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LGBTQ+ みんなのミサ 
 

All-Inclusive Mass for the LGBTQ+ Community 
 

Andrea Verrocchio e Leonardo da Vinci, Battesimo di Cristo (1472-1475), nella Galleria degli Uffizi 
 

2018年 12月 16日，待降節第 3主日 
 

司式：鈴木 伸国 神父様 SJ 
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Angelus 
 
先唱：父と子と聖霊の御名によって 
 

一同 : Amen. 
 
先唱：主の御使いは，マリアに知らせを告げ， 
 

一同：マリアは，聖霊によって身ごもりました． 
 
先唱 : Ave Maria, 恵みに満ちた方，主は，あなたとともにいます．あなたは女たちのうちで
祝福され，御胎内の御子イェスも祝福されています． 
 

一同：神の母，聖マリア，わたしたち罪人のために，今も，わたしたちが
死ぬときも，祈ってください．Amen. 
 
先唱：わたしは，主にお使えする者 
 

一同：お言葉どおりのことが，わたしに起こりますように． 
 
先唱 : Ave Maria, 恵みに満ちた方，主はあなたとともにいます．あなたは女たちのうちで
祝福され，御胎内の御子イェスも祝福されています． 
 

一同：神の母，聖マリア，わたしたち罪人のために，今も，わたしたちが
死ぬときも，祈ってください．Amen. 
 
先唱：御ことばは，肉となり， 
 

一同：わたしたちのうちにお住みになった． 
 
先唱 : Ave Maria, 恵みに満ちた方，主はあなたとともにいます．あなたは女たちのうちで
祝福され，御胎内の御子イェスも祝福されています． 
 

一同：神の母，聖マリア，わたしたち罪人のために，今も，わたしたちが
死ぬときも，祈ってください．Amen. 
 
先唱：神を生んだ聖なる方，わたしたちのために祈ってください． 
 

一同：わたしたちがキリストの約束にかなうものとなれますように． 
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先唱：祈りましょう．主よ，どうか，あなたの恵みをわたしたちのこころに注いでくださ
い；御使いのお告げによって御子キリストの受肉を知ったわたしたちが，その御受難と十
字架によって復活の栄光に達することができますように．わたしたちの主イェス・キリス
トによって． 
 

一同 : Amen. 
 
先唱：栄光は，父と子と聖霊に．初めのように，今も，いつも，世々に． 
 

一同 : Amen. 
 
 
 
 

 
Sandro Botticelli, Annunciazione di Cestello (1489-1490), nella Galleria degli Uffizi 
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開祭 
 
 
入祭の歌：典礼聖歌 301 (pp.364-365)「天よ，露をしたたらせ」 
 
 
挨拶 
司祭：父と子と聖霊の御名によって． 

会衆 : Amen. 
司祭：主イェス・キリストの恵み，神の愛，聖霊の交わりが皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
 
 
回心 
司祭：皆さん，神聖な祭りを祝う前に，わたしたちの犯した罪を認めましょう． 

司祭：全能の神と， 

会衆：兄弟の皆さんに告白します．わたしは，思い，言葉，行い，怠りに
よって，たびたび罪を犯しました．聖母マリア，すべての天使と聖人，そ
して兄弟の皆さん，罪深いわたしのために，神に祈ってください． 
司祭：全能の神がわたしたちを憐れみ，罪を赦し，永遠の命に導いてくださいますように． 

会衆 Amen. 
 
 
Kyrie : 典礼聖歌 203 (p.246) 
 
 
集会祈願 
司祭：祈りましょう...（一同，沈黙のうちに，しばらく祈ります） 

司祭：希望の源である神，いつもわたしたちのそばにいてくださる方，あなたのもとに集ま
り，キリストを待つわたしたちを，聖霊によってひとつにしてください．喜びのうちに，あ
なたを賛美し続けることができますように． 

聖霊の交わりのなかで，あなたとともに世々に生き，支配しておられる御子，わたしたちの
主イェス・キリストによって．アーメン． 

会衆 : Amen. 
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ことばの典礼 
 
第一朗読 

朗読者：（ゼファニヤ 3,14-17）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
答唱詩篇：典礼聖歌 164 (p.198)「喜びに心をはずませ」1, 2, 3, 4 節 
 
第二朗読 

朗読者：（フィリピ 4,4-7）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
Alleluia（聖書と典礼 pp.4-5） 
 
福音朗読 
司祭：主は皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
司祭：ルカによる福音． 

会衆：主に栄光（親指で，額，口，胸に，十字架の徴をする） 

司祭：（福音朗読：ルカ 3,10-18）．キリストに賛美． 

会衆：キリストに賛美． 
 
説教 
 
Credo（使徒信条）：天地の創造主，全能の父である神を信じます． 
父のひとり子，わたしたちの主イェス・キリストを信じます． 
主は，聖霊によって宿り，おとめマリアから生まれ，ポンティオ・ピラト
のもとで苦しみを受け，十字架につけられて，死に，葬られ，冥府（よみ）
に下り，三日目に死者のうちから復活し，天に昇って，全能の父である神
の右の座に着き，生者と死者を裁くために来られます． 
聖霊を信じ，聖なる普遍の教会，聖徒の交わり，罪の赦し，からだの復活，
永遠の命を信じます． 
Amen. 
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共同祈願 
司祭：神の慈しみに感謝して祈りましょう． 

祈願者：（わたしたちのミサにふさわしい祈りを御自由に言ってください）． 

一同：主よ，わたしたちの祈りを聞き入れてください． 
 
 
 
 
 
 
司祭：慈しみ深い神よ，ひとり子イェスを遣わしてくださったあなたの愛に感謝して祈り
ます．福音がもたらす救いの喜びを，多くの人に伝えて行くことができますように．わたし
たちの主イェス・キリストによって． 

会衆 : Amen. 
 
感謝の典礼 
 
奉納の歌：典礼聖歌 177 (pp.210-211)「わたしの心は神のうちに喜ぶ」 
 
奉納行列 
 
パンを供える祈り（省略されることがあります） 
司祭：神よ，あなたは万物の造り主，ここに供えるパンはあなたからいただいたもの．大地
の恵み，労働の実り，わたしたちの命の糧となるものです． 

会衆：神よ，あなたは万物の造り主． 
 
カリスを供える祈り（省略されることがあります） 
司祭：神よ，あなたは万物の造り主，ここに供える葡萄酒はあなたからいただいたもの．大
地の恵み，労働の実り，わたしたちの命の糧となるものです． 

会衆：神よ，あなたは万物の造り主． 
 
祈りへの招き（省略されることがあります） 
司祭：皆さん，この献げ物を，全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょ
う． 

会衆：神の栄光と賛美のため，また全教会とわたしたち自身のために，司祭の手を
とおしてお献げするいけにえをお受けください． 
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奉納祈願 

恵み深い天の父よ，この食卓を囲むわたしたちを聖霊で満たしてください．とも
にいてくださるキリストの愛を深く味わうことができますように．わたしたちの
主イェス・キリストによって． 

会衆 : Amen. 
 
 
叙唱前句 

司祭：主は皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
司祭：こころをこめて神を仰ぎ， 

会衆：賛美と感謝をささげましょう． 
 
 
叙唱 

司祭 : ... 
 
Sanctus : 典礼聖歌 205 (pp.255-257) 
 
 
奉献文 

司祭 : ... 
 
記念唱 

司祭：信仰の神秘． 

会衆：主の死を思い，復活をたたえよう，主が来られるまで． 
 
奉献文（続き） 

司祭 : ... 
 
栄唱 

司祭：キリストによって キリストとともに キリストのうちに，聖霊の交わりの
中で，全能の神，父であるあなたに 

一同：すべての誉れと栄光は，世々に至るまで．Amen. 
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Communio 
 
司祭 : ... 
 
会衆：（主の祈り） 

天におられるわたしたちの父よ， 

御名が聖とされますように． 

御国が来ますように． 

御こころが天に行われるとおり地にも行われますように． 

わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください． 

わたしたちの罪をお赦ししください． 

わたしたちも人を赦します． 

わたしたちを誘惑に陥らせず，悪からお救いください． 
 
司祭：慈しみ深い父よ，すべての悪からわたしたちを救い，現代に平和をお与えく
ださい．あなたの憐れみに支えられ，罪から解放されて，すべての困難にうち勝つ
ことができますように．わたしたちの希望，救い主イェス・キリストが来られるの
を待ち望んでいます． 

会衆：国と力と栄光は，限りなくあなたのもの． 
 
平和の徴 

司祭：主イェス・キリスト，あなたは使徒に仰せになりました：「わたしは平和を
あなたがたに残し，わたしの平和をあなたがたに与える」．わたしたちの罪ではな
く，教会の信仰を顧み，おことばのとおり教会に平和と一致をお与えください． 

会衆 : Amen. 
 
司祭：主の平和がいつも皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
司祭：互いに平和の挨拶をかわしましょう． 

会衆：主の平和．（より親しみを込めて，握手したり，ハグしても結構です．） 
 
Agnus Dei : 典礼聖歌 206 (p.258) 
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聖体拝領前の信仰告白 

司祭：神の小羊の食卓に招かれた者は幸い． 

一同：主よ，あなたは神の子キリスト，永遠の命の糧，あなたをおいて誰
のところに行きましょう． 
 
 
聖体拝領（未受洗の方，および，プロテスタント教会のいずれかで洗礼を受けた
後，カトリック教会への転会の手続をお取りなっていない方は，神父様から祝福
をお受けください） 
 
 
拝領の歌：典礼聖歌 36 (pp.46-47)「神の慈しみを」 
 
聖体拝領後の感謝（沈黙のうちに暫く祈ります） 
 
 
拝領祈願 

司祭：命の源である神よ，主の食卓で養われたわたしたちを導いてください．あな
たからいただいた喜びを多くの人と分かち合い，救いの訪れを世界に告げ知らせ
ることができますように． 

わたしたちの主，イェス・キリストによって．アーメン． 

会衆 : Amen. 
 
 
閉祭 
 
司祭：主は皆さんとともに． 

会衆：また司祭とともに． 
司祭：全能の神，父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように． 

会衆 : Amen. 
司祭：感謝の祭儀を終わります．行きましょう，主の平和のうちに． 

会衆：神に感謝． 
 
 
閉祭の歌：典礼聖歌 167 (p.200)「わがこころ喜びに」 
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付録 : 慈しみと包容 
 
2016 年 11 月 12 日，慈しみの特別聖年の接見での説教：「慈しみと包容」において，教皇 Francesco は，
LGBTQ に特に言及はしていないが，キリスト教における包容 [ inclusion ] の本質的な重要性を強調し
ており，« God’s love excludes nobody, but includes everybody »［神の愛は，誰をも排除せず，あらゆる人
を包容する］という我々のスローガンを最も良く説明してくれている．「包容」の鍵言葉のもとに，教
皇は，LGBTQ 差別を含む如何なる差別をも許さない彼の司牧姿勢を明確化している． 
 
親愛なる兄弟姉妹の皆さん，こんにちは！土曜日に行われてきた特別聖年の接見も，今日
で最後です．そこで，慈しみの重要な側面を指摘しておきましょう．それは，包容です． 
 
実際，神は，愛の御計画において，誰をも排除しようとはせず，而して，すべての者を包容
したいと思っておられます． 
 
例えば，神は，洗礼をとおして，Christ において，我々皆を神の子としてくださいます．つ
まり，Christ のからだは教会であり，我々はその手足です． 
 
その同じ基準を，我々キリスト者は用いるよう招かれています． 
 
慈しみとは，このように行うことです：すなわち，慈しみにおいて，我々は，我々自身のう
ちへ – 我々の自己中心的な安心のうちへ – 閉じこもることを避け，他者を我々の生のな
かへ包容しようとします． 
 
先ほど朗読されたマタイ福音書の一節において，Jesus は，ひとつの本当に普遍的な招きを
我々に向けて発しています：「皆，わたしのところに来なさい．あなたたちは皆，重荷を背
負って苦しんでいる．そのようなあなたたちに，わたしは安らぎを与えよう」(11,28). この
呼びかけから排除される者は，誰もいません．なぜなら，Jesus の使命は，あらゆる者に御
父の愛を啓示することだからです． 
 
我々の側が為すべきことは，心を開くことです．Jesus に信頼し，この愛のメッセージを受
けとめることです．そうすれば，救いの神秘に入ることができます． 
 
包容という慈しみのこの側面が明らかになるのは，排除せずに – 人々を，その社会的身分
や言語や人種や文化や宗教に基づいて分類せずに – 受け容れるために両腕を大きく開く
ときです． 
 
そのとき，我々の前には，ひとりの愛するべき人がいます – 神がその人を愛しているよう
に，我々もその人を愛するべきです．我々が仕事で出会う人，近所で出会う人は，神がその
人を愛しているように我々も愛するべきであるひとりの人です． 
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異なる国の出身であり，異なる宗教の信者であっても，神はその人を愛しており，我々もそ
の人を愛するべきです．それこそが「包容する」ということです．それこそが包容です． 
 
今日，どれほど多くの抑圧され，疲れ切った人々に出会うことか！通りでも，公的機関で
も，病院でも... それらの人々ひとりひとりの顔に Jesus は目をとめます – 我々の目をと
おして． 
 
そのとき，我々の心はどうであるか？慈しみ深いか？我々の考えは，行いは，包容的である
か？ 
 
福音書は，ひとつの偉大な包容の御業（みわざ）の計画を人類の歴史のなかに認めるよう，
我々に呼びかけています．その御業は，各人に呼びかけています：各人，各共同体，各民族
の自由を完全に尊重しつつ，正義と連帯と平和において，兄弟姉妹としてひとつの家族を
形成するように，そして，Christ のからだである教会のメンバーとなるように，と． 
 
疲れ切った人々を，Jesus は，安らぎを見出すために彼のところへ来るよう，招いています．
この彼の言葉は，なんと真であることか！ 
 
十字架の上で大きく広げられた彼の両腕は，このことを証しています：彼の愛と慈しみか
ら排除される者は誰もいない．最も大きな罪を犯した者でさえ排除されていない．誰も！
我々は皆，彼の愛と慈しみのなかへ包容されています． 
 
Jesus のなかへ迎えられ，受け容れられている，と感じさせてくれる最も直接的な表現は，
赦しの表現です． 
 
我々には皆，神によって赦される必要があります．そして，我々には皆，我々が Jesus の
ところへ行くのを – Jesus が十字架の上で我々に与えてくれた贈りものに対して我々が自
身を開くのを – 手伝ってくれる兄弟姉妹と出会う必要があります． 
 
互いに壁を高くしあうのはやめましょう！誰も排除しないようにしましょう！ 
 
そうではなく，謙虚に，素朴に，御父の包容的な慈しみの道具になりましょう．御父の包容
的な慈しみ：それです！ 
 
死んで復活した Christ の大きな抱擁を，聖なる母なる教会がこの世において継続して行く
ことができますように．この San Pietro 広場の柱廊も，Christ の抱擁を表現しています． 
 
他者を包容するこの動きが我々に触れてくるにまかせましょう – 神が我々ひとりひとり
を迎え入れてくださる慈しみの証人であるために． 
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Jesus of rainbow-coloured mercy, 

I trust in you ! 


	All-Inclusive Mass for the LGBTQ+ Community
	Angelus


