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LGBTQ+ みんなのミサ 
 

All-Inclusive Mass for the LGBTQ+ Community 
 

 
Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Giudizio universale (1535-1541), nella Cappella Sistina 

 

2019年 3月 24日，四旬節 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra Angelico (1395-1455) 

L’Annunciazione (verso 1440-1450) 
nel Convento di San Marco 
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開祭 
 
 
入祭の歌：典礼聖歌 6 (pp.16-17)「あなたの息吹きを受けて」 
 
 
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：命の源である神よ，わたしたちの心があなたから離れてしまうとき，あなたは，ひと
り子イェスをとおして，わたしたちを呼び戻してくださいます．回心の道を歩むわたした
ちに，あなたを賛美し，感謝する心を与えてください． 

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 1 朗読 

朗読者：（出エジプト記 03,01-08a.13-15）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
答唱詩篇：典礼聖歌 93 (pp.118-119)「心をつくして神をたたえ」1, 2, 3 節 
 
第 2 朗読 

朗読者：（第 1 コリント書簡 10,01-06.10-12）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
詠唱（聖書と典礼 p.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 13,01-09）．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：神の御こころにしたがい，仕える心を新たにして，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：あわれみ深い神よ，あなたはすべての人に救いの手をさしのべ，皆が心から回心する
よう呼びかけておられます．秘跡によってあなたの子とされることを望む洗礼志願者を顧
み，罪の重荷と悪のきづなから解放してください．いつも平和と喜びのうちにあなたに仕
え，永遠に賛美と感謝をささげ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． 

会衆 : Amen. 
 
感謝の典礼 
 
奉納の歌：典礼聖歌 144 (pp.172-173)「谷川の水を求めて」 
 
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 
司祭：ひとりひとりに目をとめてくださる神よ，あなたの招きに応えて主の食卓を囲むわ
たしたちが，ひとり子の奉献に結ばれて，信仰と愛の心をはぐくむ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 156 (pp.188-189)「恵みのパン」 
 
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：慈しみ豊かな神よ，命の糧に強められたわたしたちが，神の子として生きる
喜びを分かち合い，日々，あなたに向かって成長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．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：カトリック聖歌集 161 (p.85)「あわれみの御心よ」 
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付録：ドイツのカトリック Essen 教区の Franz-Josef Overbeck 司教の論説，
「偏見を克服すること！カトリック教会は homosexuality に対する見解を変
えねばならない」（Herder Korrespondenz 誌，2019年 2 月号） 
 
今，homosexuality についてどう考えるかという問いほど，カトリック教会の
なかで人々を熱くさせる問題はほかにほとんど無い．全世界的に見れば，
homosexual の人々にとっては，最小限の対人的な敬意を払ってもらうことさ
え必ずしも確実ではない．カトリック教会において，より立ち入ったしかたで 

homosexuality に関する道徳的な価値判断の問題に取り組むことは，現在，喫
緊の課題である．それは，［聖職者による青少年に対する］性的虐待に関する 

MHG 調査［Mannheim, Heidelberg, Gießen の三大学の研究所による合同調査；
2018 年 9 月にドイツ司教協議会に報告された］の検討から出発した議論の流
れのなかで，カトリック道徳学を考慮に入れないでおくべきではない，という
ドイツ司教協議会の要請に応えるためである．仮定および問いとしてかかわっ
ているのは，このことである：もしかして，sexuality に関するカトリック教会
の教えの幾つかの内容が，人間の sexuality の諸現象を不幸にもタブー視する
ことを促したのではなかろうか？そのことは，特に homosexuality について妥
当する．なぜなら — その推察によれば — 教会の［homosexuality に関する］
あのように否定的な見方は，個々人の心理においても，また，ついには，教会
組織においても，［homosexuality という］性の現象形態の不健全な排斥を — 

または，否認をさえ — 促進したからである． 
 
ここで，何をどう関連づけようと，ひとつのことは確かである：ひとりの人間
の性的指向 — heterosexual であれ homosexual であれ — そのものは，性的
虐待の原因と見なされることはできないし，かつ，そうされてはならない．ま
た，専門家の見解によれば，pedophilia と homosexuality との間には，いかな
る内的な関連性も無い．それゆえ，たとえば，性的虐待の問題は，司祭職への
門戸を自分は heterosexual だと感じている男たちだけに制限することによっ
て解決され得る，と主張するとすれば，それはまったくの見当違いであろう．
そのような対策によっては，まさに，教会内における排斥 — 問題多き排斥 — 

を惹起したあの態度が継続され，さらには強化されることになるのではなかろ



11/12 

うか？とわたしは自問する．また，そのような対策によっては，性的虐待とい
うこの非常に複雑な問題に関して我々は確実な解決法を既に所有している，と
いう危険な錯覚が大きくなることにもなるのではなかろうか？ 
 
ひとつのことは確実である：あらゆる人間は，きわめて敬意と愛に満ちた対人
関係に与り得る．そこから特定の人間集団を排除するとすれば，それは，当事
者にとっては耐え難い偏見の表現であり，つまるところ，彼れらを差別し，犯
罪者扱いすることをさえ助長する．従来どおり，ひたすら自然法 [ Naturrecht, 

lex naturalis ] にもとづいて homosexuality を知覚し，評価することを単に繰り
返すだけならば，教会と密なつながりを持つ信者たちの間でさえ，教会の性道
徳に対する信頼性の劇的な喪失を阻止することはできないだろう — この懸
念は根拠がある，とわたしは思っている． 
 
いかなる観点においてであれ「sexuality を人間的なものにする」ことは，今日，
同じ程度に「sexuality を personal なものにする」ことを意義している．この
背景を前にして，もし仮に sexuality に関する問いにおいて人々の経験 — お
よび，人々の経験を反映する人間科学 — との対話を忌避するならば，なおさ
ら，カトリック道徳学は，知的領域において一顧だにされなくなる危険をおか
すことになる． 
 
この数十年間の聖書解釈学や道徳神学の認識との対話も，学びと認識の進歩が
始めから排除されてはいないようなしかたで行われているはずである．そのよ
うであってこそ，伝統は，キリスト教の始まり以来そうであるように，生き生
きとした出来事であり続ける．キリスト教道徳が理性に適うものであることに
賭け，それとともに，「単純」であるかのごとくに見える答えを選ぶよう誘惑
する原理主義に抵抗することは，カトリック神学の強みに属すことであるのだ
から，カトリック教会の教えは，人間の実存が性的なものであること — およ
び，そのことについてより深く知ること — に対して，自身を閉ざしてはなら
ない． 
 
それは，性道徳の問い — 特に homosexuality の問い — については，このこ
とを意義する：すなわち，文化と時代によって条件づけられた諸表象 — それ
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らは，同性どうしの sexuality に関する聖書の文言へも輸入されている — に
ついて，この［伝統を生き生きとした出来事にする］光のもとに，新たに省察
し，聖書的倫理の基本的な — かつ，ある意味で「時代を超えた」— 諸様相
からそれら［文化と時代に条件づけられた諸表象］を明確に区別すること．そ
こにおいては，「識別能力」— それを以て，聖書的な伝統と教会の伝統の多層
性のなかから，今日，何を如何なるしかたで妥当なものとせねばならないかを
我々が見つけ出し得るところの「識別能力」— が問われている．そも，正当
にも，カトリック教会には，あらゆる時代において善とまことに人間的なもの
と — そこにおいて神の意志が我々と出会うところ — を探し求めることが，
期待されている． 
 
それゆえ，人間の sexuality に関する認識が深められることによって，過去の
時代のもろもろの偏見 — それらは，今日に至るまで致命的に影響を及ぼして
いる — が克服されるならば，それは，基本的に言って，カトリック教会にと
って喜ばしい限りである．homosexuality の「脱病理学化」は，当事者たちに
とっては，過去と現在における — 部分的には途轍もない — 受難の歴史から
の遅すぎる解放を意義する．この数年間，当事者たちとの多くの対話は，わた
しに多くのことを考えさせ，わたしの心を動かし，わたしの視野を広げてくれ
た．それゆえ，今や homosexuality に関する［性道徳的な］知覚と価値判断に
関して教会内で議論すべきときとなったとしても，その議論は，当事者たちが
過去に受けた傷 — その傷口は，まだほとんど瘢痕化していない — がまた新
たに口を開くことのないようなしかたで為されるべきである．その歩みは，同
性どうしが［性的］関係を持つことや生活を共にすることの教会内での位置づ
けに関する敏感な問いからは切り離した形で，計画表のなかに予定されている．
いずれにせよ，homosexuality というテーマに関して，我々は，第二ヴァチカ
ン公会議の確信を心にとめるべきであろう：「謙虚に，かつ，辛抱強く，もの
ごとの秘密を探求しようと努める者は，みづからはそうと気がついていない場
合でも，神の手によって導かれているかのごとくである — 万物を支えつつ，
あらゆるものが，それが其れであるところのものであるようにしている神の手
によって」(Gaudium et spes 36). 
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