

わたしたちの愛を強めてください。わたしたちの

主キリストによって。アーメン。（カトリック荻窪教会 教会学校） 

 

[2]神様、東日本大震災で被災された方々のため

にお祈りします。東日本大震災では、きれいな自

然や、罪のない人々の命がたくさんうばわれまし

た。また今、生きている人々も家族や友達がなく

なられました。その悲しみで、生きる力をなくしている人々に、希望をお与えください。（京都私立ノートルダム

学院小学校 6 年生 Y.A） 

 

[3}神様、地震や津波にあって家族や友達、家をなくした人々の今

も残る心の傷を思うと私も心が痛みます。最近になって、東日本

大震災が起こった時、目の前で家族が波にさらわれてしまった人

が涙を流しながら私たちに語っている場面をテレビで見ました。 

 涙を流してもがんばって私たちに伝えてくださる人たちの気持ち

をどのように受けとめることができるかを考え実行に移すことがで

きますように。また、（被災された方々が）一刻も早くもとの安心し

た生活にもどることができますように。 

（京都私立ノートルダム学院小学校 6 年生 H.W） 

 

[4]2011 年、3 月 11 日、東日本大震災がおこり、みんなが悲しみ

にあふれました。今は以前ほどにはニュースや新聞で目にするこ

とは減ってしまいました。しかし、被害にあった人は今もなお心に

大きな傷を背負っています。被害は、津波や火事だけではありま

せん。福島原発の放射線で、まだ、自分の家に帰れない人もいま

す。どうか、この被害にあわれた人々が 1日でも早く立ち直ることができますように、神様、お導きお守りくだ

さい。（京都私立ノートルダム学院小学校 6 年生 S.Y） 

2011 年 3 月 11 日の大震災では東京も大きく揺れ、子ども
たち自身も怖い思いをしました。それ以降、教会学校に集
まる子どもたちは被災地に思いをはせ、共に祈りました。ミ
サのときに子どもたちは、募金箱を持って立ったり、クリスマ
スにはメッセージの寄せ書きをつくるなど、自分たちに出来
ることを積極的にしました。しかし、東京での生活が平常に
戻り、1 年、2 年と時が過ぎていくうちに、どうしても、「被災
者」・「被災地」という言葉が具体的にイメージしにくくなって
きたことは否めません。そこで、この祈りは、震災 2 年目に
あたる 2013 年 3 月に、被災地に今、どんな人たちがいるの
かを、心に思い浮かべて祈れるように、作られました。 

（京都私立ノートルダム学院小学校） 

宗教生活委員会の子どもたちは毎朝 TV 放送で朝の

祈りや東日本大震災の祈りの奉仕をしています。 
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[5]地震や津波で失われてしまった自然が元にもどることができますように。被災された方々が元気を取りも

どすことができますように。そして、東北地方のものすべてがもとにもどりますように。神様おみちびき、おま

もり下さい。（京都私立ノートルダム学院小学校 6 年生 T.S） 

 

[6]神様、今も心のキズがのこっている人々がたくさんいます。地震や津波で家族や家や財産を失った人々

がたくさんいます。私たちは、家もあり家族もいます。しかし、この人々のためにあまり何もできていない私

達を、神様、どうかおゆるしください。 

家族という温かい人がいて、家という温かい場所ですごせることに感謝します。どうか、一日でもはやく東日

本で苦しんでいる人や仮設住宅に住んでいる人が家や家族とすごすことができますように。そして亡くなっ

た人々が安らかにねむることができますように。（京都私立ノートルダム学院小学校 5 年生 S.Y） 

 

[7]神様、地震で家をなくされた人に、家をお与えください。家族をなくされた人に、愛をお与えください。津波

で、大切なものを失った人に、お恵みをお与えください。私たちが、この人たちのことを考え、悲しみを分か

ち合う事ができますように。力をお与えください。そして、私たちの祈りが地震や津波にあわれた人たちに届

き、力をあたえることができますように。（京都私立ノートルダム学院小学校 5 年生 Y.A） 

 

[8]神様、私たちは今、とても幸せに暮らせています。け

れども、一度、自分の後ろを振り返ると、そこには東日本

大震災で今もなお、苦しんでいる人々がたくさんいます。

住むところがあり、きれいな服を着て、おいしい食べ物を

食べ、安心して、水を飲むことができるのが当たり前だと

考えずに周りの人に、しっかり気を配ることができますよ

うに力をおあたえ下さい。今度は、しっかり後ろを振り返

り、苦しんでいる人に手を差し出すことができますように。 

（京都私立ノートルダム学院小学校 5 年生 I.C） 

 

[9]私たちは東日本大震災によって地震と津波の恐ろしさを知りました。家がつぶれ、多くの人が亡くなりま

した。亡くなった人々と被害にあった人々のためにいつもお祈りし続けられますように。そして、亡くなった

人々が天国でやすらかに過ごすことができますように。 

（京都私立ノートルダム学院小学校 5 年生 O.T） 

 

[10]神様、東日本大震災の地震で避難した人や、原発の近くに家があるために、帰りたくても家に帰ること

ができない人々が一刻でも早く自分の家に帰ることができますように。また、東日本以外に住んでいる私た

ちが復興に向けて何か実行できますように。そして、多くの人がなくなった地震のことをわたしたちが忘れる

ことがありませんように。（京都私立ノートルダム学院小学校 5 年生 O.Y） 



「あなたの思いを祈りにこめて！」小学生以下の部 

 

＜４６＞ 
 

[11]神様、津波の被害にあった人々はまだ苦しんでいます。どうかその人々にお恵みをお与えください。そ

して、私たちが、この悲しみを一生忘れる事なく時間を大切に使う事が出来ますように。また、被害にあわ

れた方々があなたのお国で、やすらかにすごす事が出来ますように。アーメン。（京都私立ノートルダム学院

小学校 5 年生 K.K） 

 

[12]神様、東日本大震災で津波や、地震で亡くなった人々が安らかに天国で憩われますように。震災で友

達や、家族を亡くしてしまった人々のこころを、どうか癒してください。私たちは現地に行けないけれど、ボラ

ンティア活動ができますように。（京都私立ノートルダム学院小学校 5 年生 I.R） 

 

[13]神様、東日本大震災で、まだ苦しんでいる人がたくさんいます。外見では楽しそうだけれど心の中では

苦しんでいたり、悩んでいたりする人が何人もいます。その方々が笑顔になれますように。そして、日本中

の人々が震災について考え、助け合うことができますように。（京都私立ノートルダム学院小学校６年 H.R） 

 

[14]東北の人を助けてあげてください。私もお祈

りします。東北の人がいつも笑顔で、世界で一番

楽しい国になりますように。 （堺教会 U.Y） 

 

[15]早くいい世界になったらいいな。 （堺教会 

T.I） 

 

[16]早く元の生活に戻れますように。 （堺教会 

K.S） 

 

[17]震災の被害にあった人たちが元気に過ごせますように。 

（堺教会 T.S） 

 

[18]東北の人が楽しくくらせますように。 （堺教会 U.Y） 

 

[19]元気に過ごせますように。 （堺教会 K.S） 

 

[20]復興を祈ります。僕たちも応援してお祈ります。 （堺教会 K.K） 

 

[21]傷を抱えた朝鮮学校のこどもたちが少しでも早く前の生活に戻れますように。そして世界中の人々が幸

せでいられますように。神さま、いつまでもお守りください。アーメン。（堺教会 H.M） 

（大阪教区堺教会教会学校小学部） 

私たちは東北大震災以降東北の朝鮮初中級学校への支
援活動をしてきました。教会学校のこどもたちにその現状
を伝え、朝鮮学校のことを知る機会を作りました。そして、
コーヒーショップの売り上げや募金、他団体が支援のため
に発売している絵はがきを購入し、その収益金を寄付す
るなど、こどもたちといっしょに、共同体のみなさんに呼び
かけて、細々とですが、続けています。その中で、今回の
お祈りの募集を知り、特に朝鮮学校のおともだちに思いを
寄せてお祈りをしようということになりました。 



「あなたの思いを祈りにこめて！」小学生以下の部 

 

＜４７＞ 
 

[22]神さま、あなたはどんな時にも私からはなれるこ

となく、喜びや悲しみを共にしてくださっています。大

震災の被災者が一日でも長く安心してすごせる日が

きますように。私たちの主イエス・キリストによって。

アーメン。（早岐教会 6 年生 Y.K） 

 

[23]神さま、東日本大震災で、大切なものを失った

人たちに、希望をおあたえください。そして、一日で

も早く復興が進むようにお助けください。私たちも復

興のためにいのりをささげ、東日本に平和が来ます

ように。アーメン。（早岐教会 5 年 M.T） 

 

[24]神さま、あなたはどんなときにも私からはなれることなく、喜びや悲しみを共にしてくださいます。東日本

大震災でなくなられた人のためにおいのりください。そして、私たちもおいのりします。被災された人々が一

日でもはやく安心してくらせる日がきますようにおいのりください。アーメン。（早岐教会 6 年 H.T） 

 

[25]東日本大震災でなくなった方々がたくさんいます。その方々を失った人々に希望をあたえてください。家

族や友だちをなくした人々にも希望をあたえてください。これからの復興にむけて、今悲しんでいる人たちが

早く元気になれるようにお祈りします。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。（早岐教会 5 年 

I.S） 

 

[26]神さま、東日本大震災で被災された方々に希望をお与えください。特に、兄弟やお父さん、お母さんを

失い、寂しい思いをしている人をお助けください。マリア様、被災された方々、亡くなられた方々のために、

私たちのお祈りを取り次いで下さい。私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。（早岐教会 6 年 K.K） 

 

[27]神さま、東日本大震災で、多くの物を失った人々に、希望をお与えください。一日でも早く、安心して暮

らせる日々が来ますように。また、この震災で亡くなった人々が、天国で安らかにいこうことができますよう

に。大震災の被災者の苦しみを分かち合うことができますように。（早岐教会 6 年 O.T） 

 

＜この他被災者への想いを祈りに託して応募いただいた皆様に感謝申し上げます。＞ 

K.A（相模原市） 

H.R（京都私立ノートルダム学院小学校 6 年） 

T.M(京都私立ノートルダム学院小学校 6 年) 

Y.A(京都私立ノートルダム学院小学校 6 年) 

O.M(京都私立ノートルダム学院小学校 6 年) 

K.E(京都私立ノートルダム学院小学校 5 年) 

（長崎教区早岐教会） 

待降節を直前に控え、被災地の皆さんに思いをは
せます。どうかキリストの光が一人一人の上に届き
ますように。 
 さて、復興支援のための祈りを、教会学校の 5,6
年生に作らせてみましたので、応募致します。 
 素朴な言葉の中にも、それぞれの想いが込めら
れているように感じます。あらためて祈りの必要性を
感じています。 
 皆様お一人お一人のお働きの上に神さまからの
豊かなお恵みがありますように、お祈り致しておりま
す。             主任司祭 本田靖彦 



「あなたの思いを祈りにこめて！」応募集計 

 

＜４８＞ 
 

応募集計状況 

 

１）応募数 応 募 総 数 388 

   

 

大人の部全体 244 

   

 

中高生の部 111 

   

 

小学生の部 33 

   

      ２）応募地域 

 

大人の部 中高生の部 小学生の部 合計 

 

札幌教区 4 0 0 4 

 

仙台教区 9 0 0 9 

 

新潟教区 3 0 0 3 

 

さいたま教区 1 3 0 4 

 

東京教区 18 1 1 20 

 

横浜教区 1 3 1 5 

 

名古屋教区 8 0 0 8 

 

京都教区 158 0 17 175 

 

大阪教区 14 1 8 23 

 

高松教区 0 0 0 0 

 

広島教区 6 92 0 98 

 

福岡教区 1 0 0 1 

 

大分教区 0 0 0 0 

 

長崎教区 8 11 6 25 

 

鹿児島教区 0 0 0 0 

 

那覇教区 1 0 0 1 

 

地域不詳 12 0 0 12 

  

244 111 33 388 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

事前に当協議会事務局に連絡することを条件

に、通常の印刷物を読めない、視覚障害者そ

の他の人のために、録音または拡大による複

製を許諾する。ただし、営利を目的とするも

のは除く。なお点字による複製は著作権法第

37条第 1項により、いっさい自由である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災復興支援のための祈り 

—あなたの思いを祈りにこめて！— 
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