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開祭 
 
入祭の歌： 
典礼聖歌 29 (pp.38-39)「エルサレムよ，ほめたたえよ」1 & 4 節 
 
 
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) 
 
Gloria : 典礼聖歌 204 (pp.248-250) 
 
 
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：主イェスの父である神よ，あなたは，みことばと聖霊によってわたしたちのうちに来
られ，いつもともにいてくださいます．ここに集うわたしたちの心を，キリストが与えてく
ださる平和と喜びで，満たしてください． 

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：（使徒言行録 15, 01-02. 22-29）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
答唱詩篇：典礼聖歌 55 (pp.72-73)「神のみむねを行うことは」1, 2, 3 節 
 
第 2 朗読 

朗読者：（ヨハネ黙示 21, 10-14. 22-23）．神の御ことば． 

会衆：神に感謝． 
 
聖霊の続唱：典礼聖歌 352 (pp.406-409) 
 
アレルヤ唱：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：ヨハネによる福音． 

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：ヨハネ 14, 23-29）．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：ともにいてくださる神をたたえて祈りましょう． 
 
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：命の源である神よ，あなたの平和をわたしたちに与えてください．聖霊の導きにした
がって，罪から解放され，神の望まれる平和を築い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 134「主をたたえよう」（答唱 p.158, 詩篇 pp.160-161） 
 
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：恵み深い父よ，ひとり子イェスは，すべての人の友となられ，御自分の命まで差し出
す愛を示してくださいました．この秘跡をとおして，わたしたちがキリストの心に結ばれ
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（洗礼を受けていない方，および，いずれかのプロテスタント教会で洗礼
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 98 (p.126)「しあわせなひと」 
 
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：全能の神よ，永遠の命のかてに強められて，祈ります．わたしたちのうちに
おられるキリストに支えられ，日々，愛と喜びをもって生き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． 
 
Regina Caeli（譜面は次ページ） 
 
閉祭の歌：典礼聖歌 397 (p.472)「すべての国よ，神をたたえ」 
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レジナ チェリ 
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Regina Caeli［天の后］ 
 
Regina caeli, laetare, alleluya 
天の后よ，喜んでください，アレルヤ 
 
Quia quem meruisti portare, alleluya 
なぜなら，［聖霊の］恵みによってあなたが孕んだ方［イェス］は，アレルヤ 
 
Resurrexit sicut dixit, alleluya 
［イェス自身が］言っていたとおり，復活したからです，アレルヤ 
 
Ora pro nobis Deum, alleluya 
わたしたちのために，神に祈ってください，アレルヤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
虹色の光輪に輝く 

Częstochowa の黒い
聖母と幼な子イェス 
 
ポーランドの人権擁
護活動家 Elżbieta 

Podleśna は，この絵
を公の場に張り出し
たことにより，今
月，逮捕された．最
長 2 年の禁固刑に科
せられる恐れがあ
る． 
 
Amnesty International 
は，彼女に対する政
治的いやがらせをや
めるようポーランド
政府に求める署名活
動を，Internet 上でお
こなっている． 



10/12 

Dr. Laura とレヴィ記 
 
USA のイェズス会の週刊誌 America の Internet 版に2010年08月18日付で掲載された記事 Dr. Laura 
and Leviticus を紹介します．Fr James Martin による短い導入の後，匿名書簡のテクストが続きます． 
 
 
Dr. Laura Schlessinger は，昨日，ラジオ番組から降りることを発表した［訳注：人種差別的な発言をし
たことによって］．そのことは，彼女がときおり披露する旧約聖書の原理主義的な読み方 — 特に，
homosexuality が問題となるとき — に対するあの賢い反応を思い出させた．その匿名書簡は，2000 年
に最初に現れて以来，web 上に広く流通してきた（その出どころをつきとめることは困難であるにも
かかわらず）．それは，あらゆる種類の聖書直解主義に対する健全な解毒剤である．(Fr James Martin) 
 
Dear Dr. Laura : 
 
神の律法に関して人々を教育するためにかくも多くのことをなさっているあなたに感謝し
ます．わたしは，あなたのラジオ番組からとても多くを学びました．そして，そこで得た知
識を，できるだけ多くの人々と共有しようと試みています．誰かが homosexual lifestyle を
弁護しようとするときは，わたしは，単純に，たとえば，レビ記 18,22 :「女と寝るように
男と寝てはならない；それは，忌まわしいことである」の明確な断定を思い起こさせてやれ
ばよい．それを以て議論は終わり，というわけです．しかしながら，わたしは，あなたから
の若干の助言を必要としています — 神の律法の幾つかのほかの要素に関して；そして，
如何にそれらに従うことができるかに関して． 
 
1. レビ記 25,44［（前節で「イスラエルの同胞を奴隷としてはならない」と述べられたこと
に続いて，しかし）男性奴隷または女性奴隷が必要なら，まわりの国々から買いなさい］
は，隣の国々から買った奴隷 — 男性奴隷も女性奴隷も — は所有してよい，と述べてい
ます．わたしの友人は，この律法は，メキシコ人には適用されるが，カナダ人には適用され
ない，と主張しています．説明していただけますか？なぜわたしはカナダ人奴隷を所有す
ることはできないのでしょうか？ 
 
2. 出エジプト記 21,07［ある男が自身の娘を奴隷として売るなら，彼女は，男性奴隷と同じ
条件のもとに奴隷の身分から解放されることはできない］が許しているように，わたしは，
わたしの娘を奴隷として売りたいと思います．今の時代，彼女にいかほどの値段をつける
のが妥当でしょうか？ 
 
3. レビ記 15,19-24［女に月のものが訪れ，彼女の胎から血が流れ出ているときは，彼女は
七日間，障りとなる．彼女に触れる者は，誰でも，その日のうちは不浄である．障りである
女が寝たところは不浄となり，彼女が座ったところも不浄となる．彼女の寝床に触れる者
は，誰でも，服と身を水で洗わねばならない．その者は，その日のうちは不浄である．その
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上に彼女が座ったところのものに触れる者は，誰でも，服と身を水で洗わねばならない．そ
の者は，その日のうちは不浄である．彼女の寝床の上にあるもの，または，その上に彼女が
座ったところのものの上にあるものに触れた者は，その日のうちは不浄である．もし，ある
男が女と寝ているときに，彼女の障りの血が流れ出て，彼に付いたならば，その男は七日
間，不浄であり，彼が寝た寝床はすべて，不浄である］によって，わたしは知っています：
月のものの不浄の期間にある女に触れることは許されない，と．問題は，どうすればある女
性が生理中であることがわかるか，です．もしわたしが「あなたは生理中ですか？」とたず
ねれば，大多数の女性は気を悪くするでしょう． 
 
4. レビ記 1,09［（主にいけにえとして献げる家畜を屠り，四つに切り分けたあと）内臓と脚
を水で洗い，祭司は祭壇で全部を焼いて煙にする．それが，焼き尽くしの献げものであり，
主にとって慰めの香りである］によって，わたしは知っています：わたしが祭壇で雄牛をい
けにえとして焼くとき，それは主にとって快い香りを発する，と．問題は，わたしの隣人た
ちです．彼れらは，その臭いは彼れらにとっては快くない，と苦情を言います．わたしは彼
れらを打ちすえるべきでしょうか？ 
 
5. わたしの隣人たちのひとりは，安息日に働くと言い張っています．出エジプト記 35,02

［（週のうち）六日間，仕事をするが，七日目には，あなたたちにとって聖なるなにごとか
がある．それは，安息日 — 主の休み — である．安息日に仕事をする者は，誰でも，死刑
に処せられる］の述べるところによれば，その隣人は死刑に処せられねばなりません．わた
しは，みづから彼を殺すよう道徳的に義務づけられているのでしょうか？それとも，わた
しは警察にそうするよう頼むべきでしょうか？ 
 
6. レビ記 11,09-12［海のものであれ，河のものであれ，水に生きる動物すべてに関して，
あなたたちが食べてよいものは，ひれとうろこを持つものである．しかし，ひれとうろこを
持たないものは，食べてはならない．それは禁ぜられている］によって，甲殻類を食べるこ
とは忌まわしいことであるのですが，わたしの友人は，それは homosexuality より忌まわし
くはない，と感じています．わたしは賛同できません．あなたはこの問題に決着をつけるこ
とができますか？忌まわしさには程度の違いがあるのでしょうか？ 
 
7. レビ記 21,16-24 は「身体障碍者は神の祭壇に近づいてはならない」と規定しており，そ
のなかには「視力に欠陥のある者」も含まれています．告白するなら，わたしは，読書の際，
眼鏡をかけます．神の祭壇に近づくためには，わたしの視力は完璧でなければならないの
でしょうか？それとも，そこには解釈の余地があるのでしょうか？ 
 
8. レビ記 19,27 は頭髪や髭に関して「あなたたちは，頭髪の縁［ふち］を，それが円を描
くように切ってはならず，ヒゲの両側を切って，その形を変えてもならない」と禁止してい
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ます［訳注：そのため，保守的なユダヤ人男性は，payot と呼ばれる長いもみあげを伸ばし
ています］が，わたしの男友だちの大多数は，その禁を犯して，側頭部やもみあげを散髪し
てもらっています．彼らをどう処刑すべきでしょうか？ 
 
9. レビ記 11,02-08［陸に生きる動物すべてに関して，あなたたちが食べてよいのは，分か
れた蹄を有しており，かつ，反芻するものである．（それに対して）以下のものを食べては
ならない — ラクダ：反芻するが，蹄を有していないから；あなたたちにとって，それは不
浄である．イワダヌキ（訳注 : hyrax または rock hyrax — カワイイので，とても食べる気
にはなれません）: 反芻するが，蹄を有していないから；あなたたちにとって，それは不浄
である．ノウサギ：反芻するが，蹄を有していないから；あなたたちにとって，それは不浄
である．ブタ：分かれた蹄を有しているが，反芻しないから；あなたたちにとって，それは
不浄である．それらの肉を食べてはならず，それらの死骸に触れてもならない．あなたたち
にとって，それらは不浄である］によって，わたしは知っています：死んだブタの皮に触れ
ると不浄になる．では，手袋をしていれば，ブタ皮でできたボールでフットボールをしても
よいのでしょうか？ 
 
10. レビ記 19,19 は「あなたの家畜のうち相異なるふたつの種［しゅ］どうしをつがわせて
はならない；あなたの畑に相異なるふたつの種［しゅ］のタネを播いてはならない；相異な
る二種類の糸で織られた混紡の布地の服を着てはならない」と禁止していますが，わたし
の伯父［叔父］夫婦はその律法に違反しています．彼は，農場を所有していますが，同一の
畑でふたつの異なる穀物を栽培していますし，彼の妻は，相異なる二種類の糸でできた布
（綿とポリエステルの混紡）の服を着ています．彼は，また，たくさん，呪ったり，冒瀆的
なことを言ったりします．いったい，本当に，わたしたちは，町じゅうをあげて，彼を石打
刑にするという面倒なことをする必要があるのでしょうか？（レビ記 24,10-16 : 主の名を
冒瀆する者は，石打刑に処せられる）．もっと手軽に，プライベートな家族パーティーの場
で，彼らを火刑に処することはできないのでしょうか — レビ記 20,14 に「ひとりの男が
ひとりの女とその母親の両方と寝たならば，それは淫らなことであり，彼れらは三人とも
火刑に処せられる」と規定されているように． 
 
Dr. Laura, わたしは，あなたがそれらのことがらを詳細に研究しており，それらのことがら
について専門的な知識をお持ちである，と知っています．ですので，あなたは助言すること
ができる，とわたしは確信しています．神のことばは永遠かつ不変であることをわたした
ちに思い起こさせてくださったことに，改めて感謝します． 
 
あなたを崇拝するファンより． 
 
（もし本当にカナダ人奴隷を所有することができないのなら，ひどく残念なことです）． 
 


